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平成２７・２８年度 第９回高崎市公民館運営審議会 議事録 

議事

 平成２７・２８年度答申について

会長：  皆様には事前に答申案を郵送させていただきました。変換ミスの誤字等は、最

終的に修正させていただきます。本日は、内容の加筆や修正等、大まかなご意見

を賜わりたいと思いますので、よろしくお願いします。

     まず、「はじめに」からご意見があればいただきたいと思います。

ユネスコ協会選出委員：専門委員の方々のご尽力に頭が下がります。より良くするという

意味で申し上げることなので、ご容赦ください。中ほどに「７０年近くの歴史を

誇る本市の公民館は、市民と職員の協働により」とありますが、この「職員」は、

常勤職員のいる公民館をイメージしてしまいます。「市民と公民館長及び関係者の

協働により」とした方がよろしいかと思いました。職員だけではなくて、例えば、

公民館運営推進委員等の関係者ということです。

会長：  わかりました。公民館が設置された当初は、市民があまり参加していなかった

のではないかと思っていましたので、「職員」としました。「市民と職員」ではな

く、「公民館長はじめ関係者の協働により」にさせていただきたいと思います。他

にありますか。

箕郷地区選出委員：最初の段落の最終行、「新しい時代に対応した公民館のあり方が求めら

れています」とあり、次の段落で諮問について書いてありますが、この３行は削

除してよろしいのではありませんか。

会長：  同じ趣旨のことを後半でも書きましたので、「求められています」の次の段落を

削除し、「７０年近くの歴史」と続けさせていただきます。他にありますか。

ユネスコ協会選出委員：参考までにお話ししますが、１文が長く、４、５行です。もう少

し短く、せいぜい３行くらいだと読みやすいのではないでしょうか。例えば、「し

かし」で始まる段落ですが、「趣味やスポーツなどのサークルや団体による利用者

が増えております。」で切る。「そのため、公民館が」とつなげた方が、１文が短

くなります。

会長：  わかりました。だいたい４、５行になっていますので、区切るように考えてみ

ます。

箕郷地区選出委員：「市民ニーズ」という言葉と「住民ニーズ」という言葉が使われていま

す。
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会長：  「住民ニーズ」に統一します。ご提案ありがとうございます。

