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令和元年度 第１回焼津市公民館運営審議会 議事録 

 

１ 日 時  令和元年７月５日(金) 午後３時 30 分～午後５時 

 

２ 場 所  焼津公民館 大会議室 

 

３ 出席者 

 （委 員）松永哲雄委員、長島博雄委員、村松晶子委員、永井鉄朗委員、清水敬明委員 

      法月江美子委員、鈴木定子委員、高柳恵子委員、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、奥山喜代子委員 

 （事務局）岡村教育委員会事務局長、見崎社会教育課長、植村社会教育担当係長 

      小林社会教育担当主査、豊島焼津公民館長、谷澤港公民館長、望月小川公民館長、 

      増田東益津公民館長、寺尾大富公民館長、藤田和田公民館長、 

      紅野大井川公民館長、清水大村公民館長 

 （教育長）佐藤美代志教育長 

  欠席者 

（委 員）小杉山正雄委員 

（事務局）松本豊田公民館長 

 

４ 内 容  委嘱状交付 

       公民館運営審議会委員及び職員紹介 

       会長及び会長職務代理者選出 

       報告事項 （１）令和元年度公民館運営審議会について 

            （２）令和元年度各公民館事業計画について 

  

       

 (１) 開会のことば(見崎社会教育課長) 

 

 (２) 委嘱状交付(佐藤教育長から各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。本日はお足元の悪い中またお忙しい中、「令和元年度 第１回焼津市公民館

運営審議会」にご参加いただきまして、誠にありがとうございます。 

また、日頃より焼津市の教育行政全般にわたり、御理解・御協力および御指導をいただきま

して、心より御礼申し上げます。 

公民館運営審議会につきましては、本日を含めて年間３回を予定しております。また任期に

つきましては２年間となります。また、本日 15 名の委員のうち、10 名が継続の方であり、５

名は新任の方となっていますが、戸惑いもあるかと思いますが、ごくごく庶民的な感覚で公民

館について意見を言っていただければと思います。 

昨年は、公民館の関係ですが、皆さんご存知かと思いますが、和田公民館が新しくなりまし

て、新しい交流センターとして活動を始めました。ハード面では和田公民館に続きまして豊田

の公民館も今動いておりまして、こちらも地元の声を聞きながらやっていきたいと思っており

ますので、また皆さんからもご意見等頂ければと思っております。よろしくお願いします。 

先ほどの市議会の一般質問の中でも、公民館のこともいくつか挙がっていまして、自主講座

の中に館外研修というものがあるのですが、どの程度やられているのか調べてみましたら、９
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つある公民館でも館外研修というものをここ５年間毎年 50 回くらいやっておりまして、結構

数多く館外研修に参加されているのだなと思っておりましたけれども、また地元の皆さんがあ

んなふうなところに行って見てみたいですとか体験してみたいですとか興味のあることがあり

ましたら。また地元の意向に沿っての活動をしていきたいなと。地元の皆さんの意向に沿って

公民館としてお手伝いをさせていただきたいと思っております。 

このあと事務局より、昨年度から今年度にかけての事業等の進捗状況とか事業報告とかをさ

せていただきます。また今後の計画とかの話をさせていただきますので、どうかいろいろなと

ころからのご意見等伺って、地元の皆さんの意向に沿った事業等やっていきたいと思っており

ますので、どうかご審議いただくとともに、いろいろなご視点からご意見ですとか力を貸して

ください。よろしくお願いします。 

以上簡単ですが、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、会長職務代理者の選任について 

永井鉄朗委員から松永哲雄委員を会長に推薦する声があり、出席委員の承認後、松永哲雄会

長の指名により長島博雄委員が会長職務代理に決定した。 

 

(６)会長あいさつ(松永会長) 

ただいま永井委員から推薦をうけました松永です。 

職務代理は一昨年昨年と一緒にやりました長島さんにお願いします。 

  ふたりで皆さんと一緒に審議していきたいと思います。 

新年度に入り、年号も令和に代わり、はや三箇月経ちますが、それぞれの公民館におきまし

てはすでに三箇月の間いろいろな事業を進められてきたことと思います。 

これから今後の事業計画を発表して頂きますけれども、これから夏に向かって、こどもたち

も地域に顔を出して、公民館とこどもが中心になってこどもの事業もみなさんのところで企画

されていると思います。 

引き続き、どの公民館におきましても円滑な事業運営をお願いしております。 

  結びになりますが、わたし三年目とはいえまだまだ未熟でございます、みなさま方のご協力 

を得て議事進行が円滑にすすめられるよう、また実りある会としていきたいと思います。 

  みなさまのご協力をお願いして、わたくしの挨拶といたします。 

  １年間よろしくお願いいたします。 

 

   ※佐藤教育長は公務のため、ここで退席 

 

 (７)報告事項 

見崎課長    本日は、委員総数15名中14名の委員の皆様の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、本会議は成立していることをご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。議事の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、松永会長にお願いをいたします。 

 

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います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、法月委員にお願いいたします。 
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        それでは、さっそく議事に入ります。はじめに、次第６の報告事項(１)令和元

年度公民館運営審議会について、事務局から説明をお願いします。 

 

