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平成 27年度 第１回焼津市公民館運営審議会 議事録 

 

１ 日 時  平成 27年６月 25日（木） 午後１時 30分～午後２時 45分 

 

２ 場 所  大井川庁舎３階大会議室 

 

３ 出席者 

 （委 員）齋藤育子委員、長島博雄委員、越後和紀委員、永井鉄朗委員 

      平田瑞江委員、伊藤忠雄委員、太田けい子委員、法月さち子委員 

      西村とみ子委員、髙冨美智子委員、大滝由美委員、保科洋子委員 

      山口秀夫委員、山田次雄委員 

 （事務局）宮崎生涯学習部長、河野社会教育課長、関社会教育課主幹 

      田中社会教育担当主査、吉川焼津公民館長、八木豊田公民館長 

      岡本小川公民館長、池村東益津公民館長、北川大富公民館長 

      進藤和田公民館長、増井港公民館長、渡邉大村公民館長 

      鈴木大井川公民館長 

 （教育長）山梨隆夫教育長 

 

４ 内 容  委嘱状交付 

       会長及び会長職務代理選出 

       報告事項  平成 27年度の焼津市公民館運営審議会について 

平成27年度公民館事業計画について 

公民館運営審議会答申について 

 

 (１) 開会のことば（河野社会教育課長） 

 

 (２) 委嘱状交付（山梨教育長から齋藤育子委員他計14名の委員に委嘱状を交付） 

 

 (３) 教育長あいさつ（山梨隆夫教育長） 

 山梨教育長  皆さん、こんにちは。今日は暑いですね。梅雨に入ったわけですが夏が近づいて

来ている感じで、また幸いにも豪雨ということもなく、今日を迎えることができ、

うれしく思っております。 

               今日は、第１回目の公民館運営審議会の開催にあたって、お忙しい中お越しいた

だきありがとうございます。今日は今、委嘱状をお渡しした訳ですが、この委嘱状

には本年６月から２年間、皆様方にはこれから公民館の運営や係る事業について、

ご審議、ご協議をいただくことになります。どうぞよろしくお願いします。審議委

員の皆さんは全部で１４名、継続の方が５名、新しく委員を引き受けていただいた

方が９名、年間に審議会は３回を計画しております。公民館が地域の皆様にとって

本当に有効に活用されるように色々な視点からご意見をいただけるとありがたい

と思っております。どうぞよろしくお願いします。 

今年度は既に３か月が過ぎようとしています。当然、各公民館で計画しておりま

す色々な事業や活動も、もう軌道に乗りつつあるのではないか、皆さんがかなり進

んで活動を活発にやられているのではないかと思っております。 

中野市長が市長として就任された時、公民館の館長は係長くらいの若い人達にや
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ってもらいたいという強い思いがありまして、本年度も９公民館中、５人の館長が

人事異動によって新しくなりました。今まで館長としてやってきてくれた方は新た

な部署に行って活躍しているということが目に見て私も嬉しく思っていますが、こ

れから市政を担っていく人達が公民館の館長として地域を知る、地域の住民の思い

を肌で感じるということは、焼津市の市政にとって大きな力になると思っておりま

す。そう言った意味ではここにもおりますが公民館長としての立場、仕事を通して

学ぶということは立派なことでありますので、ぜひ皆さんにも館長を育てていただ

ければありがたいと思っております。焼津市の公民館に対する皆さんの思いが十分

に活かされるようにと教育委員会でも全面的にかかわりながらやっていきたいと思

っておりますので、ぜひ皆さんのお力添えを、ご支援をいただけたらと思っており

ます。どうぞ、よろしくお願いします。 

 

 (４) 公民館運営審議会委員及び職員紹介（委員及び職員の自己紹介） 

 

（５）会長、会長職務代理選出 

    齋藤育子委員から伊藤忠雄委員を会長に推薦する声があり、出席委員の承認後、伊藤忠

雄会長の指名により保科洋子委員が会長職務代理に決定。議事録署名人に平田瑞江委員を

選出した。 

    ※教育長は公務のため、ここで退出 

 

