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令和元年度 第２回焼津市公民館運営審議会 議事録 

 

１ 日 時  令和元年 12 月 20 日(木) 午後１時 30 分～午後３時 30 分 

 

２ 場 所  大井川庁舎 ３階大集会室 

 

３ 出席者 

 （委 員）松永哲雄会長、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 

奥山喜代子委員、清水敬明委員、法月江美子委員、鈴木定子委員、髙栁惠子委員 

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）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、増田東益津公民館長、寺尾大富公民館長,望月小川公民館長 

藤田和田公民館長、谷澤港公民館長、清水大村公民館長、豊島焼津公民館長、 

      紅野大井川公民館長 

  

４ 内 容  報告事項 ・公民館まつり実施状況について 

       審議事項 ・公民館のあり方～地域拠点施設の新たなる活用～について 

        

(１) 開会のことば(見崎社会教育課長) 

ただいまより、令和元年度第２回焼津市公民館運営審議会を開会致します。本日は、年

末のお忙しい中、お集まりいただきまして、ありがとうございます。私は、本日の司会進

行を務めさせていただきます社会教育課長の見崎です。よろしくお願い致します。会議を

始める前に皆様に公民館長の交代につきまして、ご報告をさせていただきたいと思います。

第１回の公民館運営審議会の時にコミュニティ組織であります豊田推進委員会の研修でこ

の第１回目に出席できなかった豊田公民館の松本館長が８月の初旬に病気を患いまして、

今年度中の復帰が難しいということから、11 月１日付けで私が館長との兼務という形にな

っております。しかし、私の席が大井川庁舎にあり、ずっと公民館に常駐できないもので

すから、今年の３月に定年退職し再任用職員として焼津公民館で働いていた職員が、豊田

公民館に異動しまして、公民館の運営に支障のないような形であたっている状況となって

おりますことをご報告させていただきます。 

それでは、はじめに教育委員会事務局長の岡村よりご挨拶申し上げます。 

 

 (２) 事務局長あいさつ(岡村事務局長) 

    皆さん、改めましてこんにちは。本日は年末の大変お忙しい中、第２回焼津市公民館運

営審議会にご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

活動に対しまして多大なるご理解ご協力をいただきまして、厚く御礼申し上げます。 

公民館まつりにおきましても台風の関係で中止となった大村公民館と来年２月に開催の

大井川公民館を除いた７公民館で盛大に公民館まつりを行い、無事終了することが出来た

という報告をいただいておりまして、改めて御礼を申し上げます。 

本日の議題は、公民館まつりの実施状況と公民館のあり方を説明させていただきたいと

思っております。公民館のあり方については、これまでも事務局で検討してきましたが、

特に今年の６月に法律の改正がありまして、簡単に言うと公民館など社会教育施設を市長

部局の方で所管することもできるという改正でありまして、それを受けて、今年度、こち

らでも検討をしておりますので、現時点までの検討結果を後ほど説明させていただきます

ので、皆さんの忌憚のないご意見をいただきたいと思います。本日はどうぞよろしくお願
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いいたします。 

 

(３)会長あいさつ（松永会長） 

    皆さん、こんにちは。焼津市公民館運営審議会会長の松永です。 

本年度２回目の公民館運営審議会を行います。暮れのお忙しい中、お集まりいただき、

ありがとうございます。今、岡村局長がおっしゃったとおり、10 月から 11 月にかけて、

それぞれの公民館で公民館まつりが行われました。 

   大村公民館では荒天のため、中止となりまして、大井川ではまだ行われておりません。 

   公民館まつりにつきましては、報告があろうと思います。 

   これからの公民館のあり方について、皆さんにご審議していただきますが、皆さん方には、

忌憚のないご意見を述べていただくようにお願いいたします。 

本日はよろしくお願いいたします。 

    

（４）議 事 

見崎課長    本日は、委員総数15名中、15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、大井川公民館の運営委員の鈴木委

員にお願いいたします。 

 

松永議長    それでは次第４の議事に入ります。 

        初めに、（１）報告事項「公民館まつり実施状況について」各公民館長から、 

       それぞれ報告をお願いいたします。 

       まず、東益津公民館からお願いします。 

 

増田館長    それでは、公民館まつり実施状況について、東益津公民館から順次報告させて

いただきます。改めまして、東益津公民館長の増田です。 

        東益津公民館におきましては、10月26日、27日の土曜、日曜、両日晴天のもと、

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、事故なく開催することができました。 

        はじめに「明るい街づくり市民大会」ですが、東益津地区につきましては、例

年、公民館まつりである高麓祭の開会式、また東益津小学校との合築記念式典を

兼ね行われておりますが、本年度は初日26日に開催しております。実施内容は資

料のとおりとなりますが、本年度もコミュニティ役員をはじめ地域住民や東益津

小学校６年生児童など150名の多くの皆さんの参加を得、「誓いのことば」や「善

行行為者表彰」、「大会宣言」などを主な内容として行い、地域一丸となった明る

い街づくり推進を呼びかけました。 

        次に公民館まつりである高麓祭の主な内容ですが、学校と地域、公民館との日

頃の関わり合いが活かされた取り組みとして、東益津小学校児童によるステージ

発表や自主講座の体験・見学・地域団体との交流の餅つき、また学校施設を活用
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した自主講座生のステージ発表などが行われた他、地域の生涯活動の拠点である

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、

自主講座や社会学級の展示発表、常葉大学吹奏楽部の学生によるコンサートなど

が行われました。その他、屋外会場についても、地域の特色を活かした多種多様

な出店や催しとなり、両日とも盛況の内、終了となりました。 

        全体としてスムーズに運営できましたが、人員配置等、課題も残りましたので、

役員や関係団体等と協議検討を重ね、よりスムーズな運営につなげていきたいと

考えます。 

 

