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                               開会 午後２時 

○安部委員長  それでは、定刻になりましたので、ただいまから令和２年調布市公民館

運営審議会第２回及び第３回定例会を開催いたします。 

 皆様、本当にお久しぶりで、半年ぶりのお目見えなのですけれども、コロナの関係で大

変だったと思います。本日は４月28日の第２回定例会の議案と第３回定例会の併合開催と

なっておりますので、いつもより案件が多くなっております。円滑な議事進行に努めてま

いりますので、どうぞ皆様、御協力のほどよろしくお願いいたします。 

 それでは、日程に移ります前に、傍聴者の方はいらっしゃいますでしょうか。 

○鈴木東部公民館副館長  呼んでまいります。 

     （傍聴者入室） 

○安部委員長  続きまして、本日の委員さんの出欠状況について報告をお願いいたしま

す。鈴木東部副館長。 

○鈴木東部公民館副館長  本日、委員の方から御欠席の御連絡はいただいておりません

ので、お見えになっていない委員の方については、遅れて来るものと思われます。 

 報告は以上でございます。 

○安部委員長  分かりました。次に、本日の資料の確認をお願いします。 

○鈴木東部公民館副館長  それでは、本日の資料の確認をいたしたいと思います。クリ

ップ止めをしている資料となります。まず、第２回定例会の資料をお願いいたします。一

番上の令和２年調布市公民館運営審議会第２回定例会日程でございます。次に資料１、令

和２年４月１日付公民館関係人事異動報告です。続きまして資料２、令和２年度公民館職

員配置表です。次に資料３、新型コロナウイルス感染拡大に伴う主な対応についてです。

次に資料４、使用状況報告（令和２年１月～３月分）です。次に資料５、使用状況報告

（令和元年度分）です。次に資料６、事業報告（令和元年１月～３月分）です。次に資料

７、事業報告（令和元年度分）です。次に資料８、令和元年度調布市社会教育委員の会議

第５回定例会次第です。次に資料９、令和元年度調布市社会教育委員の会議第６回定例会

次第です。続きまして、第３回定例会資料になります。まずは令和２年調布市公民館運営

審議会第３回定例会日程です。次に資料１、使用状況報告（令和２年４月～５月分）です。

次に資料２、事業報告（令和２年４月～５月分）です。次に資料３、令和２年度調布市社

会教育委員の会議第１回定例会次第です。次に資料４、令和２年度調布市公民館利用団体

登録（更新）一覧です。次に参考１、調布市公民館利用団体の登録及び援助に関する規則
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です。以上です。過不足等はございませんでしょうか。 

○安部委員長  皆さんいかがでしょうか。ありますか。 

 それでは、議事に入ります前に、本日の公民館だよりへの記録につきましては、丸橋委

員にお願いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 次に、日程第１、報告事項(1)令和２年４月１日付人事異動について、それと(2)令和２

年４月１日現在の公民館職員配置表についてということで、この２項目につきましては関

連する内容ですので、一括で早野東部公民館長から説明をお願いいたします。 

○早野東部公民館長  それでは、令和２年４月１日付人事異動について報告いたします。 

 初めに、資料１を御覧ください。こちらは教育部管理職の人事異動の報告内容となりま

す。新たに公民館に着任した職員は、下から４つ目と一番下となります。 

 初めに、産業振興課主幹（調整担当）の私、早野賢二が東部公民館長に着任いたしまし

た。次に、産業振興課産業労働支援センター担当課長補佐兼産業労働支援係長事務取扱の

小野敏希が北部公民館長に着任いたしました。 

 続きまして、裏面を御覧ください。転任職員の報告となります。下から２つ目の教育部

副参事（公民館担当）兼東部公民館長事務取扱の田中美佐が生活文化スポーツ部副参事

（男女共同参画推進担当）兼男女共同参画推進課長事務取扱兼市民課主幹（証明書発行担

当）に転任いたしました。また、北部公民館長の福澤明が郷土博物館長に転任いたしまし

た。 

 続きまして、資料２を御覧ください。令和２年度調布市公民館職員配置表について御報

告いたします。 

 初めに、東部公民館につきましては、公民館３館の取りまとめ館という位置づけになり、

６人体制となっております。西部公民館と北部公民館は５人体制となっております。 

 ここで、４月１日付で着任いたしました職員の自己紹介をさせていただきたいと存じま

すが、委員長、よろしいでしょうか。 

○安部委員長  はい、お願いいたします。 

○早野東部公民館長  初めに、北部公民館です。館長の小野でございます。 

○小野北部公民館長  皆さん、こんにちは。４月１日付で産業振興課から着任いたしま

した小野でございます。私は、市役所では主に福祉健康部であったり都市整備部のほうを

歴任してまいりました。そういった経験を生かしながら邁進してまいりますので、皆様、

どうかよろしくお願いいたします。 
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○早野東部公民館長  次に、東部公民館です。主査の粕谷でございます。 