（６）会長あいさつ 

    ただ今、ご推薦をいただいた伊藤です。どうぞよろしくお願いします。２年間という期

間ですが、焼津市の公民館がより良い施設になっていけば良いなあと思っております。引

き続き、皆さんにはご協力をお願いしたいと思います。とにかく公民館を知るというのが

一番大事だと思いますので、お近くの公民館に出かけていただきまして見ていただければ

なあと思っております。よろしくお願いします。     

         

（７）報告事項 

河野課長   それでは議事進行につきましては、伊藤会長からお願いいたします。 

 

伊藤議長   それでは議事に入ります。報告事項の「平成27年度焼津市公民館運営審議会」と

「平成27年度公民館事業計画」につきまして、事務局、公民館長から一括して説

明をお願いします。 

 

進藤館長   事務局である和田公民館の進藤と申します。私の方からは会長からお話がありま

した（１）平成27年度焼津市公民館運営審議会について、説明をさせていただきま

す。 

「平成27年度の焼津市公民館運営審議会について」説明をいたします。 

前年以前から委員をお願いしている方もおりますが、確認の意味で再度説明をさ

せていただきます。 

まず資料３の関係法規をご覧ください。「公民館運営審議会」については、社会

教育法、焼津市公民館条例、焼津市公民館条例施行規則に規定されており、その

役割については、社会教育法第29条に、「公民館運営審議会は、館長の諮問に応じ、

公民館における各種の事業の企画実施につき調査審議する」と規定されておりま

す。「諮問」というとあまりなじみがない言葉ですが、「たずねる、はかる」とい
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った意味を持つ言葉です。本審議会においては、公民館事業のあり方や運営に関

して、公民館長がおたずねをし、審議をしていただく場ということになります。

前任の委員のみなさまには、このあとにも説明がありますが、前任の期間におい

て「自主講座のあり方及び自主講座の支援について」諮問に対して答申をいただ

いております。 

次に、焼津市公民館条例、同施行規則については、委員の基準や審議会の運営

について規定されています。先ほどもお話がありましたが、委員は学校教育及び

社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行うもの並びに学識経験のあ

る者の中から委嘱し、任期は２年となっております。また、会長は会議の議長と

なり、審議した事項を答申するとなっております。 

引き続き、４ページの資料４「公民館の法的な位置づけについて」を説明いた

します。 

こちらも下線部にありますように公民館は、住民の教養の向上、健康の増進、

情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的とす

る、とあります。これは、昭和24年の戦後まもなく制定された法律ですが、この

文言などは今もかわらず通用すると思いますし、現代社会にむしろ必要なものを

言い表しているように思います。また、中段に下線を引いてある部分が、公民館

の事業として法律に定義されているものです。（１）の「定期講座を開設すること」

については、５に記載してあります、「成人講座」、「高齢者学級」を各館で、「社

会学級」については、４公民館で開設しております。 

（２）の「討論会、講習会、実習会、展示会等を開催すること」については、

各館で企画した講座などを実施しております。（３）にあります「図書、記録、模

型、資料等を備え、その利用を図ること」については、大井川公民館以外の各館

に図書室を設置し、市立図書館の書籍の貸し出しを行っております。（４）の「体

育、レクリエーション等に関する集会を開催すること」については、（２）と同様、

各種講座を実施しています。（５）に「各種の団体、機関等の連絡を図ること」と

ありますが、これについては焼津市の公民館の特徴の一つでもありますが、各館

が自治会コミュニティ組織の事務局となっています。こういったところが合致し

ているかなと思います。また、（６）の「その施設を住民の集会その他の公共的利

用に供すること」については、今現在も自治会やＰＴＡの会合場所としても公民

館が活発に利用されているところが該当するかと思います。以上が４ページの大

まかな説明となります。 

続いて５ページですが、後段にあります「公民館まつり」については、９公民

館で地域の連携強化と芸術文化の発表の場として開催しております。一番下に記

載がある「広報活動」については、各館において、公民館だよりを月１回発行し

ており、現在のところ全戸へ配布しています。 

続いて６ページの資料５については、またご覧になっていただければと思いま

すが、各公民館の概要と平成26年度の実績となっております。 

焼津市の公民館は、中学校区に１館配置されており、各館が創意工夫をして事

業を実施しています。職員は、館長、公民館主事、コミュニティ担当職員の３名

が基本の体制となっております。 

続いて７ページの資料６は公民館運営審議会関係運営スケジュールとなります

が、事務局である社会教育課の田中の方から説明します。 

 

