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平成 30年度 第１回焼津市公民館運営審議会 議事録 

 

１ 日 時  平成 30年７月５日(木) 午後３時～午後４時 15分 

 

２ 場 所  焼津市役所 ６階 603号室 

 

３ 出席者 

 （委 員）松永哲雄委員、長島博雄委員、村松晶子委員、小杉山正雄委員、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、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 

 （事務局）中野教育委員会事務局長、冨田社会教育課長、植村社会教育課係長 

      小林社会教育担当主査、豊島焼津公民館長、大石豊田公民館長、谷澤港公民館長、 

      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、 

      木村大井川公民館長、藤本大村公民館長 

 （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 

       報告事項 ・平成30年度公民館運営審議会について 

            ・平成30年度各公民館事業計画について 

            ・焼津を楽しむ「地域のお宝発掘講座」第４弾について 

       審議事項 ・自主グループ表彰規程(案)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(佐藤教育長から小杉山正雄委員に委嘱状を交付)    

 

 (３) 教育長あいさつ(佐藤教育長) 

    皆様こんにちは。本日は、公私ともにお忙しい中、「平成 30年度第１回焼津市公民館運 

営審議会」にお集まりいただき、誠にありがとうございます。 

    また、日頃から教育行政全般にわたり、御理解と御協力、御指導をいただきまして、御 

礼申し上げます。 

この公民館運営審議会につきましては、本日を含めて年３回開催する予定となっていま

す。皆様には、お忙しい中、足を運んでいただくことになり、申し訳ありませんが、よろ

しくお願い致します。 

皆様ご存知のとおり、和田地域交流センター・和田公民館が新しく出来ました。新たな

施設として、有効に活用するために、多くのご意見をいただきながら、事業を推進してい

ければと思っております。先日、山梨県甲州市から、人口は、焼津市の半分位のところに

なりますが、教育委員会の皆様が、東益津公民館が小学校と併設されているということで、

視察に来られました。その際にも、和田公民館の話もしましたが、小学校と公民館の共有

について、関心をもって見学していただきました。また、県議会の総務委員会の皆様が、

和田公民館の視察に来られる予定にもなっていまして、多くの皆様が、和田や東益津のよ

うな新しいスタイルの公民館に関心をもっていられるということで、市としても大変嬉し

く思っている次第です。今後は、新しい公民館の利活用のあり方や運用方法について、皆

様から更なるご提案をいただきたいと思っております。 
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本日は、この後、事務局から、本年度の事業進捗状況、事業計画についての説明があり

ますので、ご審議いただくとともに、いろいろな視点からご意見をいただければと思って

おりますので、よろしくお願い致します。 

以上、挨拶とさせていただきます。 

 

(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)会長あいさつ(松永会長) 

   本日は、平成 30年度第１回焼津市公民館運営審議会にお集まりいただきありがとうござ 

  いざいます。 

また、日頃は、公民館運営審議会の運営にご理解とご協力をいただき、併せて御礼申し上

げます。 

平成 30 年度も早いもので、第一四半期を終えたところであり、社会教育課及び各公民館

の事業、また、各コミュニティの事業につきましては順調に運営されているものと思います。 

後ほど事業計画の説明がありますが、夏休みの子ども向けの講座や教室をはじめ、コミュ 

ニティの各種イベントの開催など、これから夏本番を迎え、本年度の各公民館・コミュニテ 

ィの事業・活動はいよいよ佳境に入っていくものと思います。 

各公民館には、引き続き、遅滞なく、円滑に事業運営が図られますようお願いします。 

さて、この公民館運営審議会でありますが、ここにいらっしゃる委員の皆様方におきまし 

ては、本年度は、２年任期の２年目、最終年ということになります。先程、委嘱状を交付さ 

れ、新たに着任された小杉山委員も含めまして、皆様方には、より積極的に審議会にご参加

いただき、更に活発な議論、意見交換をお願いしたいと思います。 

本日は、平成 30年度のスケジュールや事業計画、全館共通テーマによる講座の開催につ 

  いての報告、また、平成 27年３月 27日付け答申書に基づいて策定を目指す、「自主グルー 

プ表彰規程(案)」についての審議という内容になっております。皆様方には、是非とも忌憚 

のないご意見等をいただきますようよろしくお願いします。 

結びに、本日の議事が円滑に、また、実りのある会となりますようご協力をお願いしまし 

て、会長の挨拶とさせていただきます。 

 

   ※教育長及び事務局長は公務のため、ここで退出 

 

 (６)報告事項 

冨田課長    ありがとうございました。本日は、巻田委員からはご欠席ということで、ご報

告をいただいておりますが、委員総数15名中14名の委員の皆様のご出席をいただ

いております。従いまして、委員の過半数が出席しておりますので、焼津市公民

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。 

それでは、これより議事に入ります。議事進行につきましては、焼津市公民館

条例施行規則第９条第２項の規定により、松永会長にお願いいたします。 

 

