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平成 29年度 第２回焼津市公民館運営審議会 議事録 

 

１ 日 時  平成 29年 12月 21日（木） 午後１時 30分～午後３時 10分 

 

２ 場 所  焼津公民館 第 5･6会議室 

 

３ 出席者 

 （委 員） 松永哲雄会長、長島博雄会長職務代理、村松晶子委員、須崎章委員、永井鉄朗委員、 

平田瑞江委員、岩崎清子委員、柏原佐知子委員、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 

      鈴木大井川公民館長、吉川焼津公民館長、藤本大村公民館長、谷澤港公民館長、 

大石豊田公民館長、小泉和田公民館長、望月小川公民館長、金高大富公民館長、 

増田東益津公民館長 

        

４ 内 容 ＜報告事項＞ 

○第 66回静岡県公民館大会について 

○平成 29年度公民館まつりについて 

      ＜審議事項＞ 

       ○自主グループへの支援について 

       ○全館共通テーマによる講座の開催について 

 

 (１) 開会のことば（冨田社会教育課長） 

 

 (２) 生涯学習部長あいさつ（村松部長） 
      

本日は年末の大変お忙しい中、第2回公民館運営審議会に出席していただきまして、誠 

    にありがとうございます。また、日頃から公民館活動に関しましてもご理解とご協力をい 

ただき、厚く御礼申し上げます。公民館まつりにおきましても港と大井川地区を除く７公

民館で、大雨や選挙等の影響もありましたが、盛大に開催され無事終了することができま

した。改めて御礼申し上げます。 

さて、11月議会におきまして、障害者団体の皆様を対象としました使用料を免除する規

定を、他市に先駆けて条例改正を行いました。また、議員から公民館の利用拡大について

一般質問がありまして、公民館は学習の場、地域に根ざした活動拠点として地域に浸透し

ていますが、これからは交流拠点としての機能を求められています。利用等については公

民館の運営内規で細かく決まっていますが、地域の皆様にとって魅力ある公民館となるよ

う改善してまいりますので、各委員の皆様におかれましても、いろいろな角度からご教授

していただければ幸いです。 

続いて公民館関連の最近の動きとしましては、現在和田公民館の再編としまして、和田

小学校の南校舎をリニューアルして整備を行っています。今年度末の完成を目途に建設工

事を進めています。また、須崎委員もいらっしゃいますが、豊田公民館の再編につきまし

ても、今年度、豊田地区まちづくり推進協議会と連携しまして、建設地の選定について協

議を進めていくところであります。本日は平成27年３月に答申をいただきました「自主講

座のあり方及び自主グループへの支援について」と、昨年12月にご提言いただきました公
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民館における新たな主催講座の企画についての一つであります「全館共通のテーマによる

講座の開催について」の二つの審議事項がありますのでよろしくお願い致します。以上簡

単ですが、挨拶とさせていただきます。 

  

(３) 会長あいさつ（松永会長） 
 

本日は、平成 29 年度第２回公民館運営審議会にお集まりいただきありがとうござい

ます。本年度も残すところ３か月余りとなりましたが、各公民館においては主催事業並

びにコミュニティ事業について、順調に運営されているものと伺っております。また、

10月から 11月にかけて港、大井川公民館を除く市内七つの公民館で開催された「公民

館まつり」、先月函南町で開催されました静岡県公民館大会など各種行事へのご参加、

ご協力ありがとうございました。 

本日は、平成 27 年３月の答申書の中で提案された、自主グループの支援についての

審議と、全館共通テーマによる講座の開催について審議していこうと考えております。

皆様のご協力により議事が進行できることを期待いたしまして、あいさつに代えさせて

いただきます。 

 

（４）報告事項 
 

冨田課長   ここで、審議会の成立についてご報告します。現在、委員 14名で委員の過半数

が出席しておりますので、公民館条例施行規則第 10 条第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。なお、議長につきましては、

公民館条例施行規則第９条第２項により松永会長にお願い致します。 

 

松永議長   議事に入る前に、本日の議事録署名人を橋本登委員にお願いします。 

それでは議事に入ります。報告事項（１）過日開催されました第66回静岡県公民 

館大会について、事務局から説明をお願いします。 

 

日下部主幹  社会教育課の日下部です。私より、去る 10月 20日に函南町文化センターにて開

催されました「第 66回 静岡県公民館大会」の報告をさせていただきます。 

大会の内容は、例年通り公民館関係者の表彰、代表市町による活動事例の発表及

び基調講演でした。公民館関係者の表彰では、焼津市より勤続職員部門で大富公民

館の藪崎コミュニティ担当支援員が、又、優良団体部門で大村公民館の「瀬戸川を

愛する会」様が表彰されましたので、この場を借りてご報告させていただきます。  

基調講演では、新潟大学の雲尾准教授より「地方における公民館の現状と今後」

と題しまして、社会教育法の基礎の解説後、超高齢化社会が進展する日本において、

いかに公民館が地域の活性化やコミュニティの形成に寄与するか、といった現代的

課題に対する講話が行われ、大変参考になりました。 

来年度の静岡県公民館大会は、平成 30年 10月 26 日に磐田市で開催予定となっ

ています。以上、簡単ではありますが大会の報告とさせていただきます。 

 

松永議長   説明が終わりました。本報告に関して何かご意見、ご質問がありましたらお願い 

します。 

          

  ＜ 意見、質問なし ＞ 
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ないようですので、報告事項（２）平成 29年度公民館まつりについて、各館長か

ら順次説明をお願いします。  

 

