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令和元年度 第３回焼津市公民館運営審議会 議事録 

 

１ 日 時  令和２年３月 13 日(金) 午後１時 30 分～午後３時 

 

２ 場 所  大井川庁舎３階 大会議室 

 

３ 出席者 

 （委 員）松永哲雄会長、長島博雄委員、村松晶子委員、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、髙栁惠子委員、山口秀夫委員、本間布美子委員 

      橋本登委員、奥山喜代子委員、小杉山正雄委員 

 （事務局）岡村教育委員会事務局長、見崎社会教育課長兼豊田公民館長、 

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 

  欠席者 

（委 員）巻田幹彦委員、林紘一朗委員 

４ 次 第  

 （１）開 会 

  （２）事務局長あいさつ 

（３）あいさつ 

 （４）議 事 

      報告事項 １．新型コロナウイルス感染症拡大予防に関する公民館の対応について 

           ２．令和元年度各公民館事業実績について 

      審議事項 １．公民館のあり方（庁内検討内容の報告・意見聴取）について 

 （５）その他 

 （６）閉 会 

 

５ 内容 

 （１）開会のことば(見崎社会教育課長) 

 

 （２）事務局長あいさつ（岡村事務局長） 

 皆様こんにちは。本日は年度末のお忙しい中、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、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た。来年度につきましても教育委員会事務局所

管の各事業も着々と準備が進んでいる状況です。 

公民館事業につきましても、主催講座や自主講座などの活動に多くの方が参加いただき、学習

と交流の場として活用されています。今年度の公民館まつりにおきましては、２月 22～23 日の両

日、大井川公民館で、盛大に開催され、無事終了することができました。御礼申し上げます。 

来年度事業に向けも、各館とも準備を進めているところであります。 

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運営が滞りなく行われました。 

皆様の委員には、７月の第１回公民館運営審議会から様々なご意見をいただき、ありがとうござ

いました。今後とも、公民館行政、更には教育行政・市政全般に引き続き協力をいただきたいと

思っております。 

本日は事務局より、各館の公民館事業報告と、公民館のあり方および新型コロナウイルスの対
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応について、ご報告させていただきます。そのことについて皆様で意見交換をしていただきたい

と思います、よろしくお願い申し上げます。 

結びに、委員の皆様におかれましては、今回も引き続き、本市の公民館事業の推進のために、

貴重な御意見や御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。 

   

（３）会長あいさつ(松永会長) 

  焼津市公民館運営審議会 会長の松永でございます。本日は、令和元年度第３回焼津市公民館

運営審議会にお集まりいただきありがとうございます。また、日頃は、公民館運営審議会の運営

に、ご理解とご協力をいただき、併せて御礼申し上げます。本年度も残すところ２週間余りとな

りましたが、各公民館においては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

きたものと伺っております。本日は、「令和元年度公民館事業実施報告」今後の焼津市の公民館の

あり方について、庁内での検討内容の報告、新型コロナウイルスの対応について事務局から説明

があるとのことです。こういう時期ですのでなるべく簡潔に進めていただければと思います。皆

様方には、是非とも忌憚のないご意見等をいただきますようよろしくお願いします。 

 

 

 （４） 議 事 

見崎課長     本日は、委員総数15名中12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。 

 

永井委員到着 

 

松永議長     それでは次第４の議事に入ります。はじめに、「新型コロナウイルス感染症拡

大予防に関する公民館の対応について」事務局より説明をお願いします。 

 

 

見崎課長     報告事項１.「新型コロナウイルス感染症拡大予防に関する公民館の対応に

ついて」報告 

          

         公民館事業について中止延期した事業は、ホームページにて随時広報して 

おります。現時点で中止しているのは、３月末までに開催予定であった社会学

級、高齢者学級、成人学級、主催講座です。また小中学校の休校に伴い、高校

生以下の学習スペース、図書室利用、公民館のふれあいルームについても使用

を中止しています。子供の自主講座も中止しています。 

         現在実施している事業は、大人が対象の自主講座、貸館、図書室利用となり

ますが、本日県内で３人目の感染者が出たため、来週火曜日（令和２年３月 17

日）から自主講座についても中止しようと考えています。このことについてご

意見をいただけたらと思います。 

 

松永議長     ありがとうございました。以上、事務局からの報告が終わりました。このこ
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とについてご意見、ご質問、異議等がありましたらお願い致します。 

 

山口委員     自主グループは活動してよいということか？ 

 

見崎課長     自主グループは貸館扱いなのでよいです。 

 