では、次に移ります。３ページ「答申概要」は、今までの答申の形式に沿って

作りましたので、特に問題はないと思います。

答申内容に移ります。検討を要する事項が２つあり、「これからの地域社会に求

められる新しい公民館事業のあり方」と「望ましい施設提供のあり方」です。答

申１は、「これからの地域社会に求められる新しい公民館事業のあり方」、１２ペ

ージ、答申２は、「望ましい施設提供のあり方」としました。

答申１ですが、私は施設提供も事業の中に入ると思っています。２つに分ける

のは、とてもやりにくい。検討を要する事項を提案した理由を書いたものがあり

ましたが、それは全部取り上げなくてもいいということでした。何を入れるか、

そこに載っていなかったものも入れるか、文言をそのまま入れるか、いろいろ悩

みました。答申１は、そういう前提で書きました。

まず、４ページの「（１）公民館事業の充実」、ライフアップ推進事業等の公民

館事業は取りあえず、ここに入れました。答申１で、強調したいことは、学びが

個人の趣味や興味で終わってしまうことが多いが、その成果を社会につなげてい

くということです。課題解決、ボランティア活動、地域活動につなげる。そのよ

うな形になることが望ましいという答申が出ているが、そのようになっていない

と前の答申に書かれていました。地域課題にどう対応するか、その課題を解決す

るための学習ということが抜けていたのではないか。今度はそれを入れた方がい

いのではないかと思い、その社会的な要請に対応し、このようなことをした方が

いいのではないかということをまとめました。公民館は前の年度の事業を踏襲し

ていくだけではなく、公民館職員の力量が問われるようになる。地域の事情を知

っていなければ講座は作れないし、相談や提案に聞く耳を持たなければ、地域課

題の解決や地域活動が活発にならないと思いました。講座の企画は職員がおそら

くメインでやっているのでしょうが、職員の力を借り、住民が企画する講座、事

業がこれからの社会では一番望まれるのではないか。今までのように住民はお客

さんではなく、住民の力を生かすということを書きました。公民館が地域づくり

の拠点、地域の問題を解決するような場所として求められるということであれば、

学校、ＮＰＯ、いろいろな市民団体との連携、協働が必要である。

１０、１１ページは地域資源について書いてあります。建物、人、モノを活用

して学習をし、その学習の結果をその地域のブランド品の開発につなげることだ

と思いました。ただ、学習だけの資源ではなく、地域が地域の自然等、地域の宝

を上手く活用し、その地域の課題を解決しつつ、ソーシャルビジネスで潤ってい

く。皆が生きがいを持った生活をすることができるのではないかと思います。書

いてはいませんが、学習支援だけではなく、コミュニティの機能ももう少し強化

するような公民館のあり方が望ましいのではないかと思います。最終的な結論は

そういうことです。

１２ページ、「望ましい施設提供のあり方」についてですが、検討を要する事項

の提案の理由の中に、公民館図書室、管理人のことがありました。管理人のこと

は答申２の２「（３）施設の整備・充実」中で、取り扱わせていただきました。

また、講座を主に企画する職員がやはり重要なのではないかと思い、１４ペー
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ジから職員のあり方について書かせていただきました。住民主体の公民館運営等

を考えると住民だけでは難しく、公民館職員の力が必要であるという内容です。

地域の連帯がなくなっているので、教育の力で連帯する。学びを通して実践があ

ると思います。また、公民館はコミュニティ施設、コミュニティのいろいろな問

題を解決する場所であると考えました。以上が趣旨です。４ページからご指摘い

ただければありがたいと思います。

箕郷地区選出委員：４ページ。これからの公民館については、市民ニーズに沿った運用を

図るということが書かれています。地域のニーズを吸い上げるには、公民館運営

推進委員、生涯学習推進員等、既存の組織を活用するのがよいと思います。９ペ

ージの「５ 市民活動団体やＮＰＯ、ボランティア団体等との連携・協働」にそ

のことを入れていただけるとよいと思います。

学識経験者：６ページの「エ」で、住民参画の「企画委員会」とありますが、これは「５」

に入れてもいいのではないでしょうか。

会長：  ここに入れた方がいいということですね。わかりました。

国際交流協会選出委員：公民館運営推進委員と生涯学習推進員のことがでましたが、その

他に各公民館では図書ボランティア等、いろいろなボランティア団体が活動して

います。その人達の意見も吸い上げていっていけるように、その人達も入っても

らった方がよいと思います。

会長：  例えば、公民館の事業等を決める時に、生涯学習推進員、公民館運営推進委員

に加えて、図書ボランティア等のボランティアの方の意見も吸い上げる。そのと

おりですよね。

学識経験者：見出しの付け方の整理ができていないような気がします。例えば、５ページ

の「（１）公民館事業の充実」の中に「①公民館事業の見直し」がありますが、②

はない。

会長：  取りあえず、①にしておきました。

学識経験者：（２）も①だけで、②がない。９ページの「（１）市民活動団体等と協働で事

業を企画・共催」、（１）になっていますが、（ ）はいらないのではないですか。

それから、１５ページ、「（３）施設の整備・充実」は、（１）と（２）の職員体制

のこととは違います。「施設の整備・充実」は、大きな柱になるので、（ ）を削

除し、「３」でよいのではないでしょうか。

会長：  大きな「３」ですね。４ページ、「１」の中に「（１）公民館事業の充実」と「（２）

地域課題に関する学習機会の充実」がある。①については、②がないので、「・」
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に置き換える。６ページの（２）の①も「・」にします。

