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令和３年度 第１回公民館運営審議会 会議録 

 

１ はじめのことば 

事務局がはじめのことばを行いました。 

 

２ 会長あいさつ 

会長があいさつを行いました。 

 

３ 議 事 

 

議 長：それでは、（１）令和３年５月以降の中央公民館の利用についてを議題としま 

す。時間も限られているのでスムーズな進行をよろしくお願いします。資料 

は事前に配られて、理解していると思いますが、よろしくお願いします。事 

務局お願いします。 

 

事務局：昨年度最後の審議会では、４月からの開館状況について説明させていただき 

ました。５月からの勝沼と大和も含む中央公民館のガイドラインですが、 

１ページ、資料１をご覧ください。改訂した部分については、赤字で記載さ 

せていただきました。 

中央公民館の３階について、４月まで利用制限がありましたが、５月からは 

制限がなくなりました。開放する施設についても、４月までは一部の施設を 

貸出し不可としていましたが、５月からは、すべての中央公民館の施設が利 

用できることとしました。改定した点はその点だけですが、県内の感染者の 

状況は、継続して感染者が出ている状況であり、全国的にも第４波と言われ 

るように、地域によってはかなり感染が蔓延しているため、引き続き、県内 

や市内の感染者数などを注視しながら、ガイドラインの見直しを図り、より 

一層利用しやすい公民館の運営を行っていきたいと考えています。説明は以 

上です。 

 

議 長：事務局の説明が終わりました。ただいまの説明に意見がありましたらお願い 

します。赤く書いてあるところが改定となったと承知していただきたいと思 

います。 

ないようなので、次に、（２）の令和２年度事業報告及び令和３年度事業計画 

（案）についてお願いします。 

 

