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（第６期）第５回さいたま市公民館運営審議会 議事録 

 
 第６期第５回さいたま市公民館運営審議会については、４つのグループに分かれて開催。 

Ａグループ：片柳公民館    Ｂグループ：西浦和公民館 
Ｃグループ：大戸公民館    Ｄグループ：岩槻本町公民館 
（旧４市の市域それぞれから１つの公民館を会場として開催） 

会議は公開、傍聴者なし、会議は委員の半数以上が出席しているので、成立。 
 
 
１ Ａグループ議事録 
（１）開催日時 
    平成２４年７月２４日（火） 午前１０時００分から正午まで 
 
（２）開催場所 
    片柳公民館 小会議室 
 
（３）出席者名 
  〈委員：４名〉 

① 楠谷 忠洋  委員長 
② 柿堺 一二三 委員 
③ 鶴見 清一  委員 
④ 船木 正子  委員 

  
  （大砂土東公民館 １名） 
   ①館長 鶴見 道子 
 
  （片柳公民館 １名） 
   ①館長 野口 陽一 
      
  （七里公民館 １名） 
   ①館長 萩原 昇 
 
  （春岡公民館 １名） 
   ①館長 小川 啓 
 
  〈事務局：１名〉 
   生涯学習総合センター 

① 主幹兼事業・企画係長 森田 隆之 
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（４）開 会 
    出席状況の確認、第４回審議会議事録の承認を経て議事に入った。 
 
（５）議 題 
   ①事業及び施設見学 
   ②意見交換 
 
（６）配布資料 
    ①片柳公民館講座チラシ 
 
（７）片柳公民館施設見学 
    片柳公民館職員の案内により、公民館内を見学。 
 
（８）審議内容 

①公民館運営審議会委員と公民館職員とで意見交換を行った。 
楠谷委員長 公民館の運営や活動にあたって利用者のニーズはどのような手段

で把握していますか。 
大砂土東公民

館鶴見館長 
利用者との窓口等でのコミュニケーションや講座終了後のアンケート

を参考としています。 
春岡公民館 
小川館長 

講座終了後のアンケートや窓口での利用者とのコミュニケーション、

前年度の応募状況等を参考としています。 
七里公民館 
萩原館長 

講座終了後のアンケートや窓口での利用者とのコミュニケーションを

参考としています。 
片柳公民館 
野口館長 

講座修了後のアンケートや窓口での利用者とのコミュニケーションを

参考としています。また、公民館運営連絡協議会で出された意見も参考

としています。 
楠谷委員長 アンケートはどの位の範囲でとっていますか。講座参加者以外にも利

用者等にアンケートを実施していますか。 
大砂土東公民

館鶴見館長 
2回以上の連続講座でアンケートを実施しています。 
利用者を対象としたアンケートは実施していません。 

片柳公民館 
野口館長 

講座の回数に関わらず参加者からはアンケートをとっていますが、公

民館利用者からはとっていません。 
柿堺委員 公民館運営連絡協議会の委員からは意見は出ますか。 
片柳公民館 
野口館長 

あります。パソコン講座の要望がありました。 

七里公民館 
萩原館長 

委員から要望はあります。 
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春岡公民館 
小川館長 

介護予防事業の講座がなくなった理由などを聞かれたりします。 

大砂土東公民

館鶴見館長 
事業報告や計画の定員について質問があったりしました。 

楠谷委員長 地方自治等政治教育は取り上げていますか。 
各公民館長 特にテーマとしている事業はありません。 
船木委員 地域に住む人に対して講座以外の要望を聞いたことはありますか。 
各公民館長 特にありません。 
船木委員 地域以外に住む方の利用はありますか。 
片柳公民館 
野口館長 

