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令和２年度 第３回焼津市公民館運営審議会 議事録 

 

１ 日 時  令和３年３月 18日(木) 午後２時～午後３時５分 

 

２ 場 所  焼津公民館 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、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、巻田幹彦委員、林紘一朗委員 

 （事務局）櫛田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、増田焼津公民館長、大石豊田公民館長、 

谷澤港公民館長、池谷小川公民館長、増田東益津公民館長、寺尾大富公民館長、 

小林和田公民館長、紅野大井川公民館長、清水大村公民館長 

  欠席者 なし 

 

４ 次 第  

 （１）開 会 

  （２）事務局長あいさつ 

（３）会長あいさつ 

 （４）議 事 

      報告事項 １．令和２年度公民館事業実績について 

           ２．公民館のあり方について 

           ３．焼津市行政組織の再編について 

 （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（櫛田事務局長） 

 皆様こんにちは。本日は年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、厚く御礼申し上げます。 

今年度におきましては、年度当初から新型コロナウイルスにより、社会全体に多大な影響を受

けました。公民館活動におきましても、大きな影響を受け、定員数の制限や公民館祭りの規模縮

小などにより、昨年度と比べましても、利用者数は大幅に少なくなりました。 

最近の状況ですが、焼津市におきましては、おかげさまで、3月６日以降、新たな感染者は発生

しておりません。ひとえに市民の皆様の日ごろからの感染防止の取り組みによるものであり、感

謝申し上げます。 

 また、全国的にも、都市部における緊急事態宣言の解除であったり、ワクチン接種が開始され

るなど、状況が上向いていると感じてはおりますが、コロナ禍以前の状態に戻るのは、まだまだ

先といわれており、また、戻ったとしても、新しい生活様式は継続されるのではないかと言われ

ております。したがいまして、公民館活動も、そのような中で、工夫しながら活動を行っていく

ことになろうかと思いますので、今後も引き続き、皆さんのご理解、ご協力をいただきたいと思
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います。 

本日の議事でありますが、令和 2年度公民館事業の実績、公民館のあり方についての報告、ま

た、予定されております組織の再編についてもご報告をさせていただきます。 

本日も、委員の皆様の、忌憚（きたん）のない ご意見を賜りますよう、お願い申し上げまし

て、私の挨拶とさせていただきます。本日は、よろしくお願いいたします。 

 

（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２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。 

令和２年度も残すところあと２週間あまりで終えようとしておりますが、今年度は新型コロナウ

イルス感染症が都心を中心に蔓延し、昨年４月に緊急事態宣言が発令され、各公民館における活

動も延期を余儀なくされ、６月より「三密」をさけるなどの感染対策をとって公民活動を運営さ

れてきたと思います。 

また、公民館活動の一大イベントであります、「公民館まつり」につきましても、新型コロナウ

イルス感染症予防の観点から、開催規模を縮小して実施されました。 

そのような中ではありますが、来年度は以前の活況を取り戻し、公民館の事業が継続的に実施さ

れることを願うばかりです。 

本日は、「令和２年度公民館事業実施報告」、「公民館のあり方について」「焼津市行政組織の再

編について」の報告となります。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15名全員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。 

なお、本日の議事録署名人につきましては、長島委員にお願いします。 

それでは次第４の議事に入ります。はじめに、「令和２年度公民館事業実績に

ついて」東益津公民館からそれぞれ報告をお願いします。 

 

増田館長     本年度は、新型コロナウィルス感染症の拡大、いわゆるコロナ禍にあって、

計画していた事業が中止あるいは規模縮小と、１年を通じ非常に大きな影響を

受けてきました。そのような中でも、マスク着用、三密の回避、ソーシャルデ

ィスタンスの確保、検温等推奨される対策を取りながら、何とか公民館事業を

実施してきたという状況です。 

まず、１年を通じ活動する講座・学級関係は、41 の自主講座、13 の自主グ

ループ、高齢者学級である高草学級、成人向けの木曜講座、坂本・第 16 自治

会・浜当目の３つの社会学級がありますが、いずれも緊急事態宣言下で一月、

二月遅れでの開講となり、個別の事案では、高草学級では東益津小学校との複

合施設としての利点を活かした取組みである４年生児童との交流が中止、木曜

講座や社会学級でも館外学習が中止になる等、例年のような運営とはいかず、



R2-47 

3 

学級長さんはじめ役員の皆さんは大変苦慮されてきたのではないかと思われ

ます。しかし、公民館の利用指針の遵守等、感染拡大防止対策に十分に取り組

んでいただき、この３月まで無事活動を続けていただいたことは公民館として

大変ありがたく思います。 

また、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、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５回