○粕谷東部公民館主査  調布市生活福祉課から４月１日に配属となりました。事務的な

仕事をさせていただきます。今後ともひとつよろしくお願いいたします。 

○早野東部公民館長  続きまして、公民館専門職員の岩舘でございます。 

○岩舘公民館専門員  皆さん、こんにちは。東部公民館の専門嘱託員になりました岩舘

聖恵と申します。私は、こちらに来る前は生活文化スポーツ部文化生涯学習課で広報など

の仕事を臨時職員として２年間やってまいりました。その前は東部公民館で４年間臨時職

員をやっております。このたび、また同じ場所で仕事ができることをうれしく思っていま

す。どうぞよろしくお願いいたします。 

○早野東部公民館長  最後となりますが、東部公民館長の早野と申します。どうぞよろ

しくお願いいたします。私は、小野館長と同じく産業振興課から異動してまいりました。

去年はプレミアム付商品券事業を主に担当しておりました。若い頃、配属当初は児童館に

勤務したこともございます。地域に根差した施設で改めて勤務するということですので、

また皆様と一緒に笑顔の絶えない職場をつくってまいりたいと思います。どうぞよろしく

お願いいたします。 

○安部委員長  ありがとうございました。２件の人事異動に関する報告及び職員紹介に

つきましては以上となります。報告内容については、皆様、よろしいでしょうか。 

 ちょっとすみません、私から。先ほど打合せのときにもちょっとお話をしていたのです

けれども、早野東部公民館長や小野館長が赴任してくださること、それからこれからの活

躍を本当に期待しているのですが、東部公民館は既にこの３年間で３人、毎年のように替

わったりとかしております。やはり公民館は、市民と一番密接な地域の中のコミュニティ

を醸成する場でもありますので、以前から委員の方々からも御意見が出たりとか、公民館

の利用者の方からも御意見があったと思うのですが、館長職が毎年のように替わってもら

ってはちょっと……。３年前のことは不幸な出来事もあったわけですけれども、何かもう

少し長く市民と共に活動してもらいたいということが要望としてあります。これは去年も

お話をしていますので、人事案件ということでなかなか難しいかもしれませんが、やはり

何らかの形で教育委員会の事務局にも伝えていただきたいですし、そういう意見があった

ということをぜひ上げていただければと思います。早野館長。 

○早野東部公民館長  昨年度も同じ時期に同様の意見がございました。また今年度も同

じような意見が出ているということを私から部次長のほうに改めて報告させていただきた
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いと思います。 

 以上でございます。 

○安部委員長  よろしくお願いします。 

 それでは、ほかに皆様のほうから何か御意見はございませんでしょうか。 

     （「なし」の声あり） 

 それでは、続きまして報告事項(3)新型コロナウイルス感染拡大に伴う主な対応につい

てということで、資料３を用いて御説明のほどお願いいたします。 

○早野東部公民館長  新型コロナウイルス感染拡大に伴う対応について、資料３を用い

て説明させていただきます。資料３の御準備をお願いいたします。こちらの資料において、

公民館において実施した、あるいは現在も実施している主な対応について御報告させてい

ただきます。 

 初めに、１、公民館事業の中止についてでございます。令和２年２月22日土曜日から、

各公民館において順次、公民館事業の中止を決定しております。とりわけ、２月27日に市

が主催するイベント等の開催に関する対応方針が発出されてから５月31日までは、市の統

一的な方針の下、市民生活上または業務執行上やむを得ないものを除き、原則として事業

を中止とさせていただいております。 

 次に、２、施設貸出しの休止でありますが、こちらは教育委員会告示に基づく臨時休館

という内容になります。令和２年３月28日から５月31日まで実施しました。なお、各種申

請のための窓口は開設しておりました。 

 次に、３、施設使用料の還付につきましては、令和２年２月27日以降の予約分を対象に、

新型コロナウイルスを理由とした施設使用のキャンセルについては、既納の使用料を全額

還付対応しております。 

 次に、４、郵送等による申請受付につきましては、施設使用申請受付日初日の混雑を避

けるため、令和２年７月分の施設使用申請から、公民館郵便受けへの投函または郵送によ

る申請書の受付を開始いたしました。 

 続きまして、５、開館及び施設利用の再開に伴う対応となります。公民館は、令和２年

６月２日から開館及び施設利用を再開しています。調布市公共施設の開館・利用における

感染拡大防止ガイドラインを踏まえて、施設貸出しの再開に伴う注意事項をチェックリス

ト化し、安全性を確保することとしております。 

 裏面を御覧ください。参加者の緊急連絡先の把握やマスクの着用など、１から10までの
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チェック項目全て当てはまる場合は施設を利用できることとしております。 

