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平成 30年度 第２回焼津市公民館運営審議会 議事録 

 

１ 日 時  平成 30年 12月 13日(木) 午後１時 30分～午後３時 10分 

 

２ 場 所  大井川庁舎 ３階大集会室 

 

３ 出席者 

 （委 員）松永哲雄委員、長島博雄委員、村松晶子委員、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 

  

４ 内 容  報告事項 ・静岡県公民館連絡協議会について 

            ・公民館まつりについて 

            ・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）の運用について 

        

(１) 開会のことば(冨田社会教育課長) 

よろしくお願いします。本日は、大変お忙しい中、お集まりいただきまして、まことに

ありがとうございます。ただいまより、平成 30年度第２回焼津市公民館運営審議会を開会

致します。私は、本日の司会を務めさせていただきます、教育委員会社会教育課長の冨田

です。よろしくお願い致します。それでは、会議に先立ち、配布資料の確認をお願い致し

ます。先ほどちょっと差替えさせていただきましたけれども、まず、次第が１枚ございま

す、そして、資料１から４の７枚を綴じたものが１部、という形となっておりますのでよ

ろしくお願いいたします。それではまず始めに、中野教育委員会事務局長よりごあいさつ

を申し上げます。 

 (２) 事務局長あいさつ(中野事務局長) 

    皆さんこんにちは、本日は年末の大変お忙しい中、第２回焼津市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。また皆様には日頃から公民館活動に

対しましてご理解ご協力をいただきまして、この場をお借りしまして厚く御礼申し上げま

す、ありがとうございます。公民館まつりの関係でございますけども、大井川公民館を除

く８公民館で盛大に開催をし、無事終了することが出来たということで報告をいただいて

いるところでございます。改めて御礼申し上げます。ありがとうございます。本年もあと

残すところ２週間ほどになりました。11月議会も、来週の月曜日が最終日ということで、

閉会となりますが、最終日に幼稚園小中学校の空調、エアコンを設置する契約の議決をい

ただくために追加議案と言うものを出すということで、ちょっと教育委員会の方も慌ただ

しく、今、その準備に追われているところでございます。 

せっかくの機会ですので、この空調の関係、少しお話しをさせていただきたいと思いま

すが、市内の幼稚園３園、小中学校２１校の６３８教室に、エアコンを来年の５月末まで

に整備をしたいということで、今回事務を進めているところでございます。約１７億円く

らいの事業費でございますが、国からの補助金もいただきながら、普通交付税と言うもの

で、国からの支援がある借入金なども利用しながら、あと、全国から頂いたふるさと寄附
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金、これらを充てながら、今、一生懸命、担当の方で事業を進めているところであります。 

その他の教育委員会事務局の事業につきましても、おかげさまで順調に推移していると

ころでございます。また、公民館においても、主催講座や自主講座など、活動に多くの方

が参加していただき、学習と交流の場として活用されているということで、大変喜ばしく

感じているところでございます。 

本日、事務局より５月に問題の発覚した静岡県公民館連絡協議会の件、各館の公民館ま

つりの報告、また、お宝発見講座の報告等を中心にお話しをさせていただいたいと思いま

す。また、前回に引き続き自主グループの表彰規定の運用についてもご審議をいただくこ

とになっておりますので、よろしくお願いいたします。 

結びに、委員の皆様に置かれましては、本市の公民館事業推進のため、本日、貴重なご

意見、ご提案をいただきまして、今後の公民館活動に役立てていきたいなと思っておりま

すので、皆さんからの忌憚のないご意見をいただければと思っております。はなはだ簡単

ですけども、私のご挨拶とさせていただきます。今日はどうもご苦労様です。 

 

(３)会長あいさつ(松永会長) 

    皆さん、こんにちは。本日は、平成３０年度、第２回目の焼津市公民館運営審議会にお

集まりいただきましてありがとうございます。先の第１回の会合の後にですね、公民館運

営審議委員会初のですね、懇親会を開かせていただいたところ、大変みなさん、大勢の方

に参加していただきまして、また、大変好評で、ああしたこともですね、公民館活動の一

助になるのではないか、とこのように思っているところでございます。本日は今、事務局

長が言われた通り、公民館まつり、そしてお宝発見講座、それから自主グループの表彰規

定について、審議していただこうと思っております。皆様方には、ぜひとも忌憚のないご

意見を述べていただきたいと思っております。それでは、本日の会議ですね、スムーズに

進行できるよう皆さんのご協力をお願いし、挨拶とします、よろしくお願いします。 

 

 (４)報告事項 

冨田課長    はい、会長、ありがとうございました。ここで、審議会の成立についてご報告

いたします。現在、委員全員の、あ、すみません、お二人ほど欠席者がございま

すが、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、本会議は成立していることを報告します。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、松永会長にお願いいたします。

それでは松永会長よろしくお願いいたします。 

 

松永議長    はい、まず始めに報告事項をお願いします。一つ目に静岡県公民館連絡協議会

の、先ほど事務局長がおっしゃられました、５月に起きました件です。説明の方

を、ひとつ、よろしくお願いします。その前にですね、議事録署名人を焼津公民

館から推薦されました村松さん、よろしくお願いします。それでは、議事に入り

ます。村松さんでよろしいですね、皆さん、拍手を持って。はい、ありがとうご

ざいました。それでは、議事に入ります。報告事項（１）の公民館連絡協議会、

県の公民館連絡協議会について、事務局、冨田さんからお願いします。 

 

冨田課長    はい、それでは資料をめくっていただいて、資料１ページの資料１というもの

を見てください。静岡新聞の８月１１日朝刊の一つの記事でございます。こちら

には県公民館連絡協議会の不正経理ということで報道がされています。県公民館

連絡協議会は、市町からは負担金、県からは委託を受けて研修会や会議、あと視

察などを行っている団体です。この団体は、事務員を県公民館連合会のほか、県
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社会教育委員連絡協議会、北方領土返還要求県民会議という３つの団体の事務局

員、事務局長を兼ねて会を運営しておりました。そして、内容としては着服され

たお金は返還されましたけれども、事務局長は罷免、免職されるなどの処分を行

ったところでございます。今ここでお話しさせていただくのは、８月にこういっ

たことがあったんですけども、そのあと会の運営どうしようかというのを県の方

たちとお話しをして一定の方向が見えたので、ここで報告をさせていただいてお

ります。今後の運営につきましては、本年度、いったん一時凍結をさせていただ

いたのですが、研修などは県の直営、県が全部運営して再開されたところでござ

います。そして、次年度以降は、事務局を市町で輪番、当番制で回すということ

ですね、担当する案が総会で諮られる予定です。総会、５月ぐらいの予定になり

ます。なお、研修事業については、県から直接、民間事業に委託するという形で、

そういった形で提案されるということで伺っております。こちらにつきましては、

不正経理、見出しが１５１万円となっておりますけれども、明細については３段

目になるんですが、県公民会連合会分が１３７万４千円、県社会教育委員連合会

分が１０万４千円、北方領土返還要求県民会議分が３万６千円ということで内訳

があります。報告としては以上になります。 

 

松永議長    はい、ありがとうございました。冨田さんの説明について何かご意見ある方、

いらっしゃいますか。ご意見が無いようでしたら、次に移らせていただきます。

続きまして、公民館まつりについてですね、各公民館長さんからご報告をお願い

したいと思います。それでは、いつも東益津だけど、いつも東益津でいいの、増

田館長お願いします。 

 