松永議長     他に何かございますか。無ければこれで質疑を打ち切ります。それでは事務

局の案のとおりすすめてください。以上、「新型コロナウイルス感染症拡大予防

に関する公民館の対応について」の報告でした。 

次に、「令和元年度公民館事業実績について」各公民館長からそれぞれ報告を

お願い致します。 

 

豊島館長     焼津公民館の豊島です。よろしくお願いします。 

焼津公民館では、今年度の自主講座は 29 講座、自主グループは 14 グループ

が活発に活動しました。 

高齢者学級は、73 名の学級生が在籍し活動しました。市環境生活課に協力い

ただいて実施した地球温暖化に関する環境講座や、焼津観光案内人の会を講師

に招いての「花沢の里」をテーマとした観光講座、万葉集から現代短歌まで幅

広く講義いただいた和歌講座など、様々な分野の学習会を開催しました。 

レディースセミナーは 43 名、社会学級には５つの学級に総勢 124 名が在籍し 

それぞれ活動しました。レディースセミナーでは、開級式のウクレレ弾き語り 

コンサートを皮切りとして、健康や終活、料理など幅広い分野について学びま 

した。社会学級では、それぞれの学級が工夫し、介護予防体操、能力アップ、 

徳川家康をテーマとした歴史講座など、幅広い分野の学習会を開催しました。 

子ども・親子対象講座では、敬老の日に合わせて開催した「洋ナシのケーキ 

づくり」、半球状のスクリーンに画像を映し出す「ダジックアースで地球環境を

知ろう」など、楽しめる企画を実施しました。 

成人短期講座は、大変好評だった「懐かしの映画講座（全３回）」や、今年度

から焼津市が取り組んでいる新元気世代向けの講座として、歴史講座「お城が

語る歴史（全２回）」や、健康講座「男性ボディメイキング（全３回）」といっ

た講座など、ターゲットを絞った講座や複数回開催の講座も実施しました。 

コミュニティ関係では、「三笑亭可風 落語独演会」や映画のテーマ曲を映 

像と生演奏で楽しむ「SAKUYA 音楽の名画座」といった挑戦的な企画など、様々

な事業を実施しました。 

その他に、施設利用の幅を広げるため、ロビーを活用しての、「朝顔展」、藤 

枝特別支援学校 焼津分校生の「絵画展」、認定 NPO 法人 SHIDA の「タイの子ど

もの絵画展」など、テーマを変えたロビー展を８回、開催しました。 

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。 

 

見崎課長     豊田公民館では、38 の自主講座と６つの自主グループが年間を通じ活動が行

われました。また、高齢者学級の「ゆたか学級」には 48 名、成人学級の「あり

のみ学級」には 49 名の学級生に参加いただきました。３月の学級は残念ながら

中止となってしまいましたが、館外学習を含めそれぞれ年間９回、10 回の学習

会を行いました。 
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次に、子ども・親子対象講座につきましては、全７回の連続講座の「豊田科

学研究所」は今年で６年目となりました。夏休み中の児童を対象にした「めざ

せ！けん玉名人」や、小学１、２年生は硬筆を、３年生から６年生は書初めの

練習を行う「子ども書道教室」には、多くの子どもたちに参加いただきました。 

短期講座につきましては、「歴史講座」や「仕事の疲れに効果のあるヨガ講座」

は、平日の夜間に開催し、昼間の講座に参加できなかった方も、参加できるよ

うに取り組みました。 

         ９月には大富公民館との共催で、11 月からの消費税 10％を迎えるにあたり、

「消費税 10％が家計に与える影響とその対策について」の講座を開催しました。

また、毎回人気があります「味噌やお豆腐づくり」の料理講座のほか、新たに

「中高年のためのスマートフォン」講座を開催し、多くの方に参加いただきま

した。 

コミュニティ関連としましては、子育て世代を対象とした「ベビーマッサー

ジと親子体操」や「産後ママ、育児ママのための骨盤ケアの講座」のほか、「い

きいき介護予防講座」、体幹トレーニングによる「新元気世代向け健康講座」、

「夏休みにおける子ども講座や館外学習」など、幅広い世代を対象とした事業

を行いました。 

なお、毎年、多くの方に参加いただきます、豊田公民館から浜当目海岸まで

往復する「耐寒ハイク」は、残念ながら雨天のため中止をなってしまいました

が、来年度も地域の方々と協力しながら、様々な年齢層の方に公民館を利用し

ていただけるよう、事業に取り組んでいきたいと考えております。 

 

