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令和元年度 第２回焼津市社会教育委員会 会議録 

 

◇ 日 時 令和元年 12 月 18 日（水） 午前 9 時 30 分～11 時 30 分 

 

◇ 場 所 大井川庁舎 3階大会議室 

 

◇ 内 容  ・教育長挨拶 

・社会教育委員長挨拶 

・議事 

（１）令和元年度 社会教育委員研修会について 

           ①志太地区社会教育委員研修会 

           ②関東甲信越静社会教育研究大会 

（２）公民館のあり方検討について 

（３）その他協議事項 

・その他 

（１）令和２年焼津市 はたちの集い開催について 

        （２）その他連絡事項 

 

◇ 出席者 委員長  渡邉 徹 

        副委員長    志水 和子 

委 員     滝井 昌彦 

  委 員  髙橋 昭 

        委 員     大畑 涼子 

  委 員  植村 幸代 

委 員     落合 孟郎 

委 員     桑原 光子 

  委 員  浅賀 貞春 

        委 員     近藤 征夫 

        委 員     山本 朋美 

  委 員     池谷 久治 

委 員     志水 みさ代 

委 員     関 宣之 

事務局  佐藤 美代志（教育長） 

        岡村 敏典 （事務局長） 

見崎 孝之 （社会教育課長） 

山本 桂  （青少年担当主幹） 

植村 和広 （社会教育担当係長） 

小林 功典 （社会教育担当主査） 

阿部 里菜 （社会教育担当事務員） 
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１．開 会 

《社会教育担当係長》 開会の宣言 

            ＜配布資料の確認＞ 

 

 

２．教育長挨拶 

   皆さん、おはようございます。大変お忙し中、社会教育委員会にお集まりいただきまして、

誠にありがとうございます。 

今年を振り返って、大きく２つ話をさせていただきます。幼稚園・小中学校にエアコンを

導入しましたが、７月に学校訪問をしたところ、快適な環境で落ち着いて学習をしておりま

した。現場の先生方にも聞きましたが、ただ涼しくなったというだけでなく、低学年・特別

支援学級といった天候によって影響を受けやすい子供たちが、落ち着いて学習できるように

なったということが、良かったなと思います。 

もう一つは、つい先日、台風 19 号がありましたが、全部の公民館を自主避難所ということ

で開放しました。その後、東益津、港、和田地区については道路の冠水や床上・床下浸水の

被害も出て、正式に避難所として開設することになり、結構な数の市民の皆さんが避難して

きました。公民館や各学校体育館の避難所としての機能について、教育委員会としても防災

と連携をしながら十分に設備を作っていかなければならないと思った次第です。 

さて、今日の主な議題ですが、公民館のあり方について検討いただきたいと思います。公

民館は単なる生涯学習活動の場としてだけでなく、地域のコミュニティの拠点や災害の避難

所など、これまでの公民館以上の更なる役割・機能を求められるようになっており、全庁的

に公民館の今後のあり方について検討していくこととなりました。社会教育委員の皆様から

もご意見をいただければと思います。 

また、令和２年のはたちの集いの開催につきまして、今年度より社会教育委員の皆様に壇

上の主催者席に座っていただくことになりますので、そのつもりでご準備いただきたいと思

います。 

この後のご審議・ご協議に忌憚のないご意見をいただければと思っておりますので、よろ

しくお願いいたします。簡単ですが、挨拶とさせていただきます。 

 

 

３．社会教育委員長挨拶 

   ７月に開催した志太地区社会教育委員研修会は焼津らしさを発揮した研修会でした。ご協

力ありがとうございました。 

その後、各委員が自分の職場・地域・所属する団体で地道に活動してきたと思います。今

日は、それら活動の土台の上にあって、焼津市全体の社会教育の課題を話し合い、また課題

を見つけていくということが大切だと感じました。よろしくお願いします。 
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４．議事 

