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１ はじめに  

 （１）諮問内容 

     令和２年８月２８日に、香川公民館運営審議会は、香川公民館長から検討を要す 

     る事項として、「これまでの答申内容を検証し、今後公民館として取り組むべき役 

 割について」を諮問された。 

      

 （２）諮問の理由 

      平成２０年度以降、香川公民館運営審議会へ次のような諮問を行い、答申されて 

きた。 

      平成２１年３月「地域教育力の向上を見据えた地域の教育機関及び社会教育関係 

団体との連携による事業展開等について」 

      平成２３年３月「生きいきと活動し、次の世代につなぐ公民館のあり方について」 

      平成２５年３月「今後の公民館のあり方（その推進方策）について」 

      平成２７年３月「地域に開かれた公民館のあり方について」 

      平成２９年３月「公民館を若年層（１６歳～５０歳）に多く活用してもらうには」 

      平成３１年３月「地域の教育力を育む施設としての公民館の役割（あるべき姿）」 

      

      上記のとおりに答申されてきたが、諮問された時点において、次期総合計画、教 

育基本計画の策定に向けての検討が行われる中で、公民館としても、これまでの事 

業等の効果検証を行い、これからの公民館の役割を模索する必要があるためである。 

 

      この効果の検証としては、答申内容に、公民館がどれだけ取り組んできたか、答 

申されても取り組めていないものがあるのではないか、成果があがったものについ 

て、さらに一層効果を出すにはどうすれば良いのか、又、成果が出せないものは、 

どのような工夫をすれば良いのか等について明らかにしていきたい。 
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２ 今までの答申内容の概要について 

  平成２１年から平成３１年の隔年の諮問に対して、公民館運営審議会より答申 

された内容について要約してみると、次のとおりである。 

 

平成 21 年 

   諮問は、「地域教育力の向上を見据えた地域の教育機関及び社会教育関係団体との連携 

   による事業展開等について」 

 

  ・地域の小・中・高校・大学・図書館・博物館・青少年教育施設・福祉関係施設・保 

   健所などとの継続的な連携・協力関係を築いていくこと。 

  ・リーダー養成研修や学級講座の開催により、公民館事業の指導者としての人材の育 

成及び活用。企業・団体社会で活躍する地域の多様な人材を発掘するコーディネー 

ターの養成。 

    ・講座・事業の実施方法の工夫として、土日に重点的に実施するウイークエンドスク 

ールや、夜に実施するアフターファイブスクール、若者と高齢者との世代間交流事 

業として学校や図書館・保健所と共催した講座。 

    ・単発事業のやりっぱなしでなく、地域の中で活きていける事業の展開。親子での体 

験学習、夏休み自由広場の継続、冬休み・春休み・土日の子ども対象の事業の実施。 

    ・地域の団体・個人を巻き込んだ事業。和菓子つくり、茶道。 

高校生ボランティアによるパソコン教室、人形劇。日本の音楽の和太鼓・しの笛・ 

尺八・鉦等の発表会。 

    ・若いお父さんを対象や、団塊世代男性対象の交流年間講座。 

    ・ボランティア登録制の促進、種々の人材登録とネットワーク化。 

 

平成 2３年 

  諮問は、「生きいきと活動し、次の世代につなぐ公民館のあり方」 

    

    ・公民館の主催事業に関して、まずは気軽にやさしく興味を持って、又、楽しめそう 

だと思える事業から行うことが大切で、具体的には、定年退職した人に向けて一歩 

外に出て参加したくなるような内容のもの。日常生活に必要な料理、パソコン、 

囲碁・将棋、健康体操などを今活動しているサークルの協力で行う。 

    ・子どもとともに参加できる料理教室、木工、絵本の読み聞かせ等の事業に取り組む 

     こと。 

・夜の時間帯に、青年、成人向けの料理教室、英会話、語学、茶道、ダンス、パソコ 

ン、囲碁・将棋の実施。 

    ・市民提案制度は良いので、一層の充実。 
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    ・地域住民の求めることをキャッチし、魅力ある事業の提供。 

    ・利用者懇談会との共催による「夏休み自由広場」は理想的な形であり、利用者懇談 

会の主体性を損なわない形での協力が求められている。 

    ・利用者団体へ子どもや新しい地域の人たちに参加の場を開く。 

    ・公民館まつりは実行委員のなり手がなく開催が岐路に立たされているので、地域の 

人々にも気軽に参加・楽しんでもらえるのにはどのようにすれば良いのか利用者全 

体で考えると共に、課題解決に公民館の工夫と努力が必要。又、公民館の利用者以 

外の人や、高校生、大学生にも声掛けも一案である。 

    ・学校教育と社会教育の連携を進めるために、小中学校の保護者に対して、出前講座 

     や普及事業の実施。 

    ・公民館利用者団体などの協力により、学校において社会教育事業の実施。 

     

平成 2５年 

 諮問は、「今後の公民館のあり方の（その推進方策）について」 

   

