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実施年月日 平成２９年度 第１回運営審議会 平成２９年７月１０日（金）午前 10：00～

会  場 巻地区公民館 ３F 小ホール 傍聴人  0 人 

出 席 者 

・委 員（８人） 

福島議長，石井副議長，石田委員，大倉委員，小川委員，佐藤委員，高橋

委員，土田委員，永井委員，本間委員，吉原委員 

・事務局（１５人） 

巻：山田館長，笹川（峰岡），前澤 

岩室：松本館長，田島 西川：岡田館長，小林 

潟東：本多館長 狩谷 中之口：田沢館長，小湊 

審 議 案 件

議事・報告 

（１） 平成２８年度 公民館事業評価（館）・事業報告について 

（２） 平成２９年度 公民館事業の基本方針について 

（３） 平成２９年度 公民館事業計画について 

（４）その他 

（委員と職員の自己紹介，正副議長の選出，福島議長あいさつ） 

以下，審議された議題について記載する。 

審 議 概 要 

（１） 平成２８年度 公民館事業報告について

巻地区公民館  ＜資料１及び資料２について併せて説明（以下各地区館同じ）＞ 

佐藤委員 資料２「４青少年の健全育成」について、24 青少年の居場所づくりとはどのような

事業か 

巻地区公民館 館内１階に同室となるが青少年の居場所，生涯学習室の２つの機能を持たせて開

催している。青少年の居場所は，小中高校生の方々が自主学習に利用している。巻地

地区公民館の立地として巻高校生の通学路の通り道となっていることから，公民館に

立ち寄り自主学習をして帰っていく。また，夏休みになると小中学生が土日を含め利

用している。飲食もできるため１日自主学習や友達と談話をして過ごすことのできる

スペースになっている。多い日は満室になることもある。 

佐藤委員 西川地区公民館も同様の機能を持ったスペースがあり，多数の子ども達が利用してい

る。 

福島議長 巻の場合は立地的に高校生が集まりやすい位置となっているのが利用者増になった

のでは。 

石井委員 資料中，対象欄「少」等の区分は何か。 
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巻地区公民館 概ね少年は中学生まで。青少年は高校生位までとして年齢を区分している。高齢

者は６５歳以上となる。 

吉原委員 コミュティ・コーディネーター養成講座について，地域課との共催であるが，募集方

法，地域はどちらからの参加か，参加者のその後の活躍ぶりなどをお聞きしたい。 

巻地区公民館 募集方法は一般公募，ホームページ，チラシ，ポスターを今回，女性向けに作成

し，周知した。スーパーなどにも周知依頼した。参加者は主に巻地区半数，中之口地

区から２～３人，潟東地区から若干名の参加があった。活躍の場についてであるが，

今回は地域のなじみがそれほどない参加者が多い傾向にあった。今年度も本講座を実

施予定であり，その中で過去の出席者にも声掛けし，参加者の方から地域魅力発見の

提案を出してもらえればと検討している。提案いただいたものを各コミ協へお示し

し，来年度コミ協から採用していただくような方向になればと企画準備を進めてい

る。 

吉原委員 中之口地区では参加者２～３人ということだが，これらの方々にも力になってもらい

たいが，その方々の氏名は教えていただけるか。 

巻地区公民館 個人情報管理の都合もあるので関係者へ確認をとり，対応したい。 

岩室地区公民館  ＜説明＞ 

石田委員 資料２中の（１）（２）の違いは 

岩室地区公民館 公民館の主体事業と協力する事業で分けている。 

佐藤委員 ４番青少年健全育成の子どもの居場所づくりについて，巻地区公民館の利用人数から

比較するとだいぶ少ないがどういう状況か 

岩室地区公民館 岩室の場合は学校のほかに子どもたちが過ごせる場所として夏休み期間に公

民館のロビーを開放し，そこで子ども達がトランプ，オセロなどゲームなどをして過

ごしている。当初，学校からの帰宅時に立ち寄ることを想定したが，実際は，公民館

の位置条件から，子どもたちは一旦帰宅してから公民館を利用しているようだ。特に

中学生は学校から公民館まで自転車が必要なほど距離が離れており，部活で多忙なこ

とからも利用数が巻地区より芳しくないのではないかと考えられる。 

小川委員 資料１の「しやべり場」について，口コミなどで参加者が増えているが，（昨年は）

福祉等の専門職の方々に来ていただいているが，それは継続されているのか 

岩室地区公民館 専門職の方々も参加していただいており，（参加者の）安心感はあるが，これ

は相談の場ではなく，傾聴の場として設けている。障がいのテーマばかりでなく，よ

もやま話も交えて，当事者の方々，地域の方々との交流をはかっている。 

小川委員 個別に相談があれば，別途対応することになるのだろうが，このことで福祉の相談窓

口とつながるよいきっかけになると思う。 
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小川委員 事業廃止したものは何か。 