田中主査    それでは資料の６をご覧ください。私の方から公民館運営審議会委員さんのス
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ケジュール、本年度の分になりますが説明させていただきます。 

冒頭、教育長の挨拶の中で審議会は３回を予定しているという話がありました

が、今日６月 25日がその第１回目となります。２回目が 12月 22日、３回目を３

月 17 日に予定しております。場所は焼津公民館です。その他、９月 11 日と 11

月 13日に県の同じような組織、協議会がありますが県の主催で研修会と公民館大

会というものがそれぞれあります。委員の皆さんにも事前にご案内させていただ

きますので、研修、勉強ということを兼ねてご都合のつく方はぜひ出席をいただ

ければと思います。 

以上、簡単ではありますが、平成 27年度のスケジュールになります。 

 

進藤館長    それでは引き続き、資料７ですが、表の順番に従って各公民館長より説明を致

します。 

 

池村館長    東益津公民館の今年度の事業説明をさせていただきます。今年度、東益津公民

館では、囲碁講座を新たに開設し 64の自主講座を開いています。また自主グルー

プは、昨年度から引き続き７グループが活動しています。 

高齢者学級には 59名の申込みをいただき、複合施設のメリットを生かした小学

校４年生との交流会が好評をいただいています。また、成人講座である木曜講座、

社会学級にも多くの参加をいただき、毎回様々な分野の学習に取り組んでいます。 

東益津公民館の特色として、地域のボランティア組織である「やきつべの里フ

ォーラム」と共同した、コメ作りを体験する「マイライス事業」や自然体験を目

的とした「ふるさとジュニアカレッジ」が行われ、市内全域からのお申込みをい

ただいています。親子で自然や歴史文化に触れる良いきっかけづくりになるもの

と考えています。 

今回の事業計画には間に合わず、記載されていないものもありますが、夏休み

中の子供向け体験講座も７講座用意できましたので、これから参加募集をしてい

きます。 

コミュニティ及び地域福祉推進委員会も積極的に活動し、地域住民の交流、親

睦事業や環境整備事業、福祉活動を行っています。 

 

北川館長    それでは大富公民館の平成 27年度事業計画を説明させていただきます。今年度、

大富公民館では、自主講座については、フェルデンクライス、オカリナなど新規

５講座を含む 42、自主グループについては短歌、レザークラフトなど自主講座か

ら移行した３グループを含む 17、計 59講座を開講しました。 

また、公民館主催定期講座であります高齢者学級には 71名、成人学級には 141

名の申込があり、年間を通じて多様な講座を企画しており、大変好評を得ており

ます。 

公民館及び地域コミュニティ主催の子どもや親子を対象とした事業では、食の

安全を考える商品テスト実習講座、親子電波教室、お薦めの本を紹介し合うビブ

リオバトル、食推大富地区の皆さまによる夏休み子ども料理教室などを、一般向

けの事業については、国際理解講座と題して、アジアを中心に各国の文化や言語

と料理の教室を併せて開催する講座を計６回のシリーズで予定しております。 

その他にも例年好評を得ております音楽コンサートも、津軽三味線からマンド

リン、クラシックと幅広いジャンルに渡って開催します。 

また、ふれあいホールでは、社会教育課所管による「放課後子ども教室」を実
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施しており、平日は午後３時から午後５時まで、土日は午後１時から午後５時ま

で多くの小学生の利用があり、幼児の親子連れとのふれあいや、ボランティアの

方による読み聞かせに参加するなど、居場所の確保のみならず、地域住民との交

流を通じて、子どもたちの豊かな人間形成に寄与しております。 

 

