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平成２４年度第２回米子市公民館運営審議会開催議事録 

 
  

１．日 時  平成２５年２月２２日（金） 午前１０時から 

２．場 所  米子市役所 第２庁舎 ２階会議室（２） 

３．出席者   

【委員】 

卜蔵久子委員（会長）勝部将之委員（副会長）、岸利也委員、 

本池弘昭委員、湯浅厚子委員、妹尾多紀一委員、小谷幸久委員、 

安達博志委員、松本寿栄子委員、早原彰子委員、實近孝子委員、 

福島田鶴子委員、松原郁子委員、岡田信行委員、米澤武夫委員 

 

【生涯学習課】 

永見課長、幡井課長補佐、木嶋主幹、佐藤主任 
  

４．日 程 

１ 開 会 

（木嶋） 

定刻になりましたので、ただいまより、平成２４年度第２回米子市公民館運営

審議会を開催いたします。本日、進行をいたします生涯学習課の木嶋と申しま

す。よろしくお願いします。 

日程に従いまして会の方を進めて参ります。 

まずは、卜蔵会長の挨拶をお願いします。 

 

２ 会長あいさつ 

（卜蔵会長） 

皆さんこんにちは。春を待つ三寒四温と言いましょうか、なかなか天候が安定

しませんけれども。日々、皆さんは公民館を訪問していただいたり、公民館職

員と意見交換をしていただいたり、そこで聞かれたことを、また皆さんで話し

あう、大事な今年度最後の会です。どうぞ、普段、感じられることを、審議委

員がお互いに意見交換をしたり、披露したりすることが一番重要だと思ってお

ります。 

わからないことは、事務局の方にお尋ねをしながら、この会で皆さんと共有し

共通認識を持ちたいと思います。 

（木嶋） 

ありがとうございました。次に３番、議事に入ります。ここからは、卜蔵会長

に進行をお願いします。 



2 

 

（卜蔵会長） 

議事に入る前に配布物の確認はよいでしょうか。 

 

（木嶋） 

すみません、議事に入る前に本日の配布物の確認をさせてください。 

まず、封筒に入れておりますのが、お配りするのが大変遅くなってしまったの

ですが、平成２３年度に実施した社会教育講座の全公民館分を入れております。

重くて申し訳ありませんが、参考にお持ち帰りください。 

本日の資料は事前に配布いたしました平成２４年度公民館事業についてです。 

本日、公民館長候補についてというものをお配りしています。これについては、

後で説明いたします。 

次に、公民館職員研修等という一枚ものの資料を配っております。こちらは今

年度公民館職員に行った研修を一覧にまとめたものです。参考で見ていただけ

ますでしょうか。よろしくお願いします。 

 

 ３ 議 事 

 （１）平成２４年度の公民館事業について 

（卜蔵会長） 

それでは、議事に移りたいと思います。（１）の平成２４年度の公民館事業につ

いて、事務局の方、説明をお願いします。 

 

（１）平成２４年度の公民館事業について（木嶋主幹） 

―――平成２４年度に実施した公民館事業について、資料に沿って報告――― 

 
（卜蔵会長） 
ありがとうございました。今、事務局から説明を聞かれて、ご質問のある方は

ございますでしょうか。 
（松本委員） 

先程、家庭教育の範囲を広く、公民館大学に登録していらっしゃる方以外にも

と、おっしゃったことはすごく大事なことだと思います。ざっと見せていただ

いて、今いじめとか、すごく課題になっているのですが、今の社会状況も取り

入れて家庭教育に取り上げていただけるように付け加えていただければなと思

います。 

若い家庭の方も出やすいように、時間帯とか曜日とかを合わせて考慮してくだ

さればと思います。 

（卜蔵会長） 
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その問題は、家庭教育の範疇でね。どこに的を絞ってやるか、確かに家庭教育