岩室地区公民館 女性セミナーが受講者の減少が見られ，予算の調整もあり，乳幼児期の家庭教

育を優先した結果廃止とした。 

福島議長 青少年の居場所づくりについて，公民館を開放して継続するのは新潟市としてずっと

取り組んでいるが，岩室地区のようにうまくいかなかった例もある。委員の中で何か

意見はないか。 

大倉委員 中学生は部活で日々忙しい。そのマネジメントの兼ね合いが必要になるが，部活を引

退し，受験に向かう中学３年生がターゲットか。生涯学習の観点で言えば中学校での

の部活が終わり卒業するまでの間，または高校に入学するまでの間が重要な時期であ

り，その間のどこかでＰＲがあれば変化が生じるのではないか。 

本間委員 加えて，帰宅してからでないと公民館に行くことができないということになると，小

学生でも一旦，家に帰ればだいたい出掛けることはない。何時まで（子どもが）そこ

にいると保護者がわかっていれば中学生位なら自己管理できるのではないか。 

     自殺予防の取組が強いが，理由として，進路，学業不振などいろいろな問題を抱えて

いる子どもたちがいる。子どもたちにとっても家庭とは違う居場所があるということ

はとても大事なことだと思う。居場所の活用ができるとよい。 

吉原委員 中之口地区ではコミュニティセンターに居場所の提供をしているが中学校に対して

は，ＰＲの貼紙とチラシの世帯配付をしている。中之口地区は位置的に一旦帰らなく

てもよい立地である。 

土田委員 以前の状況ですと，僅かな私語も勉強の妨げになるとか，ただ静かにしていなければ

ならないと聞いたが，勉強する場所と居場所をそれぞれ場所を変えなくてはならない

と感じるが，私の時代は勉強は家ですればよいと言われた時代で，このような場もな

かった。皆が勉強している場に行くことで自らも集中して勉強する気になるかと言え

ばそうなるのかあまり理解できない。子どもたちが友達同士悩みを打ち明け合う場所

が学校にもないものか。そういうことも踏まえて子どもの居場所も考えてほしい。 

岩室地区公民館 岩室地区の場合は図書館が隣にあり学習スペースとなっている。まさに岩室地

区公民館の子どもの居場所はその意味で位置付けてある。 

福島議長 居場所という言葉だけれども，切り口はいくつかある。学校側の取組もあるし，公民

館としてどのように位置づけるかも必要。 

西川地区公民館 ＜説明＞ 

佐藤委員 ６番現代的課題の楽学カレッジＤ（廃止）の理由は。 

西川地区公民館 昨年度はアクティブ編，スタディ編とで区別して健康マージャンなどを開催し

た。目的はシニアの生きがいづくりであるが，今年度は予算の調整も兼ねて，区別せ
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ずに開催を検討している。 