学識経験者：アイウエオという分類の仕方がここから出てくるのですよね。

会長：  具体的な提案を入れてあるので、これも「・」でもいいのですよね。

学識経験者：優先順位があれば、アイウエオですかね。アイウエオで統一されればよいの

ではないですか。

会長：  特に優先順位はないのですが、見やすいようにそうしました。「３」の中にもア

イウがあります。

学識経験者：「４」の中にもアイウエオがあります。その後に、また、アイがあります。「一

方、住民の側」からのこの１行を上に移動させたらどうでしょう。

会長：  ８ページの最終行を９ページの１行目に移動させ、アイと続くようにするとい

うことですね。

ユネスコ協会選出委員：８ページ、アイウエオの前に「（１）公民館の取り組み」を入れ、

最終行の「一方」の前に「（２）住民への期待」を入れるのはいかがでしょうか。

小見出しがあった方が、わかりやすいと思います。

会長：  わかりやすいですね。

学識経験者：９ページ、「５」の（１）の（ ）は必要ですか。

会長：  「５」は１項目しかないので、「・」に置き換えますか。

ユネスコ協会選出委員：今後、皆さんから意見が出ることを前提に、（ ）にしたのではな

いのですか。

会長：  そういうこともあるかもしれませんが、取りあえず、「・」にしましょう。

     次に、１０ページ、「６ 学校との連携・協働」に移ります。中央教育審議会の

答申に小学校がこれからの地域づくりの拠点だと書かれていますが、学校だけで

は難しいのではないかと思います。学校が中心と言われているので、ここをどう

書いたらいいのか。また、地域づくり活動協議会については、ここに入れるべき

ではなかったと思っています。学校、公民館、地域の町内会を含め、地域づくり

活動協議会との関係が難しい。地域づくり活動協議会は、区長さんが中心になり、

他の地域の団体が一緒になって補助金を交付してもらっている。公民館はオブザ

ーバーのような形になっているが、この関わり方をどうしたらいいのかと公民館

も悩んでいました。公民館と学校との連携について、ご意見があればお伺いした
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い。