望月館長     小川公民館の望月です。 

平成 31 年度すなわち令和元年度は自主講座については、新規開講はありませ

んでしたが 31 講座を開講していました。自主グループについては昨年と同様、

26 グループが公民館で定期的に活動していました。次に、高齢者学級は８回、

女性講座と成人学級は９回と８回開催しました。今回それぞれ３月の講座や閉

講式は休講となってしまいました。また、小学生向け公民館学級の「あそびな

んでも少年団」も３月館外学習は小学校の臨時休校に対応し、急遽休講としま

した。 

子ども・親子対象の単発講座では、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「歴史講座」、その他さ

まざまな分野の座学講座も開講しました。 

これ以外にも「文学講座」「歴史講座」をはじめ今後も、男性が興味をもって

参加していただけるような講座を企画開催していきたいです。 

最後にコミュニティ主催関連では、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、福祉関連の各種研修会を開催しました。 

新企画も今後地元の意見を聞いて行いたいと考えています。 

新館になって６回目の公民館まつりは、初日は天候不順でした。好天に恵ま

れた二日目には多くの方々の来場をいただき、無事開催することが出来きまし

た。地域の皆さんの様々なご協力には、大変感謝しております。 

先月は寒空の中ですが、小川小学校の小川おやじの会と共催で「こども焼きい

も大会」などの行事を無事に行いました。度末に向けては３月の活動が制限され
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ましたが、年度を通して総じて有意義な活動が出来たと思います。以上です。 

 

増田館長    東益津公民館の令和元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、45 の自主講座が

開講し、12 の自主グループが活動をしております。 

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しました。また、成人向けの木曜講座や坂

本、第 16 自治会、浜当目の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年を通じ実施しました。また、

小学校の夏休み期間中には、パン作りや体操、工作など六つの子ども講座を、そ

の他、図書室イベントとして、毎月おはなし会（読み聞かせ）を実施しました。 

        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

増進を目的としたリンパ筋トレと筋膜リリース講座やボディメイク体験講座、応

急手当講習会、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時節

に合った様々な講座を実施しました。なお、３月に予定していた高草学級、木曜

講座、各社会学級それぞれの閉級式及び子ども対象のアイシングクッキーでお菓

子の家づくり、成人対象の歴史講座については、新型コロナウイルス感染拡大予

防のため中止または延期としました。 

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、一部雨天によ

る中止、また、先ほども触れましたが、新型コロナウイルス感染拡大予防のため

の中止等ありましたが、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。 

 

寺尾館長    本年度、大富公民館では、自主講座は 30 講座、自主グループは 16 グループで

合わせて 46 の講座が活動しました。 

高齢者学級は、85 名の学級生が在籍し活動しました。学習内容としましては、

焼津の歴史をテーマとした歴史講座や熱中症予防講座、転倒予防のための「ふま

ねっと」講座を行い、幅広い分野の学習会を開催しました。 

        成人学級は、158 名が在籍し活動しました。学習内容については、交通安全協

会による危険予知訓練講座や南部包括支援センターによる介護予防体操などを行

いました。 

しかし、高齢者学級、成人学級ともに３月に予定していた閉級式記念コンサー

トにつきましては、新型コロナウイルス感染拡大の防止のため、やむなく中止と

させていただきました。 

続いて、子ども・親子対象講座は、トランポウォークや茶道体験教室を行い、

たくさんの小学生が参加し、大変好評でした。 

次に、成人短期講座では、「豊かなセカンドライフを送るために」と題して３回
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にわたり、「財産」・「相続」・「保険」とテーマを変えて講座を行いました。中でも

「もめないための相続と遺言の基礎知識」の講座につきましては、大変好評で参

加者より、もっと詳しい講義を受けたいとの要望があったことから、11 月に「40

年ぶりに相続税法が改正されたことに伴い相続の何が変わる？」と題して遺言書

の必要性や遺留分制度の見直しなどの説明を受け、参加者から「勉強になった」

との声をいただきました。 

また、昨年 10 月の消費増税に合わせ、豊田公民館との共催で「消費税 10％が

家計に与える影響と増税への対策について」と題して消費税の基本的な仕組みや

軽減税率制度、消費税増税対策について学びました。 

続いて、コミュニティ関連事業では、今年度新たに「和太鼓いぶきライブ」を

開催しました。会場中に和太鼓の力強い音色とリズミカルな音色が相まって、和

太鼓の深い魅力を感じることができたと参加者から大変好評をいただきました。 

また、３月に開催している「津軽三味線コンサート」はついては、毎年、好評

であるため、今年度も開催する予定でしたが、新型コロナウイルス感染対策のた

め、やむなく中止としたことは非常に残念でした。 

        来年度も、新規利用者の開拓と魅力ある公民館運営を目指していきたいと思い

ます。以上です。 

 