松永議長    それでは、規定により議長を務めさせていただきます。皆様方には、円滑な議

事進行にご協力くださるようお願いいたします。 

なお、本日の議事録署名人につきましては、長島委員にお願いいたします。 

        それでは、議事に入ります。はじめに、報告事項(１)平成30年度公民館運営審

議会について、事務局から報告をお願いします。 
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植村係長    それでは報告事項(１)平成 30年度の焼津市公民館運営審議会についてご説明 

いたします。 

年度も替わり、本年度１回目の審議会となりますので、確認の意味も含め、改 

めて公民館運営審議会について、その概要を説明させていただきます。 

「公民館運営審議会」については、社会教育法、焼津市公民館条例などに規定 

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。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。 

また、公民館については、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が公民館の目的と定められています。 

 資料３ページ目は、各公民館の概要となっております。 

焼津市には、東益津、大富、小川、和田、豊田、港、大村、焼津、大井川の各 

       地区にそれぞれ１館ずつ、計９つの公民館があります。先ほどの関係職員名簿に 

       ありますが、館長、社会教育主事、コミュニティ担当の３名が、各公民館の基本 

       の勤務体制となっております。 

一年を通じ、教養・健康・音楽・料理など各種講座を開催する他、「高齢者学 

級」、「成人講座」、「女性講座」、「男性学級」といった年齢や性別などに沿った学 

級・講座や地域と連携して活動する「社会学級」を開設しています。また、館公 

認サークル活動としての位置付けである「自主講座」や「自主グル―プ」の運営 

を支援しています。 

また、生涯学習の拠点としての公民館以外に、地域コミュニティ組織の事務局 

を担うなど、地域コミュニティの拠点としても位置付けられています。 

次に、資料４ページ目をご覧ください。公民館運営審議会関係運営スケジュー 

ルです。本審議会は年３回の開催を予定しており、本日７月５日が１回目となり 

ます。第２回は 12月 13日(木)大井川庁舎にて、第３回は３月 14日(木)焼津公民 

館にて開催を予定しております。その他、９月 20日(木)と 10月 26日(金)には、 

静岡県公民館連絡協議会主催による研修会と県の公民館大会があります。委員の 

皆さんには事前にご案内させていただきますので、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 30年度のスケジュールになります。 

 

松永議長    ありがとうございました。 

        以上、事務局からの報告が終わりました。この報告に関してご意見、ご質問が 

       ありましたらお願いいたします。 

 

松永議長    本来、配布資料の３、４ページの間に入ってくると思いますが、前段部分、公

民館運営審議会の概要については、大事なところなので、資料があれば配ってい

ただきたい。 

 

増田館長    コピーして、お配りします。 

 

松永会長    他に何かございますか、無ければこれで質疑を打ち切ります。 

        以上、報告事項(１) 平成 30年度の焼津市公民館運営審議会についての報告で 

した。スケジュール等含め、改めて内容の確認をしていただくようお願いいたし 
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ます。 

 続きましては、報告事項(２)平成 30年度各公民館事業計画について、各公民館 

長からそれぞれ報告を簡潔にお願いいたします。 

それでは、名簿順に東益津公民館からお願いいたします。 

 

増田館長    報告事項２、平成 30年度公民館事業計画について、東益津公民館から説明さ 

       せていただきます。資料の方は、５ページ目の A３判になります。 

東益津公民館の平成 30年度の事業計画を説明させていただきます。 

        まず、自主講座と自主グループについてですが、今年度は、自主講座が 50講 

座、自主グループが新規１を含め 12グループとなっており、それぞれ５月から 

スタートしております。 

高齢者学級である高草学級は、東益津小学校４年生児童との交流会など、本年 

度も小学校との複合施設としての利点を活した特色ある内容を盛り込み計画しま 

した。また、成人向けの木曜講座や浜当目、坂本、第 16自治会の３つの社会学 

級にも多くの参加申し込みをいただき、それぞれ役員を中心に順調に運営されて 

おります。 

子ども・親子対象の講座につきましては、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」 

の皆様と連携し、籾まきから収穫までを行う稲作の体験事業である「マイライス」 

や、里山での自然体験事業である「ふるさとジュニアカレッジ」を開講し、来年 

春先までを１シリーズとして実施していきます。また、恒例となっている夏休み 

子ども講座については、パン作りや工作など６つの講座を予定しています。 

        成人短期講座では、料理教室、夏本番を前にした浴衣着付け教室、健康の維持 

増進を目的とした体幹トレーニング教室、星空観察会など、地域住民のニーズや 

時節を勘案しながら様々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、環境整備やスポーツ、青少年の健全育成、福祉活動など 

に主体性をもって取り組んでいただております。公民館としましては、これらの 

取組みが円滑に、かつ確実に行われるよう支援に努めてまいります。なお、公民 

館と地域コミュニティが共催する、いわゆる公民館まつりである「高麓祭」につ 

きましては、本年度は、10月の 27日、28日の土曜日、日曜日に予定しておりま 

す。 

 