増田館長    東益津公民館の館長の増田です、よろしくお願いします。 

それでは４番の報告事項（２）公民館まつりについて順次、報告させていただ

きます。資料２ページの方、ご覧ください。まず、東益津公民館高麓祭の報告を

させていただきます。今年度は、降雨によりまして、一部イベントが中止となり

ましたが、初日、二日目とも、役員、スタッフはじめ地域や学校関係、学生ボラ

ンティアの皆さんのご尽力により、事故なく無事開催することができました。 

高麓祭の開会式を兼ねた「明るい街づくり市民大会」では、市長をはじめとす

るご来賓や東益津小学校の６年生、自治会関係など、多くの皆様の参加をいただ

く中、地域一丸となった明るい街づくり推進の呼びかけ、長年にわたる地域の美

化活動、環境保全活動に対する善行行為表彰などが行われました。 

祭典では、学校と地域、公民館の日頃の関わり合いが活かされた取組みとして、

東益津小学校児童による学習発表や自主講座の体験・見学、地域団体との交流の

餅つき、学校施設を活用した自主講座生のステージ発表などが行われた他、地域

の生涯学習の拠点である公民館の活動を知っていただき、より身近に感じていた

だくための機会として、各自主講座や社会学級の展示、国内外で活躍する焼津市

出身の声楽家とピアニストによる特別イベントなどが行われました。その他、屋

外イベントについても、地域の特色を活かした多種多様な出店、模擬店になりま

すが、催しとなり、両日とも盛況の内、終了となりました。 

また一方で、屋外出店に関しましては、事前の打合せ会で確認した決め事、約

束事に反しまして、一部早仕舞いしてしまった出店者も見受けられたため、来年

度に向けてこの決め事、約束事の遵守徹底が課題として残りました。それを含め

まして今後、継承すべきところは継承しつつも、これまでの慣例にとらわれるこ

となく企画・運営について今一度見直し、より良い祭典が開催できるようにして
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いきたいと思います。以上でございます。 

 

松永会長    はい、ありがとうございました。続きまして大富の金高さん、お願いします。 

 

金高館長    大富公民館の金高です。よろしくお願いいたします。 

        本年度の大富ふれあいフェスティバルについては、10月 20日、21日の２日間

にわたり、延べ約 7,100人の参加者を得、盛大に開催されました。 昨年度は、

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店，地元の

お囃子，獅子頭披露，チャレンジゲーム等、中止しまして、規模を縮小して開催

いたしました。さらに、天候の悪化により、中根公園グラウンドで開催予定のミ

ニトレイン等、中止をして開催したところです。今年度につきましては、天候に

恵まれ、通常通りの規模で開催することができました。なお、一部昨年度の経験

を活かしまして、バザーを止めまして、フリーマーケットを新たに実施をいたし

ました。フリーマーケットにつきましては、20店舗の募集に対し、10店舗の応募

ということで、応募ありまして、体育館の東側で行いましたけれども、入口が南

側のイベント会場から見て反対側の北側にあったということもありまして集客に

課題等、ありました。今後は、別日程で公民館内大集会室で行うなど課題解決に

向けて検討したいと思います。その他、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・大富中学校ブラスバンド部のステージ発表、

それから筝・尺八演奏会などのイベントにつきましては、盛況でした。その他、

駐車場不足等の対応につきましては、通常、ＪＡ大井川駐車場を借りております

けれども、今後も駐車場不足等、考えられますので継続して借りていきたいと考

えております。ボランティアにつきましては、今後も青少年ボランティアバンク

と大富中学校の生徒のボランティアをお願いしていきたいと思っております。 

 大富ふれあいフェスティバルは、地元の方が多く集まる事業になりますので、

今後もその点を意識しながら実施しいてきたいと思います。以上で報告を終わり

ます。 

 

松永会長    はい、ありがとうございました。続きまして小川公民館、お願いします。 

 

望月館長    小川公民館の望月です。よろしくお願いいたします。 

        小川公民館まつりは 20日、21日の土日の二日間に渡り行いました。主に子供

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・小学校の

子供たち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

物園やヨーヨー釣りなどの子供コーナー、チアダンスチーム「ビックストーン」

のダンス披露が好評で、多くの人たちが観覧、楽しんでいました。２日目の公民

館講座の舞台発表も盛況で、最後に小川音頭を有志の皆さんで踊りました。新し

い公民館になって、すでに５回目の公民館まつりでした。これまでの反省を生か

し模擬店の配置を変えたり、舞台発表の際の約束事を徹底したりして、昨年とは

違い天候が良く概ね順調に運営することが出来たと思っております。細かな反省

点はあるものの、例年改善点としてきました小川公園グラウンドなどを使った駐

車場も混乱が少なく、日曜日のみ満車となり、小川小学校から借りた予備駐車場

も使用いたしました。出展者や自治会餅つき参加者には今後も極力自転車や徒歩

での来場を呼び掛けたいです。３つの自治会が唯一出展するブースである餅販売

を、お互い協力してやっていただけるよう公民館は今後も仲介していきます。ま

た、来場者にはゴミの持ち帰りも今後も徹底して行っていきたいと思っておりま
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す。以上で報告を終わります。 

 

松永会長    はい、ありがとうございました。続きまして和田公民館、お願いします。 

 

小泉館長    和田公民館の小泉です。よろしくお願いします。 

和田公民館まつりは 10月 27、28の二日間開催しました。秋雨前線の影響によ

りまして、初日の午前中は雨が降ったり止んだりの開催となりました。また今年

度、新しい公民館での最初の公民館まつりということで、地元の地域づくり推進

会を中心にですね、例年より早く準備と検討をしてまいりましたが、やっぱり実

際にやってみますと様々な課題も多く見つかりました。昨年、天候が悪かったた

めにですね、明るい街づくり大会とか公民館まつりのアトラクション、２日目の

一品バザーなどは、昨年は屋外から急遽、屋内の会場に変更したということで、

そういったバタバタする機会があったということで、その反省を踏まえまして、

今年度は、最初から屋内で開催、多目的ホールという立派な体育館みたいなもの

が出来ておりますので、そちらのところでやる、ということで事前に決めてあっ

たため、天候に左右されなかった点は良かったと思います。 

２日目については天候にも恵まれまして、自治会による餅つき大会や赤飯の販

売、バザーなど多くの来場者がありました。進化するどんぶりとして毎年「わだ

丼」というものを提供しておりますけども、こちらも新聞、静岡新聞の紙面に掲

載をしていただいております。今年は、進化するということで毎年アレンジが変

わるんですけども、今年はちょっと天丼風の丼ぶりでした。また、初日の午後に

はですね、和田地区出身のソプラノ歌手中澤美緒さんとピアニストであります村

上夢子さんをお招きしまして、夢☆コンサートということで開催しました。和田

地区にはですね、非常に優れた人材がいるということで、その方々を活用できた

こと、また、そういう人たちを見にご来場者も大変喜んでいただきました。 

また、今年度、和田交流センターということで和田公民館と複合しております

放課後児童クラブもですね、この公民館まつり両日、参加をしてもらって、ふれ

あい動物園の会場の提供であったりとか、２日間、模擬店への参加、ということ

で非常に協力をしていただきました。会場の準備設営・片付けなどは、自主講座

生や自治会にも協力を毎年いただいておりますけども、やはり年齢が段々、お高

くなってきて、怪我等の危険もある為ですね、今年は社会教育課の職員の皆さん

に手伝っていただきました。ですが来年、出来れば地域から公民館まつりのボラ

ンティアを募ってですね、より多くの方にこの地域のまつりに協力していただけ

る体制が作っていけたらなあと思っております。以上です。 

 

松永会長    はい、ありがとうございました。続きまして豊田公民館さん、お願いします。 

 

大石館長    はい、豊田公民館の大石です。 

とよだのまつりは、１１月９日の金曜日の夜、カラオケ講座による前夜祭とい

うところから始まりました。10日の土曜日のオープニングセレモニーは、中央高

校のＯＢの方々のオペラ合唱と当公民館でリトミックの講師をやってもらって経

験のある方々のフルートとピアノのミニコンサートからスタートしました。会場

となった豊田小学校体育館には 200人以上のお客さんが来場してくれました。11

日日曜日は、第 35回青少年健全育成大会から始まり、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展しました。今年もですね、天
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候に恵まれまして、各模擬店やバザー会場は長い行列ができ、商品が例年以上に

早く完売する盛況ぶりでした。また、園児や小中学生など、普段の公民館を利用

する方とはまた違った年齢層が多く来場してくれました。昨年に引き続きまして、

豊田中学校の生徒にボランティアをお願いしました。テスト前だったんですけど

も、54人ものボランティアの方が参加していただきました。その他、インターン

シップの大学生が協力した事により、スムーズにまつりの進行が出来ました。今

年度も自治会からは、バザー品の出品や収集、前日から会場準備、当日の運営な

ど、大勢の方に協力していただきました。今後も自治会の皆さんや学校、ＰＴＡ

など協力していただき、より良い公民館まつりを目指して行きたいと思います。

以上です。 

 

松永会長    はい、ありがとうございました。続きまして港公民館、お願いします。 

 