西川地区公民館 補足としてスタディ編についてはサークル化し，規模の大きいサークルとなっ

て講座というよりは自主活動で頑張っている。 

潟東地区公民館 ＜説明＞ 

本間委員 ４番青少年の健全育成について，週末体験事業としてかなりの事業数であるが，地域

教育コーディネーターの連携に○がついているがどのようにコーディネーターが関

わっているのか。 

潟東地区公民館 統廃合により（小学校）１校になり，各地区から１名ずつ，計３名いる。その

方々は情報通ですのでいろんな部門の連絡役や小学校に依頼するときの窓口となっ

てもらっている。 

本間委員 当日（事業）は関わっていないのか。 

潟東地区公民館 基本的には関わっていないが，その事業により，講師等からの要請があれば関

わってもらうこともある。 

本間委員 この質問の意図は学校で配当されているコーディネーターの予算が６００時間とさ

れている。その時間を利用しているのかと。 

潟東地区公民館 なるべく学校に関連しているもの以外で依頼しており，ボランティアで依頼し

ている。 

福島議長 大倉委員の（潟東）中学校で関連は。 

大倉委員 子どもたちで募集ををかけているが部活で参加は難しい。一般的には部活を引退した

中学３年生が主体となってチームを組んで参加している。多くは卒業生などで構成さ

れるが，地区の一大イベントということでＰＲ等協力している。 

中之口地区公民館 ＜説明＞ 

佐藤委員 ３番家庭の教育力向上で朝ごはん講習会は対象が少年で始めに小学校で開催してい

るが，小学生を対象にとはどのようなものか。最近報道で朝ごはんを食べることがで

きない子ども達が増えているという話を聞くが，これは子どもが被害者であって親の

責任であると思うが，これを見ると小学生を対象にした朝ごはん講習会とある。 

中之口地区公民館 「子ども食堂」の話かと思うが，これはなかなか家庭で子どもが栄養摂取で

きない子どもがいて，社会的問題となっている件かと思うが，中之口地区公民館では

公民館に泊まろう事業というものがあり，宿泊した翌日に食生活推進委員やコミ協に

協力していただき，どういう朝ごはんを作ろうかとといったことから参加した子ども

たちに朝ごはんの大切さを理解してもらうものである。もっと広く学校や地域と連携

して朝ごはんの大切さをＰＲすることに必要性があるのかと思う。 
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佐藤委員 子どもの貧困をなくすという，朝ごはんを食べられないというのは親の責任だからそ

の点は親に対してアピールをしていかなければならないと思う。 

高橋委員 青少年の健全育成として事業を多数されているが，特に中之口地区で目立つのが子ど

も書道教室や書初め大会があり，さすがだと思うが，通年で子どもを対象として指導

者などを招聘して開催しているのか。 

中之口地区公民館 夏休みの午前中３日間開催した。夏休みの課題の援助という意味があり中之

口書道愛好会の方が指導している。小中学校に募集し，希望者３０人～４０人位が参

加しており，成果品は学校に提出している。 

高橋委員 以前，私の経験からは通年，週１～２回，書道教室を開催していたことがある。講師

は書家の方を依頼し，予算を使わず，わずかな月謝で開催した。よい効果があった。

今ブームのようだが将棋教室も開催してもよいのではないか。 

福島議長 今年は例年以上に青少年に関する課題が多い。社会的な環境が厳しくなっているのが

背景かと思う。それぞれの公民館が子どもの居場所について工夫を凝らしていて結構

だ。工夫を重ねてほしい。もう一点は高齢者について，潟東地区公民館では指導者の

高齢化により講座が開催できず事業数が減ってしまった。高齢者の活躍場面を工夫す

ることが大事である。中之口検定は終了したのではなく，形を変えて開催することは

住民にとってよい効果である。 

（２） 平成２９年度 公民館事業基本方針について

巻地区公民館 館長 ＜資料３について説明＞ 

（３） 平成２８年度 公民館事業計画について

巻地区公民館＜資料４について説明（以下各地区館同じ）＞ 

石田委員 ４番巻地区ウォークラリーの資料中「連携」欄であるが，これは育成協の事業である

が，地域教育コーディネーターへは依頼していないので訂正してほしい。また，学校

とコーディネーターの連携のしかたであるが，コーディネーターは学校長の命令を受

けて活動するものだから敢えて記載しているのかもしれないが，コーディネーターの

欄は削除し，学校のみでよいのではないか。 

巻地区公民館 書式は市統一のものなので，今後検討していきたい。 

福島議長 時が経過するとともにねらい等も変わるもので，私が巻北小学校に赴任当時，地域教

育コーディネーターの事業が教育委員会として始まった。学校に派遣されたコーディ

ネーターは 1年目，2年目と学校教育と地域の結びつきを考えながら活動した。コー

ディネーター，つまり学社民の融合の目的とするところは地域も元気にするという目

的も含まれている。それで当時の巻地区公民館長に相談し，コーディネーターと巻地
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区公民館との共催事業はないかと，つまり公民館事業が公民館内で留まるのでなは