寺尾館長    大富では、公民館まつりと明るい街づくり市民大会、青少年健全育成大会、こ

れを総称して、「大富ふれあいフェスティバル」と呼んでおります 

        大富ふれあいフェスティバルについては、10 月 19 日（土）。20 日（日）の２日

間にわたり、延べ約 6,900 人の参加者により、盛大に開催されました。 

今年度は、初日が雨天のため、屋外で行うフリーマーケットをやむなく中止と

しました。 

館内では「明るい街づくり市民大会」と「青少年健全育成大会」の式典を行い、

大富・黒石小学校６年生と大富中学校２年生による「誓いのことば」を力強く発

表し、厳かな雰囲気で執り行われました。式典では総勢 143 人の参加をいただき

ました。 

その後、大富幼稚園児や大富・黒石小学生による学習成果の発表、自主講座や

自主グループによる作品の展示やステージ発表が行われました。 

また、大富中体育館では大富中学校ブラスバンド部の演奏が披露され、保護者

を含め、多くのかたが来場していただきました。 

午後から夜間にかけてのイベントとしては、スクエアダンスパーティーや社交

ダンスパーティーを開催し、自主講座生外の一般参加者も受け付けて盛大に行わ

れました。 

また、屋外ではこれまでの反省を生かして、子ども模擬店に加え、新たに大富

地区内に店舗を構える方のご協力をいただき、３店舗の模擬店を設置した結果、

多くの方が来店し、早急に完売するという盛況ぶりでした。 

２日目は天候にも恵まれて、３地区の自治会による模擬店の販売やミニトレイ

ン乗車を催し」多くの来場者がありました。 

午前中のイベントとしましては、自治会有志によるお囃子や獅子舞・太鼓の演

奏が披露されました。 

また午後には特別イベントとしてフラメンコショーを企画しました。 

パティオ de フラメンコのダンサー５人をお招きし、本場のフラメンコを披露

していただき、多くの方が大変喜んでくれました。 

全体を通して、駐車場台数の確保や自治会模擬店の片付け時間の誤りなどの細

かな反省点はありましたが、事前に詳細なタイムスケジュールの打ち合わせを行

ったことで、当日における職員間の行動が把握できて、スムーズな運営ができた

と感じています。 

最後に、大富ふれあいフェスティバルは、３地区の自治会関係者、幼稚園、小

中学校、ＪＡ大井川などの多くの関係団体のご協力をいただきながら実施してい

るわけですが、今後も大富地区の皆様が笑顔で活気に満ちた事業となるよう心掛

けていきたいと思います。 

 

望月館長    小川公民館まつりは 10 月 19 日、20 日の二日間で行われました。主に子供を対 

象とした行事が多かった初日は、小川中学校有志合唱を皮切りに、小学校・保育 
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園。幼稚園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どもコーナーが初日は天候があ

まりよくない中でも盛況でありました。２日目は天候がよく、例年より多くの方々

に集まっていただきました。今年度午後のイベントとしては、新館オープンから

５周年、１回目で出演していただいた地元小川在住の二胡奏者、鈴木裕子さんの

演奏会を再度企画しました。大集会室に 150 席を設けましたが、９割近いお客様

に着席いただき、美しい音色を落ちついた雰囲気の中で鑑賞、また鈴木さんのお

話も楽しく拝聴することができました。 

        ２回目の公民館講座の舞台発表も盛況で、最後に小川音頭、東京五輪音頭を有

志の皆さんで踊りました。新しい公民館になって、６回目の公民館まつり、これ

までの反省を生かして模擬店の配置を考えましたが、初日は天候不順で風雨が強

くテントを直前で張ることを断念したり、臨機応変に対応する場面が今回もあり

ました。普段から出展者との良好な関係が築けていたからか、無理なお願いを聞

いていただき、ありがたかったです。 

        雨天で小川公園グランドを駐車場に利用できませんでしたが、大きな混乱もな

く、次年度以降も参加者には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餅販売をお互いに協力していただけるよう公民館が今後も

働きかけます。 

        細かな反省点はありましたが、全体的には順調な運営ができ、来場者にはごみ

の持ち帰りを徹底していきましたが。ごみの廃棄量も少なくポイ捨てもなく嬉し

く思いました。 

 

藤田館長    10 月 26 日、27 日の２日間、晴天のもと、地域の役員の方、講座生、中学生ボ

ランティアの皆さんのご協力により、トラブルもなく無事公民館まつりを開催す

ることができました。 

初日は、園児や小・中学生の皆さんと公民館の自主講座生の皆さんによるアト

ラクションを、また午後からは、ビバーチェによる生演奏のコンサートを楽しん

でいただきました。 

また、公民館芝生広場と駐車場で、ミニＳＬ乗車体験、消防車乗車体験を催し、

数多くの家族連れに喜んでいただきました。 
今年も「地域限定のわだ丼」は好評でした。わだ丼はさくらご飯の上に鶏肉の

そぼろ、ホウレンソウ、なるとをのせたもので、最初に登場したわだ丼のリバイ

バルバージョンでした。１杯 200 円で 100 食販売しました。 

２日目は、自治会による「餅つき大会」、「赤飯の販売」、「一品バザー」を開催

しました。 

また、２日間にかけて地域の皆さんの趣味の作品と公民館自主講座生の作品を、

公民館１階ロビーと２階フロアーに展示しました。 

公民館まつり開催にあたり、会場の準備・設営・片付けを、自主講座生や自治

会の方々にご協力いただきましたが、高齢の方が多く、怪我等が心配されるため、

来年は地域から公民館まつりのボランティアを募り、より多くの方に地域のまつ

りに協力していただける体制を作っていきたいと思います。 

今後も講座生の学習成果の発表の場として、また、地域の皆さんの交流の場と

して、多くの方にご来場いただけるよう魅力的な催し物を企画していたいと考え

ております。 

 

見崎課長    今年の「第 40 回とよだのまつり」は昨年同様、前夜祭としてカラオケ講座によ 

る「カラオケ大会」が８日(金)午後７時から行われ、講座生による自慢の歌声が 
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披露されました。 

まつり初日９日(土)は、午後１時 30 分よりオープニングセレモニーが行われ、

そのメインイベントとして「焼津市民吹奏楽団コンサート」を行いました。会場

の豊田小学校体育館には約 150 人の来場者があり、吹奏楽団の素晴らしい演奏を

楽しみました。公民館内では、将棋、囲碁、卓球の大会を開催しました。 

10 日(日)は、豊田地区の青少年健全育成を図るため、青少年の非行防止、見守

りなど、明るいまちづくりの住民運動を推進している豊田地区青少年健全育成連

絡協議会主催の「第 36 回焼津市豊田地区青少年健全育成大会」が自治会をはじめ

とした各種団体の関係者約 1,000 名の参加のもと行われました。小中学生や成人

の代表者による「私たちの主張」の発表や大会宣言の朗読の後、放課後児童クラ

ブの児童による「みなと群舞のダンス」、豊田小学校４年生 181 名の児童による「合

唱」が披露され、華やかな大会となりました。 

青少年健全育成大会終了後は、公民館内で幼稚園・保育園の園児や中学生、講

座生によるステージ発表や講座生による作品展示が行われました。また館外では

自治会や小中学校ＰＴＡ等による模擬店の出店や一品献納福祉バザーが行われ、

多くの皆様にご来場いただきました。今年は、天候にも恵まれ、各種模擬店やバ

ザー会場では長い行列ができ、商品が例年以上に早く完売する盛況ぶりでした。 

園児や小学生など、普段の公民館利用者とは異なる年齢層の方々が多く来場し

ていただきました。また、今年も豊田中生徒へボランティア参加を学校に依頼さ

せていただきましたが、依頼人数よりも多い 80 名の生徒がボランティアへ応募い

ただきました。そのため、模擬店等の各種団体の皆様の協力をいただき、80 名全

員にボランティアとして活動していただき、地域住民との交流を図ることができ

ました。 

各自治会の役員の皆様には、バザー品の出品や収集、まつりの会場設営、日曜

日の交通規制対応や運営などに、大勢の方々に協力していただき、実施すること

ができました。今後も地域住民の交流が図られ、地域づくりの一助となる公民館

まつりが開催できるよう、取り組んでいきたいと思います。 

 