あまりありません。岩槻の方が地元の公民館が利用できない時に利用

があったくらいです。 
船木委員 学校との連携事業はどうなっていますか。 
片柳公民館 
野口館長 

公民館文化祭の時に片柳小のレインボーブラスに参加していただいて

います。 
七里公民館 
萩原館長 

やはり、公民館文化祭の際に小・中学校のブラスバンドに参加してい

ただいています。 
春岡公民館 
小川館長 

公民館利用者の作品を学校に飾っていただいています。 
 

柿堺委員 廊下に貼り出している学校だよりは、見やすくて素晴らしいです。

片柳公民館 
野口館長 

地域ふるさと子どもまつりで公民館利用団体と子ども達が交流し

ています。 
楠谷委員長  地域の特色をもった個性的な事業がありますか。 
大砂土東公民

館鶴見館長 
昨年はオープンキャンパスを実施しました。 
文化祭とは違い、公民館利用団体が参加者に対して体験を中心とし

たイベントを実施し、公民館活動を知る契機としていただく事業で

す。 
また、公民館から遠い地区の自治会館を利用して、介護予防の体操

教室を実施しました。出張公民館のようなものです。 
片柳公民館 
野口館長 

独自の講座として太巻き作りは好評を得ています。 
緑に恵まれた地を利用してのウォーキングも好評です。 

春岡公民館 
小川館長 

毎月１回土曜日に申込みのいらない誰でも参加できる卓球教室を

実施しています。 
七里公民館 
萩原館長 

太巻き作りは好評です。 
また、隣接する病院の医師が講師となる講座もあります。 

鶴見委員 地域活動栄養士は大変貴重な存在ですね。 
食器などは増えてくると地震対策が必要ですね。 

船木委員 地域が結びつき、地域の人が楽しく、使いやすい公民館が一番であ

ると感じました。 
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鶴見委員 備品や機材などが古くなっているのを感じました。 
大砂土東公民

館鶴見館長 
古くなった備品や機材を直して、現状を維持しながら、利用してい

くのはしかたのないことだと思います。 
利用する皆さんは楽しんでやっていますが、普段のコミュニケーシ

ョンを通じ、地域や公民館の為に何か役に立ちたいと思っている人と

職員が話し合いながら、地域や公民館を少しずつ良くしていくのが、

公民館ではないかと考えています。 
鶴見委員 いつの間にか、公の備品の方が、家にあるものより古いものとなっ

ています。 
大砂土東公民

館鶴見館長 
今は、施設自体の設備、雨漏りといった補修の方が重要になってき

ています。 
楠谷委員長 昔は家にないもの（テレビ等）が公民館にはあって一つの魅力でし

た。 
今は逆に公民館より家庭の方が充実していて、公民館の運営も難し

くなってきています。 
さいたま市の公民館は小ぶりなものが多いので、建て替えの際は、

課題となってくるだろうと思います。 
柿堺委員 クラブのロッカーが２階にありましたが、浦和の公民館では合併の

時にクラブの荷物は置けなくなりました。 
市全体でこういったルールが統一されていないようですね。 

楠谷委員長 団体・グループ活動で利用や予約等、日常運営上の問題点などあり

ませんか。 
大砂土東公民

館鶴見館長 
連絡なく利用をキャンセルする団体や室温を設定温度より下げて

しまう団体があります。こういったことについては、年度末の利用者

懇談会でお願いしています。 
春岡公民館 
小川館長 

楽器を利用する団体の音量が大きいことや駐車場の満車による無

断駐車の発生、活動しなくなった団体の登録が残っている等がありま

す。 
花のある公民館を利用者に呼びかけて、花を持ってきてもらってい

ます。 
七里公民館 
萩原館長 

テニスコートを利用する団体の登録が多いのですが、実際に活動し

ていない団体をどのように整理するのかが課題です。 
人気のある講座の申込みは先着順から抽選に変えて対応していま

す。 
片柳公民館 
野口館長 

利用時間を守らない団体があります。 
実際に活動していない団体の調査をしています。 
公民館運営連絡協議会の委員長名で各団体２名の館内清掃の依頼を

予定しています。 
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楠谷委員長 いわゆる無断キャンセルは他の館でもあると伺っております。 
残念ですが、利用回数を増やすために別の名称で二重登録する団体

