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会  議  録 
会議の名称 平成２９年度第１回茨木市中央公民館運営審議会 
開催日時 平成２９年９月２７日（水） 

（午前・午後）７  時００分  開会  

（午前・午後）８  時３０分  閉会 
開催場所 市役所南館６階  第 1 会議室  
議  長 西村 能一（委員長） 
出 席 者 三川俊樹、大浦晴子、的場弘、庄田英一、西村能一、瀧上正則、 

幸俊威、山下純子、小林満、浦野暁子 【１０人】 
欠 席 者 なし 
事務局職員 岡田祐一教育長、乾克文教育総務部長、辻田新一社会教育振興課長、 

浅野貴士社会教育振興課課長代理兼公民館係長、藤田徹也、羽鳥麻衣子 

【６人】 
開催形態 公開 
議題（案件） (1) 委員長・副委員長の選出について 

(2) 平成２８年度事業報告について 

(3) 平成２９年度の取り組みについて 

(4) その他 
配布資料 (1) 中央公民館実施事業 

(2) 小学校区公民館講座等集計表 

(3) 平成２８年度小学校区公民館講座等一覧表 

(4) 公民館使用状況調（平成２４年度～２８年度） 

(5) 公民館利用率状況調（平成２４年度～２８年度） 

(6) 平成２８年度公民館区事業補助金確定額一覧表 

(7) 平成２９年度の中央公民館の取り組みについて 

司 会 皆様、こんばんは。 

定刻になりましたので、ただ今から、平成２９年度 第１回 茨木市中央公

民館運営審議会を開会させていただきます。 

皆様方には、大変お忙しい中、ご出席いただきまして誠にありがとうござ

います。まず、はじめに、本日の出席者を順次ご紹介させていただきます。 

学識経験者として、追手門学院大学心理学部教授 三川俊樹様です。 

家庭教育分野から、親まなび☆きらりん広場の大浦晴子様です。 

社会教育分野から、水尾公民館運営委員長の的場弘様です。 

同じく、清溪公民館運営委員長の庄田英一様です。 

同じく、春日公民館運営委員長の西村能一様です。 
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同じく、庄栄公民館運営委員長の瀧上正則様です。 

家庭教育分野から、茨木市 PTA協議会会長の幸俊威様です。 

学校教育分野から、茨木市公立小学校長会委員で沢池小学校校長の山下純

子様です。 

社会体育分野から、茨木市スポーツ推進委員協議会会長の小林満様です。 

福祉分野から、茨木市民生委員児童委員協議会副会長の浦野暁子様です。 

以上でございます。 

なお、新任の瀧上様、幸様、山下様には、お手元に委嘱状を置かせていた

だいておりますので、よろしくお願いいたします。 

次に事務局の紹介をさせていただきます。 

岡田教育長です。 

乾教育総務部長です。 

辻田社会教育振興課長です。 

公民館係職員の藤田です。 

公民館係職員の羽鳥です。 

最後、私、社会教育振興課課長代理兼公民館係長の浅野と申します。 

よろしくお願いいたします。 

それでは、開会に当たりまして、岡田教育長からご挨拶を申しあげます。 
教育長 皆さん、こんばんは。 

最近、涼しくなりまして秋の兆しを感じる頃になりましたが、皆様におか

れましては、何かとお忙しいなか、また、夜分にも関わりませず、ご出席い

ただきまして、誠にありがとうございます。 

日頃から、本市教育行政の各般にわたりまして、それぞれのお立場からご

支援、ご協力をいただいておりますことに、心から厚くお礼申し上げます。 

さて、当審議会におきましては、従来から公民館にかかわる諸問題につき

ましてご審議をいただいているところでありますが、本日の会議におきまし

ても、公民館の事業内容などについて、ご意見等をお伺いしたく考えており

ます。 

公民館の事業の実施につきまして、これまで地域の皆様の住民のニーズと

いうところで、色々な形で学習ニーズに応えるために努力しておりますが、

今後は、地域における学習の拠点、それから交流の場、もう一つが絆を深め

る場として公民館というところが拠点の場として、これから重要になってく

ると思っております。 

また、地域の方々がこれから地域を担っていっていただける人づくりとい
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うか、そのような場と思っております。教育委員会といたしましても、公民

館活動のさらなる活性化に向けまして、充実を図ってまいりたいと考えてお

ります。 

今後とも、各委員の皆様には本市社会教育の発展にご支援、ご協力を賜り

ますよう、各委員の皆様にお願い申しあげ、誠に簡単ではございますが、開

会のご挨拶とさせていただきます。本日は本当に短い時間ではございます

が、色々なご意見を頂戴したいと思っております。よろしくお願いいたしま

す。 
司 会 案件に移らせていただきます前に、本日の会議の出席委員数をご報告いた

します。委員定数１０人に対しまして、出席委員数は１０人全員のご出席を

いただいております。茨木市中央公民館運営審議会規則第４条の規定により

まして、本日の会議は成立していることをご報告申しあげます。 

それでは、案件（１）委員長・副委員長の選出についてでございます。 

委員長、副委員長の任期が本年７月４日で満了しております。したがいま

して、新たに委員長、副委員長の選出をしていただきたくご提案申し上げま

す。 

茨木市中央公民館運営審議会規則第２条第１項の規定で、委員の互選と

なっており、任期につきましては、第２項の規定で１年となっております。 

なお、７月４日までは、委員長には、秦委員、副委員長には、浦野委員に

勤めていただきましたが、秦委員が太田公民館の運営委員長を退任されてお

られます。いかがいたしましょうか。 
庄田委員 委員長には、社会教育分野である公民館から選出されておられる方が、私

も含め４名いらっしゃいます。その中から就任していただくことがバランス

としてふさわしいのではないかと思います。特に西村委員は積極的に公民館

活動に取り組まれているとお聞きしておりますので、委員長にぜひお願いし

たいと考えております。また、副委員長には、長年副委員長として経験を積

まれておられます浦野委員が適任と思われますのでよろしくお願いいたしま

す。 

司 会 ただいま、庄田委員から委員長に西村委員を、副委員長に浦野委員とのご

意見がございましたが、ご異議ございませんか。 

委 員 (異議なしの声) 

司 会 ありがとうございました。 

異議なしということでございますので、委員長には西村委員、副委員長に
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は浦野委員にお願いいたします。 

