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平成 29年度 第１回焼津市公民館運営審議会 議事録 

 

１ 日 時  平成 29年 7月 6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）村松晶子委員、長島博雄委員、須崎章委員、永井鉄朗委員 

      平田瑞江委員、松永哲雄委員、岩崎清子委員、柏原佐知子委員 

      西村とみ子委員、保科洋子委員、山口秀夫委員、本間布美子委員 

      橋本登委員、林紘一朗委員、巻田幹彦委員 

 （事務局）村松生涯学習部長、冨田社会教育課長、日下部社会教育課主幹 

      田中社会教育担当主査、吉川焼津公民館長、大石豊田公民館長 

      望月小川公民館長、増田東益津公民館長、金高大富公民館長 

      小泉和田公民館長、谷澤港公民館長、藤本大村公民館長 

      鈴木大井川公民館長 

 （教育長）佐藤美代志教育長 

 

４ 内 容  委嘱状交付 

       公民館運営審議会委員及び職員紹介 

       会長及び会長職務代理選出 

       報告事項  平成 29年度の焼津市公民館運営審議会について 

公民館運営審議会答申及び提言について 

焼津を楽しむ「地域のお宝発掘講座」について  

平成29年度公民館事業計画について 

和田地域交流拠点施設（和田公民館）整備事業について 

 

 (１) 開会のことば（冨田社会教育課長） 

 

 (２) 委嘱状交付（佐藤教育長から村松晶子委員他計15名の委員に委嘱状を交付） 

 

 (３) 教育長あいさつ（佐藤美代志教育長） 

 佐藤教育長  本日はたいへんお忙しい中「平成２９年度 第１回焼津市公民館運営審議会」に

多くの方にお集まりくださいましてありがとうございます。 

              また、日頃より市の教育行政に御理解、御協力をいただき御礼申し上げます。本

審議会の任期は６月１日より２年間であり、審議会は年間３回を予定しております

ので、お忙しい中ご苦労をおかけしますがよろしくお願いします。 

いろんな議論をし、皆様からご意見をいただけると思っております。 

市内９ヶ所ある公民館では、例年自主講座や成人学級を開講しておりますが、昨

年度は皆様からご提案がありました、焼津を楽しむ「地域のお宝発掘講座」を実施

しました。昨年度は歴史編などを行い、多くの人に参加していただき公民館にとっ

てはたいへん有意義であったと思います。 

今年は引き続いて料理編を進めております。地場産品を用いた新しい料理を紹介

するのではないかと思います。多くの方の参加を期待しております。皆様のご意見
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に感謝しております。 

本日は、事務局からこれまでの事業の進捗状況と、今後の事業計画を説明させて

いただきます。公民館事業の推進のために貴重なご意見やご提案をいただきますよ

うお願い申し上げます。 

 

 (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 

    保科洋子委員から松永哲雄委員を会長に推薦する声があり、出席委員の承認後、松永哲

雄会長の指名により長島博雄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。 

 

（６）会長あいさつ 

    ただいま会長に選任されました東益津公民館推薦の松永哲雄です。初めての役なので右

も左もわからず長島様にはおんぶにだっこになってしまいますが、皆様方のご協力をよろ

しくお願いします。２年間という任期でありますけども、焼津市の公民館が市民にとって

本当に役に立つ施設となるように心掛けます。皆さまと一緒に協力をしていきたいと思い

ます。２年間よろしくお願いします。 

     

        ※教育長、部長は公務のため、ここで退出 

 

（７）報告事項 

冨田課長    本日は１５名の委員さんがすべて出席しておりますので、公民館条例施行規則

第１０条２項の規定により、本会議は成立しておりますことを報告させていただ

きます。 

それでは議事進行につきましては、松永会長からお願いいたします。 

 

松永議長   議事に入る前に、本日の議事録署名人は、平田委員にお願いします。 

それでは議事に入ります。報告事項を議題とします。 

「平成２９年度公民館運営審議会について」と「公民館運営審議会 答申及び提

言について」を一括して、事務局及び公民館長から説明をお願いします。 

 

日下部主幹  資料の３ページをご覧ください。 

「平成 29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。 

以前から委員をお願いしている方もおりますが、確認の意味も含めて説明させて

いただきます。 

では、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。 

      このあとに説明がありますが、教育長からの「自主講座のあり方及び自主グループ

の支援について」の諮問に対して平成 27年３月に当審議会から答申をいただいてお
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ります。 

次に、焼津市公民館条例、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者、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。 

資料の裏面４ページをご覧ください。 

ここからは、公民館の関係法規についてです。 

公民館は、ここに抜粋してあります、社会教育法第 20条から 23条に規定されて

います。 

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、戦後まもない昭和 24

年に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、

現代社会にとってむしろ必要なものを言いあらわしているように思います。また、

中段に下線をひいてある（1）から（6）の部分が、公民館の事業として法律に定義

されているものです。 

       ４ 運営方針とございますが、社会教育法 23条では、営利事務や営利事業を援助

すること、特定の政党の利害に関すること、公私の選挙に関し特定の候補者を支援

すること、特定の宗教を支持すること、特定の教派、宗派、教団を支援することを

禁じています。 

 