金高館長    大富公民館では、今年度、自主講座は、エアロビ＆ヒップホップなど 33講座、 

自主グループについては、新規の子どもフラを含め 14グループ、計 47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 80 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「親子料理教室」や「夏休み電気教室」、「ち 

びっこわんぱく隊」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、「健康教育講座」や全４回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。また、「節電 

と電気安全講座」など環境教育にもつながる内容の講座を企画しております。 
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例年好評を得ております地元食材を使った料理教室や津軽三味線コンサート、 

また、新規の講座として新たに「ハーバリウムを作ろう」や「リキッドソープを 

作ろう」などの講座を企画しました。また、新規講師の開拓及び地域連携として、 

静岡福祉大学へ講師の派遣依頼も行い、今後さらに連携を深めていきたいと思い 

ます。 

その他、全館共通の企画、地域のお宝発掘講座ぶらり散策編は、大富公民館と 

して 11月 17日に開催する予定です。 

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 33、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 26の計 59講座を開設しました。 

新たな自主講座は、「ヘルシークッキング」と「手ごねパン」です。これは、料 

理の講座が無くならないよう新規の講座として、開設しました。また、健康増進 

部門としては、トランポリンを利用した有酸素運動の「トランポウォーク」の講 

座を新設しました。 

また、公民館主催の高齢者・白梅学級は 26人、成人・生き活き学級は 94人、 

女性学級は 120人、定期開催の子供向け学級の「あそびなんでも少年団」は、小 

学生ですが、28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や冬休みの親子星空観察会など 

をディスカバリーパーク焼津の協力を得て、計画しています。 

また、一般向けの事業については、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でふまネット講座などを実施しています。また、防災関連、 

環境関連講座も成人の短期講座として、計画していきます。 

 なお、今年度の小川公民館まつりは、10月 20日、21日の土日の開催を予定し 

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。 

皆様もご承知の通り、旧和田公民館は 38年の歴史に幕を閉じ、新たに和田地 

       域交流センター「わかしお」となり、地域の交流拠点施設としてこの４月にオー 

       プンをしました。５月から自主講座も開講し、最初は施設の使い方や講座のやり 

方など、職員も含め運営の仕方に四苦八苦していましたが、２ヶ月が経ちようや 

く平穏に学習が順調に進められてきています。 

平成 28年 12月の提言書に基づき、新たな主催講座については継続的なプログ 

ラムによる地域課題の解決に向けた学習機会を増やすことを意識し、今年度は、

歴史講座や文学講座の６回シリーズに加え、公運審委員でもあります村松晶子先

生による脳トレ講座も連続６回講座とします。 
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また、朝ヨガ３回シリーズやスイーツ天国なども３回連続で行うなど、提言書 

で提言された継続的に行うことをより意識した計画としました。 

これまで同様に、若い方の参加を促すように、リフレッシュママ講座も実施し、 

託児サービスをすることで、若いお母さんの参加も期待しています。 

公民館まつりの今年度の予定は、東益津、港公民館と同様、10月 27日、28日

の土日となりますが、新しい公民館となるため、地域コミュニティ組織の方々と

アイディアを出し合いながら計画を立てています。 

交流センターとなり、より地域の結びつきや、小中学校に隣接していることか 

ら子供から高齢者までの世代間交流が活発になることを目的に講座の企画、運営 

を考えていきます。 

 

大石館長    今年度、豊田公民館では、42の自主講座、10の自主グループが活動をしてい 

ます。今年度は、豊田お針ごと和裁講座が新しく開講しました。 

        公民館主催の成人学級、高齢者学級のそれぞれの参加人数は、成人学級のあり 

のみ学級が 47名、高齢者学級のゆたか学級が 38名です。 

両講座とも音楽、健康、歴史など多彩な内容で計画しております。 

子どもや親子対象講座については、毎年好評の「夏休みチャレンジクッキング」 

       や連続講座である「豊田科学研究所」、「冬の書初め教室」、「正月飾り作り教室」 

に加え、昨年度好評だった「親子ミニ四駆講座」や、今年度初めて開催予定のさ 

るのプラモデルを作る「プラモざる講座」、「練り香水作り」、ラジオを作る「親子

電波教室」などを行う予定です。また、就園前の子供をもつ親を対象に、子供の

写真を上手に取る方法を学ぶ「親子写真教室」や「ベビーマッサージ」等を開催

予定です。 

一般向け講座としましては、毎年好評のみそづくり、木目込み人形作り等の他 

に、ハーバリウム講座、お金の貯め方講座、アロマの講座などを予定しています。 

また、健康づくり課が主催する「まちじゅう元気塾」では今年度は、脳トレを 

       ５月から 12月までの 24回行う予定です。 

公民館まつりは、資料の方が昨年の開催日となっており、訂正をお願いしたい 

のですが、11月 10日、11日を予定しており、講座生や自治会や学校等の協力を 

得て成功させたいと考えています。 

コミュニティ関連としましては、地域福祉実践推進委員会が行う、独居老人宅 

を訪問する友愛訪問や公民館まつりと同時開催の一品献納バザー、青少年健全育 

成協議会で行う夏季、冬季の街頭補導、１月に浜当目海岸まで歩く耐寒ハイク等 

を実施する予定です。 

その他としては、地元の農地保全団体が主催するジャガイモ掘りに、当公民館 

で活動中の自主グループの「こぶたの会」が参加しました。秋には、サツマイモ 

掘りに参加させていただこうかと思っています。 

豊田地区にある公民館ですので、積極的に地元との交流をはかっていきたいと 

思います。今年の目標としては、より幅広い年齢層の方に公民館に来ていただき 

たいと思っています。 

以上が豊田公民館の今年度の計画です。 

 