実施し、成人短期講座では、コロナ禍での自粛生活、ステイホームに対応した

家庭でも実践できる健康・体操系の講座や歴史・文化系の講座などを実施して

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

議会や地域福祉推進委員会においても、公民館まつりである「高麓祭」をはじ

め、大きな事業・活動はほとんど中止となってしまいました。例年、主体性を

もって各事業・活動の企画・運営にあたっていただいている役員はじめ地域の

皆さんには、とても残念な１年であったのではないかと思われます。 

来る令和３年度、まだまだ予断を許さない状況ではありますが、公民館職員

一同、生涯学習や地域交流の拠点として、できる限りの運営に努めてまいりた

いと思います。 

 

寺尾館長     大富公民館では、自主講座が 29講座、自主グループが 19グループで合わせ

て 48の講座が活動しました。昨年度と比べ 2講座の増となりました。 

本年度は、新型コロナウイルス感染症の影響により、自主講座や高齢者学級

等の開講が 1か月遅れるかたちとなりました。 

高齢者学級（はつらつ）は、63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をはじめ、文学講座、悪質

詐欺に引っかからないための寸劇やヨガ講座を行い、幅広い分野の学習会を開

催しました。 

         成人学級は、145 名が在籍し活動しました。学習内容については、熱中症予

防のための健康講座やシニア向けの脳トレ講座を行いました。 

脳トレ講座については、当審議会委員の村松さんにお願いし、「コロナ感染予

防を意識した生活」として新しい生活様式に合わせた４つの健康ポイントを教

えていただき、学級生からは「非常に勉強となった」との好評を得ました。 

11月に予定していた高齢者学級と成人学級、合同による館外研修につきまし

ては、新型コロナウイルス感染防止のため、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、コロナの影響により講座を開催すること

が難しく、例年に比べ、開催回数が減少する結果となりました。 

次に、成人短期講座についてですが、子ども・親子講座と同様に講座の開催

や人数について、制限をかけながら実施しました。 

その中で、今月 6日にジャズコンサートを企画し、密を避けるために定員を

60名に絞らせていただき開催しましたが、募集をする中で応募者が多く、大勢

の方に「お断り」をしなければならず、大変申し訳ない思いをしました。 

コンサートそのものは、演奏者 19名によるドラム・サックス・トランペット

などの演奏で迫力あるジャズライブでしたので、参加者から好評でした。 

続いて、コミュニティー関連事業では、認知症に関することを専門医である

「中山クリニック」院長の中山先生に医学的な観点から説明をしていただきま
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した。 

内容としましては、「四大認知症とは」のお話から始まり、「認知症の危険因

子」に関することや「認知症のケア（接し方）」のお話をしていただき、参加者

からは「非常に勉強になった」と好評でした。 

また、昨年度、好評だった「和太鼓いぶきライブ」を今年度も開催する予定

でしたが、コロナの影響により、開催できなかったことは非常に残念でした。 

         最後に、早期なコロナ終息を願うと同時に、来年度は新規利用者の開拓と魅

力ある公民館運営に努めていきたいと思います。 

 

池谷館長     小川公民館長の池谷です。 

         今年度は、新型コロナウイルスの影響もあり、公民館活動が再開できたのが

６月に入ってからとなりました。自主講座 30、自主グループ 26 は、コロナの

感染防止対策のため、一時活動を休止した団体もありましたが、無事に年度末

まで活動を続けてきました。 

         今年度開講した、全ての講座、グループが来年度も開講を予定しており、公

民館自主講座については、４月１日から受付が始まります。 

 公民館まつりも規模縮小を余儀なくされ、当館では、展示発表を１月９日（土）

から３月６日（土）の期間で、ステージ発表を１月 30日（土）に実施をいたし

ました。ステージ発表には、６団体が参加し、お互いの演技を観覧し、演技後

に大きな拍手を送っていました。参加者からは、開催できたことに対する安堵

の声が聞かれました。展示発表は、10団体の皆さんの作品を、週替わりで公民

館ロビーに展示しました。公民館利用者の皆さんが、足を止めて出展された作

品を見てく、中には、展示された作品に興味を持ち、講座の見学に来てくれた

方もいます。 

         公民館主催、コミュニティ主催の単発講座も、ほぼ例年並みの回数を実施す

ることができました。しかしながら、感染防止による参加人数制限により、講

座によっては、早々に定員に達し、やむを得ずお断りをした方もあります。 

         今年度は、コロナといかに向かい合ってできるかということが課題でした。

感染防止に努め、公民館としても出来る限りの対応をしてきました。令和３年

度の活動は、まだ収束を見ない新型コロナウイルスの感染防止に引き続き努め、

利用者が安心、安全に利用できるよう、万全を期してまいります。以上、報告

を終わります。 

 