岡本館長    小川公民館の事業計画について説明させていただきます。今年度、小川公民館

では、自主講座 40、自主グループは自主講座から移行した新規２グループを含む

21の計 61講座を開設しました。新たな自主講座は、「おうちで簡単イタリアン」

と「男子力復活！若返りトレーニング」、「百人一首を楽しく読もう」の３講座で

す。 

「男子力復活！若返りトレーニング」については、普段あまり公民館を利用し

ていない年配の男性が対象の講座であり、少しずつではありますが講座生が増え

ております。また、公民館主催の高齢者学級は 37人、成人学級は 91人、女性学

級は 120人、あそびなんでも少年団は 31人と多くの学級生がおり、月ごとに年代

に合わせた様々な講座を計画しています。 

公民館及び地域コミュニティ主催の子どもや親子を対象とした事業では、ケー

キ作りやお菓子作り教室、ベビーダンス、子ども人形劇のほか、新しい公民館の

特徴である屋上を使った親子星空観察会などを計画しています。 

また、一般向けの事業については、山歩きの魅力を伝える講座「山歩きのすば

らしさと焼津アルプス」や文学講座、みそ作り講座、健康講座、防災講座などを

予定しています。 

 

進藤館長    和田公民館では、本年度は運営目標の柱に「地域との連携の強化」を据えて年

間の事業を計画しています。そこで、事業の組み立てにあたっては、「地域のた

めになにができるか」、「どのような連携が可能か」という視点を常に持つよう

にしています。 

       まず資料にしたがって説明いたしますが、自主講座については 44講座となりま

す。また、資料に記載がありませんが、本年度より自主グループ的な活動をする

団体が１団体あります。新規の自主講座として、「子どものハワイアンフラ」を

実施しています。学級長会議は年２回実施し、高齢者学級、女性講座は、昨年度

同様１講座ずつ実施します。 

        子ども親子対象講座、成人短期講座、コミュニティ関連事業については記載の

とおりですが、本年度の柱である「地域との連携」の新たな取り組みとしては、

地域の学童保育と合同で、環境教育のプログラムを全４回で実施予定です。また、

小さなお子さんを持つ母親の活動参加促進のため、地域福祉の事業として託児サ

ービスを実施します。 

        地元の講師にお願いし、すでに実施している地域歴史講座「日本史から見えて

くる和田」については、定員 50名のところ、60名を超える多くの応募がありま

した。 

        また、施設については、本年度より周辺施設との複合化を踏まえた建て替えの

基本構想の策定が開始します。しかし、実際に新施設が稼働するまではまだ期間

がかかると思われることから、高齢者等が利用しやすくするために、土足不可と

なっている現在の施設について、土足化に向けて検討中です。 

このように少しでも地域の方に期待してもらえるような施設になるように、ソ

フト、ハードの両面で工夫をしていければと考えています。 
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八木館長    豊田公民館の事業計画について説明致します。今年度、豊田公民館では、44の

自主講座と８つの自主グループを合せて、計 52講座を開設しました。また、公民

館主催の高齢者学級と成人学級では各学級 40名程の申込みがあり、健康や芸術、

現代的課題など無理なく学べる 11講座をそれぞれ予定しています。 

子どもや親子を対象とした事業では、子どもたちの好奇心や興味を伸ばす“豊

田科学研究所”という科学教室を全９回の内容で昨年に続いて予定しています。

また夏休みと冬休み期間に子どもクラブと題して、お菓子作りやお料理教室のほ

か、集中力を高めるヨガや科学実験、木工、書初め、身近な水生生物の飼い方教

室などを予定しています。 

また、一般向けの事業については、合唱講座との共催で開催するソプラノコン

サートのほか、地元豊田地区在住のインストラクターが心肺蘇生法やＡＥＤの使

い方などを教え地域みんなで助け合い人材を育てる“普通救命講習会”などを予

定しています。 

        また、自治会との協力事業で、“寝たきりや認知症になった家族を介護している

人たち”の心をケアする取組みとして、悩みや心配事を気軽に相談できる「地域

ふれあいサロン」を昨年に続いて公民館で開設しています。 

 