谷澤館長    今年の港公民館まつりは、10 月 26 日と 27 日に行われました。一昨年は台風に 

より中止、昨年は初日が雨の予報で、初日の早々に幼稚園児、保育園児の演技発 

表を中止としたため、来場者が少なかったが、今年は天候もよく園児の演技発表 

ができたので、駐車場が満杯になり、模擬店も午前中の早い時間に売り切れてし 

まうほどの盛況ぶりでした。 

午後は大学の落研を出て、静岡の落語クラブに所属の地元出身の方を招き、落

語を披露していただき、大変盛況でした。 

２日目も天気は快晴で、キッズダンススクールの幼児から大学生までが、ダン

スを披露して、とても盛況でした。その後、苗木の抽選までで、模擬店の売り上

げも伸びませんでした。 

毎年、地域の生涯学習の拠店である公民館活動を知っていただく機会として、

自主講座のステージ発表や展示発表を行っていますが、２日目の午後、苗木の抽

選が終ってしまうと、来場者が減り、模擬店の売り上げも減ってしまいます。 

毎年、自治会の皆さんや、中学生のボランティアの方、模擬店出展者、港小の

育成会などに協力していただき、公民館まつりを盛り上げており、大変ありがた

いと思います。いろいろ反省点はありますが、来年は 40 回となりますので、天気

の良い中で、できるように願います。 

 

清水館長    大村公民館まつりは中止になりましたが、報告をさせていただきます。 
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        台風 19 号の接近に伴い、ふるさとまつりは両日共に中止となりました。 

       台風の進路を気にしながら、コミュニティ役員と連絡を取り合い、開催の可否に

ついて検討を重ね、一時はどちらか片方の日程だけでも開催できないか模索しな

がら準備も行いましたが、人命最優先や安全確保の観点から金曜日の午前中に完

全中止を決定しました。結果的に日曜日は晴天でしたが、テントの設置等、いろ

いろ準備が無理だということで完全中止を決定いたしました。 

        最初に、業者・公民館双方の経済的損失をなるべく出さないように、ご迷惑を

かけないように縮小の計画を立てまして、弁当業者や模擬店などに水曜日から情

報提供をし、木曜日にはすべてキャンセルの連絡をしたので、公民館の支出はな

くなりました。 

        さらに購入してあったお菓子やペットボトル飲料は各公民館に購入していただ

きました。一番困ったことは、抽選で差し上げるために用意した花の苗は、日、

月と水を与えまして、火曜日にグリーンバンクに配布の確認をして、近隣の小中

学校、幼稚園、保育園、焼津福祉会に配布して、はけない分は、大村花の会と協

力して公民館の花壇に植えました。 

        今回は台風が来て、金曜日からは公民館を避難所として利用することが決定し

ていたため、金曜日の午前は電話連絡をして、午後、準備してあったすべてのも

のを片付ける作業になりました。今年に限り、大集会室でＢＭＸの自転車の曲芸

のショーをやる予定で全面にコンパネを敷いてあり、その上にグリーンのシート

を敷いて椅子を並べてあって、それを全部片づけました。ＢＭＸは若者が何度も

リハーサルを重ねてくれていたので、皆さんにこれをお見せできないのが、とて

も残念でした。こちらのギャラは、結構ですと辞退され、この経費も使わずに済

み、ありがたかったです。 

        短時間での各所への開催中止の電話連絡や調整、準備と片付けに尽力してくれ

た会館スタッフに感謝いたしました。今回の一件で早めの判断と情報共有が大切

だと再認識しました。 

        なお、展示希望者については、今月より公民館ロビーにおいて隔週替わりで展

示を実施しております。 

        延期となった明るい街づくり市民大会は、２月 22 日に開催させていただきます。

記念プログラムとして地元焼津西小学校６年生の星野紘行さんによる卒業記念ピ

アノコンサートを予定しております。 

        来年は快晴の中で実施したいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

豊島館長    今年は 11 月９日と 10 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

座や自主グループ、高齢者学級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、焼津高校書道部や焼津水産

高校応援団などの地元の高校生、やいちゃん、ミニクラウンショー、大道芸人、

フルート・バイオリン・ピアノによるトリオコンサート、地区の方によるお囃子

や和太鼓の演奏など、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、図書館除籍本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わかりやすいように、演目のめくりの設置や発表部

門のスケジュールを大きく掲示しました。 
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        また、近くに駐車場を借り、地域の皆さんに駐車場の管理をしていただきまし

た。課題としては３つほど上げますと、１つ目は、まつりを裏で支えるスタッフ

の不足です。地域コミュニティの役員や中学生・青少年ボランティアなどに係員 

       としてついていただくのですが、都合が合わない、応募がないなど、人が集まら

ず、人のやりくりに工夫が必要でした。２つ目は駐車場の確保です。土曜日につ

いては、焼津水産高校の「水高祭」と日程が重なったことから、早朝より「水高

祭」見学者に駐車場を使われてしまい、公民館来場者にご不便をかけてしまいま

した。これについては、普段から無断で駐車されている状況もあり、何らかの対

応が必要と感じております。11 月は「水高祭」、「市文化祭」と地域の行事がある

ため、日程を含めて課題と感じております。３つ目は自主講座等の発表部門への

参加が少ないことです。例年、時間枠の隙間を埋めるために外部に出演者を求め、

好評を得てはおりますが、講座生には日頃の「学習成果の発表の場」として捉え

ていただけるよう、努めてまいりたいと思います。以上が、３つの課題です。 

今後も、講座生の学習成果の発表の場としての役割と地域の皆さんの交流の機

会としての役割を充実させていきたいと考えております。 

以上で報告を終わります。 

 

紅野館長    大井川公民館まつりは令和２年２月 22 日、23 日に開催予定です。 

旧焼津地区の公民館まつりは 10 月～11 月に行われますが、11 月３日は合併前

の大井川町時代から、「おおいがわフェア」という文化祭や商工まつり等が行われ

る大きなイベントが大井川文化会館と大井川公民館を会場にして毎年開催されて

おります。現在は、明るい街づくり市民大会大井川地区大会と焼津市文化連盟の

市民文化祭も同時開催され、福祉やその他の団体が多数参加し、公民館も社会教

育団体がミュージコの野外ステージでの発表や作品展示を行っております。 

このように様々な団体が参加しているこの「おおいがわフェア」全体の取りま

とめの事務局を大井川公民館が担当していることもあり、このイベントとは別に

公民館まつりを翌年２月に開催することとしております。 

公民館まつりの内容は自主講座生のステージ発表と作品展示で、日頃の講座の

学習成果を発表する場となります。 

その他の内容については、現在検討中でありますが、今年も幅広い世代の皆さ

んに楽しんでいただける公民館まつりにしていきたいと思いますので、よろしく

お願いいたします。 

 

松永議長    各公民館長の皆さん、ご苦労様でした。 

        私も地元の東益津公民館はもちろんですが、その他のところはどんなふうにや

っているんだろうと、和田と港の公民館まつりに参加させていただきました。 

        中止となった大村公民館も中止なりに、大変なことがあるんだなとわかりまし

た。片付けとお願いした人のギャラや生ものの有効利用を考えていただき、あり

がとうございました。 

今、公民館長が公民館まつりについてお話をしていただきましたけれど、質問

があれば、お願いします。 

         