植村係長    それでは６報告事項（１）「令和元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。 

改選後の、第１回目の公民館運営審議会となりますので、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。資料の３ページをご覧ください。 

「公民館運営審議会」については、社会教育法、焼津市公民館条例などに規定

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、公民館長がお尋ねをし、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５、６ページは文部科学省が告示した公民館の設置及び運営に関する基準

ですので、各自でご確認いただければと思います。 

資料７ページは平成 27 年の公民館運営審議会からの答申内容です。この答申

を受け、昨年度までに自主グループ規程や自主グループ表彰規程を整備しました。 

資料８ぺージ目は、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。２ページの関係職員名簿

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。 

１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９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回目は 12 月 20 日（木）、第３回目は３月 13 日(金)にどちらも大井川

庁舎３階大会議室にて開催を予定しております。その他、１月には、静岡県社会

教育課主催による研修会があります。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、公民館運営審議会の概要と令和元年度のスケジュ

ールの報告となります。 

 

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、説明が終わりました。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。 

 

村松委員    今後の公民館運営審議会の日程ですが、12 月 20 日と３月 13 日どちらも金曜日 

だと思うのですが、いかがでしょうか。 
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植村係長    12 月 20 日の金曜日です。 

 

見崎課長    申し訳ありません。金曜日ということで資料の訂正をお願いします。 

 

松永会長    他に何かございますか、ないようでしたらこれで質疑を打ち切ります。 

以上、報告事項(１) 令和元年度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、それぞれ皆様方で内容を確認していただくようお願いいたしま

す。 

 

松永会長    続きましては、報告事項(２)令和元年度各公民館事業計画について、各公民館 

長からそれぞれご説明をお願いいたします。 

北の方から東益津公民館からお願いします。 

 

増田館長    東益津公民館の増田です。 

報告事項（２）、令和元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、10 ページ目の A３判になります。 

東益津公民館の令和元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 45 講座、

自主グループが 12 グループとなっており、56 講座となっておりますが 57 講座で

すので、訂正をお願いいたします。これら自主講座自主グループにつきましては

すでに５月からスタートしております。 

また、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いう特徴を活しまして、そういう内容を盛り込ん

だ計画としました。また、成人学級の木曜講座や浜当目、坂本、第 16 自治会の３

つの社会学級にも地域の皆様の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、地域で自然・歴史教育に取り組む市

民団体「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、稲作

の一連の作業を体験できる「マイライス」、ホタル観察や川遊びなど様々な自然体

験を通し、里山の自然や地域の歴史・文化を学ぶ「ふるさとジュニアカレッジ」

を実施しております。また、恒例となっている夏休み子ども講座については、長

い夏休みを有意義に過ごしてもらうためのいろいろな活動のきっかけ作りとして、

パン作りや工作、体操などの講座をこれから予定していきたいと思います。 

        成人短期講座では、時節を勘案しながら様々な講座を実施していきたいと考え

ております。 

最後にコミュニティ関連事業です。東益津地区の東部コミュニティ推進協議会

及び東益津地区地域福祉推進委員会においては、１年を通じ、それぞれ会員であ

る地域住民の企画・運営により、環境整備やスポーツ大会、青少年健全育成のた

めのイベント、福祉関連事業など地域住民の連帯、明るく豊かな地域社会の形成

に資する事業・活動が行われております。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たいと思います。 

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、10 月の 26 日、27 日の土曜日、日曜日に予定し

ております。 

以上、東益津公民館の事業計画を説明させていただきました。 
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 松永議長   質問につきましては全公民館の説明が終わったあと受け付けます。 

        では、大富公民館お願いします。 

 

寺尾館長   大富公民館の寺尾です。 

  今年度、大富公民館では、自主講座 30 講座、自主グループは 16 グループの計 46

講座を開講いたしました。 

その中で、自主講座では「初めての大正琴」と「百人一首」、自主グループでは「琴里

の会」と「エンジョイ紙バンド」が今年度より新たに開講しております。 

ま た、公民館主催の高齢者学級につきましては 85 名、成人学級は 158 名の学級生が

在籍しており、毎月、様々な講座を計画しております。 

公民館及び地域コミュニティ主催の子どもを対象とした事業では、夏休みの期間を利

用し、「トランポウォーク」や「ポーセラーツ体験」、「茶道体験教室」などを計画していま

す。 

また、一般向けの事業については、金融に関する講座として「豊かなセカンドライフを

送るために」と題して、財産・相続・保険に関する内容を３回にわたり計画しております。 

ふれあいホールでは、「放課後子ども教室」を実施しております。 

大富地区の子どもの居場所の一つとして、ふれあいホールを自由な遊びの場として

提供するとともに、子どもの安全を図ることを目的として事業を展開しています。 

時間については、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

でを開放し、その間は指導員を１名配置して対応しています。 

簡単ではありますが、今年度の事業計画の説明とさせていただきます。 

 

望月館長   小川公民館の望月です。 

今年度の小川公民館は、自主講座 31、自主グループは 26 の計 57 講座を開講しま

した。新規開講講座はありません。 

公民館主催の高齢者学級の白梅学級 33 人、成人学級の生き活き、女性学級が、そ

れぞれ 95 人と 119 人、定期開催子供向け学級あそびなんでも少年団は 25 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実行しています。 

