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令和３年度 第２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８月以降の中央公民館の利用について議題とし 

ます。時間も限られているのでスムーズな議事の進行にご協力をよろし 

くお願いします。資料は事前にお配りしているかと思いますので、よろ 

しくお願いします。それでは事務局お願いします。 

 

事務局：令和３年８月以降の中央公民館の利用について説明させていただきます。 

１ページから３ページ、資料１をご覧ください。中央公民館の開館状況 

については、審議会で、都度説明させていただいております。 

８月からの中央公民館、勝沼と大和の中央公民館も含みますが、ガイド 

ラインは、前回説明させていただいたガイドラインの内容を、そのまま 

継続することとしました。変更したところはありません。 

みなさんも、ご承知のとおり、今年度、全国的に新型コロナワクチンの 

予防接種が始まり、甲州市でも６５歳以上の方の接種に続いて、これか 

ら一般の方も接種が始まります。これで、状況が少しでも改善されれば 

とは思いますが、現在の県内の感染状況は、継続して感染者が出ている 

状況であり、全国的にも、都市部を中心に、地域によってはかなり感染 

が蔓延しています。引き続き、県内や市内の感染者数などを注視しなが 

ら、基本的には月ごとにガイドラインの見直しを行っていきたいと考え 

ております。 

中央公民館としましても、多くの方に施設を利用していただきたい気持 

ちはありますが、このような状況なので、利用者の安全を第一に考えた 

施設の運営を行うことが最優先になると思います。 

今年度も４カ月が経過し、令和２年度（昨年度）の中央公民館の利用者 

数及び利用料収入が確定しておりますので、前年度と（令和元年度）比 

較する形で、この場をお借りして少し説明させていただきます。 

初めに、甲州市中央公民館の利用者数ですが、令和元年度（平成３１年 



度）の利用者数９６，０３２人、に対し、令和２年度の利用者数は３３， 

９６４人（前年比約 65％減）となりました。 

利用料収入は、令和元年度（平成３１年度）２，５２７，４９０円でし 

たが、令和２年度は７１８，２７６円（前年比約 70％減）となっていま 

す。 

次に、勝沼中央公民館の利用者数ですが、令和元年度（平成３１年度） 

の利用者数７，２７５人、に対し、令和２年度の利用者数は１，７７１ 

人（前年比約 75％減）となりました。 

利用料収入は、令和元年度（平成３１年度）７２，８００円でしたが、 

令和２年度は４３，４６０円（前年比約 40％減）となっています。 

次に、大和ふるさと会館（大和中央公民館）の利用者数ですが、令和元 

年度（平成３１年度）の利用者数１５，９９０人、に対し、令和２年度 

の利用者数は２，０８２人（前年比約 87％減）となりました。 

利用料収入は、令和元年度（平成３１年度）１８６，４０８円でしたが、 

令和２年度は３３，５４０円（前年比約 82％減）となっています。 

いずれも、令和２年度は、新型コロナウィルスの影響で利用者、利用料 

収入ともに、かなり減少している状況です。今年度は、少しでもこの数 

字が改善されるように、ガイドラインを遵守する中で、事業展開したい 

と考えております。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、議題の（１）につきま 

して、ご意見がありましたらお願いします。毎月利用に関して利用内容 

の対策等出ていますが、この地域は比較的穏やかではありますが、数字 

に出ているように利用率が非常に落ちているのが現状です。何か質問が 

あるでしょうか。よろしいでしょうか。 

      それでは次に（２）「これからの公民館のあり方について」を議題とした 

します。こちらは昨年度から継続して協議をいただいております。事前 

に資料を配布してあります。事務局から説明をお願いします。 

 