増田東益津  報告事項（２）平成 29年度公民館まつりについて、まずはじめに東益津公民館 

公民館長  からご報告させていただきます。 

(以下｢増田   今年度は、11月４、５日の両日、ともにさわやかな秋晴れのもと開催することが

館長｣)    きました。高麓祭の開会式を兼ねた「明るい街づくり・安全安心なまちづくり大会」  

     では、東益津小学校の６年生や地域の多くの皆様に参加していただき、地域一丸と

なって明るい街づくり・安全安心なまちづくりに取組むことの大切さを確認してい

ただきました。また、式典中、長年にわたり地域の青少年の見守り活動に務めてき

た個人１名に対し、大会会長から善行行為者として表彰状が授与されました。 

高麓祭祭典においては、東益津小学校児童の学習発表や自主講座体験・見学、地

域団体との餅つき、また、学校施設を活用した自主講座生のステージ発表など、学

校と地域、公民館がお互いに深い関わり合いをもつ東益津地区ならではのプログラ

ムを実施しました。また、東益津中学校の生徒や静岡大学などの学生がボランティ

アとして参加し、運営の大きな力になるなど、若い世代の人達が地域との関わり方

を経験したり学んだりする機会となりました。 

屋外イベント会場では、出店者の選定や材料の調達等に苦慮した面はありました

が、今年度も多種多様な出店や催しとなり、多くの来場者に楽しんでいただくこと

ができました。 

期間中大きな事故もなく、無事開催できたのも、役員はじめスタッフ、地域の皆

様、学校関係の皆様のご尽力によるものと改めて感謝申し上げるしだいです。来年

度も地域ならではの取組み、良さを継承しながら、より充実した内容となるよう準

備・検討をしていきたいと思います。 

 

金高大富   本年度の大富ふれあいフェスティバルについては、10月 21日、22日の二日間に 

公民館長  わたり、延べ約 4,800人の参加者を得、盛大に開催されました。 

(以下｢金高   今年度は、日曜日に会場の一部が選挙投票所となったため、バザーや自治会模擬

館長｣)   店、地元のお囃子、獅子頭披露、チャレンジゲームを中止し、規模を縮小して開催 

   しまた。更に、天候の悪化により、中根公園グラウンドで開催予定のミニトレイン 

を中止しました。 

自主講座等の展示とステージ発表、大富幼稚園、大富小学校、黒石小学校、大富

中学校のステージ発表、フラダンスショーなどのイベントは、盛況で昨年度を上回

る来場者数となりました。餅配りについては、場所を公民館玄関に変更し実施しま

した。不測の事態が重なりましたが、自治会などの地域住民の方や学校関係の方及

び講座生が準備してきたことなので、可能な範囲で予定していた催しを実施できる

ように配慮しました。また、今回、通常とは違う形で実施することになりましたが、

そのことによって得られた情報もあり、今後のフェスティバルの改善に生かしてい

きたいと思います。具体的には、バザーを別日程で開催することを検討します。駐

車場不足への対応は、ＪＡ大井川駐車場を借りていますが、今後も借りたいと思い

ます。ボランティアについては、青少年ボランティアを増やしていきたいと思いま

す。大富ふれあいフェスティバルは、地域の方が多く集まる事業なので、今後もそ

の点を意識しながら実施していきます。  
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望月小川   小川公民館まつりは 10月 21日の土曜日、22日の日曜日の両日にわたり行われま 

公民館長  した。 

(以下｢望月  主に子ども向けとした初日は、小川中学校選抜合唱を皮切りに、保育園、幼稚園、 

館長｣)   小学校の子ども達による舞台発表が行われ、多くの観客が訪れました。また、ふれ

あい動物園やネイチャークラフトづくり、ヨーヨー、スーパーボールすくいなど、

子どもコーナーで雨天にも関わらず多くの子どもたちが楽しんでいました。二日目

の公民館講座舞台発表もあいにくの荒天でしたが、時間どおり行いました。 

新館になって４回目の公民館まつりでしたが、初めて雨天となり、今までの反省

を活かしながらも、それに対応して模擬店の配置を館内に変更、舞台発表の際の約

束事の徹底など、なんとか順調に運営することができました。 

昨年課題とした駐車場混雑は、荒天が予想されていたため来場者が少なく、グラ

ンドは使えない状況でしたが、念のため用意した場所を活用しました。引き続き講

座生等には自転車、徒歩での来場を呼び掛けることとしたいです。今後も大雨暴風

など警報発令を同時開催の他公民館まつりと協調しながら、まつりの中断・中止の

判断材料としていきたいです。 

  

小泉和田   和田公民館まつりについては、10月 14、15日に市内トップを切って開催しまし 

公民館長  たが、秋雨前線の影響により、二日間とも雨模様の開催となりました。天候が悪か 

(以下｢小泉 ったため、明るい街づくり・安全安心なまちづくり市民大会及び公民館まつりアト 

館長｣)   ラクションや二日目の一品バザーなどの会場変更もあり、バタバタでしたが、自治

会をはじめ多くの方の協力により運営できました。 

雨天の影響により、来館された方も昨年に比べ減少しましたが、ドローンの展示

飛行やふれあい動物園など昨年度とは違うイベントもあり、来場してくれた方々は

楽しんでいました。また、「進化するどんぶり」として販売している new わだ丼や

地元有志の方が、小泉八雲の家族が愛した和田の地で飲んだラムネを基に「八雲の

和田のラムネ」としてラベルを貼ったラムネを販売し、新聞にも掲載されました。 

当日までの準備や運営、片付けなど、地区自治会や地域団体の協力なしではでき

ない、まさに地元密着のまつりだと感じました。来年度には、新しい公民館でのま

つりの開催となるため、レイアウトも含め、早くから準備を進めていきたいと考え

ています。 

 