    ・家庭教育支援事業に関して、親子でチャレンジしたり、父親も参加してみようと思

う事業（昔の遊び、木工体験、料理教室、地域散策など）の実施。 

    ・趣味と実益を兼ねた事業（子どもが使う袋物、エプロン作り、おやつ・弁当つくり） 

    ・情報化時代に対応した悪質な事件に巻き込まれない対策事業、年齢別の課題に対応 

     した事業。 

    ・子育てに関して知名度の高い講師を呼んで講座を実施する。 

    ・子どもの事業に関して、家事などを主体的に体験できる事業（予算や献立から買い 

     物、調理、片付け、整理整頓、ゴミの仕分け）、木工や工作、農作業の体験。 

    ・子どもの発案を大事に「家族で大切にしたい五ヶ条」づくり。 

    ・社会的要請課題をテーマとした事業に関しては、定年退職した男性を対象に、「一歩 

     地域デビュー」として楽しみながら公民館を知り、仲間づくりに発展する料理、パ 

ソコン、楽器、囲碁、将棋などの事業。 

    ・市内に在住する外国人との交流事業。 

    ・次世代育成のために、「子ども応援団」的な指導者養成事業。 

    ・公民館ふれあい事業と地域交流事業に関しては、公民館を知ってもらうための世間 

     話や座談会の開催。 

    ・公民館をいまだに知らない人々に対して、認知度のある講師の講演会の開催。 

    ・公民館や地域で活躍しているコーラス・楽器演奏者による音楽会の開催。 

    ・公民館まつりに学校参加を呼びかける。 

    ・地域の人々に、公民館の役割の理解度の調査や、新しい人の参加を促す広報の工夫。 

    ・公民館まつりの実行委員確保のための工夫。 

    ・学習成果の還元事業に関しては、公民館で活発に活躍しているサークルによる初心 

     者向け講座の開催。 
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    ・同種・異種のサークル同士のコラボにより、活動成果の還元と活性化。 

    ・公民館で活躍しているサークルが中心になって、他の公民館や市内各地のサークル 

     とでイベントの開催。 

    ・公民館で活躍しているサークルによる学校に出向いての出前講師の実施。 

    ・「夏休み自由広場」の担当者の負担軽減策と、長く続ける工夫。 

 

平成２７年 

  諮問は、「地域に開かれた公民館のあり方について」 

   

 ・「これからの公民館事業の在り方について」として、 

１．「現状把握」では、公民館主催事業がサークルまでに発展しない理由として、参 

  加者がその場だけを楽しんだり、個人的に勉強すれば良いと考えているためで 

はないか。 

公民館事業に本来あるべき地域住民の触れ合いや繋がりに欠けているためで 

ある。 

２．「目標設定」では、「つどう・まなぶ・むすぶ」場所である公民館での主催事業 

  を通じて関係作りを進めることが重要であるが、後継者を育てていく活動は一 

部の人達だけでは駄目である。あらゆる活動団体（子ども会・PTA・学校関 

係者・自治会・地区社会協議会・民生委員・児童委員）と協力する必要がある。 

     ３．「方法選択」では、公民館の主催事業は、子ども会、推進協、学校と連携してい 

       くべきである。又、市民提案の宣伝が上手くできていない。音楽祭がいつの間 

にか無くなっている。他の公民館では継続して音楽会を行っており、もう一度 

主催事業として計画してほしい。又、小学生から中学生、高校生迄を対象にし 

た音楽祭を学校に協力して貰って企画してほしい。 

 

    ・公民館の利用状況から見ると、サークル活動で活発に活動されているが、新しい人 

     が入りづらい雰囲気になっている。新しい人が参加しやすい受け入れ体制を整える 

ことが必要である。 

   ・できるだけ多くの人達に参加してもらうために、皆さんの要望を考慮することと、 

    宣伝の方法を工夫すること。 

   ・公民館の利用には主催事業に参加するか、サークルを立ち上げないと駄目というイ 

     メージがあるので、空いた時間にふっと公民館に行けるように、ギャラリーとかお 

茶コーナーがあれば良いのでは。 

    ・足を運んでもらう点で、公民館まつりは有効な催しであるから継続してほしい。 

     又、地域防災訓練の拠点としたり、防犯に関する講習会も良いのでは。 

    ・自治会に入っていないと公民館の主催事業やイベント情報が入らないので、公民館 

     に足を運んでもらう工夫があれば良い。 
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・主催事業は、単発でなく毎月、季節ごと、毎年というような事業があり、大変良い 

     と思う。 

    ・次世代の人材を育成する場としての公民館は、相互のマナーについて学べる場であ 

り、大人と子どもが交流できる場でもある。もっと公民館に関心を持ち利用するた 

めにサークルの活動状況を発表したり、年間を通しロビーや階段を有効に利用して 

はどうか。サークル活動や主催事業を広報紙やホームページ等で細かく伝えること 

も必要である。 

   ・放課後の子どもたちは、自宅や公園で遊んだり、塾や習い事に通っている。しかし、 

公民館やコミュニティセンター等の施設では子どもたちが来てゲームや囲碁や将 

棋をする光景が見られる。「夏休み自由広場」は多くの子どもたちが体験活動に参 

加し、公民館職員や、周囲の大人たちによる声掛けや迎えてくれる雰囲気が、親や 

先生からでなく、社会性やマナーを身に着けることができる。子どもが利用するた 

めには、大人が一緒に来館することや、子ども会の打合せで利用する、子どもと一 

緒にできる内容にするなどで、大人同士のつながりや、地域社会との結びつきが生 

まれたり、サークル活動を始めることもあり、今後とも公民館は学校と地域を結ぶ 

重要な拠点になる場所になるので「地域に開かれた公民館」として香川地区に根ざ 

してほしい。 

    

平成２９年 

 諮問は、「公民館を若者層（１６歳～５０歳）に多く活用してもらうには」 

 

    ・今回のターゲットとしては、①学生（高校生・大学生）と、②社会人で子どもが 

     いる世代（子どもが０歳~小学生）として、具体策を提言した。 

      