吉川館長   資料の５ページ Ａ３番横の資料をお開き下さい。 

各公民館の概要と平成 28年度の事業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、東益津、大富、小川、和田、

豊田、港、大村、焼津、大井川の全部で９館あります。 

館の職員は、館長、社会教育主事、コミュニティ担当の３名が基本の体制となっ

ております。 

年間事業活動事業とありますのは、５月に開講し、１年を通じて定期的に講座を

開催し、教養講座・健康講座・音楽講座・料理講座・館外研修などを通して学習

しているものです。 

「高齢者学級」とは、地域の高齢者を対象に男女問わず、文学や歴史、健康づくり

などについて公民館を会場に学習している学級です。 

「成人講座」・「女性講座」・「男性学級」などは、公民館などで講座生の年齢や性別

などに沿った学習をしています。 

「社会学級」は、東益津・小川・大村・焼津の４館に 15の学級があり、それぞれの

地域の館と連携して、学級生の募集や、学習計画を立て公民館や地元の公会堂など

で活動しています。 

「自主講座」とは、公民館が主催となり、講師の依頼や、講座生の募集、会場を優

先的に無料で確保しています。講座の運営は、講座生が行います。 

「自主グループ」とは、自主講座や公民館主催の連続講座から、自立した活動に発

展したもので、公民館は、会場の確保やメンバーの募集などの支援をしています。 

これら以外の「ふるさとジュニアカレッジ」、「あそびなんでも少年団」、ジュニア

吹奏楽教室」などは、子どもや親子を対象とした通年の講座です。 

下の段の短期事業活動とは、各館が創意工夫をして企画した単発または連続で開

催した講座です。 
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ここに記載している以外に、大井川以外の各館に図書室を設置し、市立図書館の

書籍の貸し出しや、「公民館まつり」を、地域の連携強化と芸術文化の発表の場とし

て、全ての公民館で開催。 

それから、焼津市の公民館の特徴の一つでもあります、各館が自治会コミュニテ

ィ組織の事務局を担っています。自治会や PTAなどの会合場所として活発に活用さ

れています。 

また、広報活動として、各館において、公民館だよりを月１回発行し、自治会の

御協力をいただき各戸へ配布するとともに市の HPに掲載しています。 

資料５は公民館運営審議会関係運営スケジュールとなります。社会教育課の田中

より説明をいたします。・・ 

 

田中主査   それでは資料の６Pをご覧ください。私の方から平成29年度の公民館運営審議会

の年間スケジュールを説明させていただきます。 

本審議会は年３回の開催を予定しており、本日７月６日がその第１回目となり

ます。第２回は 12月 21日、第３回は３月 16日に予定しております。２回目・３

回目の会場は焼津公民館です。本日は第１回目という事で、今回新規に委員にな

られた委員さんも多く、今後の審議を深めるために、公民館とは法的にどんな位

置付けか、焼津市の公民館はどのような事業を展開しているか、前審議会の状況、

などにつきまして、先程より説明させていただいております。２回目以降では、

事業に関する審議をお願いしたいと思います。 

その他、９月 21日と 10月 20日には、静岡県公民館連絡協議会という県全体の

公民館の情報交換や職員の資質向上を目的とした組織の主催による、研修会と公

民館大会というものがあります。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、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 29年度のスケジュールになります。なお、平

成 30年度も概ね同様のスケジュールを見込んでおります。 

  

 

鈴木館長   次に、次第のカッコ２の公民館運営審議会の答申及び提言について、ご説明さ

せていただきます。 

資料の別冊１をご覧ください。こちらの表紙は、答申書と提言書の内容を抜粋

させていただいた概要版となります。表紙をめくると答申書の本文となり、3 枚

めくっていただくと提言書の本文となっています。 

        別冊 1の表紙にお戻りいただき、1の答申書の説明をさせていただきます。 

答申書は、教育長の諮問に基づき、公民館自主講座のあり方と公民館で学習す

る自主グループへの支援について、平成２５年度から２６年度の２年間をかけて、

当時の委員の皆様によりワークショップ等を重ねてご検討いただきました。 

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と同時に、豊かな地域社会の形成を

目指して、「自主講座のあり方」と「自主グループへの支援について」の２点につ

いて答申しています。 

１点目の「自主講座のあり方」については、現在公民館が自主講座として主催

している趣味・稽古事の講座は、グループによる自主的な学習へと運営主体の移

行を図ること、自主講座をグループに移行することにより公民館としては、別に

新たな主催事業として、地域課題の解決につながる講座を実施すること、講座の
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企画・実施に当たって受講者層の拡大や新たな講師の発掘と育成、外部組織の活