大石豊田   豊田公民館は 11月 11、12日に、第 34回とよだのまつりということで、オープ 

公民館長  ニングセレモニーでは昨年に引き続き、焼津中央高校の皆さんによる若さ溢れる吹 

(以下｢大石 奏楽コンサートと一輪車パフォーマンスと新たに中央高校の合唱部の合唱からス 

館長｣)    タートし、会場となった豊田小学校体育館には 300人以上のお客さんが来場してく

れました。二日目は青少年健全育成大会、公民館内では園児や中学生、講座生達に

よるステージ発表や講座生による展示が意欲的に行われ、外では自治会や小中学校

PTAや講座生による模擬店が多数出店しました。 

今年は天候に恵まれ、各模擬店やバザー会場では長い行列ができ、商品が例年以

上に早くに完売する盛況ぶりでした。昨年に引き続き、地元豊田地区の焼津中央高

等学校の皆さんに加え、ボランティアの豊田中生徒は 41 人の参加があり、その他

インターンシップの大学生、大学生ボランティアが協力してくれた事により、幅広

い年齢層の地域住民との交流が出来ました。今後も自治会の皆さんや学校、ＰＴＡ

と協力していただき、より良い公民館まつりを目指します。 
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谷澤港    港公民館では、今年は、公民館まつりの１週間前から台風 21号の接近が見込ま 

公民館長  れ、実行委員会の役員会を開き、来場者の安全を考え、明るい街づくり大会も含め

中止を決定しました。中止決定が早かったため、最小限の経費出費で済み、模擬店

出店者さんにもご迷惑をおかけしましたがご理解をいただきました。来年の１月に、

明るい街づくり大会と文化発表会として講座生の発表を行うこととしました。来年

度は、天気のよい中で出来るように願います。 

  

藤本大村   今年の大村公民館ふるさとまつりについては、10月 21、22日の二日間にわたり 

公民館長  開催されました。 

(以下｢藤本 今回のおまつりは、台風接近、選挙投票日という厳しい条件の中で、一部内容を変 

館長｣)   更・中止しての開催となりましたが、焼津西小４年生全員による合奏・群読が披露

された初日のセレモニーには、雨の中、多くの方々に来場いただきました。二日目

については台風の影響で、開催途中に午後の部の中止を決定することになりました

が、屋外模擬店の一部を館内ロビーに集約し、また、杵と臼で行う予定の餅つきも

機械に変更して集中的、効率的に行うなど、荒天の中、地域スタッフや講座生、学

生ボランティアなどの連携・協力、それから、地域の団結力のもと臨機応変に対応

し、盛況のうちに無事に終えることができました。 

雨の影響で、駐車スペースが不足するなどの問題も生じましたが、今回の経験を

踏まえ、今後も、安全運営を心掛け、地域とのつながりを大切にしながら準備を進

めていきたいと思います。  

 

吉川焼津   今年は、11月 11日と 12日の二日間、焼津公民館まつり「文化のまつり」を秋晴 

公民館長  れのもと滞りなく開催することができました。 

(以下｢吉川  全体の運営としては、地域の皆さん、 講座生、中高生ボランティアの協力によ 

館長｣)    り、会場の準備、当日の運営、片付けまでをスムーズに行うことができました。ま

つりは、幼稚園児や小学生によるオープニングイベント、自主講座や自主グル－プ、

高齢者や社会学級の学習成果の発表、小中学生の作品の展示、地域の名産品の販売

などを行いました。また、ゲストとして、焼津中学校の出演、静岡県警音楽隊ほか

二つのミニコンサートを開催しました。焼津水産高校応援団の出演も予定していま

したが、直前に学校側から連絡があり、残念ながら中止となってしまいました。 

新たな取り組みとして、例年、休憩室として利用しているスペースで、小泉八雲

の模型展示と図書の無料配布を行いました。来場者に分かりやすいように、館内図

や発表部門のスケジュ－ルを大きく掲示しました。また、近くに駐車場を借り、交

通安全指導員の方に駐車場の管理をしていただきました。 

土曜日の午前中は、大変混み合うため日程の調整や人員を増やすなど対応を検討

していきたいと思っています。今後も、講座生の学習成果の発表の場としての役割

と、地域の皆さんの交流の機会としての役割を充実させていきたいと考えています。 

   

鈴木大井川  大井川公民館まつりの計画について説明させていただきます。日時は来年平成 30 

公民館長  年２月 24日土曜日、25日日曜日となっています。 

(以下｢鈴木  ７回目となる公民館まつりについては、オープニングとして、ＪＡおおいがわが

館長｣)   作った農産物ＰＲユニットである「茶果菜」と、焼津市内の様々なイベントに出演 

      されている「魚レンジャー」によるステージ、大井川ジュニア合唱団の合唱を皮切 

      りに、自主講座の皆さんのステージ発表を行います。また、講座生の作品展示と、 

      ミニチュア講座やフラワーアレンジメント体験、こどもイラスト体験も行います。 
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今年は、幅広い世代に公民館まつりを楽しんでいただけるように、小中学生によ

る富士山の日作品展や大井川地区の幼稚園児の作品を展示させていただく予定で

す。ロビーでは、大井川公民館コミュニティ推進会と食推が協力し、カレーライス

を販売したり、大井川商工会女性部や市内の団体のご協力による地場産品の販売を

行い、講座生や地域の皆さんに喜ばれる内容にしていきます。 

 

松永議長   ありがとうございました。港と大井川は日を改めて開催するということでよろし

いですね。（大井川は２月） 本報告に関して、ご意見、ご質問がありましたらお願

いします。 

         