事務局：これからの公民館のあり方について、７ページをご覧ください。 

１.ですが、昨年度の第３回公民館運営審議会で確認された、公民館の 

問題や課題について、（１）少子高齢化などによる利用者の減少、（２） 

利用者が固定化されている、（３）利用者の年齢層などに偏りがある、 

（４）施設・設備の老朽化、（５）運営する予算が不十分、（６）避難所 

としての機能が乏しい、以上主に６つの項目が確認されました。 

次に、２.ですが、昨年度第４回の審議会において、公民館の役割（ある 

べき姿）についてご意見をいただきました。 

（１）地域住民の交流を育む場としての公民館 



（２）多様な学びを提供する生涯学習の場としての公民館 

（３）誰もが気軽に利用でき、地域の拠点となる公民館 

（４）必要な情報が提供できる場である公民館 

（５）災害時の避難所としての公民館 

（６） その他 

こちらも、主に６つの項目について確認されました。 

次に、３.ですが、委員の皆さんにご協力いただき、「より良い公民館に 

するための具体的な取り組みについて」、意見をいただきました。 

（１）公民館の行っている事業について  

（２）公民館活動における連携について 

（３）公民館の広報活動について 

（４）公民館の体制について 

（５）公民館施設の整備について 

（６）地区公民館と自治公民館の共生について 

これらを踏まえて、８ページの４.のこれからの公民館のありかたにな 

りますが、提言１から提言６という形で、今までいただいた意見をまと 

めさせていただきました。１１ページまでありますので、説明させてい 

ただきます。 

提言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」 

各公民館が、それぞれの特色を生かした自主事業を展開していますが、 

人口の減少などに伴い、新たな利用者を開拓することが非常に困難な状 

況に直面しています。 

公民館の基本的な役割のひとつである、「まなぶ」意識に立ち、今日の多 

様な住民の学習要求に応えて、生涯学習体制を推進することは、極めて 

重要な課題ですが、住民が地域について理解を深め、関心や愛着を持ち、 

さらに地域的課題について考える契機とするために、公民館は、地域の 

ニーズや課題、特色などをテーマとした事業を採り入れることが必要と 

なります。 

これにより、学習を単に個人の満足にとどめず、学習の成果を地域形成 

の活動に生かすよう継続発展させ、これを地域社会に還元することが期 

待できます。 

提言２「各種機関・団体との更なる連携と協調」 

公民館の基本的な役割に「むすぶ」があります。これからの時代、公民 

館はさまざまな面で「ＨＵＢ」となり、地域の拠点として、また地域コ 

ミュニティを醸成する拠点として、住民の拠り所となる必要があります。 

小中学校をはじめ、社会教育団体・社会福祉団体・青少年育成団体及び 

民間企業などと、更なる連携・協調を図ることにより、住民のさまざま 

な活動に結びつき、その活動を組織づける公民館活動こそ、住民みんな 



の公民館となり得ます。 

住民相互の連帯や共同意識の中で、「ＨＵＢ」となることにより、自らの 

で「われらの公民館」をつくり上げる意欲が高まり、自発的に公民館運 

営に参画が得られるような体制づくりが期待できます。 

提言３「現代的な手法を採り入れた啓発・広報活動の推進」 

公民館に対する理解と関心を高め、その存在を広く周知し、また利用を 

促進するために、あらゆる機会と、様々な現代的な手法を交えながら啓 

発や広報活動に努めることが望まれます。 

公民館だよりは、さまざまな工夫を凝らして、継続的に発行しており、 

単なるお知らせだけに終わることなく、各種の学習活動の現状や成果の 

紹介、地域の歴史・文化・自然の紹介、また地域のイベントや住民の声 

を取り上げるなど、地域のニュース性のあるものを盛り込み、各公民館 

がその特色を出して、バラエティに富んだ内容となっています。 

これからは、幅広い年代の方に、公民館に親しみしみを持っていただき、 

活動への参加を促すために、普段利用している団体・サークルなどに広 

報活動の協力をしていただくことや、基幹公民館と連携し、ネットやＳ 