１． 講座保育の積極的な実施 

        実施には、保育ボランティアの人数を増やしていき、より多くの子育て世代 

が公民館に足を運んでもらうようにしていくのが良い。 

     ２．子育てや教育に関心ある高校生・大学生の企画者としての巻き込み 

 高校や大学に企画者募集のチラシを配布、高校生大学生が活動できるスペー 

スを作ったり、「夏休み自由広場」、「公民館まつり」で何か開催してもらって 

巻き込んでいく。又、SNS での発信も任せることも良いのではないか。 

３． SNS の活用 

講座やイベントの情報などでも､フェイスブックなどの SNS の活用や、ブロ 

グなどの即時性、双方向性のある媒体の活用で若年層の興味を引き付ける。 

４． 気軽にふらっと立ち寄れる場づくり 

 公民館に行くには非日常のことであり、日常的に足を運んでもらえるように 

するには、祝日休日を考慮した講座やイベントの実施、子どもと一緒に参加 

できる事前申し込みの不要な講座があれば良い。 
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又、サロン風の会話ができる場や、子どもと遊べるラウンジスペースを作れ 

ば、気軽に立ち寄れる雰囲気が出来るのではないか。 

 

平成３１年 

  諮問は、「地域の教育力を育む施設としての公民館の役割（あるべき姿）」  

 

    ・子ども（未就学児～小学生）の居場所として 

１．学習支援などの場の提供と、学習をサポートする人達の育成 

学習支援する団体は複数あるものの、教えるボランティアが少ないので、育 

成すべきである。 

２．放課後や休日など子どもが集まっている場を居場所として働きかける 

 現在でも放課後に公民館のロビーでカードゲームしている子どもがいるが、 

        そうした子どもに様々な遊びや学習をしかけていくことができるのではな 

いか。 

３．子育て世代に対するフリースペースの提供 

 子育て世代に、自由に使える場（フリースペース）を提供して、のんびり、 

ゆったり、仲間とのおしゃべり、コーヒータイムができれば良い。 

４．子育てに関する情報発信の基地 

 幼稚園の情報と子育ての情報が、公民館にあって相談できると良い。 

 

    ・子ども（未就学児～小学生）と地域の大人とのかかわりあい 

１． 地域文化を多世代が共に学ぶ 

 茅ヶ崎カルタなど大人と子どもがともに学べるものがあると、多世代でコミ 

ュニケーションがとりやすく、参加だけでなく一緒になにかを作り上げるこ 

とで交流が図れる。 

２． 子育て世代に対する周囲、近所、年配者からの緊急時の子ども預かりなどの支 

援 

 近所の方々や地域の施設など、色々な方々の力を借りて、お互いに助け合い 

ながら楽しく育児ができれば良いので、支えあう場づくりができれば良い。 

 

    ・中学生・高校生と子ども（未就学児~小学生）とのかかわりあい 

１．中高大生のクラブ活動の発表の場を提供し、子どもたちにも指導してもらう 

 部活などの成果を発表する場を提供し、小学生にも教える環境があれば良い。 

２．中高大生が職業体験（ボランティア）を通じて公民館と関わる機会を作る 

 中高大生が公民館でボランティアや職業体験する機会を設けて、ボランティ 

ア精神を持ってもらう機会を提供する。 

 公民館まつりでは中学生ボランティアが手伝っているが、さらに中学生が出 

店しても良いのではないか。 
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    ・公民館情報の伝達方法 

１． 情報発信の方法 

 茅ヶ崎に転居したときに、公民館の存在を知らなかったことがあり、転入時 

に知ることができる仕組みがあれば良い。又、幼稚園や小学校の見学を積極 

的に受け入れ、子どもの時から公民館について学ぶことができれば良い。 

２． 若者への情報発信の手段 

 １０~３０代はツイッター、フェイスブック、インスタグラムなどで情報を 

入手しているので、公民館の広報もこれらの媒体を使えば良いのではないか。 

          

 

３．答申内容に対する公民館事業の現状と提言 

 

平成２１年から平成３１年までの答申内容を見てみると、諮問内容に応じて、答申内容

は変化しているが、大きくまとめてみると以下の７項目に分類することができる。 

 

１．公民館事業の内容、実施日時、対象人員、利用者の拡大等に関するもの 

   ２．地域社会との連携をどのようにしていくべきか 

     ３．学校教育機関等との協力・連携の進め方 

４．公民館事業の指導者や、担い手等の人財育成 

５．地域住民への PR と広報のやり方 

６．公民館を拠点として活かすには 

７．現在の事業において優れているところ 

 

この 7 項目毎に各年の答申内容を書き出し、さらに香川公民館の直近の３年間の事業の

状況を検証し、その結果と今後のあり方等について細部項目ごとに◎印以下に示した。 

 さらに、今年度の香川公民館運営審議会の委員からの提言・意見も掲載した。 

 

   

３－１．公民館事業の内容、実施日時、対象人員、利用者の拡大等に関
するもの 

 
①土日に重点的に実施するものや、夜に実施する事業を         （平成２１年） 

◎土日に開催する事業はあるが、夜に開催している事業はない。 しかしながら、夜に開 

催しなくても土日の開催が現実的である場合がある。若年層のニーズがどこにあるの 

かを把握し、それによって開催時間を決めていけば良いのではないか。 

 

②単発事業でなく、地域の中で活きる事業を             （平成２１年） 
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◎単発もあるが、地域の中で活きる事業はすでに実施している。 

③高校生ボランティアによるパソコン教室、人形劇、楽器など     （平成２１年） 

◎子ども事業として「レッツトライボランティア」社会的養成課題事業「障がい者理解 

講座」の開設に高校生ボランティアが関わったことがあるが、今後も公民館まつりの 

企画への参画をはじめ、ボランティアを受け入れていくべきである。 

 

④若いお父さん対象のもの、団塊世代男性向けの交流講座       （平成２１年） 

◎具体的な答申がないが、「子ども向け体育講座」など子どもと参加できる事業があり、

親子で参加できるが、母親も含めて若いお父さんも気楽に参加できる環境づくりが必

要ではないか。 

 