それでは、お二人、席の移動をお願いいたします。 

ここからは、西村委員長に議事の進行を、お願いいたしますが、それぞれ

からご挨拶をお願いいたします。 

西村委員長 委員長に選出いただきました春日公民館運営委員長西村でございます。 

大任を仰せつかり、十分責務が果たせるか不安ではありますが、皆様のご

支援、ご協力をいただき、務めてまいりますので、よろしくお願いいたしま

す。 

司 会 続きまして、浦野副委員長お願いいたします。 

浦野副委員長 微力ながら、西村委員長をお助けしながら務めさせていただきます。よろ

しくお願いいたします。 

西村委員長 まず、会議を始めます前に、前回同様、この会議を原則として、公開とす

ることとします。 

本日は、傍聴希望者はいますか。 

事務局 傍聴希望者はございません。 

委員長 それから会議録についてでございますが、「茨木市審議会等の会議の公開

に関する指針」に沿いまして、昨年の本委員会で諮っておりますが、内容的

には全文筆記、その中でなおかつ発言者の個人名を掲載いたしまして、市民

に閲覧を供している。それから、公開場所としましては市役所南館１階の情

報ルーム、それから中央図書館で設置いたします。なおかつ市のホームペー

ジにも公開をいたしますが、今回も同様でよろしいでしょうか。 

委 員 異議なし。 

委員長 では、会議録に関しましては、このような形で進めさせていただきます。 

それでは、議事に入ります。 

案件（２）平成２８年度事業報告について事務局から説明をお願します。 

浅野課長代理 それでは、２８年度の事業報告としまして、【資料１】をご覧ください。 

中央公民館が実施しました２８年度の事業でございます。 

日本語読み書き学級でございます。 

この事業を実施する目的につきましては、資料に記載しておりますよう

に、国際連合が、平成２年（1990 年）からの１０年間を「国連識字の１０

年：すべての人に教育を」と宣言しました。これを踏まえて、中央公民館に

おいても、誰もが読み書きができる社会の実現を目指して、読み書きに不自

由されている日本人及び在日（渡日）外国人の成人を対象に日本語読み書き
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学級を開催しました。 

市内の成人を対象ということで開催しておりますが、年間３５回の開催と

なっております。年度の初めが５月１３日で、２９年３月１７日まで、毎週

金曜日の１０時から１２時の２時間、生涯学習センターの３階 303 号室で開

催いたしました。この間、夏季･冬季･春季につきましてはお休みとさせてい

ただいております。 

講師は、小中学校の元教師がほとんどで、１４人で運営しています。 

受講生ごとに、日本語の習熟状況が違い、そのための学習内容の差、ニー

ズの違いがあり、そのために、少人数による学習体制をとっています。 

なお、年に３回ほど、ハーモニカのボランティアグループによるコンサー

トを開催し、一緒に歌を歌って、楽しみました。 

また、異文化交流会として、外国籍の受講生のうちから、その国の料理を

みんなで作って、食べ、交流を図るイベントも行いました。 

延べ人数としましては、659 人、1 回あたりの平均参加人数は、約１９人と

いう状況でございます。 

対象者は主に９０％以上が外国籍の方でございます。中でも多いのが中国

籍の方という状況でございます。登録人数は４１人ですが、1 回に来られる

方が平均２０人前後ということです。 

それぞれ、やはりご家庭の事情やお仕事の関係もございまして、必ず毎週

参加していただくことはなかなか難しい状況でございますが、逆に気軽に参

加できるような学級を目指して開催をしてまいりました。 

２８年度に中央公民館が実施いたしました事業についての説明は以上でご

ざいます。 

浅野課長代理 次に、資料２をご覧ください。 

茨木市にある３２の公民館が開催しました、公民館講座、講習会、生活教

育講座、講演会のそれぞれの実施回数、受講者人数について、平成２４年度

から平成２８年度までの５年間を集計したものです。 

先に、事業区分について、簡単にご説明申しあげます。 

公民館講座は、定期講座として、１講座１２回を限度に、受講料を徴収し

て実施しているものです。次に、講習会は、不定期に１回あるいは複数回実

施するものです。生活教育講座は、同じく、不定期に開催する講座となって

おりますが、実質的には講習会のような立ち位置で、例えば、味噌作りな

ど、主に消費生活に関することを実施しているものです。 

最後に、講演会は、人権や文化など様々なテーマについて、お話しいただ

くものです。 
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この講習会、生活教育講座、講演会につきましては、受講料は頂戴してお

りません。定期の公民館講座のみ受講料を頂戴しております。 

平成２８年度の数字として、公民館講座は 204 講座、受講生が 2,546 人、

講習会は 183 回、6,357 人で、講習会の回数が大幅に増えているのは、一つ

の要因といたしまして、読み聞かせという取り組みを２８年度から開催させ

ていただいておりまして、その他ニュースポーツなど各公民館のスポーツ推

進委員の方々がご尽力いただき、新たな取り組みを実践された館が多かった

こと、人数が大幅に増えているのは、平成２８年度に単発で餅つきを実施さ

れ、そこで 1,000 人近くの人が集まるなど、内容によって受講者数にばらつ

きがあるためです。次に、生活教育講座は３７回、1,506 人。なお、人数が

大幅に減っているのは、平成２７年度のみの事業として太田公民館で実施さ

れた小学校公開授業パネル展示会という、ロビーで展示をして子どもたちの

成果を見てもらうという取り組みがあり、2,600 人の来場があったためで

す。講演会は１６回、1,969 人となっております。なお、人数が大幅に減少

しているのは、平成２７年度に新たな取り組みということで講演会を実施し

たところがあったのですが、２８年度には開催を控えられた館が多かったの

かと分析しております。 

それぞれの事業の傾向として、公民館講座については、開催数、参加人数

とも減少傾向にあります。募集人数が集まらず４講座が不開講となるなど、

参加者が集まらないということが要因であると思われます。ただ、新たな取

り組みとして講習会を開催されたものが非常に多くあり、トータルの人数は

昨年度より減少したものの、事業開催数は過去５年で最高となっておりま

す。以上が資料２の公民館講座等の状況でございます。 

次に資料３をご覧ください。 

先ほどご説明させていただきました内容の、平成２８年度の各公民館の講

座等実施状況になります。 

これらの事業については、講座や講習会の回数、内容も様々であります

が、各公民館でそれぞれ企画立案、運営をされており、住民の皆様のニー

ズ、現代的課題・地域課題に即し、地域の特色が出ているというふうに考え

ております。 

次に、資料４をご覧ください。 

公民館の施設使用状況につきまして、平成２４年度から平成２８年度まで

の公民館ごとの利用件数、人数を集計したものです。 

平成２７年度と平成２８年度を比較すると、件数、人数ともに増加してお

ります。なお、平成２７年度中条公民館において、EV 工事のため４ヶ月間休

館していたことにより、平成２７年度の中条公民館の件数、人数は減少して

おりますが、実際の件数、人数は大幅に増えております。 

増えた要因としまして、主に介護予防事業など市の事業の利用、あとは自
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主グループの利用の増によるものです。 