もあると聞いています。 
近隣の市で月に１回「公民館の日」を定め、各グループが互いの活

動を地域の人たちに「おすそ分け」するという活動があったのですが、

こういった公民館を地域に還元する場というものはありますか。 
大砂土東公民

館鶴見館長 
特にありません。 

春岡公民館 
小川館長 

利用者懇談会や公民館まつりです。 

七里公民館 
萩原館長 

公民館まつりです。 

片柳公民館 
野口館長 

利用の中で交流していただいています。 

事務局 ここで予定した時間となりましたので意見交換会を終了いたしま

す。 
②その他 
・視察報告書について、記入後生涯学習総合センターへの提出を依頼した。 
・次回は、９月２５日（火）１３時３０分から生涯学習総合センターにおいて開催す

ることを確認した。 
 
（９）閉 会 
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２ Ｂグループ議事録 
（１）開催日時 
    平成２４年７月２７日（金） 午前１０時００分から正午まで 
 
（２）開催場所 
    西浦和公民館 講座室２ 
 
（３）出席者名 
  〈委員：２名〉 

① 安藤 聡彦 副委員長 
② 長岡 綾子 委員 

 
  （文蔵公民館：１名） 

① 館長 戸張 豊一 
 
  （西浦和公民館：２名） 

① 館長 谷口 治郎 
② 主査 二宮 英一 

 
  〈事務局：１名〉 
   生涯学習総合センター 

① 事業・企画係主査 斉藤 明彦 
 
（４）開 会 
    出席状況の確認、第４回審議会議事録の承認を経て議事に入った。 
 
（５）議 題 
   ①事業及び施設見学 
   ②意見交換 
 
（６）配布資料 
   ①西浦和公民館の概要 
   ②西浦和公民館のごあんない 

③西浦和公民館だより７月号 

④西浦和公民館だより８月号 

⑤夏休み子ども公民館チラシ 

⑥夏休み子ども公民館資料 

 
（７）事業見学 
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   「夏休み子ども公民館 科学教室①」の見学 
 
（８）審議内容 

①公民館の概要等について、西浦和公民館職員より資料に基づき説明した。 
事務局 ただ今、公民館の概要、特に視察のテーマを中心に公民館の概要等

について説明していただきましたが、ご質問等がありましたらお願い

します。 
長岡委員 今日の事業の対象は２つの学校に限っているのですか。 
西浦和公民館

谷口館長 
学校を限定しているわけではありません。公民館報は、全戸に配布

しています。 
安藤委員 資料によると男性がこの公民館の地域には多いようですね。 
西浦和公民館

谷口館長 
そうですね。男性が女性を上回っています。 

安藤委員 その理由は分かりますか。 
西浦和公民館

谷口館長 
分かりません。 

長岡委員 今日の事業の計画は公民館職員が立てたのですか。 
西浦和公民館

谷口館長 
そうです。 

長岡委員 人気があるものは抽選になるのですか。また、申込みは親が来るの

ですか。 
西浦和公民館

谷口館長 
はい、親が窓口に来ます。 

安藤委員 「子ども公民館」の準備は具体的にどのようにされたのでしょう

か。 
西浦和公民館

二宮主査 
企画は前年度から始めています。講師の方々は、以前お世話になっ

たことがあるグループです。子ども向けの教室を実施していて、公民

館で活動しています。教室の内容を自分たちで研究しています。他の

公民館でも教室を行っています。 
安藤委員 予算についてですが、100円は材料費ですか。 
西浦和公民館

二宮主査 
参加者からは、100円の材料費のみいただいております。 

安藤委員 他のグループにも同じ形で依頼しているのですか。 
西浦和公民館

二宮主査 
はい。 

安藤委員 資料にある「公民館の課題」とは具体的にどういうことですか。 
西浦和公民館

谷口館長 
まず、主催事業の充実についてですが、19 の事業を計画していま

すが、地域・住民のニーズ・要望をふまえてやっていかねばいけませ
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ん。 
次に、ボランティアへの支援ですが、今日もボランティアの方に講