用に注力していくこと、２点目の「自主グループへの支援について」は、公民館

を拠点に学習するグループの定義と支援基準を定め、グループ活動の情報発信支

援や地域貢献活動を行うグループに対する市独自の表彰制度の創設などを行い、

グループの発展と活動推進に取り組むこととしています。 

このような内容を答申書に盛り込み、平成２７年３月２７日に、公民館運営審

議会会長より教育長に提出されました。 

次に、2の提言書の説明をさせていただきます。 

提言書については、平成 27 年 6 月から、答申書の中の改善提案の一つである

「新たな主催講座の企画」についてワークショップ形式で意見を出し合いご検討い

ただきました。 

提言では、公民館が地域の身近な学習・交流の場としてより活性化され、住民の

生涯学習が充実するとともに焼津の魅力の再発見に役立つことを期待して、次のと

おり提言しています。まず、少子化や高齢化社会への対応及び地震・水害への対応

などを取り上げた、「地域課題の解決につながる講座」を企画実施すること、「受講

者層の拡大を図る講座」を開催するために、講座を活発にするためのアンケート調

査の実施、参加しやすくするために夜間や土日に開催すること、若者の交流と世代

間交流、講座を展開するに少し違った視点から講座を企画すること、「新たな講師の

発掘」、「外部組織等との連携」といった、講座を企画・実施することが提案されて

います。また、全館共通テーマによる講座を、焼津を楽しむ「地域のお宝発掘講座」

と題して、焼津の豊富な地域資源を生かした、漁業・歴史・料理を題材にした講座

を全館一体となって開催するという、具体的な事業内容が提案されています。 

このような内容により、平成 28年 12月 22日、公民館運営審議会会長より教育

長に提言書が提出されました。公民館運営審議会の答申及び提言についての説明は

以上となります。 

  

松永議長   ありがとうございました。自主講座から自主グループへの移行について、前々

年度に話があって、まだまだ足りない気がしますが館長の方々はどう考えていま

すか。 

 

吉川館長   移行について、和田公民館の建て替えがあり、公民館のあり方についてどうな

っていくのか、藤枝市のような交流センターとの名前になっていくのか状況を見

ながらということになっています。実質的な移行が昨年から今年度どのくらいあ

ったのかは、あとでそれぞれの公民館で説明ありますのでよろしくお願いします。 

 

松永議長   ありがとうございました。 

       次に、焼津を楽しむ「地域のお宝発掘講座」について説明をお願いします。 

 

鈴木館長   それでは、資料の 7ページをご覧ください。 

焼津を楽しむ「地域のお宝発掘講座」について説明させていただきます。 

先ほど提言書の中で、全館共通テーマによる講座を、焼津を楽しむ「地域のお

宝発掘講座」と題して、焼津の豊富な地域資源を生かした、漁業、歴史、料理を

題材にした講座を全館一体となって開催するという説明をさせていただきました。 

第 1弾の漁業編では 1月から 3月にかけて巡回小さな水族館「オオグソクムシ

の巡回展示」を開催しました。本日の報告事項としましては第 2弾の歴史講座の
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開催報告をさせていただきます。  