というと幅が広い捉え方になりますけど、でも、地域には、若い子育て世代の

方、子育てが終わった中間層の方、人生の先輩がたがいらっしゃいます。そう

いう中でいろんな方に伝えたい内容であれば、その講座にメンバーとして登録

している方だけでなく、公開講座という形で開催できないかなと以前から思っ

ています。この辺、考慮していただけたらという、松本委員からのお話でした。 

（米澤委員） 

関連したことなんですけど、学習講座の比率がどうなっているかと、まだデー

タが出ていないですけど、私の知る限りでは、全国ベースのデータがあるんで

すが、平成１９年度のデータですけど。これでいきますと、一番多いのは、趣

味・稽古で鳥取県の場合ですと全体で47パーセント占めております。それから、

次に多いのが家庭教育・家庭生活で 14 パーセント、体育がちょっと多かったで

すね 21.5 パーセント、特に目につくのは、非常に力を入れておられますのが、

市民の意識、人権問題。鳥取県は非常に多く 10.4 パーセント。全国比率で見て

みると、５番目です。一番多いのが宮城県で 15.6 パーセント。 

それから、福岡県、大阪、愛媛、鳥取という順番になっていますので、非常に

いいことだと思っています。意識してやっておられると思います。 

もうひとつ問題なのは、この人権問題で私が見た限りでは、和尚さんが心の問

題として、震災も受けましたし、とても大事なことだと思いますが、これを、

館によっては人権として取り上げているところもありますし、中には教養とし

ているところもありますし、あるいは家庭教育と。それはいいのですが、最初

申し上げたように、全国ベースでデータを取られるわけです。基礎になるもの

がバラバラになっていると統一見解というものが、果たして全国同じような考

え方で区分けができていないとすれば、非常にばらつきが出てくると、統計が

活きてこないということにもなります。現場でも各公民館に対して指導をして

いただきたい。職員への意識付けを図っていただかないと、バラバラになって

しまう。そういうことを要望します。それを是非お願いします。 

（卜蔵会長） 

講座の分類の仕方を統一した方がいいのではないかというご提案ですね。 

（米澤委員） 

はい、そうです。 

（卜蔵会長） 

事務局、このようなご提案がございました。確かにそうですよね。 

館によっては、教養の中に入ったり、健康の中に入ったり、家庭教育の中に入

ったり、それは地域性も若干はあると思いますけど、できれば、データ収集の

ためにということでなくて、参加される方がいかに学びの場に変えていってい
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ただくことが大事ではないかと思います。ありがとうございました。早原委員

お待たせしました。 

（早原委員） 

私はね、お二人の意見に関連してということになります。 

子どもの教育ということを公民館の中でも、特に意識統一というか、もう少し

具体的に。やはり、参加する方は高齢者が多いと思いますけれども、どうして

も、視点が大人の方に向いているので、もう少し世の中を反映させて、子ども

に視点を置いて、みんなでどうしたらいいか考えてほしいなと思います。 

（卜蔵委員） 

関連して質問がある方はありますか。 

（内田委員） 

それに関連してですが、富益ではね、今年度は受講生が富益保育園の方に出か

け、保育園の行事に合わせてそちらでやりました。来年度もそういった方式を

取ってやってみようと話をしているところです。聞いていただきたい若い方は、

公民館講座に来られないので、こちらから足を運ぶのもひとつの手法ではない

かと。そういった格好で、今やりかけているところです。 

（早原委員） 

それは、富益公民館のどの部分になりますか。私、資料に全部目を通して、こ

の館とこの館は同じ講師さんでされたんだなと思って見たのですが。 

（内田委員） 

１９ページの家庭教育講座「家族で楽しむ本の時間」ですね。これを保育園に

出かけて一緒に勉強させていただきました。そういう方式を取ってみました。 

（早原委員） 

それはいいですね。 

(卜蔵会長) 

ありがとうございました。それ以外に、今の質問に関連してありますか。 

（勝部委員） 

今の意見に関連して、私も松本さんの意見に賛成ですので、よろしくお願いし

ます。先程の分類の話が出ていたんですが、送っていただいた物を見ていて、

多分その館の内容によってなのか、あるいは以前からそうであったのかも知れ

ませんが、郊外学習、現地学習、館外学習、なになにめぐりというように、こ

れだけ違いがでてきて、同じ館外に出ておられるんだけど、名称がいろいろで

すので、そのあたりを統一した方がいいと思ったりしています。 

（米澤さん） 

よろしいでしょうか。３２ページなんですけれども、淀江公民館の分館の行事

ですけれども、たくさん動員しているんですね。受講者が多いので目についた
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のですけれども、これは７月３０日、５番目と七草がゆの８番目ですね。非常