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 45講座、自主グループ 12の計 57の講座を 

       開講しました。そのうち今年度、新しく自主グループとなった音楽で脳トレ教室 

は、昨年度、コミュニティ関連事業でおこなった講座で、歌を歌って脳の活性化 
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といやしの効果があると言われ、講師の先生の人気もあり、自主グループとして 

講座が開講されました。 

昨年度から自主講座で子ども英語を開催し、今年度は多数の申込者があり、こ 

れまで第１、第３土曜日に行っていたのを、第１、第３水曜日にも１クラスを増 

やして行っています。 

公民館主催の高齢者学級は老人会の解散などで減ってしまいましたが女性学級 

と同様の約 80名の申込者があり今年度も、にぎ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「飛行場見学」、「料理教室」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、予定していま 

す。 

地域コミュニティ事業として、６月 29日に、港小４年生対象に高齢者擬似体 

験を行いました。７月 21日には、平成 7年から地域住民と学校、家庭が協力し、 

行っている「第 24回木屋川ボート大会」を行い、また、福祉講座として「楽な 

介護の仕方」や健康講座予定しています。 

また、平成 28 年度より開催している「港地域ささえあい講座」を今年度も開

催し港地域の住民に、住民の立場で何ができるかを考えて、学んでもらい、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    大村公民館の今年度の実施講座は、自主講座 40、自主グループは、昨年からひ 

とつ減り１団体、高齢者・成人・社会学級は各 11回の開催を予定しています。 

学級生の数については、全体で、掛け持ちの方も含まれていますが、総勢 207 

名となっておりますが、毎年減り続けている状況です。 

        子ども・親子対象講座は、夏休みの館外学習として、今年は、新しくなった静 

岡県水産技術研究所やバリ勝男くんを製造しているシーラックの工場見学を行う

「焼津水産業施設見学会」、体験型の講座として、ろくろを使った陶芸教室などを

行います。 

また、成人短期講座は、高齢者の健康増進と仲間づくりを目的とした「健康ノ 

ルディックウォーキング教室」やトランポウォーク講座などを開催します。その 

他、「はじめてのスマホ講座」など、地域住民のニーズや要望に沿った講座なども 

行っていきます。 

コミュニティ関連事業としては、恒例となっている福祉事業や、ふるさとの川・ 

瀬戸川を活用した自然観察事業「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。それから、昨年は大雨の中で開催した公民館まつりは、37回 

目となる今年度は 10月 13、14日の秋晴れの晴天の中、開催する予定です。  

以上、大村公民館の今年度の計画となります。 

 

豊島館長    今年度、焼津公民館では、自主講座 30講座、自主グループ 14講座の合わせて 

44の講座を開講いたします。 

 すこやか学級には、81名、レディースセミナーには、37名、社会学級は６学 

級 143名の申し込みをいただきました。それぞれ年間を通じて、健康や環境、文 

学などをテーマとした 様々な講座を計画しております。 

子ども・親子対象の講座では、「母の日のロールケーキづくり」をはじめとした、 

 時節に合った講座を 開催してきます。 

成人短期講座では、例年好評をいただいている歴史講座などを開催するととも 
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に、現代的課題を取り上げた講座を 開催していきます。 

コミュニティ関連事業では、昨年度に引き続きまして、「子どもの社会見学」を 

計画しており、県内の工場を見学する予定です。 

その他、資料に記載の講座を実施してまいります。 

なお、公民館まつりにつきましては、11月の 17、18日の土日の２日間を予定 

しています。 

以上で、焼津公民館の平成 30年度事業計画の説明を終了させていただきます。 

 

木村館長    今年度、大井川公民館では、自主講座 33、社会教育団体 24、計 57の講座を開 

設しました。新たな自主講座として、健康増進を図る「エアロビクス」と「らく 

らくスマイル体操」、「ミニトランポリンを楽しむ会」の３講座が新設されており 

ます。 

また、公民館主催の高齢者学級・大井川大学は 100人、成人学級・女性講座に 

つきましては、例年申込みが多数あることから、80人定員を 10人増やして、90 

人に増員しましたが、本年度、120人の参加申込みがあり、新規の方を優先させ 

ていただいた上で、抽選を行い、増員してもそれを上回る申込みがある非常に人 

気の講座となっています。 

定期開催している子ども向け学級の「大井川ジュニア合唱団」と「大井川ジュ 

ニア吹奏楽教室」「花＊はなクラブ(生け花)」には多くの学級生がおり、講師の指 

導のもと、青少年の健全育成や学級生の自己研鑽を図ると共に、地域コミュニテ 

ィの充実に繋がるよう取り組んでいます。 

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、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、農業体験 