⑤まずは気軽でやさしく興味を持って、楽しめる事業         （平成２３年） 

◎具体的な答申がないが、個々の事業を企画する場合に考慮していく。 

      

⑥子どもと共に参加できる事業（料理、木工、絵本の読み聞かせ）   （平成２３年） 

◎すでに事業化済みである。 

 

⑦青年、成人向けの夜の時間帯での事業（料理、語学・・・）     （平成２３年） 

◎①と同じく、若年層のニーズによっては、夜に開催することもあるのではないか。 

 

⑧地域住民の求めることのキャッチと、魅力ある事業         （平成２３年） 

   ◎地域住民は年齢層も幅広く、社会教育のニーズも範囲も深さも非常に多種多様である。

すでに市民提案事業があるが、地域団体を含めて、あらゆる機会をとらえてニーズを

拾い上げて、事業に結びつけることが非常に需要である。 

 

⑨親子でチャレンジ出来るもの、昔の遊び、木工体験など       （平成２５年） 

◎すでに事業化済み。 

  

⑩趣味と実益を兼ねたもの（子どもが使う袋物、おやつ作り）     （平成２５年） 

◎すでに事業化済み。 

 

⑪情報化時代に対応した悪質な事件への対策事業           （平成２５年） 

 ◎悪徳商法撃退講座などを実施している。社会の変化に応じて事件も変質していくので、 

  常に社会情勢をウオッチし事業に結び付けてほしい。 

 

⑫子育てに関して知名度の高い講師による講座            （平成２５年） 

◎一つの公民館で行う事業では難しい。又、一時的な話題提供のみであるので、別途考 

 えることではどうか。 
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⑬子ども事業で、家事などを主体的に体験できる事業         （平成２５年） 

 ◎「おやこ料理教室」などで。すでに事業化済み。 

 

⑭木工や工作、農作業の体験                    （平成２５年） 

 ◎「かがわキッズデー」で実施済みであり、「お米をつくろう＆さつまいもも作ろう」な 

どで農作業の体験など、すでに事業化済み。 

 

⑮子どもの発案を大事に「家族で大切にしたい五ヶ条」つくり     （平成２５年） 

◎五ヶ条そのものが不明なので、コメントなし。 

 

⑯定年退職者を対象に、料理、パソコン、楽器、囲碁・将棋等     （平成２５年） 

 ◎すでに事業化済み。 

 

⑰市内在住の外国人との交流事業                  （平成２５年） 

◎英会話の事業はあるが、英語圏以外も実施していく必要があると思われるが、どのよ 

うな交流を行うのか、今後の検討課題である。 

 

⑱学習効果の還元として、サークルによる初心者向け講座       （平成２５年） 

◎公民館まつり、及び、サークル紹介の掲示によるＰＲはあるが、初心者向けの講座 

はないので、企画すべきである。 

 

⑲同種・異種サークル同士のコラボによる成果の還元と活性化     （平成２５年） 

⑳サークルが中心となって、他の公民館や市内各地でイベント     （平成２５年） 

㉑サークルによる学校に出向いての出前講師の実施            （平成２５年） 

◎利用者懇談会で検討し、サークルの意向を確認するとともに、他の公民館との交流、

学校側の受入れ体制を調査していくべきである。 

 

㉒主催事業は、単発でなく月ごと、季節ごと、年ごとがあり良い       （平成２７年） 

 ◎単発事業も継続事業も必要であり、毎年の事業計画時点で考慮していく。 

 

㉓ 日常的に足を運んでもらえるように、祝日休日での講座       （平成２９年） 

◎祝日休日に開催している事業は多くあり、現状で十分だと思われる。 

 

   ㉔子どもと一緒に参加できる事前申し込みの不要な講座         （平成２９年） 

      ◎開催する側にとっては、資料、備品などの準備などがあるので事前申し込みは必要と 

思われるものの、「かがわキッズデー」や「かめさんのおうち」などは事前申し込み 

は不要としている。   
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㉕ 茅ヶ崎カルタなど子どもと共に学べるような講座          （平成３１年） 

 ◎「遊びのひろば」、「かがわキッズデー」で実施している。 

 

３－２．地域社会との連携をどのようにしていくべきか 

 

①地域の小・中・高校・大学・図書館・博物館・青少年教育施設・福祉関係施設・保健所 

などとの継続的な連携・協力関係を築く              （平成２１年） 

◎大学の教授、准教授には講師として招聘しているが、小・中・高校の先生方に講師と 

しては依頼していない。学校関係については講師でなく、事業への参加協力を主に考 

えるべきである。博物館とあるが、茅ヶ崎市には存在しないし、青少年教育施設とい 

っても公民館以外では、青少年会館ぐらいであり、今後とも連携や協力関係は必要と 

していない。 

 

②地域の団体・個人を巻き込んだ事業                （平成２１年） 

 ◎お菓子つくりなど実施済み。 

 

③公民館や地域で活躍しているコーラス・楽器演奏者による音楽会の実施（平成２５年） 

◎「サークル音楽会」を開催したが、今後も開催するべきである。                       

 

④公民館事業に本来あるべき地域住民との触れ合いや繋がりに欠けている（平成２７年） 

◎公民館ふれあい事業として色々実施しているが、この事業の中で人と人との繋がりを 

作る工夫を模索するべきである。  

              

⑤子どもが公民館を利用するためには、大人と一緒に来館することが重要 （平成２７年） 

◎親子で参加できる事業が既に存在している。         

                          