に多いんですよ。 

５番目の世代間交流では、92 人の内 45 人が子どもであると。私の言いたいこと

は、四季に合わせた行事、郷土の行事というか、昔から言う伝承行事と言いま

すかね、文化。そういうことを取り入れて交流をうまく結び付けてやっている

事例だと思います。交流すると多いのかなと。 

（卜蔵委員） 

この事業を補足しますと、平成１６年から１８年にかけて文部科学省の委託事

業で米子２７館と２分館の全ての地域で実行委員会を立ち上げて、地域の皆さ

んが子どもたちと関わる事業を推進してまいりました。１８年度で財源はなく

なったんですけど、１９年度以降も全地域の継続事業としてお願いをしており

まして、それがずっと続いているのです。大和の場合は、その時からの継続の

事業です。四季折々であったり、地域の皆さんが子どもたちと一緒になって、

活動しています。 

こちらの資料には入っておりませんけれども、各公民館で、まだ公民館が主導

になっておりますけれども、地域の方が中心になって、そういう子どもに関わ

る事業は続いております。公民館との共催でされているので、ここに入れてお

られるのだと思います。 

（米澤委員） 

大変結構だと思います。 

（卜蔵会長） 

これは、そういう事業だと認識してくださればありがたいと思います。他にあ

りませんか。 

（早原委員） 

改めて承認されればいいのにね。 

（卜蔵会長） 

なかなか回数は少なくなっていますが、地域の方がいろんな形で子どもたちに

関わってはいただいております。 

（松原委員） 

いいですか。補足しても。 

実行委員の方とお話ししたら、合併しても地元の「大和」という名前を子ども

たちに残したいという思いでやっておられます。実行委員のメンバーで若い方

も多いです。各子ども会も参加してくださいと呼びかけて、地域の方が関わっ

てこれを進めていらっしゃいます。 

（卜蔵会長） 

大人の異年齢。子どもの異年齢だけでなく、大人も 30 代、40 代、50 代、60 代、
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70 代そういう大人の異年齢の方たちの関わりの中で、伝承を先輩から次の子育

ての世代につなげていっていただいているのかなと把握はしております。あり

がとうございます。他にありませんか。 

（湯浅委員） 

関連ですけれども。大和の川遊びの時は、米子市ジュニアリーダーにも依頼が

ありまして、子どもたちの子どもの手によるといいますか、子どもたちが自分

たちで活動できるような指導をジュニアリーダーがして一緒にやっています。

これも毎年依頼があって、やっているのですけれども。 

家庭教育で松本委員の言われたような、世相を反映した講座を、受講生以外で

も受講しやすい公開講座のようなものがもっと増えればいいなと思います。 

（卜蔵会長） 

ありがとうございます。やはり、私たちは、情報公開を得て講座の当日にでも

回れるところは回って、実際自分の目で見て確かめて、良いところは評価をし

てあげたり。そういう形で公民館運営審議会は、年２回しか会がありません。

あとは委員の皆さま方が行ける時に自分の校区だけでなく市内の公民館に足を

運んでいただけたらなと思います。 

事務局に確認したいのですけれども、講座の事業を決めるにあたって、公民館

の職員のみが決めたのと、地域の方たちも入って企画されたのとそういうとこ

ろの情報はありますか。 

（木嶋主幹） 

私の方で聞いた中では、住吉については職員のみで決めている。その他は住民

の方が入って企画会議をすると聞いています。ただ、全ての館について聞いて

いないのですが、ほぼ住民の方が入って企画をされているようです。 

（卜蔵会長） 

感じたのが、ここの資料に講師名は入っておりませんけれども、同じ講師が何

館かあったりします。これは職員同士の情報収集の中から決められたのかなと

思ってみていたのですが。 

（木嶋主幹） 

前の会の時にも出たのですが、住民の方の声を吸い上げてできる講座と、何を

していいのか困られるケースも若干あるようです。決めることができない場合

は、公民館職員にお願いされるケースもありますので、そういった時に、前の

講座など参考にしたり、情報収集をした中から決めているようです。 

（早原委員） 

今、もう既に終わってから一覧表を見させていただいても、決まった段階でい

ただけたらね。これは行かせてもらおうだとか、行けないにしても、世代間交

流など、そういったようなものをされているとか。 
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私たちはこういう立場にいるとはいえ、どこにでもすぐ行けるものではないの

