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平成 30年度 第３回焼津市公民館運営審議会 議事録 

 

１ 日 時  平成 31年３月 14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、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）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、 

      藤本大村公民館長、木村大井川公民館長 

 

４ 内 容  報告事項 ・平成30年度 公民館事業実績について 

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

       意見交換 ・公民館の在り方（理想の形）について 

       そ の 他 ・新元気世代事業について説明ほか 

        

(１) 開会のことば(冨田社会教育課長) 

本日は、大変お忙しい中をお集まりいただきまして、誠にありがとうございます。 

ただいまより、平成 30年度第３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、教育委員会事務局社会教育課長の冨田です。よろしくお願

い致します。 

  ここで、中野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) 

    皆様こんにちは。本日は年度末の大変お忙しい中、第 3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、この場をお借りしまして厚く御礼申し上げます。 

本年度も残すところあと 2週間ほどとなりまして、市の方では新しい第 18期の議員の方

によりまして、来年度予算に向けて只今、定例議会で審議をしていただいている状況であ

りまして、来年度に向けて着実に準備が進んでいる状況であります。 

今年度を振り返りますと、公民館まつりにおきましては、2月 23～24日で大井川公民館

が最後の公民館まつりの行事という事で、盛大に開催されまして、これで全館本年度の公

民館まつりは無事終了することができました。ありがとうございます。 

来年度事業に向けも、いろんな事業を検証しながら来年度に向けた事業の準備を各館と

もに館長を中心に取り組んでいるところでございます。どうか今後ともよろしくお願いし

ます。 

この公民館運営審議会につきましても、委員の方々のご協力によりまして運営が滞りな

く行われました。 

また、今回委員の皆様の任期も、まもなく本年 5月 31日で終了となります。2年にわた

りまして様々なご意見をいただきまして誠にありがとうございました。 

今後とも、変わられる委員の方、引き続きお願いする委員の方、今後とも各公民館行政、
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更には教育行政・市政全般に渡りまして引き続きご支援をいただければと思っております。

よろしくお願い致します。 

本日は事務局より、各館の公民館事業報告と、お宝発見講座のとりまとめについて、ご

報告させていただきます。また、今回は「今後の公民館のありかた」につきまして、委員

の皆様には事前にアンケートをお願いしたところ熱心に参考になる回答していただき、本

当にありがとうございました。また後ほどこのアンケートの関係につきましては、皆様で

意見交換をしていただきたいと思いますのでよろしくお願いします。 

結びに、委員の皆様には、引き続きご健勝で今後も公民館事業につきまして貴重なご意

見、ご提案をいただきますよう、お願い申し上げまして、私の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 3 回公民館運営審議会にお集まりくだ

さいましてありがとうございます。 

    本年度も事務局長がおっしゃられたとおり、残すところ、あと 2週間余りとなりました

が、各公民館におきましてはですね、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。 

    本日は、本年度講座等のですね、公民館事業実績についてと地域のお宝発掘講座第４弾

の結果報告を行います。 

また、審議事項と致しましては、今後の公民館の在り方について皆さんに事前にアンケ

ートに回答いただいたことについて、皆さんの更なるご意見を伺いたいと、このように思

っております。 

皆様のご協力により議事がスムーズに行われますことをお願いしまして、あいさつに代

えさせていただきます。本日はよろしくお願い致します。 

 

 (４)報告事項 

冨田課長    はい、松永会長、どうもありがとうございました。それではここで、委員総数

15名中、14名の委員の出席を只今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、本会議は成立していることを報告します。それでは、これにより議事に入ら

せていただきます。議事進行につきましては、公民館条例施行規則第９条第２項

により、松永会長にお願いしたいと思います。会長よろしくお願いいたします。 

 

松永議長    はい、それでは規定によりまして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いますようお願いします。なお、本日の議事録署

名人につきましては、永井鉄朗さん、よろしくお願いします。 

それでは、議事に入りたいと思います。始めに、次第の４報告事項（１）につ

きまして、平成３０年度公民館事業実績について、各館長よりそれぞれ説明をお

願いします。なお、順番については、ここに書かれているように焼津公民館から

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。 

焼津公民館では、今年度の自主講座は 30講座、自主グループは 14グループが活

発に活動しました。 
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高齢者学級は、80名の学級生が在籍し活動しました。環境講座や、焼津の歴史

をテーマとした歴史講座、ディスカバリーパーク焼津の職員に協力いただいての

天文講座など、幅広い分野の学習会を開催しました。 

レディースセミナーは 37名、社会学級には６つの学級に総勢 143名が在籍し、

講座については、健康や金融、文学など幅広い分野について学ぶことを心掛けま

した。その中の交通安全講座では、参加者が画面を見てボタンを押す装置を使っ

ての危険予知トレーニングも行いました。 

子ども・親子対象講座の「正月飾りをつくろう」では、親子連れのほか、お孫

さんと参加された方もいて、大変好評でした。 

成人短期講座は、歴史講座や文学講座が人気の講座になりますが、それ以外で

も様々な講座を開催しています。今年度、『 幸せをよぶ「言葉の力」 』という、

講座を開催しましたが、受講者には大変好評で、その様子は静岡新聞に掲載され

るなどしました。また、３Ｂ体操体験や薬膳の講座など健康講座も実施しました。 

コミュニティ関係では、「チェロとピアノコンサート」などの音楽講座や健康講

座を実施しました。健康講座の「緑内障と白内障のおはなし」は、参加者の中に

も罹患している人もいる様子で、興味深く受講されていました。 

その他に、施設利用の幅を広げるため、ロビーを活用して藤枝特別支援学校焼

津分校生の絵画展をはじめとして、朝顔展や写真展などを実施しました。 

来年度も、利用者に親しまれる公民館として事業展開を図っていきたいと思い

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。続きまして豊田公民館さん、お願いします。 

 

大石館長    豊田公民館の大石です。 

今年度、豊田公民館では、４１の自主講座、６つの自主グループ、成人学級並

びに高齢者学級が意欲的に活動していした。 

 短期講座につきましては、毎年好評である木目込み人形作り、みそ作り、正月

しめ縄作りに加え、若い世代にも人気のあるバーバリウム講座や、お金の使い方、

貯め方講座などを開催し、幅広い年齢層の方に参加していただきました。 

また、お宝発見講座では豊田地区の寺社や史跡を回り、豊田地区の歴史や隣接

する藤枝市の田中城との繋がり等を学習し、参加者からは好評でまたやってほし

いとの意見等もありました。 

子ども・親子対象講座につきましては、今年で５年目になる豊田科学研究所や

夏休み中の児童を対象にした、ねり香水作り講座、小学１，２年生を対象に自主

講座のハッピーイングリッシュと共催で英語教室も開催しました。 

コミュニティ関連としましては、ベビーマッサージや親子体操、シニアパワー

アップ講座、未就園児親子を対象にした「子供をかわいく撮ろう！」、「親子でミ

ニ四駆を作って走らせよう！」講座などを開催しました。 

特に、ミニ四駆講座については好評であり、今年も夏と冬の２回講座を開催し

ました。 

また、「子供をかわいく撮ろう」では、当館で活動する子育て支援グループの「こ

ぶたの会」にも協力してもらい、開催日や内容を協議しながら開催しました。 

この報告の中には入っていないのですが、地元の農業者グループが行っている

ジャガイモ堀りとかサツマイモ堀りのイベントに、「こぶたの会」や「すくすく広

場とよだ」などが参加しました。参加者の中には１,２歳の子もいたので、生れて
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はじめて芋ほり体験する子もいました。 

地域福祉では、公民館まつりのオープニングでフルートとピアノでミニコン 

サートをしてもらった方々にお願いして、小さいお子さんを持つ親御さんが気軽

に楽しめるように、子供が自由に歩き回れるようシートを敷きましてファミリー

コンサートを開催しました。 

また、民生委員や自治会女性部に協力していただいた友愛訪問は、女性部さん

が訪問してくれるのを楽しみに待っていると言ってくださる方もいました。 

子どもが長期休暇中に行う街頭補導やとよだ耐寒ハイクは自治会役員さんを 

はじめ補導員さんや、ＰＴＡ、子供会などに協力していただき、何事もなく無事

に終了することができました。 

昨年度同様に、勉強部屋として空いている会議室を中高生に開放したところ、

今年も多くの学生が利用してくれました。昨年までは焼津中央高校の生徒が多か

ったのですが、今年度は小学生や豊田中学校の３年生なども多く利用してくれる

ようになりました。 

今年度の事業を踏まえ、地域の方々と一緒になって、来年度もより公民館に来

やすく、様々な年齢層の方に利用していただけるように努力していきたいと思い

ます。以上になります。 

 