増井館長     港公民館の事業計画の説明をさせていただきます。今年度、港公民館では、自

主講座 44、昨年度まで自主講座で活動し、この４月以降、自主的な活動に移行し

た６グループを含んだ自主グループ 14の 63講座を開設しました。また、公民館

主催の高齢者学級や女性学級は共に 100名を超える申込者があり、非常に賑わい

のある講座となっています。 

公民館及び地域コミュニティ主催の子どもや親子を対象とした事業では、お菓

子作り教室を始め、夏休みや冬休みといった学校の休暇期間を使っての親子フィ

ッシングスクール、親子社会見学、みなとおもしろゼミナールと題して簡単な理

科の実験教室などを、また、一般向けの事業については、毎年大人気の手作り味

噌講座や圧力鍋を使った料理講座、徳川家康に関する歴史講座や自治会と連携し

て開催する防災講座などを予定しています。 

        また、自治会、民生委員、南部地域包括支援センターなどの協力で公民館の空

き部屋を使い、１人暮らしの高齢者や転入者の孤立化、孤独化を防ぎ、地域の繋

がりを強くすることを目的に地域住民のための居場所を６月から公民館で開設し

ています。 

 

渡邉館長    大村公民館の事業計画について説明させていただきます。大村公民館の本年度

の実施予定講座は、自主講座 46講座、高齢者学級・女性講座・成人講座・社会学

級は各 11回の開催を予定しております。 

        子ども・親子対象講座は、夏休み体験学習として、焼津の基幹産業を学習する

「焼津水産業施設見学会」、静岡大学（イノベーション社会連携推進機構）と連携

して実施する「静岡大学キャンパス体験」、大村地区の市民団体（瀬戸川を愛する

会）と協働で開催する環境教育事業「瀬戸川遊び隊 瀬戸川で遊ぼう！」などを開

催します。 

また、成人短期講座は、健康増進に向けてノルディックウォーキング教室や、植

物療法フィトテラピー講座、認知症対策講座を開催します。その他、歴史講座・国

際交流講座・災害対策講座などの開催も予定しております。 

コミュニティ関連事業としては、小学生が地域の高齢者と交流するミニデイサロ
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ン訪問事業や、地元の福祉施設「慈恵園」を訪問する福祉施設訪問事業、地域資源

を活用した自然保護事業「瀬戸川バードウォッチング・ウォーキング」などを開催

します。10月末には、今年で 34回目を数える公民館まつり「ふるさとまつり」が

開催されます。 

 

吉川館長    焼津公民館です。よろしくお願いします。今年度の自主講座は 39講座とありま

すが、その内訳は、新規の「百人一首を楽しもう」「はじめてのハーモニカ」を含

めて 38の自主講座が予定通り開講しましたが、残りの１つ「水墨画」講座は、先

生が体調不良のため講座生の中で講座の継続について話し合いが行われている状

況です。 

「百人一首を楽しもう」については、年度当初に短期講座を開催し、継続して学

びたい方を募集したところ 30人弱のお申し込みがあり、自主講座として開催する

こととしました。 

        高齢者学級は、「すこやか学級」として 95名、レディースセミナーには 45名、

社会学級は７学級で 146名の学級生が在籍しており、それぞれ健康や防犯、今年制

度が改正された介護保険制度についての講座などを実施・計画しております。 

        子ども・親子対象の講座では、時節に応じたテーマの講座や現役の学校の先生を

講師に迎えた科学の講座などを開催していきます。 

        成人短期講座では、連続開催の講座としまして「学び直しの歴史講座」を全６回、

「日本の心を歌おう」を全４回で開催いたします。 

その他に、地元再発見講座としまして平成 20年頃まで数年間、実施しておりま

した「荒祭りを 10倍楽しくみる方法」の復活と堀川沿いの蔵群についての講座を

開催いたします。その他、資料に記載の講座を企画・実施してまいります 

 