事務局：公民館関連の事業報告です。こちらは、昨年度最後の審議会でご説明させて 

いただきましたので、ご確認をお願いします。３月の審議会後に行った事業 

の実績が確定している部分のみ紹介します。 

３月１４日（日）「つるし飾りづくり体験教室」ですが、参加人数１０組２０ 

名にご参加いただきました。それから、３月１８日（木）「初心者のためのス 

マホ講座」塩山会場には１７名の方に参加いただきました。３月２０日（土） 



「初心者のためのスマホ講座」勝沼会場ですが１０名の方に参加いただきま 

した。 

花のまちづくり運動の一環で３月１９日（金）に行われた花の寄せ植え教室 

ですが、２８名の方に参加いただきました。 

陶芸教室ですが、１回目の３月１８日（木）は１４名の方に参加いただきま 

した。２回目の３月２５日（木） は１５名の方に参加いただきました。釣り 

教室ですが、３月２９日（月）に実施され、２５名の方に参加いただきまし 

た。 

次に、公民館関連の事業計画となります。資料２-３をご覧ください。こちら 

は、令和３年度 公民館運営審議会関連事業計画（案）となります。今年度 

は、本日第１回の審議会となりますが、７月、１０月、令和４年１月、３月 

で、計５回を開催する予定となります。よろしくお願いいたします。 

続いて、甲州市中央公民館の事業計画（案）となります。１ 教室や講座の 

実施ですが、引き続き、いただいた答申内容を元に、地域に関する講座や教 

室、防災や防犯に関する講座や教室、健康づくりに関する講座や教室、世代 

間が交流する講座や教室、文化や教養を深める講座や教室を実施したいと考 

えております。詳細等につきましては、これからの審議会で紹介させていた 

だければと思います。 

２ 歴史民俗資料室展示ですが、令和３年度も引き続き、常設展「わだつみ 

平和文庫」の展示行う予定となります。 

３ ホール公演事業（市民文化会館事業）ですが、ファミリーミュージカル 

を開催し、幅広い世代の市民の方に舞台の楽しさを提供したいと考えており 

ます。１２月に開催する予定となります。 

４ ストリートピアノの設置ですが、昨年１０月に設置され、３月までに 

１４１名の方がご利用いただいております。会議などの兼ね合いもあります 

ので、周知などをしっかり行い、多くの方に訪れていただきたいと思います。 

５ 各公民館との連携ですが、（１）館長主事会の開催、（２）研修・会議等 

への参加、（３）各公民館への支援事業など、引き続き行っていきたいと考え 

ています。 

６ 広報活動ですが、中央公民館だよりの発行ということで、昨年度は５回 

発行しましたが、今年度もできれば５回発行したいと思います。また、地区 

公民館だよりにつきましては、市のホームページ に掲載し、地区外の方も 

見ることができるよう、広く周知したいと考えています。 

７ 施設見学受入れ事業ですが、市民文化会館は、中央公民館、塩山図書館、 

ホールなどから構成される複合施設であり、市内小学生の施設見学の受入れ 

を行っています。現在は、主に塩山地域の小学生が見学に来ていますが、市 

を代表する施設であるため、勝沼・大和の小学生にも来ていただけるように 

考えています。ちなみに、５月１９日、玉宮、大藤、神金小学校の３年生が 

見学に訪れる予定となっています。 

公民館館長主事会の事業計画につきましては、４月２２日に総会を開催しま 

して、計画は承認されています。ご確認いただければと思います。次に、勝 



沼中央公民館の公民館関連の事業計画を説明します。 

 

事務局：令和３年度勝沼中央公民館の公民館事業計画（案）を報告します。資料２-４ 

をご覧ください。１ 各種教室・講座の開催を予定しています。１０月には 

親子でふれあいウォーキングの実施、１１月には気軽にできるエクササイ 

ズ・ストレッチ教室、初心者デジカメ講座、１２月には絵手紙・年賀状教室 

の開催、３月には花を楽しむ教室の開催を予定しています。健康づくりや文 

化関係に関連した講座等を予定しています。 

    ２ 自治公民館１８館への活動支援として、情報交換等の会議の開催及び研 

修会等を予定しています。視察研修内容の協議及びサポートを実施します。 

ほか、備品等の貸し出しや花のまちづくり推進活動、勝沼ニュースポーツ大 

会への参加、勝沼中央公民館だよりの発行を年４回予定しています。勝沼中 

央公民館だよりにつきましては、自治公民館１８館の活動内容を含む予定で 

す。以上、勝沼中央公民館の公民館関連の事業計画となります。次に、大和 

中央公民館の公民館関連事業計画を説明します。 

 

事務局：資料２-５、令和３年度大和公民館担当事業計画（案）について説明します。 

各種教室等の開催について、地域の愛好会の方々が中心とした活動を町内に 

広く周知し、その団体に協力してもらう中で、中高年者を中心とした各種文 

化教室を開催することにより、生涯学習の推進、住民同士の交流を深め、元 

気で楽しく生活を送ることを目的とし、ヨガ体験教室等を予定しています。 

    イベント等の開催について、大和町内の一部を歩きながら、地区内に残る神 

社や史跡の説明を聞き、歴史文化に触れあう機会の場を目的としています。 

今年度は、コロナウイルスの関係で７月以降に実施予定としています。 

    文化講演会については、年に一回、小学生から高齢者までが気軽に聞ける講 

演会を実施し、地域住民の誰もが聞いても関心を持てるテーマで行っていき 

たいと思います。１１月ごろ予定をしています。 

    大和中央公民館、市のイベント等の協力・共催につきましては資料のとおり 

となります。 

 

議 長：事務局から説明が終わりました。説明がありました件で、何か意見がありま 

したらお願いします。今期の計画も幅広くありますが、皆さん資料をお読み 

になったと思いますので理解されたかと思います。 

それでは、各事業の計画、資料２-３、２-４、２-５の（案）を消していただ 

きたいと思います。 

    つぎに、（３）より良い公民館にするための方法についてを議題とします。こ 

ちらは、昨年から継続して協議をいただいております。事務局から説明をお 

願いします。 

 