小林館長     和田公民館の令和２年度事業について報告させていただきます。 

今年度の事業は、コロナウイルス感染症の影響により、どの事業も例年通り

とはいきませんでしたが、感染予防対策を徹底していただくことで無事に終了

することができました。 

まず、自主講座及び自主グループについては 39講座、５グループが活動しま

した。 

また、高齢者学級は４0名が在籍し全７回活動し、女性講座は 65名が在籍し

全８回活動しました。 

 公民館まつりについても感染症拡大防止の観点から規模を縮小し、希望す

る自主講座による作品展示を 11月 10日（火）から 11月 29日（日）、２月２日

（火）から２月 7日（日）の期間に週替わりで実施しました。 

 公民館主催、コミュニティ主催の各種講座も、感染予防対策のため定員を

少なくしましたが、館外学習を除き、資料のとおり概ね予定した講座を実施し
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ました。 

 令和３年度も、新しい生活様式を踏まえ、実施については新型コロナウイ

ルス感染防止対策が取れるのかを常に考慮することになりますが、引き続き利

用者が安心、安全に利用できることを大前提とした運営に努めていきたいと思

います。以上、報告を終わります。 

 

大石館長     豊田公民館では、３８の自主講座と９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 43名、成人学級の「ありのみ学級」

にも 43名の学級生に参加いただきました。 

今年度は、新型コロナウィルスの影響で開講が６月だったため、それぞれ通

常より１回少ない年間 8回、9回の学習会を行いました。 

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 7年目となりました。「ＩＴロボット組立体験」、「「小さな

パン屋さん」、「チャレンジクッキング」冬休みの「子ども書道教室」、「イラス

ト講座」には、多くの子どもたちに参加していただきました。特にプロのイラ

ストレーターが教える「イラスト講座」は、子供の講座の場合は、いつもなら

参加者の対象年齢を小学生のみとしていますが、初の試みとして中学３年生ま

でとしたところ、参加者の３分の１が中学生でした。募集も受付開始２０分で

定員に達し、子供自身が興味を持ってやりたいと思った講座は、コロナ禍の中

でも人気があるのだなと実感しました。 

         短期講座につきましては、平日に公民館に来られない方を対象にした「週末

リセットヨガ」、織田信長の人物像について学習した「本当の信長はどんな人物

か？」。 コロナ過ではありますが、「ゴマチーズドデカパン」、「お味噌屋さん

の手作り味噌講座」、「イチゴのロールケーキ」等の料理の講座を行いました。 

「イチゴのロールケーキ」では、市内大井川地区の生産者にイチゴを提供して

いただき、自分のほうからイチゴについての簡単な説明もさせていただきまし

た。 

公民館まつりにつきましては、講座生の展示のみとし、１０月 30,31日、１

１月１日の３日間行い約 100名の来場者がありました。 

地域コミュニティの事業としましては、地域福祉実践推進委員会による「ベ

ビーマッサージと親子体操」、「介護を必要としない身体を作りましょう」、青少

年健全育成連絡協議会主催による夏季・冬季の街頭補導、耐寒ハイクを実施し

ました。ベビーマッサージは月齢で３クラスに分かれており、参加希望者が多

くなった「あんよ組」を密集を避けるため 2部制にしたり、夏季・冬季の街頭

補導は、青パトに乗車する人数を減らしたり、耐寒ハイクは、例年ショートコ

ース、ロングコースの２コースだったものを 1コースに縮小し、受付場所が混

雑する当日受付をやめるといった、新型コロナウィルスの感染予防対策を行い

ながら実施しました。 

今年度は、コロナ禍の中での事業開催であり、感染防止策など例年とは違う

ことに気を遣わなければならない 1年でした。来年度もまだ新型コロナの状況

がどこまで改善されるか不明ですが、より良い公民館活動ができるよう努力し

ていきたいと思います。 

 