ＮＳなど現代的な手法を採り入れた広報活動を行っていく必要があり 

ます。 

これにより、広く住民に「見られる」開かれた、オープンな施設づくり 

が期待できます。 

提言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」 

公民館が地域住民のニーズに応え、その機能を十分に発揮するためには、 

職員体制の充実が必要不可欠であり、地域住民の交流の場として利用さ 

れるために、ロビー・談話室などが整備され、気軽に集い語らうことが 

できるよう、日常的に開放されていることが大切です。 

また、地域住民の活動における各種集会の場や、年中行事の場として利 

用できるよう、常に開かれた公民館であることが必要です。 

そのためには、休館日を設けるなど工夫する中で、適切な人員配置を行 

い、公民館に職員が常駐する体制を整えることが求められます。 

これにより、気軽に地域住民が立ち寄ることができ、人々が交流する「つ 

どう」公民館づくりが期待できます。 

提言５｢施設・設備面の充実・拡充｣ 

施設・設備面において、地域住民に親しまれ、気軽に利用される公民館 

となるためには、開放的で、明るく入りやすい構造とすることや、地域 

の「茶の間」として、くつろいだ雰囲気の談話室やロビーを設けること、 

また小さな子供や身体障害者、高齢者にも利用しやすい施設構造とする 

ことなど、利用者の立場で配慮をした施設づくりが望まれます。 



また、インターネット環境の整備など、現代のニーズに応えられるよう 

な設備の拡充も必要です。市では、公共施設の個別施設計画を策定し、 

計画や状況に応じて施設や設備の修繕を行っていますが、将来的には、 

受益者負担を検討するなど、地域にとって必要不可欠な財産を、これか 

らどのように地域に還元し、生かして行くのか共に考えることが大切で 

す。 

市の財政が厳しいことも十分に理解はしていますが、公民館の本質をご 

理解いただき、地域の声を反映させた整備の検討をお願いします。 

提言６｢地区公民館と自治公民館の共生｣ 

地区公民館と自治公民館は、その規模や設置の法的根拠に違いはありま 

すが、公民館であることに変わりはありません。それぞれの活動につい 

ても、地域に根差した活動を展開しているという点では、その目的は同 

様であるといえます。 

地区公民館と自治公民館、あるいは公民館同士が横の繋がりを持ち、交 

流することで連帯感が生まれ、それぞれの良い部分を吸収しながら共生 

する環境を造るためには、基幹公民館が自治公民館をフォローし、支援 

する体制を今まで以上に強化することが必要です。 

補助金等のハード面ばかりではなく、運営や事業に対する支援、また各 

公民館の交流を促すイベントへの参画など、ソフト面での支援も求めら 

れます。 

また、自治公民館は、任意の団体であることから、地区公民館に比べ、 

小さな地域に根差した多様な活動を行っていますが、施設を持たない、 

あるいは施設の規模が小さいため、施設を活用した事業が制限される要 

因となっています。自治公民館の施設面について、これから様々な可能 

性を検討し、「できること」を伸ばせる支援体制を確立することで、地区 

公民館、自治公民館が、共にそれぞれの特色を活かした、活発な公民館 

活動を展開することができると考えられます。 

以上が、提言１から提言６となりますが、配布させていただきました、 

こちらの提言書は、今まで協議したものに、はじめの部分とおわりの部 

分をプラスして、最後に皆さんの名簿を付けた形にさせていただきまし 

た。一緒に、記入用紙を配布させていただきましたので、最終確認をし 

ていただき、次回の審議会を１０月の末に予定していますので、８月の 

末くらいまでを目安に、訂正箇所等のご意見をお願いいたします。 

次回の審議会で訂正部分等を修正したものを、再度ご確認いただき、そ 

の後市教育委員会へ提言を行いたいと考えております。説明は以上です。 

 

議 長：ありがとうございました。事務局からの説明が終わりました。ただいま 

の説明に関して、ご意見・質問がありましたら、お願いします。 



地区公民館を代表して委員Ａいかがでしょうか。 

 