「初めてのじゃがいも掘り体験」、夏休みハカドリ隊と名付けて夏休み期間を利用 

した各種体験講座の開催、その他にも、お菓子 作り教室や焼き芋大会、地域の 

皆様が交流できるようにクリスマス・イルミネーション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。 

また、一般向けの事業については、健康講座や料理講座などを中心に 各種講 

座を計画し、今後は防災関連講座、環境関連講座の開催も検討しています。 

その他、全館共通の企画、「地域のお宝発掘講座ぶらり散策編」では、大井川公 

民館は 12月 15日(土)に開催する予定です。 

また、公民館まつりにつきましては、平成 31年２月 23日(土)・24日(日)の開 

催予定となります。 

館長の職につき、まだ３ヶ月余りで、分からないところが沢山ありますが、講 

座生の皆さんや関係者の中には、町役場勤めの頃から関わりのある方々がたくさ 

ん居るので、地元の皆さんと協力して公民館運営を務めていきたいと思います。 

以上、大井川公民館の今年度の計画となります。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。以上、各公民館長からの報告が終わりました。この

報告に関してのご意見、ご質問がありましたらお願いします。 

        

村松委員    ２点ありまして、１つ目が事業計画の資料には、記載されていないことですが、

焼津市図書館協議会委員として、焼津公民館をはじめ、年間数ヶ所の公民館を訪

問している中で、図書室の運用、活用がもったいないと感じています。 

        前回開催された図書館協議会委員会での報告によりますと、８公民館における

１日当りの平均利用者数が４名程度、１人当りの平均貸出冊数が２、３冊程度と
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いうことでした。この数字には、図書館の本を公民館で受け渡しする人数、冊数

も含まれていますので、公民館に置かれている図書だけに関連した貸出件数は、

もっと数字が下がってくると感じています。 

        また、パソコンで本を検索すると１ヶ所の公民館だけにしか置いていない本も

あったりしますので、図書室の活用について、館長達の気に留めておいていただ

きたいと感じています。 

        もう１点ですが、高齢化が進む中で、公民館利用者も高齢化してきていると感

じています。そのような状況の中で、公民館の意味、価値というものが今後重要

になってきますし、たくさんの期待を個人的にもしているところですが、自主講

座の講師を行っている立場上、いろいろな問題点もでてきており、少し危惧して

います。すぐに何かを改善してもらいたいというわけではありませんが、５年後、

10年後を見据えて、市の高齢化が進んでいく中で、公民館がどのようにあるべき

かを意識しながら、館長達には事業を進めていただきたいと思います。 

        その関連で、１件お願いがありまして、自主講座については、過渡期にきてい

ると感じていて、館長達もいろいろと模索をしていると思います。自主講座とい

うことで、講座生による自主的な運営なので当然ですが、第１回目の講座（開講

日）、焼津市の場合は、自主という形になっているため、お知らせがなく、申込み

をされた方が自主的に第１回目の講座に出席するのがパターンになっていると思

いますが、高齢の講座生が多く、１回目を忘れてしまうことが何年も続いていま

す。どうしたら良いか講師の立場で考えていますが、そのぞれの公民館における

第１回目の自主講座の出席率などの統計を調査することができましたら、その結

果を教えていただければ助かります。 

 

松永議長    最初の図書室の件について、公民館司書を有している東益津公民館のご意見を

伺いたいと思います。 

 

増田館長    東益津公民館につきましては、他の公民館と違い、小学校との合築の関係で、

図書司書を１名配置していますが、ご指摘があったように、図書の貸し出しに終

始しているような感じになっています。 

館内では、イベントなど司書がいる特色を活かした図書室の運営について、話

をしたこともありますが、進んでいいない状況となっています。 

今後、改めて司書と相談しながら、東益津公民館の特色を活かした図書室運営

を図っていきたいと思います。 

 

松永議長    ２点目の「高齢化社会に対する公民館のあり方、対応の仕方」につきましては、

各公民館に置いてあると思いますが、県の公民館情報誌「たちばな」の６月５日

号に、タイトルが「高齢化社会に対応する公民館活動」ということで記事が掲載

されています。公民館と高齢者の関わりについての内容で、最後の締めの言葉が

「避けては通れない高齢者福祉対策の一環としての今後の公民館のあり方をこれ

からも模索しながら活動をしたい」となっていますので、各公民館長は、念頭に

置いて、事業を進めていくようお願いします。 

 

小杉山委員   今回がはじめての出席になりますが、市内９つの公民館については、同じよう

な内容のことを行っていると思っていましたが、各公民館の事業計画の話を聞い

て、個性や地域性があることがわかりました。その中で、好評な講座の意見もあ

りましたが、この公民館運営審議会は年３回行われますが、それとは別に、館長

達の横のつながり、講座などの情報交換を行うような集りの場がありますか。 



H30-06 

 