藤田館長    和田公民館の藤田です。 

和田公民館の令和元年度の事業報告をさせていただきます。まず、自主講座は

42 講座、自主グループは５グループが活発に活動しました。 

高齢者学級は、44 名の学級性が在籍し活動しました。最初の講座は「小澤正人

さんの映画が最も輝いていた頃」についてのお話でした。その後、中野俊光さん

の法話、押し花はがき、みんなで楽しく脳トレ、ちくわを作った館外学習、防災

講座等学習していただきました。 

女性講座は、63 名が在籍し活動しました。講座については、バイオリンコンサ

ート、女性のためのやさしいヨガ、ディスカバリーパーク見学、防災・終活講座、

己書、みんなで楽しく脳のエイジングケア、焼津の歴史をテーマにした歴史講座

など、学習していただきました。 

子ども・親子対象講座は、母の日に贈ろうフラワーアレンジメントをはじめ、

父の日に贈る枝豆チーズパン作り講座、シャボン玉フェスティバル＆ひみつのサ

イダーを作ろう、こどもお菓子天国などを開催しました。 

成人短期講座は、お野菜ゴロゴロ金山寺みそ＆海洋深層水で塩麹を作ろう、憧

れのスターと主題歌で蘇る日本映画黄金時代、まちじゅう元気塾（ロコモ予防運

動教室）、ふまねっと体験会、気象予報士さんのお話 お天気講座、中華ちまきを

作ろう、お正月寄せ植え講座、年金セミナー、和菓子作り講座を開催しました。 

コミュニティ関係では、夏の風物詩として和田公民館では恒例となっているこ

どもおばけやしきは、７月 27 日の開催予定が台風接近のため中止となり、11 月

に時期をずらして開催しました。事前申し込み不要の当日参加としましたが、ま

んま劇場さん・社会教育課のみなさんのすばらしい演出もあり、子どもたちの悲

鳴もたくさん聞くことが出来大盛況だったと思います。 

その他に地域交流の幅を広げるため、ロビーを活用して和田小学校の書き初め

展を実施しました。来年度も、利用者に親しまれる公民館そして小・中学校と交

流を深めていく事業展開を図っていきたいと思います。 
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谷澤館長    今年度、港公民館では、自主講座 45 講座、自主グループ 11 グループの計 56

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、新型コロナウイル

ス感染症の関係で３月の閉級式と学習が中止となってしまい、昨年度より加入人

数が減ってしまいましたが、大勢の学級生が毎回楽しみにして参加していただき

ました。 

高齢者学級については、老人クラブの解散などをすると、高齢者学級に入れな

いと思われて来年度も学級生がへってしまう可能性がありますので、周知をして

いきたいと思います。また、父親学級は奇数月に開催していますが、講座生が少

ないため、公開講座として、歴史講座や陶芸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とんど

で、それらは募集定員いっぱいになりました。昨年は、顔ぶれが同じになってし

まっていましたが、今年度は、多くの人に参加していただきました。また、来年

度はお菓子作りだけではなく、地域がらもあると思いますが、他の講座を一つで

も多くできればと思います 

一般向けの講座については、昨年も行った大人気の「手作り味噌講座」を２回、

干支飾り作り、歴史講座は大変好評で来年度もやってほしいとの声がありました。

また、そば打ち講座、恵方巻作りを新しく行ったが、人も集まっていただき好評

でした。 

地域コミュニティ関連の主な事業では、毎年行っている７月に地域づくり大イ

ベントであります、自治会、学校、保護者、港小育成会、地域住民の協力による

木屋川ボート大会が台風の影響で中止になってしまいました。11 月の健康ウォー

キングでは、昨年と同様、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、新しい発見があり好評でありました。   

公民館の最大のイベントである「公民館まつり」ですが、10 月 26 日、27 日に

行いました。今年度は、天気も良く、初日、幼稚園児、保育園児の演技披露、２

日目のキッズダンスの演技披露でき、模擬店も大変盛況でしたが、やはり午後に

なると人が減ってしまい、そのあたりが、これからの課題と思います。また、昨

年 10 月の台風による被害が港地域において今までにない被害があり、気象予報士

をまねき、最近の異常気象にどう備えていけばよいかというテーマで講座を開き

ましたが、100 人を超える人が集まって下さり、参加者には少しでも役に立てた

講座だと思いました。 

 