永井委員    各公民館で学生ボランティアの活躍があり、たいへん結構なことだと思います。

募集をどうして行うのか、ボランティアのどういう活動がありがたいのか、学生

ボランティアの活動で注意することと反省するところがあるかないか、学校の先

生がどうかかわるのかについて、全部の公民館でなくていいのでご回答願います。 
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増田館長    東益津公民館では東益津中学校の生徒さんを 100 名程度、募集をかけさせてい

ただきまして、教頭先生にお願いしてあります。大学生のボランティアは東益津

公民館と地域団体のやきつべの里フォーラムの連携で、毎年マイライスという稲

作の体験授業をやっていて、静岡大学教育学部の学生で、社会教育の准教授の関

わりで学生も参加しており、その連携の中で静大の学生も数名、毎年お手伝いを

いただいています。内容は、コミュニティの出店の手伝いや、やきつべの里フォ

ーラムの餅つきの手伝い等、いろんな催しで活動していただいております。 

        反省点や課題が残るのは、中学生が３年生で進学を控え、体験入学や中学の都

合で当初予定した学生が揃わないという事態が発生してしまい、人員配置に苦労

したことがあります。全体的に人手不足で、大学生も毎年減っている状況なので、

できれば 10 人単位や 20 人とか、そういう単位でお手伝いいただければたいへん

助かるが、現実的には難しい面があります。 

 

見崎課長    豊田公民館について報告します。実行委員会を開き、模擬店とかの団体に中学

生のボランティアが何名必要か聞いて、人数を把握します。そこで約 60 名のボラ

ンティアが必要だという人数が出てきて、それを豊田中学校に募集をお願いしま

した。1、２年生に募集したところ、80 名の応募があり、全員活動できるように

配慮願いますと、逆に中学からお願いがあり、団体も、快く受け入れをしていた

だきました。当日は、団体により集合時間が違ったが、朝一番で事務局から腕章

やお弁当の引換券等を配布し、あとは各団体で中学生の面倒をみていただきまし

た。反省点は、事務局で中学生全員の把握ができない点が少し心配ですが、各団

体の地域の皆さんが、地元の子供である中学生を指導しながら交流できたと思い

ます。 

 

永井委員    ボランティアなので無償かなと思いますが、弁当とかお菓子はやるのか、そし

て、学生もボランティアとして活動して感想とか出してもらうのか、やってよか

ったということがあるのか、お願いします。 

 

見崎課長    お弁当は出しますが、その後、感想までは聞いてないですね。 

 

寺尾館長    大富公民館は、当然、お弁当は配布をします。それとは別にボランティアが終

わって帰る際に、学生なので、ノートを一人 1冊渡して、「どうでしたか」と聞く

と、普段体験したことのないことをやるので、いい経験になりましたという感想

で、嫌々やっている子はいませんでした。 

 

永井委員    特に行儀が悪くて困った子がいるということもありませんか。 

 

寺尾館長    ないです。 

 

鈴木委員    健康展や保健委員健康講座で体脂肪の測定をやったところがありましたが、今、 

高齢社会でみんなが元気で長生きするってことに最大の関心があると思います。 

骨量、筋肉量、血管年齢のテレビ番組も多くてこの間は、みかんをたくさん食べ

ているところの人は血管年齢が若いとか、そんな番組がありまして、自分の実年

齢よりも測定年齢が若いと言われるとすごく元気が出ますね。80代の人が60代、

50 代だと言われると、すごく元気が出ます。そういったことが簡単に測定できる

ようなものがあれば、公民館まつりに行って、人のやったものを見るだけじゃな

くで、自分もそういった形で参加して、自分は若いと周りに自慢できたりだとか、
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そういうことができるといいと思いました。体脂肪測定をやったというところが

あって、すごいと思いました。体重計で骨量や筋肉量、基礎代謝や内臓脂肪が測

れるものがあるので、なにか今の時代、手軽に持ち込んでできるものがあったら    

       公民館まつりでできたら、いいんじゃないかなと思います。実際にやられていた

体脂肪の測定や健康展をやったところのお話を伺いたいと思います。 

 

高栁委員   公民館まつりの中での健康コーナーは私もいいと思いました。 

    

松永議長    実際に私も東益津公民館で測定をやって、体の中の年齢が 40 歳代でした。 

保健委員さんが主催でやってくれました。他のところはどうでしょう。 

 

長島委員    大村公民館では、食推の皆さんが減塩の味噌汁をお昼の時に配っていて、それ

ぞれの地域の中において、保健委員や食推の皆さんにお願いしていけば、いろん

なことができるんじゃないかと思います。 

 

村松委員    焼津公民館の場合は地域包括支援センターが毎年やってくださり、かなり本格

的な器具が入っています。今年はシルバー人材センターもチラシを対象年齢の方

に配ったり、会場の方に声掛けをしてくださっていました。 

 

山口委員    先程の永井さんの質問の関連で今年はボランティアが目につきますが、ほとん

どの公民館でボランティアがありますが、小川公民館だけ学生ボランティアがな

いようですが、来年は検討されるのか、お聞きしたいです。 

 

望月館長    他の地区のボランティアの人数を聞いて桁が違うためです。 

       例年、小川中学校の先生を通じて、いつもボランティアを募集しております。  

       子どもコーナーに小川中の生徒を各1日当たり10人位を配置しております。あと、 

小川公民館の場合は、社会教育課の青少年担当のボランティア人材バンクにお願

いしまして、今年は２～３人、中学生だけでなく、高校生も入ってもらって対応

しました。今年は小川地区のインターンシップの大学生がひとりいました。 

決してボランティアがいないわけではないんですが、規模が小さく、小川公民

館まつりは自主講座、自主グループ、社会教育団体の方々の利用者に全部の作業

を協力してやっていただいておりますが、まつりの規模を維持するには、地元の

方に、ボランティアを募集するしかないかなと思いました。 

 

永井委員    ボランティアのお話がありました。今、小川の館長から利用者団体のグループ 

       の協力で公民館まつりを実施されているというお話がありましたが、やはり利用

者団体が盛り上げてやってくれて、そこに新しい息吹として小中学生や高校生が

入ってきてくれると、すごくよろしいと思います。 

        最近の高齢者の方が、高齢者と言っては失礼なくらいにお元気な方が多くて、 

       そういう方と皆さんで地域を盛り上げるのがおもしろいと思います。皆さんの発

表の場であり、意見交換を楽しくして、次の年の公民館まつりにつなげられるも

のがあると、非常に夢があっていいと思います。 

 

松永議長    ありがとうございました。各公民館まつりの実施状況をしていただきました。

来年度以降、よい公民館まつりにしていただくようお願いします。 

それでは審議２に入ります。「公民館のあり方等」について昨年の末に皆様方か

らいろいろご意見を伺いました。そういったことを社会教育課の方でまとめてい
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ただきまして、スライドで見ていただくようにしますのでよろしくお願いします。