谷澤館長    港公民館の谷澤です。よろしくお願いします。 

今年はですね、前日に、土曜日の午前中が雨の予報だったもんですから、早々

に初日の幼稚園児や保育園児の演技発表を中止としまして、駐車場での講座生に

よる演技発表や模擬店の中止を決定しました。その日に、土曜日の午前中ですけ

ども、模擬店を、公民館 1階ロビーにしたため、来場者、そんなにたくさん来な

かったと思うんですけど、満杯になってしまいまして、ちょっと、来場者にはご

迷惑をおかけしたなと思っております。しかしながら、やはり午後になると来場

者がかなり減ってしまって、ちょっと寂しくなってしまいました。      

２日目はですね、快晴だったので、駐車場にてキッズダンスのアトラクション

や模擬店を出しました。キッズダンスでは幼児から高校、大学生くらいまでの約

１００人がダンスを披露してもらい大変盛り上がりました。しかしその後はです

ね、思ったより来場者が多くなく、昼に苗木の抽選を行いましたが、その後です

けども、来場者が減ってしまって、模擬店の売り上げなどが伸びなかったです。

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いております。

毎年ですね、自治会の皆さんや、模擬店出店者、育成会などに協力していただき

まして、公民館まつりを盛り上げていただいており、大変ありがたいと思います。

来年度こそは、天気のよい中で出来るように願います。以上です。 

 

松永会長    はい、ありがとうございました。続きまして大村公民館さん、お願いします。 

 

藤本館長    大村公民館の藤本です。よろしくお願いします。 

今年のふるさとまつりは、10月 13、14日の２日間にわたり、市内公民館まつ

りの先陣を切って、開催されました。初日はですね、屋外に張った模擬店のテン

トがですね、心配になる強風の中での開催となりましたが、館内の大集会室で行

われ、焼津西小４年生による合唱・合奏が披露された開会セレモニーには、外の

テラスから覗く見学者が出るほど、大勢の方々にご来場いただきました。 

二日間にわたってですね、講座生などによる展示発表が行われ、昨年はですね、

台風の影響で一部中止となった二日目の演芸発表会では、二年分の思いを込めて

ですね、出演者は、日頃の成果を披露していました。またですね、屋外では、計

画どおり模擬店や餅つきなども行うことができまして、地域住民の交流の場、コ

ミュニティ活動の目玉事業として、盛況の中、今回のおまつりを無事終えること

ができました。懸念していました臨時駐車場の混雑については、交通安全指導員

の協力や自治会の異なる担当スタッフが事前に連携し、調整、準備をしたため、
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混乱もなく、来場者の安全も確保することができました。今回のおまつりでは、

見込んでいました大学生のボランティア、こちらが確保できなかったものですか

ら、来年度以降、今後ですね、募集方法などを見直していきたいと思います。以

上で報告を終わります。 

 

松永会長    はい、ありがとうございました。続きまして焼津公民館、お願いします。 

 

豊島館長    焼津公民館の豊島です。よろしくお願いいたします。 

今年は、11 月 17 日と 18 日の２日間、焼津公民館まつり「文化のまつり」を

秋晴れのもと、開催することができました。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。まつりの方は、幼稚園児や小学生によるオ

ープニングイベントを皮切りに、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、焼津高校ダンス部や焼津水産高校応援団など地元の高校生、やいちゃん、

大道芸人やフルート奏者などのミニライブ、地区の方によるまつり囃子、静岡県

警音楽隊の演奏やそれに合わせたカラーガードの演技や寸劇など、様々な演目を

催しました。休憩室として利用しているスペースでは、図書の無料配布も行いま

した。ロビーでの苗木の配布も好評でした。来場者に発表会場の演目が分かりや

すいように、演目のめくりの設置や発表部門のスケジュ－ルを大きく掲示いたし

ました。また、近くに駐車場をお借りしまして、地域の皆さんに駐車場の整備を

していただきました。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おります。

以上、報告いたします。 

 

松永会長    はい、ありがとうございました。大井川につきましてはですね、来年の２月 23、

24日ですので、やります（か）、計画を、ね。 

 

木村館長   大井川公民館館長、木村です。よろしくお願いたします。 

松永さんの方からお話しがありましたように、来年の２月 23、24 日の日で開催

予定で進めております。先週の土曜日になりますけれども８日の日に、公民館まつ

りの実行委員会の方を開催させていただきまして、今、現時点で決まっているとこ

ろの事業計画について、説明させていただきます。公民館まつりのオープニングに

つきましては、大井川ジュニア合唱団の合唱を皮切りに、ＪＡおおいがわさんの農

産物ＰＲユニットである「茶果菜（ちゃかな）」の皆さんや１日目の司会を務めてい

ただきますけれどもバルーンアーティストの「ゆっぴーさん」によるステージと自

主講座の皆さんの発表を行う予定です。併せて、各部屋の方では講座生の作品の展

示、体験コーナー、あと、２月 23 日が「富士山の日」ということもありまして、

その趣（旨）にちなんで小中学生による作品の展示であったり、大井川地区の幼稚

園の園児のお子さんたちにも、作品を作っていただくよう今、ご依頼させていただ

いておりまして、そちらの方の展示もさせていだたく予定でおります。ロビーの方

では、コミュニティ推進会と食推さんが協力していただきまして、カレーライスの

販売ですとか大井川商工会女性部の方々や市内の団体の協力によりまして地場産品

の販売等を行う予定でおります。また、日曜日の司会についてはですね、うちの公

民館の方に中学生の時から学生ボランティアで積極的に活動してくださっている男

の子がいるんですけれども、現在高校３年生になりまして、現在もいろんな事業の



H30-48 

 

8 

方に積極的に参加していただいている子なんですが、今年で高校卒業を迎えるとい

うこともありまして、社会人に、会社も内定しまして、その子が自らですね、最後

の思い出ということになるか分かりませんけども、本人の希望で司会を是非やりた

いという申し出があったものですから、ぜひやってくれと、いうことでお願いをさ

せていただいてます。これも、公民館運営をしていく中でですね、学生ボランティ

ア、ここまで成長してくれる子どもさんがいたというのはですね、公民館としても

財産であると思います。いろいろ事業ですね、大きなイベントでも中学生、積極的

に、大井川中学生の学生はね、参加してくれてますので、そういった子をですね、

公民館の事業を通してですね、育成等を図りながら、今後、そういった子がどんど

んたくさん増えていけるような事業にもしていきたいなという風に思っております。

このように、講座生や地域の皆さんと協力してですね、幅広いの方々に公民館まつ

りを楽しんでいただけるような内容に今、計画の方を進めさせていただいておりま

す。以上です、よろしくお願いします。 

 

松永議長    はい、ありがとうございました。今、９つの公民館館長が、報告をいただいた

わけでありますけども、こういった報告の中で何かご質問とか聞きたいことがご

ざいましたら、ぜひ聞いてみてください。どうでしょうね。和田公民館さんです

ね、ボランティアを募り、というのがありますけども何か広報したんですか。ボ

ランティアを募るために広報で何かお知らせしたんですかね。 

        

小泉館長    隣が和田中学校になっておりますので、中学校の方に直接依頼させていただい

て、両日とも 12、13名のボランティアが、毎年出ていただいております。 

 

松永議長    ありがとうございます。はい、永井さん。 

 

永井委員    関連するんですが、豊田公民館ではインターンシップの大学生が協力してくれ

たということで、インターンシップの大学生はどういう人でどういうことをして

いただいたのか、参考に。 

 

大石館長    豊田公民館の大石です。インターンシップの、女の子だったんですけども、大

学生が、関西学院大学の子だったんですけども、４月当初に総務の方から、イン

ターンシップの要望があるところということで、一度応募しまして、そちらの方

を見てくれて大学生が来てくれました。水曜日の日から日曜日の午後まで公民館

まつりの準備から始まりまして、写真撮ってもらったりとか、あとは日曜日のス

テージ発表の方の、ステージの進行の方を中学生のボランティアと一緒にやって

いただきました。今年、去年も来てくれたんですが、今年の子もすごく積極的に

「次は何やりますか。」と聞いてくれて、こっちから仕事を作るのが大変なくらい

にいろいろやっていただきまして、本当に助かりました。以上です。 

 

永井委員   インターンシップってのはどういうものなんですか。 

 