事務局：資料３をご覧ください。昨年度の第３回公民館運営審議会定例会で確認され 

た、公民館の問題や課題については、６項目ほど確認されております。第４ 



回公民館運営審議会定例会で確認された、公民館の役割（あるべき姿）につ 

いて、６項目が確認されました。皆様からその後ご意見をいただき、よりよ 

い公民館にするための具体的な取り組みについて意見を提出していただき 

ました。それらを事務局でまとめましたので、ご覧いただければと思います。 

実際いただいた意見については、ほぼ原文のままで掲載させていただきまし 

た。主に６つの項目について意見がありました。 

（１）公民館の行っている事業について  

・今のニーズにあう、内容。 

・人々の興味、関心の高い今日的課題での学習会や講演会。 

・作業があったりや身体を動かす講座。 

・地域のことや現在の流行などを取り入れた講座。また、中央公民館で行 

った事業で、良さそうな講座などを取り入れる。 

・年代を意識しない活動テーマの設定した幅広い年代への事業設定。 

・世間で話題となっているテーマなどを取り入れる。 

・世代を越えて交流できるような教室や講座。 

（２）公民館活動における連携について 

・学校、保育園、各種団体等相互の交流を促進するための橋渡しの活動を 

行って、公民館に親しんで貰うようにする。 

・各公民館の館長・主事の交流、公民館だよりの共有等で横の繋がりが充 

実する。 

・一つの公民館では実施が難しいことも、他の公民館や中央公民館と共同 

で行う。 

・小学校のＰＴＡと連携して、親子で一緒になってできる事業。 

・他の公民館とネットワークを構築し、活発な情報交換を行う。 

・小中学校との連携をはじめ、各種社会教育関係団体・民生団体・育成会・ 

民間企業との連携・相互に協力をする。 

・中央公民館、基幹公民館と連携することで、単体では難しい活動などバ 

ックアップしていただく。 

（３）公民館の広報活動について 

・公民館活動支援ボランティア（仮称）を設けて、その方々に近所の方々 

に催しへの参加を呼びかけていただく。 

・普段利用している団体・サークルなどに協力いただく。 

・公民館だよりをスマホなどで見ることができるようになると、若い世代 

には有効。 

・地区公民館の情報が、パソコンでも見ることができれば、今の時代便利。 

・地区公民館は中央公民館が、自治公民館は勝沼中央公民館が、それぞれ 

情報を集約し、様々な形で配信していく、紙媒体の他にＳＮＳなどが活 

用できれば、早く広く周知できる。 

（４）公民館の体制について 

・交流の場・憩いの場として日常的に利用するためには、常に公民館に職 

員がいることが望ましい。館長の常駐ということも将来的に検討する必 



要がある。 

・休館日を設けても良いので、日中は常に開かれた場所であると交流の場 

になると思う。夜間の利用については、当面今までと同じ対応で良い。 

・ちょっとした打合せは、中央公民館のロビーを利用しているが、地区公 

民館でも同じような活用ができると、人が集まりやすくなる。ミーティ 

ングスペースなどが開放されていて、コロナ禍なので今は難しいかもし 

れませんが、多少の飲食がＯＫであれば、利用される方は増えると思い 

ます。 

（５）公民館施設の整備について 

・常時開かれた、交流できる場にするためには、それに伴い費用がかかる 

と思います。その場合は、将来的に受益者負担を検討しても良いのでは。 

・現代のニーズにあわせたネットやＷｉ－Ｆｉが利用できる環境などの整 

備が必要。 

・施設が老朽化しているので、全体的に何となく暗い印象を受ける。定期 

的なリフォームが必要。計画的な施設の整備が必要。 