社会教育課の小林主査から説明をお願いします。 

   

小林主査    私の方から「公民館のあり方」について説明させていただきます。 

        まず、事前にお配りした資料と同じスライドを使いながら説明をさせていただ

きます。 

        そもそも「公民館のあり方」の検討を何のためにやるかということですが、地

域の皆様にもっと使っていただき、便利になるためにあり方を研究できないかと

思っておりますので、新たな活用もできるか、検討をしていきたいと思います。 

今までの公民館はどういうものかという説明をさせていただきます。社会教育

法に基づく公民館の目的・事業ということで、公民館は社会教育法第 20 条に基づ

く施設になっています。住民のために実際生活にその目的は市町村その他一定区

域内の住民のために、実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業

を行い、もって住民の教養の向上、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を目的とする。ということで、社会教育施

設とされております。 

公民館の事業は、社会教育法 22 条で規定されており 一、定期講座を開設する

こと。 二、討論会、講習会、講演会、実習会、展示会等を開催すること。三、

図書、記録、模型、資料等を備え、その利用を図ること。四、体育、レクリエー

ション等に関する集会を開催すること。五、各種の団体、機関等の連絡を図るこ

と。六、その施設を住民の集会その他の公共的利用に供することとなっておりま

す。 

次に公民館の運営方針は社会教育法 23 条に規定があり、公民館は次の行為を行

ってはならないとされています。 

・もっぱら営利を目的として事業を行い、特定の営利事業に公民館の名称を利

用させその他営利事業を援助すること。 

        ・特定の政党の利害に関する事業を行い、又は公私の選挙に関し、特定の候補

者を支持すること。 

・市町村の設置する公民館は、特定の宗教を支持し、又は特定の教派、宗派若

しくは教団を支援してはならないとういことで、営利、政党、宗教、この３つに

制限があるということです。 

焼津市の公民館についても社会教育法に基づく教育施設として中学校区ごとに

９つ設置されております。こちらは地図で示していますが、赤丸がついたところ

が公民館の位置になっており、中学校区の中心的な位置にそれぞれ公民館を設置

しております。 

公民館の利用状況として、年間の延べ利用者が平成 30 年度に約 45 万人で、県

内でもトップクラスの利用状況となっております。実情としては近年、高齢化も

あり、少し減ってきているという現状もあります。 

次に自主講座、こちらも公民館が主催となっておりまして 335講座ありまして、

焼津市の公民館の大きな特徴となっております。次に自主グループ、サークル活

動等のグループが 118 グループあることも特徴となっています。他にも社会教育

団体等が多く利用しております。 

次に焼津市の公民館の事業内容を大きく二つに分けて説明させていただきます。 

       １つ目は、社会教育法で規定されている公民館の本来の事業で、生涯学習活動（主

催講座、サークル活動、図書室の利用、貸館等）になります。 

        

その他の事業として公民館では、多くの事業が実施されています。 
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        その他の事業の 1 つ目は地域コミュニティ事業です。これは、大井川公民館以

外の各館に地域コミュニティ組織があり、中学校区に属する自治会が地域のコミ

ュニティ組織を作って地域活動や研修を実施していただいております。 

        次が市民サービスセンター機能、こちらは、大村公民館と大富公民館にありま

すが、市民サービスセンターとして、印鑑証明や住民票を発行するものです。 

同じく自動交付機が設置されているのが、大井川公民館と和田公民館と東益津公

民館です。 

 続いて避難所としても公民館は指定されております。風水害の避難所としては

すべての公民館が指定されており、東益津公民館は土砂災害の避難所としても 

指定されております。大村公民館は地震の避難所として指定されております。 

 次に、地域支え合い協議体として、福祉や介護予防の中心的な事務局としても

位置付けられています。 

 次に子育て機能として、各公民館にはふれあい広場が設置されているところも

ありますし、和田公民館には放課後児童クラブが設置されています。 

 次に、学校連携機能ということで、こちらに書いたのは特別教室の共有を東益

津公民館と和田公民館でしていますし、先ほどお話のあったとおりボランティア

等、公民館まつりの協力だとか、自主講座を見ていただく等、学校との連携もし

ています。 

 最後に居場所づくり機能ということで、主に港公民館でやられているが、高齢

者の居場所としてそういった場所にもなっています。 

 その他の事業が増加し、社会のニーズの多様化によって地域の拠点である公民

館がいろいろな役割を求められています。 

次の資料になります。国の方針で今年の令和元年６月７日に新しい法律が定め

られました。その中で社会教育法の一部が改正されましたが、公民館その他社会

教育に関する教育施設について、まちづくりや観光など他の行政分野との一体的

な取り組みの推進のために地方公共団体がより効果的と判断する場合には、社会

教育の適切な実施の確保に関する一定の担保措置を講じた上で、条例により地方

公共団体の長が所管することを可能とするというものです。今まで公民館は教育

委員会が持っている教育施設ですが、それをまちづくりや観光と連携して、さら

により一層具体的な取り組みができると判断した場合には、市長部局の方に公民

館を持っていくということも可能となりました。これが今年の改正の内容になり

ます。 

次にこれからの公民館等の施設に求められる役割ということで、昨年度の末に 

公民館運営審議会の皆様には公民館の理想像ということでアンケートを行わせて

いただきました。一部の抜粋になりますが、それをこちらにまとめさせていただ

きました。 ・市民の学び、地域の活力、世代間交流、地域内交流の促進の場。 ・

地域課題を明らかにし、課題解決への活動展開がなされる場。 ・地域の拠点で

あり、年齢に関係なく人々が自然に集まる場所。 ・人と人とのつながりを形成

し、世代間の交流を図るような場所。 ・地域リーダーを養成し、高い志を持っ

た人づくりをする場。 ・地域のつながりが築ける場。といったものがあります。

ご意見もいろいろありましたが、例えば、子ども食堂はできますか？とか地域交

流センターというものもできてきており、そういうものに変えていった方がいい

のではないか。という意見もありました。その他、豊田まちづくり協議会さんは

新しい豊田公民館に求めるものとして、気軽なスペース、交流のスペースがほし

い。 ・地域住民を主体としたまちづくりの拠点としたいという意見が出されて

います。 
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 次が、他市の同類施設の活用状況ということで、静岡県内の元々公民館だった