また、平成２７年度から使用料について大会議室が３倍近く、実習室は２

倍ほど大幅に値上がりしておりますが、一般利用については、順調に伸びて

おります。 

なお、大池、春日、東奈良の件数、人数が途中から表示されていないの

は、公民館をコミセン化したことに伴うものです。 

次に、資料５をご覧ください。 

先ほどの資料４が件数と人数で分析をしたものですが、資料５は、平成 

２４年度から平成２８年度までの公民館ごとの利用率の推移になります。 

利用率ですが、分子が利用件数、分母が年間の利用日数かける館ごとで異

なっている部屋数、それから３コマとなっておりますが、公民館は午前、午

後、夜間の３区分に分かれております。公民館が開いている日、全ての部

屋、午前、午後、夜間全て利用があった場合が 100％になります。その中で

の実際の利用件数を分子に当て込み利用率を出しております。 

先ほどと同様、２７年度と２８年度を比べていただくと、利用件数の伸び

に伴い、利用率も増加しております。 

利用率の高かった大池、春日と東奈良のコミセン化により、５年間の傾向

として、利用率が減少しておりますが、平成２８年度はコミセンに移行した

館がなく、同条件での比較で利用率が伸びていることが伺えます。 

次に、資料６をご覧ください。 

各公民館地域における事業として、地域レクリエーション、ふるさとまつ

り、文化展、館報について、社会教育振興課が所管している分で、公民館区

事業実施委員会等に対して、補助金を交付しております。補助額は、それぞ

れの事業に対して、一定額＋人口割によって、算定しており、事業全体の確

定額として、8,758,381円支出しております。 

なお、大池、郡、東奈良地区については平成２７年度より、春日地区につ

いては平成２８年度より、市民協働推進課所管の地域行事開催等事業補助金

へ移行しております。地域行事開催等事業補助金とは、茨木市地域自治組織

の登録を受けた団体で補助金制度の移行を希望した団体に関し、先ほどの４

事業に加え、スポーツ推進課が所管する体育祭事業を合わせた事業を対象と

して交付するものであります。 

以上で、案件２の事業報告について、説明を終わります。 

委員長 事務局からの説明は終わりましたが、この案件について、何かご質問、ご

意見がございましたら、お名前をおっしゃってから、ご発言をお願いしま

す。 

小林委員 最後の資料６の見方ですが、例えば茨木が地域レクリエーションで 63,600

円、ふるさと祭りで 113,600 円など、この数字を基にして考えていった場合
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に、三島が地域レクリエーションで 89,800 円、しかし茨木に対して 20,000

円くらい多いにもかかわらず、ふるさとまつりでは茨木の半分以下になって

いる、この数字の出し方はどういう形で出しているのですか。 

浅野課長代理 説明が一つ漏れておりまして、失礼いたしました。 

先ほど申しました金額につきましては、一定額につきまして人口割合に応

じて金額を付加するというご説明をさせていただきましたが、それにプラス

いたしまして、もともと組織を運営するために必要な補助金として定額で

60,000 円を交付しておりましたが、団体を補助することはいかがなものかと

いうことで、それぞれの事業で打ち合わせ等ご尽力いただいている中で、そ

の 60,000 円を４つの事業の中で、各地域の実情に合わせて振り分けていただ

くという形にさせていただいております。すべて一定額を設けているのは、

一定の事業を推進していただきたいという思いで振り分けているのですが、

今申し上げました 60,000 円につきまして、それぞれの４事業に地域の実情に

合わせて振り分けていただいて結構ですという形でご案内申し上げましたの

で、今おっしゃっておられました三島は文化展を手厚くケアしていきましょ

う、あるいは茨木に関しましては、ふるさとまつりをケアしていきましょう

という、各地域の実情に合わせた割り振りを考えていただき対応いただいて

おります。 

委員長 地域の実情に合わせてそれぞれ地域の方々がそれをお考えになっている。

この 60,000 円につきましては、ふるさとまつりに多くしてほしいとか、文化

展にしてほしいとか、そういう形でそれぞれ地域のほうで考えた分をこちら

で割り振りされているということですね。 

小林委員 はい、わかりました。 

委員長 ほかに何かございませんか。 

ご意見がないようですので、次の案件(３)平成２９年度茨木市立公民館事

業につきまして、事務局から説明をお願いいたします。 

辻田課長 では続きまして、平成２９年度の中央公民館の取り組みにつきまして説明

させていただきます。 

小学校区公民館が取り組む事業への働きかけについてですが、各公民館で

現代的課題、地域課題解決の取り組みを進めていく中で、平成２９年度はこ

れから申し上げます内容につきまして、積極的に取り組めるよう働きかけて

いきたいと考えております。 

まず初めに、第２次茨木市子ども読書活動推進計画の実現に向けた取り組

みでございます。先ほどの講座講習会のところで読み聞かせ等のご説明をさ
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せていただきましたが、平成２７年度に各公民館の館長、運営委員長の皆様

に計画の趣旨や取り組みについて説明、周知を図り、認識を深めていただき

ました。平成２８年度は、実施に取り組んでいただけるよう働きかけたとこ

ろ、５館におきまして読み聞かせ会を開催していただきました。本年度はさ

らに増えて８館で開催の計画をしていただき、実施に向けて取り組んでいた

だいているところでございます。なお、中央公民館といたしましては、小学

校区公民館が講習会形式で、乳幼児、小学生を対象に｢読み聞かせ会｣を開催

できるよう、中央図書館と連携し、読み聞かせボランティアの派遣や、講師

謝礼金の予算確保をいたしました。 

次に、茨木の歴史を知る講演会等の開催の支援についてでございます。今

までから取り組んでいただいている館もございますが、本年度は８館で実施

を予定していただいております。社会教育振興課が文化財を所管していると

いうところもございますので、積極的に私どもの学芸員を地域に出前講座的

な要素も踏まえて派遣いたしまして、様々な課題に取り組んでいただきたい

ということでございます。 

次に人権に関する講演会等の開催の支援についてでございます。これまで

にも取り組んでいただいていた館も含め、本年度は１４館で実施を予定して

いただいております。 

次に消費者教育に関する講演会等の開催の支援についてでございます。本

年度は現時点では２館で取り組んでいただく予定でございます。 

次に環境問題に関する講演会等の開催の支援についてでございます。本年

度現時点で１館が取り組む予定となっております。 

続きまして、公民館と市内大学との連携でございます。中央公民館としま

しては、茨木市の公民館事業を推進するうえで、各小学校区公民館における

従来の組織での取り組みについては、高齢化もあり限界があると感じている

ことから、若者の斬新な発想、特に大学生の力が必要であると考えておりま

す。大学生が事業の企画実施に参画し、活動していただくことで、地域の活

性化が図られるとともに、大学生にとって、茨木市における地域の状況を

知っていただく機会になり双方にメリットがあると考えております。そこ

で、追手門学院大学をはじめとする市内４大学と市との連携で、市の窓口担

当課である政策企画課を通じて、連携の取り組みについて依頼をしていると

ころであります。今後、各大学との個別対応で連携が図れるよう、推進して

まいりたいと考えております。 

続きまして、中央公民館が開催する事業についてですが、先ほど冒頭で申
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しました「日本語読み書き学級」につきましては、市内には、日本語に不自