清水館長    大村公民館館長の清水です。よろしくお願いします。 

        最初に、実績報告中のミニチュアパフェ作り、イースターパン作り、トランポ

ウォーク（自主講座体験）、筋力アップの４講座は新型コロナウイルス感染拡大予

防の観点から中止となりましたのでご報告させていただきます。 

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、新規利用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て、今年度は、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や鰹節組合による鰹節削り体

験などを通じ、焼津の基幹産業を学んだ「夏休み社会見学会」、それから「アイシ

ングクッキー教室」や「夏休み子どもクッキング」美術協会にご協力いただいた

「夏休み宿題の絵を描こう」前アンパンマン室長による「マイキャラクターを作

ろう」などを行いました。 
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成人短期講座は、受講希望が多く、開催回数を増やした「エンディングノート

の書き方講座」や「上生菓子作り講座」「恵方巻作り講座」「オーバーナイト発酵

パン作り講座」「味噌づくり講座」等の利用率が低い調理室を積極的に利用した講

座、それから、ミニトランポリンを利用した「トランポウォーク」の体験講座、

その他、歴史・文学・工芸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 79 人のにぎやかな雰囲気の中で開催し、１月には「瀬

戸川オリエンテーリングとあったか芋煮会」を行い、瀬戸川をとりまく環境につ

いて学習しました。 

また、地域福祉推進委員会では、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。 

今年度は公民館まつりが台風で中止になったり、３月の主催講座が新型コロナ

ウイルス感染拡大予防で中止になったりと貴重な経験を積んだ一年となりました。 

 

紅野館長    大井川公民館の紅野です。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いたします。

今年の第９回大井川公民館まつりは、２月 22 日の土曜日と 23 日の日曜日に開催

しました。 

１日目のオープニングでは大井川ジュニア合唱団、７月の踊夏祭でグランプリ

を受賞した大井川西幼稚園児のソーラン大井川の踊り、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ショーに続き、自主講座の発表があり、

ふれあい交流イベントではＪＡおおいがわの農産物ＰＲユニット“茶果菜”のス

テージで盛り上がりました。 

２日目のステージは迫力ある大井川太鼓で始まり、大井川保育園児の歌と踊り、

美しいハーモニーの清流館高校の男子アカペラ合唱の後、自主講座生のダンスや

吹奏楽の演奏で、大勢の観客の方に喜んでいただきました。 

また、特別企画展として市内在住の彫刻家岩﨑祐司さんのパロディ木彫展、み

んなの広場として藤枝鉄道ファンクラブによる鉄道模型走行会、野外では消防車

両の展示を行いました。展示部門は自主講座生の作品と大井川地区の幼稚園児と

保育園児の作品を展示しました。体験コーナーではミニチュア、竹細工、フラワ

ーアレンジメント、そして中部電力さんのご協力で間伐材を使用したバードコー

ルや箸づくり、足漕ぎ発電機等で電気の仕組みと地球環境を学べるコーナーも子

供たちに人気でした。 

ロビーのふれあいコーナーは、まんさいかんの新鮮野菜販売やシルバー人材セ

ンターの綿菓子、大井川商工会やおおいがわＡｋｉｎｄｏ事業協同組合等の出店

販売もあり、にぎわいのある公民館まつりとなりました。 

ボランティアも二日間で延べ 19 名の中高生やユースボランティアに受付や片

付け等をお手伝いしていただきました。こうして、事故もなく、盛大に公民館ま

つりを終えることができました。 

次に事業運営報告ですが、自主講座が35、社会教育団体が25の合計60講座や、

高齢者講座と女性講座などを開催いたしました。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、社会教育課との共催事業で全３回にわたり大井川いちご

フェアの開催や和田公民館との連携でやいづ子どもふるさと学び隊として、消防
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防災センターや地元の企業見学を実施しました。 

成人向けの単発講座では、台湾家庭料理のチマキ、肉まん、小籠包を３回シリ

ーズで行ったり、毎年大人気の味噌づくり講座などを開催しました。 

コミュニティ関連事業では、夏休みこども講座で、さかなとザリガニのビーズ

ストラップづくりを行いました。また、昨年に引き続き朝から健康シリーズの第

３弾としてデトックスヨガ、夜の体操シリーズとして「夏のとれない疲れのため

のストレッチ」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、令和元年度の公民館事業実績となります。 

 

松永会長     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。そ

れぞれ地域と連携した公民館活動を実施してくれたと思います。この報告に関

してご意見、ご質問がありましたらお願い致します。 

 

村松委員     ４点ほど質問させてください。 

         一つ目が、豊田公民館、大富公民館で消費税 10％に伴う勉強会について共催 

で実施したとありますが、共催とはどういう意味ですか？ 

 