⑥サロン風の会話ができる場や、子どもと遊べるラウンジを作れば気軽に立ち寄れる 

（平成２９年） 

 ◎放課後や休日には、子どもが集まって。公民館のロビーをフリースペースとして利用 

している。今後とも利用させていく。 

 

⑦放課後や休日など子どもが集まっている場を居場所として働きかける （平成３１年） 

   ◎フリースペースとして公民館を活用中である。  

                           

⑧子育て世代に対するフリースペースの提供             （平成３１年） 

◎「かめさんのおうち」として実施。 
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⑨子育て世代に対する緊急時の子どもの預かり支援          （平成３１年） 

◎公民館の担当業務ではなく、市の事業として実施している。 

 

 

３－３．学校教育機関等との協力・連携の進め方 

①若者と高齢者との世代間交流事業で、学校・図書館・保健所と連携した共催事業の企画                      

（平成２１年） 

◎学校とは、講座の講師の依頼や、講座への協力など大いに連携が必要である。また、 

保健所とは連携して事業を行っているものの、図書館とは、事業で関連する書籍を借 

りたり展示する程度である。 

 

②学校教育と社会教育の連携を進めるために小中学校の保護者対象の出前講座や普及事 

業の実施                            （平成２３年） 

◎３－１－㉑と同じ 

 

③公民館利用者団体の協力で、学校において社会教育事業の実施    （平成２３年） 

◎３－１－㉑と同じ 

 

④公民館まつりに、学校参加を呼びかける。             （平成２３年） 

◎吹奏楽での参加や、ボランティアとしての参加があるが、さらにブース出展を呼びか 

けてはどうか。 

 

⑤公民館で活躍しているサークルによる学校での出前講師の派遣    （平成２５年） 

◎3－1－㉑と同じ 

  

⑥小学生から中学生、高校生までを対象にした音楽祭の実施      （平成２７年） 

◎サークル音楽会は実施しているので、継続して実施して行くべきである。 

 

⑦公民館は、学校と地域を結ぶ重要な拠点であるので、「地域に開かれた公民館」として 

香川地区に根ざしてほしい                    （平成２７年） 

◎現状で何が不足しているか、何をすれば良いかを利用者からの意見・提案を受けて 

具体化していく必要がある。   

 

⑧子育てや教育に関心のある高校生・大学生を「夏休み自由広場」や「公民館まつり」の 

企画者としての巻き込み                      （平成２９年） 

◎まずは高校生に対し、勧誘していけば良いのではないか。 



- 12 - 

 

 

⑨SNS での発信を学生にまかせることで、巻き込むことが出来るのではないか 

◎まだ実施されていない。可能かどうか検討すべきである。      （平成２９年） 

 

⑩中高大生のクラブ活動の発表の場を提供し、小学生にも教える環境となれば良い 

                                   （平成３１年） 

◎中高大の文化クラブに確認して、小学生むけに教えられる内容があれば実施しては 

どうか。 

 

⑪中高大生が公民館でボランティアや職業体験を通じて、公民館と関わる機会を作る                        

（平成３１年） 

 ◎小学生による施設見学や、中学生による職場体験を通じて公民館と関わる機会がある 

ので、今後も引き続き実施していく。 

 

⑫公民館まつりで、中学生のボランティアで模擬店を手伝っているが、出店するブースが 

あってもよい                          （平成３１年） 

◎３－３－④と同じ 

 

３－４．公民館事業の指導者や、担い手等の人員育成 

 

①リーダー養成研修や学級講座の開催により、公民館事業の指導者としての人材養成及び 

活用を図る                           （平成２１年） 

◎布ぞうり講師養成講座は実施済みであるが、そのほかは無く、今後指導者としての養 

成を行い、制度化を行っていく。 

 

②企業・団体社会で活躍する地域の多様な人材を発掘するコーディネーターの養成  

（平成２１年） 

◎市としてコーディネーターの養成について検討すべきである。 

                 

③ボランティア登録制の促進、種々の人材登録とネットワーク化    （平成２１年） 

◎登録制を制度化することは、今後の事業を行う上で非常に有効である。 

       

④次世代育成のために、「子ども応援団」的な指導者育成事業      （平成２５年） 

◎指導者養成はすべきであるが、未だ実施には至っていない。 

 

⑤後継者を育てていくためには、あらゆる活動団体（子ども会・PTA・学校関係者・自治 
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会・地区社会協議会・民生委員・児童委員）と協力する必要がある  （平成２７年） 

   ◎青少年育成推進協議会、まちぢから協議会も含めて協力していく必要がある。 

    

⑥学習支援の場の提供と、学習をサポートする人達の育成として、教えるボランティアを 

育成すべきである                        （平成３１年） 

   ◎今後の検討事項である。 

 

 

３－５．地域住民への PR と広報のやり方 

 

①公民館ふれあい事業と地域交流事業に関しては、公民館を知ってもらうための世話会や 

座談会の開催                          （平成２５年） 

◎公民館を知ってもらう世話会や、座談会を開催するより、公民館でどのような事業を 

しているのかをＰＲの方法を考える必要がある。 

 

②公民館をいまだに知らない人々に対して、認知度のある講師による講演会の実施 

                              （平成２５年）  

◎認知度のある講師を呼べば、一時的には公民館の認知度があがるが、継続的に実施す 

 る必要性はないと思われる。 

 

③地域の人々に、公民館の役割の理解度の調査や、新しい人の参加を常に促すための広報 

の工夫                             （平成２５年）  

◎「公民館まつり」や「子ども地域体験事業」等の事業終了の際に、常にアンケートを 

とるようにするとか、広報については、フェイスブックの活用を推進すべきではない 

か。 

  

④公民館まつりの実行委員確保のための工夫             （平成２５年） 

 ◎サークルの代表者やサークル員から募集をしてはどうか。 

 