施設が○○センターといったセンター化しているところが多くあります。上から

袋井市さん平成 30 年、藤枝市さん平成 29 年、磐田市さん平成 27 年、浜松市さ

ん平成 25 年、静岡市さん平成 20 年とセンター化しております。センターではど

ういった事業をしているか調べました。今まで公民館であったので、生涯学習は

当然やるということで条例にも謳っています。次に地域づくり活動の支援は多く

の自治体で活動することになっています。あと交流の場、貸館で、表の右側の営

利を伴う貸館についても認めているところもいくつかあるという現状です。その

他細かい事業は次のスライドでお伝えします。 

 同類施設で行っている事業のまとめです。公民館で行っている事業もあります

ので、それと併せてまとめました。大きく分けて８つのジャンルに分けました。 

１つ目が生涯学習の推進、２つ目が地域づくり活動支援、３つ目が交流の場の

提供、４つ目が高齢者支援、５つ目が子育て支援、６つ目が防災、７つ目が行政、

８つ目が貸館です。この中で、赤字で示しているものが焼津市で既に行っている

事業であります。例えば生涯学習の推進で講座の提供、サークル支援、図書室の   

や地域づくり活動支援で言えば、地域活動組織の事務局や公民館まつりを実施し

ています。交流の場の提供で言えば、公民館に広いロビーがあったり、居場所づ

くりをやっていたりします。次に黄色で示しているものは、他市町では条例で謳

って実施していますが、焼津市ではあまりまだやっていないところを示していま

す。黄色のところで、地域づくり活動支援で言うと、まちづくりだとか、地域づ

くり支援というのを条例で謳って実施している市があります。その他、朝市だと

か、マルシェをやっているところもあります。３番の交流の場の提供では、フリ

ースペースをやっているところもあり８番の貸館で言うと交流目的での貸館を許

可しているところや、営利目的の貸館も許可しています。物販を伴う貸館につい

ても許可するというところもあります。 

        現在、焼津市の公民館では社会教育施設ですので、単純に友達と話がしたいと

いう貸館は難しい状況です。焼津市の公民館は少し厳しく社会教育施設として運

営しています。他市町ではママ会でもそういった交流でも貸すところもあります。 

        この中で他市がやっているからすべて焼津市もやっていくということにはなら

ないと思いますが、例えばこういったものがある中でもっと公民館を地域で活用

していくために、どういうことをできるようにしていったらいいかということも

含めてご検討いただければと思います。 

        最後に公民館と交流センターとどう違うか比較した表です。 

まず、所管部局がこれまでの公民館は教育委員会と交流センターになることに

より市長部局に移している市町村が多くなっています。公民館が教育委員会の所

管というのは今までの流れで、６月７日に公民館のまま市長部局に行くことも可

能になったということが法律の改正です。 

根拠法令は、公民館が社会教育法、交流センターは条例で定めています。県内

の数は公民館が現在 62 館、交流センターは 155 館、近年交流センターに変えて、

使い勝手のいい施設にしたいという思いもあると思います。 

設置目的は公民館については、はじめに説明したとおりで社会教育法に基づく

もので、交流センターについては、各市条例で目的を設置していますが、一つ例

を挙げると、生涯学習活動の振興、行政と地域の連携、地域住民の交流によるま

ちづくりの活性化を図るために地域交流センターを設置するというものです。 

次に使用制限は先ほど説明したとおり、政治・宗教・営利に伴う施設の利用に

制限があります。交流センターにはそういう縛りがなく、各市町で定めています。       
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メリットについては、公民館は教育施設なので定期講座や教育目的を担保する 

       という意味では、社会教育法の縛りがあるほうがいいのではと思います。交流セ

ンターは社会教育だけに縛られず、まちづくりや交流等の利用についても広く使

用したり、他に物販や営利の活動が可能です。 

デメリットについては、公民館は会議室の利用に使用制限がありますが、交流

センターは企業や営利な団体が入ってきたときに悪質な利用が発生する場合があ

る。他に今まで、自主講座やサークル等の優先使用がやり方次第ですが、教育施

設ではないということで少し弱まる可能性はあります。 

        まとめると、交流センターとすることで、市の実情に合わせた施設の目的、利

用基準の設定が可能となります。 

        最後ですが、地域の拠点施設として公民館の新たなる活用がどういうことがで

きそうか、検討していきたいと思います。まず、公民館を活用してできそうな事

業、これまでの社会教育法を取り払った上で可能なもの等、公民館を利用して実

施したい事業、現在の公民館利用について不便な点、交流センター化について、

ご意見をいただきたいと思います 

 

松永議長    ありがとうございます。今、公民館と交流センターとの比較等についてご説明 

       をいただきましたが、そもそも公民館をどのように使っていったらいいかという 

問題だと思います。皆様、ご意見をお願いします。 

 

橋本委員    今の公民館の現状もそうなんですが、常勤の職員の方とか予算面を考えると、

これからどんどん厳しくなると思いますが、そういった面で先程も話に出たボラ

ンティアですが、公民館まつりの時だけのボランティアでなく、例えばセンター

化するのならセンターボランティア、公民館であれば公民館ボランティアという

年間を通していろんな活動をお手伝いできるような育成をしていくのも一つの方

法かと思います。 

いろんな年間の各公民館の行事とか、センター化したところの事業を見ても、

一つ抜けているというか、公民館に載ってない見てないものがありますね。それ

は障害を持った方が、現在非常にたくさんいらっしゃいます。身体的な方、知的

とか、精神とか、そうした方も交えた交流の場というのが、公民館では見たこと

がないですね。私は、県社協の社会福祉協議会がある社会福祉会館を 7～12 月ま

で借りていましたが、２階にオープンスペースに高校生がよく遊びに来ていて、

その奥には、お母さんたちが小さいお子さんを連れて来て、そこでいろんな相談

をしたり、お友達と遊んだり、その高校生たちと時々ふれあったりしているんで

すね。ホールをはさんで反対側にはお風呂があって、お年を召した方が結構いら

しゃいます。そういった方もそのあと、オープンスペースに行って、新聞を見た

り、話をしたりしています。簡単に言いますと、小さい子供からお年寄りまで交

流のひとつの居場所みたいになっています。公民館の場合は土日でも子供たちが

そういった地域の人と触れ合う場が、今、他にもあるのかどうかわかりません。

私は今まであまり福祉の面とか興味がなかったものですから、あの場所へ初めて

行き、半年間借りて、こういうふれあいもあるのかなと思いました。 

焼津市はこういうことをしているのかな。大井川の人はこのすぐ近くにデイサ

ービスしているところがありますが、そういったデイサービスのおばあちゃんた

ちと交流する機会があるといいですね。そういう視点を含めてちょっと考えたら

いいと思います。 
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山口委員    交流センターという名前が各地方で盛んになって、名前にこだわる必要はない

と思いますが、同類施設で行っている事業のまとめのところの３番で交流の場の

提供とありますが、やっぱりメインは交流の場だと思います。実際には小学生あ

たりが学校の帰りに寄って宿題を教え合っていて、見ていてすごくほほえましい

感じがします。フリースペースは実際、既にやられているというか、実施してい

て、この交流の場というのをぐいぐい広げていって可能な限り広げてほしいです。 

また是非、交流の場に Wi-Fi は広げて開放してほしいと思います。 

交流の場というのを中心にやれば、名前は交流センターにこだわる必要はない

と思います。 

 

小杉山委員   意見というより質問ですが、いろいろ活用状況を調べる中で、職員の数は調べ

られたんですか？それぞれ交流センターの中、実際に多いのか少ないのか？ 

 

小林主査    藤枝市さんについては、確認させていただきました。 

藤枝市については４名、焼津市は基本的に３名です。 

 