山口委員   約半数の公民館が、小学生、中学生、高校生、大学生のボランティアを活用して 

地域に根ざした公民館として非常に良いことと思います。まだ、四つくらいの報告 

ではボランティアという文字がないが、実際は子ども達をボランティアとして活用 

しているのか、それとも講座生で充分賄われているのでそんな気はないというのか 

お聞かせ願いたいと思います。 

 

長島職務代理 具体的にどんな仕事をしてもらったのか、例えば東益津、大富、豊田の公民館に

お聞きしたいが、特に豊田の場合 41人と非常に大勢の生徒が参加したということだ

が、地域の人達の仕事がなくなってしまうのではないかと心配になるがどうでしょ

うか。 

 

大石館長   中学生を募集し、41名の応募があり、全員にやってもらうようにお願いしました。

内容は講座発表の運営、模擬店の手伝い、ゴミの収集場所にいてもらうなどやって

もらいました。当日は、豊田小学校でオープニングイベントをやり、二日目も青少

年健全育成大会を行い、そちらでも中学生に靴袋を渡すなどの手伝いをやってもら

いました。 

 

松永議長   どこの公民館もボランティアに手伝ってもらっているそうです。 

 

増田館長   東益津公民館についても、模擬店などいろいろなプログラムを組んでおり、市内

の最大級の公民館まつりということでかなり出店数、催しがある中で、地域の皆様

だけでは賄いきれない部分が多々ありますので、東益津中学校の約 80名の生徒さん

にお願いし、それぞれ模擬店、催しなどについてもらっています。 

 

金高館長   大富公民館については、ステージ発表での司会を中学生に頼んでいます。通常、

学校では経験できないことを経験してもらっています。それ以外では、子ども模擬

店など、子どもと触れ合う場に参加してもらっています。 

 

望月館長   小川公民館では、小川中学校の生徒さんに、計画では一日目 10名、二日目 20名

に子ども向け模擬店での販売を手伝ってもらう予定でしたが、二日目に警報が出る

おそれがあったので、学校と協議して二日目はご遠慮してもらうことになりました。 

社会教育課を経由して、水産高生男子２名にボランティアをお願いし、二日目の模

擬店の手伝いをしてもらいました。その他、インターンシップの大学生１名が職場

体験ということで非常に力になってくれました。小川公民館では、地元のお手伝い

がないため、公民館スタッフの一員として大きな力となったのが、中学生、高校生、
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大学生のボランティアの皆さんでした。 

小泉館長   和田公民館では、和田中学校の生徒にボランティアをお願いしております。内容

としては、魚レンジャーなどに変身してもらったり、模擬店やふれあい動物園の運

営に関わってもらいました。 

 

藤本館長   大村公民館では、昨年度まで大村中学校の生徒さんを 10名程度派遣していただい

ていましたが、今年度から追加で静岡福祉大学の学生２名をボランティアとして派

遣していただきました。内容については、中学生については模擬店の手伝いやゴミ

の片付け、大学生については、演芸発表の司会進行をお願いしました。ただし、今

年は生憎の天気のため、中学生ボランティアについては、安全に配慮して早目に切

り上げてもらい、大学生についても雨の影響で１名が来れないということになりま

した。来年度以降についても引き続き大学生ボランティアの派遣を依頼していきた

いと思っております。 

 

吉川館長   焼津公民館では、中高生ボランティア 20名から 30名ほどご協力をいただきまし

た。主には子どもの「あそびのひろば」でのサポートと大集会室での発表部門での

サポートとしてご協力をいただいております。中学校に直接お願いする部分と社会

教育課を通じて、全市的にお願いする部分とありますので、大井川の方からもボラ

ンティアで来てくださる生徒さんもいます。今後も引き続きご協力をお願いしてい

きたいと考えています。 

 

鈴木館長   大井川公民館については、大井川中学校の生徒さん５名程度に来ていただき、ス

テージ発表のイスなどの運搬や和室でのお菓子釣り、まつり終了後の片付けをお手

伝いしていただく予定です。 

 

永井委員   小川公民館で茶道をやっているので、茶道部で公民館まつりに関わりました。い

ろいろな講座の準備がなかなか大変です。館長さんや職員の方ご苦労さんでした。

これ（資料）を見ると、開催の時間がまちまちで、良いか悪いかではないですが、

早くやる所は８時 40分とか、遅い所は 14時とか、終了も早い所では 14時とか、遅

い所は 21時とかいろいろあります。どのようにして開催の時間を決められるのか。

それから公民館まつりの準備もどういうような経過でやられるのか。ボランティア

の活用の状況にもよるし、講座の内容とかにもよるので、各公民館皆一緒にする必

要はないとは思いますが、参考にお伺いできればと思いますが。     

 

松永議長   豊田公民館の 21時までという内容について教えてください。 

 

大石館長   資料に書いてありませんが、前日金曜日の夜もプレイベントとして、カラオケ講 

座によるカラオケ大会を開催しております。まつり当日は、土曜日の午前中はテン 

トの設営など準備をして、午後の２時のオープニングイベントからスタートします。 

夜については、土曜日は卓球講座による卓球大会と将棋大会、囲碁講座による囲碁 

大会を開催しております。二日目については、夜６時半から社交ダンス講座による 

社交ダンスパーティをやって終了となります。バザーなどもやっており、１週間前 

から自治会さんで集めていただいて、自治会の女性部さんに値付けをやっていただ 

いたりと、かなり自治会さんに準備を手伝っていただいて進めております。 
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松永議長   21時までやって、青少年健全のことについてはいかがでしょうか。 