10 

 

        また、コミュニティ関連で、ウォーキング事業を５つの公民館で実施している

ようですが、参考に興味がありますので、どの位の人が集まっているのか教えて

下さい。私のところの豊田公民館の事業では、毎年だいたい 240から 250名位の

人数ですが、東益津、大富、港、大村で行われているウォーキング事業の参加人

数をわかる範囲で構いませんので、教えて下さい。 

 

松永議長    最初の質問ですが、館長同志の横の連携について、冨田課長に回答をお願いし

たいと思います。 

 

冨田課長    館長同志の横のつながりというのは、当然ながらありまして、月に１回、館長

会議を、それとは別に、社会教育課の一員として、課内会議も行っています。 

        後は、同じ立場の仲間ですので、悩みがあったら、すぐに聞きます。 

        横のつながりを大事にして、充実した事業実施につなげていきたいと思います。 

 

松永議長    続いて、ウォーキング事業の参加人数等について、回答をお願いします。 

 

増田館長    東益津公民館では、毎年１月の中下旬に、耐寒ということで、高草山の中腹に

ある公園まで登って、下りてくるコースで実施しています。 

        今年の１月に行った際の、参加人数は若干少なめで、50名前後だったと思いま

すが、100名前後になった年もあるようです。 

 

金高館長    大富公民館では、「歩け歩けハイキング」ということで、コミュニティ事業の恒

例となっているもので、今年度は 11月 11日に行う予定です。 

        地元自治会の保健委員や体育委員などに協力してもらい、栃山川沿いを途中、

公園でビンゴ大会などを行い、散策しながらハイキングをするという形で、戻っ

てきたら、甘酒などが用意されており、健康づくりになっています。 

        参加人数は、100名は超えていると思います。 

 

谷澤館長    港公民館は、毎年 11月の第２土曜日に実施日を決めていまして、参加人数は、

50から 60人位だと思います。 

        民生委員と自治会女性部の方に協力していただき、民生委員の方につきまして

は、一緒に歩いてもらい、女性部の方には、帰ってきた際に配られる豚汁の用意

をしていただいております。 

        ルートは、港公民館からディスカバリーパーク焼津まで行き、海岸沿いの堤防

を帰りは、歩いてきます。 

        今年度は、ぶらり散策編と併せて実施予定で、自治会役員の中に地域の案内が

できるボランティアの方がいらっしゃいますので、その方にお願いして、コース

を決めていく予定です。 

 

藤本館長    大村公民館は、「瀬戸川バードウォッチング・ウォーキング」ということで、１

月の第３週の日曜日に毎年実施し、いつも豊田公民館の「耐寒ハイク」と日程が

重なっています。 

        バードウォッチングがメインのウォーキングになっていまして、公民館から瀬

戸川沿いを生息している野鳥を観察しながらのウォーキングになります。 

        協力団体があり、長島委員が属している地元の有志団体「瀬戸川を愛する会」

と野鳥愛護協会の協力を得て、野鳥についての説明を受けながら、帰りの途中で

は、地区の中老の方々が用意してくれたみそ汁などをごちそうになります。 
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        ウォーキング自体の参加者は、50 名前後で、中老の方々の協力は、今年度は、

30名から 50名位あったと思います。 

 

山口委員    どこの公民館もコミュニティ関連の事業がたくさんありまして、公民館がコミ

ュニティと密接につながっているということで、とても良いことだと思いました。 

        講座の方ですが、私の勘違いかもしれませんが、自主グループの数が前年より

少なくなっている感じがするのですが、大村公民館の数が１つということで、も

っとあったような気がします。大村公民館については、成人短期講座の数が、か

なりあって、公民館側の負担も大きいという感触ももちました。 

        和田公民館ですが、見学した時に、１階のロビーが、とても広いスペースにな

っていて、良い感じを受けました。実際に、他の公民館のロビーでも、学校帰り

の子供達や、休日には子供達が楽しく勉強をしたり、公民館が子供達にとって、

親しみやすい場所になっているという感覚を受けました。 

        和田公民館の新しくできた広いスペースも相当活用されていると思いますが、

企画するのではなく、子供達が自主的に集まってくるような憩いの場になってい

るのか教えて下さい。 

        また、他の公民館についても、地域に親しみの持てる、ふらっと寄っていける

ような場であってほしいなと思っております。 

 

松永議長    最初に、大村公民館の自主グループの数について教えて下さい。 

 

藤本館長    大村公民館における自主グループの数は、元々少なく、昨年度まで２グループ

ありましたが、パッチワークの自主グループが、今年の５月末で、人が集まらな

くなってきたということで、解散したいという連絡があり、現在、活動している

自主グループは１つだけとなっています。 

        なお、解散した自主グループで活動していた数人については、自主講座へ移り

ました。 

 