 

⑤サークル活動に新しい人が入りにくい雰囲気があるので、受け入れ体制を整えることが

必要                              （平成２５年） 

◎新規入会を受け付けるサークルについては、定期的に一定期間掲示板に貼りだし、順 

次サークルを紹介していくルールを作ってはどうか。 

 

⑥できるだけ多くの人に参加してもらうために、皆さんの要望を考慮することと、宣伝の 

方法を工夫すること                       （平成２７年） 
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◎今後のＰＲ方法を検討していく。 

 

⑦自治会に入っていないと主催事業やイベント情報が入らないので、公民館に足を運んで 

もらう工夫があれば良い                     （平成２７年） 

◎広報ちがさきに各公民館の主催事業の紹介があるので、これを活用すること。 

又、ホームページに掲載されているので読んでもらえるようＰＲすべきである。 

 

⑧次世代の人財を育成する場であり、相互のマナーを学んだり大人と子どもが交流できる 

場であるので、もっと関心を持ってもらうためにサークルの活動状況を、年間を通じて 

ロビーや階段に発表する                      （平成２７年） 

◎上記⑤と同様 

 

⑨子どもは放課後に公民館を利用するが、親子で一緒に来館したり、子ども会の打ち合わ 

せに利用したりすれば、大人同士のつながりや、地域社会との結びつきが生まれる 

                                   （平成２７年） 

◎親子で一緒に来られる事業があるので、まずは公民館に足を運んでもらように、事業 

のＰＲをさらに行う。 

 

⑩講座やイベント情報などでも、フェイスブックなどの SNS の活用や、ブログなどの活 

用で若者層の興味を引き付ける                  （平成２９年） 

◎香川公民館のフェイスブックは作成ずみであるが、できるだけ多くの人達に見てもら 

えるような工夫を考える必要がある。 

フェイスブックが出来ていることのＰＲをするべきである。 

 

⑪茅ヶ崎に転入した人たちに対して、公民館を知る仕組みがあれば良い （平成３１年） 

◎転入者には、「市民便利帳」や広報ちがさきを読んでもらうことでＯＫ。              

                            

⑫幼稚園や小学校の見学を積極的に受け入れれば、子どもの時から公民館を学ぶことがで 

きる                              （平成３１年） 

◎「次世代ネットワーク事業」の中で、実施ずみであり、今後も拡大が必要。 

 

⑬若者への情報発信は、ツイッター、フェイスブック、インスタグラムなどの媒体を使え 

ば良い                             （平成３１年） 

◎フェイスブックは作成済みであり、今後は如何に見てもらえるかが課題である。 
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３－６．公民館を拠点として活かすには 

 

①公民館の事業や活動は学校や子どもにとって宝の山であり、公民館を利用させるために、 

積極的に受け入れ体制を進める                  （平成２３年） 

◎次世代ネットワーク事業の「施設見学」、「職場体験受け入れ」をもっと積極的にＰＲ 

する。 

 

②公民館の利用促進のため、空いた時間にふっと立ち寄れるように、ギャラリーとかお茶 

コーナーがあれば良い                      （平成２７年） 

◎現在も公民館のロビーには、子どもたちが遊んだり、勉強したりしている。お茶コー 

ナーは無理でも、飲料の自動販売機があれば良いかと思います。 

 

③足をはこんでもらうには「公民館まつり」は有効なので継続してほしい（平成２７年） 

       

④地域防災訓練の拠点や、防犯に関する講習会も良い         （平成２７年） 

    

⑤気軽にふらっと立ち寄れる場つくりとしては、祝日休日を考慮した講座やイベントの 

開催、子どもと一緒に参加できる事前申し込み不要の講座があれば良い（平成２９年） 

   ◎祝日休日に行う講座やイベントは多くあり、これを利用してもらえば良い。事前申し 

込み不要の講座は、講師や準備の都合があるので難しいが、「かがわキッズデー」や 

「かめさんのおうち」は事前申し込みは不要である。 

 

⑥サロン風の会話ができる場や、子どもと遊べるラウンジスペースを作れば、気軽に立ち 

寄れる雰囲気ができる                      （平成２９年） 

◎現状でもロビーを利用することができるので、図書館と協力して読書の時間を作るこ 

とは可能ではないのか。 

 

⑦放課後や休日に子どもが集まって遊んでいるが、そうした子どもに様々な遊びや学習を 

しかければ良いのでは                      （平成３１年） 

◎いろいろな子どもに合わせた遊びや学習が必要になるので、対応が難しいが工夫する 

価値はありそうである。 

 

⑧子育て世代が自由に使える場（フリースペース）を提供すれば、のんびり、ゆったり、 

仲間とのおしゃべり、コーヒータイムができると良い        （平成３１年） 

   ◎公民館に飲料の自動販売機を設置してはどうか。 
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３－７．現在の事業において優れているところ 

 

①「市民提案制度」は好ましいあり方なので、一層の充実が望まれる     (平成２３年） 

   

②利用者懇談会が公民館と共催の「夏休み自由広場」は、理想的な形であるが、進行は 

利用者懇談会世話人の方に重いので、公民館の協力が必要      （平成２３年） 

  

③足を運んでもらう点で、「公民館まつり」は有効な催しであるので継続してほしい 

                                   （平成２７年） 

                                

④公民館主催事業は単発でなく、毎月、季節ごと、毎年というような事業があり大変よい 

と思う                             （平成２７年） 

 

 

３－８．その他の提言 

   令和２年度の香川公民館運営審議会からの意見と提言について、従来の答 
   申内容と重複するところがあるが、以下に示す 

                                

 