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さんお願いします。 

 

望月館長    小川公民館の望月です。 

平成 30 年度は自主講座については、年度途中で講師の都合により閉講した講

座がありましたが、新規の「ヘルシークッキング」「トランポウォ―ク」を含めて

32講座が開講致しました。自主グループについては新たに「楽しいハングル」や

「表装と裏打ち」が自主講座から自主グループへ移行して 26 グループとなりま

した。 

        次に、高齢者学級は 9回、女性講座と成人学級はそれぞれ 10回開催しました。

子ども・親子対象講座としましては、小川公民館の特徴である屋上を使った星空

観察会や夏休みなど料理実習室を活用した親子や子供の料理教室、和室を利用し

た、こども抹茶茶道などを活発に開催致しました。 

成人短期講座では、「朗読と解説による文学講座」や「小川の神社仏閣の解説（歴

史）講座」、公民館連携講座の「ぶらり散策編」に連動した座学講座も開講致しま

した。 

これ以外にも「歴史講座」をはじめ、「津波堆積物調査の結果解説」といったよ

うな男性が興味をもって参加していただけるような講座も今年は企画してみまし

た。 

最後にコミュニティ関連では、毎年大変好評を得ている、みそ造り講座、子ど

もを対象としたパンやお菓子作り、福祉関係の各種研修会を開催したほか、笑い

ヨガなどの新しい企画も行ってみました。小川公民館も新館になって５回目とな

り公民館まつりも５回目となりましたが、今年は好天に恵まれ多くの方々に来場

をいただき、無事開催することが出来きました。地域の皆さんのご協力に大変感

謝しております。 

なお、直近としましては、先月寒空の中でしたが、小川小学校の小川おやじの

会と共催で「こども焼きも大会」などの行事を無事に行い、年度末に向けても有

意義な活動が出来ています。 

以上、報告になります。 
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松永会長    はい、ありがとうございました。続きまして東益津公民館さん、お願いします。 

 

増田館長    東益津公民館の増田です。よろしくお願いします。 

東益津公民館の平成 30年度の事業報告をさせていただきます。 

まず、自主講座及び自主グループについてですが、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 62の講座を開いております。 

高齢者学級である高草学級では、本年度も東益津小学校４年生児童との交流会

など、小学校との複合施設としての利点を活かした取組みや、健康寿命に関心を

もってもらうための講座を中心に実施をしております。 

またですね、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をいただき、それぞれ役員を中心に運営していただきました。 

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、１年を通じ実施をしておりま

す。また、小学校の夏休み期間中には、パン作りや工作など五つの子ども講座を

開催しております。 

        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、市民吹奏楽団によるコンサート、お正月用

フラワーアレンジメントなど、地域住民のニーズや季節感を大事にしながら様々

な講座を実施しております。また、全公民館連携の焼津を楽しむ「地域のお宝発

掘講座」第４弾「地域ぶらり散策編」では、地域ゆかりの井伊直孝に焦点を当て、

「井伊直孝ミステリーハイク」と題し実施をしております。 

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、役員はじめ地域住民の方々が主体性をも

って高麓祭など各種行事・事業の企画・運営にあたっていただき、滞りなく活動

を終えることができました。 

来年度も、生涯学習や地域交流の拠点として、住民の皆様が利用しやすい公民

館運営に努めてまいります。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。続きまして大富公民館さん、お願いします。 

 

金高館長    大富公民館長の金高です。 

本年度大富公民館では、33の自主講座に加え、成人学級並びに高齢者学級をそ

れぞれ１学級ずつ、計 35の主催定期講座を開催しました。また、自主講座の卒業

生により構成された自主グループは、13グループとなり意欲的に学習を継続して

おります。 

        短期講座については、年間を通じ公民館主催及び地域コミュニティ主催で併せ

て 33講座開催いたしました。 

今年度の短期講座は、昨年度に引き続き、地元の食材を使った地元在住または

地元の店舗を構えている方に依頼し、地元の講師による「新じゃがのコロッケ作

り」や「春キャベツ丸ごと絶品レシピ」を開催し好評を得ました。３月にもを開

催する予定です。また、焼津市の公式マスコットであるやいちゃんシリーズとし

て、「やいちゃんの生菓子作り」や「飾り巻寿司」を開催し好評を得ました。 

今年度も昨年度に続き、公民館利用者層の拡大を図るため、土日の講座を開催
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しました。ポーセラーツ体験、エコ・クッキングを学びましょう、地域のお宝発

掘講座地域ぶらり散策編、コーヒーとクラシック，雅楽コンサート，津軽三味線

コンサートなどです。 

また、子育て世代の親の参加を促すため、託児が出来る講座を家庭教育学級と

の共催で開催しました。島ぞうり作りです。 

また、その他、親子で参加できる講座として親子３Ｂ体操など開催しました。 

        新たな利用者を増やすため、初めての企画としてポーセラーツ体験やハーバリ

ウム、リメイクネックレスなど工作系の流行を取り入れた講座を開催しました。 

さらに、日本の伝統音楽に関心を持っていただくため、雅楽コンサートや尺八コ

ンサートなど開催をしました。例年好評の津軽三味線コンサートも今月開催をし

ました。 

環境生活課の出前講座としまして「エコ・クッキング」を開催したところ、料

理の内容が「鯖と小松菜の卵とじ」という事で、なかなか申込者集まらなくて、

集客に苦慮した面もあります。受講された人には大変好評で開催して良かったと

言っていただいております。内容は地域課題でもある地球環境に優しい内容で出

来るだけ生ごみを出さない、ガス電気などのエネルギーを節約するなど家計にも

優しい内容で環境の説明が半分、料理が半分という配分です。また、集客に苦慮

したことを考えると、公民館としてやりたいテーマが、イコール受けたい内容と

は限らないことを痛感しましたのでＰＲを工夫してやっていきたいと思います。 

        来年度につきましても、引き続き利用者の拡大と地域課題の解決に向けて事業

展開を図っていきたいと思います。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さん、お願いします。 

 

小泉館長    順番で行くと、和田公民館ですがよろしいでしょうか。 

 

松永会長    飛ばしてごめんなさい、よろしくお願いします。 

 

小泉館長    はい、和田公民館の小泉です。よろしくお願いします。 

自主講座については 48講座となります。そのうち４つの講座が、自主グループ

として活動をしています。 

学級長会議は 3回実施し、成人学級のさわやか学級と女性講座は、合同での館

外学習も含め、それぞれ 11講座実施しました。また、消防・避難訓練についても

夏の冬に１回ずつ実施しております。 

        子ども親子対象講座、成人短期講座、コミュニティ関連事業につきましては、

記載のとおりではございますが、今年度はですね、連続講座を和田では意識をさ

せていただいて講座を開催しました。コニュニティ事業として毎年開催をしてい

る６回連続講座となります歴史講座や文学講座をはじめ、朝ヨガの３回連続講座、

ふまネットの３回連続講座、あと脳トレの６回連続講座など連続講座にすること

で、参加者も内容が理解できて、引き続きグループ活動をしたいということでで

すね、来年度、脳トレにつては自主グループができる予定でございます。 

また、小さなお子さんを持つ母親の参加促進のために、地域福祉の事業として

託児サービスを２回実施しました。特に若いお母さんがやいちゃんの生菓子作り

や季節の練きり講座に参加でき大変好評でした。 

また今年度は、公民館も新しくなりまして、講座を開催する部屋、あと自主講

座の部屋の割振り等が大変な部分もありましたけども、この１年かけてですね、
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講座生にも使い方など理解してもらいながら、運営できたかと思います。 

また、地域交流センターでもあることから、成人学級であります、さわやか学

級とですね、隣接する和田小学校の１年生とですね手遊びなどの交流会を実施し

て、世代交流の事業も開催しました。 

        公民館まつりもですね、新しい所という事から年度当初からコミュニティ組織

である地域づくり推進会の協力により、協議を重ね、何とか事故も無く多くの来

場者に来ていただけました。敷地が非常に広くなったという事でですね、迷子に

なる方もいて大変でした。 

        まだまだ、新しくなって１年ということで、当然運営にも課題はありますけど

も、地域の皆さんが交流できる場所として、開放的な場所になるよう、関係団体

と協力して運営していきたいと思います。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さん、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。 