松永議長    新しくなった和田公民館は、子供が集まってきていますか。 

 

小泉館長    これからだと思います。 

        県の事業で、「クールシェアキャンペーン」、涼しい所に人が集まる、共有スペ

ースで暑い夏を乗り切ろうみたいなキャンペーンがありまして、全公民館がそう

いう場所になっていますが、和田公民館につきましては、新しくなり、ようやく

多目的スペースにもエアコンが設置されることになり、講座生や地域の方々の話

し合いの場として、既に利用されています。 

        今後は、山口委員からご意見があったように子供達も集まる場にしていきたい

と考えています。   

       

松永議長    他に何かございますか。無ければこれで質疑を打ち切ります。 

以上、報告事項(２)平成 30年度各公民館事業計画についての報告でした。各公

民館においては、それぞれの事業計画に沿った事業実施をお願いします。 

続きまして、報告事項(３)焼津を楽しむ「地域のお宝発掘講座」第４弾につい

て、東益津公民館の増田館長から報告をお願いします。 

 

増田館長    それでは報告事項(３)焼津を楽しむ「地域のお宝発掘講座講座」第４弾につい 

て、ご説明いたします。 
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資料６ページ目をご覧ください。本講座第４弾の開催については、昨年度第３ 

回審議会において、いろいろとご意見をいただき、それを踏まえ開催するという 

ことでご確認いただきました。６ページ目の資料については、広報やいづ８月１ 

日号に掲載される一般市民向けの告知内容になりますが、本日はこれを基に、具 

体的な日程・内容等についてご報告させていただきます。 

本年度は、焼津を楽しむ「地域のお宝発掘講座」第４弾 地域ぶらり散策編とし 

て、９館がそれぞれ単独で、日時、コースを設定し開催します。 

まず、日程についてですが、９月８日の大村公民館を皮切りに、９月 15日焼 

津公民館、11月 10日、小川公民館と港公民館、11月 17日大富公民館、11月 24 

日豊田公民館、12月１日和田公民館、12月８日東益津公民館、最後に 12月 15 

日大井川公民館まで全９回、一部同日開催がありますが、基本的には日程が重な 

らないよう、また、週末土曜日の開催とし、いわゆる現役世代の方の参加や複数 

回参加が可能となるよう配慮しました。 

主な行き先、コースについては、各地域にある指定文化財など、名所、旧跡数 

か所を概ね３時間程度で巡ることができるよう設定し、市の歴史民俗資料館の学 

芸員、学校教員、地域の自然・歴史教育に取り組む団体の方など、地域の歴史、 

文化、風俗に精通した方々に案内人をお願いします。 

移動につきましては、散策編と銘打っておりますので、原則徒歩としますが、 

移動距離が長いコースについては、市の公用マイクロバスを使用します。また、 

募集人数は、各館で案内人の意向、コース状況、マイクロバス定員等勘案しての 

設定となっております。 

募集方法につきましては、広報やいづ８月１日号にて実施を告知し、実際の募 

集は、各公民館だよりに募集記事を掲載し、各公民館で行います。対象は、小学 

生以上とし、参加料は無料とします。 

なお、雨天でも実施としますが、荒天の場合は中止とします。その場合の代替 

講座の開催や予備日の設定等は各公民館で対応とします。また、昨年度第３回の

審議会でご意見をいただいた、募集人数を超過した場合の追加開催についても、

案内人の都合や各公民館の事業日程等もあるため、各公民館で適宜対応すること

とします。 

 

松永議長    ありがとうございました。以上、増田館長からの報告が終わりました。この報

告に関して、ご意見、ご質問がありましたらお願いします。 

 

松永議長    第３弾の料理編の際に、山口委員からのご指摘で、開催日が重なり、全館への

参加が難しいというご意見をいただきましたが、今回は、小川と港公民館だけが

同日で、他はバラバラの開催日となっていますので、可能な方は、全部参加して 

       いただきたいと思います。 

 

永井委員    マイクロバス利用の話もありましたが、行程上、徒歩での散策に不安がある場

合は、自転車で参加することは可能ですか。 

 

松永議長    マイクロバスを利用する館を教えて下さい。 
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小泉館長    和田、豊田、大井川、大村、大富公民館です。 

 

松永議長    自転車での参加についてはいかがですか。 

 

増田館長    想定しているのは、徒歩での散策ですが、歩くことが難しいということであれ

ば、自転車の利用も含め、個別に対応していくということで考えています。 

       

平田委員    とても楽しそうな企画だと思いますが、参加料金について教えて下さい。 

 

増田館長    無料です。 

 

松永議長    申込みの受付は、先着順ですね。 

 

増田館長    先着順です。 

 

松永議長    豊田公民館の定員が、15名となっていて、枠が少ないですが、それ以上は無理

ですか。 

 

大石館長    マイクロバス利用を考慮した定員となっています。 

 

松永議長    他に何かございますか。無ければこれで質疑を打ち切ります。 

以上、報告事項(３) 焼津を楽しむ「地域のお宝発掘講座」第４弾についての報

告でした。ただ今の委員の皆様のご意見等を参考に、事業実施をお願いします。 

 