寺尾館長     合同で実施したという意味です。具体的には大富公民館で実施し、豊田地区 

の方と大富地区の方が参加されました。 

 

村松委員     ２つ目の質問ですが、主に政策企画課の所管となると思いますが、概ね 50

歳代の方を対象とした新元気世代の講座を実施した公民館について、参加状況

を教えてください。 

 

豊島館長     焼津公民館では新元気世代の講座として４つ開講しました。 

         参加しやすいように、夜間と土日の昼間に実施しましたが参加率は低かった

です。１つ目の歴史講座についてはもともと人気があったので、定員がいっぱ

いになりました。２つ目のボディメイキングについては定員 20 人中 12 人の参

加でした。３つ目の薬膳関係の講座は定員 30 人中 16 人でした。４つ目の天文

講座については定員 100 人中 16 人と残念な結果でした。 

 

村松委員     所管が違うのでなんとも言えないと思いますが、SBS のカルチャースクール

に委託している講座の反響等についても、今後教えていただければありがたい

です。 

 

見崎課長     新元気世代の講座については、政策企画課において５館程度で実施しました。 

 

村松委員     ３つめの質問は学級長会議の回数について各館、２回～３回程度と若干こと

なりますが、具体的にはどのようなことをされていますか？ 

 

寺尾館長     大富公民館では３回実施しています。 

         １回目は自主講座の開始時に運用方法等を説明しています。 

         ２回目は公民館まつり前に、公民館まつりへの協力依頼等をしています。 

         ３回目は決算報告と次年度の準備の説明をしています。 
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村松委員     ４つ目の質問は、新型コロナの関係で、自主的に中止した自主講座の割合を

教えてください。 

 

寺尾館長     大富公民館は正確に集計していませんが、約３割程度だと思います。 

 

増田館長     東益津公民館も大富公民館と同様に３割程度だと思います。体操講座や子供

の自主講座等から自粛の申し出がありました。 

 

豊島館長     公民館の実績報告の際に新型コロナウイルスの影響で中止した講座について

の報告が漏れていましたので報告します。 

 【バルーンアート体験】、【パロディ風文学の楽しさ】、【白馬の王子様は腸内細

菌だった】を中止しました。 

 

松永会長     他に何かございますか。無ければこれで質疑を打ち切ります。 

以上、報告事項２．「令和元年度公民館事業実績について」の報告でした。 

                                                  

 

松永会長     次に、審議事項に入ります。審議事項１「公民館のあり方（庁内検討内容の 

報告・意見聴取）について」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     社会教育担当の小林です。 

公民館のあり方について、前回、公運審の皆さま、社会教育委員、庁内の検

討会からご意見をいただき、社会教育課の方針を作成しましたので説明させて

いただきます。 

前回、皆様に地域の拠点施設として公民館の新たなる活用を検討のために、

公民館を活用できそうな事業・公民館施設を利用して実施したい事業・現在の

公民館の不便な点・交流センター化等についてご意見をいただきました。 

公民館運営審議会で出された主な意見は、ボランティアの活用、交流の場と

するためのフリースペースの拡充、企業や地域団体の利用は認めてもよい、一

方で営利、政治、宗教については慎重に取り扱うべき等の意見もいただきまし

た。また、他市がセンター化した理由、センター化により利用者が増えたのか

知りたいとの意見がありましたので、他市の事例を報告させていただきます。 

他市センター化の理由です。主な理由の１つ目は地域づくりや、まちづくり

の拠点、防災、福祉の役割を担うなどの、施設の位置づけを明確化すること。

２つ目は公民館、自治センター、市民サービスセンター等の類似施設や複合施

設等の整理組織体制を整備することです。 

         次に、利用人数の推移です。県の統計データを集計したものです。赤〇がつ

いているところが、交流センター化の時期です。センター化により、利用者数

を伸びていることがわかります。 

         ６ページ、７ページの社会教育委員会および庁内検討会で出された意見につ

いては、参考でご覧ください。 

         公民館のあり方について意見のまとめです。主な意見は以下の４つ意見が多

かったです。 

１つ目は、社会教育（生涯学習の場）としての役割の継続 

２つ目は、社会ニーズの変化への対応（高齢化、防災、学校連携、まちづく
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り、子育て、住民による行政の補完） 