冨田課長    すみません、インターンシップというのは大学なんかが行うもので、要は職場

体験。大学側が各自治体とかいろんな企業に「受け入れていただけますか。」と打

診をさしていただいて、受入側がこういうところなら受け入れられますよという

のを大学に返します。それに対して条件が合えば応募していただけるということ

なんですけども、基本的に就職の形で、良く今、インターンシップが用いられて、

こういったインターンシップに応募している人ですよ、というのがアピールポイ
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ントになるような部分もあります。ただ、今回は、豊田のは、応募してくれた方

は直接会っていったんですが、ボランティアとか地域とのふれあいに興味がある

ということで選んでいただいたようです。以上でよろしいでしょうか。 

 

永井委員    関西学院ということは、焼津出身の。 

 

冨田課長    焼津出身の方です。 

 

本間委員    すみません、豊田の件なんですけど、昨年も確か日曜日の終了時刻が遅いんで、

その辺のことが話題になったような気がしたんですけども、今年も日曜日が９時

45分から 21時までとなっていますが、それは問題はなかったですか。 

 

大石館長    昨年も多分話し合ったと思うんですけど、豊田地区の場合、豊田のまつりです

けども、ちょっと説明の中にありましたけど、金曜日の夕方、夜からカラオケ講

座がまず最初に前夜祭ということでカラオケ大会をやります。そのあと、土日に

やっていくんですけども、催事、店とか講座の発表の方が午後の２時くらいで終

わるんですけど、そのあとですね、社交ダンスの講座が社交ダンスパーティーの

形で最後を飾って、大会議室の方で社交ダンスのパーティーを開催するという形

でやっております。 

 

松永議長    問題なかったんですか、って。 

 

大石館長    特にですね、例年そういう形でやってるもんですから、大きな問題というか、

そういったものは発生しませんでした。 

 

本間委員    子どもはいないんですか、大人だけ。 

 

大石館長    社交ダンスに関しては講座の方が中心になりまして、他の公民館の講座の方と

かも来たりして、年齢層的にはいつも公民館を利用している方ぐらいの年齢層が

多数おりました。 

 

松永議長    よろしいですか。 

 

本間委員    はい。 

 

松永議長    ありがとうございました。 

 

長島委員    焼津公民館さんの地域の名産品って何ですか。 

 

豊島館長    はい、焼津の名産品ということで、角煮とかですね、鰹節とかで、中でも鰹節

のつかみ取りといってパックをばらけたものを入れてありまして、それを手づか

みで取るというものがすごく人気でして、そういった物、角煮であるとかなまり

節であるとかそういったものの販売をさせていただいております。 

 

松永議長    ありがとうございました。その他、皆さん何か。 

 

柏原委員    大富公民館さんなんですけど、バザーを中止してフリーマーケットを実施した
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ということなんですけど、初めてのことだったのが、集客に課題があったという

ような感じなんですけど、どういったお店が出て、今後どういう、あと地域の皆

さんのこと、声とか、どういったものが上がっていますか。   

       

金高館長    バザーを中止したのは、昨年度、選挙の関係とかで、大富の大集会室が通常は

選挙会場になるんですけども、その時は公民館まつりということで、体育館でや

ることになったので、そこでやっていたバザーを中止することになりました。今

年度、昨年度バザーを中止してやった結果、バザーを中止してやった形の方が、

バザーをやるために大集会室とかいろいろな部屋を使っていまして、それを中止

してフリーマーケットで出店者にその場所を提供してお任せしてやった形の方が

スムーズにいくじゃないかということで、そういう形の案を自治会の方に投げま

して、自治会の方で承認をしてもらいましてそういう形でやったんですけども、

今後もバザーじゃなくてフリーマーケットをいかに、今回集客にちょっと課題が

ありまして、ちょうど入る、フリーマーケットの会場、体育館の中に入る場所が、

体育館の北側がちょうど玄関になってまして、公民館の駐車場が南側にあるんで

すけど、南側が割合盛り上がっている、その駐車場を使って模擬店とか、自治会

の模擬店とかやってまして、そこからそのお客さんがフリーマーケットの会場に

入れなかったので、そういった意味でルートが良くなかったということがありま

して、じゃあ、どうするかということで、もう少し入りやすいような形で公民館

の方で別日程でやるとか、又は体育館の中では無くて外でやるようにするかとか、

いくつか意見が出てまして、そういう形でちょっとやっていこうかなと思ってま

す。当たり前で結構やってたやつがあるわけなんですけども、一度何かのきっか

けで止めたり中止したりしたことによって新たな発見がありまして、また改善し

ていこうと、新たなものをやってみようということでフリーマーケットやりまし

て、受付けに申し込んだところが１店舗、もっと体育館の中は広いんですけども、

まずどれくらい来るか全然わからなくて、本当に手探りの状態で１０店舗来ても

らいまして、その１０店舗は割と自分の小物だとか作ったものを出展されたりと

か、あと、古着とかそういった物、割とフリーマーケット、他のところでもやっ

てたりした方、初めてフリーマーケット出店するんじゃないよ、という方も半分

くらいいたもんですから慣れてた方もいまして、割合そうした意味では集客以外、

そんなに問題は起こらなかったです。 

 

松永議長    いかがですか。 

 

柏原委員    じゃ、今後もこのような。 

 

金高館長    はい、一応フリーマーケットやっていこうかな、と提案します。 

 

松永議長    はい、ありがとうございました。 

 

長島委員    突っ込んだ話で申し訳ありませんが、今のフリーマーケットの話で、収益なん

てのはあるんでしょうか。 

 

金高館長    収益はですね、出展者の方が応募して、公民館は間に入るだけで特に収益は無

いです。 

 

長島委員    お祭りへの収入は無い。 
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金高館長    無いです、はい。出展料というのは特に取ってないです。 

 

長島委員    それはね、プロみたいな人たちが結構いるんですよね、所謂プロみたいな人が

いるもんだから、そういう人は意外と収益を受けちゃうというそういう心配が。

要するに商売をするような。 

 

金高館長    今回、ちょっと初めての、だったので、やはりそういった部分もちょっとある

のかなとも思ったんですけども、割と申し込まれた方は普通の個人の方で、自分

が作ったものを出すと、いう形でした。所場代は取ってないので。 

 

長島委員    何となく公平性というかね、公の施設を使って収益が出る部分、その人に入っ

ちゃうとなると。まあ、それで人集め、他のところが潤ったといえばそれまでだ

けど、何となくちょっと引っかかるところがある。 

 

松永議長    というご意見もございましたので、また来年度以降、考えてください。多少、

その公民館に落ちないとね。何らかの形で。何となくどっかね。東益津は取った

だっけね。 

 

増田館長    祝儀で。 

       

松永議長    東益津は祝儀で頂きました、所場代を。5,000円くらい。 

 

金高館長    来年度はもしかしたらとるという方向になるかもしれません。そんな話も出て

ますので。 

 

松永議長    平田さん何か、平田さんどうぞ。 

 

平田委員    言葉はちょっとあれですけど、所場代じゃないですけど、私のとこは、お茶を

天候のためにうんと奥の部屋に入れられた、というと館長に悪い、そんな感じで

どこでやってるのかしら、っていう方が多いもんですから結構呼び込んだり。そ

この場所に私たちが呼び込んだ横に、小さな店で子どもさんが喜ぶような雑貨も

のですか、おもちゃのようなもの売ったりして、たまたま結構売れるもんですか

らね、あんたっちは場所代を公民館に納めているのと私が聞いたらね、「全然、こ

れである程度売れたから帰ります。」と、こう言うのよ。だから羨ましく感じたで

すけどね、そういう意味では、一括かどうか、そこはちょっとあれですけど、今

おっしゃるように少し協力費みたいにいただいたらどうなのかしら、と思いまし

た。因みに私っちお茶の方は、売り上げと言うですか、お客さんが見えた数で多

少、公民館に納めさせていただきました。売り上げの何パーセントかという形で

ね、今年初めてですけどね、そういった形を取りましたのでね、一点、出来れば、

均一するのもおかしいですけど、ちょっと検討する余地もあるんじゃないかと思

いました。 

 

松永議長    はい、ありがとうございました。多少は落ちないとね、公民館に。 

 

平田委員    公民館自体も、かなり経費、掛かってるじゃないでしょうか。 

 

松永議長    その他に何かございませんか。はい、村松さん。 
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村松委員    はい、港公民館さんにお伺いしたいんですけども、前日にもう土曜日の幼稚園