「中学生休日学習相談ステーション」で、学習支援の場所として提供している

公民館もある。普通、学習支援というのは、地域の方々が学校に出向き、おこな

っているものであり、公民館とは特に関係がないものです。ここにも書きました

が、小学校との連携は、長期休業時の講座をやっているというお話でした。これ

からはもっと公民館と学校が地域づくりの拠点となるように期待されています。

今まで、公民館は外に出て行かないで、お客さんが来るのを待っていた。今後は、

小学校や中学校、他の地域の団体のところに出かけて、いろいろな団体との連携

を強化すべきであるというような内容を答申に書きました。

新町地区選出委員：地域づくり活動協議会では区長さんが中心になり、地域の活性化のた

めに活躍されています。それとは別に、中学校区くらいの区域で、地域づくりが

始まっています。介護保険関係から始まったものですが、協議体を作り、地域課

題を解決していこうという住民主体の会議をおこなっています。そのメンバーの

中には社会福祉協議会、地域包括支援センター、高齢者あんしんセンター、住民

がおり、地区によっては公民館の館長や主事もメンバーに入り、地域のニーズを

吸い上げます。例えば、公民館はこんなことができ、社会福祉協議会はこのよう

なことで力を貸せる等、それぞれの強みを生かし合い、住民のニーズに応える。

そういう場に公民館の方がいてもらえるとありがたいです。この答申文の内容と

私がお話ししたことは、少し違いますが、課題に取り組むという大きな目標は、

同じだと思いました。公民館がどのように関わっていくことができるのか。また、

公民館にはそれが求められていると感じています。

会長：  学校との連携については、別立てになっていますが、「５ 市民活動団体やＮＰ

Ｏ、ボランティア団体等との連携・協働」の中に入れ、「６ 学校との連携・協働」

を「（２）」にしてもいいのかもしれない。

区長会選出委員：私は地区公民館長として、１１年間、お世話になり、現在、高崎市区長

会の副会長をやっています。地域づくり活動協議会に対する７０万円の補助金で、

地域ごとに違うと思いますが、私の地域では、運動会やハイキング、ケイマンゴ

ルフ、バレーボール等をおこなっています。そして、小中学校長やＰＴＡ、諸団

体に来てもらいます。勉強不足のところもありますので、これからまた勉強をし

て、皆さんのご意見に応じるようにしたいと思います。

学識経験者：学校のことは項目として立てて、「市民活動団体やＮＰＯ、ボランティア団体

等との連携・協働」に学校を含めない方がいいと思います。

会長：  では、別立てでいいですね。

学識経験者：学校は小学校に限らずに、大学も高崎市にはたくさんあるので、タイアップ

して、公民館活動も活発になればいいと思います。
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ユネスコ協会選出委員：同感です。中学校もあります。実際、そのように動いているとこ

ろもあります。

国際交流協会選出委員：地域づくり活動協議会について、うちの地域では、スポーツ振興

と地域文化、昨年、防災の部会ができ、３つに分かれています。その中で補助金

を割り振ってやっています。防災訓練、運動会、芸能発表会等、公民館と共催で

やっています。各地区公民館の事業実績に出ていると思います。事務的なことや、

いろいろなことで公民館に手伝っていただき、運営しています。地区によって違

います。うちの地区は、小学校が２校ありますので、地域づくり活動協議会の補

助金は２つに分けて、事業を実施しています。

区長会選出委員：うちの方は中学校区に小学校が２校ありますが、公民館単位、小学校単

位で、行なっています。小中学校長や教頭をお呼びし、いろいろ相談しながら、

校庭や講堂をお借りしています。

国際交流協会選出委員：うちの方も学校とは密に連携を取っています。例えば、パトロー

ルも区長会と公民館と年間どういうふうにやるか、相談しています。

ユネスコ協会選出委員：「６ 学校との連携・協働」の中に、地域づくり活動協議会のこと

を無理に入れてしまわなくてもよいのではないでしょうか。他の項目に入れた方

がよいと思います。

会長：  では、「また、小学校区を単位」から始まる２行は削除します。

小学校長会選出委員：１つ付け加えてもらえればありがたいと思うのですが、「公民館の側

から学校への積極的なアプローチ」とありますが、公民館が持っている人材デー

タのようなものを提供していただきたい。全小学校で、「学力アップ大作戦」をや

っていますが、そのボランティアを見つけにくいので、そういった人材の中から

お願いできないかなと思いました。

会長：  高崎市がやっている事業の学校への学習支援、特に持っているデータの提供と

いうことですね。

ユネスコ協会選出委員：１０ページ、「７ 地域資源の把握と活用」についてですが、地域

資源は非常に重要です。例示の中の「文化資源」について、「祭り」の前に「文化

財・地域遺産」を入れたらいかがでしょうか。

会長：  地域遺産とは上野三碑等のことですよね。「地域遺産」を先にして、「祭り」、そ

の他ということですね。わかりました。１１ページは、地域の学習について書き

ました。いろいろな講座等を通じ、住民が自分の住む地域のことを調査して、ま

ず、良さを知る。そして、学習、地域づくりに生かすということを提案させてい
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ただきました。では、１２ページ以降で、ご意見をお願いします。