大石館長   実際に夜は、社交ダンス講座の方々でほぼ大人でやっています。将棋や囲碁大会

についても、昼間は子どもで夜は大人ということで分けて大会をやっているので、

子どもは夜のものに参加するということはほぼ無く、夕方に帰宅していると思いま

す。 

 

永井委員   いろいろな講座の代表者との打合せも何回かやられるわけですよね。いつ頃から

何回くらいやられるのですか。 

 

松永議長   どこの公民館でも何回かやっていると思います。 

 

増田館長   （冨田課長の指名により代表して発言）東益津については、自主講座の発表の部

門と東部コミュニティ、いわゆる地域の皆さんが出店したり、いろいろ催しをやっ

ていただくなど、大きく分けてこのふたつになりますが、自主講座については、夏

場くらいからどのような内容でやるとか、割振りとか、希望を聞きながら調整をし

ていきます。コミュニティについては、春先、総会後あたりから文化教養部が中心

になって、随時集まっていただき話し合っていただいています。 

 

林 委員   永井さんのお茶のことがずっとひっかかっていたが、今回非常に成功されたと聞

いて、今後更に発展して続いていく見込みがついたのかどうかお聞きしたいな思い

ますが。     

 

永井委員   どこで成功とみるかわかりませんが、茶道は毎年やります。今年は台風が来たの 

で前年に比べたら、来場者は少なかったです。例年のようにやっていて、時間も繰 

り上がったため、集中的にやるようなことになり、負担も少し軽くなったかもしれ 

ないし、やれやれやって、良かったという感じでは成功だったと思いますが、なお 

いろいろ工夫はしていかなくていけない。やはり茶道も搬入があり大変は大変だが 

成功だったと思います。 

 

巻田委員   全体の報告を受けまして、公民館まつりと言いますと、活動されている方とか付

近の方が集まることかなと考えがちな部分があると思いますが、全般的にボランテ

ィアの方が、幼稚園、小学校、中学校、高校と大勢の方が参加していただいたとい

うのは、世代間交流ではなく、年齢を超えた大勢の方が活動されているというのは

非常に良いことではないかと思います。こういった所に高齢者も一緒に、居場所と

言うか、活動されていると思いますが、そういった点はすごく良いことではないか

と思いました。中でも和田公民館のラムネの話は素晴らしいことだと思います。焼

津にとって小泉八雲という偉大な人、焼津に関わりのある有名な人について、焼津

はこうだぞとか訴えられる気がして、嬉しいなと思ったわけです。焼津の急深の海

を小泉八雲は気に入って、台風で荒れた時は和田の方に行って、帰りにはラムネを

飲んで帰るというような経緯を聞いています。これがここにあったというのがすご

く僕としては良いことだと嬉しかったです。今後焼津の歴史の一端としてでも、い

ろんな地域で体験などが加わり、焼津の再確認、再認識ができたら楽しいかなと思

います。舟形屋敷から旗掛け石まで焼津にも良い所がたくさんあり、歴史もあるの

で、そういったものを活用できれば良いのではと思います。 
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松永議長   その他意見がありましたらお願いいたします。 

  

  ＜ 意見、質問なし ＞ 

        

（５）審議事項 
 

松永議長   それでは審議事項に入ります。「自主グループへの支援について」、大富公民館の 

金高館長お願いします。 

 

金高館長   自主グループへの支援について方針案を説明させていただきます。 

平成 27 年３月に公民館運営審議会から提出された答申に基づき、次のことを検

討してきました。別添資料 2-1として答申書抜粋、資料 2-2として講座等の比較表

も合わせてご覧ください。２の（１）自主グループの定義と支援内容の統一化とし

て、現在、公民館で活動している 115のグループのうち、自主グループの登録のみ

されているものは 74。社会教育団体登録のみされているものは 25。両方の登録を

しているものは 16あります。 

自主グループとは、一公民館での活動実績に基づき、自主的なグループとして活

動拠点である公民館にグループの開設届出をすることにより、当該館のみにて、年

間通じて会場を優先的に押さえることができ、半額で利用できるグループです。届

出は、毎年行います。 

社会教育団体とは、社会教育団体認定要綱に基づき社会教育課に申請をするもの

で、認定されれば、市内すべての公民館が半額で利用できます。その他、３年に１

度の更新手続きが必要となります。 

このような差異を解消するため、自主グループには社会教育団体への認定申請の

支援、社会教育団体には自主グループとしての届出の支援を行います。メリットと

して、自主グループは、現在は所属する公民館のみ半額で利用できるものが、社会

教育団体となることにより全ての公民館を半額で利用可能となり、活動の場が広が

ります。社会教育団体申請の手続きは、資料 2-3社会教育団体認定要綱に沿って行

い公民館で手続きを支援します。ここ（資料２（１）①）で言う「社会教育団体」

とは、社会教育課で認定を受けており、公民館で自主グループとして届出はしてい

ません。しかし現在、この団体の取り扱いは自主グループと同じように、半額で利

用でき、年間を通じて優先的に会場を押さえることができる扱いとしてきました。

今回、新たに自主グループとして届出ることにより、優先予約可能な自主グループ

として位置づけを明確にすることができ、館による差異も解消できます。この場合

も、公民館が手続きを支援します。社会教育団体の次回の更新時期が平成 31 年９

月末なので、全てのグループがそれまでに手続きを完了することを目指します。 

続きまして、資料２の（２）自主グループ活動の推進と公表について説明します。

答申書抜粋資料 2-1も合わせてご覧ください。答申書の２（２）に該当する部分に

ついては、公民館だより及び市のホームページにて、グループ紹介やメンバー募集

をグループの意向を踏まえながら積極的に行っていきます。また、公民館まつりや

公民館主催の講座などを発表の場として提供していきます。 

続きまして、資料２の（３）地域貢献活動に対する表彰について説明します。合

わせて答申書抜粋資料 2-1も合わせてご覧ください。答申書の２（３）に該当する

部分については、平成 28年度の活動実績として、21団体が自主的に合唱や踊り，

演奏など、福祉施設や地域の祭りなどで約 160回行っています。こうした実績を踏
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まえて表彰制度を創設していきます。具体的な基準については、資料２の（３）③