児さん、保育園児さんの演技の発表を中止とし、ということだったんですけども、

これはもう翌日曜日にも、もうやらないし、今後その予定も無し、なんでしょう

か。でも幼稚園児さんとか保育園児さんみんな練習してきた成果、発表の場が一

つ奪われてしまった、その心の部分っていうのが私、ちょっと気になったんで、

お伺いたいんですけど。 

 

谷澤館長    毎年早めに、公民館まつりの日の、だいたい一日目の最初の９時頃ですか、依

頼をさせてもらってるんですけども、通りのところのさくら保育園ですかね、あ

の方ですかね、雨だと歩いて来るもんですから、雨だともう行きませんというよ

うな感じがありますので、雨だといきませんと返事をいただいてますので、それ

と他の幼稚園、あと石津保育園ですか、あとまどか幼稚園ですか、そちらの方も

雨だとちょっと行きませんというような返事をいただいておりますので、それと

あと次の日といいますとね、２日間、お母さんたちは縛られちゃうというか、そ

ういうことがありますので、ダメでしたら中止ということで、いつも毎年行って

います。 

 

松永議長    ありがとうございました。その他、何かご意見ございますか。無いようですの

で報告事項（３）に移りたいと思います。焼津を楽しむ「地域のお宝発掘講座」

第４弾について、これまた各公民館長さんから順次説明をお伺いいたします。 

   

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」についてです

ね、報告の方させていただきます。資料の方は６ページ、Ａ３版で折ってある部

分になります。６ページの方、ご覧いただきたいと思います。まずですね、この

焼津を楽しむ「地域のお宝発掘講座」につきましては、平成 28年の 12月の公運

審の提言によりまして漁業、歴史、料理を題材に焼津の豊富な地域資源を活かし

た全館共通テーマによる講座として平成 28 年度にスタートしております。これ

までにですね、漁業編、歴史編、料理編、そして今回の地域散策編と計４回、各

テーマごと各館の特色を生かしながら工夫を凝らしながらですね、取り組んでま

いりました。本年度、30年度にシリーズ４回目を実施をしておりまして、残すは

今週末の大井川公民館の散策のみとなりましたけれども、これまでですね、開催

したどのシリーズも参加した多くの市民の皆様から非常に好評を得るなどですね、

この講座の開催により一定の成果は得られたのではないかと考えています。これ

によりまして、当初の目的はおおむね達成できたと判断しまして、この一連の連

携講座につきましては、この第４回を以て一旦終了とさせていただきたいと思い

ます。今後も地域住民の学習需要に総合的に応える社会教育施設として充実が図

られるよう各館努めてまいりたいと思います。それでは、この第４回のですね、

焼津を楽しむ「地域のお宝発掘講座」の実施状況につきまして東益津公民館の方

から報告をさせていただきます。先週、１２月８日の土曜日、「井伊直孝ミステリ

ーハイク」と題しまして、開催をしております。当日は、ようやく冬を感じられ

るような肌寒い日となりましたけれども、雲一つない晴天に恵まれて開催できま

した。今回、案内人を含め、地元の『直孝のふるさと「中里倶楽部」』の皆さんの

全面協力によりまして、予定どおり全行程約５kmを散策することができました。

参加者は 60代以上を中心に 20名で、当初設定した募集定員を若干下回りました
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けれども、散策編の運営上、結果的にはですね、適当な人数だったのではないか

なあと感じました。テーマとしては、井伊直孝の出生とその後に焦点を当てまし

て、直孝ゆかりの名所旧跡を巡っております。案内人の先生も、非常にわかりや

すく、時折ユーモアを交えた解説もありまして、終始和やかな雰囲気で散策する

ことができました。参加者からの評価はですね、概ね良好で終了後には、いつか

また同様の講座を開催してほしい旨の要望もありました。以上でございます。 

  

松永議長    はい、ありがとうございました。続きまして大富公民館さん、お願いします。 

 

金高館長    大富公民館です、よろしくお願いします。 

募集人員が 15人中、成人のみ 14人の参加者でした。天候にも恵まれまして、

予定していた 11箇所を回りまして、午後１半から午後４時 30分ごろ終了をいた

しました。マイクロバスと徒歩ということで実施しましたが、時間的にはちょう

ど良かったかなと思います。運営上の留意点としましては、バスの移動時に回る

場所の追加修正が気軽にできないということがありまして、事前の段取りをしっ

かりしておかないといけないということです。時間があれば寄るくらいの感じで

始まりますと回ることができないということになりますので、行くか行かないか

最初の時点で決めておくことが必要かと思いました。大富地区では、大井川の影

響を大きく受けている遺跡や神社が多くありまして、その他大井川の恵みである

伏流水を利用した養鰻池や洪水の影響によるボタ地形など散策しながら案内人に

分かりやすく解説してもらいました。アンケート結果から参加者から概ね好評だ

ったということが分かりました。大富地区に大井浅間神社っていうところが３箇

所あるということで、この大井浅間神社というのは大富地区にしかないというこ

とで、いろんな情報が分かって良かったかなと思います。以上です。 

  

松永議長    はい、ありがとうございました。続きまして小川公民館、お願いします。 

 

望月館長    小川公民館の望月です、よろしくお願いします。 

地域ぶらり小川散策編について報告いたします。11 月 10 日の土曜日は、前日

の雨が上がり快晴でした。まだまだ暑い時期で気温が上がり、80歳高齢女性が公

民館へ戻る途中、腰痛で歩けなくなるトラブルがありましたが、地域内神社仏閣

を楽しく先生の解説付きで散策することが出来ました。参加者からは同企画の講

座の再開講の要望がありましたが、徒歩の企画は途中の事故の予防が必要であり、

また、参加者の年齢層が高齢者に偏っていたものですから気候の良い時期を検討

しなければならないので難しいなあと思いました。散策中も参加者からは「勉強

になる、知らないことが多いね」など、好評のコメントを、声掛けを私に頂きま

して、またアンケ―トを取りましたが、満足度が高かったことがうかがえました。

以上で報告を終わります。 

  

松永議長    はい、ありがとうございました。続きまして和田公民館、小泉さん、お願いし

ます。 

 

小泉館長    和田公民館です、和田公民館では 12月１日の土曜日、朝９時から正午までとい

うことで開催をしております。募集人員 20人のところ、当初 17名の応募があっ

たんですが、当日の欠席者もおりまして、13名ということで散策が始まりました。

天候には恵まれたんですがちょっと肌寒い風が吹いてですね、徒歩での移動時な
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んかは寒さも感じました。案内人がですね、今回、和田公民館で地域歴史講座の

講師もやっております豊田中学校の校長の矢澤先生にお願いをしまして、矢澤先

生の方からは和田地域のここにしかない物をポイントに、ということで、学校地

蔵や徳川家康ゆかりの良知家をまわったり、栃山川流域を中心に、川の恵みを受

け、川の洪水などの災害に堪えてきた人々の暮らしについて、石碑や神社をまわ

りながら大変わかりやすい説明を受けました。移動はですね、バスと徒歩だった

んですけども、とにかく乗り降りが非常に多かったため、ご高齢の方にはかなり

負担になってしまったということで、こちらはちょっと今後の課題だと感じてお

りますが、タイトルどおり、ぶらり、焦らないでゆっくりいこうということで行

いましたので、当初の予定通り、時間も終了が出来て良かったと思います。アン

ケート結果も参加者の感想は、概ね好評だったことがわかります。 

今回ですね、案内人を選任するにあたっては、この歴史のコース、先生を依頼

したこともありまして、歴史的散策っていう面が、大きくちょっと偏ってしまい

ましたけども、散策といえばやはり観光名所であったりとか風景、あと、食や工

場とかね、そういった様々な場所に行って、地域の魅力や良さを再発見出来たら

よかったかなあと、個人的にはちょっと感じております。以上です。 

  

松永議長    はい、ありがとうございました。続きまして豊田公民館、お願いします。 

 