委員Ａ：内容的には問題ないと思います。良いのではないでしょうか。 

 

議 長：ありがとうございます。最初の提言の中で、公民館館長・主事を集めた 

公民館審議委員という方たちの意見と今回公民館運営審議会からあっ 

た意見を総合して、まとめた提言になっています。提言は１から６まで 

あって、地区公民館あるいは自治公民館との関係について等の内容も精 

査しています。 

今まで、自治公民館の方たちからいろんな意見をいただいておりました 

が、そのあたりについても、ご理解いただけたでしょうか。委員Ｂいか 

がでしょうか。 

 

委員Ｂ：ありがとうございます。私はいつも自治公民館のことについて言ってい 

ましたが、私が言いたかったことはここに十分に書いていただいて、感 

謝しています。よろしくお願いします。 

 

議 長：ありがとうございます。これから１０月に向けてアンケートも反映して 

よりよい提言書にしたいと思います。 

 

委員Ｃ：提言２の社会教育団体、社会福祉団体、青少年育成団体及び民間企業な 

どと更なる連携・協調を図ると書いてありますが、今、中央公民館でも 

他の公民館でも「まなぶ」という意識を皆さん持っているのですが、今 

の時代国の方針で７０歳まで働けという時代になっています。７０歳ま 

で働いて、７０歳から勉強してみようとなっても体力的に厳しいかなと 

思います。 

昨年、この会議に来た時に向こうの部屋で大きな会議をしていました。 

車がたくさん停まっていたので、聞くと民間企業に会議室を貸したとい 

う事でした。現状、この施設を民間企業に貸している頻度はどのくらい 

かお聞きしたいと思います。 

 

事務局：それほど多くはありません。というのは、ここは中央公民館ということ 

で、企業から貸し出しの問い合わせはありますが、使用内容を精査させ 

ていただきまして、企業の営利に繋がらないものと判断した内容につい 

て貸し出しをするようにしています。件数は月に１件程度となります。 

 

委員Ｃ：営利目的では貸し出しはできないということですか。 

 



事務局：営利目的では貸し出しはできません。 

 

委員Ｃ：民間企業からも施設利用料はもらいますか。 

 

事務局：民間企業からもいただいています。 

 

議 長：先ほど委員Ｃからもありましたが、地区公民館でも民間企業からの利用 

の問い合わせはありますが、営利を目的としたものはすべてお断りをし 

ているのが現状です。 

私も公民館長として、公民館を預かってはいるが、営利目的ではない催 

物であれば利用していただきたい。何とか公民館を活性化させたいとい 

う思いを持っています。 

他にご意見はありますか。無いようですので、（３）その他についてです 

が、せっかくの機会ですので、皆さま何かご意見がありましたら、お話 

しいただきたいと思います。 

 

委員Ａ：よろしいでしょうか。この前、区長との会議の中で、昨年の防災訓練の 

説明会で、このコロナ禍において、各地区公民館はコロナウイルス陽性 

者の避難所にするので、一般の避難者は小学校のような大きな施設に避 

難するようにしますと総務課から言われたと区長から言われたが、議長 

聞いていますか。 

 

議 長：そのような話は聞いていません。 

 

委員Ａ：聞いていないですよね。館長・主事は全然聞いていないのに、区長たち 

はそのような判断をしていたということで、事務局にもそのような話が 

あったのか、教えてください。 

 

事務局：市役所内部の話になってしまい申し訳ありませんが、これからその話が 

行政防災担当からされると思います。 

 