今年度、港公民館では、自主講座が４７講座、自主グループ１０グループの計

57講座が開講しました。 

公民館主催の高齢者学級や女性学級は、昨年より参加人数が減ってしまいまし

たが、毎回大勢の学級生が毎回参加していただきました。 

また、父親学級は奇数月に開催していますが、講座生が１１人ぐらいしかいな

いため、公開講座として、歴史講座などを開講しました。 

公民館主催の子どもを対象とした講座では、毎年、お菓子作り教室が、ほぼ、

募集定員になりますが、だいたい、顔ぶれが同じになってしまっているところが

ちょっと懸念するところです。 

夏休みには小学生を対象としてコミュニティとの共催で静浜基地の飛行場見学

を行い好評でした。 

一般向けの講座については、毎年大人気の「手作り味噌講座」を２回行い、来

年度も講師の先生にお願いをして日程も決めおります。 

また、地域お宝発掘講座ぶらり散策編として、コミュニティ関連事業の健康ウ

ォーキングに合わせて、港地域の歴史にかかわる場所を、地元の人を案内人とし

て迎え、説明を所々でしていただき、好評でありました。 

地域コミュニティ関連のおもな事業では、７月に地域づくり大イベントであり

ます、子ども達の育成の一環として自治会、学校、保護者、港小育成会、地域住

民の協力による木屋川ボート大会を盛大に行いました。 

３年目にもなりますが、港地域の福祉の現状を知ってもらい、関心を持っても

らうための「港地域ささえあい講座」を４回シリーズで行い、約 200人を超える

人を集めました。 

１０月にですね、国境なき医師団の日本会長の加藤様による講演も開くことが

でき、港小６年生をふくむ２００人を超える方が貴重なお話を聞くことができ大

変喜ばしい事でした。 

公民館の最大のイベントであります「公民館まつり」ですが、昨年の１０月  

２７日２８日に行いましたが、２７日の午前中が雨の予報だったため、駐車場の

模擬店をすべて公民館のロビーで販売をしたため、来場者で混雑してしまいご迷

惑をおかけしてしまいました。来年こそは、秋晴れのもと、大勢の来館者が来て

いただきたいと願います。以上です。 
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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    はい、大村公民館の藤本です。 

大村公民館では、自主講座、自主グループ併せて４1団体が年間を通じ活動し、

高齢者・成人・社会学級については、それぞれ各 11 回開催しましたが、高齢化

に伴う講座生、学級生の減少が進み、新規受講者の確保が課題となっています。 

子ども・親子対象講座は、毎年好評の夏休み館外学習としまして、今年度は、

リニューアルした静岡県水産技術研究所やバリ勝男くんのふりかけで有名なシー

ラックの工場見学などを通じ、焼津の基幹産業を学んだ「焼津水産業施設見学会」、

それから新規事業として、20人の定員募集に対し、60人が受付に殺到しまして、

大抽選会となった「アイシングクッキー教室」や「陶芸教室」などを行いました。 

成人短期講座は、申込み希望が多く、開催回数を増やした「はじめてのスマホ

講座」や健康ブームの中で注目を集めている食材や運動を取り上げた講座としま

して、糖質が低く、栄養価が高い「ふすま粉」を使った「糖質オフ料理講座」、そ

れから、骨密度の増加や生活習慣病予防などにも効果があります「インターバル

速歩」の体験講座を開催し、その他、歴史・文学・音楽に関する講座なども行い

ました。 

コミュニティ関連事業としては、夏休みに、自然観察と体験学習を兼ねた恒例

の「瀬戸川遊び隊」を総勢 71 人のにぎやかな雰囲気の中で開催しまして、冬休

みには、ディスカバリーパーク焼津職員によります「家でできちゃう実験ショー」

を行い、お正月などに披露できる科学の遊びなどを学習しました。 

最後に、地域福祉推進委員会では、地域包括センターや医療機関と連携した健

康講座やささえ合い研修会を通じ、参加者は地域課題などについて、意見交換、

情報共有を図ることができました。以上です。 

 

松永会長    はい、ありがとうございました。最後になりましたが大井川公民館、お願い  

します。 

 

木村館長    大井川公民館の木村です。よろしくお願い致します。 

まず、事業運営報告の前に、大井川公民館まつりについてご報告させていただ

きます。 

今年の公民館まつりにつきましては、2月23日と24日の土日に開催しました。 

１日目のオープニングでは地元の大井川ジュニア合唱団、ＪＡおおいがわの農

産物ＰＲユニット“茶果菜”や司会進行をお願いしました鈴木裕子（ゆうこ）さ

ん、通称ゆっぴーさんのバルーンショー、志太消防本部による住宅用火災警報器

の設置を促進する住警器マンステージなどでオープニングを飾りまして、両日に

亘り自主講座生のステージ発表と作品の展示体験を行い、公民館の活動を紹介で

きました。 

また、大井川地区の幼稚園児の作品や、小中学生の富士山の日の作品を展示し、  

会場内スタンプラリーなどを行いまして、体験コーナーではミニチュア体験とミ

ニフラワーアレンジメント体験を実施させていただきました。 

第２回の公民館運営審議会でもご紹介させていただきましたけども、2 日目に

は学生ボランティアの司会進行を一生懸命に務めてくださいまして、学生生活最

後にとても良い経験ができたという事で、非常に感動して 2日目を締めてくれま

した。 

２日間を通して、天気にも恵まれまして、大きな事故もなく、子ども連れから
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お年寄りまで皆さんに楽しんでいただけたものになりました。 

続きまして事業運営報告に移りますけども、自主講座につきましては 33、社会

教育団体が 24の合計 57講座や、高齢者講座と女性講座などを開催しております。

女性講座では、座学や運動、コンサートなど、充実した内容で喜ばれました。 

子供や親子を対象とした講座では、大井川ジュニア合唱団の定期演奏会を   

ミュージコで開催したほか、新たに社会教育課との共催事業で全３回に渡り大井

川いちごフェアの開催やクリスマスケーキ作りなど親子で楽しめる講座を開催で

きました。 

成人向けの単発講座では、やさしいスマホ講座や個性ある書体でハガキや手紙

を書く、己（おのれ）書体験講座、毎年大人気の味噌づくり講座などを開催して

おります。 

コミュニティ関連事業では、夏休みこども講座特集と題しまして、虫のかたち  

クッキーづくり、ビーズ昆虫ストラップづくり、目指せ！ザリガニ博士教室を開

催しております。 

また、昨年に引き続き朝から健康シリーズの第１弾として、朝食付きで朝ヨガ  

講座を開催させていただきまして、今年は金曜日の夜を利用しまして「フライデ

ーナイト・ズンバ」を開催し、幅広い年齢層を対象に事業を実施することが出来

ました。 

以上が、平成 30 年度の大井川公民館事業実績となります。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。各公民館長さんありがとうございました。 

今、各公民館館長さんから１年間の報告を伺ったわけですけども、こうした中、

皆さんからもうちょっと聞きたいよという事があったらお願いします。 

        

松永議長    皆さん、ございませんね。 

        あ、はいどうぞ、永井さん。 

 

永井委員    あの、最後の大井川公民館の朝ヨガ講座というのが興味深いんですが、何時ご

ろから何時ごろまでやられたんでしょうか。 

 

木村館長    朝ヨガ講座につきましては、朝の７時半から始めまして、開館する前までの８

時半までの約１時間になりますけれども、サンドイッチを私が朝早く買いに行き

まして、講座生の分を準備しましてヨガをやっている間に食推さんにもですね、

スープをちょっと作っていただきまして、サンドイッチとスープを終わった後に

食べていただくなり、持ち帰りできるような形で付けさせていただきました。 

        以上です。 

 

永井委員    あの、夕方とか夜の講座もあったんでしたっけか。 

        あ、フライデーナイトズンバ、これは何時から。 

 

木村館長    あの、フライデーナイトズンバの講座ですが、自主講座にズンバの講座をやっ

ているところがありまして、その講師の先生にお願いして、いつもですと土曜日

の午前中になるんですけども、それを夜の時間でお仕事のあと、参加できるよう

な状況を作らせていただいて、単発ではありますけれども夜の７時から８時半の

１時間半でリズムに乗って皆さん声も大きく上げてストレスの発散にもなり、結

構賑やかくやっていただきました。以上です。 
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永井委員    どうもありがとうございました。 

 

木村館長    ありがとうございます。 

 

松永議長    ありがとうございました。その他に何か。はい、巻田さんどうぞ。 

 