で、チラシのような、こういうのがあれば、ちょっと、こういうのをもらって

いるので聞かせてくださいっていうふうに行きやすいと思うけど。 

（湯浅委員） 

私も同じです。見せていただいた時に、いいことされてるなと思うのですが、

来年はいつするのとか、すごく知りたいと思ったので。 

特に、公開講座でなくても参加させていただければ行きたいなと思ったのがひ

とつと。これに携わるようになってから、私も公民館のことを知らないので、

昨年４月に全館回りました。回るにあたりまして、子ども会の会長なんですけ

れども、子ども会と公民館の関わりとか、公民館の立場としてのお話しも聞き

たいし、できましたら、館長さん、職員さんのおそろいの時を教えてください

と言って、お願いして伺いました。 

公民館祭や運動会は見に行っても、賑わいの中であるので、本来の姿とは違う

ような気がしたもので。 

（卜蔵会長） 

わかりました。では、事務局にお願いします。各公民館へ委員さん方が出かけ

てこられることもあるかもしれませんのでと伝えてください。 

私は、公民館に行く回数は多いかもしれません。自分は生涯学習課のカウンタ

ーに全館の公民館便りがファイルしてありますので、それに目をとおして、あ

そこは行ってみたいなという所に選択して出かけております。情報収集は個々

でしていかないといけないと。ただ、この資料作成にあたっては、私も公民館

を回りました。非常に忙しい中、この資料を事務局からお願いされて作成して、

一週間以内が期限でしたかね、忙しい中、本当にここまで積み上げて資料を作

ってくださったと思っています。それと合わせて、２５年度の公民館大学の事

業計画はほぼ決まっていますでしょうか。 

（木嶋主幹） 

まだ出ていませんけれども、出た時点で情報提供をしていくようにします。 

（卜蔵会長） 

全館がそろった段階で結構ですので、何かの方法で情報提供をお願いします。

受け取りが可能な方は取りに来られるとかお願いします。そういう形で情報提

供をいただけたら、皆さんが行けるところには行かれると思います。よろしく

お願いします。 

（早原委員） 

例えばね。啓成公民館が男女共同参画についての講座をやっておられるのです

よ。聞いてみたかったなと思うけれども、終わってしまっては、後の祭りなん

ですよ。 
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（卜蔵会長） 

事務局からの情報提供もあるでしょうし、自分での情報収集という場面もある

と思います。忙しいのは、重々承知の上で、行かないと、話してみないと、わ

からないこともあると思いますので、よろしくお願いします。 

 

  （２）公民館長の任命について     

（卜蔵会長） 

それでは、（２）公民館長の任命について、事務局よりご説明お願いします。 

 

―――資料に沿って説明――― 

 

個人情報の観点から非公開 

 

 

（３）その他 

（卜蔵会長） 

それでは、その他の事項に移りたいと思いますけれども、その他の事項で何か

ご提案やご質問はありますでしょうか。 

（米澤委員） 

いいですか。昨年度の決算委員会の方で、決算審査特別委員会の指摘事項で教

育委員会関係の事項が３点挙がっているようですので、これを事務局の方でご

説明していただきたいと思います。 

（幡井課長補佐） 

公民館に関することでしたでしょうか。 

（米澤委員） 

はい。 

（幡井課長補佐） 

会長。 

（卜蔵会長） 

どうぞ。 

（幡井課長補佐） 

決算審査委員会での、ご指摘をいただいた事項でございますけれども、原文を

そのまま読ませていただきます。 

公民館の有効利用についてという題目で指摘をいただきました。少子高齢化の

進展、自治会加入率の減少の中、公民館は生涯学習の拠点であると共に、地域

コミュニティの絆づくりので役割が期待されており、今後は、他世代が交流す
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る拠点として機能しながら、より多くの市民が利用しやすく、安全・安心な環