委員Ａ：区長は去年の防災訓練の説明会でそのような話があったとのことで、 

市の防災担当の方はそのように考えていたが、その話を生涯学習課長含 

め、公民館担当にそのような話がきていたのか、来ていたとすると、防 

災担当が先走って区長たちに話をしてしまったのか、そのあたりが気に 

なったので、質問しました。 

実際この前の大雨の際、避難させてくださいという人が来ましたが、そ 

の際に館長と区長が話をしたときに、もう一年前から違うと言われ驚い 



てしまったので、今日話をさせいただきました。ですから今度から各地 

区公民館はそのような形になるということですね。 

 

事務局：その資料については、近日中に総務課から送付されると思いますが、委 

員Ａのおっしゃる通りです。そして、例えば塩山北公民館は塩山北小学 

校の体育館が避難所に指定されていることに伴って、塩山北公民館が新 

型コロナウイルスの陽性者等の避難所になるといった内容になってい 

ます。詳細については、説明をしてもらうように話をしようと思ってい 

ます。 

 

委員Ａ：ということは各地区公民館の館長・主事はこれまでの避難所としての運 

営はできなくなると、形を変えて運営していかないとならないというこ 

とですね。 

 

事務局：館長主事会の会長と話をする中で、防災についての話をすることになっ 

ています。資料を作成していましたが、そのようなことでしたので、ど 

のように話をするのか、もう少し行政防災担当と話をしていこうと思い 

ます。 

 

委員Ａ：Ｄ公民館の館長が館長主事会の会長ですが、コロナウイルスの陽性者の 

避難所になるとするとどうしようと、困ったなという話をしていました。 

 

委員Ｃ：それは重要な話ですよね。この間、大和でも防災会議があったのですが 

今までは避難所が小学校の体育館と公民館だったのですが、小学校の体 

育館だけになっていたので、何か変わったのかなとは思っていました。 

災害時、緊急のアラートがなった場合どう対応すればよいのかと会議で 

質問しました。しかし、その時総務課からは明確な回答がありませんで 

した。なので、担当は総務課だと思いますが、公民館担当からも働きか 

けてほしいと思います。 

      また、私は民生委員もしていますが、緊急のアラートがなった場合、高 

齢者をどのように避難させればよいのかなと思って、その会議で質問し 

ても明確な回答がなかったので、今、その話が出ましたので、質問させ 

ていただきました。大雨は毎年来ると言われてますから、是非また、総 

務課と話をしていただければと思います。 

 

委員Ｅ：今、発議がありました通り私も同じように感じています。命と健康に関 

わり、今は新型コロナウイルス感染症が拡大しているという重大局面を 

迎えている中で、今の話を聞いていて、組織としての対応が現場を混乱 



させているような状況にあります。感染者の避難が今日の夜かもしれま 

せん。３日後かもしれません。 

そのような状況の中で、組織の中でふたつのルートがあると思います。 

災害対策本部と新型コロナウイルスの対策本部、この二つの組織の守備 

範囲の隙間を一刻も早く埋めていただきたい。部局だけの対応ではなく 

課長会議等でこの話の経過と結論を導いてほしいと思います。話を聞い 

ていて、不安になりましたので、参考までに。 

 

議 長：ありがとうございます。他に何かありますか。無いようですので、事務 

局からなにかありますか。 

 

事務局：何点か説明させていただきます。こちらの中央公民館だよりですが、地 

区公民館だよりを皆さんに送付した際に、一緒に入れるのを失念してし 

まいましたので、本日配布しました。ご覧いただければと思います。 

それから、こちらは自主事業の案内のチラシとなります。興味のある方 

は、空きがありますのでお申込みをお願いいたします。 

最後に、生涯学習カルチャーバンクのチラシですが、自主事業を企画す 

る際に、地元地域の人材を活用させていただいています。人材の登録に 

ご協力をお願いいたします。以上です。 

 

議 長：ありがとうございました。他になにかありますか。ないようですので 

これで議事を閉じたいと思います。事務局にお返しします。 

     

事務局：会長、議事の進行ありがとうございました。それでは、終わりの言葉を 

副会長よろしくお願いいたします。 

 

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。 

 