由されている方が、まだまだおられますことから、中央公民館として実施す

る必要性はあるものと考えており、今後も事業を継続していく方針でありま

す。ただし、事業内容につきましては、平成２８年度に講師の謝礼額につい

て見直しを図り、改定をいたしましたが、今後も常に課題等につきまして

は、検討していかなければならないものと考えております。以上で平成２９

年度の中央公民館の取り組みについての説明とさせていただきます。 

委員長 事務局からの説明は終わりましたが、この案件について、何かご質問、ご

意見がございましたら、ご発言をお願いします。 

大浦委員 人権に関する講演会等の開催について、私の校区は毎年公民館と共催で人

権講演会をさせていただいておりますが、主事さんからは必ず公民館で人権

の取り組みをしなければならないということで予算もきっちりあるといわれ

ていますが、先ほど拝見したら、人権講演会を開催されているところが少な

いのですが、それはどういう理由からでしょうか。また、地区人権委員会の

ない校区もあるので、それは仕方がないのかと思うのですが、結構バスツ

アーなども３校区で一緒に開催されていたりするので、そういう場合は人権

講演会のほうに予算が出ていないということでしょうか。 

浅野課長代理 実際に１４館が取り組む予定と申し上げましたが、先ほども話がありまし

たバスツアーに関しましては、この数の中には入っておりません。あくまで

も講演会という形で実施されたものを今回各館からご報告いただいている状

況です。もう一つ、全ての館で、人権ということも大事な取り組みというお

話の中で、取り組まれる館が１４ということは少ないのではないかという趣

旨のご意見かと思いますが、各地区それぞれで課題ととらえている内容、人

権に限らず、課題ととらえている内容は、各館ぞれぞれの事情があります。

もちろん人権も大事な取り組みですので進めていただきたいですし、それ以

外でここを重点的に進めたいというそれぞれの地域の思いがございます。

我々としましては、それぞれの地域の実情に合った形の事業の実施というも

のを呼び掛けたところ、取り組みの中で実施された館が今申し上げたような

館の数だったと思います。 

西村委員長 よろしいでしょうか。 

ほかに何かございますか。 

私のほうからになりますが、１の小学校区公民館が取り組む事業について

の働きかけとありますが、その中の読み聞かせ、子どもの読書活動推進計画

については、前年度との比較はわかりますが、それ以外の、歴史は８館、人
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権教育は１４館、消費者教育は２館、環境は１館、とありますが、２８年度

は何館かわかりますか。 

浅野課長代理 今すぐには数字を持ち合わせておりませんので、はっきりわからないので

すが、２８年度から各公民館に向けまして、現代的課題、地域課題の中で取

り組みを進めていきたいと会議の中で申し上げたところですが、その中で一

番に子ども読書活動推進計画につきまして、公民館の一番のウィークポイン

トである若い方の利用が少ないという中で、小さなお子様、お母さま方に公

民館のことを知っていただきたいというところで、子ども読書活動推進計画

に向けた取り組みについてご説明申し上げたところですので、ここを比較で

書かせていただいたのですが、それ以外の部分もそれぞれの地域で課題とと

らえておられる部分につきまして、少しずつ各館と連携をしながら進めてい

きたいと、昨年度からお話を始めたところですので、実績として数字を持っ

ていないということが今の説明の理由でございます。 

大浦委員 今、若い世代とおっしゃられたのですが、参加人数について、年代別には

取っておられませんよね。私たちも人数を書くとき、世代別ではなく合計人

数でしか書いていないのですが、若い世代がどのくらい参加しておられるか

つかんでおられるのですか。 

浅野課長代理 具体的な数字というところでは、持ち合わせておりません。実際に利用さ

れた人数報告で把握しておりますので、実際の世代のデータとして、若い方

がどれくらいかという数字は持ち合わせておりません。今、若い方の利用が

少ないという話は、各館で話をお伺いする中で、実際利用の状況はどうかと

お話しさせていただいた時に、「高齢の方ばかりです」という返事をいただ

いたという状況もございました。子育ての関係で、若いお母さま方と小さい

お子様が、育児のストレスを解消したり、悩みを相談するような自主グルー

プという形でご利用いただいている部分もあるのですが、その数としては、

あまり多くないということが、団体別の使用状況の中でデータを持っており

まして、その年代が少ないと認識しております。 

大浦委員 これがあと１０年経った時に、この数字が維持できるのかと思います。若

い世代が来ないのであれば、今、実際動いておられる年配の方が来られなく

なったときにどうなるのかということがちょっと気になります。どこでも世

代交代は難しいですし、人材確保も難しいです。 

西村委員長 私どもは春日公民館ですが、使っておられる方は、どうしても時間的に余

裕のある方々、平日はそういう方々になってきますので、高齢者の方が多く

なっているということが実情ですし、土曜は土曜でそれぞれの皆様方、それ
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ぞれの家庭の中で忙しいところがありますので、なかなか公民館を利用して