大石館長    はい、豊田公民館では、「豊田歴史散策」ということで、11月 24日の午後です

ね、開催いたしました。参加者につきましては 15名、応募がありましたが、当日

１名欠席ということで 14名で講座を開催いたしました。当日は晴天に恵まれまし

て、暖かい日差しの中、講座ができました。基本的にはバスでの移動ですが、大

井神社から旭伝院までは徒歩で歩きまして、瀬戸川沿いの地蔵等を見学しました。 

徒歩で歩くことについて、高齢の方がいらっしゃいまして、歩くのが大変だっ

たと言ったもんですから、今後の課題として、ペース配分等もとか算定していか

なきゃいけないのかなあと感じました。今回の参加者につきましては、豊田地区

内の人が多かったですが、寺院など大井神社であったり旭伝院であったり大永寺

というところを回ったんですけども、豊田地区に住んでいるけども名前は聞いた

ことはあったり前を通ったことはあるんだけどもそこがどういった所か知らない

という人が多くいました。今回のコースでは、豊田地区内だけではなくて藤枝市

の田中城の下屋敷だったり、田中城の跡、西益津中学校、小学校のところを見学

をしたりしました。田中城のお堀が道路だった、元々のお堀が今は道路になって

いることとか、豊田地区はその田中城の城下町というか住宅が結構建っていたと

いうことも田中城の案内人の方からも聞いたりして、参加者から「豊田に長く住

んでいるけども、良く知らなかった。」という話もあって、よく分かったと好評で

した。今回ですね、15 名ということで、バスの関係で 15 名の形で募集をしたん

ですけど、あとからですね、もっと若い人の中でも、実は行きたかったけども、

もう一杯になっちゃって行けなかったんだよ、という話も聞きました。また、機

会があれば実施したいなと思っております。以上です。 

  

松永議長    はい、ありがとうございました。続きまして港公民館、お願いします。 

 

谷澤館長    港公民館です。港公民館では 11月 10日に行いました。毎年、港地域づくり推

進会主催で行っています健康ウォーキングに合わせて行い、当日案内人、随行者

合わせて 36名の参加となりました。案内人は、地元自治会の方に依頼をしまして、
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港地域の歴史にかかわる場所、松の小径から水天宮を回って、石津の海岸、あと

石津地区にある信香院、林叟院跡地、蔵珠院（そうしゅいん）、鳴子の松などを巡

り歩きまして、その場所にて丁寧に説明をしていただきました。地域の方も知ら

なかった歴史があったことを知ることができて満足をしていました。だいたい６

キロメートルくらいで２時間半くらいで回ってこれました。それで毎年ですけど

も、健康ウォーキングに合わせて、ということで、最後に豚汁を提供して、皆様

には満足をしていただいたと思います。参加者の中にはまた開催してほしいとの

言葉も聞かれました。以上です。 

  

松永議長    はい、ありがとうございました。引き続きまして大村公民館、お願いします。 

 

藤本館長    はい、大村公民館です。ぶらり散策についても、おまつり同様ですね、トップ

を切って９月８日 土曜日の午前中に開催しました。「焼津七福神巡り」をテーマ

に、当初ですね、募集定員は、マイクロバスを利用するということで、16名とし

ていましたが、当日の朝ですね、おばあさんと小学生のお孫さんの飛び込み参加

がありまして、計 18名でのぶらり旅となりました。 

当日はですね、くもり空で、途中、傘が必要になる時もあったんですが、参加

者は、案内人の丁寧で、わかりやすい説明や経験則に基づく話などを聞きながら、

各寺院についての知識や情報だけでなく、歴史的背景なども学習することができ

ました。またですね、各寺院には、事前に拝観依頼を行っていたため、普段、立

ち入ることが難しい本堂や、花沢にある法華寺では、改修作業を行っている工事

現場なども見学できた上、場所によってはですね、お茶付きで住職の貴重な講話

も聞け、参加者は満足しながら、有意義な半日を過ごすことができたと思います。

ご朱印の対応などにちょっと課題を感じましたが、提出を求めたアンケートでは、

概ね好評な結果を得ることができまして、公民館事業としても充実した企画とな

りました。以上です。 

  

松永議長    はい、ありがとうございました。続きまして焼津公民館、お願いします。 

 

豊島館長    はい、焼津公民館は９月 15日に「焼津漁協発祥の地、浜通り」ということで散

策を実施しました。当日は最初、曇り空だったんですけども、散策の終わりごろ

には少し雨がぱらついて、若干傘が必要な天候ではありましたけれども、参加者

10名と言う少人数での講座となっております。散策先の説明なんですけども、そ

の場で行うということで、10名程度が適正な人数と感じました。これ以上の人数

だと、グループを分けるなど、少し工夫が必要かなあと感じました。案内人の方

には、パネル等の、写真ですかね、資料等を使っていただいての説明など、現在

の散策地の様子から分かること以外についても、丁寧に説明をいただきました。

参加者が熱心にメモを取る様子も見られております。アンケート結果の方もおお

むね良好で、受講者の中には受けも良かったようです。また機会があれば実施し

たいと感じました。以上でございます。 

  

松永議長    はい、ありがとうございました。大井川公民館さん、予定をやります（か）。 

 

木村館長    はい、大井川公民館です。祭り同様取りを飾らせてもらいますけど、大井川公

民館の方は、12 月 15 日、今週の土曜日に開催を予定しております。お天気の予

報も数パーセントなので非常に期待はしているところなんですけども、11 月 10
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日の募集からですね、１週間もたたないうちに定員の 20人を満たしました。 

当初は先生については、大富、和田同様、矢澤先生なんですけども、昨年まで

大井川中学校の校長先生もやっていただいたということで、快く引き受けていた

だいております。テーマにつきましては、「大井川流域の暮らしと家康伝説」とい

うことで、題しまして「大井川の洪水」「大井川の恵み」「大井川の伝説」の３つ

の視点から大井川地区の方を散策する予定でいます。「洪水」については、主に暮

らしと信仰を、「恵み」については、主に産業についてですね、あと「伝説」につ

いては、徳川家康にかかわる伝説に関係する場所を巡ります。散策で、大井川流

域における「大井川の影響力」や「家康の足跡」を想像することができるんじゃ

ないかなと思います。あと、藤守の田遊びさん、国の重要無形民俗文化財になっ

ておりますけども、そちらの大井八幡宮のところにですね、伝承館が出来ました

ので、地元の自治会、あと、田遊び保存会の会長さんの方にもご協力いただき、

快く引受けていただきまして、そちらの伝承館の見学の方も予定しているところ

です。以上です。 

  

松永議長    はい、ありがとうございました。以上でですね、報告していただきましたけど

も、皆さんの方、何かご質問等ございます（か）。はいどうぞ。 

 

橋本委員    第４弾のテーマが９つありますけども、全部、大井川が終わったところで総資

産、何か報告書じゃないですけど、それぞれのテーマでいろんな資料とかいただ

いて参加されてると思いますけど、このテーマなら参加してみたかったとか、そ

ういう方もたぶんいらっしゃるんですね。そうなるとテーマを全部集めたもので

ね、報告とか監修とか、一つの冊子か何かにして公民館に置いておけば、いろん

な人の目に触れられることもあるでしょうし、こういう講座は今度自分も参加し

てみたいな、そういう人も出てくるだろうし、その辺はどうなんですかね。 

  

松永議長    はい、ありがとうございます。全館でまとめることは出来ますか。 

 

増田館長    貴重なご意見、ありがとうございます。全９館がですね、最終的に実施した内

容等を、アンケート調査などもやっておりますので、その辺を踏まえてですね、

一つの資料としてまとめることは出来ると思いますので、館長会議等ございます

ので、その中でどういった内容にしていくか、ということでまた検討していきた

いと思います。 

 

松永議長    はい、ありがとうございます、橋本さん、やってくれるそうです。 

 

山口委員     今回はですね、参加したいもの、いくつかあったんですけどね、全部がこれ、

土曜日ですね、土曜日ってなんかこう、いろんなものがぶつかっちゃってどうし

ても行けない、行きたいなというくらいのものもあったんですけど、このパター

ンをですね、どうですかまた、おんなじパターンを来年もやるという形、今年行

けない人も来年行くというような、ただまた土曜日だと重なっちゃうもんであれ

なんですけどね。それ個人的な話で申し訳ないけど、なんかこう、参加できるタ

イミングがあればいいなと。それと全部秋に集中しちゃってるじゃんね。秋の行

事っていうのはすごくスケジュールが遊び人としては、なんかそこら辺が時期を

外してね、おんなじテーマでやるというのも面白いかなあと思いますけどね。 
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松永議長    まあ、そんなことも含めてまたお願いします。 

 