清水館長    藤枝は４名、市民課的な窓口と地区社協、昔、焼津市も地区社協と言ったんで

すが社協の職員、あと焼津で言うところのコミュニティと主事、基本的にはその

４人でやっています。以前の部署で確認しました。 

 

小林主査    センター長、地域活動推進員、非常勤という４名体制。藤枝市の場合は、各館

がすべて市民サービスセンターの機能がありますので、4 名です。 

焼津市についてもサービスセンターを持っている大富公民館と大村公民館につ

いては１人、サービスセンターの職員がいるという体制になっております。 

 

岡村事務局長  もう一つ、藤枝市と焼津市の違うところは、藤枝市は再任用職員、退職したそ

の後の職員の活用を考えていて、公民館に１人ずつ再任用の職員が配置されてい

るという状況であります。 

 

松永議長    焼津市はおおむね３名ですね。 

 

村松委員    疑問ですが、今までの公民館と交流センターの違いというのは、なんとなくわ

かりましたが、これで公民館が交流センター寄りになるというか、令和元年６月

７日から緩くなったわけですね。そうなると、果たして地域交流センターと公民

館の違いがどれくらい出てくるのか詳しくわからないですが、このあたりの市町

村で交流センターという名前にしたところが、ものすごく交流センター化してい

るのかというと、私は藤枝市に結構、仕事柄、出入りさせていただいていて、焼

津市と比較すると、主管の管理するところが違うことと、少し緩くなっているく

らいです。あまり大きな違いがなくて、逆に緩くなったのであれば、公民館とい

う名前の中で、いろいろな部局とセッションしながらやっていくという方法もあ

るということを考えると、果たしてどちらがいいのか、焼津市としては、どんな

風にお考えになのかということがまず 1 つあります。 

それからもう１つは、少し細かい点ですが、秋に大きな台風が来て、この辺で

は初めてというくらい焼津市の全体、市民の多くの方が避難所ということをすご

く意識しました。地震の時の避難所は皆さん、浸透されていらっしゃいますが、

水害は初めてで、市民からすると、ちょっと戸惑いがありました。これから多分
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水害も増えてくる中で、公民館の避難所としての位置付けというのは、もっと大

きくなってくる。そういう中でそのシステム化というのが、理解できていなくて、

いつも水害や台風が来るというと、館長さんたちが泊まり込みになるのか、大変

だなくらいのふわっとしたイメージしかないですが、他の部局とどのような協力

体制を得て避難所として機能するようになっているのか、そのあたりをお伺いで

きたらと思います。 

 

見崎課長    １つ目の市はどういうふうに考えているのかということなんですが、まず庁内

でも関係課でいろいろ検討を始めたところです。ですから、そういう意見を踏ま

えながら、どんな形でいいのかというのを今から、考えていこうというところで

ございます。 

２つ目の避難所という役割ですけれども、この間の台風 19 号の時の対応につ

いて報告させていただきます。 

まず、10 月 10 日の木曜日に防災部から依頼を受けて、12 日の土曜日の夜から

13 日の日曜日の早朝まで夜中でも避難者の受け入れを取れるような体制を準備

してくれと依頼がありまして、それで先ほど、清水館長から避難の準備をしてく

れということがあったという報告があったと思います。翌日 11 日の金曜日の午

前中に防災部から自主避難の受け入れについて、市内全公民館を自主避難所とし

て避難の受け入れをしますということがホームページ上にアップされました。 

それに伴い、午前中から受け入れをするということなので、11 日の金曜日の夜、

1 泊して、12 日も１泊しなければならないという体制になった時に公民館長１人

しかいませんので、２日連続で泊まるのは無理なので、自主避難の受け入れにつ

いては公民館対応でお願いしますというとの基本にあります。避難準備が発令さ

れてここの公民館に避難してくださいという情報が発せられれば、防災対策本部

の避難所班が来る場合もありますが、そうでない場合は公民館の避難所の方で対

応というかたちになっており、各１人では無理なため、社会教育課の職員で 11

日の金曜日のところを対応するような形になりましたが、社会教育課の職員も男

６名しかいませんが、９公民館あるもので、３公民館足りなくなり、教育委員会

事務局で協議して、他の課から３名の職員が 11 日の金曜日に１晩１人で避難者

の受け入れをしたところです。 

実際の避難者につきましては、夕方から避難する方がございました。11 日に公

民館に避難された方が、東益津公民館２人、大村はいませんでした。焼津公民館

６人、小川公民館５人、豊田公民館１人、大富公民館９人、港公民館２人、和田

公民館６人、大井川公民館 19 人という形で 50 人が 11 日の金曜日から避難され

ております。翌日、12 日の土曜日、早朝から雨風が強くなっておりましたので、

自主避難者が相当な数の方が避難されてきております。8 時 30 分、公民館通常勤

務の時間ですが、そこで館長たちと交替という形になりました。その後は各館で

の対応になった訳です。一番最初に港・和田地区に避難準備の発令がされたのが

12 時、昼頃でした。そこで正式に港公民館、和田公民館、大富公民館が避難所と

いうことで指定されております。そこから避難者が多くなったものですから受け

入れがいっぱいのところもでてきたので追加ということで、午後２時くらいに港

小、港中、和田中学校が避難所として増設されて避難所班の人たちがそちらの方

にあたったということです。 

その他に、東益津の土砂災害の危険があるということで避難勧告が出て、夕方、

朝比奈川が氾濫しそうだということで、避難所情報が出されて公民館も指定を受

けたとういうような流れになりました。 
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実際に台風の関係で避難者の数、焼津公民館で 34 名、豊田公民館で 37 名、小

川公民館で 19 名、東益津公民館で 169 名、大富公民館で 106 名、和田公民館で

301 名、港公民館 98 名、大村公民館 74 名、大井川公民館 212 名、合計で 1,080

名の方々が公民館に避難されてきています。そのほかに、防災部から情報をいた

だきましたが、コミュニティ防災センター全 12 ヶ所に避難所がありまして 171

名、その他に港小、港中、和田中の合計が 159 人、市内全体で 1,410 名の方が避

難されたということでございます。 

公民館に避難されてきた人が、最終的に帰られた時間ですが、小川については

21 時、焼津につきましては 23 時 45 分、ほとんど日が変わるくらいですね。大

村についても 12 日のうちに帰られました。翌日までいたところの公民館その辺

の対応は各館長がやっていただいたということで館長の人たち、本当に長時間に

わたって災害の方に対応していただいたというところでございます。 

 いろいろ課題もありまして、今、庁内でも対策本部ですとか、災害対応につい

ての協議をしているところでございます。 

 

岡村事務局長  少し補足をさせていただきます。この前、社会教育委員会が行われまして、そ

の中でも公民館のあり方について説明をさせていただいた中で、同じ質問があり

ましたので、公民館の避難所としての役割がどうだということで、今、課長から

も話をさせてもらったとおり、今の避難所というのは地震を中心に考えた避難所

になっておりますので、この前の台風のように冠水した時に、東益津公民館や港

公民館に行けなかったという方がいらっしゃいましたので、今回そういったこと

も踏まえて、庁内で水害の避難所が地震の避難所と一緒でいいのかということも

含めて、防災部を中心に庁内で検討会議をやっているところですので、そこをご

理解いただきたいと思います。 

 