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母の日、父の日に合わ

せた料理講座、お菓子作り教室、冬には子供やきいも大会、人形劇の鑑賞など、また

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を計画します。 

一般向けの事業としては、文学講座、みそ作り講座、健康講座で体操・脳トレなどで

ふまネット講座などを実施し、今後は、防災関係や環境関連講座やっていきたいと考え

ています。 

今年度の公民館まつりですが、10 月 19 日（土）～20 日（日）に開催で準備に入りまし

た。皆様のご協力をお願いしたいです。 

当公民館では、主に社会教育分野は公民館主事が企画して、開講を検討、コミュニ

ティ支援員は地元コミュニティ全般として社会教育にこだわらず、福祉分野も検討して

幅広く講座を実施計画しております。審議員の皆様にも、こんなことに興味があるといっ

た情報を職員にお伝え願いますよう、よろしくお願いいたします。 

以上で小川公民館の報告を終わります。 

 

藤田館長   和田公民館の藤田です。 

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、和田公民館で

は、自主講座 42、自主グループは５グループの計 47 講座を開講しました。 
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本年度より、新規の自主グループとして、「みんなで楽しく脳トレ」を実施しています。 

また成人学級として高齢者講座のさわやか学級に 44 名、女性講座に 63 名の学級生が

在籍しており、月ごと年代に合わせた様々な講座を計画しています。 

様々な講座のひとつとして、10 月に交流拠点の特性を活かし、隣接している和田小

学校の児童と成人学級生との交流会を実施する予定です。 

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、７月の終わ

りから、夏休みに入る小学生を対象に「おばけやしき」や「子ども社会見学」「子どもクッ

キング教室」などを計画しています。 

一般向けの事業については、地元の講師にお願いし、「文学講座」や「地域歴史講

座」を予定しています。 

交流センターとなり、より地域の結びつきや、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。 

以上で和田公民館の事業計画の報告を終わります。 

 

小林主査    社会教育課の小林です。 

           豊田公民館長の松本が、コミュニティの視察研修のため欠席させていただいています

ので、私から豊田公民館の事業計画を説明させていただきます。 

今年度、豊田公民館では、38の自主講座、７の自主グループ、合わせて 45の講座を

開講いたします。 

            また、高齢者学級の「ゆたか学級」では 48 名、成人学級の「ありのみ学級」は 50 名の

申込みがあり、様々な講座や館外学習などを計画しています。 

また、「子ども・親子対象講座」として、豊田科学研究所や豊田けん玉教室、「成人短

期講座」として、大人のスキンケア講座や味噌づくり教室などを計画しています。 

さらに、「コミュニティ関連事業」として、「地域福祉実践推進委員会」による介護予防

講座や今年度から新たに新元気世代向け健康講座、「青少年健全育成連絡協議会」と

して、子ども向けの企画や耐寒ハイクなどを計画しています。 

         豊田公民館の事業計画は以上です。 

 

谷澤館長   港公民館の谷澤です。 

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 11 の計 56 の講座を開講しました。そのうち、

昨年度公民館主催の子ども英語を今年度より自主的な運営とする自主講座として、

第１、第３水曜日に１クラス、土曜日に２クラス講座を開講しました。 

公民館主催の高齢者学級では昨年老人会の解散などで減ってしまいましたが、

月に一度の開催ですが、楽しみにして来館して頂ける人が多く、女性学級と同様

の人数で約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、お菓子

作り教室や、夏休み小学生講座として「明治製菓工場見学」、「料理教室」を行

います。 

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

ております。 

地域コミュニティ事業として、平成７年から地域住民と学校、小学校育成会が

協力し「第25回木屋川ボート大会」を７月27日に、また、地元のクリニックの先

生による健康講座や福祉講座里親に関する講座やお墓の話などを予定しておりま

す。 
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今年度、港地区東海道五十三次ウォーキングと題しまして、ウォーキングの距

離を自己申告してもらい、２月くらいまでにどのくらい歩いてどこまで行ったか

楽しんで歩いていただき、健康づくりの一つとして始めたいと思います。 

またこの地域の人たちは、歌を歌ったり聞いたりするのが好きな方が多くいま

すので歌声喫茶やコンサートも行っていきたいと思います。以上です。 

 

松永議長    ありがとうございました。つづきまして大村公民館お願いします。 

 