 以上、新型コロナウイルス感染拡大に伴う主な対応の御報告となります。 

○安部委員長  ありがとうございます。この報告について何か御質問等ございますでし

ょうか。丸橋委員。 

○丸橋副委員長  特に質問ということではないのですけれども、資料３の４、郵送等に

よる申請受付なのですが、従来は２か月先の場所を借りるために全員ここに集合しまして

申込書を書いておりました。新型コロナ対策の関係で、資料３の４のような形に変更され

ました。東利連のほうで総会を開けなかったので書面総会をやりまして、いろいろな御意

見を利用団体の方からいただきました。その中で郵送等による申請受付は非常に評価が高

かったです。 

 といいますのは、高齢の方もいらっしゃいますので、遠隔地からここまで電車、バスを

乗り継いで来られる、非常に負担が大きいということで、郵送でやっていただけますと、

非常に効率的、また競合した場合には公民館のほうで調整をしていただくということで、

従来は競合した場合にはメンバー同士で話し合って決めていたのですけれども、公民館の

ほうで調整していただくということで、非常に便利だと。 

 会員のメンバーの中から、インターネットにしたらどうだという御意見も前にあったの

ですけれども、私は別のところで会場を借りてやっておりますが、インターネットですと、

私たちサークル、10年間ずっと利用していても、早い者勝ちで場所が取れないときがある

のです。稽古ができなくなる場合があるのです。とにかくインターネットは便利ですけれ

ども、早い者勝ち、キャンセル自由ということで、ちょっと多めに申し込んでおいてキャ

ンセルしたりする人がいるのです。今の郵送等による申請受付は非常にいいということで、

今後どのような対応をしていただけるのかちょっと御説明いただければと思います。 

○安部委員長  早野東部館長。 

○早野東部公民館長  まず、こちらを導入した経緯としましては、今までは申込日初日

に会議室等にお集まりいただいて、希望の申請日を聞きまして、申請日がバッティングし

た場合は各団体で調整ということで対応を図っておりました。話合いで決めていたという

内容であります。ただ、そのやり方を行う中で、団体さんからの御意見もあったのですけ

れども、コロナの関係でちょっと密ですとか、コロナの感染が心配だということで郵送、

または郵便受けによる申請書の提出を導入させていただいた経緯がございます。 

 今、丸橋副委員長がおっしゃったとおり、郵送等による効率性といいますか、直接公民
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館に来なくていいという部分ではメリットがあるのかなと思っております。一方で、公民

館のほうで協議という形で続けさせていただいてきたメリットとしては、様々な団体が月

に１回顔を合わせる、そして予約が競合した場合に話合いで決めるという、お互いの良い

時間となっていたのかなと考えております。そういう意味では、公民館のよさという部分

のメリットと効率性という部分もございますので、そこら辺を今後、どちらを取っていく

のか。利用者の方に御意見を伺いながら決めてまいりたいと思っております。 

 当面の間は、新型コロナウイルス対策ということで、収束しない限りはこちらを続けて

いきたいと思っているところでございます。 

 以上でございます。 

○丸橋副委員長  ありがとうございます。 

○安部委員長  ありがとうございます。ほかの館も同様で大丈夫なのですか。西部公民

館長。 

○神戸西部公民館長  西部公民館でございます。３館同じような形で今、申請をペーパ

ーで郵送等で受付をして、予約のほうは進めているところでございます。早野館長の繰り

返しになるかもしれませんが、やはり公民館職員としてもサークルの皆様方と一堂に会す

ることができる１つの機会でもあると思っておりますので、今はちょっと難しいですけれ

ども、これからもそういった形で顔の分かる中で事業を進めていけたらと思っております。

この時期を乗り越えた後、また新しい形となるかもしれませんけれども、今後の形につき

ましては、協議または模索できればと思っております。 

 西部公民館からは以上になります。 

○安部委員長  ありがとうございます。小野館長。 

○小野北部公民館長  北部公民館も同様でして、もし郵送をやめる場合等につきまして

は、３館同時に調整して考えていきたいと思っております。あと、利用者懇談会などがご

ざいますので、そういったもので利用者の生の声も聞きながら、最適な利用方法を考えて

いきたいと考えてございます。 

 以上でございます。 

○安部委員長  ありがとうございました。 

○鈴木東部公民館副館長  経緯ということなのですけれども、４月のときの抽選、６月

分については、学習室ではなくて、外のベランダのところで抽選させていただいたという

経緯があります。部屋の中ですと、東部で登録団体、サークルさんが30団体いらっしゃい
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ますので、皆さんが集まったとき、ここの定員が今現在、半分の25人ということで、25人

以上は入れない状態になっていますので、実質的にここでは抽選がなかなか難しい。施設

貸出しのために集まっていただくということは、なかなか難しいという現状がありますの

で、そういった基準が緩和にならない限り、やはり３密にならない形で、郵送なり直接お

持ちいただくなりということで続けさせていただくしかないのかなと思います。 

 郵送でやり始めましたけれども、混乱なく、皆さん次も郵送だということで認識してお

られますので、事前に申込書のほうは提出いただいています。今の体制で順調な受付はで

きているのかなと思いますので、当面の間は続けさせていただきたいと思っております。 

○安部委員長  どうぞ。 

○杉山委員  競合した場合の調整ということなのですが、何曜日の何時から何時までは

毎週取っている団体が多いかと思うのですけれども、調整の場合に、従来それでずっと取

ってきたのだということが考慮されるのか、それともとにかくバッティングした場合は、

いわゆる公民館のほうで全くしんしゃくなしにやるのか、団体同士の話合いができないと

いうことは、どういう調整をするのかちょっと聞きたいと思います。 

○安部委員長  鈴木副館長。 

○鈴木東部公民館副館長  バッティングした場合、平等性というのがありますので、抽

選ということでやらせていただくのですけれども、通常、サークルさんの活動日が決まっ

ていますので、例えば毎週水曜日だとかという活動日で、もしバッティングした場合、例

えば学習室が難しければ、和室だとかが空いていれば、そういったところでも活動ができ

る団体さんというのもこちらでは把握しておりますので、もしバッティングして駄目だっ

た場合は、そちらのほうを再度御案内する形で、原則、６日ですけれども、施設貸出しの

ときに漏れてしまった団体さんにすぐお電話を差し上げて、こちらの部屋でよろしいです

かということで確認させていただいて、よろしければそこを使っていただくといった調整

をさせていただいております。 

○杉山委員  何らかの考慮があるということですね。 

○鈴木東部公民館副館長  はい。 

○杉山委員  分かりました。 

○安部委員長  よろしいですか。ほかにございませんでしょうか。 

     （「なし」の声あり） 

 それでは、御意見、御質問がないようですので、(4)使用状況報告（令和２年１月～３
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月分）について、鈴木東部副館長から御説明をお願いいたします。 