１の各公民館の実施内容としましては、港公民館が 3 月 11 日に矢澤講師によ

り港と川が作ってきた地域、港地区の歴史を探るというテーマで 38 名が受講さ

れたことを皮切りに、大井川、東益津、焼津といった順に焼津市全体と各地区の

歴史のお話しをしていただきました。当初予定していた定員がすぐに一杯となり

定員を増やした館が多く、9館で 372人の方が受講されました。 

２の広報活動としましては、広報やいづ 2月号及び全公民館だより 2月号への

記事掲載と、ポスターの掲示、チラシの配架、報道機関への投げ込みを行いまし

た。また、歴史講座は、しずおか県民カレッジの連携講座として登録し、講座の

受付時に希望者へ受講手帳を配布しましたが、歴史講座を通して 10 冊の手帳を

交付しました。 

３の報道実績としましては、静岡新聞の 3 月 12 日の朝刊に掲載されましたの

と、港広報社にも掲載していただきました。 

9ページに静岡新聞の記事のコピーを載せさせていただきました。 

次に 8ページですが、歴史講座の開催時に全館でアンケートを配布させていた

だき、362 件の回答をいただきました。(１)の基本情報の参加者の状況について

は、男性と女性の割合がほぼ半々で、居住場所では 9割の方が市内の方、年齢は、

94％の方が 60才 70才という結果でした。 

(２)のいくつの歴史講座を受講されたかについては、1館の方が269人で74％、

2館から 7館が 25％という結果となり、全館共通のテーマで連携して開催したこ

とにより複数の公民館の講座を受講された方が 4 人に 1 人いらっしゃいました。 

（3）の本日の講座を何でお知りになりましたかについては、広報やいづや公民

館だより、チラシやポスターで 95％を占めていました。 

（4）の本日の歴史講座はいかがでしたかの質問については、大変良いと良いで

92％を占めており好評だったことが確認できました。 

（5）の本日の歴史講座を受講した理由について、主な意見としては、地域の歴

史に興味があり知りたかったや、講師の講座を何回か聞いて好きになった、歴史を

学ぶことが好きだった、歴史を知ることで地域が活性化するヒントが生まれると思

ったとか、先祖代々が住んできて生まれ育ったルーツを知る良い機会だと思ったと

いった意見がありました。 

9 ページでは、（6）の今後、どのような講座に参加したいかご意見ご要望をきい

たところ、続編を開いてほしいや、身近な歴史を勉強し史跡を訪ねる講座を開催し

てほしい、焼津、志太地域の環境保全に関するもの、自然環境の現状、学校の子ど

も達にも聞かせてほしいなどといった意見をいただきました。 

歴史講座の開催報告については以上です。 

 

谷澤館長    資料については、１０ページになります。 

        平成２８年度より、全館共通テーマによる講座、焼津を楽しむ「地域のお宝発

掘講座」を漁業編、歴史編を開催しました。 

 漁業編として「オオグソクムシの巡回展示」を２９年１月から３月まで、市内

９公民館のロビーを会場に巡回し開催しました。 

 また、歴史編として焼津の人々の暮らしや文化など、焼津市全体と各地区の歴

史を学ぶことを共通テーマにした歴史講座を３月１１日の港公民館から４月２７

日の大村公民館で開催し、延べ３７２人が受講されました。 

 今年度は料理編の開催を予定しています。 
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料理編の開催計画は焼津では、温暖な気候により豊かな海や肥沃な土地から、

様々な食材が採れ、それらを加工して美味しい一品となり、私たちの食生活を豊

かにしています。また、地元の飲食店などが、地元食材を個性的な商品にして提

供しています。 

        そこで、地区にあるお店（飲食店や小売店など）の方や地域で活躍している方

などに講師として協力いただき、地元食材を活用した料理教室を開催したいと思

います。 

 使用する食材については、豊富な地元食材の中から、各館にて選定します。 

        例えば、マグロ、カツオ、サバ、黒はんぺん、ナルト、桜えび、しらす、キュ

ウリ、トマト、梨、イチゴ、海洋深層水（塩）やタケノコ（東益津）などの地元

ならではの食材などを使用します。 

講師については、それぞれの地区にあるお店（飲食店や小売店など）の方や、

各公民館の講座等で活躍されている講師、焼津市健康づくり食生活推進協議会、

あじさいの会の方などを講師として料理教室の開催を考えています。 

料理は、先ほどの焼津の名産、特産品をもちいて、定食、丼ぶり、洋食、中華、

デザートなど、自由な発想で考えていただきます。 

開催時期は、１１月～１２月の間に各公民館にて開催予定とします。１０月号

広報やいづや公民館だより、ポスター、新聞などの広報媒体を活用し、広く市民

に周知していきます。 

その他に、１回の料理教室で、各公民館１８名～２４名程度の募集をし、材料

費は、１人あたり 800円～1000円程度を参加者負担と考えています。 

料理編の説明は、以上になります。 

 

松永議長    ありがとうございました。 

        ただいま、焼津を楽しむ「地域のお宝発掘講座」について説明をしていただき

ました。ご意見、ご質問がありましたらお願いします。 

 

山口委員    歴史講座はかなり各館人気があったようで、私自身も完全制覇をやろうと思い

ましたが、和田公民館だけは出れなかった。県民カレッジの手帳を提示したが、

各公民館の温度差があり、それをどのように用いたらよいか、館長達がためらっ

ていて、それぞれ違った対応をしていた。配布された１０冊のうち何人の方が認

識をしているか疑問があります。 

        今度の連携講座の料理編も県民カレッジを同じような形でやるのか、やるなら

初めからこの講座は県民カレッジの講座であることをうたって、１枚のカードに

各講座を明記し、何回受けたかがわかるように、印を打って何回受けたかでシー

ルを発行する方法をはじめから決めておけば、各館長、利用者もわかりやすいと

思う。 

 

鈴木館長    山口委員からご提案をいただきありがとうございます。 

        歴史講座の開催にあたっては県民カレッジの連携講座として登録をして開催し

ました。県の総合教育センターに確認させていただいて歴史講座が県の連携講座

となりましたが、ＰＲが足りなかったと思います。ＰＲの仕方については、チラ

シの下段に付け加えた形でのＰＲだけで、それによって手帳の配布数が少なかっ

たと受付時や講座の開催の時に県民カレッジの説明をすればよかったと思います。 

        今回の料理編も歴史講座と同じように全公民館の連携講座として行いますので、
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県に連携講座としての開催になるか確認をさせていただきます。 