境整備を図ることを求められている。ということであります。 

ついては、市民ニーズに応じた生涯学習事業を充実すると共に、市民の自主活

動の場として、より効率的・効果的な利用を図られたい。 

以上の文章が決算審査委員会の指摘事項として頂戴した内容でございます。以

上でございます。 

（卜蔵会長） 

米澤さん、それでいいでしょうか。 

（米澤委員） 

特に事務局の方で必要でなければ、私はこれで結構です。 

（卜蔵会長） 

今、幡井課長補佐が読んでいただきましたけど、そのままだと思います。先程

からの講座の内容であったり、そのことを話をする中で、やはり、ニーズに合

わせた講座になっているか、地区によっては多くの参加がありますけれども、

ある内容によっては非常に参加が減少しているところもあると思います。考え

てみますと、いろんな講座を工夫されているということは感じました。市民ニ

ーズに合わせて安心・安全な生涯学習の場であり、自主活動のできる場であり、

それと合わせて利用もあるというような文章だったかなと思いました。よろし

いですか、委員の皆さん。ありがとうございます。それ以外にその他でありま

すでしょうか。 

（米澤委員） 

提案があるんですけれども。米子市の教育関係で 5 年ごとの施策にあたる、例

えは、図書館の振興プランだとか、我々で言いますと公民館の振興計画という

ものが、現在まだないわけです。で、米子市の総合プラン、いきいき総合プラ

ン、それから教育振興計画、これらが昨年の秋に一応出来上がったという段階

にきていますけど、この状況がどうなのかなと。私ちょっと危機感を持ってい

るんです。ご存知のように、６０年ぶりに教育基本法が改正になったと、全体

的に、公民館に対する危機感のひとつの表れではないかと思います。どういう

具合になるのかを、もっと真剣に我々が考えないと、せっかく米子市では公民

館に力を入れていこうとしてるのに、全国の流れとしては、必ずしもそうでは

ない。で、鳥取県の場合では、もう既にご存知のように、振興計画 10 年ものも

できていますし、私も危機感を持っていますので、県の方の公民館振興計画、

これは、5年計画でやっています。これは既に２４年度、２３年度に出来上がっ

ているんですが、合わせて県内の各市を確認したところが、倉吉市はもちろん

教育振興計画を持っています。鳥取市もできあがっています。米子市は昨年の

秋にできあがりました。で、境港は今年何とか作ろうという状況であると。 
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そこにきて公民館振興計画、いわゆる 5 年計画というものはどうなっているの

か、と見ましたら、鳥取は全体の 10 年計画以前にも既に持っているんです。平

成２１年に危機感をもって国がそういう動きをしましたので、危機感を持って

動いている。倉吉も既に動いているという状況ですので、せっかく米子市が振

興計画 10 年計画ができたのですから、しかも遅れていますので何とか、そうい

う動きをしていただきたい。今日申し上げたいことは、せっかく米子市民は公

民館が必要だという認識を持っているわけですから、この王道をはずしてはい

けないと思っています。何とかこれを、公民館のあり方というものについて、

前半の 5 年で施策を展開し、後半の 5 年で見直しを図るというのが、教育委員

会のいわゆる施策計画、昨年度のものを見ますとそうなっています。実施に移

してほしいと思います。公民館振興プランというものを是非とも必要ではない

かと考えて、皆さんに問いかけてみたいと思い、申し上げておりますけれども。 

（卜蔵会長） 

米子市の公民館は、絶対地域には必要な施設であるということを踏まえて、今

の米澤委員からの提案は、公民館振興計画。鳥取市も倉吉市もあるわけですね。 

（米澤委員） 

鳥取市や倉吉市は既に持っています。昨年の夏頃にできているということです

から、米子市も策定してもらいたいと思います。公民館というものは、社会教

育になくてはならないものですから。 

全国的にはね、公民館が全くないところもあるわけです。それは、都会のほん

の一部ですけれど。それは対象にはならないと思いますが、是非負けないよう

にしてほしいと思います。 

そうでないと、先程の学習講座にもありましたけれども、もっともっと地域の

問題として掘り下げないと密着していかないと、公民館は雲の上の存在で、住

民にとってはもっと開かれたものにならないといけないと思います。住民の目

を入れないといけないと思うのですけど、そういったような体制もそうでしょ

うけれど、計画もきちんと検討していただいて、どういうものがいいのか検討

していただきたい。それには教育委員会が、本来はこの会議に諮問するわけで

すよね、それが筋道というもの。でも、逆にこの委員会が意見を言ってもいい

のではないでしょうか。公民館振興プランというものが必要ではないですかと

教育委員会に問いかけて、検討していただいて、早くそういう意識を持って、

検討してみてくださいとなるのか、それでも動かなければ、逆に答申を出して、

こういうものはどうですかということを問いかけてもいいくらい、私は危機感

があると思っています。 

（卜蔵会長） 

運営審議会というものは本来、質問されてそういう答申をされてもいいですし、
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今、米澤委員からご提案がありました件について、委員の皆さんご意見はあり