○鈴木東部公民館副館長  それでは、使用状況報告、令和２年１月～３月分について御

報告いたします。資料４をお願いいたします。 

 初めに１月分です。２ページをお願いいたします。下から４行目、公民館ごとの合計欄

を御覧ください。東部公民館においては134単位、1,882人、西部公民館においては111単

位、1,406人、北部公民館においては195単位、2,029人の使用がございました。３館合計

で440単位、5,317人の使用でした。前年の１月と比較いたしますと、東部公民館では31単

位、225人の減、西部公民館では15単位、166人の減、北部公民館では３単位増で、159人

の減となりました。これらの理由ですが、東部公民館では官公庁や成人学習グループの利

用が昨年度と比べて減ったこと、西部公民館については成人学習グループの利用が昨年度

と比べて減ったことなどが主な要因と捉えております。北部公民館については、日常範囲

の増減と考えております。 

 次に、２月分です。４ページをお願いいたします。下から４行目になります。公民館ご

との合計欄を御覧ください。東部公民館においては164単位、2,058人、西部公民館におい

ては133単位、1,779人、北部公民館においては235単位、2,408人の利用がございました。

３館合計で532単位、6,245人の使用でした。前年の２月と比較いたしますと、東部公民館

では３単位、265人の減、西部公民館では７単位、60人の減、北部公民館では15単位の増

で、91人の減となりました。主な理由といたしましては、３館共通した理由となりますが、

先ほど御説明したとおり、新型コロナウイルス対策のため、２月22日から順次、公民館主

催事業を中止したことや、一部のサークルが活動を自粛したことが要因と考えております。 

 最後に、３月分です。６ページをお願いいたします。下から４行目の公民館ごとの合計

欄を御覧ください。東部公民館においては79単位、1,200人、西部公民館においては64単

位、952人、北部公民館においては161単位、1,517人の使用がございました。３館合計で3

04単位、3,669人の使用でした。前年の３月と比較いたしますと、東部公民館では118単位、

1,654人の減、西部公民館では77単位、1,001人の減、北部公民館では86単位、1,459人の

減となりました。これらの理由ですが、３月につきましても新型コロナウイルス対策のた

め、公民館主催事業を中止したことや登録団体などの利用団体が活動を自粛したこと、３

月28日から部屋の貸出しを中止したことが主な要因と考えております。 

 説明は以上でございます。 

○安部委員長  ありがとうございます。１月から３月の使用状況報告につきまして、何
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か御質問等ございませんでしょうか。なければ次のところでも。いかがでしょう。よろし

いですか。 

     （「なし」の声あり） 

 続きまして、資料５に基づきまして、使用状況報告（令和元年度分）ということで説明

をお願いいたします。鈴木東部副館長。 

○鈴木東部公民館副館長  それでは、使用状況報告、令和元年度分について御報告いた

します。資料５をお願いいたします。 

 ２ページになります。下から４行目の公民館ごとの合計欄を御覧ください。東部公民館

においては2,073単位、２万8,211人、西部公民館においては1,475単位、２万2,103人、北

部公民館においては2,668単位、２万9,004人の使用がございました。３館合計で6,216単

位、７万9,318人の使用でした。前年度と比較いたしますと、東部公民館ではマイナス182

単位、3,402人の減、西部公民館ではマイナス161単位、2,050人の減、北部公民館ではマ

イナス２単位、2,468人の減となりました。３公民館共通した要因といたしましては、先

ほど御説明したとおり、２月22日から順次、公民館主催事業を中止したことや、登録団体

などの利用団体が活動を自粛したこと、３月28日から部屋の貸出しを中止したことが主な

要因と捉えております。 

 その他の減少要因といたしましては、東部公民館では演劇の発表会前に集中的に使って

いた団体の利用が減ったことや定期的に使っていた音楽サークルの利用がサークルの先生

の都合で減ったことなどによるものと考えております。西部公民館では、音楽サークル２

団体の利用が減少したことが減員要因と捉えております。北部公民館では、会員数が多い

子ども連絡会や健全育成の施設利用が減ったためと考えております。 

 説明は以上です。 

○安部委員長  ありがとうございます。それでは、年間の使用状況報告につきまして、

御質問等ございませんでしょうか。 

     （「なし」の声あり） 

 それでは、質疑なしという声がありますので、次へ移りたいと思います。 

 続きまして、資料６に基づきまして、公民館事業報告（令和２年１月～３月分）につい

て、各公民館長から順次お願いいたします。早野東部公民館長。 

○早野東部公民館長  それでは、資料６を用いまして御説明いたします。なお、(3)で

報告させていただきましたとおり、新型コロナウイルス感染防止、拡大防止の観点から、
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令和２年２月22日以降に実施を予定していた各種事業等につきましては順次、中止とさせ