        全公民館を受講するときの印を押すような、カードの作成についても、公民館、

事務局と検討をしていきます。 

 

松永議長    ありがとうございました。それでは「平成２９年度公民館事業計画について」

各公民館長より説明をお願いします。限られた時間ですので手短にお願いします。 

 

増田館長    東益津公民館の平成 29年度の事業計画を説明させていただきます。今年度、 

東益津公民館では、自主講座と自主グループ合わせて 63の講座を開いています。 

高齢者学級である高草学級には 42名の申込みをいただき、小学校との複合施設の

メリットを生かした４年生との交流会が好評をいただいています。また、成人向

けの木曜講座、浜当目、坂本、第１６自治会の３つの社会学級にも多くの参加を

いただいております。その中で社会学級においては、年１回行われる３学級合同

の講座として、市の文化財課の鈴木主査から「東益津の文化財」についてお話を

いただきます。 

子ども・親子対象の講座では、親子で自然や地域の歴史・文化に触れるきっか

けづくりとして、地域の市民団体である『やきつべの里フォーラム』と連携し、

籾まきから収穫まで行う稲作の体験事業である「マイライス」や里山での自然体

験を目的とした「ふるさとジュニアカレッジ」を、１年を通じ実施していきます. 

また、夏休み子ども講座を四つ予定しています。 

        一般向けの成人短期講座については、お菓子作り、お茶の入れ方等趣味の講座、

夏本番を前にした浴衣着付け教室、また健康維持を目的としたものなど、地域住

民のニーズや時節を的確に捉えながら、多種多様な講座を実施していきます。  

最後にコミュニティ関連事業ですが、東益津地区の東部コミュニティ推進協議

会及び地域福祉推進委員会においては、それぞれ会員である地域住民の方々が、

公民館まつりをはじめ、交流事業や環境整備事業、福祉事業を中心に主体性をも

って活動しています。公民館として、これらの活動が円滑に、かつ確実に行われ

るよう体制を整え、支援に努めてまいります。 

 

金高館長   今年度、大富公民館では、自主講座は、エアロビ＆ヒップホップなど３８講座、

自主グループについては、紙バンドグループなど１４グループ、計５２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１１１名、成

人学級には１５０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、大富

地区食育推進グループ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、地域課題を周知する講座を中心に、開催する予定です。主なも

のは、２回シリーズで開催する健康教育講座や実際に体験してもらう健康ノルデ

ィックウォーキング教室など介護予防に繋がる内容となっております。その他に

も例年好評を得ております津軽三味線コンサートや、クラシックに親しんでもら

う講座，地元食材を使った料理教室など・・・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

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
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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性の育成に寄与してします。 

 

望月館長   今年度、小川公民館では、自主講座３５、自主グループは自主講座から移行し

た新規１グループを含む２５の計６０講座を開設しました。 

新たな自主講座は、「日曜絵手紙」と「洋裁リフォーム」、の２講座です。 

また、公民館主催の高齢者学級は 40 人、成人学級は 100 人、女性学級は１18

人、あそびなんでも少年団は 26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、母の

日父の日に合わせた料理、お菓子作り教室、子供やきいも大会、人形劇の鑑賞ほ

か、当公民館の特徴である屋上を使った夏休み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、小川の歴史や文学講座、みそ作り講座、健

康講座で体操・脳トレーニングなどを実施し、防災関連講座なども今後は予定し

ています。 

 

小泉館長   和田公民館の事業計画について説明させていただきます。 

今年度の講座は４7 講座です。そのうち 4 つが、自主グループとして活動をし

ています。 

また公民館成人学級として高齢者のさわやか学級や女性講座は毎月１回ですが、

多様な講座を企画しており、大変好評を得ています。 

また、和田公民館では、地元在住の方を講師としてお招きし、地域の人材を活

用した中で、学習に取り組むことを意識して、年６回シリーズの「地域歴史講座」

や「文学講座」を昨年に引き続き計画し、今年度も多くの方が受講されています。 

また、これまで地域のコミュニティ組織である「地域づくり推進会」と「地域

福祉推進委員会」の２つの組織を、今年度より１本化し「和田地区地域づくり推

進会」として、新たな体制で、地域の明るく豊かな地域づくりと地域福祉の推進

を行うことを目的に組織されました。 

講座では、子育てに追われる若いお母さんたちが積極的に講座に参加できるよ

う、地域づくり推進会で支援をし、「託児サービス」を行います。 

最後に、講座関係ではありませんが、和田公民館が今年度をもって、３８年間

の歴史に幕を閉じ、新たに地域の多様な活動の場として「和田地域交流センター」

が来年度オープンに向け、現在工事が進められています。地域の歴史の１ページ

であるこの今の公民館への感謝の気持ちがわかるような展示や催し物も考えてい

きたいと思っています。説明は以上です。 

 