もらうということは難しいところですが、土日関係の中で、先ほど課長代理

からありましたように、子育て関係などは利用しておられるところも見受け

られますし、公民館活動ではないですが、館利用の中でもそういった方々も

使っておられる、公民館ではありませんが、公民館の中に入ってくるきっか

けの一つでもあるかと思っているわけです。そういった部分で徐々に、横並

びではありますが、若干上がり気味かという気はしないでもないです。 

小林委員 先ほどの市内大学との連携ということで、具体的にそれはどのように考え

ておられるのか、進められておられるのか分かりにくいのですが、子供の使

用率を上げていこうという時に、大学生に来ていただいて、大学生の若い考

え方、遊びだけではなく勉強もあればその他のこともあると思いますが、そ

ういうことをどのように具体化していこうと考えておられるのか、テーマは

掲げておられるが、実際にどのようにしていくと考えておられるのか、それ

があるならば教えていただきたいと思います。 

辻田課長 市内大学との連携でございますが、私ども公民館は、社会教育だけの話で

はなく、本市が市内大学と連携していくにあたっては、全庁的な取り組みと

して考えております。私どもも昨年度から公民館サイドに、どういった取り

組みが考えられるのかという調査をさせていただきながら、実現可能なもの

かどうかも踏まえて、市全体としてどのような方向性に持っていくかという

ことを模索している途中でございまして、小林委員のご提案に即答できる段

階では、まだないのですが、公民館におきましては、先ほども申しましたよ

うに高齢化しているということも、公民館活動だけに限らず、利用されてい

る団体様や自治会などをはじめ、様々な団体の課題であると捉えておりま

す。その中で、まず公民館に足を運んでいただくということで、乳幼児から

子どもたちも含めて来ていただきたいということで、読み聞かせを推進して

おりますが、まず市内の大学の連携ということで、大学側にもやはりメリッ

トがないといけない、私どももメリットがないといけない、どんなことがで

きるのだろうということで、まずは、ずっと入っていただけるのか月１回な

のか、そのあたりから協議をしなければいけないかと思っています。やは

り、先ほどの補助金のところでもお話をさせていただきましたが、一番の地

域のイベントといいますと、ふるさとまつりであったり、地区体育祭であっ

たりと、そういったところから足掛かりをつけていきながら、どんな関わり

ができるのかも含めて、昨年度から継続協議をしているところでございま

す。そういうことが現状ですので、こうですとか、ああですといえる段階で
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はございませんので、また方向性が見えればその段階でご報告をさせていた

だきたいと思います。 

三川委員 やはり若い世代に利用していただくということで、読み聞かせの会、先ほ

ど子どもたちへの読み聞かせですが、保護者の方もお出でになるわけですの

で、お母さん同士あるいはお父さんがいらっしゃる場合もあるでしょうが、

その方たちの交流という機会を、例えばこの読み聞かせ会がその一面を持っ

ているのではないかと思います。読み聞かせ会へ子どものために参加し、そ

こで保護者同士がつながるというところを工夫していただくことが、たぶん

保護者の方が交流の機会として公民館を活用する、そのような場になるので

はないかと思います。もう一つは学校教育との連携、先ほど、太田公民館で

すか、子どもたちの活動を展示されたことによって、爆発的に、ずいぶん人

数が増えたとおっしゃいましたが、少しご説明をいただくと、ひょっとした

らこういうところで、若い世代、例えば今子育て世代、小学校に通っている

子どもの保護者の方たちにご利用いただく機会のヒントになるかも知れませ

んので、少し聞き漏らしたこともあるかも知れませんので、先ほどのご説明

の補足をしていただけませんか。 

浅野課長代理 太田公民館の取り組みのお話ですが、太田小学校で子どもたちに、太田の

まちの夢を描こうというようなテーマで、太田というまちは非常に歴史あふ

れるまちという状況があります。ただ、子どもたちの目線から見ますと、歴

史という部分もありますが、安全面など、子どもたちの独自の発想で「太田

のまちがこうなればいい」ということをテーマに、自分たちでまちの様子を

描いたものをパネル展示にするという取り組みをされて、子どもたちの作品

を、今おっしゃられました親御さんが一緒に見に来られたり、というような

形で、割と長期のスパンで作品展示をしておりましたので、非常にたくさん

の方にお越しいただいた、というような感じでございます。公民館のロビー

を使って見に来ていただくという取り組みをされたと聞いております。 

三川委員 今のような取り組みが非常に大事なポイントと思います。子どもたちは地

域のことを学ぶ。これは丁寧なサポートがあるかと思いますが、発表の機会

を学校の中ではなくて、地域の交流や学びの拠点である公民館でするという

ところで一つ大きなヒントがあるように思いますので、またこのような取り

組みが継続的に行われましたら、ご報告いただければと思います。 

西村委員長 他にございませんか。 

学校教育の立場から、山下委員いかがでしょうか。 

山下委員 先ほど三川委員がおっしゃいました、学校教育の連携というところです
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が、家庭教育と学校教育を連携させてしっかり取り組んでいきたいというと

ころがあります。特に食育であるとか、基礎基本の学力向上というところ

が、大きな二点で力を入れているところですが、例えば大学との連携につい

て絡めて考えますと、学部にもよるのですが、例えば調理などの学部を抱え

ておられる大学との連携として、公民館で親子の食育の家庭調理講座のよう

なものを企画してもらうと。学校教育で、なかなか家庭教育との連携で望ん

でいるものと、大学との連携と、全部兼ね備えたものを企画してもらえるの

ではないかと思って、見ながらワクワクしていたのですが、学生の方との連

携というのは、茨木市内の大学、それぞれの学部によって特色があると思う

のですが、まず、学部で公民館と連携ができるかというのは、本当に学部に

よって違ってきますので、それをはっきりと教えていただくことで、公民館

のほうも企画がより深くなるのではと思います。例えば追手門学院大学なら

ば、心理学があれば、カウンセリング的な、親御さんの子どもさんに対する

心の捉え方などは、すごくニーズが高いと思います。そういう講座につい

て、保護者のほうに子どもの心をくみ取るような親子の会話、そういう講座

であるとか、大学からの発信でアイデアをいただければと思います。 

西村委員長 今、学校教育の分野から意見が出ましたので、その辺につきまして、事務

局のほうも、政策企画課と連携をしながら情報の収集に努めていただきたい

と思いますので、よろしくお願いいたします。 

小林委員 その他のところで話そうかと思っていたのですが、今、色々な意見が出て

いますので、最初にスポーツ推進委員として紹介していただきましたが、ス

ポーツ推進委員の立場から、これは公民館長から推薦を受けてスポーツ推進

委員になっているわけですが、今のスポーツ推進委員の現状と、今日来られ

ている公民館の方にぜひお願いしたいことがありますので、少し時間をいた

だきたいと思います。 

スポーツ推進委員の前は体育指導員といいまして、昭和３９年くらいにで

き、５２、３年経っています。そのころ東京オリンピックが開催されたころ

ですが、まだ、市民の中には、スポーツというものに対する活動が十分では

なかったと思います。そんな時に体育指導員という組織が、国から各市町村

に体育指導員を作りなさいという形でできました。茨木市でも３９年ごろに

できました。各公民館に３点バレーボール、ソフトボール、そういうものを

しましょうという形になり、３点バレーボールに関しては今年で５１回目、

ほぼ最初から続いている、ソフトボールについてはちょっと遅れましたが、

そういう形で３点バレーボールとソフトボールが非常に茨木市のスポーツの
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活動にいい影響を与えた。やはり、茨木市の中で多くの人が３点バレーボー