箕郷地区選出委員：アイウエオというのは順序性があるのかというお話がありましたが、

記号を使うということは順序性があるということになると思います。１６ページ、

高崎市は「一小学校区一公民館」という旗を掲げています。「キ」は、最初に挙げ

なくてはおかしいのではないでしょうか。検討してください。また、「カ」は、老

朽化の関係ですが、避難所は各地区の小中学校がなっており、公民館は避難所に

なっていないので、どうしたらよいのか。

会長：  避難所に指定されていないのですか。

社会教育課長：３箇所指定しています。

会長：  では、ここは削除してもよろしいでしょうか。

箕郷地区選出委員：窓ガラスについての記載も、少し細か過ぎる。

会長：  わかりました。では、「キ」を「ア」にして、順番をずらします。

国際交流協会選出委員：避難所についてですが、ブロック内で１館が情報等を流す拠点に

なっているのではありませんか。

社会教育課長：災害時に職員が参集して、情報収集する、拠点の施設。

国際交流協会選出委員：どこかの公民館が入っていないと各公民館に情報が流れないでし

ょう。丈夫な建物に逃げなさいと言われているので、避難してきた人の受け入れ

を公民館も考えていかなくてはいけない。

中央公民館長：指定避難所にはなっていませんが、自主避難所にはなっています。地域の

人が公民館に駆け込んでくれば、お断りはしません。

会長：  １６ページの「カ」は削除してもいいと思います。

国際交流協会選出委員：避難所については削除したとしても、「カ」は大事なのではないで

しょうか。だいぶ老朽化しているところがあります。バリアフリー化等、改善し

てもらわなければ、利用者も減少してしまう。

会長：  窓ガラスの記載は削除し、「老朽化に伴う公民館の改修は、避難所としての防災

上重要な建物であることから、整備が必要である」としてはいかがでしょうか。

ユネスコ協会選出委員：答申１は、前文で始まっている。１２ページ、「答申２ 望ましい
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施設提供のあり方」は、前文がない。「１ 地域住民に親しまれる公民館の運営」

の下の５行を「１」の上に移動し、前文にすると体裁が同じになります。

会長：  「公民館には、「『つどう』『まなぶ』『むすぶ』という基本的な役割」が前文に

なるということですね。他にありますか。

ユネスコ協会選出委員：１７ページ、下から６行目、「今後も公民館が一小学校区一公民館

の体制を生かしつつ」とありますが、合併地域のことも考慮すると「今後とも公

民館が一小学校区一公民館の体制を目指しつつ」とした方がよいのではないでし

ょうか。既にあるところは「生かしつつ」でいいのですが、合併地域も入れれば

「目指しつつ」の方がいいと思います。

箕郷地区選出委員：私も同意見です。一小学校区に一公民館がない地域は生かしようがな

い。私も「目指す」か、「要望しつつ」がいいと思いました。

会長：  「目指す」にします。

     皆さんからご意見をいただくことができました。ありがとうございます。今後

の予定を申し上げます。本日いただいたご意見をもとに修正した答申案を専門委

員さんにお送りして、２月１０日に第４回の専門委員会で審議にかけさせていた

だきます。そこで、専門委員さんのご意見をいただき、修正があれば修正し、全

委員さんに答申案を郵送させていただきます。ご意見があればいただき、最終的

には３月６日の審議会で答申を手渡すことになります。皆さんに郵送させていた

だいたもの以降の修正等につきましては、会長に一任させていただければと存じ

ますが、よろしいでしょうか。よろしくお願いいたします。

家庭教育関係者Ａ：今回は専門委員ではありませんが、２回、専門委員として、答申作成

に携わらせていただきました。過去の諮問内容を拝見すると、同じような諮問が

出てきていると思います。答申に対し、既に取り組んでいるが、それを私達が知

らないだけということもあります。私も専門委員になり、いろいろ勉強する中、

実はこんな取り組みがなされているということを知り、驚きました。まだ、知ら

ないことはありますので、それぞれいろいろな立場の方が集まって、違う視点か

ら見るからこそ、いろいろな問題提議がなされると思います。例えば、答申を作

成するのであれば、ここの部分は実際にしているとか、ここはこの答申を踏まえ

て、次の諮問の前までにこのように取り組みをおこなったとか、報告、自己点検

のようなものがあると次の諮問を考える際、あるいはその諮問に対する答申を考

える際に、同じことを繰り返し話していくよりも、先に進んでいくように思いま

す。また、地域の課題がそれぞれ違うように、それぞれの公民館が抱えている課

題も違うと思います。全ての公民館に対してというのは、難しい。十分にやって

いる、やりたいができない等、それぞれの事情があると思います。各公民館が抱

えている課題や年度の目標等を明確にして、課題解決に向けて、どのような取り

組みをしたのか、自己点検をしていく。第三者評価のような第三者の目も必要な
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こともあると思います。