清水館長    大村公民館の清水です。大村公民館の事業計画を説明させていただきます。 

大村公民館の本年度の実施講座は、自主講座40、自主グループは１団体で合計41

になります。今年度からの新規開設講座は楽しい百人一首の一講座になります。 

着任一年目ですので、各講座を順番にごあいさつさせていただきながら見学を

させていただきいろんなご意見をうかがわせていただきました。その中で、総じ

てヨガをはじめ健康指向がみなさん強く新規開拓を含め運動系の講座の新規開拓

に着手をし始めました。また、健康同様、食への興味も強くパン教室の人気の高

さに驚き、現在デザートやスパイスなどキーワードにしながら主事と相談しなが

ら今後、食に関する講座や健康に関する講座を増やしていきたいと考えておりま

す。高齢者成人社会学級につきましては、それぞれ各11回程度の開催を予定して

おりまして高齢者学級や成人学級は主事が担当しており多種多様なプログラムで

受講生からおおむね好評をえていると感じております。随時講習研修内容の希望、

リクエストなどを頂戴しながら今後のプログラムの参考とさせていただいており

ます。 

社会学級は、十日会、やぐす学級、若月学級の三学級ありまして、わたくし館

長が担当しております。開講式ではそれぞれの公会堂におじゃまし、ちょっと早

くお伺いさせていただきまして、地域環境なども併せて知ることができましたの

でいい機会だったなと思っております。こちら社会学級も県外研修２回市外研修

も１回を含め、多種多様なプログラムを組んでおりまして、学級生の反応もおお

むね良好と考えておりますが、館外学習はどうしても拘束が一日となってしまい

まして、年齢的な部分、健康上の理由、家庭環境などによりまして、なかなか参

加できない受講生も増えているなと実感しておりまして、出発時間、到着時間の

調整、実施日の調整なども視野に入れながら実施している状況です。 

なお、学級生の数については全体で、掛け持ちの方も含まれますので204名とな

っておりますが、昨年より全体で３名減で、少しずつ減り続けている現状です。 

子ども親子対象講座は母の日のプレゼント講座で始まりまして、お母さんにあ

げるプレゼントを一生懸命作る児童が印象的でした。夏休みの館外学習としては、

今年は夏休みこども社会見学と題し、シーラックや防災学習室を見学し、最後に

公民館で鰹節削りを体験するといったボリュームのある企画とさせていただきま

した。また、夏休みには親子食育クッキング、アイシングクッキー作り、ミニピ

ザ作りなどの講座を予定しており、来週から募集が開始されます。夏休み最後の

８月25日には、瀬戸川を愛する会に毎年ご協力をいただき実施しております瀬戸

川遊び隊、遊びの中から川を知ろうを開催いたします。地元瀬戸川について、環

境について考えるいい機会と捉え数多くのご家族に参加して頂きたいイベントと

考えております。 

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ロコモ予防

運動講座やトランボウォーク講座を開催いたします。さつま揚げ講座、おいしい
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豆腐の作り方プランター講座などはすでに終了しまして、どれも好評でした。 

また今後開催する歴史講座やエンディングノートの書き方講座等もすでに満員

の状態で、２回目の開講なども検討しております。 

コミュニティ関連事業としては先日開催した地域福祉芸術鑑賞会返弁が大変好

評で170人のお客さんに来ていただくことが出来ました。当日を含めよかったよと

いうお言葉をいただくと大変うれしい気持ちになりました。さらに７月に実施予

定の筋力アップ講座もすでに定員オーバーしています。９月には演芸会で寄席を、

11月には地域福祉演奏会でコンサートを予定しております。 

その他恒例となっている福祉事業なども開催する予定です。 

また冬には瀬戸川を愛する会と共催でふるさとの川瀬戸川を活用した自然観察

事業瀬戸川ウォーキングを予定しております。 

さらに児童向けのイベントとして10月の子どもの集いではマウンテンバイクな

どの実技指導12月には元アンパンマン室長の天野氏を招いてマイキャラクターを

作ろうというワークショップも企画しております。 

最後に公民館まつりですが、38回となる今年度は10月12日、13日に開催します。 

令和元年市内公民館でトップバッターということで、諸先輩方を参考にすること

はできませんが、多数の方のご来場を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。 

 

豊島館長    焼津公民館の豊島です。焼津公民館の令和元年度の事業計画を説明させていた

だきます。 

今年度、焼津公民館では、自主講座 29 講座、自主グループ 14 講座の合わせて

43 の講座を開講しております。また高齢者学級でありますすこやか学級には、73

名、女性講座のレディースセミナーについては、43 名、社会学級は５学級 125 名

の方が活動をしております。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、『母の日のケ

ーキづくり』をはじめとして、時節に合った講座を今後も計画して実行していき

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

ともに、今年度からは新元気世代、概ね 50 歳からということですけれども、を対

象とした講座を開催していきます。講座につきましては、今のところ、歴史講座

と健康講座それと料理講座ということでターゲットの方が 50 歳からということ

で昼間の時間には来れませんので、夜間の開講を考えております。 

コミュニティ関連事業につきましては、昨年度と同様に、「子ども向けの社会見

学」を計画しており、県内の工場を見学する予定になっております。そのほか、

資料に記載の講座のほかに、ロビーを使ったロビー展、成人短期事業の中にあり

ます「あさがお」なんですけれども、講座で育てた花をロビーに飾っていただく

もの、藤枝特別支援学級の今現在開催しておりますけれども絵画展や認定ＮＰＯ

法人シダのタイの子どもたちの絵画展などロビー展も随時開催していきたいと計

画しております。 

以上で、焼津公民館の令和元年度の事業計画の説明を終了させていただきます。 

 

紅野館長    大井川公民館長の紅野です。 

        大井川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、大井川公民館では、自主講座 35、新規２団体を加えた社会教育団体が

26、計 61 の講座を開設しております。公民館主催の高齢者学級の大井川大学は
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90 人、成人学級の大井川女性講座は、例年申込みが多数あり、定員を増員して、