ルやソフトボールに夢中になって、その一つの話が、例えば３点バレーボー

ルでは、秋の収穫が終わった田んぼの中で稲木にネットをかけてバレーボー

ルをしたり、公園の木と木の間にネットをかけてバレーボールをしたなど、

非常に茨木市はスポーツにおいて活発化してきたという話です。私は、まだ

その当時は知りませんが、そういう話を聞いております。しかし、３点バ

レーボールとソフトボールがこの４０年、５０年の長い歴史の中で、それが

スポーツ推進委員の活動という形になり、あるいは公民館の推薦のほうも、

この二つの組織から、男性ならソフトボールから、女性なら３点バレーボー

ルから委員を推薦すればいいというような形で推薦されてきました。それだ

からこそ、余計にソフトボール、３点バレーボールに活動が特化していき、

ほかのスポーツがなかなか伸びてこなかったというのが現状で、ここ１０数

年ぐらいから、弊害が顕著になってきたと思っております。これを何とか改

めなければいけないという具合に考えて、ここ数年、先ほどありましたが、

各公民館の中でニュースポーツや、レクリエーションスポーツとか、そうい

うものを取り入れてもらって、ソフトボールや３点バレーボールだけではな

い、このようなスポーツもある、年を取ってもできる、子どももできる、体

が動かなくてもちょっと手を動かすだけのいわゆる軽スポーツのような、レ

クリエーションスポーツのようなものもあるということを、スポーツ推進委

員の中で提案していき、開発ということで、よそのものをもらってきたり、

それを各委員にコーチして各公民館に広めてくれというような形で、今やっ

ているところです。先ほどもありましたように、ニュースポーツは結構お金

がかかりますので、そういうものに中央公民館のほうからお金を出していた

だいて、それを利用して活発に活動しているところもありますし、これから

活動していこうというところもあると思います。そういう形でとりあえず今

活動の転換をしていこうと考えています。先ほど申しましたソフトボール、

３点バレーボールからの委員が、今まで活動していた方へいき、新しい

ニュースポーツを広める活動をあまりしてもらえない、というところもあり

ます。ですから、お願いとして、スポーツ推進委員の推薦に当たってはもっ

と広く、ソフトボールや３点バレーボールだけでなく、スポーツをやってい

ただけるような熱意を持った人を、ぜひ選んでいただく、そして今、定数が

５９名ですが、実際は４２名、活動としてはなかなかしんどいところもあり

ます。また、公民館では、委員を選出していないところもありますし、２名

の定員で１名しか出ていないところもあります。そういうところがあります
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ので、各公民館でぜひ出していただきたいと思います。今、多くが文化の点

でお話しされていましたが、スポーツもやはり、健康増進などにつながって

いきますので、スポーツの重要さも十分公民館長さんも、みんなに伝えてい

ただいて、スポーツ推進委員の定数を確保していただきたい、もっと幅広い

人たちからスポーツ推進委員を選んでいただいて、我々の活動も、色々なこ

とをできるような形で広げていきたいと思っております。ぜひ館長会議など

で公民館長さんにスポーツが健康増進につながり、そこから保険料の軽減に

つながっていく、病院に行く回数が減れば、それだけお金のほうも負担が少

なくなっていくと思いますので、スポーツの重要さをもう少し公民館長さん

に知らせていただいて、推進委員の推薦を定数にしてほしいと思います。来

年がそういう時期になりますので、ぜひお願いします。 

委員長 ただ今の小林委員からの意見につきまして、事務局のほうから館長会議な

り、主事会議の中で、こういう意見があった旨を伝えていただければと思い

ますので、よろしくお願いいたします。 

浅野課長代理 せっかくスポーツについてご意見をいただきましたので、最初の事業報告

のところで、ニュースポーツということで、各地域のスポーツ推進委員さん

が非常に頑張ってくださり、２８年度は、たくさんの地域で少しずつではあ

りますが、ニュースポーツに取り組んでおられます。講座受講料をいただい

て実施することはハードルが高いので、講習会を利用して魅力を伝えていた

だきたい。特にニュースポーツにつきましては、なかなか１回では魅力が伝

わらないので、複数回という形で取り組んでおられる公民館がございます。

それを地域に根付かせて、いずれ講座になったり、自主グループで取り組ん

でいただければありがたいということで、各公民館でディスコンやペタンク

など様々なニュースポーツに取り組んでいただいている状況です。先ほど小

林委員がおっしゃられましたが、ニュースポーツをするのに、道具がいりま

す、お金がかかります、ということがある中で、中央公民館もその地域の中

で根付かせたいスポーツにつきまして、少しずつではありますが、物品を買

わせていただいたり、こちらで出来うる対応をさせていただいている状況で

ございます。 

西村委員長 他に事業につきまして何かございませんか。 

せっかくですので、家庭教育の分野から、幸委員、よろしいですか。 

幸委員 私はＰＴＡ協議会会長をさせていただいております。 

公民館の取り組みというところで、ご年配の方が多いというところでお話

を伺いました。ちょうど私たちの世代、子どもを育てる親の世代として考え



17 

 

ると、公民館に足を運ぶことがあまりないというのが、正直な意見です。た

だ、子どもたちは色々なところで公民館活動については、参加させていただ

いてお世話になっているのかと思います。その数は少ないと思っています。

今後というところに向けて考えてみると、私たちも子どものころに公民館の

活動にいくつか参加させていただいていたと思うのですが、公民館の活動に

参加していたという意識が正直なく、もしかすると今の子どもたちも同じか

もしれない。そう考えたときに、これは公民館の活動だ、ということがもう

少しわかってくれば、子どもたちが我々の年になって子どもを育てるとき

に、公民館で楽しい行事があったという記憶があれば、子どもたちに積極的

に参加しなさいと言ったり、私ももう一度参加しようかという気持ちになっ

たり、ということがあるのではと思いました。私もまだまだ未熟なので、全

然状況を把握できていないところもあり、個人的な見解でお話させていただ

いたところもあるかと思いますが、ご了承いただければと思います。 

的場委員 水尾の的場です。先日、夏祭りが終わり、次は各公民館区で地区体育祭を

開催されると思いますが、８月に実行委員会を開催して、その時は運営委員

と協力委員を合わせて６０名くらいなのですが、それから各地区に応援をお

願いするのですが、５つの地区があれば、５つの地区からは何名出してくだ

さい、小学校の先生からも、またお願いしますという形で、お願いしている

のですが、昨年の第２回の実行委員会は、８０人から９０人の間だったの

で、たぶん今年も同じくらいと思い、机と椅子だけを用意したのですが、100

人以上来られました。そこは、子ども会のお母さん方がたくさん参画され

て、こんなにたくさん参加されたのは初めてだと喜んでいたのですが、時代

が変わり、環境が変わり、人が変わる、そうすれば、考え方や価値観も変わ

りますので、地区体育祭をやめようという声も聞いておりましたが、比較的

水尾の方では、皆さん方協力的に参加していただいているということを一つ

ご報告しておきます。 

それから、公民館と市内大学との連携についてということですが、やはり

大学生に手伝ってもらう場合は、力仕事だけではいけない。何か行事をすれ

ば最初から参画してもらう、参画していただいて何をしてもらうかというこ

とを、学生を含めて会議をするということは大事なことです。ところが、

我々公民館の運営委員は、ほとんどが働いているので、会議がどうしても夜

になってしまいます。夜の７時くらいから９時ごろまで２時間会議をした

ら、遠方から通っている学生も多いので、昨年放課後子ども教室で学生７、

８名来ていただいて、２つくらい実施したのですが、その時にどんなことを
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しますかと聞いたら、遊びをメインにして、児童を集めて、たくさん集まり