く，学校という場所を使い，社会教育事業ができないだろうかと校長が依頼したもの

である。この経緯が記載に残っているのであろうから，それなら，異和感はないが。

（連携欄のコーディネーターの箇所に）○がついているのであれば，学校長も了解し

ているという理解でよいのではないか。 

この欄を省くと大もとの意味合いが変わってくるのではないかと。少し補足させてい

ただいた。ただ，これは理論的な問題なので時が経過するとコーディネーターの役割

も変わっていくと思う。それぞれの学校で置かれた状況を捉えながら事業をしてい

く。ただし，それを考えないで安易に○をつけていくのはよくないし，コーディネー

ターの職務の枠組みはあるので，勝手に業務を増やすのはよろしくないが。 

永井委員 改めて公民館事業の概要を教えていただいたが，このコーディネーターの件で学校と

     公民館とのつながりが良く分かった。これからも勉強していきたい。 

本間委員 今の，パートナーシップ事業の連携ということで「夏チャレンジメニュー」という 

     名称で講座を作っているので事業の目的趣旨の箇所でもよいので鍵カッコで夏チャ

レンジメニューとすれば全体像が分かるのではないかと思う。昨年と事業数が 9事業

と絞られているが，事業費が減少していてやりくりが大変な中，魅力的な事業を絞っ

ているが，今後もパートナーシップ事業においては，コーディネーターから挙げられ

た事業であっても夏チャレンジメニューに組み入れるかは熟考し，学校の中でやって

ほしいと思うものは学校でやってもらうということで構わないと思う。公民館の事業

として連携してやっていく事業については精査して構わないと思う。 

土田委員 平成 28 年度事業報告を見ていると，他館ではカーリンコン，コンサート，ガーデニ

ング等の事業があるが，巻地区ではそれのほとんどを巻まちづくり協議会（コミ協）

が行っている。コミ協事業，公民館事業と分けているのか。コミ協で実施すれば公民

館は実施しないのか。どういう意図か聞かせてほしい。また，様々な事業があるが，

今，時間があるのは高齢者だが，この前，地元の高齢者の方で将棋を習いたいという

声があった。コマの呼び方さえわからないが，将棋のサークルの会に頼んでみようと

いうことになった。毎日，火曜と金曜に集まるだけで何をすればいいか暇を持て余し

てる状況。高齢者向けの事業では，長寿大学位で，1日体験の講座などがもっとある

といいのにという話が出ているので次回にその点も考慮していただきたい。 

巻地区公民館 巻まちづくり協議会（まち協）との関係ですが，ご承知のとおり，まち協さんと

峰岡，角田松野尾の４つのコミ協さんが関係しており，まち協さんとだけ連携を図る

のはなかなか難しいので，するとなれば各地区コミ協さんとの連携が必要となる。そ

の中で軽スポーツ，レクリエーションについては巻地区公民館ではほとんど開催して

いない。今年度の事業を見ていただくと，子ども対象でニュースポーツ体験教室とい
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うことでレクリエーションをやっている。巻地区公民館としての考えはこの分野につ

いてはスポーツ担当部署の方が中心に動いてもらい，公民館は文化学習の方を中心に

やっていきたいと考えている。なお，「大人カレッジ」はお勤めの方でも参加できる

ように土日夜間の実施を検討している。 

岩室地区公民館 ＜説明＞ 

吉原委員 ６「現代的課題」の「発達障がい（しゃべり場）」で平成 28年度に関して説明があっ

たが，今年度については 7月 2日号の区だよりに募集記事が掲載されている。この前，

新津鉄道資料館に行ったら新潟市の福祉施設の障がいのある子どもたちが大型バス2

台で見学に来ており，その多さに驚いた。また御家族の心情を思うと複雑な気持ちに

なった。あまり例のない事業なので今後も継続するよう頑張っていただきたい。 

     そこで，講座参加者は区内一円からの参加か，またそのきっかけは何か。 

岩室地区公民館 中央区，西区からの参加もある。ＪＯＩＮや期間相談支援センターの相談員の

参加がある。きっかけは以前，西区の公民館で発達障がいの事業があり，西蒲区でも

導入した。 

西川地区公民館＜説明＞ 

潟東地区公民館＜説明＞ 

中之口地区公民館＜説明＞ 

（質問，意見等なし） 

福島議長  以上で議事をすべて終了する。 