①学校との連携が必要と言われているが、中学校の平日は、授業・部活動・登下校・塾・ 

習い事で自分の時間が持てない忙しさがある。又、土日のうち一日は部活動などがあり、

どちらか一日は生徒に自由に使わせたい。ついては、地域行事等の広報があれば、社会

教育として、生活体験の場があることを生徒に伝えていけば良いのではないか。 

   ◎平日に公民館事業に参加するのは難しいようなので、夏休みなどの長期的な休みに利 

用できれば良いのではないか。また、公民館主催事業のＰＲを学校に積極的に行い、 

公民館に興味を持ってもらうようにし、空いた時間があれば公民館にきてもらうこと 

も考えてはどうか。 

 

②公民館に学習スペースとして、机・椅子・仕切り板を設置できれば、家庭内で落ち着い 

て学習できない生徒や、教え合いたい生徒の利用が増えるのではないか。 

 ◎学習スペースを確保できるように検討していく。又、夏休みにおける「学習室開放」 

を拡充していく。 

 

③小中高生時代はそれぞれの年代に応じて様々な問題が起こる多感な時期であり、保護者 

と子どもの思いがすれ違うことがあるので、子育ての講座を開設してほしい。 
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④公民館のサークルや、主催事業の構成員の高齢化や負担の問題について、改善されて 

 いないのではないか。 

 

⑤若年層の利用者が少ないのは、利用する時間がないとの理由であるが、これは社会状況・ 

勤労世代の働き方や、労働以外の時間の余裕がないことや、経済状況などの問題であり、 

簡単に解決できるものではない。この中で現在の利用者、来館の機会の多い子ども、子 

育て中の親たちに対して、公民館に集うことに充実感を感じ、何度も足を運んでもらえ 

る取組みを繰り返すことが重要である。 

  

⑥公民館主催事業は、多岐に亘り、幅広く行われている 

  

⑦土日に行われる事業には、親子参加ができたり、平日に参加できない人たちの参加も見 

 込まれる 

 ◎すでに実施済みである。 

 

⑧公民館まつりは、とても盛況で足を運んでもらうには最適な企画である。この公民館ま 

つりに中学校の部活動の発表を行ったら、子どもの家族などの集客があるのではないか 

 ◎中学校の吹奏楽部や、大学の和太鼓の演奏はすでに実施済みである。今後も引き続き 

実施していく。 

 

⑨指導者や、人材育成に関しては、進捗度や達成度が解かりづらい。 

  

⑩過去３年間の利用率は、４２～４８％程度であるが、他の公民館の利用率はどの程度か  

 又、香川公民館としてはどの程度を目指しているのか 

 ◎他の公民館と同程度であるが、教育基本計画の目標値は６５％（令和２年度）を掲げ 

ているとのことで、さらなる利用率の向上を図ってほしい。 

 

⑪ＳＮＳを活用した公民館事業の周知は、どの程度行われているのか。 

    

⑫今までの答申内容に関して、公民館事業が主にできていると思われることは、次のとお 

り、学校教育機関との協力・連携、子どもの居場所としての利用（学習支援団体の増加・ 

フリースペースとしてのロビーの活用）、親子で参加できる事業の展開（父と子での参 

加も増えている）、市民提案制度の継続、事業の継続、ＳＮＳ等での発信。 

 

  ⑬まだ出来ていないところは次のとおり  

   世代間での交流事業、若者と高齢者との交流事業は実現できていなく、参加者は事業に 

よって年代の偏りがある。 

 若年層、高校生、大学生に企画者として参加してもらえば良いが、提案を持ちかけても 
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 高校生、大学生は日常的の生活のなかでの時間が取れないのが現実である。ついては、 

趣味の発表の場として、公民館を活用してもらっても良いのではないか。 

 又、さらなるＰＲの実施として、ＳＮＳを使わない、使えない人もいるし、広報紙を 

見ない人もいるので、「公民館」の存在を知ってもらうための工夫がほしい。 

  

⑭社会教育委員からの提言の中で、「申し込み方法の利便性」として、インターネットによ 

る事業申し込みが可能なものが少ないと指摘されている。 

◎電話より時間の制約が少ないインターネットでの事業申し込みが、全講座に適用でき 

るようにすべきである。 

 

⑮令和０１年度の事業を見ると、参加人数と、あらかじめ定めた定員に全く満たないもの 

がある 

◎もともと事業に魅力がないのか、ＰＲが不足しているのかが不明であるが、少なく 

ともＰＲ方法を考え直す必要があるのではないか。 

 

 ⑯茅ヶ崎市の公民館は５館あるが、一番北にあるのが香川公民館である。従って、この地 

域より北は公民館そのものがないので、社会教育事業の恩恵を受けることが難しい。 

◎公民館を小出、行谷地区に新設すれば良いが、簡単には実現は難しい。従って、地域 

 に役立つ事業について、香川公民館による出張事業を増やすことを考えるべきではな 

 いか。 

 

                                                                                                                       

４．今後の公民館事業への提言 

 

今までの答申内容に対して、直近の３年間の公民館事業がどうなっているかを個々

の項目ごとに検証した結果は、３項のとおりである。 

ここでは、その結果をさらに４つに分類し、今後の公民館事業への提言としてまと

めてみた。 

１．成果があったもの、現状ですでに取組み済みのもの 

２．さらに一層成果を出す必要があるもの 

３．成果が出せてないもの 

４．新たに取り組むもの 

 

４－１ 成果のあったもの、現状ですでに取り組み済みのもの 

 １．事業は、家庭教育支援関連事業、子ども事業、地域交流事業、社会的要請課題をテー 

マとした事業、学習成果の還元事業、公民館ふれあい事業、次世代育成ネットワーク 
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事業の７事業に分かれて、多岐に亘り幅広く行われており非常に良いと思われる。 