谷澤館長     今年度、港公民館では、自主講座 38講座、自主グループ１4グループの計 52

講座が開講しました。公民館主催の高齢者学級「ほのぼの学級」は老人クラブ
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の解散などで、昨年度の半数の３８名になってしまいましたが、女性学級「ア

ザレア学級」については、昨年と同様７０名の参加となりました。新型コロナ

ウイルス感染症の関係で６月からの開講になってしまい、「アザレア学級」につ

きましては２つに分けて開催したため、いつもより短い学習となってしまいま

した。また、「ほのぼの学級」、「アザレア学級」とも１１月の館外学習、１月の

新年会も中止になってしまい、公民館も学級生も大変残念な一年となってしま

いました。 

また、父親学級についても隔月で行っていましたので、年間４回の活動にな

ってしまいました。その中でも、毎回たくさんの方が毎回楽しみにして参加し

ていただいて、たいへんうれしく思いました。 

子ども・親子を対象とした講座では、「親子門松づくり」、「たまご型せっけん

作り」を行いましたが、今年度は、新型コロナウイルス感染症のため、お菓子

作り教室などができず、子どもたちが多く参加できなかったのが残念でした。 

成人短期講座については、「手縫いマスク講座」、「ハンドクリーム作り」「眠

るためのヨガ」、「温活ヨガ」、「マスク着用でも好感度アップ講座」など、コロ

ナ禍の中で定員を少なくして行ったがほぼ定員に達して良かったと思いました。 

また、「カカオ豆からのチョコレート作り」、「皮から作る水餃子講座」は好評で

カカオ豆からのチョコレート作りは２回行いました。来年度もやってほしいと

の声がありました。 

公民館まつりにつきましては、規模縮小して、作品展示を希望があった４講

座と地域住民の作品を、ロビーにて一週間ごと展示しました。 

地域コミュニティ関連の事業では、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新型コロナウイルス感染症の影響で、昨年の台風の影響に

よる中止に続いて、今年度も中止になってしまいました。 

「手作り味噌講座」、「手作りこんにゃく作り講座」、「お正月の料理教室」「元

気に動ける体づくり」などは、好評で、たくさんの方に参加していただけなか

ったことが残念でした。 

また、コロナ禍のなか、歌声喫茶やコンサートなどのイベントが、新型コロ

ナウイルス感染症の影響で開催できなくて、寂しい１年でした。来年度も新型

コロナウイルス感染症の影響がどの程度になるかわかりませんが、出来る範囲

で、楽しく、人が集まるような公民館活動ができるようにしていきたいと思い

ます。 

 

清水館長     大村公民館では、自主講座、自主グループ併せて４０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９から１０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、毎年好評の社会見学をはじめ夏休みの子ども・親

子対象の講座は残念ながら中止となりました。しかしながら、冬休み以降はコ

ロナ対策を行った上で、「クリスマスロールケーキ作り」や「クリスマスリース

づくり」、「バレンタインスイーツづくり」などを行いました。春休みには「ひ

よこちぎりパン作り」と「かけっこ教室」を予定しています。 

成人短期講座は、申込み希望が多く、開催回数を増やした「上生菓子作り講

座」「金山寺みそ作り講座」等の調理室を利用した講座、それから、「ビームラ

イフル」や「フラワーアレンジメント」の体験講座を開催し、その他、歴史・
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文学・運動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４３人のにぎやかな雰囲気の中で開催し、１月に

は「Goto 瀬戸川オリエンテーリング」を行い 42 人の参加がありました、両行

事ともに瀬戸川について学習する良い機会となりました。それ以外にも、太極

拳の体験講座や、クリスマスピアノコンサート、新春三味線ライブ、懐かしの

映画講演会を実施しました。 

今年度はコロナウイルスで中止になったり規模を縮小して開催する行事が多

数ありましたが、対策を講じ来年度以降も活発な公民館活動を行っていきたい

と思います。 

 

増田館長     焼津公民館の増田です。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 28講座、自主グループは 15グループ