大石館長    今年度、豊田公民館では、自主講座４２、自主グループ１０の合計５２講座を

開設しました。 

新たな自主講座としては、５月に行った体験講座が好評であったため「俳画講

座」と、昨年度は小学５,６年生しか対象でなかった子供向け講座の「ハッピーイン

グリッシュ」ですが、３,４年生を対象とし、新たに一講座としました。 

       また、公民館主催の高齢者学級は３６人、昨年度より５人減少しています。成人

学級は４２人と昨年同様です。どちらの学級も月ごと様々な講座を予定しており、

特別公開講座も実施し、学級生の追加募集を行う予定です。 
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       公民館及び地域コミュニティ主催の子ども講座は、年間 8回を予定している「豊

田化学研究所」、夏季休暇中に親子を対象にした「金魚きんちゃくづくり」、「ミニ四

駆を走らせよう」、中部電力の協力していただき電気教室、浜岡原子力発電所の見学

等を計画しております。冬季休暇中については、正月飾りつくり等の講座を予定し

ております。 

また、一般向けの講座としては、みそ作り、文学鑑賞講座、ベトナム料理講座等

を今後予定しております。 

 

谷澤館長   港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、港公民館では、自主講座４７講座、自主グループ１２の５９講座を開講

しました。そのうち自主講座で子ども英語、自主グループで百人一首を読む、それ

ぞれ新しい講座が開講されました。 

また公民館主催の高齢者学級や女性学級は昨年と同様に大勢の申込者があり非常

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

作り教室や、夏休み小学生講座として「宿題の絵を描こう」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」を、また、高齢者向けに、「音楽

で脳トレ」を９月から予定しています。 

地域コミュニティ福祉講座として「介護の仕方」、「介護食について」を、また、

自治会、行政、キャラバンメイトと協力し「認知症サポートステップアップ養成講

座」を予定しています。 

港地域の住民に今の地域の現状を理解し、まず福祉への関心を持ってもらい、住

民の立場で何ができるかを考えていき学んでいく「港地域ささえあい講座」も昨年

に引き続き開催し、地域住民一人ひとりが地域の担い手としての意識啓発を働きか

け、安心安全な住みよい新たな地域づくりに取り組んで行きます。 

 

藤本館長   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 40、自主講座から移行した自主グループ 2団体、それか

ら、高齢者学級・成人学級・社会学級は各 11回の開催を予定しております。学級生

の数については、高齢者学級が 61名、成人学級は２学級で 108名、社会学級は３学

級で 60名となっております。 

       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」、子どもたちの防災意識の向上を図るため、リニューアルさ

れた防災学習室「しえーる」を利用し、市の危機対策課と連携して実施する「子ど

も防災教室」、それから、地域住民と交流を深めながら、地域資源について学ぶ「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、認知症予防と仲間づくりを目的とした「脳の健康教室」

や健康増進に向けた歩き方講座、ストレス対策講座などを開催します。その他、国

際交流講座として、オーストラリアの民族楽器の音色を楽しむ講演会や受講者層の

拡大と新たな講師の発掘を目的とした男の料理教室やおつまみ講座なども開催しま

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

ン訪問事業や、地元の福祉施設を訪問する福祉活動、地域資源を活用した自然観察

事業「瀬戸川バードウォッチング・ウォーキング」などを継続的に開催します。10

月２１、２２日には、今年で 3６回目を数える公民館まつり「ふるさとまつり」が
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開催されます。 以上です。 

 

吉川館長  今年度の自主講座は 34講座、自主グループは自主講座から移行した「油絵教室」

「寿マジシャンクラブ」「楽しく脳トレ」を含む 15の自主グループが開講しました。 

高齢者学級は 91名、レディースセミナーには 41名、社会学級は 141名の学級生

が在籍し、それぞれ健康や環境、文学講座などを実施・計画し活発に活動していま

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科学の講座などを開

催していきます。 

成人短期講座では、現代的課題を取り上げた講座を工夫して開催していきます。

その他に、歴史や運動などの連続講座、文学や料理などの単発講座を開催します。 

コミュニティ関連事業では、新たな企画として、見聞を広める機会の創出として、

「子どもの社会見学」を計画しました。その他、資料に記載の講座を企画・実施し

てまいります。 

こちらにはありませんが、ロビーを利用して、「藤枝特別支援学校焼津分校の作品

展」を本日から今月 30日まで、今月 28日から 30日に「焼津あさがお研究会さんに

よるあさがお展」、８月には「ディスカバリーパーク展」を順次開催していきます。

以上です。 

 