（１）令和元年度 社会教育委員研修会について 

 ①志太地区社会教育委員研修会について 

《渡邉委員長》   焼津らしさを発揮できた。先日、島田市社会教育委員長にお会いした

時、来年度の研修はいかに島田市らしさを発揮できるか企画していると

のことで、焼津の研修がそれなりに効果あったのかなと思った。 

 

《高橋委員》    長谷川さんの実演を交えた講演が、他市の皆さんも興味津々で質問も

多く、やってよかったと思った。新丸正さんの見学も、今まで鰹節を作

る深いところまで見たことがなかったので、焼津の良いＰＲになった。

島田・藤枝にとっても発奮になったと思う。 

 

《渡邉委員長》   長谷川さんの説明はユーモアがあった。単に面白いだけでなく長谷川

さんの教育への願いも感じられた。 

 

《桑原委員》    三市の事例発表はすべて子育てがテーマだった。子育てに関する施策

や市民の活動が広まってきていると感じた。交流することで、知らない

事を学べるし、今後に活かせる材料になると思った。また、鰹節の伝統

的な作り方を見学させてもらったが、これを世界に広めていくという感

覚が、新しい事だと感じた。地元にいても知らなかったことが本当に多

いと感じた。私たちが発信できるのは狭い範囲かもしれないが、鰹節と

いう製品だけでなくその伝統も広めていければと思った。 

 

《渡邉委員長》   皆さんのきめ細やかな協力で、刺激になる研修だったと思います。最

後に、事務局より研修会の会計について、報告をお願いします。 

 

＜事務局より、研修会収支決算について報告＞ 

 

 ②関東甲信越静社会教育研究大会 

 ＜渡邉委員長より資料に基づいて報告＞ 

  ・「今、時代が変わる 人が変わる そして社会が変わる」という大会スローガンが新鮮で印

象に残った。 

  ・基調講演では、演題が「学びが開く 豊かな社会」であったが、子供が夢に向かって頑張

れる社会、いくつになっても学びなおしができる社会に、という言葉で結んでいて印象に

残った。 

  ・分科会では、「社会教育としての担い手の在り方」として久喜市の社会教育委員の活動の実

践報告があった。市の主催事業（生涯学習大会）に実行委員として参加、放課後子ども教

室推進事業やコミュニティスクール事業で各学校において委員等としての参画、諮問に対

してでなく独自にテーマを定めて市への提言など、社会教育委員が活発に活動している様

子が紹介された。 
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（２）公民館のあり方検討について 

＜社会教育担当より資料に基づいて説明＞ 

《渡邉委員長》   確認だが、このことについてこれから色々なところで意見を求めてい

くということか。 

 

《社会教育担当係長》   そうです。市長部局に移管する、社会教育法の枠を外して交流センタ

ー化するといったことも選択肢として、市としての公民館の今後のあり

方について検討していくものです。 

 

《近藤委員》    本来は、館長の諮問機関として公民館運営審議会があるが、そちらで

はどのような話になっているのか。そちらを飛び越して、社会教育委員

会で検討しろということか。 

 

《社会教育担当係長》   平成 25 年度から自主講座のあり方について公民館運営審議会で協議し

ており、公民館の方向性についても話し合われている。昨年度は委員へ

のアンケート調査も実施しており、そういった中で公民館の方向性の見

直しを求める声も出ている。今回は、今後検討を進めていく前段に、社

会教育委員として意見をいただき、参考にしたいというものである。 

 

《社会教育課長》  日程の関係で社会教育委員会に先に聞くことになったが、12 月 20 日に

開催される公民館運営審議会でも同じように説明して意見をお聞きする

予定である。 

 

《池谷委員》    今回、この議題が唐突に出てきたと感じる。社会教育委員会の意見が

全体の意見として公民館運営審議会に出されても困る。これまで公民館

運営審議会でも公民館の運営について色々と協議してきたことと思うし、

まずそちらの意見を尊重してほしい。 

 

《渡邉委員長》   今日は、結論を出すのではなく、委員の皆さんの公民館への考えを聞

いて、意見を出してほしいということと認識した。 

 