鈴木館長    大井川公民館です。今年度、大井川公民館では、自主講座として 44の講座を開

設しました。また、公民館主催の高齢者学級である大井川大学は 75名、女性講座

は 127 名の受講生を数え、清流館高校吹奏楽部や焼津市の親善大使をされている

「しんえがおスターズ」のコンサート、公民館と隣接している大井川文化会館で行

われる寄席や映画鑑賞会を鑑賞し、各種講演会や体操など趣向を凝らした内容の講

座を開催予定です。 

こどもや親子対象の講座として、ジュニア合唱団は平成６年から今年で 22年目

を数え、定期演奏会や公民館まつりの発表に向けて練習を重ねています。ジュニア

吹奏楽教室についても、昨年から継続して受講している９名に、新たに８名が加わ

り、今年は 17名が楽器の練習を始めています。 

その他に「ベビービクス」や「アロマで作ろう虫除けスプレー」、「ピザを作ろう」

「木工教室」、成人短期講座としまして、「腰痛にならないための腰痛予防体操教室」

「シェイプアップ講座」「スペシャルフィットネス講座」「折り紙講座」「紙バンド

クラフト教室」「各種料理教室」なども開催予定です。 

コミュニティ推進事業としましては、他の公民館では、コミュニティ推進会は地

元自治会と密接な関わりがあり、様々な事業を展開していますが、大井川公民館は

市の予算のみで青少年健全育成事業や明るい街づくり事業を開催しています。そこ

でコミュニティ推進会として、昨年 12月から衣類のリユース事業を始め、その収

益により、新たな講座などを開催することで公民館利用者を増やし、地元との繋が

りを深める取り組みを進めていきます。 
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進藤館長    以上で報告事項（１）（２）の報告となりますが、ここで補足となりますが、最

初に説明すれば良かったのですが、資料７の用語の解説をさせていただきます。

まず、自主講座と自主グループですが、自主講座は公民館で主催されている講座

の一つです。市内全体で約 500講座あり、公民館運営において大変大きな比重を

占めております。講師は地域の人材を活用し、スポーツ、書道、音楽、美術、文

学、手芸、料理、ＩＴ、趣味、語学など幅広い種類が設けられて地域住民の皆様

が自分に合ったものを選択し、気軽に受講できる利点があります。 

        併せて自主グループという言葉が出てきましたが、自主グループは主催講座の

自主講座を受講後に結成されたグループで、特定の公民館に登録された有志の団

体で、利用料金の半額減免や会議室の優先予約などの支援を受けています。 

        また、表の中に高齢者学級、成人学級、社会学級とありますが、それぞれ年代

や性別等に合わせ通年公民館で開催している主催学級です。子ども、親子、成人

短期講座というのは主に短期の２回から３回の講座が主で、中には通年のものも

ありますが、各公民館で企画、開催している講座になります。 

        消防防災訓練は法律で年２回訓練が義務付けされているので、それに従って実

施されております。 

        コミュニティ関連事業につきましては、公民館が事務局となっているコミュニ

ティ組織が中心となって活動、開催している事業となります。この中には公民館

の事業と共催しているものもありますので、表の中では重複して実施しているも

のもあります。以上で（１）（２）の報告事項とさせていただきます。 

 

伊藤議長    どうもありがとうございました。何か、ご意見やご質問はありませんか。ござ

いませんか。 

        それでは続きまして、公民館運営審議会の答申について説明をお願い致します。 

 

渡邉館長    それでは報告事項（３）公民館運営審議会答申について説明いたします。平成

25年度、26年度の公民館運営審議会では、教育長の諮問に基づき「自主講座のあ

り方及び自主グループへの支援について」ご審議いただき、今年３月 27日に教育

長に対して答申書を提出していただきました。 

この答申は、今後の審議にも関連いたしますので、対応状況の報告も兼ねて、

改めて答申の概要を説明させていただきます。答申を抜粋しながら進めさせてい

ただきますので、よろしくお願いいたします。 

       答申書（写）の資料をご覧ください。こちらが「自主講座のあり方及び自主グ

ループへの支援について」の答申書になります。自主講座とは、市民の生涯学習

のための機会と場を提供し、その活動を推進することを目的に開催している公民

館の主催講座です。 

答申の１ページ中程の、「Ⅰ自主講座のあり方 １ 現状」をご覧ください。自

主講座は、市内全体で約 500講座に上り、公民館運営において大きな比重を占め

ています。講師には地域の人材を活用し、スポーツ、音楽、書道、美術、絵画、

文学、手芸、料理、ＩＴ、趣味、語学といった幅広い種類が設けられ、地域住民

が自分に合ったものを選択して気軽に受講できる講座です。 

自主講座の受講者へのアンケート結果によりますと、受講者の 68％は居住地の

公民館を利用しており、男女比では圧倒的に女性が多く、その割合は 80％を占め

ています。また、受講経験年数は平均で５年７か月となっており、各講座とも新

規受講者に比べて、数年間継続して受講している人が多数を占めています。年齢
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別では 60代、70代が全体の 67％を占めており、自主講座は高齢者の生涯学習の