に記載した内容としました。留意点は、どのグループにも表彰対象となる可能性が

あるように、慰問、展示会に参加しているグループ、長期間にわたり自主的な活動

を行っているグループ、年々活動が活発になっているグループの３点を基準としま

した。今後、公民館運営審議会上でのワークショップなどでご意見を伺い、表彰規

程の方向性や基準を検討していきたいと思います。以上、自主グループへの支援に

ついての説明を終わります。  

 

松永議長   ただ今の説明に対し、ご質問はありますか。 

どの公民館にも社会教育団体登録している団体はありますか。 

 

金高館長   社会教育団体登録は、社会教育課で申請して登録するものですが、どの公民館に 

ついても社会教育団体登録した団体が利用しています。ここでいう社会教育団体は、 

資料２の（１）①「自主グループの状況」の中の社会教育団体として 25入ってい 

ますが、これについては優先的に社会教育団体の内、自主グループと同様の活動を 

しているグループになります。 

 

松永議長   例えば大富ではどんな団体になりますか。 

 

金高館長   大富については、社会教育団体登録している団体については、通常、一般貸館と 

      して利用している団体のみとなります。例えば、岩崎委員のマルモさんなどです。 

      先程の資料２の（１）①の自主グループとしてのみ利用している所は 74となります。 

この自主グループは社会教育団体として全て登録しているわけではありません。各 

公民館のみ優先的に半額で利用できる団体となっていますので、そこの自主グルー 

プについて社会教育団体登録をしていただき、他の公民館も社会教育団体として利 

用できるようにするというものです。 

 

冨田課長   補足して説明します。 

資料 2-2の講座等の比較表を見ていただきたいと思います。自主グループと社会 

教育団体との違いということになると思いますが、自主グループは、もともと公民

館の講座から派生したようなグループが多いので、その中で主催講座、自主講座、

自主グループと記載されています。もともと公民館の講座自体が初心者向けという

か、こういったものもありますよと講座を紹介して、公民館主体で、公民館の費用

でさわりの部分を教えてもらうというものです。それについてもう少しやっていく

と、講座生で先生決めてみませんかとか自分達でやってみませんか、公民館で主催

しますよというのが自主講座です。その次のパターンになってくると全部自分でや

るよというのが自主グループです。ですのでそこの公民館付けの色合いがかなり強

いです。利用料金が減免率半分ですが、優先予約があります。 

 社会教育団体というのは、逆に、先にグループができます。基本的には、私たち

はこういうグループだけど公民館を使わせてというグループです。公民館を使うの

に営利だと困りますので審査させてくださいというのが社会教育団体です。営利団

体や宗教団体でないと認めたのが社会教育団体です。認められるとどの公民館でも

半額減免で良いですよというようなニュアンスでやっています。当然ながら利用料

金を 50％を引くということは、市の方向性と同じようなことをやるという場合です。

例えばマルモさんの場合は、音楽を通じて皆さんと仲よくなっていきたいとか、研
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鑽していろんな所で発表したいとか、文化の振興といった所で市と方向性が同じな

ので減免しますよということです。どちらかというと発生の場所が違うかなと考え

ていただければ結構です。保科委員いかがでしょうか。 

 

保科委員   私たちも社会教育団体に登録していますが、社会教育課にいろいろな資料を出し 

て、代表者誰々、会計報告や規約も出して認可いただきますが、自主グループに申 

請する時はどのような手続きがあるのかということと、自主講座が終わった講座が 

自主グループになるとお聞きしていましたが、こっち（社会教育団体）からの道か 

ら入ることはないのかということをお聞きしたいですが。 

 

金高館長   自主グループへの支援ということになるので、社会教育団体から自主グループに 

なるという考えではないです。自主グループに現在なっている団体について社会教 

育団体登録してもらうということです。または特別に、例えば大井川公民館だと自 

主グループというよりは社会教育団体として年間通じて活動している団体があるの 

で、そういう団体については自主グループとして登録申請を出していただきますが、 

基本的には自主グループ登録されている団体を社会教育団体登録するということに 

なります。  

 

保科委員   いきなり自主グループになれるというのではなく、公民館主体の自主講座が終わ 

って、自主グループになるということで、流れは自主講座から自主グループで、社 

会教育団体から自主グループへということはなしでということですね。 

 

金高館長   そうです。 

 

山口委員   両方に登録というのはどういうことですか。自然発生的にできたグループが、社 

会教育団体という位置付けで、条件としては自主グループと同じような条件で利用 

できるということはわかったが、資料２にあるように両方に登録しているというの 

は。 

 

保科委員   それが今説明にあったとおりで、自主グループになって自主グループとしてでき 

ているものが、社会教育団体に登録すると、自主グループでは焼津公民館だと焼津 

公民館しか使えないが、社会教育団体に登録すると、どこの公民館でも半額減免で 

利用できるということですよね。 

 

山口委員   自主グループというのは一つの公民館にということですか。 

 

冨田課長   そこの講座から派生した、育ったグループということです。 

 