ましたが、どのような遊びをするのか見ていると、目的があるようで、私は

その目的が分からなかったのですが、その目的が終わった後に自分でレポー

トを書いて、立命館大学で学生さんがパワーポイントを使っての説明を見て

いたのですが、遊ぶにしても、目的があってしているということを初めて知

りました。ですから、学生と連携しようと思っても、昼間に公民館の運営委

員の皆さんと会議をしようということは、ちょっと難しい。すると、夜に

なってしまう、そうなると遠方からきている学生を地域が遅くまで引っ張り

まわしていいのか、もう一つは、行事があるから荷物運びだけ来てくださ

い、この行事の、これだけに来てください、ということは無理と思いますの

で、その辺が、どのような形ですればいいのか、非常に考えてしまいます。

学生さんの力、あるいは知恵を借りることは非常に大事なことですが、た

だ、力を借りる、知恵を借りるにしても、時間をどのように設定すればいい

のか、内容をどのようにするか、また我々の地域は比較的行事が多く、行事

が多いだけでなく、盛大に開催する地域なので、そういったことを含めて考

えれば、学生さんの力を借りて何をすればいいかということを、昨年運営委

員会でいろいろ話をしたのですが、少し時期尚早ではないかという話になり

ました。ですから、もし皆様方のほうで、このようなコラボレーションをす

ればいい、という案があれば教えていただきたいと思います。 

西村委員長 ただ今の的場委員の意見につきまして何かございましたら、例えば、こち

らはこのようにしていますとか、何かありましたらお願いします。 

的場委員 放課後子ども教室なら、昼間に学生に集まってもらって、こういうことを

します、実施しました、その結果報告を大学の教室で、教授の前で発表する

という形式をとって、見学させてもらったのですが、ただ、放課後子ども教

室なら昼間の３時からあるいは４時からという形でできるのですが、公民館

となるとなかなか時間帯が取れない、７時ごろになってしまう、学生は茨木

の方もいらっしゃるが、遠方の方もいらっしゃる、そこで、何か案があれば

教えていただきたいと思います。 

西村委員長 今年度、４大学と連携をしていただいて、そういったところを踏み込んで

のお話はしていただけるのかと、情報収集も含めまして、現時点で何かござ

いましたらお願いします。 

辻田課長 今、すべて的場委員がおっしゃってくださっていたような課題でありまし

て、基本的に学生さんを肉体労働目当てにしないということが前提でござい

まして、学生さんは自分が取っている専門のゼミであるとか、研究過程で
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あったりという部分で、地域へ出かけて行って何かをやろうという、正に学

生さんの目的としてあるわけで、それといかに合致するかというところにお

きましては、的場委員がおっしゃいましたように、遠方からきている学生は

どうするのか、ミーティングはいつするのか、ふるさとまつりや文化展の当

日だけ手伝ってくれれば、それは何になるのか、また、顔もわからないよう

な子が来てどうしようもできないという中では、やはり企画立案の中で人間

関係を養いつつ、最終までやりきるということが大事なのではと考えており

ます。一般的には、今連携と申し上げましたが、大学生に限らず、高校、中

学生ということになりましたら、ふるさとまつりなどでの吹奏楽や踊りな

ど、各地域でご相談いただきながら取り組んでいただいているところではあ

りますが、特に三川先生の追手門学院大学におきましては、地域に出かけて

行きながらいろいろな取り組みをやっていこうということで、本市との連携

講座等の中で、様々な公共施設を活用しながら、取り組んでいただいている

ということをお聞きしておりますが、そういった中で、答えにはなっており

ませんが、どういうことをやっていくかということが、先ほども申し上げた

とおり、手探り状態でございますので、ある一定の方向が出ましたら、ご報

告させていただきたいと思います。 

西村委員長 今後、事務局のほうで、手探りの状態ではあるかと思いますが、連携につ

きまして、何かヒントが出てくるような形でお願いしたいと思います。 

浦野副委員長 今の件で、福祉関係の民協のほうでは、昨年くらいから大阪府とタイアッ

プして、インターンシップで、大学生によりわかっていただける方法はない

かという問題を提起されまして、２年目にして今年も私のところの地区に来

ていただけるような形で、３地区から４地区に来ていただいて、現状の、例

えばみんなでお料理を作っているところに入ってもらって、福祉関係の科を

とっておられる方は、朝９時から来てもらったり、訪問の場合は、お昼から

ついて行ってもらったり、という形を民生のほうでは２年にわたって連携し

ています。だから、今、聞いていて、たぶん公民館関係もそういうことを上

げておられれば、徐々にできていけるのではないかと私は思っているのです

が、そういう連携をとっていかないと、福祉関係も公民館関係もいけないと

思います。年寄りが増えてきて、にっちもさっちもいかないので、若い人を

取り込んで、理解してもらおうと思うと、そのようにしていかなければいけ

ないと思います。支えがないとできません。 

大浦委員 思い出したのですが、三川先生のところに、昨年「親学び」で大学生の講

座に行かせていただいたのですが、その時にテーマが「孤立した子育ての中
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でどうやって地域とつながるかという話をしたときに、大学生の口から、