師をお願いしておりますが、ボランティアの方の協力をいただくため

には、こちらからボランティアへの積極的な支援も必要となります。

また、地域の人材の発掘については、文化祭の発表の場などにおい

て地域の方から情報を収集しています。 
安藤委員 具体的にはどういう人材の情報がありますか。 
西浦和公民館

谷口館長 
内谷太鼓など地域の伝統・文化の面において、町会長などから人材

の情報を得ています。 
安藤委員 「諸団体との連携」とはどういうことですか。 
西浦和公民館

谷口館長 
例えば中学校美術部の作品展示などがあります。先生が公民館運営

協議会の委員です。先生の話では運動部では脚光を浴びる機会があっ

ても文化部は注目されることがあまりないとのことです。 
安藤委員 公民館ではないのですが、北海道でギャラリートークというものが

あり、それは絵を描いた子ども、母親が集まり、どういう意図で描い

たかなどを話すというものです。参考になるかもしれません。 
長岡委員 地域のニーズの把握はどうしていますか。 
西浦和公民館

谷口館長 
講座参加者のアンケートを実施しています。また他の公民館の館報

を見て参考にしています。 
文蔵公民館 
戸張館長 

窓口で直に利用者の声を聞くこともできます。 

西浦和公民館

谷口館長 
 この公民館は事務室と入り口が近く、来た人が必ず見えます。 

長岡委員  職員がパソコンに向かっていて声をかけづらいところもあります。

文蔵公民館 
戸張館長 

 南区の公民館ではキャッチフレーズ、例えば「笑顔であいさつ」な

どですが、そういうものを決め、利用者に接しています。 
長岡委員  文化祭についてですが、地域と手作りしている感じがします。地域

を巻き込むのはよいことです。具体的にどのような協力をしていただ

いていますか。 
西浦和公民館

谷口館長 
 準備・片付けをお願いしています。男手が必要となりますので。 
公民館によっては自治会主体となっている文化祭もあるようです

が、うちはサークルが中心となっています。公民館の文化祭でなく地

域の文化祭と言われています。 
長岡委員  館長が変わると変わるようなことをお聞きしましたが。 
西浦和公民館

二宮主査 
 館長の方針でなく、実行委員会の方針でやっております。 

西浦和公民館

谷口館長 
 委員長が地域を巻き込まなくてはだめという考えを持っています。



 - 9 - 

安藤委員  公民館運営協議会の委員数は何名ですか。 
西浦和公民館

谷口館長 
 昨年は 50名でしたが、今年は 31名です。 

文蔵公民館 
戸張館長 

 うちは 29名です。 

安藤委員  年何回開催していますか。 
西浦和公民館

谷口館長 
 2回です。 

長岡委員  公民館によって構成は違うのですか。 
文蔵公民館 
戸張館長 

 自治会、学校、利用団体、学識経験者など、大体こういった構成で

はないでしょうか。 
西浦和公民館

谷口館長 
 民生委員、社会福祉協議会なども入っています。 

長岡委員  社会福祉協議会と公民館でタイアップして何か行っているのでし

ょうか。 
文蔵公民館 
戸張館長 

 親子サロンなどがあります。 

安藤委員  拠点公民館と地区公民館との関係の中で何かありますか。何か審議

してほしいことなどありますか。 
文蔵公民館 
戸張館長 

 南区は８つの公民館があります。近いようですが、情報の共有が難

しい、各館をなるべく回ろうと思っていますが、なかなかそれもでき

ません。 
安藤委員  会合はどれくらいの頻度でありますか。 
文蔵公民館 
戸張館長 

 毎月あります。 

安藤委員  地区公民館の館長は先生だった人が多いのですか。 
西浦和公民館

谷口館長 
 はい、多いです。 

安藤委員  公民館運営審議会に対して何かご要望がありますか。 
文蔵公民館 
戸張館長 

 公民館運営協議会は地域のつながりを築く協力組織ですが、公民館

運営審議会では、全体の方向性を審議していただければと思います。

事務局  委員の皆さん貴重なご意見ありがとうございました。地区公民館の

実情、地域性についてご理解いただけましたでしょうか。ありがとう

ございました。 
②その他 
・視察報告書について、記入後生涯学習総合センターへの提出を依頼した。 