吉川館長   混乱させてしまっている原因は、自主講座を卒業して自主グループになるが、本 

当なら自主グループのままで良いのに、社会教育団体にも登録してもらい、一つの 

公民館でなくて他の公民館も半額になるというのがあるのではないかと思います。 

自主グループは所属公民館にグループ開設届を出してもらいますが、中には自主

講座から自主グループにならずに、社会教育団体だけ登録すれば良いのではないか

というような考え方で、社会教育団体登録の手続きだけをとったというグループが

あります。それを自主グループと同じ扱いで良いのではないかという取扱いをして
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しまっているため、改めて自主グループ開設届を出してもらおうということです。

答申の中で、各自主グループの取扱いに差異が生じているのではというご意見が出

ていたため、自主グループ、社会教育団体の両方に登録していただければ、その差

異がなくなるということです。自主グループであれば所属公民館で、年間で優先予

約できて半額で使え、社会教育団体に登録してあれば全公民館で半額で使えるとい

う同じようなルールになります。二重には見えますが、自主グループについては社

会教育団体になっていただければ、他の公民館も半額で使ってもらえるようになり、

活動の幅も広がり、社会教育団体（のみ登録した団体）についても自主グループに

なっていただければ、その公民館で１年間優先で部屋を押さえられるというルール

にも則れるということです。 

 

山口委員   例えば社会教育団体だけ登録してあった場合は、他の公民館に対して自主グルー 

プですよという届出を出さなくても自主グループ扱いで利用できるということです 

か。 

 

吉川館長   自主グループ扱いできるのは一つの館だけです。自主グループという名前が通る 

のは、その届出を出している、以前活動していた公民館、実績のある公民館だけが 

自主グループになれて、他の館では実績がないためなれません。 

 

山口委員   社会教育団体という名前にしておけば、どの公民館でも極端に言えば、団体の人 

が集まりやすい地区の公民館、一つの所属団体であっても二つの公民館で自主グル 

ープみたいに活動したいよということが可能ですねということですね。 

 

吉川館長   そうです。活動は妨げられないということです。 

 

山口委員   （二つの公民館で活動したい場合は）社会教育団体に登録しておけば十分とい 

うことですね。自主グループにならなくても、というかなれないですよね。 

 

吉川館長   そういうことです。 

 

冨田館長   そういうことですが、二つ目の公民館では優先予約はできないです。 

 

保科委員   社会教育団体というのは公民館のグループだけではないと思いますので、そこら 

辺のことも分けて考えないと、今の話だと（公民館で半額利用できるのは）公民館 

の自主グループのみみたいに聞こえてしまいます。それでこっちも（公民館にも自 

主グループとして）登録してくださいねということのように聞こえますが、社会教 

育団体にいきなりというか、社会教育団体は公民館で活動している人ばかりではな 

いと思うので、そういう団体もあるので、自主グループにも登録しろというのは違 

う気がします。それもありかもしれないが、社会教育団体だけ登録してある人が全 

て自主グループに登録してくださいというのはちょっと違うような気がします。公 

民館で活動しているところだけが、社会教育団体に申請できるということではない 

ので。 

 

吉川館長   この資料で社会教育団体としてあげてある 25という数字は、自主グループになれ 

たのに、社会教育団体にしか登録しなかったグループですので、全ての社会教育団 
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体ということではありません。 

保科委員   公民館の中だけの話という捉え方で、社会教育団体全ての話ではないということ 

で良いですね。 

 

冨田課長   そういうことです。 

 

平田委員   自主講座の講座生が少なくなって自主グループに移ってくださいという話もあっ 

たが、講座を閉鎖した後、新しい人が来て人数が増えた場合、もう一度講座に戻る 

というのは可能ですか。 

 

吉川館長   ご自分達で自立して活動ができるということで捉えているので、そこから戻ると 

いうのは基本的にはないかと思います。 

 

平田委員   今おっしゃるのは、上手に運営できるのにわざわざ講座に戻る必要がないという 

ことですが、自主グループになったら、また人が増えたという場合、初心者が増え 

たという場合はどうかお聞きしたいですが。時が経てば、人数も変わるので、一旦 

自主グループを解散して、また改めて自主講座にするということは可能ですか。 

 

吉川館長   公民館のもつ役割が、初心者の学習のきっかけづくりというこもありますが、グ 

ループとして自立して活動できるのであれば、初心者が多いと言えども、そこで学 

習が始められているのであれば独立したグループとして、活動を継続していただき 

たいと思います。初期導入の支援はしているが、活動が進められているのであれば、 

自立したグループとして活動をしていただけたらと思います。 

 

平田委員   決めとか規約というのはないのですよね。大体の話ですよね。 

 

吉川館長   戻れるということは基本的には想定していないと思いますので、自立した時点で 

戻ってきてはいけないとは書かないと思います。 

 

松永議長   その他意見がありましたらお願いいたします。 

 

  ＜ 意見、質問なし ＞ 

        

無いようですので、それでは審議事項（２）全館共通テーマによる講座の開催に 

ついて、事務局から説明をお願いします。 

 

望月館長   それでは、資料の３とカラーの写真資料をご覧ください。 

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。提言書 

では、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こととなっています。第１弾の漁業編では、１月から３月に

かけて小さな水族館「オオグソクムシの巡回展示」を開催しました。第２弾の歴史

編では、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、今年３月の港公民館から４月の大村公民館まで開催

し、延べ 372人が受講しました。第３弾の料理編を過日各館で開催しましたので報
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告します。 

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するこ

ととしました。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、       

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、海洋深層水などの地元ならではの食材などを使用することを

想定しました。講師については、それぞれの地区にあるお店の方や、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計画、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、自由な発想で講師には考