ませんでしょうか。 

（早原委員） 

やはり公民館によって差があるのでしょうね。開かれている、開こうと努力し

ておられる跡が見えるところと、まだ開かれていない部分と。私達は全部を把

握しているわけではないので、どうとも言えません。 

（米澤委員） 

すいません。私の説明が悪くて。公民館のあり方というものを米子市の教育委

員会はどう考えているのか。 

（卜蔵会長） 

どう認識しているか。 

（米澤委員） 

総合的に、どう考えているかということが、この計画の趣旨だと思います。そ

れの中には、審議会という位置づけが残念ながらないわけですよ。公民館運営

に当たって意見を言ったり、今のような事前調査をしたり、そういうことをプ

ランの中にきちんと織り込んでおかないと、館長さんも職員さんも何しに来た

んだと、そういう状況になりますでしょ。それの裏づけをきちんと。県でも倉

吉でもそれができているのです。それを是非、米子もそういう動きにして、遅

れているから早くしてくださいというのが、私の趣旨です。 

（卜蔵会長） 

２６日にね、県の公民館連合会研究集会がコンベンションでありますけれども、

ここ数年、どこの大会に行っても公民館運営の方が危機感を持っておられます。

ＮＰＯ法人が入ったり、指定管理になったり、そういう中で公民館のありよう

が非常に問われているのは事実です。私たちも審議会委員という名前をいただ

いて本当に何が検討できるのか、ここで検討できる課題が出てくれば、やはり

話し合いを推し進めていかないといけないと思います。合わせて事務局からそ

ういう状況なりを報告いただく中で、何がここで必要だろうと議論ができると

思います。他のところでは、審議会が骨子を作られたり、調整をして答申を出

されたりするところも実際にはあります。 

（早原委員） 

勉強不足ですみません。他の市のものを勉強してみないとね。 

（卜蔵会長） 

事務局さん、鳥取、倉吉の今の言われた内容のものに目を通したいと思われる

方があれば、目をとおしていただいて。課長、この件について、こうしてみた

いとか。 

（永見次長） 
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今、米澤委員さんがおっしゃいましたように、米子市の教育振興基本計画とい

うのが昨年できておりまして、これは平成２４年から３３年までの 10 ヵ年の構

想なんですけれども、これと合わせて、前期の 5 年、後期の 5 年の基本施策を

策定することとなっております。で、今我々が行っております生涯学習は、公

民館運営ですけれども、これは生涯学習社会の実現というような崇高な目標を

掲げておりまして、社会を実現するということは、一朝一石にできることでは

ございませんので、やはり、中長期的なビジョンの中に立って、今何をやるの

か計画性を持っていないといけないので、単年度、単年度の事業というのは、

全体を見通してやる単年で、今することでありますので、そういう計画なりが

必要であることは、ごもっともな意見だと思っております。 

以前、米子市の場合は生涯学習基本構想を策定しております。平成の一桁時代

に。それが、計画を策定する前に頓挫した部分がございますので、あの時代は、

生涯学習をどうやって実現していくのかというような構想を立てておりました

ので、本来であれば、これ進めていけば、5年刻み位のもので中長期的なビジョ

ンの中で、単年度の計画を遂行するということになっていたと思いますが、そ

の辺もできなかったことの反省に達しながら、今の一件も踏まえて、他市町村

の状況を踏まえながら、研究、対応をしていきたいと思います。 

（卜蔵会長） 

ありがとうございました。短いスパンではできることではないと思います。や

はり、10 年くらい先を見据えて、5 年で事業をやって、成果を振り返って、課

題は何か、そこのところの精査をしていかないといけないと思います。一長一

短にこれだから、これが良くなるというものではないと思います。そこには、

地域の方の意見も反映していかないといけないと思います。では、課長よろし

くお願いします。それ以外にご質問のある方はありますか。 

（實近委員） 

私たちは主に、社会教育事業のこと、会が２回でこの資料だけですよね。公民

館事業のこれだけで机の上で議論をしていますけれども。会長が言われたよう

に、子ども活動で何館か出ていますけれども。 

私、和田を通った時にすごく熱心にやっているんですよ。自治会も巻き込んで、

公民館も巻き込んで、そういうところは資料に上がってきてないだけで、全般

を見ての議論ではなくて、私たちが座って議論するのはこの資料だけで、社会

教育だけでしょ。昨年は古事記１３００年ですごく多かって、出前でといって

たんですけど違うんですよ。こういうコースをやってくださいって講師が公民

館を回ったんです。だから、おんなじ講座があるんです。だから、そういう経

過で取り入れたところもあるだろうし。本当に公民館を回らないとわからない

なと。公民館も参加する方も危機感を持って、どうしたらいいのって話題にし
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ながらいるけれど、こういうところに出てこない。数字で表すと出てこないと