ていただきました。個々の報告については省略をさせていただきますので、御承知おきく

ださい。 

 それでは、１ページをお願いいたします。初めに、東部公民館です。青少年教育の東部

ジュニア教室Ⅴ「“かがく”にふれる～みてみよう！じっけんとかんさつ～」は、３歳以

上の幼児と小学校低学年の児童、その保護者を対象とした科学教室となります。参加費は

１人100円です。講師に～travelling museum～博物倶楽部のメンバーの方々をお招きし実

施いたしました。身の回りの不思議な現象や生き物に触れてもらい、科学への関心の芽生

えにつなげることを目的に実施しました。科学という分野、土曜日の開催ということもあ

り、当日はふだん来館する機会の少ない父親の姿も見られました。参加者からは、身近な

ものを使った実験でとても楽しかったや、とても楽しかったです、家に帰ってやってみま

すなどの御意見が寄せられました。 

 次に、東部ジュニア教室Ⅵ「親子でつくろう！オリジナルフルーツ大福」は、小学校１

年生以上の児童とその保護者を対象とした調理実習となります。参加費は１組500円です。

講師は、料理研究家の小高富士子さんです。火を使わずにレンジで簡単にできるフルーツ

大福作りを通して和菓子に親しんでもらうこと、親子の絆を深めることを目的として実施

いたしました。講師がデモンストレーションを行いながら、あんこの種類、粉の特徴など

のレクチャー、和菓子に関するお話もしてくださり、大変好評でした。 

 次に、成人教育となります。初めに、東部コンサートⅡ「新春 箏はじめ 箏づくし」

では、小学生以上を対象に実施した箏のコンサートとなります。参加費は無料です。桐朋

学園芸術短期大学出身の箏演奏家・金子展寛さんに御出演いただき、伝統曲から洋楽まで

様々な楽曲を演奏していただきました。澄み切った箏の音色に心洗われるプログラムの中

には演奏体験のコーナーもあり、箏の魅力を余すことなく楽しむことができました。参加

者からは、なかなかお箏を聴く機会がないのでよかった、弾き方によって変幻自在の音が

出ること、指の動きの美しいことに驚きました、曲による変化の多様さに感心しましたな

どの感想が寄せられました。 

 次に、男性の料理教室「男を上げる大皿・パーティー料理でおもてなし」は、成人男性

を対象とした料理教室です。講師は、牧クッキングサロン講師の小島京子さんです。男性

の家事参加への意欲向上につながるよう、調理の基本を含め家族や友人に振る舞う冬の時

期ならではの大皿パーティー料理などのあったか料理を学ぶ機会としました。３回目は、
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記載のとおり中止といたしました。参加者からは、３回目開催できず残念です、和食と中

華を家で作って好評でしたや、次回洋食も期待していますなどの御意見をいただきました。 

 １つ飛びまして、東部市民講座Ⅷ「公民館の利用と活動の充実を学ぼう」は、地域への

貢献など、公民館利用団体のサークル活動のさらなる充実につなげることを目的に、公民

館利用団体、職員、市民を対象に実施しました。講師は、昭和音楽大学非常勤講師の小笠

原東生さんです。文化会館たづくり８階映像シアターで実施し、参加費は無料です。一般

21人、職員11人の参加となりました。参加者からは、公民館に少し光が当たってきた感じ

がしたや、一人一人の学び、課題から出発し、地域の一人一人の課題解決のための学習が

公民館の学習だと思ったなどの感想が寄せられました。 

 ２ページをお願いいたします。次に、東部公民館市民講座Ⅸ「武蔵野台地と立川断層」

は、武蔵野台地の成り立ちや立川断層について学び、防災面の知識を深め、緊急事態にも

冷静に対処できるようにすることを目的に実施いたしました。講師は、首都大学東京名誉

教授の山崎晴雄さんです。講師が作成した資料が充実しており、また、参加者の地形や地

震などへの関心も高かったのですが、最終回は記載のとおり中止となりました。参加者か

らは、住んでいる地域の地理、地質の知識を深めることができたや、武蔵野台地の地層と

歴史について理解しやすいように説明していただきましたなどの御感想が寄せられていま

す。 

 次に、一番下の成人学級「たけのこ会」は、東部児童館での読み聞かせなど、全３回の

活動を行いました。閉級式では、今年度の活動の振り返りと、来年度の公開講座の時期な

どの打合せが行われました。 

 ３ページをお願いいたします。初めに、高齢者学級「国語学習いろはの会」では、水上

勉の小説『五番町夕霧楼』と『高瀬川』の輪読後、意見交換を行いました。閉級式は、記

載のとおり中止といたしました。 

 １つ飛びまして、展示会となります。サークル展では、公民館の回廊スペースで東部公

民館利用登録団体「花の輪」の年賀状及び絵手紙の展示、「グループ・キャンバス」によ

るパステル画及び油彩画の展示を行いました。 

 ４ページをお願いいたします。２つ目の市民企画事業では、若葉学校地区協議会、総合

防災安全課、東部公民館の３者合同企画で防犯講座を実施しました。被害が拡大している

特殊詐欺について手口を学び、地域でできる対策をグループで話し合いました。 

 次に、団体育成としましては、利用者懇談会及び東部公民館利用団体連絡会の役員会が
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３月７日に行われ、東部地域文化祭の役員選出方法について話し合われました。また、東