今年度は 92 人の講座生がおります。社会教育課と共催の「テレビ寺子屋」をはじ

め、幅広い分野の講座を計画しております。子ども・親子対象の講座については、

「大井川ジュニア合唱団」と「大井川ジュニア吹奏楽教室」生け花の「花＊はな

クラブ」に多くの学級生が学んでおります。大井川ジュニア合唱団は大井川文化

会館ミュージコで８月に第 25 回目となる定期演奏会がありますが、今年の演目は

ミュージカルのピーターパンで、子どもたちは現在、一生懸命練習に励んでおり

ます。成人の短期講座では、ふるさと再発見講座や料理講座など各種講座を計画

しております。コミュニティ関連事業では、衣類のリユース及び新聞紙の回収で

得た収益を利用し、子供を対象にした運動や人形劇、夏休み期間の体験講座や焼

いも大会を開催したり、地域の皆様が交流できるように七夕やクリスマス・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おり

ます。公民館まつりにつきましては、令和２年２月 22 日（土）、23 日（日）の開

催予定です。以上、大井川公民館の今年度の計画となります。 

                            

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。 

        この講座はどういった講座であるかといったことはありませんか。 

 

永井委員    盛りだくさんな企画で大変結構だと思いますけど、コミュニティ関連事業で各

公民館で出ているところと出ていないところがあるのですけれども、たとえば東

益津公民館ですと、地域福祉推進委員会、小川公民館もそうですね。豊田公民館

では、地域福祉実践推進委員会等々で、それから豊田公民館は青少年健全育成連

絡協議会というのがあるのですが、地域福祉推進委員会というのは何かの制度を

元に立ち上がっているものなのか、そうであればどういうものなのかをちょっと

お伺いできれば。それから記載がない公民館でも、実質こういう地域福祉推進委

員会のようなものが行われていると思うのですが、ほかの公民館はそういう地域

福祉推進委員会という名前はないけれども実際活動はそのようなものが行われて

いるのかどうか、その辺を教えていただければと思います。 

 

松永議長    各公民館いかがでしょうか。 

 

谷澤館長    港公民館では以前は地域福祉委員会というような会がありましたが、それをコ

ミュニティ組織である「港地域づくり推進委員会」という中に入れたので、現在

は地域福祉委員会といった会はないのですが、「港地域づくり推進委員会」で福祉

の講座ですとか健康講座とかをやっております。 

 

見崎課長    私も平成 25 年、26 年と東益津の公民館長をやっていたのですが、そのころか

らすでに地域福祉推進協議会といったものはありましたが、たぶん社会福祉協議

会の方で各公民館を回ってこういった福祉の協議会のようなものを作ってほしい

ということで立ち上がったのではないかなと思っております。 

松永会長も地域福祉の会長をやられたこともあると思いますが、たぶんそうだ

と思います。 

今、谷澤館長が言われたように、地域のコミュニテイ組織に入れ込んだり、そ

のまま地域の福祉推進協議会として残っていたりするのではないかと思います。 

 

松永議長    私は地域福祉推進委員長をやっておりましたが、社会福祉協議会から後押しを

いただいて居場所を作りました。立ち上げました。 
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今、居場所があるのが、中里地区で月に一回、毎第４木曜日に１時間はいろい

ろな方に話をしてもらったり、歌を歌ったり演奏してもらったり、そして残りの

１時間はおしゃべりタイムということで、きてもらったお年寄りとみんなでお茶

を飲んだりお話しするという会を立ち上げることができました。 

この社会福祉推進協議会で作ったと思います。 

その他のところにも、やはり講演が多いのでしょうか。地域福祉講演会をやっ

ている。研修とか福祉の講演とか。 

 

清水館長    私のところでは１事業やると 12,000 円の補助が社協から出ます。 

その補助金でいろいろな事業が出来るものですから、地域福祉講演会とか地域

福祉演芸会、地域福祉演奏会といったいろいろなものに地域福祉を付けさせてい

ただいてやっております。年に４本程度を実施しております。 

地域福祉協議会自体は社会福祉協議会の方で運営しておりまして、1世帯 30 円

ずつ各コミュニティに社協からお金が入ってきていると思います。 

その１世帯 30 円で基本的な地域への助成金をして、それ以外にそれとは別に福

祉関係の活動をするについて、また申請をすれば社協から補助金をいただけるよ

うな制度となっております。 

 

松永議長    そうですね。社会福祉協議会からミニデイの支援等にお金が入ってきますよね。 

 

清水館長    はい。ミニデイの方の支援も地域を通してミニデイに行くような支援になって

いると思います。 

 

松永議長    足し増しをしてあげているのですか。社協から来たものをそのままあげている。 

 

清水館長    社協から来たものをそのままあげていると思います。ただ、子供会との合同イ

ベント等で合同でやるものですとか、ミニデイの研修会等については、福祉の方

からのお金を出して一部補助しております。 

 

平井委員    そうすると社協の事業に公民館として協力しているということなのですか。 

地域社会福祉協議会とか地域福祉推進委員会とかまあ名称はいろいろあると思

いますが、藤枝のほうだと地区社協といったものが各交流センターごとにおいて

あると思いますが、それと一緒ということになりますか。 

 