いうこともあるんで、これしか仕方がないのかもしれませんが、よく見ると違

う活動をしているところがたくさんあって、すばらしい公民館がたくさんある

んだよっていうことが言いたい。 

（松本委員） 

公民館独自とか自治会独自で取り組んでいる事業など、公民館職員の研修会等

で情報交換等されることはありますか。良いことは、うちもやってみようかと

なると思うんですよね。公民館職員さんたちが月に一回集まるような会があり

ますよね、その時の情報交換とかでやっていただくと、またいいかなって思っ

たりするんですが。 

（早原委員） 

これを見たら、おんなじ内容のものがあっちやこっちでされているので、公民

館長さんの会とかで、連絡会で情報交換をしておられるんだなと、私は逆に感

じたのですが。 

（卜蔵会長） 

月に一回の事務連絡会というのがあります。そこでされている場合、あるいは、

電話かも知れませんが、職員が実際、次に取り入れようという個々の努力は皆

さんしてらっしゃいます。 

（實近委員） 

これだけ見たらね、また、ここも同じ、ここも同じっていうけど、実際ここに

入ってみるといろんなことがわかるなと思って。 

（早原委員） 

和田なんかは、小学校も地域も巻き込んでやっておられるなという感じがしま

すね。 

（卜蔵会長） 

どうですか、学校サイドからみたら。当然、校長先生が講師になったりしてお

られますけれども、公民館との関わりだとか、公民館の方が事業のたびにチラ

シを持っていってお世話になっておりますけれども。 

（岸委員） 

そうですね。公民館と学校の位置関係も当然あると思いますが、河崎は道挟ん

で向かい側、あるいは、就将でいうと敷地の中で隣接している。それぞれの地

域の特性はもちろんあるのですが、公民館と学校の物理的な距離だけではなく

て、いろいろな意味での距離感の近さというのは本当に感じます。学校の方か

らお願いすることももちろんあって、ご理解をいただいて協力していただいて

おりますし、公民館からもそういう声があって子どもたちの所に入っていく。

お互いの情報が交わされるということが、すごく今の学校本来の考え方かなと。
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先程の人権教育・家庭教育の講座が大学の必須にしておられて、本当にありが