部公民館からは、令和２年度東部公民館事業計画概要、印刷機操作講習会などについて説

明いたしました。 

 次に、広報につきましては、「東部公民館だより」を１月号から３月号まで各6,700部発

行し、小・中学校等に配布いたしました。 

 最後の会議内容につきましては、前回１月の公民館運営審議会の内容となりますので、

割愛させていただきます。 

 東部公民館からの報告は以上となります。 

○安部委員長  ありがとうございました。続きまして、神戸西部公民館長、お願いしま

す。 

○神戸西部公民館長  続きまして、西部公民館の１月から３月までに実施いたしました

事業について御説明をいたします。資料６、５ページをお願いいたします。 

 初めに、青少年教育では、子ども科学教室として「音ってなんだ？音を調べて実験して

みよう」を全４回で実施いたしました。講師は、毎年好評の仮説実験授業研究会会員の平

林浩さんです。学校の理科の授業ではなかなか取り組めないテーマを取り上げ、実験結果

を自分で予想し、学校の授業とは違った角度から学びます。保護者の方も見学しながら一

部参加し、音の仕組みや科学のおもしろさを大人も子ども実感していただきました。参加

者からは、コップと糸で話ができるのは驚きです、たくさんの人と糸電話で話ができるの

がすごい、また保護者からは、子どもには少し難しいかなと思うような話も身近なものか

ら分かりやすく説明していただき、いつも家に帰ってから自慢げに家族に話をしています

などの声が聞けました。 

 次は、子どもと大人の天文学教室として、「星の王子さまの天文レクチャー」を全２回

で実施いたしました。講師は、国立天文台准教授の縣秀彦さんです。今年度は、はやぶさ

２やブラックホールの話をしていただくとともに、館庭に望遠鏡を設置し、実際に観望も

行いました。小学生の参加者からは、今日のオリオン大星雲がすごかったです、これから

学校で星座を勉強するので頑張りますとの声や、ブラックホールの周りの空間がゆがむな

どを学ぶとともに、スケールの大きなお話で夢が広がりましたなどの感想が寄せられまし

た。 

 ２つ飛びます。成人教育です。防災講座といたしまして、「本所防災館に行って楽しみ

ながら防災体験をしよう！」を実施いたしました。台風19号を通じて、避難などの経験も
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踏まえ、都市型水害を安全に体験する中で、改めて防災について考えていただく機会とい

たしました。参加された方からは、暴風雨体験では息もできなかった、改めてすごさが分

かった、地震体験では恐怖を感じた、家族で話してみたい、また、煙の中で暗くて見られ

なかったけど出られてよかったと小学生からの感想もありました。 

 次は、環境講座「地球温暖化と私たちの未来～脱炭素社会へ向けて今できること」を実

施いたしました。講師は、国立環境研究所地球環境研究センター副所長の江守正多さんで

す。地球温暖化防止についての現在の状況や世界の動向を知り、未来のために市民として

何ができるかを考える機会といたしました。参加者からは、地球温暖化、気候変動、大変

危機を感じ未来を悲観的に考えていた、自分もできることをやる、また、エネルギーを得

る方法を大幅に変えることが重要で、意識改革が必要であると思われたなどの感想をいた

だきました。 

 おめくりいただきまして、６ページです。次は、美術史講座「画家の目を通して見る美

術史『静かな絵画』」、全３回です。講師は、画家で美術講師の下向惠子さんです。知る、

見る、語ると３回のそれぞれのテーマによる講座を通じ、講師の解説とともに作品を鑑賞

し、芸術作品に親しみ、理解を深める機会といたしました。参加者からは、いろいろな絵

画を見ることや構図の話は大変勉強になった、また、めったに見られないデンマーク絵画

を見るよい機会だった、講師と一緒に絵画を鑑賞できるのは何か聞きたいときに聞けるの

で参考になるなどの声が寄せられました。なお、３回目は中止となりました。 

 次は、体験教室「手話であいさつしてみませんか」です。この講座は、調布市社会福祉

協議会の出前講座により実施いたしました。単に手話のノウハウだけでなく、耳の聞こえ

ない人を理解するとても有意義な内容となりました。参加者からは、最近耳が遠くなり、

耳が聞こえない人のことを考えるようになり手話に興味を持つようになった、手話の技術

は大事だが、表情、ボディーランゲージ、気持ちが何より大切なのかなと思ったなどの声

が寄せられました。 

 次は、１つ飛びまして、世界の料理教室「身体の中から温まる 韓国料理に挑戦」です。

講師は、韓国食材店店長の康聖華（カン ソンファ）さんです。各国の料理を学ぶととも

に、その国の文化を理解する目的で行っており、最初に幾つかの韓国語のフレーズを、そ

の後に韓国の家庭料理を学びました。参加者からは、薬食同源、今タイムリーな献立でと

ても役に立ちそうです、また、子育て中ですが、初めて自分の時間が持てて楽しかったで

す、家でも作ってみようと思いますなどの感想がありました。 



- 14 - 

 