えていただきました。開催時期は、11月から 12月の間に各公民館にて開催、10月

号広報やいづ、公民館だより、ポスターなどの広報媒体を活用し、広く市民に周知

しました。その他に、１回の料理教室で各公民館 18名から 24名程度の募集をし、

材料費は１人あたり 500円から 1000円程度を参加者負担としました。 

それでは、詳細について報告させていただきます。各公民館の開催内容としまし

ては、地元食材を使った料理教室を各公民館で行い、それぞれレシピを受講生に配

布しました。人数は、９館で延べ 114人が受講されました。 

料理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、112件の回答をい 

ただきました。基本情報の参加者の状況については、男性と女性の割合は 6 対 94

です。居住場所では９割の方が市内の方、参加者の 70％近い人が 60才、70才代と

いう結果でした。「複数の料理講座に参加しましたか？」については、「参加した方」

35％、「参加しない方」が 65％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もいらっしゃいました。「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」が 21％、「公民館だ

より」が 61％、「チラシやポスター」は少なかったようです。「その他」は友人から

の誘いが代表的な回答でした。「料理教室の良かった点、改善してほしい点」の質問

については、各館でいろいろなテーマでそれぞれ感想があり、要約を掲載していま

すのでお読みください。今後、どのような講座に参加したいか、ご意見要望をたず

ねました。続編を開いて欲しいなど、様々な要望がありましたが、今後、それぞれ

の館で、皆さんのご意見を汲み取りながら企画していきたいと考えております。料

理講座の開催報告については以上です。 

 

松永議長   事務局からの説明が終わりました。この説明に関して、何かご質問はありますか。 

 

山口委員   第２弾の時は、完全制覇しようと思ったが、和田だけ行けなくて残念でした。な 

ぜかというと時期が集中しているからです。もっと長期的に年間で散らばっても良 

いと思います。チラシを見た時には既に全部は行けないなとわかりました。今回は 

時期も良く、他にいろいろな行事もあるので、全然参加できませんでした。時期的 

なことも考慮していただきたいと思います。このシリーズは面白いものもあるし、 

長く続けてほしいです。 

 

吉川館長   今年の日程については、企画して、広報して、募集して、実施して、公民館まつ 



H29-034 

 

15 

 

りを外して、この審議会に報告できるように組みました。次回の講座については、 

ご意見があったように３館ずつ実施するなど検討していきたいと思います。 

 

松永議長   内容と日程を検討してもらうようお願いします。 

 

橋本委員   親子で参加されたのは和田公民館だけです。できたら親子で参加できるようなも 

のをもう少し増やしてほしいと思います。子どもさんと一緒に、30、40代の親御さ 

んの参加に結びつけていけば、参加者の年齢分布が少ない 20代後半、30代、40代 

前半の方も増えてくるのかなと感じます。料理とは別ですが、地元で防災訓練をや 

ると、なかなか参加者が集まらないが、子ども会を通じて子どもさんが参加すると、 

必ず親御さんがついてきて、結果的には参加者数が伸びるし、子どもさんがいるこ 

とで、当然親御さんが何らかの形で関わってくれます。親子の結びつきという面も 

あり、教える側の先生にとってもやりがいもあるので、こういった講座もできる限 

り親子で参加できるようなものにしたらと思います。 

 

松永議長   今のようなご意見を踏まえ、来年度の事業を考えてもらいたいと思います。 

 

村松委員   対象については基本的にはそれぞれ公民館のエリアの方の参加をメインに考えて 

いると理解してよろしいでしょうか。それともいろんなエリアの方がそれぞれの公 

民館に足を運んでほしいということでしょうか。そこがわからないと、参加の人数 

が少なかった時にいろいろな所から来ても良いと思いますが、多かった時には、も 

ともとその地域に住んでいる人をメインにするのか、先着順にするのかといった、 

いろいろな問題が出てくるのかなと思うので、そういった基本的な考えをうかがい 

たいです。 

 

吉川館長   各館、どちらの方と区切らず、全域を対象に募集しています。全市民を対象とし 

た企画です。 

 

村松委員   もう一点ありますが、公民館で講師をしている立場から自主グループ、自主講座 

の規約について、きちっと文書化していただきたいと思います。それぞれの講座や 

公民館によって違うという中で、どうしても私が担当している講座が振り回されて 

しまいます。いろんなエリアから受講生が来ると、各館で対応が違い収拾がつかな 

くなってしまいます。原則は原則で守っていただく、できればイレギュラーはなし 

という形でお願いしていかないとつらい所もあります。きちっと文書化して、それ 

を受講生や講師に目を通してもらい、納得してもらった上でスタートすれば公平だ 

と思います。特別にとか、原則的にという表現になっていくと、不公平感を感じて 

しまうので、あくまでも公平というものを重要に考えていただきたいと思います。 

お答えは必要ありませんので、館長さん達の話合いの場で、少し話題にしていただ 

けたらと思います。 

 

須崎委員   第３弾の開催の報告を見ると、平日に集中しているため、年代別に 50、60、70 

代が多くなっていると感じます。第４弾を計画する時は、土日を入れていただけれ 

ば、広い年代層で参加があると思いますので検討していただきたいです。 

 

松永議長   その他意見がありましたらお願いいたします。 
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  ＜ 意見、質問なし ＞ 

        

無いようですので、以上で全ての議事を終了とさせていただきます。それでは事 

務局お願いします。 

 

(６）その他（連絡事項） 

冨田課長   次回につきましては、３月16日金曜日に予定しております。会場につきましては

未定ですが、工事の関係もありますが、可能であれば新しくできます和田公民館で

やってみたいと、施設の内覧会を兼ねながらやってみたいと思います。また、先に

ご案内した成人式につきましてもご列席賜りますようお願いします。 

 

 (７) 閉会 
 

冨田課長   以上を持ちまして、本審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 

 

 

 

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 