松永議長    ありがとうございました。避難所としての公民館のあり方ということにつきま

しては、課長がお話ししてくれたとおりでございます。やはり、住民は避難所と

して求めますよね。それはそれでいいと思いますけれども、先ほど、村松委員が

冒頭で言った、焼津市はどのように公民館をしていきたいかということの質問は、 

       今、庁内で検討しているということですね。ですから今、公運審の皆さんにご意

見を聞いて、言ってもらって、どういう公民館の姿にしていけばいいのかという

ことが、私たちに問われていることだと思っております。で、すぐに今日結論を

出すというものでなく、社会教育課でも議論をしているということですので、３

月にそこまでに皆さんでそれぞれ公民館のあり方、これからどうなのかというこ

とをもう一度考えながら、この３か月間を過ごしていただいたらいいのかなとい

うことで、どうでしょう。 

 

本間委員    交流センターというところで、どんな活動をしているとか、経験がないものだ

からわからないんですよ。公民館というものは自分でそこに行って見たり聞いた

りしてわかるんですけど、交流センターになったときに、例えば藤枝とかそうい

うところで、どんなふうにしているかわからないので、情報を提供していただく

とか、あるいは実際、見る機会があったら見せていただくとか、そういうことが

ないとなかなか情報を掴むということが難しいことだなと思いました。 

 

小杉山委員   もう少し、私も情報を欲しかったということが、交流センターに移行している

ところが、平成 25 年くらいから浜松市さん、袋井市さんとかだいぶありますね。 
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利用の数が公民館から交流センターになって大幅に増えましたね。それがどうい

うふうに変化があったのか、結果的に交流センターにして、こういう施設を利用

して増えている。 

もう一つはこれだけの地域が交流センターに移行しているのであれば、情報が

欲しいというのは、我々審議会でもいろいろ意見はありますが、なぜ、あなたの

の市町では公民館から交流センターに移行したのですかという一番大きな理由、

実際に移行しているのだから、何かプラスのことがあるから移行したそのあたり

の理由の調査をして提出していただくと非常にわかりやすい、判断しやすいので、

地域で交流していただいて、情報提供していただきたいと思います。 

 

植村係長    他の移行した地域について事務局の方でも、直接、袋井市に赴いて実際の部署

に聞き取りを行ったり、御前崎市は、これから移行を計画しているということで、

電話等で聞き取りを行っております。やはり、理由の一つの大きなところで、年々

利用者が減っている中、講座等貸館の幅を広げ、営利を目的とした貸館等をやっ

ていきたいという意向があります。 

あとは、もっぱら営利を供しないという意味のところをどの地区もかなり厳し

く解釈をしており、営利が少しでも関わるものは、まかりならないというのが主

だった風潮であります。例えば実際営利でなくても講演会で講師が本を売りたい

とか、営利の範囲でだめだというようなのが公民館の流れだったので、そういっ

たものを回避することによって、利用者の増加を図りたい、それからもともと地

域の拠点が公民館の制限に引っ張られて、地域の活動をなかなかできない、そこ

の自治会等改革の大きな目玉として、地域交流センター化を挙げて動いているの

が袋井市、御前崎市の状況になっています。 

 

小林主査    御前崎市に追加させていただくと、公民館というと法律で定められたもの、一

番上の図書室、貸館というのがメインの施設になっているので、それが今実情と

合ってない部分もあり、それと合わせる意味でも、公民館というだけの縛りでは

なく、交流センターとしてこういった全体を含めてやっている施設という定義的

にも交流センターに揃えていくということです。 

 

松永議長    ありがとうございました。今、ここにいる公民館運営審議委員の皆様は公民館

と非常によく関わった人が大勢いると思います。そういったことで、交流センタ

ー化ということがなかなかうまくいかないと思います。 

       次の行為を行ってはならないという、もっぱら営利、政党、宗教、これだけは絶

対外してはいけないというふうに思っておりますが、皆さんはどうでしょうね。 

        

山口委員    講演会の先生はせっかく来てくれるから本を売るのは良しとしてもいいんでは

ないか。あまり雁字搦めにしてもどうかと思う。臨機応変にして、時代のニーズ

を読んでいかないとまずいような気がします。 

        時代のニーズというので、気になったのは、２番の地域づくり活動支援の地域

協働運行バスで、今日の話とは違うかもしれないですが、実を言うと高齢化社会

で車の台数は増えています。公民館に行きたい、学習は続けたいけれど、車をや

めると行けないという人がいて、誰かに乗せて行ってもらえばというと、意外と

そういう人は、人の世話になりたくないと言って、バスなら行きたい。考えてみ

ると焼津市の公民館を結ぶバス路線はないですね。それで公民館講座を断念する

お年寄りが結構います。現実として。なので、公民館を貫くバス路線があるとい
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いと思います。今、時代がどんどん変わっているということで、そのあたりまで

考慮していかないといけないのかなと思います。 

        それから今の営利のことも確かに賛成だけれども、そこらへんは幅広いいろん

な先生を呼びたいので、そこもどんどん切り替えていかないとまずいと思います。 

 

松永議長    学習に関わるところ、勉強などの本くらいはいいですね。 

 

小林主査    あとは地元の企業さんとか、鰹節屋さんが自分のところの伝統的なやり方をし

てますとういうことを地域に広めるのに伴って何かを売るというのは、一部認め

たり、地域を応援していく部分もあるのかなと思いますが、そのあたり、今のと

ころは難しいところです。 

 

松永議長    皆さん、いろんな意見がありますけれども、社会教育委員会の中でも定まって

いないということなので、皆さんそれぞれご意見を次回までにまとめてもらって 

       また３月、話し合いをしたいと思います。その前に社会教育委員会の方では他市

の情報を収集していただくということをお願いしたいと思います。 

        時間も２時間経ちますので、ここで締めさせていただいて、次回の時にご意見

を持ち寄っていただくようお願いいたします。 

 

岡村事務局長  私から一言、いいですか。先程、避難所の話が出ましたが、台風 19 号、10 月

11 日～13 日まで、社会教育課の職員や公民館長が非常にいい対応をしていただい

たので、ご報告させていただきます。 

        焼津公民館と東益津公民館は周辺が冠水して大変な状況でした。和田公民館と

大井川公民館は外国人の避難者が多く、外国人のネットワークで、吉田町から大

井川公民館に避難してきた方もおりました。 

        公民館が丁寧な対応をしていただいたので、台風のあと、公民館には、一つも

苦情がなかったということです。 

 

松永議長    公民館長さん、大変でした。ご苦労様でした。 

 

見崎課長    長時間にわたり、ご審議いただき、ありがとうございました。 

        次回、第３回は、令和２年３月 13 日(金)、大井川庁舎大会議室で開催です。 

それでは、以上を持ちまして、２回焼津市公民館運営審議会を終了させていた

だきます。本日は、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 