・次回は、９月２５日（火）１３時３０分から、生涯学習総合センターにおいて開催

することを確認した。 
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（９）西浦和公民館施設見学 
    西浦和公民館職員の案内により、公民館内を見学。 
 
（10）閉 会 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 11 - 

３ Ｃグループ議事録 
（１）開催日時 
    平成２４年７月２４日（火） 午前１０時００分から正午まで 
 
（２）開催場所 
    大戸公民館 ロビー 
 
（３）出席者名 
  〈委員：３名〉 

① 青木 光美  委員 
② 岩井 正三  委員 
③ 渡邊 紀子  委員 

  
  （鈴谷公民館 １名） 
   ① 参事[兼]館長 足利 英之   
 
  （大戸公民館 ２名） 
   ① 館長 菊地 豊 
   ② 主幹 武田 孝子 
  
  〈事務局：１名〉 
   生涯学習総合センター 

① 事業・企画係主任 大城 冬樹 
 
（４）開 会 
    出席状況の確認、第４回審議会議事録の承認を経て議事に入った。 
 
（５）議 題 
   ①施設見学 
   ②意見交換 
 
（６）配布資料 
   ①平成２４年度さいたま市公民館運営審議会委員のさいたま市立大戸公民館視察資料 
   ②平成２４年度公民館活動の概要 

③大戸公民館だより 

 
（７）審議内容 

①公民館の概要等について、大戸公民館職員より資料に基づき説明した。 
青木委員 主催事業について、団体と協力しながら行っているということです
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が、活動が行えなくなっている団体からヘルプがかかるのですか。そ

れとも、公民館側が選んでいるのですか。 
大戸公民館 
菊地館長 

活動を見ているとわかるので、こちらから声をかけたり、団体から

話があったりします。 
岩井委員 事業を止めようなどと英断することがあるのですか。 
大戸公民館 
武田主幹 

歴史やパソコンの講座は人が集まります。人が集まるものと集まら

ないものがあるので、年度ごとに入れ替えたりします。参加人数が少

ない講座は残すとしても、中身を検討します。連続の講座だと中だる

みもあります。 
岩井委員 男性が参加するものが今日の見学した中にはなかったが、歴史やパ

ソコンの講座は男性が多いのですか。 
大戸公民館 
武田主幹 

歴史やパソコンの講座は男性が多いです。 

岩井委員 一般的には女性の参加者が多いのですか。 
大戸公民館 
菊地館長 

そうです。 
主催事業を大きく分けると、一般の予算と介護予防事業で分かれて

います。時事問題などは人気がある講座です。親の学習事業は人集め

に苦労しました。読み聞かせなどと抱き合わせにしたり、幼稚園など

に協力をお願いしました。 
青木委員 呼びかけるのが難しい年代です。 
渡邊委員 親の学習事業の検討委員をやったので、気になっています。やはり

参加者を集めるのが大変なのでしょうか。 
大戸公民館 
菊地館長 

はい。対象によって、異なると思います。 

渡邊委員 高齢者の利用が多いのですか。地域の関係でしょうか。 
大戸公民館 
菊地館長 

非常に高齢者が多いです。ただ、いろいろな世代に来ていただきた

いと考えています。 
渡邊委員 親の学習事業は土･日にやってほしいです。すぐには難しいかもし

れませんが。 
大戸公民館 
菊地館長 

検討する必要があると考えています。 

鈴谷公民館 
足利館長 

中央区内の講座でも保育付きのものが増えてきています。 

青木委員 子どもと一緒であれば参加しやすいかもしれません。母親と父親で

は違うと思います。父親はお休みの日に子どもと一緒にいたいと考え

るようです。公民館運営委員会についてお聞きしたいのですが。 
大戸公民館 
菊地館長 

前は公民館運営協議会でした。回数は年に２回です。 
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鈴谷公民館 
足利館長 