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 37、社会教育団体 22

団体、合計で 59 講座が活動を開始しています。昨年と比べて、講座生の高齢化や

人数が集まらなかったり、社会教育団体への移行により自主講座が３つ減りました。 

学級長会議は年 2回開催し、第１回目を６月３日に開催しましたが、学級長会議

の後に応急手当講習会を開催しました。 

公民館主催の高齢者学級である大井川大学は 90 名の受講者があり、女性講座につ

いては、80名により座学やコンサート、館外学習など 11回開催します。 

子供・親子対象講座としては、大井川ジュニア合唱団は月 3回の練習を重ね今年

の 8月に 23回目の定期演奏会を開催し、中野市長も３年連続で特別出演されます。

また、ジュニア吹奏楽教室や生け花のはなはなクラブの連続講座にも、例年講座の

申し込みしていただき継続して開催しています。 

成人短期講座としては、今年もやさしいスマホ講座や、紙バンドバック作りなど

昨年、人気があった講座は今年も開催します。 

コミュニティ関連事業については、市からの補助金や、衣類のリユース及び新聞

紙の回収で得た収益により、青少年向けの講座として流しそうめん体験、木工教室、

手作り豆腐教室や、地域の皆様が交流できるようにＸｍａｓイルミネーションやコ

ンサートなど幅広い年齢層が公民館を利用できるように事業を計画しています。 

以上で平成 29年度公民館事業計画の説明を終わります。 

 

松永議長    ありがとうございました。報告に関してご意見、ご質問がありましたらお願し

ます。 

 

永井委員    小川公民館で茶道をやっていますが、各公民館で茶道教室があったと思います

がだんだん減ってしまい、原因とか、経過、事情とかどういうものがあるのか、

公民館だけでやればいいというわけだはなくて、一般の茶道の先生方がやっても

よいと思うが、どこでも茶室のある公民館を有効利用して活発になればいいと思
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いますが、今の茶道の状況について意見や説明をしてくれる方があれば伺いたい。 

 

平田委員    港公民館で有志の会という名で茶道をしていますが、生徒が少なくなる理由は

様々あって、以前は、自分の都合、体の都合、御主人の都合、おばあさんの都合

で最後には３名になってしまい廃講になってしまいましたが、声掛けをしてくだ

さった方がいましたので、今現在は高校生からそのお母さんから、ちょっと上の

お母さんたちと、２年弱ぐらい行っている。 

 

永井委員    茶道部がある公民館はどのくらいあるのか、茶室がある公民館は 

 

冨田課長    大富公民館、港公民館 小川公民館には茶道の講座があります。茶室のあるの

は、東益津公民館、港公民館、焼津公民館になります。 

 

永井委員    公民館共通の企画を去年、今年もやっていくが、伝統文化のようなものを横の

茶道部のつながりで各公民館の茶道部と何かをやっていくのもいいと思いますの

で、各公民館長と各茶道部と相談して行きたいと思います。 

          趣味の講座を減らしていこうというような趣旨の話が出て、茶道や華道が趣味の 

      中に入るのかわからないが、その影響もあるのかなと感じる。 

 

吉川館長   焼津公民館では、子ども茶道の講座を募集しましたけど、１名の応募しかなく開 

講できませんでした。 

 

永井委員   焼津も外国人が多いので、外国人を対象に募集をしてもよいかもしれない。 

 

村松委員   港公民館にお聞きしたいが、父親学級には在籍は何人いて、年齢はどのくらいで

すか。 

 

谷澤館長   現在は１４名で、他の成人学級と同じように、講師を呼んで話を聞いたりなどし

ている。 

       ５月には酒蔵の人を呼んで行い、７月には地震の関係で焼津市の堆積物調査をし

ている先生を講師に呼んで講演をしていただく予定です。 

       年齢も若いかたで、６０代で、ほとんどが７０、８０代で昔から、人も変わって

いません。 

 

橋本委員   ６月２８日の静岡新聞に総合教育会議について載っていたが、公民館の活動の一

部として子ども達への学習支援や講座を設けたサービス提供はしているのか、これ

からしていくのか。 

 

冨田課長   今回の新聞に記載されたのは、ステップアップ教室といわれ今年から試験的に行

っているが、焼津南小学校で目的は小学生の学力支援であり先生のＯＢとか配置し

て３，４人に一人を配置して集中講義として学校で水曜日にやるようにしています。 

 

林委員    各公民館どのくらいの年代をターゲットにしているのか。歴史講座の受講生を見

ると５０代以上で各公民館いろいろ工夫されて事業を計画されているので、もっと

若い年代の人が公民館を利用するような方法を、みんなばらばらの考え方ではなく
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て全公民館共通の考えで公民館の活動を増やし、もっと利用者を増やしていくこと

を考えていってほしい。 

 

長島委員   昨年までの審議会の中で、若者の交流と世代間交流という課題、それぞれどうし

ていけばよいかと意見が出て、それをふまえて今、公民館も考え事業を行っている。    

若い年代の利用者を増やしていくことを考えていないわけではなく、２９年度の事

業を計画していて、審議会もバックアップしていくような意見を出していく方向が

よいと思う。 

 