３つ目は、フリースペースの拡充（交流スペース、居場所、気軽に使えるサ

ロン、ふれあいルーム活用等） 

４つ目は、利用者層の拡大（利用基準の緩和、営利、政治、宗教をどこまで

認めるか） 

また全体を通して、センター化についても前向きな意見が多かったです。 

これを踏まえ社会教育課の公民館のあり方の方針（案）を作成しました。 

【生涯学習の学びを生かし、交流・連携により地域づくりに貢献できる施設】

を目指すために、社会教育法の公民館からさらに幅広い活用が可能な地域交流

センターへと転用するというものです。次のイメージ図を使って説明させてい

ただきます。 

         左側の青い家が今の公民館のイメージで、右側のオレンジの家が地域交流セ

ンターのイメージです。 

これまでの公民館は生涯学習の場として講座の提供やサークル活動の場を提 

供してきました。また、これに加え、大井川公民館を除く焼津市の公民館には

コミュニティ組織があり、福祉やまちづくり・賑わいづくりの役割の一部を担

っています。この部分についは、本来の公民館の目的には掲げられていない部

分であり、他部局からの依頼やコミュニティ組織により自主的に行われている

部分です。 

しかし、社会の変化により少子高齢化、社会ニーズの多様化、財政規模の縮 

小による住民や民間活力を生かしたまちづくりがこれまでよりもいっそう求め

られています。 

そこで、生涯学習に加え、地域の連携・交流による社会ニーズへの対応する

地域交流センターへと転用したいと考えています。 

地域交流センターでは、生涯学習の場としての役割を継続するとともに、地

域資源・人材の活用・育成をし、地域づくり、まちづくり、地域課題の解決を

目的に掲げることで、より現在のニーズに適した施設の枠組みを整備します。 

では地域交流センターの役割や取組内容の案を説明します。 

地域交流センターの役割の１つ目は社会教育の拠点施設です。これまでの公

民館で培われた社会教育活動を継続していきます。具体的には、生涯学習講座

の継続、社会教育団体・自主グループの活動支援、社会教育委員等への事業計

画・活動報告です。また生涯学習を通じた人材発掘・育成の役割を担います。 

地域交流センターの役割の2つ目が社会の変化に対応できる地域の交流拠点

施設です。イメージ図をご覧ください。地域交流センターを中心に、地域・学

校・企業・個人・行政が交流・連携により新たなアイディアを生みだし、社会

ニーズの変化に対応してくというイメージです。これを実現するための取り組

みとして次の３点を実施していきたいと考えています。 

１つ目が利用基準の緩和です。地域の物販イベントや企業による料理教室、 

友人との交流会、ママ会等ができるように基準を緩和します。政治、宗教の利

用については施設の政治的、宗教的な中立が守られるレベルで基準をどうする

かを検討していきます。 

２つ目が、居場所・交流スペースの拡充です。誰でもいつでも利用可能な交 

        流スペースを設置します。すでにロビー等のフリースペースがある公民館につ 

いては、それを生かしていきます。 

３つ目は地域人材の活用です。地域と連携・交流を進めるために、それぞれ 

        の活動を繋ぐコーディネーターの役割を担う人材や、実際に活動をするボラン 
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ティアを活用していきます。具体的な方法等については、既存のコミュニティ 

組織を活用する等、今後検討していきます。 

このような取組を実施することにより、地域交流センター化を進めていきた 

いというのが社会教育課の案となります。なお内容については、公民館運営審

議会や社会教育委員会、庁内検討等により精査していきます。 

 

松永会長     ありがとうございました。この説明内容も踏まえまして、ご意見ご質問等ご

ざいましたらよろしくお願いします。 

         

小杉山委員   今後は交流センター化していくという方向でよいか？ 

         

見崎課長     社会教育課としては交流センター化の方向で進めていきたいと考えています。 

        ただし、今後庁内での調整等があります。 

 

小杉山委員    新豊田公民館の構想を考えるにあたり、昨年度までは、あくまで公民館の方

向で考えていたが、交流センター化を踏まえた場合、レイアウト等にも関係し

てくる可能性もあるため確認した。 

 

清水委員     令和元年度より外国人の研修生等の受け入れが緩和され、昨年の倍の8000人

くらいが定住し始めている。多文化共生の流れとなっている。また、少子化に

より新生児が誕生しない町内会も出てきており、４～６年生が卒業すると子供

会についても合併しないとやっていけなくなると思う。外国人も市民であるた

め、今後、公民館の活動に多文化共生の役割を配慮する必要があるのではない

か？ 

 

見崎課長     おっしゃるとおり外国人が増えているため、学校教育課ではプレスクールを

実施していますし、公民館についても多文化共生を配慮する必要があると思い

ます。 

 