増田館長    土曜日にしたという理由はですね、１年前のこの会で、平日よりも土曜日の方

が集まりやすいだろうというご意見をいただいたもんですからね、その段階で全

館土曜日にしましょうということで進めてまいりました。結果的に秋口になった

のはいろいろ広報だとか準備の段階があるもんですから、やはりどうしても年度

の中盤以降の開催になってしまうということでですね、事前にもう来年度これを

やるよということでね、早めに準備しておけば分散してできるとは思うんですけ

ども、今年度についてはですね、そういったことで９月以降集中した形になって

しまいました。 

先ほど冒頭申しましたように平成 28年度 12月の提言書を受けてですね、１回

から４回まで、この地域のお宝発掘講座を開催してきまして、概ね参加者の皆さ

んには先ほどの報告の中にもありましたようにね、評価としては良好だったとい

うことで、趣旨としては地域の隠れた財産だとかお宝を発掘して改めてこの地域、

焼津の良さを知っていただくという趣旨でやってきましてので、一旦今回このお

宝講座を修了という形にさせていただいて、あとは各館でそれぞれ類似の内容に

なるか分かりませんけども、また独自のやり方でこういった散策講座、今回やっ

たのとは別のコース、あるいは別のテーマでやるか、東益津についてもですね、

今回、井伊直孝を取り上げてやりましたけども、東益津エリアについては、そう

いった歴史的な文化財とか豊富にありますので、例えば今川とか武田とか、そう

いった戦の古戦場であったりとかそういったこともあるもんですから、東益津に

限らずどの地域でもね、今回やったテーマ以外のことも取り上げられるとは思い

ますんで、それは各館それぞれやっていこうかということで今話をしているとこ

ろでありますので、同じような形で来年度やるというのはちょっと今のところ考

えておりません。 

 

松永議長    まあ、それぞれの館でですね、地区を動かしてやっていただきたい、このよう

に思っております。その他何かご意見ございませんか。 

 

保科委員    今第４弾で終わり、ということのお話し伺いましたけども、１弾、２弾、３弾、

４弾の中でこの講座、みんなで回ろうよという講座が、何となく一番盛り上がっ

たように感じました、報告を聞いてみても。そして、４弾で終わりなんだけども、

せっかくいいのが出てきたら、これで終わりよっていうよりも、じゃ、これは取

り上げようかっていう考え、４つの中で１つでもいいですので、そういうのは無

い、考え方としては無いんですか、と思って。せっかくいいのに終わりだよとい

ったら、もったいないなと思いますので。 

 

増田館長    ありがとうございます、まったくやらないというわけじゃなくて一旦終了して、

良いテーマがあればその時にまた考えて連携するなり各館でやるなりすることは

あるとは思うんですけども。またその時点でですね、企画をしてきたいなあ、と

は思います。 

 

保科委員    最初から４回でしたっけ。そうじゃないですよね。終わりは無かったですよね。 

 

増田館長    終わりはないですね、特に定めてない。ただ漁業編、歴史、料理、この３つは

提言の中に出てきまして、一旦それは３回終わって、じゃ４回目、やっぱやるだ
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よな、という話の中で、今回地域のね、いろんなすぐれた名所旧跡、史跡等あり

ますのでね、そういった所を巡りながら改めて地域の良さを知ってもらう企画と

してね、この散策編を実施したわけなんですけどね。だもんで特別３回、４回で

終わろうという話は当時していなかったと思います。ただ、なかなかずっとね、

これだけに囚われていくということもあるもんですから、今後は発展性をもって

ですね、より良い講座を新たな企画でね、やっていこうかなあ、というところは

常日ごろ各公民館長が考えているところではありますので、またこれを、このノ

ウハウとかね、やってきたことを活かしながら、もしまた、いい題材があればで

すね、ぜひ取り組んでいきたいなという風には各館長思っているところでありま

す。 

 

松永議長    それでよろしいですか。また考えてくれるそうです。お願いします。その他、

ご意見が無いようですので、報告事項についてはですね、今までの説明のとおり

とさせていただきます。次に審議事項に入ります。すみません、もう一つ、追加

でですね、和田地域交流センターの建設に係るアンケート結果についてご説明が

ございます、よろしくお願いします。 

 

小林主査    社会教育課の社会教育担当の小林ですよろしくお願いします。 

すみません、突然追加で１つお願いして申し訳ないです。追加資料で配らせて

いただいた和田地域交流センター建設に係るアンケート結果をご覧ください。 

10月にですね、公民館運営審議会の委員の皆様にアンケートを送らせていただ

いて、和田地域交流センター建設後の事後評価をするためのアンケートをお願い

しました。ご回答いただき、誠にありがとうございました。その結果をお配りさ

せていただいて、内容としては概ね高評価をいただいたと思っています。詳しい

内容についてはアンケート結果を見ていただきたいと思います。このアンケート

結果についてはですね、事後評価の成果の指標にさせていただくとともに、新和

田公民館建設のための参考資料としても使わさせていただきますので、よろしく

いたしたいと思います。以上です。 

 

松永議長    はい、ありがとうございました、あとでゆっくりご覧ください。 

 

 (５)審議事項 

松永議長    それでは審議事項として「自主グループ表彰規定（案）の運用について」です

ね、金高さん、ご説明お願いします。 

 

金高館長    それでは審議事項ということで説明させていただきたいと思います。表彰規定

案につきましては資料の４の１ということで、前回第１回の審議事項で承認をし

ていただいておりますけれども、再度確認していただくことと、それから運用の

スケジュールについて確認していただきたく資料の方を事前に送付させていただ

きました。 

規定の条文自体の説明については前回と重複しますので省略させていただきま

す。本日の資料の４の２、ページで言いますと 10ページのところをご確認くださ

い。Ａ４の横の形になっておりますけども、表彰の種類が３種類あります。 

まず表になっています一番上が慰問、ボランティア活動に功労があった団体と

いうことで種類と基準、それから確認の方法、最初の基準日ということで表にな

っています。まず慰問、ボランティア活動に功労があった団体、基準は年５回以
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上を５年以上、それから確認の方法は館外活動届の記録をもって確認をしたいと

思います。最初の基準日のところが、施行が来年の４月１日から、で数えまして

５年ということになりますので 2024 年の４月１日が最初の５年目ということに

なります。 

長年活動を続けている団体につきましては１０年以上ということになりますの

で、これは更新届等で長年活動しているということで確認をしたいと思います。

これにつきましては 10年後ということになりますので 2029年の４月１日が最初

の基準日になります。 

最後に特に表彰する必要がある団体ということで、これは公運審会長の公運審

での判断ということで最初の基準日はその施行の開始になります 2019 年の４月

１日ということになります。実際の事務手続きについては、ここの下に書いてあ

ります①から⑤番について、2019年４月１日施行、各館長が自主グループ等の状

況を先ほどの書類等で確認をしまして、前年度の第３回の公運審について表彰予

定団体の報告、特に表彰をする必要がある団体について各委員さんに推薦書配布、

提出をしていただくという形になります。提出期限が５月末、④については最初

の５年が経過する、先ほどとちょっと話が重複しますけども 2024年４月１日から

事前に推薦書に記入をしていただきまして、事前に会長と調整をして７月の第１

回の公運審に諮るという形になります。 

公民館まつりの時に各公民館で公民館運営審議会委員さんから感謝状を渡すと

いう形にしたいと思います。毎年度対象団体について確認をしていくということ

になります。 

注意点につきましては、第２回の公運審が 12 月にありますので、10 月の公民

館まつりの時に感謝状を渡す団体を決めるためには、第１回の公運審の時に推薦

書を提出し決定するという形になりますので、その下のスケジュール案、資料４

の３のところの上から、慰問、ボランティア活動の館外活動届については各館長

が資料等確認が出来ますので、こちらの方はやっていくと。表彰団体①の選定と

いうのは先ほどご覧いただいたところの関係ですので、こちらも各館長の方で可

能だと思います。②についても更新届で確認するので各館長でやります。 

特に表彰する必要のある団体については公運審の委員さんという形になります

ので、前年の３月の最後の第３回の時に推薦書用紙等を渡しまして、５月に推薦

書締切にしまして、７月の第１回の公運審の時には、表彰団体が確定をしていた

だきまして、その年の公民館まつりの時には感謝状を渡すというような流れでや

っていきたいと考えております。以上で説明を終わりたいと思います。このこと

によって表彰をしていくということで自主グループの支援をしていくという形に

なりますので、こういう表彰規定を作って支援をしていくということになります。

よろしくお願いします。 

 