 １つ飛びまして、次に成人学級です。成人学級「ココラク」、その下「シャインマム」

では、子育て中の母親たちが料理教室や出前講座、家庭講座に参加するなど、それぞれに

学習に取り組みました。なお、一部につきましては中止となりました。 

 ページを送っていただき、７ページです。高齢者教育です。高齢者学級「チャレンジク

ラブ未来」では、館外学習や出前講座を通じて国際交流についての学習など精力的に活動

いたしました。一部につきましては中止となりました。 

 次に、家庭教育です。家庭教育講座Ⅱといたしまして、「中学生ってたいへん？保護者

はどんな心の準備をすればいいか聞いてみよう」です。講師は、調布市子ども・若者総合

支援事業（ここあ）学習支援コーディネーターの西牧たかねさんと自閉症スペクトラム診

断士の進藤美左さんです。これから中学生になる子どもを持つ保護者及び現中学生の保護

者を対象に、勉強や部活、生活で気をつけたいことなどを知ってもらい、安心して中学校

に進んでもらうことを目的とし、普通学級とともに特別支援学級についても触れました。

参加者からは、小５の息子がいます、子が発達障害で不安だったので中学の現実が知れて

よかったです、何かあればすぐ相談しようと思います、進路の多様化が知れてよかったで

すや、とても楽しく聞けました、中学校の様子が少しずつ見えてきました、人の顔を見て

話を聞く、面倒くさがらずに手を使うを目標にしていこうと思いました、中学校の通級に

も希望が持てましたなどの感想が寄せられました。 

 １つ飛びまして、次は展示会になります。ロビー展といたしまして、「年末年始を彩る

絵手紙『彩の会』ロビー展」を絵手紙サークル「彩の会」の協力をいただく中で実施いた

しました。時期である冬を感じさせる作品を中心に60点の絵手紙を展示いたしました。こ

んなふうに描けたらいいのにね、添えられた文字がすてき、からくりカレンダーが楽しい、

作ってみたいなどの声が寄せられました。 

 次のロビー展、「野山の食卓～旅作家が出会った小さな自然の恵み」です。写真を撮り

ながら山や野を歩いてきた旅作家・伊佐九三四郎さんの作品から18点の野草を紹介したパ

ネルを展示し、春の訪れと身近な植物から自然を感じていただきました。野草の名前は知

っていたけど、改めてよく理解ができましたとの感想が寄せられました。なお、ギャラリ

ートークは中止となりました。 

 ページを送っていただきまして、８ページです。次に、コンサートです。解説つき新春

ロビーコンサート「クラシックからジャズへ～サックスの魅力」です。解説は、日本大学

講師、音楽学者である小澤由佳さん、演奏はサックスを渡辺定路さん、ピアノは平田亞樹
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さんです。講師の解説とともに、サックスを中心にピアノの演奏も聴き、ヨーロッパを中

心とするクラシック音楽の発展の中で、アメリカ発のジャズ音楽がどのように発展してい

ったのかなどの解説がありました。参加された方からは、日曜日なので家族で参加できて

よかったです、解説つきライブで贅沢な時間でした、音楽から見たアメリカ、ヨーロッパ

の歴史の話がとてもおもしろかった、生の演奏を間近で聴けて迫力とエネルギーを感じた、

サックスの音色はやはりすばらしかった、ジャズの有名な曲が聴けてとてもよかったなど

の感想がありました。 

 次に、団体育成です。利用者懇談会として第２回利用者懇談会を開催し、登録団体の更

新手続などについて説明をいたしました。 

 また、利用団体連絡会役員会を２回開催し、臨時総会などについて検討をいたしました。 

 最後に広報です。「西部公民館長だより」を令和２年１月号から３月号まで各6,000部発

行いたしました。 

 西部公民館の説明は以上になります。 

○安部委員長  ありがとうございます。小野北部公民館長、お願いします。 

○小野北部公民館長  ９ページをお願いいたします。 

 初めに、成人教育です。市民の暮らし講座Ⅱ「文章上達にチャレンジ！～自分の言葉と

向きあってみよう～」を実施いたしました。講師は、日本語学研究者、東京学芸大学名誉

教授の荒尾禎秀さんです。講座では、文章を書く前の心構え、執筆中に自分でできるチェ

ックポイント、書いた後の最終チェックの話であったり、一般的に上手と言われる文章の

事例紹介や、看板や商品の説明書きの写真を見ながら、言葉や漢字の使い方について学び

ました。また、登録団体であります「調布自分史の会」会員５名がこの講座に参加いたし

ました。最終回の講座終了後に団体の活動案内を行いました。文章を書くことの講座の後

にそれを実践する登録団体からのサークルの勧誘に、参加者は興味を持って話を聞いてい

ました。今後も高齢化が進み、人数が伸び悩む団体に対して、こういった団体への勧誘の

機会をつくっていきたいと考えております。 

 次の文化教室Ⅴ「初めてのゴスペル」、講師は、ゴスペルシンガーの山根圭織さんです。

楽譜が読めなくても、英語が初めてでも参加可能で、初心者でも歌える曲を１曲マスター

して、最終回にピアニストの伴奏で仕上げる音楽教室でございます。教室の１回目に英語

の歌詞が比較的簡単でスローテンポな曲で基本的な発声練習をいたしまして、２回目にそ

の曲をマスターします。３回目には別のアップテンポな曲をマスターしましたが、最終回
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となる４回目は、コロナウイルスの関係で事業が中止となっております。この教室につき