村松委員     地域交流センターは教育委員会ではないイメージですが、どこの課がやって

いくという案はありますか？ 

 

見崎課長     今後庁内で検討していきますが、おそらく市長部局になるかと思われます。 

 

永井委員     説明の中でコミュニティスクールという言葉が出てきたがどのようなもの

か？地域交流センター化とどのようなかかわりがあるか？ 

 

植村係長     コミュニティスクールとは、「地域の学校」という意味です。学校と保護者や

地域の皆さんがともに知恵を出し合い、学校運営に意見を反映させることで、

一緒に協働しながら子供たちの豊かな成長を支え「地域とともにある学校づく

り」を進める取り組みです。具体的には、学校内に「学校運営協議会」という

会議を設置して、地域の方や保護者に委員になっていただきます。これまでも、 

「学校評議員」という制度があり、評議員が校長に対し意見を述べることがで

きましたが、「学校運営協議会」は、学校長を含めた合議制による協議により、

学校運営の基本方針に対する承認や、学校の運営全般に対し意見を申し出でて

もらうなど、地域住民の声を積極的に学校運営に生かし、地域と一体となって
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特色ある学校づくりを進めていくことができます。また、学校は、学校運営協

議会を通じて、地域の人材を、授業支援、登下校時の安全確保、学校行事等に

活用していく体制を構築することができます。 

一方で、地域の側の受け皿となるのが、地域学校協働本部となります。地域

学校協働本部は、学校からの求めに応じて調整や人材の確保を行う窓口となる

とともに、学校に対しても地域行事や防災訓練などを連携して行っていきます。 

この地域学校協働本部について、焼津市では、市内９公民館に配置し、コミュ

ニティ推進協議会を活用しながら運営、公民館長等がコーディネーターとして

の役割を担うことを構想しています。詳細については、各コミュニティの実情

にあわせながら体制を構築していく予定です。 

今年度より、「焼津市コミュニティスクール準備委員会」が発足し、導入に向

けた作業が進められています。令和５年度までに、市内公立小中学校のすべて

の中学校区に「学校運営協議会」の設置することを目標とており、モデル地区

として令和３年度より東益津中学校区、令和４年度より大富・港・大井川中学

校区に「学校運営協議会」を設置する予定です。 

 

清水委員     コミュニティスクールは幼稚園、小学校、中学校対象ということでよいか？ 

 

見崎課長     現時点では幼稚園は考えておらず、小学校、中学校を想定しています。 

 

本間委員     今回、コミュニティスクールという言葉を初めて聞いたが、これまで学校を

地域のいろいろな人や団体で支えてきたが、大きな柱を作って一本化するとい

った考え方でよいのか？ 

 

見崎課長     そのようなイメージです。 

 

本間委員     公民館はどのように関係するのか？ 

 

植村係長     中学校区ごとにコミュニティスクールが整備されるため、同様に中学校区ご

と設置されている公民館が地域側の拠点を担う可能性があります。ただまだ具

体化していません。 

 

見崎課長     東益津をモデル地区に模索しながら進めていきます。 

 

永井委員     文部科学省のホームページでコミュニティスクールの詳しい情報は確認でき

ますか？ 

 

見崎課長     確認できます。焼津市ではある程度できているため、それを組織化していく

といったイメージです。 

 

長嶋委員     事務局、主体はどうなりますか？ 

 

見崎課長     市が勝手に決めるわけにはいかないと思いますので、立ち上げについては地

域の方と協議して決めていくことになると思います。学校運営協議会について

は、今の学校評議員制度がベースになると思います。 
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松永会長     議論が尽きないところでありますが、時間の都合もありますので、ここで意

見交換を終わらせていただきます。センター化の話については、まだ具体的に

決めていくことがたくさんあると思いますので、委員の皆さんは自分自身の考

えをまとめて、次年度に継続してもらえればと思います。 

 

今回の議事録署名人については清水委員よろしくお願いします。 

 

         続いて、（５）その他 ですが、皆様方から何かございますか。 

 

長嶋委員     観光案内人の関係で、宣伝させてください。 

         観光案内人の会は30数名でやっており、４年目となります。 

        焼津市の浜通り、花沢地区、小泉八雲等やそれ以外にも案内をしています。今

の３つの内容についてはパワーポイントを使って、座学で案内することができ

ますので、公民館長の皆さんには、講座等のメニューに加えていただけたらと

思います。 

 

松永会長     その他何かございますか。なければ、以上をもちまして議事を全て終了とさ 

せていただきます。ご協議ありがとうございました。 

         それでは、以上をもちまして、令和元年度第３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 