林委員    若い人が興味を持っているかもしれないが、どうやっているの、何が楽しいの、

というアプローチに気が付いてもらうことを何もやっていない。何をしてくれる、

何が楽しいの、どんな人と交流ができるのか、ただやりましょうの感じで何も見え

てこない。 

       いろいろ提言されているにもかかわらず、ばらばらな考えで事業計画をして若い

人達を集められることをやっているのか、何を変えてやろうとしているかを詰めて

いかないと人は集まらない。本当に興味がないと年寄で、男の人で７０歳、８０歳

の人は出てきません。良い提案書をまとめているからそれをどう展開していくかを

考えないといけないと思う。 

 

長島委員   今年のオオグソクムシの巡回展示は子ども達を対象にして、親もついて行って楽

しんだということで連携もなしで行っているわけではないので、認めてやらなけれ

ばならないと思うし公運審もバックアップしていかないといけない。 

 

本間委員   それぞれの事業計画をうかがって、自分は大井川公民館しかいってなくて、いろ

んな講座を計画しているんだと感心した。地域の特性をとりいれて福祉や介護のこ

と、高齢者のこと、子どもの学びのこと、特別支援や防災や、国際交流などそれぞ

れの公民館が独自性をいかしており、横のつながりもあるんだと違った見方ができ

た。 

 

松永議長   次に、「和田地域交流拠点施設整備事業について」事務局より説明をお願いします。 

                     

日下部主幹  私からは、和田地域交流拠点施設(和田公民館)整備について、説明させていただ

きます。 

本事業は、建築工事、電気設備工事、空調設備工事、給排水衛生設備工事の 4件

ありますが、各設備工事は建築に伴う一般的な工事でありますので、まとめて工事

概要を説明させていただきます。 

  まず、本工事の目的は、老朽化と耐震性に乏

とぼ

しい和田公民館の建て替えを、公共

施設マネジメントのモデル事業として、和田小学校の南校舎を改修し、公民館とし

て使用するだけでなく多機能を備え、多世代が交流できる和田地域の新たな交流拠

点施設を整備するものであります。 

 工事概要につきましては、南校舎のスケルトン方式による改修工事が（RC造：鉄筋

コンクリート造）3階建て 1,819.05㎡、増築の多目的ホールが（S造：鉄骨造）平

屋建て 656.97㎡であり、工期は平成 29年 6月 2日から平成 30年 2月 28日で、平

成 30年度 4月オープンを予定しています。 
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なお、スケルトン方式による改修工事とは、建物のスケルトンと呼ばれる柱・梁

はり

・

床等の構造躯体を残し、建物内の内装・設備等を全て撤去して改修を行うという、

大規模な改修方法です。 

      施設概要でありますが、別冊の１ページ、２ページの位置図、計画平面図をご覧く

ださい。 

       和田小学校の北校舎南側の道路を挟んで、南校舎がありますが、この南校舎を改

修するとともにその西側に（旧和田幼稚園を解体し）多目的ホールを増築します。 

  

       ３ページの平面図をご覧ください。 

       1 階部分には、玄関を入って、玄関ホールと多目的スペースを広くとり、地域の

方が自由に交流できるスペースを確保してあります。 

       事務室の西側には、子育て支援ルームを設置し、子育て世代の親子が集

つど

える場所

を確保してあります。 

       そして、一番右側に、放課後児童クラブを配置してあります。 

なお、この放課後児童クラブの工事については、この建設工事の対象となっていま

せん。別途子育て支援課の工事により対応します。 

   2階部分には、図書室、和室、会議室などを配置しています。 

    ４ページをご覧ください。 

       3 階部分が主に学校と共用する部分であり、調理室、図工室、音楽室、会議室を

配置しています。 

      渡り廊下の南校舎側に扉を設け、学校と公民館を区切ります。鍵がなければ、この

扉を通れないようにすることで、セキュリティーを万全にします。 

    ５ページをご覧ください。 

       今回新たに増築する多目的ホールですが、講演などのほか、バスケットボールや

バドミントンなどのスポーツも可能な施設として設置します。 

      以上が、和田地域交流拠点施設(和田公民館)整備事業の概要であります。 よろし

くお願いします。 

 

 松永議長   以上、公民館事務局からの説明が終わりました。説明に関して、ご意見、ご質

問等がありましたらお願いいたします。 

        無いようですので、以上で議事すべてが終了いたしました。長時間のご協議あ

りがとうございました。これで議長を解任させていただきます。 

 

（８）その他・連絡事項 

 冨田課長   最後に事務連絡をさせていただきます。 

        次回定例会につきましては、先ほどのスケジュールの中でもお伝えしましたが、

１２月２１日木曜日に焼津公民館で予定しております。 

        また、県主催の研修会が９月２１日と１０月２０日にありますが、ご案内につ

きましては、随時ご連絡させていただきますのでよろしくお願いします。 

 

 (９) 閉会 

冨田課長    以上を持ちまして、本協議会の日程はすべて終了となります。 

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 