《滝井委員》    公民館の利用がマンネリ化している、利用者に偏りがあるといった今

の公民館の現状の問題について、それらを棚上げにして、新しい組織に

移行するというのもどうかと思う。これまで委員会などでこれらの問題

について、話題になったり協議したこともあったが、それらがどこかに

いってしまわないかと心配する。人員についても、今の公民館は少ない

人数でよくやってくれているが、新しい機能を追加して人の手配は大丈

夫かと思う。また、藤枝はすでに交流センター化しているとのことだが、

交流拠点について市によっても求めるもの違うだろうし、地域によって

も違うだろう。焼津市の中でも地域性があって、コミュニティ活動が活
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発なところは今でも公民館が地域の重要な拠点だろうし、そうでない地

域もあるだろう。共通して持たせたい機能と、地域によってほしい機能

とあるだろうから、地域の実情に即したものに変えていくということが

大事だと思う。 

 

《髙橋委員》    公民館から交流センターにかわるということは、社会教育委員会の枠

から外れるとういうことであり、今後議論される問題だとは思うが、生

涯学習推進をどう実現していくのかと思う。また、高齢化社会で公民館

に行くのも大変だという人たちもいる。そういった高齢者にももっと優

しい施設になっていけば、と思う。 

 

《大畑委員》    どの公民館にもキッズスペースがあるが、どこも閑散としていて、も

ったいないなと思う。子育て支援センターに来ているお母さんたちに話

を聞くと、ボス的な人が居座っているようなところには入っていきにく

い、かといって何もなく閑散としすぎているのも子供を遊ばせる魅力が

ない、となかなかに根深い問題と感じている。和田公民館では、子育て

支援センター・図書館とタイアップして、親子を対象に読み聞かせや遊

び等を行い、お母さんと顔見知りになったところでコンシェルジュが相

談を受けるというような活動を行っている。これをすべての公民館でや

れと言われても難しいが、せっかくあるスペースがあるので、いかに有

効に活用していくか、という課題を感じている。 

 

《植村委員》    公民館より、交流センターにしたほうがもっと広範囲に活用できるの

ではと感じた。大きなスペースを有効に活用していくには、選択肢が多

い方向がよいと思った。 

 

《落合委員》    今までの公民館活動は皆さんが頑張ってきて素晴らしい成果を上げて

いると思う。しかし、時代・社会の変化により求められるものも変わっ

てきており、特に災害に対する配慮が求められている。先日の台風 19 号

の時、東益津公民館では周辺が冠水して公民館に避難することができな

い人が発生した。こういった公民館長の采配ではどうしようもない事態

が発生した時、拠点としてどうあるべきか市としても考えてほしい。 

また、高齢化社会で公民館に来てただ座っているようなお年寄りをど

う活かすか、高齢化社会に対応した公民館活動をもう一度検討してほし

い。 

 

《桑原委員》    仕事柄、いろいろな地域の交流センターや公民館を利用しているが、

静岡市は委託で、民間会社だったり地域の NPO の高齢者が運営してい

る。焼津市の良いところは、市の正規職員が館長を務めていて、市とし

て力を入れていると感じられる。委託についてもこれから協議されると
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思うが、今の体制は良いので継続してほしい。 

あと、社会教育法の枠の中で、お断りせざるを得なかった地域の活動

があれば教えてほしい。 

また、公民館を貸し館として利用する際に、冷暖房費を後から払った

り、社会教育団体の確認を求められたりと、踏まなければいけない段階

が多いので、全体的にもう少し簡略化してほしい。 

また、図書室の利用が活発になればと思う。今ある施設を交流スペース

として活用していければ良いと思う。 

 