（６）地区公民館と自治公民館の共生について 

・それぞれの公民館が交流する為に、童謡フェスティバルは実に良いイベ 

ントで、自治公も４つにまとまりを持つことできる。他との交流もでき、 

何より地区公と自治公が一緒に行う良いイベントなので連帯感が生ま 

れる。 

・地区公民館は、公民館だよりなどを読ませていただくと地区ごとに特徴 

ある活動が出来ていると思います。自治公は、規模の小さい公民館が多 

く施設・設備の老朽化で活動範囲が限られている。勝沼中央公民館の施 

設・設備・人員の充実を図り、自治公民館を統合し地区公民館を設置し 

て活動を活発にし、地域住民の連帯感を作ることだと感じます。 

このように、主に６つの項目について、より良い公民館にするための取り組 

みを挙げていただきました。（４）これからの公民館のありかたになります 

が、いままで皆さんからいただいた意見をまとめると、おおむね６つの項目 

に分けて提言をいただけることができると思います。 

（１）地域のニーズや今日的課題などを採り入れた事業展開 

（２）各種機関・団体との更なる連携と協調 

（３）現代的な手法を採り入れた啓発・広報活動の推進 

（４）地域住民の交流の場、コミュニティづくりの拠点としての機能強化 

（５）施設・設備面の充実・拡充 

（６）地区公民館と自治公民館の共生 

この６項目について、最終的に提言を行っていく形で、今まで皆さんからい 

ただいた意見を事務局でまとめたいと思います。次回の審議会の前に送付し 

たいと思いますので、ご確認いただき、検討材料にしたいと思います。よろ 

しくお願いいたします。説明は以上です。 

 

議 長：事務局の説明が終わりました。ただ今の説明がありました議題について意見 



がありましたらお願いします。内容的には細かく説明がありましたが、なか 

なかまとめて実行するには時間がかかると思いますが、意見がありましたら 

お願いします。現場でやっている委員Ａさん、何か意見ありますか。 

 

委員Ａ：地区公民館に関わっている関係で、全部これをやろうとするとなかなか大変 

だと思うので、今年はこれを中心にやるという柱を立てながらやっていくこ 

とが必要なのかなと思いました。まとめていただいたものに沿いながら、次 

回から皆さんに意見を出していただきながら考えていけばいいのかなと思 

いました。 

 

議 長：ありがとうございました。問題になるのは、地区公民館と自治公民館をどう 

接していくか。自治公民館の方々で意見を委員Ｂさん。 

 

委員Ｂ：ひとつ質問なのですが、地区公民館の役員の決め方というのはどうなってい 

るものですか。 

 

議 長：Ｃ公民館の館長ですが、特に決まりはなく、順番。館長がいて主事がいて、 

館長が終わると主事が繰り上がる。選任候補ですが、非常にやり手がいない。 

役員を選ぶにも、半年以上前からアプローチをかけないと、なかなか手を挙 

げてくれる人がいない。 

 

委員Ａ：Ｄ公民館は、公民館運営委員会の会長が選考委員を務め、時期になると会長 

さんがお願いに来る。地区によって異なる。Ｄ公民館は選出委員会がある。 

 

委員Ｂ：議長もおっしゃったように、地区公民館と自治公民館のあり方、それぞれの 

関連が整わなければ、今日のような会議をしても、申し訳ないが、自治公民 

館の立場としては全くイメージがわいてきません。 

各地区公民館は、活発に活動されているし、ご苦労なさいながらも、これだ 

けのことができているという実績がありますよね。さらに上をめざしていく 

というのが公民館のあり方であるとすれば、ぜひ自治公民館を地区公民館の 

体制にしていただきたい。そこをなんとかしなければ、この問題は解決して 

いかないと思いますが、お願いします。 

 