が活発に活動しました。 

高齢者学級は、55名の学級生が在籍し活動しました。今年度はコロナの影響

で 5月の開級式が６月に延期になりました。市環境生活課による地球温暖化に

関する環境講座や、自主講座の体操講師を招いて体のバランスや姿勢をテーマ

とした健康講座、万葉集から現代短歌まで幅広く講義いただいた文学講座など、

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 42名、社会学級に

は５つの学級に総勢 110名が在籍しそれぞれ活動しました。レディースセミナ

ー、社会学級共にこちらもコロナの影響により開級式は６月に延期して開催と

なりました。レディースセミナーでは、開級式の楽器コンサートを皮切りとし

て、健康やコミュニケーション心理学、フラワーアレンジメントなど幅広い分

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、料理、音楽、

寄せ植えなど、幅広い分野の学習会を開催しましたが、どの学級もコロナ対策

を行いながらの実施や、やむを得ず中止にするなど、役員さんも運営に苦心し

ておりました。 

子ども・親子対象講座では、夏休みに小学生を対象に大学生が勉強を教えて

くれる「スタディーミーティング」敬老の日に合わせて開催した「ちぎりパン

づくり」を実施しました。また例年、冬にはコミュニティと共催で「冬のこど

ものつどい」として催し物を行っていましたが、どうしても子供たちが密にな

ったしまう心配があったため、中止とさせていただきました。 

成人短期講座は、新元気世代向けの講座として、「認知症に備えるセミナー（全

２回）」や、昨年度も好評だった「学び直し歴史講座（全６回）」「懐かしの映画

講座（全 2回）」といった講座、クリスマスやバレンタインなど、季節のイベン

トに合わせた料理講座を実施しました。 

コミュニティー関係では、市地域防災課による防災講座「風水害における避

難について」や、南米アンデス地方の音楽「フォルクローレ」のコンサートや、

親子バレエストレッチを事業を実施しましたが、コミュニティ事業もコロナの

影響により中止した事業がありました。 

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、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」、

自主講座、自主グループで作成した作品等ロビー展を開催しました。 

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。 
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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。 

今年は、自主講座が 32、社会教育団体が 24の合計 56講座が開講しましたが、

コロナで合唱や料理の講座は、自主的に活動を自粛したところもありました。 

高齢者講座の大井川大学は 95名、女性講座は 86名の参加があり、例年より

遅れ、7 月からの開講となりましたが、健康、歴史、環境等、幅広いテーマで

講座を開催し、充実した内容で喜ばれました。 

子ども対象の講座ですが、毎年 8月に開催している大井川ジュニア合唱団の

第 26回定期演奏会は、一年延期となりました。現在、中学生と小学生を分け、

時間をずらし、密を避けて、練習しています。 

大井川ジュニア吹奏楽教室は、公民館まつりのステージ発表が中止となった

ため、先日、ミニコンサートとして、保護者に演奏を聴いていただきました。 

夏休みには、みつばちをテーマにしてビーズ教室とクッキーづくりを行いま

した。 

成人の講座では、「初めてのオンラインワークショップ」を小川公民館と共同

企画で開催し、好評でした。 

また、地域包括ケア推進課と大井川地域包括支援センターの協力で、「焼津こ

ろばん体操体験教室」を開催しました。楽しく体を動かせたと、とても好評だ

ったので、その後「大井川ころばん体操クラブ」として講座を継続しておりま

す。 

コミュニティ事業では、コロナでマスクがまだ不足していた頃、「支えあいマ

スクボランティア」を募集し、以前の明るい街づくり市民大会記念品の手ぬぐ

いの在庫を利用し、マスクを手作りしました。そのマスクをあじさいの会の昼

食会で一人暮らしのお年寄りに配布しました。その活動が新聞掲載されたこと

により公益社団法人の「小さな親切」運動本部から、大井川公民館コミュニテ

ィ事業推進会のこの活動に対して「小さな親切」実行章が贈呈されました。ボ

ランティアの皆さんのあたたかな気持ちが伝わり、とても良かったと思います。 

毎年 2月開催の公民館まつりは、規模を縮小し、作品展示を 2月 6日から 28

日まで、1 週間ごと入れ替えて行いました。例年と違い、展示期間が長く、た

くさんの人に見てもらえてよかったという声がありました。 

今年度は、コロナで予定していた事業が変更や中止になったものがありまし

たが、これからも感染予防の対策を行いながら、市民の皆さんが安心して公民

館活動ができるようにしていきたいと思います。以上で令和２年度の公民館事

業実績の報告を終わります。 

 

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

の報告に関してご意見、ご質問がありましたらお願い致します。 

 

松永議長     ございませんか。無ければこれで質疑を打ち切ります。 

以上、報告事項１．「令和２年度公民館事業実績について」の報告でした。 

                                                  

松永議長     次に、「公民館のあり方について」事務局より説明をお願いします。 

 