場として非常に重要な役割を果たしていることなどが明らかになっております。 

          ２ページをご覧ください。「２ 課題と改善の方向性」では、自主講座は各公民

館対象地域内の女性高齢者のニーズに合致しており、毎年安定的に受講者を確保

しているが、その反面、現在の自主講座について、「受講者の固定化と受講者層の

偏り」や「初心者と継続受講者によるレベルの違いにより、初心者が早期に退講

するなどのケースが見受けられる」などが課題として挙げられています。 

     この現状を踏まえて、答申では、地域の身近な学習・交流の場である公民館の

活動がより活性化され、住民の生涯学習がさらに充実したものとなるよう、次の

とおり提言しています。 

       「（１）自主講座から自主グループへの移行」現在公民館が主催している趣味、

稽古ごとの講座は、グループによる自主的な学習への移行を図る。「（２）新た

な主催講座の企画」「地域課題の解決につながる講座」や「受講者層の拡大を図

る講座」の企画・実施を提案するとともに、「新たな講師の発掘と育成」や「外

部組織の活用」に力を入れていく。 

       ３ページをご覧ください。また、自主講座等の公民館主催講座を受講後に結成

された自主グループが、引き続き公民館を拠点に活動を継続し、地域社会の活性

化や地域文化の原動力となるよう「（１）自主グループの定義と支援内容の統一

化」「（２）自主グループ活動の推進と公表」「（３）地域貢献活動に対する表

彰」の３点の改善を提案しています。 

       以上簡単ですが、答申の概要説明とさせていただきます。 

この答申の対応といたしまして、まずは、５月から６月にかけて開催された、

平成 27年度第１回自主講座学級長会議において、各公民館で受講者の代表者に答

申の概要を説明し周知を図ったところであります。  

       答申の２ページの「（１）自主講座から自主グループのへ移行」につきまして

は、答申にもありますように、情報の公表と受講者に対する十分な説明と配慮の

もと、慎重に進めてまいりたいと考えております。 

       また、今後の取り組みとして、同じく２ページの「（２）新たな主催講座の企

画」を平成 27年度公民館運営審議会のテーマとしたいと考えております。 

       答申で提案いただいた４回から 10回コースの「新たな主催講座の企画」を、「地

域課題の解決につながる講座」「受講者層の拡大を図る講座」「新たな講師の発

掘と育成」「外部組織等の活用」を視点に、次回よりワークショップ方式などで

委員の皆さんと一緒に協議したいと考えております。以上でございます。 

 

伊藤議長    ありがとうございました。何か、ご意見やご質問はございますか。よろしいで

すか。それでは、報告事項の全てが終わりました。以上で全ての議事が終了しま

したので、議長の座を降ろさせていただきます。ご協力ありがとうございました。 

 

河野課長    伊藤会長、議事の進行、ありがとうございました。保科職務代理もありがとう

ございました。それでは、その他皆さんの方から報告も含めて、またそれ以外で

もご発言がありましたらと思いますが、いかがでしょうか。 

 

 

山口委員    新たな講座の発掘とあるが、場所や時間的に余裕はまだまだあるよ、と言うこ

となのか。 
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渡邉館長    状況としては公民館にもよりますが、余裕はそれほどないですが、全くない訳

ではありません。空いている部屋もありますので、場所のことを気にせず協議し

ていただければ良いと思います。 

 