巻田委員    大村公民館さんのところで、福祉施設訪問という項目がありますが、具体的に

どのような内容だったでしょうか。 

 

藤本館長    大村公民館の傍に社会福祉協議会の施設があるんですけど、その中に慈恵園と

いう施設がございまして、そこへ伺って入所者の皆さんと一緒にハーモニカのコ

ンサートを公民館の自主講座にハーモニカの団体があるものですから、その方々

の協力を得てハーモニカコンサートを行った内容になるんですけどね。 

        よろしいですか。 

    

巻田委員    ありがとうございます。あの、実はね、私も福祉施設の方へはね、伺って施設

の方と一緒に歌をやったりすることがあるんですけど、非常に入所者の方とか通

いの方が興味をもって対応していただけるもんですから、今こちらの資料を見ま

して、すごくいいかなあと興味深く拝見させてもらったですけど。 

 

 

藤本館長    ありがとうございます。懐かしい曲を結構やってくれるもんですから、入所者

の皆さんも口ずさみながら、和やかな雰囲気の中約１時間ぐらいなんですけどね、

一緒に鑑賞して盛り上がっていました。 

 

巻田委員    なるほど、ありがとうございます。私もね、前に痴呆の進んでいる方の施設で

やらせてもらった時に、初めはハッキリしてなかったんだけども、終い頃には痴

呆が進んでいる方でも口ずさんで声には出ないけど、口は動いて一緒に参加して

いるという雰囲気が見られたもんですからね、音楽っていうのは公民館で活動さ

れている方がね、そういう施設と連携するってものは非常にいいんじゃないかな

という事を特に思いました。ありがとうございました。 

 

藤本館長    ありがとうございます。公民館のですね、事業としては年１回なんですけど、

自主講座とかですね、他のグループなんかも慰問的にですね、福祉施設なんかへ

いろんなグループがですね、参加されているってことは伺っています。 

 

巻田委員    ありがとうございます。 

 

松永議長    因みに、巻田さんはギターで行ったんですか。 

 

巻田委員    はい、ギターで行ってきました。 

 

松永議長    ありがとうございました。その他、ございませんか。はい、小杉山委員。 

 

小杉山委員   一番下の表のところで、ちょっとウォーキング関係ですかね。耐寒ハイクとか

歩け歩けハイクですか、ちょっとチェックさせていただいたら、５つの公民館さ
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んはですね、取り入れられてやっておられる様なんですけども、それ以外の方ち

ょっと見る限りはですね、ハイキングですか、ちょっと載ってないんですけども、

今後ね、あの、そういうのを取り入れていく考えがあるのかどうかというのをち

ょっとお聞きしたいんですね。というのは私、豊田なんですけども、まあ耐寒ハ

イクっていうのもずいぶん前からやっているんですけども、結局ここに関わるね、

人っていうのが地域全体に例えばＰＴＡからですね、あとは専門委員の女性部と

か保健部とか、諸々の方がですね、多種にわたって参加すると、まあ目的は健康

に繋がるというハイクではあるんですけども、地域のあらゆる層の方が関わると

いうことで、まあ運営するというのは若干大変なところはあるんですけども、な

んとなく公民館がそういうのを続けて行くのはいいのかなっていうのも私もちょ

っと気がしていたんで、例えばこれ実際はやっているのかもしれないんですが、

これを見る限り、港公民館さんとかですね、小川公民館さん、或いは東益津さん、

あっ、ごめんなさい東益津さんはやられてるんですよね。ちょっと見ると、ない

ところがあるんですが、今後取り入れて行きたいことがあるのかどうか、ちょっ

とやられてない公民館さん、もしお金のこともあるが教えていただきたいと思っ

ております。 

 

松永議長    今報告の無かった公民館さん、いかがでしょうね。 

 

望月館長    小川公民館です。一昨年、２年ほど前までは地元の保健委員、女性部のほうか

ら、歩け歩け大会とかウォーキングが関係あってんですけども、公民館のほうに

はやめましたという報告が入ってますので、ここ２年やっていません。 

 

小杉山委員   なんか理由があったんですかね、やめるっていう。面倒くさいとか。 

 

望月館長    理由は何も聞いておりません。もうやらないという報告、やれませんという事

ですね、言葉で言うと。もうやれないという報告で、はい。 

        あの、小杉山委員おっしゃるとおり、いい行事だなと思うところはあるんです

けども、代わりの行事といいますか講座として笑いヨガを計画したり、なにかし

ら体を動かせるような福祉関係のコミュニティで、ということで代替を公民館と

しては考えています。以上です。 

 

松永議長    そのほかの公民館さん。やってないとこの館長さんありますか、一言。 

 

 

木村館長    大井川公民館です。大井川公民館もウォーキング的な事業は実施しておりませ

んけれども、大井川公民館につきましてはコミュニティの推進っていうんですか

ね、あの、組織がですね、自治会等の拠点となっているところがない状況で、自

治会の委員さんたちと事業を展開するというのが非常に難しくて、公民館まつり

もそうなんですけど、自主講座もしくは社会教育団体の皆様の協力を得る中で、

やらせていただいているという事もありまして、これは前からの課題にはなって

いるんですけども、そういった自治会組織も巻き込んでコミュニティの拠点とな

る施設に向けてですね、いろいろな形で取り組んでいく中でウォーキング等の地

域全体を巻込んだ事業が展開できればなと考えておりますので、今後の検討課題

とさせていただきたいと思います。ありがとうございます。 

 

松永議長    よろしくお願いします。 
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    あと、焼津公民館、豊島さん。 

 

 

豊島館長    はい、焼津公民館のほうでは、ウォーキング的なものは、外に出てというもの

はあまりやっておりませんけれども、講座として体を動かすという事で室内には

なるんですけども、各種の講座をやっております。それと、地域のお宝発掘講座

につきましては、集まった方についてはですね、散策という形という事で全部歩

きで一応行って現場を見てくるという形をとりましたので、そういった意味では

外に出ております。今後は可能であれば、外に出る講座も考えていきたいと思い

ます。以上です。 

 

松永議長    はい、ありがとうございます。 

 

小杉山委員   ありがとうございました。 

 

松永議長    そのほか、何かご意見ございますか。無いようでしたら、以上の報告（１）は

終わります。 

続きまして、報告（２）として、焼津を楽しむ「地域のお宝発掘講座」第４弾

につきまして、担当の東益津公民館館長、増田さんからお願いします。 

   

増田館長    それでは、報告事項（２）焼津を楽しむ「地域のお宝発掘講座」第４弾につい

てという事で、今、植村係長のほうから冊子を、ちょっとボリュームが多いので

委員の皆様分がありません。申し訳ありませんけども、一応３冊用意をさせてい

ただいて、本日は回覧という事でお願いしたいんですけども。 

この『 焼津を楽しむ「地域のお宝発掘講座」 』についてはですね、昨年、    

平成 30年の 9月から 12月にかけて各公民館ごと開催しております。その内容に

ついてはですね、昨年の暮れに行いました第２回公運審で、既に報告させていた

だいております。その時に、委員の皆様からのいろいろな意見或いは提言等をい

ただきまして、その中で、一冊の報告書にまとめて、各公民館に置いて来館者、

一般の来館者の目に触れられるような事でどうかという提言がありました。この

提言を踏まえまして、公民館の館長会議等でいろいろと検討いたしまして、実施

内容或いは当日の資料等を各館ごとまとめた報告書を、今、皆様回覧をしており

ますけども、このような形でまとめることにしまして、この度、完成というか、

出来たものですから、その報告という事になります。こちらについてはですね、

まあ今日は、ある意味サンプル的なものにはなりますけども、ほぼ中身は変える

ことはないと思いますけども、一応同様の物を各公民館１部ずつ用意をして配架

をします。一般の来館者が手に取って見ていただくような形で考えておりますの

で、もし今日ご覧になって、委員の皆様も、私も資料として欲しいという事であ

れば個別に対応させていただきたいと思います。 

一応、ザーッと見ていただいて、あまり時間がないですけどね、もしこういう

内容がいいんじゃないかと言うご意見があれば、後ほど伺いたいと思いますの、

よろしくお願いします。以上になります。 

 

  

松永議長    はい、ありがとうございます。それで増田さん各館に配布されるのはいつ頃で

すかね。 
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増田館長    今用意しておりますので、できましたら年度内にですね、各館のほうに配架を

したいと考えております。 

 