たいなと思います。というのが、教育力の低下と言いますか、教育力が及ばな

い状況が、本当に現実問題として直面している中で、学校だけでは本当に何も

できないというのが現実問題です。いろいろな影響を子どもたちは受けて学校

に来ます。情報、テレビであるとか、インターネット、いながらにして子ども

たちはいろいろな情報を得ています。親もわからないようないろいろな情報が

子どもたちの中に入ります。子どもたちだけでつながる、通っている学校だけ

でなく、違う学校も。情報が飛び交っている中で指導が行き届かない部分がた

くさんあります。そういった意味では、いっぺんに全部が変わるわけではない

ですけれども、地域の教育力の中で、先程も話題になっていたんですが、年配

の方だけが参加されるだけの講座ではなくて、親世代がそこに入られるという

ことはすごくいいなと思います。学校の方から家庭に協力をお願いする部分も

もちろんありますけれども、学校は地域の中にあるものですので、それを考え

るとやはり巻き込むこと。地域の教育力というのがすごく必要だと思いますの

で、そういう部分から迫ることは大切だなと聞かせていただきました。いろん

な方向から子どもたちを育てていくという意味では、実際に今活動していただ

いておりますし、さらに、迫る部分も視点を変えていただいて、親世代に向か

っていくようなものがあったらいいなと思います。 

（卜蔵会長） 

ありがとうございます。本池委員お願いします。 

（本池委員） 

小学校の方が地域とつながりが強くあります。公民館の方ともつながりがあり

ますが、中学校になりますと、部活もあり疎遠になっていくということがあり

まして、本校は、啓成の方と今年から車尾の方も、校区民運動会の方に生徒を

ボランティアとして参加をするようにしています。出ますと、大変喜ばれます

し、生徒達も役立ち感と言いますか、自己肯定感、そういった効果もありまし

て、大変喜んでいただいております。本校の吹奏楽部はマーチングをやってい

るもので、校区民運動会で披露をする場を設定していただき、大勢の前で演奏

することが生徒たちの練習にもなるということで、予定をしていたのですが、

今年は天気が悪くて、いっぱい場を設定していただいたにも関わらず、実現し

なかったことが大変残念です。一斉清掃についてもですね、中学校は部活動が

ありますが、開始時間を遅らせて、何時以降から始めなさいということにして、

公民館とのつながりや地域とのつながりを増やしていくようにと思っています。 

（卜蔵会長） 

ありがとうございました。他の委員さんでご意見はありませんか。安達さんな

いですか。 
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（安達委員） 

私、就将地区なんですけれども、再来週に来年度の大学の企画会をやるから、

来てくれと案内がありまして、２４年度の８回全部出たので多分召集がかかっ

たんだろうと思います。公民館職員と地域の方が１４～１５人参加があります。

この中でいろんな意見が出ましたので、違った視点からの考え方、企画が重要

であると認識した部分もあります。いい講座を作っていくことを目指していき

たいと思います。 

（卜蔵会長） 

ありがとうございます。他にございませんか。 

（福島委員） 

人が言われたことなんですけど、教育講座のこの日程が早めにわかっていたら

参加できると思うので、よろしくお願いします。 

（卜蔵会長） 

場合によっては、講座以外で、夏休みとか子どもの絵画教室とか依頼があれば

できますか。 

（福島委員） 

難しいこともあるので、早めにわかれば。 

（卜蔵会長） 

皆さん、よろしいでしょうか。 

（勝部委員） 

先程、米澤委員さんがすごく大事な公民館のこれからのことを言われたのです

が、前回いただいた事務執行状況の点検・評価票というのを市の方で作られて

いて、課題があげてあって評価もされている。うまく進んでいったらいいかな

と思っていますので、よろしくお願います。 

（卜蔵会長） 

ありがとうございました。 

（松本委員） 

確認なんですけどいいですか。社会教育事業の分で、公民館のホームページに

載っておりますか。新規の時期にホームページに載ってなかったので、ホーム

ページに載っていればそれを見ればいいのですが、なかなか、見たいときに見

れなくて。運動会とかぎりぎりでないと載せてなかったりするので、あらかじ

めわかっていたり、早めにホームページにのせてあればチェックをして、こち

らも予定ができるにと思うのですが。 

（卜蔵会長） 

年間の事業計画がいつ頃に全館作成されるか、そのあたりは、まだはっきりと

わかりませんけれども。 
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（松本委員） 

今のお母さん方も結構パソコンをいじりますので、届いた公民館大学の一覧を

見て、行ってみたいと思われるお母さんもいらっしゃると思うんですね。 

（永見次長） 

よろしいでしょうか。ホームページというお話しですけれども、確かに全館ホ

ームページはございますけれども、なかなか公民館職員がホームページを立ち

上げて、作成して情報を載せるということが、普段の業務もあるものですから、

なかなか難しいところがございます。ただ、ホームページを開いているからに

は、何年もの情報を持っていてもダメなので、使うのであれば、ちゃんと使い

ましょうという方向にはと思っておりますので、公民館のホームページに載せ

るか、生涯学習課の方で市のホームページに公民館大学の一覧を載せるか、い

ろんな手法があるかと思いますので、皆様方にどういうふうに情報提供するの

か研究させてください。 

（卜蔵会長） 

ありがとうございます。これは、私からのお願い、提案なんですけれども。 

情報提供の場に、公民館だよりを少し活用してくださるとありがたいなと思い

ます。 

というのも、先日、加茂のお母さん方の勉強会に行きました。子育ての方たち

ですから、当然子ども達も一緒です。で、話しているうちに託児のことは考え

ていないことをおっしゃいましたので、館長のところまで下りて、誰か地域の

方で託児に係わってくださる人はないですかねって、地区社協の会長さんと子

育てサークルの代表さんと私４人で話し合いをして、地区社協から地域の福祉

推進委員さんを５名託児に出していただいております。というふうにいろんな

意見で目を向けていけば、私たちが関わるところ全部ではないですけれど、少

しでも関わりをもって、公民館は当然コーディネーター役割は出さないといけ

ませんので、すぐ館長は対応してくださいまして、良い具合にお母さん方は話

し合いができる場に恵まれました。公民館だよりをもう少し子育て支援の方た

ちにも、なかなか自治会には入っていらっしゃらないかもしれませんが、口コ

ミでも何とかできないかなと常日頃思っておりますので。 

（松本委員） 

今はほとんど、サークルの行事日程も載っているようですよ。 

（卜蔵会長） 

載っていないところもあるので、裏面が白紙の場合もあるので、そういうとこ

ろを利用してくださればと思います。公民館は赤ちゃんからずっと人生の先輩

までが使える施設だと思いますので、よろしくお願いします。よろしいでしょ

うか。 
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４ その他 

特になし 

 

５ 閉会 

（卜蔵会長） 

本日はありがとうございました。委員全員のご出席をいただいて、いろんな意

見交換ができましたし、事務局にお願いすること、ご提案すること、いろんな

議題があったと思います。ただ、年２回にはなっていますけれども、必要があ

れば来年度でも随時お集まりいただくことがあるやもしれませんので、どうぞ

ご理解をいただいきますよう、お願いします。 

それと２６日の午後からコンベンションで公民館連合会研究集会にご参加の方

は、追加ででも、聞くだけでもかまいませんか。参加申込以外の方でも行って

いただける方はどうぞ足をお運びください。お願いをしまして、今日の運営審

議会を閉じさせていただきたいと思います。ありがとうございました。 

 