松永議長    ただいま、金高さんからご説明ございましたけども、この表彰規定につきまし

て何かご質問ご意見ございますか。ご意見が無ければですね、はい、どうぞ。 

 

林委員     １０ページのですね、公民館運用規定の改正について報告事項として取り扱う、

審議事項とはしない、規定の改正というのは一応了承を得る必要があるんじゃな

いですか。だから審議事項として取り扱って、こういう風に改正を承認されまし

たとしたほうが良いんじゃないかと。 

金高館長    １０ページのところの事務手続きのところかと思います。運用後の規定改正に

ついては、審議会の方の報告事項として扱う、こういう風に規定を変更しました
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という形に報告事項として扱う形で考えておりますけども、運用規定改正につい

て、審議事項にした方が良いということであればそういう形にさせていただきた

いと思います。 

 

松永議長    やはり規定を変えるなら、皆で審議をしたほうがよろしい、ということですね。

林さん、そういうことですね。 

 

林委員     一応承認を貰ったほうが。勝手にどんどん規定を変えてしまったと報告書で渡

されるのは、片っ方の人は困るじゃないかと。 

 

松永議長    一応審議を通すということでよろしいですか。はい、ありがとうございます。

その他ご意見ございませんか。はい、どうぞ。 

 

村松委員    質問させてください。初歩的なことで申し訳ないんですが、表彰の種類で特に

表彰する必要がある団体っていうもの、例えばどんな団体をイメージしたらいい

んでしょうかというのが一つと、それからもう一つは、まだこれがしっかり決ま

っていないからだと思うんですけども、来年度の４月１日からこれが施行になっ

た時に、じゃ今までの年５回以上、５年以上例えば慰問に行かれている団体の方

たちはどんな扱いになってる、扱いというと失礼ですけどね、どんな形でね、敬

意を表するのかな、というところがちょっと伺いたいです。 

 

松永議長    これまで継続してやってくれた方に対してね、だから来年の４月１日から起算

するじゃなくて、ここまで経過した人たちもあるわけですね、そういう人の対応

をどうするか。 

 

金高館長    今まで自主グループの表彰規定というもの自体が無かったものですから、そも

そも各館等でそのためのデータの蓄積っていうのが、データの蓄積がされていな

い可能性があります。なのでスタートラインとして、この１年で４月からスター

トラインとするという形を取るということと、先ほどの特に表彰の必要がある団

体というのは、ここの慰問、ボランティア等に功労のあった団体又は長年活動を

続けている団体に当てはまらない団体があった時に、何も規定が無いと表彰をす

ることが出来ないので、そういった場合には公運審の方で、この団体については

こういった活動をやってるけども表彰をしたほうが良い、ということになってく

るかと思います。また、先ほどの今までずっと続けてた団体とか、そういったと

ころについても特にここは表彰したほうが良いよという判断であれば、ここで拾

うことが出来るかなと思います。 

 

松永議長    ③番目の特に表彰をする必要がある団体、これに当てはめればクリアできる、

そうですね。ということですので、そういう団体がございましたら、この場に持

ち上げて話し合って決めていきたいと思います。 

 

保科委員    第一条のところで、「自主グループ及び学術、芸術、文化等の活動において、長

年活動を続けている自主グループ」っていうことで、この中でスポーツは入らな

い。 

 

金高館長    自主グループ、自主グループとして活動しているところであれば。ここも「学
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術、芸術、文化等の活動」にしてありますので、そういったスポーツ関係のとこ

ろ。 

 

保科委員    「等」のところに入るわけね、はい。 

 

冨田課長    ただ、スポーツにつきましては、スポーツ課の所管で表彰があるかと思います

ので。 

 

保科委員    公民館活動でもですか。 

 

冨田課長    スポーツをやって例えば、どこかの東海大会とか、何回もやっているようなと

ころであれば、スポーツ課の表彰規定があってそこから拾っていけると思います。

例えば、バウンドテニスみたいなものをやっていると思うんですが、そこの例え

ば全国大会とか出場して何回か優秀な成績をあげていけば焼津市表彰、焼津市ス

ポーツ表彰というそういったもので拾っていけると思います。 

 

松永議長    公民館で上げないで、別の、スポーツの。 

 

冨田課長    でも。でもあります。 

 

保科委員    もう一個いいですか、一番最後の留意点のところ。これが指摘するところ、何

でも無いのかもしれないけど、「一度、表彰した団体は、上位の表彰規定の対象と

なる。」、これはこれより他にまた今度、上位の表彰規定が出来るんですね。 

 

冨田課長    これを想定しているのは、例えば文化所属の場合は、焼津市表彰とか知事表彰

とかまたは叙勲を想定しています。 

 

中野事務局長  この規定をもらったから、上の表彰が受けられないという意味では無いもので

すから、そういう意味で。 

 

保科委員    ああ、そうですね。 

 

冨田課長    また逆に先にね、上位表彰、焼津市表彰貰ってから今更っていう感があるので

受けられないですが。 

 

松永議長    その他、ご意見ございますか。無いようでしたら、ここで審議を打ち切りした

いと思います。 

 

～意見なし～ 

 

松永議長    それでは以上で、本日の審議はすべて終了しましたので事務局に進行をお渡し

します、よろしくお願いします。 

 

 (６)その他 

冨田課長    それでは、長時間どうもありがとうございました。それでは審議事項では無い

んで、その他としてまずご報告があります。公民館に関係するものでございます
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ので、すみませんがお耳を拝借したいと思います。 

今年、和田公民館が一つ新しくなりました、どうもありがとうございます。そ

して今もう一つ耐震性が無いということで豊田公民館を、建設計画を今、進めて

おります。その中間報告をさせていただきます。豊田公民館につきましては、豊

田地区にはまちづくり協議会という組織がございまして、本日ちょっとお休みな

んですが小杉山さん、こちらの委員の小杉山さんが委員というか中心になって会

を進めていただいております。その中でも住民の意向をここから吸い上げるとい

うことで、昨年の２月から発足させていただきりまして、１年間、まちづくり協

議会が６回くらい会議をさせていただきまして、その中でご意見をまとめていた

だきました。 

その結果としては、今の豊田公民館ではちょっと狭くて、小学校近くでとても

良いんですが、いかにも手狭だということで、新天地をご希望されるということ

で、こちらから提言をいただいております。内容としては五ケ堀、小土かな、小

土のチビッコ広場の近隣ということになるんですが、豊田中学校をすぐ南に降り

ていただいた五叉路のところなんですけども、現在畑があります。６千㎡くらい

あるんですが、そちらをご希望ということで、住人の方たちもそれを確認書とい

う形で希望されているということなので、今それに、実現に向けて、それを買え

るかどうかとかね、そういったところを今検討をしております。 

内容的には今年、そちらを受けまして基本構想を策定するということで動いて

おります。11月に玉野総合コンサルティングというところなんですが、コンサル

さんに契約して、今回は使用者の皆さんを交えてワークショップを開いて基本構

想を練り上げると、いうような状況であります。先週だったかな、12月７日に第

１回目のワークショップを行いまして、年度内で５回くらいやらせていただいて

内容を検討していくと。豊田公民館の、例えば地域のコンセプトでしたり、あと

はそうですね、どんな機能が必要かですとかね、そういったものを練り上げてい

くような予定でございます。 

現在はそういった形で進んでおりますので、また何かありましたらご報告させ

ていただきますので、よろしくお願いいたします。 

あともう一つ、旧和田公民館の関係なんですけども、新公民館が出来まして、

旧の公民館につきましては今、解体をやらせていただいております。工期として

は３月５日までということで、暫定的に駐車場という形で使わさせていただいて

おりますのでご報告させていただきます。 

以上です。この件で、ご質問ございますでしょうか。 

 

～意見なし～ 

 

 (７)閉会 

冨田課長    本日は貴重なお時間をいただきましてご意見いただきました。どうもありがと

うございます。次回につきましては３月 14日の木曜日に予定をしております。会

場につきましては焼津公民館第５、第６会議室を予定しておりますのでよろしく

お願いいたします。それでは長時間ありがとうございました。これを持ちまして、

第２回公民館運営審議会を終了いたします。皆さま、気を付けてお帰りください。

ありがとうございました。 
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