(７)審議事項 

松永議長    次に審議事項に入ります。次第７の審議事項に入ります。自主グループ表彰規

程(案)について、大富公民館の金高館長から説明をお願いします。 

   

金高館長    自主グループ表彰規程（案）について説明させていただきます。 

表彰規程につきましては、平成 27年３月に公民館運営審議会から提出された 

答申書の中で提案され、平成 29年度第２回公民館運営審議会にて承認された方 

針に基づき、次のことを検討してきました。資料７ページ目、表彰規程案、併せ 

て、参考資料として、10ページ目、資料１として答申書抜粋、11、12ページ目、 

資料２もご覧ください。 

まず、表彰制度創設の経緯、背景ですが、資料１の答申書抜粋をご覧ください。 

自主グループの発展につなげるため、地域に貢献する活動を評価する表彰制度を 

設けることが提案されています。また、資料２になりますが、公民館の設置及び 

運営に関する基準の第 10条「事業の自己評価等」の部分で、公民館運営審議会 

の協力を得て、公民館事業の評価をすることとなっております。いずれも、公民 

館活動及び事業の評価の必要性が求められています。以上のことを踏まえ、昨年 

度第２回の公民館運営審議会にて承認された、次の３つのグループに対する表彰 

規程案を作成しました。 

①慰問、展示会に参加しているグループ、②長期間にわたり自主的な活動をおこ 

なっているグループ、③年々、活動が活発になっているグループ。 

資料自主グループ表彰規程案をご覧ください。 

第３条「表彰の種類」になりますが、１号として、慰問、展示会に参加してい 

るグループを、ボランティア活動に功労があった団体として表彰します。基準と 
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しては、第４条の１号になりますが、別表に掲げる地域社会の活性化や地域文化 

の振興発展に貢献する活動を年５回以上継続して、５年以上行っている団体とし 

ます。年５回の根拠は、各公民館で既に行われている活動の実績アンケート結果 

の平均回数です。次に、２号として、ボランティア活動が実質出来ない団体は、 

こちらの基準で判断していくことになりますが、長期間にわたり自主的な活動を 

おこなっているグループは、長年活動を続けている団体として表彰します。第４ 

条の２号に記載の基準の 10年以上については、他市の類似の表彰規程で、10年 

を長期としているので、それを参考にしました。３号として、年々活動が活発に 

なっている団体は、その他特に表彰にあたると認める団体とし表彰します。続い 

て第５条「推薦の方法」及び第６条「被表彰者の決定」についてですが、各公民 

館の館長が作成した所定の推薦書などを元に、この公民館運営審議会に諮った上 

で、表彰団体を決定するものとします。「表彰の方法」は、第７条になりますが、 

会長名で感謝状を授与することとし、渡し方は、各公民館まつりなどで地区の公 

運審委員さんより渡す形を考えています。このことにより、一層、自主グループ 

活動が盛んになり公民館事業の評価に繋がればと思います。 

以上、自主グループ表彰規程案の説明を終わります。 

  

松永議長    説明が終わりました。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    自主講座は、対象に含まれますか。 

 

金高館長    自主グループのみで、自主講座は含みません。 

 

松永議長    他に何かございますか。もう一度、自宅に持ち帰り、しっかり読んでいただき

たいと思います。よろしくお願いします。  

       それではお諮りします。審議事項「自主グループ表彰規程（案）について」、焼 

津市公民館運営審議会としまして、各公民館に対し、ただ今の皆様からのご意見 

等を踏まえ、進めていただくようお願いするということでよろしいでしょうか。 

 

          ～異議なし～ 

 

松永議長    続いて、次第８のその他ですが、皆様方からこれまでのことや別件で、ご意見、 

      ご提案等ございますか。 

 

～意見なし～ 

 

       なければ、以上をもちまして議事を全て終了とさせていただきます。長時間に 

わたるご協議、ご審議ありがとうございました。これで議長の任を解かせていた 

だきます。ご協力ありがとうございました。 

 

冨田課長    会長、ありがとうございました。 

        それでは最後に、事務連絡がございます。 

次回の第２回の審議会につきましては、先ほどのスケジュールの中でもお伝え 

してありますが、12月 13日木曜日に大井川庁舎３階大会議室で予定しておりま 

す。ご出席よろしくお願い致します。また、県主催の研修会等につきましては、 



H30-06 

 

15 

 

随時ご案内させていただきますので、ご都合のつく方は、ご参加をお願い致しま 

す。 

 それから、自主グループ表彰規程につきましては、この公民館運営審議会の中 

で、被表彰者を決めていくことになりますので、改めてじっくりお読みいただけ 

ればと思います。事務手続きにつきましては、進めさせていただきます。 

 

(９) 閉会 

冨田課長    それでは、以上をもちまして、平成 30 年度第１回焼津市公民館運営審議会を

終了とさせていただきます。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 