松永議長    はい。じゃあ、よろしくお願いします。 

        只今のですね、「地域のお宝発掘講座」につての報告ですけれども、何かご意見

ございますか。 

無いようでしたら、次のですね、意見交換という事で公民館の在り方、理想の

形はどんなものかという事についてですね、この提案をされたのは小川公民館の

望月さん？ですか？では、これについてちょっと説明をお願いします。 

 

（５）意見交換「公民館の在り方（理想の形）について」 

望月館長    小川公民館の望月です。 

        委員の皆様には今回アンケートを事前に審議会の前に記載していただき回答し

ていただきましてありがとうございます。 

        これらの企画、アンケートをですね、事前にいただいての審議会というのは、

恐らく初めての試みではないかと思いますけども、今後の公民館の在り方といい

ますか、難しい大きな課題なんですけども、皆さんのご意見をいろいろ聞いてみ

たいと思いまして、公民館長皆で考えてみまして、アンケートを致しました。 

        今回ですね、私のほうから審議会の始まる前に、初めは小泉館長からお願いを

させていただいて、私が審議会前に小泉館長と望月がまとめたものを皆さんに配

布し、本日見ていただいたと思います。非常にあの、１５人の委員さんいらっし

ゃいますけども、１５人の方全員に回答していただきました。 

        なるべく皆さんの意見がそのままになるような形で、文章もあまり変えずに乗

せさせていただきましたけれども、問１から問３まで設問を設けさせていただき、

最後にその他もございます。 

        読んでいきますと、中には同じような意見の方、もちろん皆さんそれぞれの事

を書かせていただいていますし、問１、問２、問３に渡って同じテーマでお話し

ていただいているところもございますが、今日は時間も限られておりますけども、

順番に問１の回答欄、問２の回答欄、問３の回答欄について、あの、忌憚なきご

意見を伺いたいと思いますので、順番にお願いしたいと思います。 

        なお、問１、問２、問３を書く中で、大きな項目で、利用できる人・団体、利

用できる目的について、講座を企画・運営すべき主体について、整備すべき施設・

設備について、その他というような分け方もしてありますけども、問１、問２、

問３という大きな塊の中で皆さんにいろいろ意見を伺いたいと思いますのでよろ

しくお願いします。 

 

松永議長    私にとりましては、大変難しいテーマでありまして、皆さんたくさん書かれて

ありますから、この件について更に言いたいよという人がありましたらお願いし

ます。 

         

望月館長    恐れ入ります。まず順番で問１の皆さんの考える理想像の公民館とですね、ご

意見をこれだけ書いていただいております。これについて、更にご意見がござい

ましたらお願いしたいと思います。 

 

        今回のこのアンケート中で、ご意見という形のものがあったり、あと質問です
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ね、これ良く分からないんですけどっていう事もあると思います。本日、公民館

長９人おります。あと社会教育課職員もおりますので、これを機会に聞いてみた

いことがある、質問でも構いませんので、ぜひよろしくお願いします。 

 

 

松永議長    先ほど、１年間の報告でですね、人が集まらなかったよって言う様な講座があ

ったかと思うんですけども、そういう点の対応っていうのはどのように考えてお

りますかね。 

        えーっと、木村さんのところで人が集まらないって言わないっけか。 

 

木村館長    いえ。 

 

松永議長    あ、その前だっけ、港と…大村だね、なんかの事業で人が集まらないよって事

がありましたけどもね、そういう原因は何だと思います？ 

        あと、大富もあったね。 

 

金高館長    大富のほうでエコクッキングという講座をやった時に、人数の集客に苦労しま

したという話をさせていただきました。それはですね、公民館のほうとしては、

やりたい講座、地域課題に則した環境の講座をやっていきたいというのがありま

して、環境生活課の出前講座を使ってエコクッキングで、これなら料理の事もあ

るし来てくれるかなってことで開催をしたんですけれども、実際には料理なら料

理で魅力のある料理って感じであれば集客っていうのは割とうちの講座でも新じ

ゃがを使ったコロッケ作りだとか春キャベツの講座っていうのは本当に人気があ

って、先生に着いているという部分もあるんですけども、集客も全然苦労するも

のではないですけども、そういう意味でも今後その公民館としてやりたい講座を

いかに集客よくＰＲしていくかというのが一つ課題かなあと思ってます。それに

は、ＰＲの仕方が足りなかったというのもありますし、またはテーマが良くなか

ったのか、料理をもう少し変えた方が良かったのか、いろいろ考えながらちょっ

とやっていきたいと思います。勿論、利用者の拡大という部分だけで考えれば、

それのみで味のあるニーズに則したものでやっていけばいいと思うんですけど、

公民館でやりたい地域課題に則したものというのは、どうしてもやっていきたい

側面ですので、その辺も含めて変えていきたいと思います。 

 

松永議長    ありがとうございました。それではあの… 保科さん、どうぞ。 

 

保科委員    すみません、今のクッキング出前講座で環境生活課の人に来てもらってエコク

ッキングをやろうとされたんでしょうかね。じゃなくて、クッキングはクッキン

グで別に、環境のほうは環境のほうでという事なんですかね。 

 

金高館長    両方です。 

 

保科委員    両方ですね。エコクッキングって言ってすぐに行ってみたい、なんだろうって

思う人がどれだけかなっていう事で、エコクッキングって何って言う風にして素

通りしちゃうことも有り得るんですが、１回私たちがクッキングを計画した時に

やっぱりエコクッキングでやったんですけども、こんな事やります、こんな事や

ります、講師はこんな人です。っていう風にして３０人？３０人じゃないかな、



H30-49 

 

15 

焼津公民館のあそこいっぱいくらいにやったんですが、難しくないよっていうと

ころから入っていって、じゃあエコなクッキングをするにはどうしたらいいのっ

ていう風に入っていくと、だから１回の講座だけで少なかったので、じゃあやめ

ようかなっていうのもまた一つ問題かなっていうので、せっかく公民館のほうで

やりたいなっていうのがあれば、今度はやり方をどうかするっていうので、環境

問題も大切な事ですので、進めて行かれたらいいのかなあって思いました。 

        環境のほうでは、小学校のほうに出前講座に行こうかっていうような話も出て

たり、決まりじゃないんですけど、そんなのやったらみんな環境の事もみんなに

分かってもらえるねって話もあったりもしたんですけど、それを公民館でやられ

るともっと身近に感じることもあるのかなって、今思いました。 

 

松永議長    ありがとうございました。 

 

望月館長    保科委員ありがとうございます。 

今、金高館長からも話があったんですけども、我々公民館長は、いつもいろん

な講座の企画を考えておるんですけども、やはりお客さんどれだけの応募がある

か、人が集まってくれるかってことを常に気にしています。それはもちろんそう

なんですけども、いろんなところからこれは好評だよっていうのがあれば、自身

をもってやれるんですけども、新たなことにチャレンジしようとすると、いつも

来なかったらどうしようという裏返しでですね、非常に不安なところがあります。 

我々は主催者側、開催者側の気持ちになってしまうので、なかなか見えてこな

いところがあるんですよ。地元の要望が本当に聞き取れてるのかっていうのが、

いつも疑問に思っているところがあるもんですから、公民館利用者の代表者であ

られる皆さんの感覚とか意見とかを非常にいつも聞きたいと思っております。 

これをやってみて成功したけど、と私たちは思っても反面、これはつまらなか

ったよって言われてしまう。ただ、それを気にしすぎると新しい事が出来ないと

いうジレンマがあるもんですから、今回このアンケートを取ったのはですね、皆

さんに私たちでは分からないところのご意見を伺いたいし、この審議会でお話し

いただければなあと、あと、このアンケートを我々もいろいろ、読ませていただ

いて、非常に参考になるところもあるんですけども、皆さんそれぞれにいただい

た意見だけで我々が分かるんではなくて、同じ委員さん同士でもこういう事思っ

ているんだって事をこのアンケートで分かっていただけるかなあと思いまして、

この審議会意見交換という形式でお願いしたという経過があります。 

ですから、皆さんの中でこの委員さんはこう言っているけど私はこうだよとい

う意見でも構いません。すべてに同意するという事もないと思いますので、今回、

時間が短くて申し訳ないんですけども、今回特に喋ってみたいよ、思ったことが

事前に読んでいただいているのがあると思いますので、それを忌憚なく喋ってい

ただけると、で、質問事項があれば勿論、社会教育課や公民館長のほうで回答さ

せていただきますので、ぜひ、自由にって言いますか、気楽にお話しいただけれ

ば幸いです。お願いします。 

 