《浅賀委員》    学校の視点から考えると、学校教育も大きく変わっていく時期にある。

それは、10 年後 20 年後の社会を見据えた上で、そこで生き抜く力をつ

けるために子供たちに何をするか、ということを考えている。公民館に

ついても、10 年後 20 年後、ひょっとしたらもっと長いスパンを見据え

た上でどうすべきかという視点から考えていくのが良いのではないか。 

また、多様性の社会ということで、いろいろな価値観を持つ人がたく

さんおり、学校の中でも課題を抱えている。公民館についても多様性と

いうことで考えて、ニーズやそれに対する対応を考えていくと良いのか

なと感じる。 

自分が勤務している豊田小のある豊田地区は、地域と公民館のつなが

り、学校と地域のつながりが非常に強い。地域の人の思いをくみ取り、

今行われている地域活動が活かされる方向で移行していくと良いのかな

と思う。 

 

《近藤委員》    これからの公民館について、貸し館も当然大事だと思うが、地域に一

番喜んでもらえるのは公民館まつりだと思う。これからも継続してやっ

てもらいたい。 

 

《山本委員》    公民館によって、館長の采配による違いがあると感じた。部屋を借り

る際、主催講座で先まで埋まってしまっていて、なかなか自由に利用で

きない館もあるし、割と空きが多い館もある。若い人はマルシェなど活

発に活動していて、公共施設では制約が多いのでお寺や神社で開催して

いる。いろいろな人が自由に利用できるという点では、交流センター化

が良いのではないかと思う。一方で、講座などこれまで学びの場として

使ってきている人たちの活動をどう保つかも考えなくてならない。社会

教育法の枠を超えた機能を果たしていて、それが広がっているというこ

とも解ったので、それを踏まえた上で社会の変化に基づいて考えるべき

だと思う。 

 

《池谷委員》    社会教育分野で地域・コミュニティがキーワードになっている。学校

教育でもコミュニティスクールが始まり、福祉でもコミュニティが重要
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になっていて、これからは地域が色々な面で重要視される時代である。

そういった点では、好むと好まざるとにかかわらず、公民館についても

そういった方向へ動いていくのだろうなとは思っている。ただ、これま

で公民館が果たしてきた役割は継続させていきたい。生涯学習の場をど

のように確保していくかは考えてほしい。社会教育の担保ということを

しっかり考えないと、社会教育が消えてしまうことを危惧する。どこが

所管するかということも大事で、縦割り行政はメリットデメリットがあ

り、担当する部局によっては社会教育が追いやられてしまうことになら

ないとも限らない。 

          また、他の自治体で交流センター化したことで、運営上どうような成

果があったか、また課題が出たか、情報収集をしてほしい。 

 

《清水委員》    自分は事業経営者という立場で、普段ほとんど公民館を利用すること

はなかった。事務所に相談にくる方々からは、公民館について利用者に

偏りがあるだとか、市の職員である館長に言いたい放題の利用者もいる

だとか、そういった問題も耳にしている。委員の皆さんの意見をお聞き

して、今の公民館は、ただ講座の開催だけでは済まない、災害や高齢者

など活動や役割が難しく、大変になっているのだなと感じた。 

 

《関委員》     公民館とはこのままでいいのかと疑問があった。公民館のあり方イコ

ール社会教育をどこが所管するかということだと思う。市民の方は、公

民館は単なる社会教育の場ではなく、枠を超えて街づくり・住民参加・

男女共同参画としての場として活用されればよいと思っている。私の考

えは市長部局に移し、公民館という名称を変えていくべきだと思う。今

は地域分権といって、地域でそれぞれ人づくりを行い、行政の補完をす

るといった事がなされている。自分たちの街づくりは、自分たちの責任

で自分たちの決定で行うというのが今の市民活動の原点である。そうい

う風に考えると、教育委員会でなく市長部局のもとであらゆる活動の拠

点にすることが求められると思う。ただし、教育委員会の所管から外れ

るとなると、学校教育との連携は確保しなくてはならない。 

          また、市長部局に移るとなると、部局の力関係の中で社会教育が埋没

してしまわないように気を付けていく必要がある。 

  