 ２．これらの事業には、地域の中で活かされている事業も多い。 

  ３．親子でチャレンジできる「昔の遊び」、「木工体験」、「家事の体験」、「農作業の体験」 

などがあり、非常に良い。 

４．又、定年退職者を対象にした料理、パソコン、楽器演奏、囲碁・将棋の講座があり、 

良いことである。 

５．子どもと一緒に参加できる事前申し込み不要の講座があり、気楽に参加できる。 

６．公民館や地域で活躍しているコーラス・楽器演奏者によるサークル音楽祭が開催され、 

  サークル同士の交流や、会員の募集等に効果があった。  

 ７．公民館まつりは、とても盛況で足を運んでもらうには最適な催しものである。今後と 

も継続して実施してもらいたい。 

 ８．「市民提案制度」は、好ましいあり方なので、一層の充実を図りながら、継続的に実 

施してほしい。 

  ９．「夏休み自由広場」はサークル活動の地域の還元の目的以外に、地域の子どもたちと 

大人が楽しみながら深く関われるので引き続き実施願いたい。 

 

４－２ さらに一層成果を出す必要があるもの 

１．主催事業では、夜に開催するものがないが、土日の開催が参加者が集まりやすい現実 

的とのことであるが、若年層のニーズを再確認してほしい。 

２．高校生のボランティアによる事業への参画は、今後の担い手育成という観点で重要で 

あり、工夫をこらして気軽に参画できる施策を作ってほしい。 

  ３．親子で参加できる事業はあるが、お母さんと子どもだけでなく、お父さんと子どもの 

親子が気軽に参加できるような環境づくりとＰＲの充実をお願いしたい。 

４．サークルによる初心者向けの講座の開設や、サークルによる学校に出向いての出前講 

師の実施、他の公民館でのイベント参加など、サークルの活性化と活躍の場の提供に 

ついて、サークルの意向を確かめることと、他の公民館の受入れ状況の確認、さらに 

学校の受入れの可否について調査検討を始めてほしい。 

５．公民館まつりに学校参加を呼びかけており、吹奏楽や和太鼓の実演が実現しているが、 

  さらにブースの出展の企画・運営を働きかけてほしい。 

６．サークルに新しい人が入りにくいとの意見があるので、公民館ロビーに「サークル入 

会募集中」のサークル紹介ポスターを一定期間貼りだし、順次サークル紹介を行うこ 

とで、サークルに注目を集める工夫をお願いしたい。 

  

４－３ 成果が出せてないもの 

１．「公民館まつり」の実行委員会の委員募集については、なかなか進んでいないのではな 

いか。 
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２．広報の仕方として、公民館が作成した動画の配信、フェイスブック、インスタグラム 

での情報発信を活用すべきであるが、ＳＮＳの利用自体が地域住民に浸透していない 

のではないか。 

  ３．社会教育委員からの提言の中で、「申し込み方法の利便性」としてインターネットによ 

る事業への申し込みを、全事業にできるようにしてほしい。 

    ４．事業の中には、想定していた定員に全く満たないものがあるが、せっかく企画したの 

で、なにが原因かを突き止めて、今後の参加者確保に活かしてほしい。 

  ５．リーダー養成研修等により公民館事業の指導者の養成、企業・団体社会で活躍する多 

様な人材の確保、ボランティア登録制の促進、種々の人材登録のネットワーク化など、 

今後の公民館活動には是非とも必要であるが、今後も地域の関係団体とも連携を図っ 

て、推進してほしい。 

  ６．主催事業の参加者やサークル員は、全般的に高齢化している。次世代を担う若年層の 

参画に力を入れる必要がある。そのためには若い親子、特に父親に事業に参画しても 

らえるような企画を地道に行い、将来的に若年層の担い手を確保してはどうか。 

 

４－４ 新たに取り組むもの 

１．サロン風の会話ができる場や、子どもと遊べるお茶コーナーがあれば良いが、その代

わりに、ロビーに飲料の自動販売機を設置してほしい。 

２．過去３年間の利用率は４２～４８％程度であるが教育基本計画においての目標値は 

  ６５％（令和２年度）となっているので、もう少し利用率を上げる工夫をお願いした 

い。 

３．茅ヶ崎市の公民館は５館あるが、一番北にあるのが香川公民館である。従ってこれよ 

り北の地域は公民館事業の恩恵を受け入れるのが距離の関係で難しい。ついては地域 

に役に立つ事業について、香川公民館による出張事業を増やすことを考えてほしい。 
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５．むすび 

    今年度の諮問は、新たな答申を求めるものでなく、平成 21 年から平成３１年まで 

の隔年の６回にわたる答申内容に対し、直近３年間の公民館事業を対比することによ 

り、今後の事業計画や、人員育成計画などに反映させるためである。 

それぞれの答申は、その時の公民館事業に対して答申されたものであるが、その後 

の事業計画に多くは反映されてきているが、まだ一層成果を出す必要があったり、成 

果が出せていないものがある。 

    これからの公民館の事業に是非とも反映してもらいたいものを、「公民館事業への 

提言」として答申とさせて頂いた。この答申内容を実現するには、公民館職員だけで 

なく、市の教育委員会をはじめ、公民館運営審議会委員連絡会や地域の団体や関係各 

位の協力を得なければいけないものと思われる。 

 最後に、社会教育における公民館の役割は、非常に重要であり、今後益々の事業の 

充実を期待したい。 
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６．資料編 

諮問書 
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これまでの答申内容を検証し、今後、公民館として取り組むべき役割について 

（答申） 
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