山口委員    なぜ、このようなことを質問したかと言うと、課題の中に「受講者の固定化と

偏り」とあり、そこをターゲットに絞ると固定化が課題ということであるので講

座をやめろ、偏りがあるということなのでそれを抑える、そちらの方にプレッシ

ャーを掛けることによって時間と場所の確保ができる、というようにも逆に読み

取れてしまうと、それはまずいなあと。余裕があれば新しいものを増やしていた

だければ良いが、そちらの方にプレッシャーが掛かるかなあと思ったので、質問

させていただいた。それはないということですね。 

 

渡邉館長    答申の中では自主講座を自主グループへとありますので、そちらと並行して主

催講座を検討していくこととなっております。自主グループについては引き続き

支援していくということになっていますので、決してプレッシャーを与えるよう

には考えてはおりません。 

 

永井委員    答申の内容ではないが、27年度の公民館事業計画のある講座についての質問で

すが、フェルデンクライス講座が大富公民館、和田公民館、大村公民館で行われ

ているようですが、馴染みのない講座で、私は少し経験がありますが、非常に年

配者には健康増進ということではヨガと似ていて、もっと楽な感じで非常に良い

と思いますが、公民館でやっていることを知らなかったので、いつ頃からやって

いるのか、３つの公民館の先生は同じなのか、違うのか、対象者、申込者はどの

位の年代で人数はどの位いるのか、お伺いしたい。 

 

北川館長    大富公民館ですが、平成 25年度に成人学級で一度お願いしたところ、好評でし

たので、26年度に３回のシリーズで開催しました。その時も大好評で当初は和室

でリラックスした形で行う予定だったのですが応募者が 50 名程の応募者をいた

だいたものですから大集会室で開催しました。その時にアンケートを実施し、継

続してほしいという要望がありましたので、今年度より定期講座の自主講座とし

て開講し、20 名でスタートしました。講師は市内三ケ名在住の井上幸子先生で、

３館とも同じ先生です。 

 

八木館長    豊田公民館ですが、資料には載っていませんが、高齢者学級でフェルデンクラ

イスを井上先生にお願いしまして、全 10回の講座の中に組み込ませていただいて

おります。 

 

渡邉館長    大村公民館については、昨年度一度開催し、好評でしたので、今年も開催を予

定しています。 

 

進藤館長    和田公民館については、今回初めてですが、大富公民館や大村公民館から評判

を聞きまして、特に年齢の制限も設けずに実施する予定です。 

 

長島委員    答申は前任の審議委員さんが作られたものですが、今回は我々がこの後審議会

を２回、３回とやる時に、特別な課題とかがあれば情報を得たり、実際にこの目
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で見たりとか事前にする必要があると思うのですが、協議テーマとして事務局か

らの提案というものはあるのですか。 

 

渡邉館長    25年度、26年度については、先ほど申し上げた自主講座のあり方、自主グルー

プの支援について答申を出していただいたのですが、今年度につきましては答申

の中の新たな主催講座の企画を掘り下げて協議させていただきたいということで、

当面はこの議題を皆さんにお願いしたいと考えており、次回２回目のご案内を差

し上げた時に資料等を同封しまして、ご意見をお持ちいただいてグループワーク

のような形で意見を出し合って進めてまいりたいと思っております。 

 

河野課長    他にはございませんか。また、今日の報告や審議会を今後開催していく中で、

ご意見や聞きたいことなどがあれば、各公民館長まで問合せいただければと思い

ます。 

        

（８）その他・連絡事項 

河野課長    それでは最後になりますが、事務連絡を２点ほどお願いします。先ほどの報告

事項にもありましたが、２回目の審議会が12月22日の火曜日に焼津公民館で予定

をしております。次回につきましてはワークショップ形式で皆様の意見をお聞き

していきたいと考えております。また近くになりましたらご通知を差し上げます

ので、よろしくお願いします。 

それと合わせて、県主催の研修会も２回ほど予定がありますが、これにつきま

してもまた近くなりましたらご通知を差し上げますので、よろしくお願いします。 

 

 (９) 閉会 

河野課長    以上を持ちまして、第１回目の公民館運営審議会を終了させていただきます。

本日はお忙しい中、大変ありがとうございました。 
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焼津市公民館条例施行規則第 11条第２項の規定により署名する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成  年  月  日  

  

 

議長 

                                 印 

 

 

 

委員 

                                 印 