《志水委員》    ＮＰＯの団体に所属しているので利用する側だが、これまでの公民館の

あり方に疑問があった。広域で活動していると市外在住者が多いと社会

教育団体の認定がされず減免が受けられないなど、使い勝手が悪いとい

うことは、利用者として不思議に思っていた。時代の流れで変えていか

ざるを得ないと思うが、メリットデメリットはどちらも当然あると思う。 

           また、藤枝の交流センターでは、ロビーで中学生が自習したり雑談し

たり自由に使っている。豊田公民館でも自習室を開放しているが、受付
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簿の記入が必要で少し敷居があると感じる。以前、新豊田公民館基本構

想策定に関わった時に、若いお母さんたちから自由におしゃべりなどに

使える広いロビーを求める声が大きかった。他にもネット環境の整備を

求める声も多く、そういった部分が公民館の枠を超えて求められている

ものと感じた。 

 

 《渡邉委員長》   私が関わっている地元の港公民館建て替え検討委員会で、50 年先を見

据えて今何が必要か意見を求めたところ、くつろげる喫茶スペースが欲

しいとか、お年寄りも子供も皆が自由に使えるとか、建物への要望を通

して住民の皆様の願いのようなものを感じた。これからの進め方で大事

なのは、こういった皆様の声をどう集約していくかということだと思う。

一部の声高な人の意見が通ってしまうのではなく、地域の人の声・願い

をいかに吸い上げるかということが大事だと思う。大変なことだとは思

うが、行政はそのために地道な努力を重ね、最終的には公民館運営審議

会の意見を尊重して実行していくのが筋かな、というのが私の意見であ

る。 

 

《社会教育課長》   貴重な意見をありがとうございました。今回、委員の皆様にとって協

議が唐突になってしまい、申し訳ありませんでした。 

これから、市がまちづくりをするにあたり、行政だけでやっていくのは

不可能で、地域の皆様と地域毎に行う体制になっていかないと、これか

らの少子高齢化・人口減少の中で存続していくのは難しいと考えていま

す。その地域の活動の拠点となるのが公民館であり、10 年先 20 年先に

活動が活発に行われていく為には、今のままでよいのか改めて検討させ

ていただくのが今回のあり方検討です。市長部局に行くと生涯学習活動

がおろそかになるという心配が出てくるのは十分承知しており、我々は

社会教育課ですので、社会教育というところは十分担保しながらどのよ

うに活動を拡げていけるか考えていきたいと考えています。これからも

このような場で議論をお願いすると思いますので、よろしくお願いいた

します。 

 

《社会教育担当係長》   公民館運営業務の委託については、県内では静岡市と浜松市が指定管

理者を導入している。焼津市でも大井川町との合併当時に検討した経緯

があるが、防災拠点として非常時の運営を求められることから導入を見

送っている。今後のあり方の中で議題になってくるとは思うが、現在の

ところ市として運営業務の外部委託は考えていない。 

          その他、委員の皆様から頂きました質問については、調査の上改めて

回答します。 

 

《事務局長》    防災対応についてですが、避難所対応についてこれまで地震による災
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害を中心に考えられていたが、今回の台風 19 号において冠水で避難所ま

で行くことができなかった人がいるという反省を踏まえて、風水害と地

震が同じ避難所でよいのか、防災部を中心に検討を始めましたので、ご

理解を頂きたい。 

 

（３）その他協議事項について 

  《渡邉委員長》   来年度の社会教育委員の活動について、委員の皆様に意見を聞きたい

と考えていたが、時間がなくなってしまったので第３回定例会に持ち越

しとする。 

 

５．その他 

（１）令和２年焼津市 はたちの集い開催について 

＜青少年担当主幹より、資料に基づいてスケジュール・配置・役割等を説明＞ 

（２）その他連絡事項 

    ①令和元年度焼津市自治基本条例まちづくり市民大会大ワールドカフェ開催について

（近藤委員） 

    ②令和元年度社会教育関係者研修会の案内（事務局） 

    ③令和元年度第３回社会教育委員会の日程について（事務局） 

 

６．閉 会 

《社会教育担当係長》  閉会宣言 