山口委員    このアンケートね、一応、羅列していただいてますけども、非常に読みにくい

ですね。せっかくですもんで、これを分析してほしかったなというのが思うんで

すね。ざっと見た時に、問２を見てみましても、共通する項目はいっぱいありま

して、いわゆるこの上から２番目に出ている、誰でも気軽に利用できる、これが

やっぱ全体を通した流れの中に同じ文章が何回か出てくるという事で、これは前
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からずっと言われて、この場でも話し合ってどうしたら人が呼べるっていう事、

話し合っていたなっていう事で、一つ傾向としてはこれで分析は簡単にできたん

じゃないかなあと思いまして、結局テーマとして皆さんの要望の中にある意見の

中にあるのは、若い世代が来ないよという事ともっと障がい者と一般の人たちが

ふれあう場があったらいいなと、障がい者の人たちは障がい者の一つの会があっ

て利用はされているんですけども、ふれあう場所っていうのはあんまりないです

ね。そういう事が全体の中で文書に出てるなと思います。圧倒的に分析というか

皆さんの感覚でも分かると思うんですけど、高齢者の方が圧倒的に利用が 90％ぐ

らい締めていますよね、今のところ何処のところも。そういう人たちというのは、

いわゆるお金もないし。そうなると、３番目の自主グループでも無償で教室を利

用できるというのは、これは数年前、５．６年前ですか、ここの審議会で決定さ

れたと過去の記録でも見ると読んであります。それで、できるだけ自主グループ

化して、公民館主催講座は自主グループ化して、それに対しては有償ですよ、と

半額負担ですよという形で確か前にうたわれていたかと思うんですけども、そう

いう事もあって、その当時の流れの中ではお金のない老人たちが、じゃあ会辞め

ようかって言って辞めてった自主グループ化できなかったことがあったりしたこ

ともありましたもんで、これはもう審議会で決められたという事で、我々にはど

うすることもできないけれども、もっと若干緩めてもいいじゃないかなあという

感覚もありました。 

この文書をこの辺をすっとまとめていただけると読みやすかったなと思います。 

 

林委員     素朴な質問なんですけども、公民館ていうのは行政の出先機関ですよね。です

から、公民館は行政からこういう事やってもらいたいなあという要望というもの

は、公民館長の中で練って失敗であろうが何であろうがやると。手段方法は委員

さんも居るし、いろいろなところで手段方法は今まででなんで集まんなかったの

かとか、そういう事まで掘り下げて進めていくと。だから、２年３年かかるもの

もあると思います。或いは段階を踏んで進めていくというのもあると思うんです

ね。だから、一館長が頭の中で描いてやりたいなあと、後ろも応援してくれる、

だけど失敗したら困るというのも本当に頷けると思うんですよ。っていうのは、

次の年に報告の時に失敗しましたというのをあげたらですね、なんだっていうよ

うに跳ね返ってきちゃうんですよね。そうすると、次のほかのところもあそこで

失敗したから止めとこうよっていう話になっちゃうんですよね。今ちょうど年度

替わりで、次年度の計画はどんどん出しているはずです。参加人員の人数の確認

表なんかも既に３月中に今の講座を受けている人はどうですかっていう参加のや

つも継続の方は継続っていうのを集めてますよ。この表っていうのは、次の年度

の事までつながっているんです。だから、館長が新しいことをやろうとするって

事はどこにはめるのっていうところまでしっかり組み立てないと、市の行政がそ

ういうことやったら、全部やりますかってところもすり合わせをしてやると。い

う事でないと出来ないんじゃないかと私はそう思います。 

 

松永議長    はい、ありがとうございました。 

        はい、本間さんどうぞ。 

 

本間委員    山口さんがおっしゃった事、すごい頷いたんですけどね、問１の所については

キーワードがいくつも出ていて、例えば、気楽に参加できる「気楽」とか、あと

地域に開かれているとか、全ての市民がそこに参加して学びの場であるとか、交
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流する場であるとか、そういうものが理想とする公民館かなと私は読み取ったん

ですけど、私が思っているのは、高齢の方が多いですよね。参加している方がね。

で、若い方とか障害を持った方とか子供さんとかっていうのが、少ないのかなっ

ていうのが実感なんですけど、そのへんをどうしたら参加できるように開かれて

いくようになるのかなっていうのは考えていかなくてはいけない事なんじゃない

かなってこれを読ませていただいて思いました。それから、先ほど公民館の事業

報告を伺ったんですけども、どの公民館さんもいろんな講座を企画されていて、

昨年聞かなかった内容がいっぱい入っているっていうのが、すごい驚きで参加し

たいなって思うのが沢山あったんですけれども、たての？じゃなくて横のつなが

りの公民館、たぶん公民館の館長さんたちは、お集まりになっていろんなお話を

なさっていると思うんですけれども、この公民館がやってないからどうかって事

ではなくて、横のつながりで考えていることなんで私はそれでいいのかなって思

ってみたんですけどね、だから、ここの公民館はやっているけどこっちではやっ

てないよ、だけどそれは地域のニーズもあるので、それはそれでいいんじゃない

かなって、だから、横のつながりでこの公民館の理想とする事に近付くことがで

きればそれでいいのかなって、このアンケート結果で思いました。 

 

松永議長    ありがとうございました。 

        はい、保科さん。 

 

保科委員    このアンケート報告を送られてきて、これを読ませていただいた時、皆さんの

感想というか、かなり真面目にかなりしっかり考えていらっしゃるんだなってす

ごい感じました。これだけたくさんの事が出て来てる中で、じゃあ公民館の館長

さんたちは、これ全部拾ってみてどういう風に考えたのかなって逆にお伺いした

いなっていうふうに思ったんですが、いかがでしょうか。 

        私たち、みんなこれ出してますよね、出してそれぞれがそれぞれの事でダブっ

てることもたくさんあるんですけども、関連してることが沢山あるなって思った

んですが、それでこっちに振ってもらって、これはこうじゃない、ああじゃない

っていうのもそうなんですけれども、出してもらったっていうのも変ですけども、

公民館さんのほうでどんな風に考えてるのかなって思いました。が如何でしょう

か。 

 

松永議長    確かにね、書いたんですけど、逆に館長さんたちはどう思ったのかな、これを

読んでね。 

 

保科委員    かなりみんなしっかり思って考えましたので、どうなんでしょうかってね。今

すぐそういうのじゃないんですけど、これを踏まえてどうしたかっていうのが、

またフィードバックがあるのかっていうのも、ちょっと思っています。 

 

松永議長    はい。 

 

冨田課長    社会教育課長の冨田です。今回これを企画させていただいて、望月館長にお願

いしたのは、公民館の在り方というのを次々に考えなくてはいけなくて、藤枝市

は地域交流センターという形で社会教育法から外れています。営利企業さんも貸

しているし、政党などにも貸している状況です。要はどんな方も使っていいんで

すが、その代わり学習場所ではなくなってしまいますので、正直みなさん均一料
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金でやっていただいいて館を貸しますと、いうところが主になります。焼津はど

ちらかというと、分析していくと提供講座はかなり多くて、静岡、浜松を除けば

県内トップです。３百何講座ありますのでトップです。要は焼津市から提供して

いる講座は皆さん応募してやっていると。これが例えばほかの方ですと、自分た

ちでグループを使って、そこの公民館に部屋を貸してくださいっていうところも

多いと思います。理想的はどちらかっていうと、自主的にグループでやっていた

だけるといいと思います。今回これをさせていただいたのが、焼津型の公民館っ

ていうのは、どういう運営がいいのかなと、市長のほうからも公民館ってそのま

ま行くの？と言うのもあります。それもちょっと伺いたくて、皆さんが考えてい

る公民館といいますか、この施設をどう考えているのかと、いうので聞いてみた

かったというのがあります。これを見て一番初めに考えたのが、その他の、理想

とする公民館という設問が大きすぎて回答ができない。あ、そのとおりですよね

ってそういう感じなんですけど、私が考えるのは同じように、とにかく入りにく

いというか、別に用がなくても来てくれるっていうのが理想だと思っています。

和田公民館を造る時に、ホテルのロビーが一番いいよねとか、ちょっと私にお金

をくれれば４０万くらいのソファーを置いてやろうとか思ってたんですけど、な

かなかそういう予算はなく。そういった音楽が流れるようなフリースペースがあ

ればいいなあと思っています。予算的なものでなかなかできないというのもござ

います。あと、感じるところでは、利用できる人間、そういうところもあったり、

一番思ったのは利用料金はタダならタダのほうが本当にいいんですが、正直いい

んです。これから人口が減っていってこの施設はどんどん潰していこうとか、そ

ういったものは行政はやらなければならないんですね。なので、そこで受益者負

担といいますか、使っている方が出していかないとその施設がももたないんじゃ

ないかとどうしても考えます。全国的に見るとタダの所もあります。ただ元々木

造校舎を改装したような所とかもありますし、焼津の２倍３倍の所もあります。

その辺は料金の見直しとか考えてやっていかなければと思います。そういう意味

もありまして、現実的にどのような公民館を創れるのかというのと、今でなく大

体３０年後くらいの公民館がどういう姿が一番いいのかという事で考えておりま

した。私たち行政側はそういう風に見ちゃうんですけども、利用者側はどう見て

るのかなというのがありました。ただ、嬉しいなあと思っているのは、皆さん行

政的な所から対極的に見て下さっているものですから、嬉しいなあと公平的に見

ていただいてるなと思っています。私からは以上です。他に館長ありますか。 

      