他の地区の公民館もほとんどが公民館運営協議会の名称です。 

青木委員 年に２回の公民館運営協議会と氏子さんとの話し合いがあるわけ

ですね。 
岩井委員 ＮＰＯや団体と協力する体制はありますか。 
大戸公民館 
菊地館長 

ありません。公民館まつりの時ぐらいでしょうか。 

渡邊委員 公民館だよりを見ても高齢者が多いので、バリアフリー化を進めて

ほしいですね。階段で３階まであがるのは厳しいです。 
大戸公民館 
菊地館長 

トイレも洋式が一つです。 

鈴谷公民館 
足利館長 

修繕料が毎年減ってきています。大規模な場合は生涯学習総合セン

ターにお願いし、小額なものは拠点公民館で行っています。 
渡邊委員 利用者は地域の方が多いのでしょうか。 
大戸公民館 
菊地館長 

はい。鈴谷公民館や上落合公民館とは違います。 

岩井委員 パソコン講座を結構やっていますよね。 
鈴谷公民館 
足利館長 

中央区内の公民館のパソコン講座を鈴谷公民館で行っています。 

大戸公民館 
菊地館長 

パソコン講座はニーズがあります。 

岩井委員 参加者は男性が多いのですか。 
大戸公民館 
菊地館長 

女性６割、男性４割ぐらいです。 

青木委員 公民館だよりを拝見すると、いろいろな内容を混ぜて講座を行って

いますね。キャラ弁（キャラクター弁当）が目を引きます。丁寧に作

成されています。また、部屋の片付け方も写真などが貼られていて工

夫されています。 
渡邊委員 目線に合わせて貼ってあるのもいいです。 
鈴谷公民館 
足利館長 

中央区内の公民館だよりは３ヶ月に一度、５館分作成しています。

印刷機が鈴谷公民館にしかないので、職員が印刷をしに来ます。中央

区内の公民館の利用団体も鈴谷公民館に来て印刷をするので、稼働率

は非常に高いです。 
渡邊委員 大戸公民館の公民館だよりはレイアウトがよく見やすいです。 
大戸公民館 
菊地館長 

今後、内容を凝っていきたいです。利用者は正直です。職員も勉強

になるような講座もあります。子ども向けにそろばんや囲碁、竹とん

ぼ作りなどもやっています。 
青木委員 竹とんぼ作りは何名の申込みがあるのですか。 



 - 14 - 

大戸公民館 
菊地館長 

意外と少なくて空きがある状況です。定員の書き方が悪かったと感

じています。 
渡邊委員 保護者も一緒に来ないといけないと思われてしまったのではない

しょうか。 
②その他 
・視察報告書について、記入後生涯学習総合センターへ提出いただいた。 
・次回は、９月２５日（火）１３時３０分から生涯学習総合センターにおいて開催す

ることを確認した。 
 

（８）大戸公民館施設見学 
    大戸公民館職員の案内により、公民館内を見学。 
 
（９）閉 会 
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４ Ｄグループ議事録 
（１）開催日時 
   平成２４年７月２４日（火） 午前１０時００分から正午まで 
 