清水館長    はい。以前は地区社協というように言っていたのですが、藤枝の方は全部交流

センターに地区社協がありまして、それと同じようなものがこちらの地域福祉推

進協議会というようなものと解釈して頂ければよいと思います。 

 

平井委員    ちなみにこの委員会の構成はどういうふうになっていますか。 

 

清水館長    大村公民館は、対象の自治会の中から委員を選出して頂き、その中から互選と

いう形になるのですが、基本的には大村の場合は６自治会と７自治会が担当の自

治会になりますので、例えば、コミュニティの代表を６自治会で出した場合には、

地域福祉推進協議会の代表を７自治会で、といった形で交代でやっていただいて

いるので、今は地域福祉の方は上田さん、コミュニティの方は関さんになってい

て、２年ごと交互になるような形で大村はやっております。 

 

本間委員    ここに書かれていないところは組織がないのですか。地域福祉推進委員会と書
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かれていないものがありますよね。 

 

谷澤館長    港は先ほど申し上げましたとおり、地域づくり推進委員会の中に入れておりま

す。 

名前はなくして推進委員会という名前にしてあります。コミの方でそういう福

祉の関係とか健康の関係の講座などのいろいろな講演や講演会等を企画してやっ

ています。 

 

藤田館長    和田公民館でも２年ほど前に福祉会といったものがありましたが、地域づくり

推進会の中に盛り込んでやっています。名称だけはなくなった形になっておりま

す。 

 

望月館長   （永井委員の質問内容について確認後） 

各公民館それぞれ地域の自治会、小川は 11・12・13 自治会ですが、各自治会か

ら活動予算をいただいています。コミュニティ予算内で福祉分野や教育分野で

様々な活動、講座の企画開催を公民館会場で実施します。事務・立案はコミュニ

ティ支援員担当です。 

委員からの質問、小川では社会教育振興会、地域福祉推進委員会があり、各地

域で組織名称や組織が１つや２つなど、地域によって合併していることもありま

す。 

社会教育・福祉をまちづくりとして１組織にているなどです。それぞれ呼び名

は違っても同じ活動で、大富や和田などは１組織で運営しているところもありま

す。福祉？社会教育は？ないのか疑問かと思いますが、組織内でそれぞれ分野で

活動しています。コミュニティ活動費用を地元からいただき、活動計画どおり実

施します。成人短期、子どもや親子、成人や高齢者学級など運営は市費を使って

運営します。 

コミュニティ関連事業については、地元自治会からの予算や、大村公民館長か

らも説明があったとおり、社会福祉協議会からの補助金をいただき運営している

場合もあります。 

質問等ありましたら回答させていただきます、いかがでしょうか。 

 

平井委員    ありがとうございました。 

 

望月館長    講座を運営するだけではなくて、地区内にはミニディサロンなど福祉活動を行

う団体もありますが、その支援も公民館が行っております。 

 

平井委員    それも補助金があるのですか。 

 

望月館長    はい、社会福祉協議会へ補助金申請で活動実績を報告するなど、その書類作成

や申請等の作業もコミュニティ支援員が行っています。 

福祉・教育分野で、広く地元自治会と連携して活動することになります。 

大村公民館長から説明がありましたとおり、自治会の会長に委員長をやっても

らい、長は輪番制にする、組織の総会を公民館で行ったりしています。 

 

松永議長    どの公民館も名前が変わっていても福祉に関わる事業という面からは同じこと

をやっているということでよろしいのではないかと思われます。 

 

山口委員    前回どうだったか記憶にないのですが、約半数の公民館で新規開設が空欄にな
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っています。 

大体講座を開設してそれが自主グループに代わっていくという流れになってい

て、講座自体が自主グループへの供給源となるという形の中で、自主グループで

消えていくグループもあるわけです。そうすると時代と共に新しい自主講座が生

まれてくると思うのですが、その供給源となるものがこの新規開設になると思う

のですが、約半数が空欄ということは、逆に言えば各館でこの新規開設する供給

源となる容量がないのか、時間的なものがないよと、場所がないよと新規開設と

なる容量がないのか、飽和状態となっていて開設する予定がないとなっているの

かをお聞きしたいと思います。 

自主グループがなく、講座だけだった時代には、かなりの数の講座があったと

思うのですよね。それが自主グループに整理し始めてから数がぐんと減った。そ

れは各講座がやりにくいということもあったと思いますが、そういう面で減ると

いうことはあると思います。逆に言えば供給する場所があればいいなと。自主グ

ループにいきなり場所を提供して始めるよりは、講座があってそれが次の年に自

主グループに代わるという形の方が自然の流れかなと思います。 

そういう意味合いで、この半数のところは新規開設をしなかったのかお聞きし

たいと思います。 

 