望月館長    小川公民館の望月です。 

        保科委員、山口委員、林委員、本間委員、皆さんいろいろ意見をいただいてあ

りがとうございます。今回こうやってアンケートを書いていただいて、我々いろ

んなことを感じたわけでして、公民館長を代表してお話ししますと、これをきっ

かけに来年度、再来年度の審議会でもこれらの意見を生かしながら進めていけた

らなと今思っていまして、山口委員がおっしゃるとおりうまく分析できれば良か

ったんですけど時間が無くて申し訳なかったです。様々な意見があり、すごくた

くさん真剣に考えていただいて、我々が考えている事と似たような事を考えて下

さっていることを認識できたものですから、ありがとうございました。非常に助

かります。 

 

中野局長    すみません、私のほうからですが、これについては分かり易く分類はさせます

ので、またそういう中で意見を整理させて次年度に反映できるようにして参りた
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いと考えております。それと皆さんからのご意見をみて熱心に回答していただき

まして、皆さんの熱い思いというか公民館を本当に良くしたいんだという、より

良い公民館にするにはどうしたらいいんだという皆さんの気持ちが伝わってくる

ような熱心な回答をいただきまして本当にありがとうございます。また、整理を

させて次年度以降生かせるようしていきたいと思っております。また、次の６の

中でも出てきますが、新元気世代という事で市のほうでも、人生１００年時代だ

という中で、今後、新元気世代、定年されたりですとか、私のくらいの年齢から

上なんですけども、定年されたりして、こういった公民館活動へ入ればいいんで

すが、なかなか家にいて一歩が踏み出せない方をどうしたらいいんだというよう

なことで、そういった方を講座なんかに参加していただけるような仕組みづくり

をどうしたらいいんだという事を検討し始めたとことです。また、後ほど６の中

でその辺のお話をさせていただきますけども、皆様方からいただいた意見を参考

にしながらですね、そういったものに展開できたらなと考えております。よろし

くお願いします。 

 

松永議長    よろしくお願いします。 

        結局は、黒幕は社会教育課でした。 

 

冨田課長    館長も社会教育課ですけどね。 

 

松永議長    皆さん、頭を悩ませてくれましてありがとうございます。 

それではですね、今のあの、事務局長のお話をまとめとしてですね、更にこの

意見を分析してくれるという事でよろしくお願いします。 

それでは、今ちょっと入ったんですけども、６番のその他なんですけども、新

元気世代についての説明を社会教育課よりお願いします。 

 

（６）その他「新元気世代事業について（説明）」 

植村係長    社会教育担当の植村です。それでは、新元気世代について説明させていただき

ます。皆様のお手元には仮称スマイルライフやいづプロジェクト・新元気世代プ

ロジェクトの取組方針という説明文書を配布させていただきました。 

        こちらは、主にこのプロジェクトを中心になって進めている政策企画課で制作

しました資料になります。 

        こちらを参考にしながら説明をさせていただきます。 

新元気世代とは、人生 100年時代を迎えている現代、人生後半期のライフステ

ージにおいても、心身ともに健康で、誰もが笑顔あふれる暮らしを送ることがで

きるようにということで、子育てにひと区切りついたと思われる概ね 50歳からを

新元気世代とし、この世代の皆さんの運動や食生活などを通じての健康づくりや、

趣味づくり、社会参加を通じての生きがいづくりを支援するため、新元気世代プ

ロジェクトと銘打ちまして各部署で様々な事業を進めていくものになります。 

今年度、先ずモデル事業として政策企画課にてプロが教える楽しいボウリング

講習会というものが開催されました。また、初心者向け釣り体験、イチゴジャム

づくり講座といったものが予定されています。 

このプロジェクトの取り組みは、きっかけづくり、それから人とのつながりを

重視しています。社会教育課においても、この新元気世代を対象とした様々な講

座を、各公民館がそれぞれ個別に企画開催したいと考えています。 

例として、健康維持のための運動や食生活の推進を目的とした健康講座、健康
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づくり食生活セミナー、料理教室といったもの。それから、生きがいづくりのた

めの趣味探しや社会参加の支援を目的とした各種自主講座、学びなおし、スキル

アップチャレンジなどが挙げられます。 

各公民館で共通の条件は、新元気世代を対象とすることのみとし、テーマにつ

いては各館で様々に企画を行い、その地区公民館の特色に沿って実施することと

します。 

        この新元気世代プロジェクト事業推進計画につきましては、社会教育課長も参

加しておりますので、何か細かい質問事項がありましたら、その都度答えさせて

いただきます。 

 

松永議長    今、社会教育担当の植村さんから説明がございました。 

この説明で公民館と連携するというお話がございましたけども、これもまた次

回とかで。 

 

中野局長    この事業につきましては、本当に１０段階で言うと、まだ１段階レベルの検討

中の名称についても仮称という事で進めて、ようやく今年になってから本格的に

少し関係部局が集まってこういったものを立ち上げようっていうレベルですので、

またこういった会議に社会教育課長も入って作業を進めて参りますので、その都

度また皆さんに情報提供できればと思っていますけど、今の段階ではまだ第１段

階ぐらいなんですけども、皆様にはまたいろんな経過報告させていただいて、ご

意見をいただければと思っております。 

 

松永議長    じゃあ、よろしくお願いします。 

        その他全体を通して何かございますか。 

        はい、長島さん。 

 

長島委員    今の６番目の続きなんですけどね、これから立ち上げていくというお話なんで

けど、２番目の取組方針の所を読むと、非常に分かりにくいもんですから、もっ

と簡潔に分かり易い文書にまずしていただくことを注文させていただきたいと思

います。何の事を言っているのかさっぱり分からなくなっちゃうんですけど、た

ぶん、健康づくりっていうのと生きがいづくりっていうのを言いたいんだと思う

んですが、３番の所の（１）①の所に行くと、健康づくりじゃなくて健康維持に

なちゃうんですよね。で、裏のページに行くとまた健康維持になっちゃうんです

よ。だから、これ健康づくりなのか健康維持なのか、そこの辺もこれから統一さ

れていくと思うんですけど、取り敢えず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。 

        そこら辺を含めてよろしくお願いします。 

        はいどうぞ、保科さん。 

 

保科委員    よく分からないっていうか、そうだなって思うんですけども、これは市が計画

して実行するのを、実行する場所が公民館という事で受け止めていい事ですか。 

 

冨田課長    すみません。イメージ的には、市が大きな計画を作って、それに従って下部組

織である社会教育課若しくは公民館が自主的にそれに沿った企画を運営する。と

いうような状況です。場所はどこでもいいかもしれません。公民館でやるかも知
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れないし、館外でやるかも知れない。他の課でもやる。というような状況です。 

 

保科委員    あ、はい。今までの公民館の活動、事業とどれだけの違いがあるのかなってい

うのは、市の全体の行政そのものがやる事業になってしまうっていう事でしょう

か。公民館でやっている、今までたくさんの事をやっていましたよね？ 

        それ以外に、市でこうやりましょうよっていう事で、民間から出てきたこうや

りましょうではなくて、市がやります、やりましょう、じゃあ、誰がやるの？   

って言ったら公民館がやるんですか？実際に実施するもの？じゃあ、健康講座を

やりましょうって言って、市が、じゃあこの団体にしてもらいましょうか、とか

ってそういう、じゃあ具体的にジャムづくりをやりましたっておっしゃられたん

ですども、ジャムづくりを誰に頼むのとかっていうのを行政のほうで頼んでいく

っていうことなんですかね。公民館でやってたことが、やってたことが？同じよ

うな事ですよね？それを市でやろうよっていうところの整合性みたいなものがど

んな風なのかちょっと、やることに反対とかそういうんじゃないんですけれども、

今までじゃあこれをやることによって、少し公民館変えてこうかっていうほうに

発展して行くのかなあっていうっ風にも取れたし、もう一つは公民館の焼津の公

民館が行くところ？何とか生涯学習センターにしちゃうのか、公民館このままで

いくのかっていう所と、これが繋がっていくのかなあって、これ読み取れてしま

ったんですけども。すみません。 

 