（２）開催場所 
    岩槻中学校 和室 

岩槻本町公民館 講義室 
 
（３）出席者名 
  〈委員：４名〉 

① 青島 祐子  委員 
② 加藤 久美子 委員 
③ 久世 晴雅  委員 
④ 髙後 仁   委員 

 
  （岩槻本丸公民館：１名） 

① 館長 斉藤 典男 
 
  （岩槻本町公民館：２名） 

① 館長 柴崎 邦夫 
② 主査 遠藤 明彦 

 
  〈事務局：１名〉 
   生涯学習総合センター 

① 事業・企画係主査 斉藤 明彦 
 
（４）開 会 
    出席状況の確認、第４回審議会議事録の承認を経て議事に入った。 
 
（５）議 題 
   ①事業・施設見学 
   ②意見交換 
 
（６）配布資料 
   ①岩槻本町公民館パンフレット 
   ②岩槻区内各公民館だより７月号 

③岩槻区ガイドマップ 

④視察のテーマ 

⑤平成２４年度槻の木学級開催要項 
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⑥筝の各部の名称・付属品 

⑦平成２４年度さいたま市立岩槻中学校グランドデザイン 

⑧平成２４年度さいたま市立岩槻中学校学校要覧 

 
（７）事業見学 
   「槻の木学級」（介護予防事業）の第９回「若い世代との交流会」の見学 
    （内容：岩槻中学校筝曲部の演奏を聞き、筝の演奏体験） 
 
（８）審議内容 

①公民館の概要等について、岩槻本町公民館職員より資料に基づき説明した。 
事務局 ただ今、公民館の概要、特に視察のテーマを中心に公民館の概要等

について説明していただきましたが、ご質問等がありましたらお願い

します。 
久世委員 公民館が区の中心部に集中して建設されています。小学校や中学校

の単位区ごとにはなっていないようですね。 
例えば、どこの学校がどこの公民館と連携をとるということは決ま

っているのですか。 
岩槻本丸公民

館斉藤館長 
特に決まっておりません。近隣の学校から催しなどの招待状が届き

ます。また拠点公民館へまず届くこともあります。 
久世委員 青少年関係の団体は８地区に分かれています。学校のほか、こうい

った団体も公民館との連携が重要と思います。 
公民館をめぐる政策・計画について、拠点公民館としてどうお考え

ですか。 
岩槻本丸公民

館斉藤館長 
区の中心部に公民館が集まっていたため、昭和６２年に岩槻南部公

民館、平成３年に岩槻北部公民館を建設しました。 
久世委員 生涯学習の拠点は公民館です。これからもこのことは重要なことで

す。地域の代表はどこが窓口となってくれるのか分かりません。他の

地域にも公民館があればと思います。 
岩槻本丸公民

館斉藤館長 
旧岩槻市は１町６ヶ村が合併してできております。そういった地域

性を考慮し、検討する必要があると思います。 
岩槻本町公民

館遠藤主査 
岩槻南部公民館ができるまで、旧岩槻市には岩槻本町公民館だけし

かありませんでした。コミュニティセンターのように捉えられてきた

ようです。 
加藤委員 以前コミュニティ関連施設の検討会議の中で、岩槻の方と話がかみ

合わなく、公民館についての認識が異なっているのを感じたことがあ

ります。 
地域づくりの拠点として、公民館とコミュニティセンターとを再編

していくことが必要なのではないでしょうか。特に学校と地域との連

携が今の公民館の配置ではとりづらいと思います。 
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髙後委員 学校と地域との連携をとる場合、どの学校がどこの公民館を窓口に