増田館長    自主講座の在り方の検討の中で、数年前から自主グループ化をめざせという公

運審の答申にもありましたように、これまで自主グループ化を目指すべく現状の

自主講座の皆さんには説明をしてきたという経緯があります。 

ただ、社会教育課も含めて、公民館全体の方針として完全にこの自主グループ

化を目指すのかどうかという点については、確定していません。そういった中で

東益津公民館としましてはそういった流れの中で、新規に自主講座を開設すると

いうのは、凍結状態になっています。 

方針が固まっていけばそれに沿った方向性をもって、東益津公民館も進めてい

きたいとは思っていますが、全体的な動きとして公民館の在り方も含めて、今後、

検討していかなければならない時代に入ってきていると思いますので、そういっ

た中でこの自主講座の在り方も待ったなしでいろいろ決めていかなければならな

いのですけれども、現状としては凍結状態というような形になっていますので、

それが、方向性が決まって行けばそれに沿った形で新規の開設というのもありう

るのかなと思うのですけれども、ただ飽和状態とかそういうわけではなくて、そ

ういった状況を考えて、いまのところ新規の開設はしていないとそういう状況に

なっています。 

 

望月館長    小川公民館の現状をお話しします。 

自主講座は 31 あり、様々な分野の講座があります。委員のおっしゃるとおり、

新分野の講座等当然あるべきと思います、しかし今年度は新分野で開設すること

がなかったです。新規は開設要望を利用者の皆さんから挙げていただくことにな

ります。そこから公民館が検討をして講座の先生を探したりして年度初めに募集

します。 

委員からお話がありました自主グループでメンバーが減った、先生がいない理

由で活動が出来なくなってしまった団体もあります。その際には、小川公民館に

も一昨年はありましたが、具体的には料理でした。公民館で料理を楽しむ講座が

なくなってしまう為、自主講座で改めて復活させた事例があり、維持している現

状です。 

自主グループメンバーの減少は自主講座から初級者メンバーを補充する流れが

必要であり、自主講座の分野が自主グループと同一で無くなってしまわないよう
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にバランスをもつよう心がけています。同じ講座が自主講座でいくつもあること

がないようにしています。 

 

谷澤館長    港公民館では自主講座を増やすという考えはありません。 

東益津公民館長が言ったように公民館の在り方ということで目指すところが停

滞しているというか、ちょっとはっきりしないところがありますので、何年か前

には自主講座を作らないというか、増やさないというような意見もありましたの

で、そのままの状態になっております。自主グループにつきましては、何件かや

りたいよという話がありまして、それについてはお試しで何回かやっていただい

て、人数が集まったり、自主グループについては 5人以上集まって、まあ講師が

いなくてもいいのですけれども、自主グループの中でやっていただければいいと

いう規定がありますので、自主グループでやりたいという方がいれば拒まず、自

主グループを増やしていってもよいのではないかと私は思っています。 

 

豊島館長    焼津公民館も、ここ数年は自主講座は 30 講座程度のままであります。 

自主講座の方がですね、なかなかこの地区では長くやってくださる方がおりまし

て、自主講座から自主グループ化の方へ進めば活動の輪も広がるのではないかと

思うのですけれども、実際のところは長くやってくださる方がおりまして、それ

がある種居場所ともなっている部分があります。また今の現状のままで自主講座

の数をこのまま増やしていきますと、それよりも自主講座よりも自主事業の回数

の方が魅力的なものをやって。私の方のところのこの講座の方なんですけれども

全何回とかいうものがあるのですけれども、回数を持っているような自主講座を

増やして、そういった形で公民館の魅力を高めていこうと思っております。です

ので、自主講座のところがこれに加えて増えていきますと、自主事業としての事

業がなかなかうまく展開していかなくなるような実態もあります。その辺のとこ

ろはなかなか難しいかなと思っております。以上です。 

 

松永議長    ありがとうございました。 

        山口さん、ご質問に対して納得されましたか。 

 

山口委員    よくわかりました。 

ただ私の認識が甘いかもしれませんが、本来需要っていうのがまだあると思う

のですよ。今の状態ですと公民館の在り方に関して疑問があるという最初の意見

があって考え方を凍結するとかちょっと増やす考えはないよとかあるのですけれ

ども、私が講座に入ったころは、公民館はカルチャーセンターじゃないのだから

という言い方をされて、もっと公共的なものに使うんだと言われて、「え、そうな

の」という形だったのですけれども、現状は地域カルチャーそこに住んでいる人

たちの小さな世界カルチャー、ＳＢＳとかあんな大きい所ではなくて、小さなと

ころで集まる今でいうところの居場所という形で今機能しているとは思うんです

よね。ですから、そういう意味で言ったら公民館の在り方とは、まあ本当ならあ

の自主グループの話があった時点で、公民館としての方針そういうものも全部固

まっているという形で私の考えもそういう風に切り替えてそちらの形にシフトし

たのですけれども、今の時点で何かアンバランスな部分があることもわかったの

で、もう一度、皆さんとゆっくりお話をしていきたいという考えがでてきました。

ありがとうございました。 

 

林委員     自主講座とか自主グループとか非常によくやっていると思うのですが、私も今

去年から二つ今年一つ入っているのですが、その入っているメンバーがダブって
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るというのですか、何個も、要するに人が集まらなくなってきている、人口減少