冨田課長    まず、先ほど言った社会教育施設、まあ公民館であるかどうかってことは、  

まず切り離します。で、全体的には焼津市がやります。焼津市がやります。内容

的には、健康づくり、健康維持というのがありまして、もう一つは生きがいづく

りという２本立てです。その中でたとえば運動でしたら、スポーツ課がやるわけ

だったり、保健センターがやるわけだったりするわけですね。食生活も同じよう

に食推さんってところがあるんですが、そこがやったり、実は公民館も父親のた

めの料理講座とかやってるわけですから、そういったものがそこに入ります。で、

生きがいづくりの中に趣味に特化したものがありますので、それがスポーツ参加

があったり、文化活動があったり、あとは生涯学習、まあ公民館がやってるもの

があるんですが、ほかの課がやっているスポーツ課なら運動をちょっとやりまし

ょうよとか、ソフトバレーをやってみましょうよとか、そういったものもそれに

入ります。で、もう一つは、かなり違うのが、公民館じゃないところがあるのが、

社会参加、就労支援というような側面もあります。 

50・60になって、もう一度、別の事を学んで、今までやれてなかったんだけど、

別の所に働いてみたいよ、というような場合のスキルアップの講座をやる場合、

そういう支援をすると。いうような、今のところ分類的にはそういった内容です。

ですので、この新元気プロジェクトというものは、焼津市が計画して焼津市がや

ります。やる主体が、今の分類の中でいろんなかが関係してると考えて下さい。

これで大丈夫ですか。 

 

保科委員    はい。大元のここはどこですか？何とか課とか何とか部とかは？ 

 

冨田課長    大元の課ですか？政策企画です。 

        初めての事なので、人生１００年時代といわれておりまして、こんな状況は  

なかなか日本全国無いもんですからね、その１００年時代をどうやって生きるか

ってことから、これがいつまでも健康で趣味を持って生きがいを持って生きて行
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こうという事で始めています。焼津市としては新たな試みですので、政策企画課

がトップです。主管課になります。それをどう実行していこうか、という場合に

やっぱ所管課が協力していかないとできないと、いう形になります。 

 

松永議長    この場に持ち出されても、ちょっと困ったなあって感じで…。 

 

冨田課長    こういう動きがあるんだよっていうことで。 

 

松永議長    今日はお知らせだね？ 

        焼津市の政策企画課で、こういう事を今進めてますよっていう事のお知らせで

すって。 

 

 

 

平田委員    今までのお話の中とは違って、今までのお話の中と違うのは、大富公民館さん

で、島ぞうりづくりっていうのがありましたが、共催ってありましたが、島ぞう

りって初めてお聞きしましたけど、どんなのなんですか？ 

 

金高館長    沖縄のほうで主に履かれているゴムぞうりで、それの柄を南国風のウミガメの

絵って言うんですか、形を掘って 

 

平田委員    ゴムへですか？ 

 

金高館長    そうです。手作りっていうものです。 

 

平田委員    ありがとうございました。 

 

松永議長    ありがとうございました。 

        はい、永井さん。 

 

永井委員    個別のお伺いですが、聞きたいのは、我々は公民館審議会委員ですが、各公民

館に運営委員とか、そういうものがお在りなんだろうか？それから、あるとした

ら、どういう所から出てきているのか？いろいろあるとすれば、そういう所から

のいろんな意見だとかを聞いて参考になるとは思うんですが、その辺をちょっと

お伺いできればと思いました。無ければ無いでいいです。 

 

松永議長    それぞれの公民館でやっぱり組織がちょっとらっつ違うんですね。 

        じゃあ、今の質問に一言ずつ簡潔にお願いします。 

 

永井委員    一言ずつじゃなくていいですよ、全般で。 

 

藤本館長    個別の公民館にこういった運営審議会みたいなものがあるかってことですか？ 

小泉館長    運営委員さんが居るかってどうかってことですかね？ 

         

藤本館長    昔はあったんですよね。今はないですよね。 
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小泉館長    はい。和田です。 

        公民館運営委員という事で、以前は各館にあったと思うんですけど、今はこう

いった形でまとまって公民館運営審議会という形になっているんですけども、和

田では１年通じて和田の２１と２２の自治会長、プラス両自治会から推薦をして

もらっており、計４名に公民館運営委員という事でお願いしています。主には公

民館コミュニティ組織にも入っていただいて、あとは公民館まつりや各種地域づ

くり事業へ協力をいただいています。本来なら、その年々でいろんな意見交換会

みたいなものをやればいいんですけども、その都度ご意見を伺っているのが現状

です。また、この公民館運営委員の中から公民館審議会委員に推薦させていただ

き、現在は、柏原さんにお願いしている状況です。 

 

永井委員    あ、そうですか。 

あの、かつて各公民館にはそういう委員会みたいなものがあって、今は無くな

ったというのは、それは理由や原因というのはあったんですかね。 

必要がないから無くなったというんですかね。 

 

松永議長    もともと公民館では運営審議会が３０年ぐらいはあっただよね。 

        ３０年ぐらいはあったよ、各公民館に。そういう記憶がある。 

 

藤本館長    島田市は、今でも各公民館にあります。島田市には今でもあります。 

 

永井委員    あ、そうですか。 

まあ、あんまり有益ではなかったって事になるんでしょうかね。 

 

保科委員    公民館独自になっちゃって、公民館、公民館、公民館になっていったんだと思

います。それが、そこから出てきた人がこうなってきて公民館全体でしましょう

よって事になったと思っているんですけど。 

  

冨田課長    恐らくそのとおりだと思います。元々は公民館は、変な話、お城ですのでそこ

で独立して仕事をやればいい話なんですが、やはり焼津市の中の公民館が違うよ

うな扱いをされるというのはですね、しょうがないと言うか、申し訳ないんです

けどもね、各公民館だけで運営している時代から、今度は焼津市全体で一つの統

一的見解を出して公民館の運営をしていこうという流れから、こういう形になっ

たと考えております。 

 

松永議長    ありがとうございました。 

それでは時間も参りましたので、いよいよ一応、先ほど５月３１日？５月３１

日が私たちの任期です。これまでですね、年３回ですけども、お集まりくださり

本当にありがとうございました。引き続きやってくださる方は、また率先してお

願い致します。ご苦労様でした。 

 

冨田課長    はい、会長どうもありがとうございました。 

        それでは、その他のほうで連絡事項がありますので、ちょっとお待ちください。 

        小林君お願いします。 

 

（７）連絡事項 
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小林主査    社会教育課社会教育担当の小林です。 

私のほうから２点連絡させていただきます。１つ目は、消費税改正に伴う公民

館使用料の改訂についてです。平成３１年の１０月に消費税の引き上げがありま

して、それに伴って公民館の使用料、備品、冷暖房の使用料についても引き上げ

分の改訂をさせていただく予定です。今、２月議会に上程をされていますので、

ご承知おきください。 

２つ目は、今、会長がおっしゃったとおり改選についてです。改選については

ですね、それこそ私若しくは公民館長のほうから、次の平成３１年６月１日から

委員を継続いただけるかどうかってことをですね、各委員さんにお願いしている

ところもあるかと思います。口頭で承諾をいただいた委員さんについてはですね、

また依頼の通知を私のほうから送らせていただいて、そこに承諾書というものを

付けさせていただきますので、それでご回答いただければと思います。３月の後

半から４月にかけて発送させていただきますので、またよろしくお願いします。 

以上です。 

 

冨田課長    今の連絡事項の中でご質問とかありますか。 

～質疑なし～ 

 

平成３０年度もあともう少しです。任期につきましても、今回で一度締めさせ

ていただく形で考えております。 

 

 

（７）閉会 

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。以上を持ちまして、平成  

３０年度第３回焼津市公民館運営審議会を終了させていただきます。 

どうも皆さま、ありがとうございました。 
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