事務局：地区公民館は地区公民館の良いところ、自治公民館は自治公民館の良いとこ 

ろが必ずあるので、そのどちらかへ統合する考えは、事務局としては今のと 

ころございません。それぞれの良いところを活かす中で、いかに両方を融合 

した形で、甲州市の公民館活動を活発にしていくかということを模索してい 

る状態でございますので、少なくとも、自治公民館を地区公民館化していく 

考えは、今のところ先ほども申しましたが、事務局としてはございません。 

 

議 長：委員の５名は勝沼の出身。中央公民館含めて地区公民館がメインになってし 



まう。組織的にどうするのか。人を増やすか。勝沼中央公民館をベースとし 

て、そういったことをうまく要請していく。長い時間かかると思うが、改善 

できるところは進めていきたいと思います。なかなか、はいって訳にはいか 

ないとは思いますが。即どうのうこうということは難しいですが、一つ一つ 

問題を解決していくような方向にしたいと思います。 

 

委員Ｅ：５月１日改定のガイドラインをみると、中央公民館のロビー・ホワイエの一 

般への貸出しは当面の間不可とあるが、大和と勝沼は、１時間の制限はある 

が利用可能とある。できれば、早く使えるようにならないかなと。というの 

も、ちょっとした会議や打ち合わせに中央公民館のロビーが使えるのは都合 

がよかった。ちょっとしたものが、早く復活できないかなと。 

地区公民館もちょっとした会議をするにしても電話して、館長さんに鍵を借 

りる手間がある、そんな状況です。 

お聞きしたいのは、コロナが昨年の４月ごろより、最近の方が、感染者が 

２１人とかクラスターがでたとかそんな状況でこんなこと言えないのです 

が、中央公民館のロビー・ホワイエの開放の見通しがありましたら教えてく 

ださい。 

 

事務局：一般貸出は不可とするとあるのは、あくまで専有貸出を指しています。 

ロビー・ホワイエにつきましては、特別なイベントが入っていないときには 

常時開放しておりますので、ちょっとした４人程度の打ち合わせ等には、い 

くら使っていただいて結構でございます。 

ただ、事前に、この日この時間使わせてくれというのはお受けできませんが、 

空いていればいくらでも使っていただいて結構でございます。 

今後の見通しですが、昨年のこの時期は、施設は閉館しておりました。昨年 

は、新型コロナウイルスがどんなものか、どう対応すればいいのかわからな 

い状況の中で、３月２日から施設を閉館しました。１年経過し、コロナが徐々 

に見えてきた中で現在は、考えられる安全対策をする中での貸出しを行って 

います。 

今後につきましては、高齢者のワクチン接種が始まったばかりでございまし 

て、これがいつ皆に行き渡って、コロナの心配が減少する見通しがつかない 

状態でございます。あくまでも施設開放につきましては、その時々の状況を 

見る中で、緩めたり締めたりの繰り返しになると思いますが、極力皆様に迷 

惑が掛からない状況を作る中で、施設の貸出しを行いたいと思っています。 

 

議 長：自動販売機とか、テーブル、椅子の清掃は常にやっていますか。 

 

事務局：業者に委託しており、消毒の指示を出しております。 

 

議 長：（４）その他について、事務局何かありますか。 

 



事務局：オンライン講座のご案内を入れさせていただきました。今年度から中央公民 

館が県の生涯学習推進センターのオンライン講座の視聴拠点団体となりま 

して、オンライン講座を視聴できます。もしよろしければ、申し込みいただ 

ければと思います。よろしくお願いします。 

 

議 長：以上で議事を閉じたいと思います。スムーズな議事の進行にご協力ありがと 

うございました。今年度、最初の審議会となりましたが、皆さん１年間、お 

忙しい中だとは思いますが、活発なご意見を引き続き、ご協力をお願いいた 

します。どうぞよろしくお願いします。では事務局にお返しします。 

 

事務局：議事の進行、ありがとうございました。それでは、おわりのことばを、副会 

長お願いします。 

 

４ おわりのことば 

副会長がおわりのことばを行いました。 

 