もあるかもしれませんが、そんな中でよくこれだけの講座を頑張っていると思い

ます。 

新しく色々といいますけれども、そう簡単にできるものではありませんし、ど

ういう風にして集まってくるのかと、そういうことまで考えると館長さんがいく

ら頭をひねってもいいアイディアはなかなか出てこないです。全部の館でやると

いう企画のものが前回やられていましたけれども、そういうものでしたら館長さ

んの負担も軽いですけれども、今までの講座が足りなくなったから一つ増やそう

とか、そういう風にとりあえずやるとか言うところから始まって、本当に集まる

のという風な。初年度は集まっても次年度はどうなるっていう。今通っていると

ころも、人集めに汲々しているのですよ。ぜひほかの人を紹介してという状態が

あります。現実に。だからそれぞれの館長さん頑張っておられるので、我々がも

っと館長さん頑張ってよというところに目を向けて審議しないとよくないのでは

という風に思います。 

 

松永議長    林さんありがとうございます。公民館長さんに激励の言葉がありましたが、そ

んなことも踏まえて山口さん林さんの両方を頭に入れながら運営していったらい

いと思います。 

        昨今の九州豪雨の際、大勢の方に避難しろと。市の方から第４レベルの段階で

指令が出ましたが、どの公民館も避難場所になっているのでしょうか。 

 

小林主査    風水害の避難場所に指定されています。 

 

松永議長    昨日のように、飽和状態になった場合にはどの様な対応をするのでしょうか。 

入れない避難所がたくさんありました。あっちの避難所に行ってもダメこっちの

避難所に行ってもダメというそういうニュースがありました。そのようなときに

公民館はどのように対応をするのでしょうか。課長どうですか。 

 

見崎課長    実際には防災からの指示に従い、我々は動くのですけれども、飽和状態になっ

たらどうするか。それも指揮命令がここにあるわけではないので。本部の指示に

従って対応していくしかないと思います。 

 

松永議長    各公民館が飽和状態になったよと防災局に電話をして防災局に支持を仰ぐので

すか。 

 

見崎課長    あとは地震の時の小学校の体育館とかが、開設されるのではないかと思います

が。 

 

松永議長    小中学校も飽和状態になったらどうするのか。また防災に確認しておいてくだ

さい。 

 

見崎課長    わかりました。また確認しておきます。 

 

松永議長    前年度の３月の終わりに、新元気世代に向けた提案というのがありましたが、

政策企画課ですか、あまりよくわからなかったのですが、たたき台をやっている

のだけれども何か進展はありましたか。 

 

見崎課長    今の件についてですが、新元気世代のプロジェクトをただいま庁内で検討して
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おりまして、今年度中にアクションプログラムというものを作ってまいります。

そうすると具体的な動きが出てきます。その中にも、活動の中にも公民館の講座

ですとか自主講座ですとかそういうことも含まれておりますので、具体的にはこ

れから出てくるような感じになります。その新元気世代のものですが、先ほど館

長から説明がありましたとおり、おおむね 50 歳から上の年代の方々を対象に事業

をしていこうという風に考えております。目指す姿としまして、健康維持と社会

参加や趣味の充実による生きがいづくりへの歩み出しを支援することにより、人

と人とのつながりや生きがい・やりがいを創出し、新元気世代の笑顔あふれる豊

かな暮らしを実現していこうというような形で事業を展開しようということで計

画を策定している状況です。 

 

松永議長    また固まり次第、こういう場で、説明をお願いします。 

 

見崎課長    わかりました。 

 

松永議長    他に何かございますか。各公民館におきましては、先ほど説明して頂いた事業

計画に沿ってこの１年間よろしくお願いをいたします。 

 

小林主査    今日お配りした資料について説明をさせていただきます。 

こちらの資料ですが、昨年の 12 月に文部科学省総合教育政策局地域学習推進課

より社会教育法第 23 条の公民館の禁止事項についての解釈の周知についての通

知となります。通知の内容としては、社会教育を基盤とした人づくり・繋がりづ

くり・地域づくりの拠点として、公民館が地域の実情に合わせて柔軟に運営され、

その活動が一層活性化されるように、営利事業への関わりを全面的に禁止するも

のではないということ、また政党又は政治家に利用させることを一般的に禁止す

るものではないというものです。こういった考え方は、前からあったものですが

それを改めて平成 30 年 12 月の時点で通知があったというものです。 

現在焼津市の公民館の利用条件は、詳しい利用条件につきましては内規で定め

ていますが、通知によりますと、営利事業や政治の団体へは全く貸さないという

ものではないのですが、焼津市で定めている状況ですと、この通知の内容よりも

利用条件が厳しい内容になっているので、今年度内規の見直しをかけることによ

って最終的には公民館利用者の増加につなげていけるように考えています。第２

回の公民館運営審議会では見直しの内規の案等を提示させていただいてまた審議

をお願いしたいと思っておりますので、またよろしくお願いします。以上です。 

 

松永議長    その他ありますか。ないようでしたら、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。長い時間ご協議を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。 

 

見崎課長    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、次回の定例会につきましては 12 月 20 日金曜日に大井川庁舎３階大会議

室で予定しておりますので、スケジュールを入れていただきますよう、よろしく

お願い致します。また、県主催の研修会等のご案内につきましては、随時ご連絡

させていただきますので、よろしくお願い致します。 

 

(９) 閉会 
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見崎課長    それでは、以上をもちまして、令和元年度第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。 

令和  年  月  日  

議長 

                                 印 

委員 

                                 印 