会長：  何館かに訪問したのですが、それぞれ全く違う。まず、４３館に１回行っただ

けではわからないが、行かないよりもわかる。例えば、ロビーが暗ければ、人が

寄り付かないのがわかる。新しいところは改善されている。やはり、実態がわか

らないと駄目だということがわかりました。答申後、チームを組み、部門ごとに

公民館に出向き、お話を聞く。実態を見ることが必要だと思いました。最終的に

は、各公民館も審議会も活動内容に対する自己点検も含め、事業評価のようなも

のも必要だと思っています。そこまで仕事を盛り込んでしまうと、それも大変だ

と思いますが、ご指摘いただいたとおりだと私も思っています。それを生かして

いただけるように、チームを組んで、各公民館に行くことができればとてもいい

と思います。

学識経験者：答申に対する、諮問側のアプローチですが、前回、強く要望してきたのです

が、公民館長さんや主事さんからは、最大の努力をしているという返答が多く出

てくる。これは注文をつけるような答申ではなく、望ましいという形で作成して

いる。手ごたえがなくても、同じような課題でも、２年毎にそのことを言い続け

る。あるいは理想を提議し続ける。審議会自体も真摯に答申を出していることが、

公民館職員の教育にもなっているし、誇りにもつながっていると思います。私達

は、公民館活動のお目付け役になる必要はないと思うのです。審議会自体の活動

を底上げすることで、諮問側の人達も変わるわけですよね。新任の館長さんは新

しい出会いになるわけなのですから、続けるということが必要だと思います。

家庭教育関係者Ａ：皆さん、一生懸命やっていらっしゃると思います。

学識経験者：「やっています」と返事があったので、それ以上言えなくなってしまいました。

家庭教育関係者Ａ：諮問自体が「これからの地域社会に求められる新しい公民館のあり方」

という大きなテーマだと、どう答えたらいいのか、とても悩んでしまう。逆に、

こういうことで困っているので、何かいい意見はないかというような具体的な諮

問の方が答えやすいと思います。

会長：  わかりました。ありがとうございます。

国際交流協会選出委員：前回の答申後、審議会に公民館連絡協議会の役員が出席されまし

たが、その前に、ある公民館長さんに「この答申はおかしいのではないか、自分

達はやっている。」と言われました。「各地区選出の方は、公民館の状況がわかる

ので、その方達の意見を聞き、作成した答申である。利用者でもある人達なので、

耳に入ってきたり、自分が体験したりしたことを盛り込んだものである。既にや

っている公民館もあるし、これからやっていくところもある。」と説明しました。

難しいとは思いますが、館長会では答申を受け、こういうことが指摘されている
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のか、では皆でどうしたらいいか、何年か掛けて改善していきたいというような

文面をいただけたらいいと思います。

学識経験者：勉強会を館長会でやっていただき、答申がその時のテキストにしてもらえた

らいいと思います。

国際交流協会選出委員：主事さんの研修会も、審議会で提案したのですよね。改善してく

れているので、良くはなっていっているわけです。

会長：  提案ということで、よりよいものに改善できればいいと思います。それではこ

こで審議を終わらせていただきます。

報告事項

事務局 ・平成２８年度公民館主事・ブロック別課題研修報告会について

・前回審議会の会議録及び議事録について

閉会

事務局： 長時間に及びまして、ご審議ありがとうございました。それではこれをもちま

して、平成２７・２８年度第９回高崎市公民館運営審議会を閉会いたします。大

変お世話になりました。