植村係長     公民館のあり方検討の結果について報告させていただきます。 

１月 27日に公民館のあり方の方針の（案）を送付させていただきました。 

公民館のあり方の方針について 2月の教育委員会で決定しました。 

来年度より、公民館は市長部局の所管となり、今回決定した公民館のあり方
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検討方針に基づき、住民にとって使いやすく、幅広い地域ニーズに対応できる

施設を目指し、公民館を地域交流センターに転換するための準備を進めてまい

りますのでご承知おきください。 

また清水委員からは公民館あり方方針の（案）を送付した際に、交流センタ

ー化を進めている他市の先進事例をまとめた資料をご提供いただいき、誠にあ

りがとうございました。いただいた資料については、社会教育課および公民館

長に周知し、来年度からの交流センター化を進めるうえでの参考資料として活

用させていただきます。 

スケジュールは他部局との連携の調整、コミュニティ組織の検討等がありま

すので、明確には示せませんが、早ければ令和４年度の地域交流センター化を

目指して進めてまいります。 

 

松永議長     ありがとうございました。事務局からの報告が終わりました。この報告に関

してご意見ご質問等ございましたらお願いします。 

         

松永議長     ご意見ございますか。なければこれで質疑を打ち切ります。以上「公民館の

あり方について」の報告でした。 

         

松永議長     次に、「焼津市行政組織の再編について」事務局より説明をお願い致します。 

 

植村係長     焼津市行政組織再編について説明します。お手元の資料をご覧ください。こ

ちらは、２月９日に市議会２月定例会に行政組織改正案が提出されたことによ

る静岡新聞２月10日の記事になります。 

4月１日より現在の交流推進部が「生きがい・交流部」に改められ、市民の社

会参加や生き甲斐づくりを支援する「スマイルライフ推進課」が新設されます。

このスマイルライフ推進課が、公民館を含めた社会教育課の業務の大半と、政

策企画課が担当している「新元気世代プロジェクト」を所管することとなりま

す。 

なお公民館につきましては、令和元年の「地域の自主性及び自立性を高める

ための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」により、教育委

員会が所管する公立の図書館、博物館、公民館その他の社会教育に関する教育

機関について、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が可能となりましたので、

これに基づいて市長部局による所管となります。それ以外の社会教育法に基づ

く業務については、教育委員会の補助執行という形になります。 

社会教育課以外の教育委員会に係る組織改編ですが、文化財課が交流推進部

文化・交流課に移管され「文化振興課」となります。また、学校教育課家庭・

子ども支援室が課に昇格され、現在社会教育課青少年担当所管業務の内、青少

年問題協議会・青少年相談センター・放課後子ども教室・青少年健全育成業務

のうち子供会に対する補助がこの家庭・子ども支援課の所管となります。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ました。 

 

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。 
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松永議長     無ければこれで質疑を打ち切ります。以上、報告事項「焼津市行政組織の再

編について」の報告でした。 

 

松永議長     続いて、（２）その他 ですが、皆様方から何かございますか。 

 

松永委員     人事異動はどのようになっているか？ 

 

見崎課長     １９日の議会最終日に承認をいただき改正される。人事異動も１９日に内示

を予定している。市長部局となり、新元気プロジェクトを併せてやる。 

 

松永委員     新しい課名や部名は新聞にも出るでしょ？ 

 

見崎課長     新聞には課長ポスト以上の人事異動は掲載される。詳しくは広報やいづなど

に掲載されるのでご確認いただきたい。 

 

林委員      委嘱状はだれからもらうのか？ 

 

見崎課長     市長部局になりますので市長からになります。 

 

長島委員     植村係長からあり方について報告がありましたが、利用者に対する周知は？ 

 

植村係長     令和３年中に説明する必要があると考えています。 

 

長島委員     なるべく早めにお願いします。 

 

山口委員     ６年間お世話になりました。コロナで苦労されたと思いますが、これからも

新しい生活様式で公民館も対応していかなければなりません。オンライン講座

などハード面でも対応していくうえで Wi-Fiも必要になってくるし、インフラ

改革をしていくことがこれからの公民館を運営していくうえで大事である。 

 

植村係長     ４月１日よりペイペイによる QRコード払いのサービスを開始する公民館で

は公民館使用料とコピー代が対象となる。 

 

村松委員     どのような時にペイペイで支払うのか？想定は？ 

 

植村係長     公民館利用者は団体が多いのでサービスを利用する方は少ないのではないか

と思う。藤枝では全体の１０パーセント程度の利用と聞いています。 

 

松永議長     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。長時間にわたるご協議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     それでは、以上をもちまして、令和２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。 
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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 