していけばいいのか分かりづらい状況となっています。 
加藤委員 市民ニーズのくみとり方はどうしていますか。 
岩槻本町公民

館遠藤主査 
地域を持たない、すなわち、市民がどこの公民館へも足を運ぶとい

う岩槻の特殊性から、事業の内容が重ならないように工夫をしていま

す。 
また、地域性を考慮し、岩槻本丸公民館は広い駐車場があるため、

子育て支援講座、岩槻本町公民館は区で一番古い公民館であるため、

歴史講座、岩槻南部公民館は体育館やテニスコートがあるため、スポ

ーツ教室、岩槻北部公民館は親水公園が隣接しているため、自然探索

講座、岩槻城址公民館はパソコン設備があるため、パソコン講座など、

公民館のカラーを出した事業を実施しています。 
青島委員 今日見学させていただいた事業の申込み状況はどうでしたか。また

他の公民館の同様の事業についてはどうですか。 
岩槻本町公民

館遠藤主査 
定員を超え抽選となりました。他の公民館も同じ状況です。 

岩槻本町公民

館柴崎館長 
区の北部にお住まいの人は自転車で、また駅に近いため南部にお住

まいの人はバスを利用して、来館いただいております。 
久世委員 若い人たちを対象とした講座もぜひ実施していただければ、また地

域の人材の活用も推進していただきたいと思います。 
岩槻本町公民

館柴崎館長 
夏休みこども公民館で、１つの学校で３つの公民館との関わりがあ

るところもあります。学社連携を考える上で一つの課題となっていま

す。 
岩槻本町公民

館遠藤主査 
公民館の事業内容については、５館の内容と時期が重ならないよう

調整しています。 
加藤委員 調整は拠点公民館が行っているのですか。 
岩槻本丸公民

館斉藤館長 
担当者会議は毎月行っています。そこで調整しています。 
また、岩槻区の公民館まつりは特徴的で、５館共催、発表は岩槻本

丸公民館、展示はそれぞれの公民館で同日に開催しています。 
岩槻本町公民

館柴崎館長 
以前は館によって部屋の利用の仕方がまちまちでしたが、10 分前
から部屋を貸すことに統一しました。定着するのに１年かかりました

が、どうにかできました。 
青島委員 利用者のマナーで何か問題はありますか。 
加藤委員 キャンセルを申し出て来なかったり、複数登録をしているなどの問

題はどうですか。 
岩槻本町公民

館遠藤主査 
気づいた時点で忠告しています。 

岩槻本町公民 キャンセルの連絡がなかった場合は、次にその団体が部屋を利用す
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館柴崎館長 るときに、キャンセルの場合は連絡をしてもらうよう伝えています。

利用後の部屋を確認していますが、団体の代表者や指導者の姿勢

が、部屋の利用の仕方に大きく影響しているのではないでしょうか。

また、利用者へのあいさつも心がけています。利用者とのコミュニ

ケーションも大切なことだと思います。 
久世委員 有料化してきれいに使ってもらうのもよいのではないでしょうか。

また、団体の私物を公民館に置かせているところとそうでないところ

もあるようですね。貸し館なのか生涯学習施設なのかということが重

要です。 
加藤委員 利用者ニーズを考える時、若い人も対象に考えていただきたいと思

います。転勤族の人はまず公民館へ行き地域とのつながりを築きま

す。私の体験ですが、子育て中に保育付きの講座に出会ったのをきっ

かけに公民館活動に参加するようになりました。その後保育サークル

を立ち上げました。 
若い人にはパソコンで予約でき、公民館を使いやすくなった人もい

ます。パソコンの苦手な高齢者等に対しては職員の方がサポートして

いただくのが大事なのではないでしょうか。 
青島委員  現代社会に対応していってもらうためにパソコンに慣れていただ

くことも必要なのではないかと思います。 
久世委員  いかに公民館に足を運んでもらうか、特に子育ての相談をどこに行

けばいいのか分からない、また初めて公民館に来る人はなかなか入り

づらいものです。そういう人に開かれた公民館であればと思います。

事務局  委員の皆さん貴重なご意見ありがとうございました。地区公民館の

実情、地域性についてご理解いただけましたでしょうか。ありがとう

ございました。 
②その他 
・視察報告書について、記入後生涯学習総合センターへの提出を依頼した。 
・次回は、９月２５日（火）１３時３０分から、生涯学習総合センターにおいて開催

することを確認した。 
 
（９）岩槻本町公民館施設見学 
    岩槻本町公民館職員の案内により、公民館内を見学。 
 
（10）閉 会 