「自治会活動をしておかなければいけない」とか「公民館とつながっておか

なければいけない」とか、学生から出ました。そういうことを知っているの

かという驚きがあったのですが、高校生にしたときはそういう話は一切出な

かったのですが、さすがに大学生は、地域とどこかでつながっておられるの

だなということを、今思い出しました。どこかでつながっているから、そう

いう言葉が出てくるのではないかと思います。肉体労働と言いにくいとおっ

しゃっていましたが、先ほどの子ども読書活動推進計画でも、大学生による

読み聞かせをしてもらうとか、心理学部の生徒さんでしたが、福祉関係のボ

ランティアの方が来られていましたが、そういう方とお話したり、私たちの

ような子育てを支援しているものと話したりする中で、色々なことを学びな

がら、親になる人もならない人もいますが、やはり最後はどこかで地域とつ

ながっていっておられるので、大学生の時に地域と何かつながる経験をされ

ておいた方がいいのかなと思います。先ほど浦野委員もおっしゃっておられ

たように。だから肉体労働でも何でもいいのではないかと思いますが。 

三川委員 今、浦野委員から本当に貴重なご提案をいただきましたが、大学は、就職

についてはキャリア支援課というところが一手にインターンシップを受けて

いますので、インターンシップに行かせてください。図書館、市役所には伺

わせていただいていると思いますが、公民館にインターンシップに行く、大

学では単位になるということが学生たちにとってはやはり大きな動機付けに

なりますし、将来の自分の力が、社会に出たときに活きるということは、今

も多くの学生たちが認識していますので、ぜひ大学のインターンシップと公

民館との連携というものを視野に入れていただいてということを感じなが

ら、お話を伺っておりました。 

山下委員 今ちょうど、インターンシップということで、当校でも２人、阪大のほう

からインターンシップ総合演習で３０時間の経験を積むために学校に来てく

れているのですが、草むしりから、木の剪定から、子どもの組体の補助か

ら、学校内での色々なお仕事を経験してもらって、子どもたちとつながる、

先生とも関係をとるというような活動をしてもらっています。本当にイン

ターンシップはいいです。意欲が違います。単位をもらえますからね。 

西村委員長 インターンシップについて色々なご意見をいただきましたが、それを踏ま

えて、事務局のかた、連携のほう、公民館へのインターンシップ、大変とは

思いますが、ぜひともお願いしたいと思います。 

時間もだいぶん過ぎていますので、最後に「その他」につきまして、案件
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を進めたいと思いますが、事務局のほう何かございますか。 

浅野課長代理 先ほども委員長のほうからご説明いただきましたが、本日の会議の会議録

につきましては、おおむね１カ月以内に作成いたしまして、南館１階情報

ルームと中央図書館に設置するとともに、ホームページに掲載しますので、

よろしくお願いいたします。 

西村委員長 事務局からの説明は終わりですが、それ以外に、せっかくの機会ですので

何かご意見なり、ご質問がございましたら、ご発言をお願いいたします。 

せっかく来ていただいているので、庄田委員、いかがですか。 

庄田委員 先ほどの大学との連携ということで、直接公民館とは関係がないのです

が、私ども自治会のほうで追手門学院大学の落研と話をしまして、披露する

場所を提供するからということで、今年４月来ていただきました。その時に

卒業される方もおられる、入学される方もおられる、入学されたら次回１１

月ごろにしましょう、という話は進めております。そのあと、敬老会や公民

館などにつながればと考えて動いております。 

西村委員長 落研、いいですね。 

庄田委員 ありがとうございます。私が住んでいるところは佐保ですが、佐保の集会

場、地元では公民館と呼んでいますが、集会場です。そこは昔の舞台小屋で

すので、昔の２階席のようなものがあります。今は人が座ると落ちそうな感

じですが、昭和２４年に建った古い建物を見せたら、ぜひここでやりたいと

いうことになり、学生さんのほうでパンフレットなど全部作っていただい

て、今回は地元の６５歳以上を対象にしますから、６５歳以上が喜びそうな

お話をお願いしたいといったところ、初回ですから２０名ほどしか集まりま

せんでしたが、次回にはもう少し集めたいと考えております。 

西村委員長 貴重なご意見ありがとうございます。 

瀧上委員、せっかくですので、お気づきの点がございましたら、お願いし

たいと思います。 

瀧上委員 私も皆様の貴重なご意見をお伺いいたしまして、まず、先ほど大学との連

携というところに関しましては、やはり団体として、公民館として受けるの

か、人として受け入れるのか、というところがあると思うのですが、そう

いったところで、若い風が入ってくるという中で、やはり公民館の組織の中

で、私も含めて年配の人が多いので、若い人の風を入れたときに、それを素

直に受け入れられるかどうかというところ、そして受け入れる場合にそのあ

たりのところも考えて受け入れていかないと、結果的に入っていただいたの

に、色々な問題が出てくるのではないかという気がするので、逆に受け入れ
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る側のほうが、もう少し若い方の意見を聞くというスタンスでいないと、う

まくいかないという気がします。例えば講演会であったり、講習会そういっ

たものを学生にお願いするのであれば、一方的になるので別に問題がないと

思うのですが、何か参画していただくということになってくると、やはり受

け入れ側がもう少し変わっていかなければ、難しいのではないかと思いま

す。先ほど大浦委員がおっしゃいましたが、自治会に入っていかなければい

けないという意見があるにもかかわらず、現状的には若い方が、自治会や公

民館に入ってこられないという状態があると思うのですが、そういうところ

を我々のほうがうまく若い人の意見を聞いて、それを咀嚼してちゃんとお話

をしていかなければ難しい部分ではないかと思います。 

それからもう一つ、私が感じましたのが、巻き込み、先ほど三川委員も

おっしゃったように、例えば読み聞かせのように、子どもを対象にしますが

親を巻き込む、そういうことになってくると、そこが一番重要なことではな

いかと思います。結果的に先ほど大浦委員からお話があったように、若い世

代に自治会活動であったり、公民館活動というものを伝えることによって理

解してもらえば、結果的に家庭を持たれたときに、自治会に入らないとか、

公民館活動に参加しないということがなくなってくると思います。やはりそ

の説明というものも必要になってくるのではないかと思います。私も偏った

言葉になっていますが、個人的には、子どもたちのスポーツ関係のことにも

参加しているのですが、そういったことも入れながら、子どもたちから大人

まですべての世代に対して色々な投げかけをしていかなければいけないの

で、大人だけ、あるいは子どもだけというように、分けて活動するのではな

く、トータル的なものを考えて実施する方が、最終的にも、子どもたちがま

た地元に帰ってきてもらうことによって、活性化が起こるということになっ

てくるのではないかと思っているので、そういうことを考えながら公民館活

動ということを進めていかなければいけないのではないかと、今日皆様のお

話を伺ってそう感じましたので、あえてこの場でお話させていただきまし

た。 

西村委員長 ありがとうございました。 

受け入れ側ということですね。私どもも受け入れ側の考え方はそうなので

すが、受け入れ側のメンバー自身、公民館の運営委員が高齢化していますの

で、地域では小学校のＰＴＡ会長を公民館の運営委員に引き入れて、若返り

を現在図っています。そうすることによって、若い意見もこの中でもむこと

ができるので、受け入れ側の考えの意識の変化にもなるのかと思い、春日で
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は、今そのような方向で動いているので、若干若返りはしたのではないかと

思っているところでございます。 

貴重なご意見ありがとうございます。 

他に何かございますか。無いようでしたら、これで本日の会議を閉会させ

ていただきます。本当に、本日皆様ご協力ありがとうございました。 

司 会 長時間にわたりまして、ご審議賜りまして、本当にありがとうございまし

た。これをもちまして中央公民館運営審議会を閉会とさせていただきます。 

どうもありがとうございました。 

夜分になりますので、お気をつけてお帰りください。  