ましては、申込み開始から１日で定員がいっぱい、キャンセル待ちという状況でございま

した。その後も申込み連絡が13件あるなど、大変人気がありました。保育つきの申込みも

あり、30代から高齢の方まで年齢層も幅広く、公民館事業に初めて参加した人が半数ほど

いました。 

 続きまして、１つ飛びまして、成人学級の「だいこんの花」では、北部地域の農家が生

産する野菜の収穫状況を調査した後、今年度は自分たちで公民館の敷地内で野菜を栽培し

て観察し、土づくりから収穫、調理し試食までの一連の流れを体験するなど、食をテーマ

にした学習活動を行いました。 

 10ページをお願いいたします。２つ目の事業、文化講演会「ふりかえれば、生きるヒン

トは地域・地元が教えてくれる」につきまして、今まで地域に関心のなかった市民に地域

に目を向けるきっかけをつくることを狙いに開催しております。講師は、元宇都宮大学教

授の廣瀬隆人さんです。講師から、前提を問い直すことの意味の説明がありました。例え

ば、全く意味を持たなそうなＱＲコードとかバーコードとかあるのですけれども、実は見

方を変えれば言葉になるなど、地域、地元の中にも見方を変えれば新しいものが見えてく

るのではないか、実は、地域には見方を変えると宝の山があるという説明がございました。

アンケート調査では、やや満足、大変満足と答えた参加者がほとんどでした。また、設問

５で具体的によかったところ、おもしろかったところを聞いたところ、地域に目を向ける

おもしろさや調布の魅力などの回答が多く、地域に目を向けるという狙いに効果的な講演

会であったと考えております。 

 次のいきいき講座Ⅰでは、「転ばないためのロコモ体操にチャレンジ！」を開催いたし

ました。全４回の教室で、講師は健康運動指導士・髙松光子さんです。加齢や生活習慣に

よって、骨、関節、筋肉などの運動器の働きが低下し、歩けない、立ち上がれないといっ

た日常生活に支障を来たす状態であるロコモティブシンドローム防止のための運動を実施

することで高齢者の健康増進に寄与いたしました。 

 次のいきいき講座Ⅱでは、「食べることは生きること～食べやすい調理方法を学ぼう～」

を実施いたしました。講師は、グループホームで調理師として勤務している工藤由美さん

です。高齢者施設での調理方法を参考に、御家庭でも簡単に作れる料理を教えていただき

ました。いつまでも好きな食事を安心して食べることを目的に開催しております。身近な

食材であるパンを使って食べ比べなどをいたしました。例えば、生の食パンとトーストし
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たものを比べたりとか、パンの耳がある状態とない状態を食べ比べたりとか、あとパンを

スープにつけたりジャムをつけたりして、様々な角度からパンを食べ比べてみました。参

加者からは、ふだんは気にしていなかったけれども、食べ比べると食べやすさの違いがよ

く分かったなどの話がありました。加齢とともに嚥下力が落ちることや、調理の仕方で食

べやすく、喉に引っかかりにくくなることを学んでございます。 

 次の10ページ下段から11ページ上段までは展示会ですが、北の杜ギャラリーとして、開

館30周年記念展示として４つのサークルの作品展と健全育成推進上ノ原地区委員会の企画

による「小学生書初め展」と「広島平和派遣ピースメッセンジャー メッセージボード巡

回展」を開催いたしております。 

 次に、団体育成ですが、北部公民館利用者団体連絡会の役員会を２回開催し、文化祭や

バス研修会の振り返り、次年度の公民館事業の予定などの協議が行われました。 

 また、サークル体験教室として「紙遊び体験教室」を開催したほか、陶芸サークル連絡

会を開催いたしました。 

 最後の広報ですが、「北の杜通信」１、２、３月号について記載のとおり発行してござ

います。 

 令和２年１月から３月分の事業報告の説明は以上です。 

○安部委員長  ありがとうございました。ただいまの１月から３月分の各公民館の事業

報告、事業内容について、何か御質問、御意見等ございませんでしょうか。清水委員。 

○清水委員  今、御報告を聞いていて、様々なジャンルの講座をやっていただいて、と

てもありがたいと思います。定員に対する申込み人数も、より多く、すごく活発な様子が

分かりました。特に私は小学校の教員ですので、科学に対する子ども教室、あるいは親子

の教室などをやっていただけることで子どもたちの科学を見る力が育まれるのだなという

ことはよく分かりました。どうしても学校の中ではできないこともあるかと思います。そ

ういうところをこれからもぜひやっていただきたいと思いました。 

 質問が２つあるのですが、１つ目は、すごく申込み人数が多いところが多かったのです

けれども、東部公民館の市民講座、２ページの上から３つ目、結果的には新型コロナウイ

ルス対策のため中止になってしまったのですが、ここだけが40人の定員に対してたった２

人しか申込みがなかったというところ、ペットのことなので、もっと興味があるのかなと

思ったのですけれども、これはコロナウイルスの影響なのかなと思うのですが、そこら辺

はどういったことだったのでしょうかということ。 
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 もう一点、北部公民館です。９ページ、成人学級の「だいこんの花」、実は３月25日、

ほかのところを見ると、３月のこの時期はほぼ中止になっているのですが、この会は実施

されているようなのです。これは参加人数が５人だから実施されたのか、そこら辺のこと

が何かありましたらお聞かせ願えればと思います。 

 以上２点、よろしくお願いします。 

○安部委員長  それでは、鈴木副館長。 

○鈴木東部公民館副館長  まず、最初にいただきました２ページの東部市民講座の申込

み人数が少ないとの御質問ですけれども、こちらについては、募集をかけていた途中の段

階で中止の判断をしたものですので、お２人申込みを受けたのですが、その後にすぐ、事

業については中止となりました。お申込みをいただいた方が２名で、その後は中止という

ことで受付をしなかったので、人数については最初に受けた２名の方だけになってしまっ

ています。 

○清水委員  分かりました。 

○安部委員長  もう一点、小野館長。 

○小野北部公民館長  「だいこんの花」でございますが、３月25日は確かに活動してご

ざいます。これにつきまして、１つは参加人数が少ない、定員も10人のところ５人という

ことで、ソーシャルディスタンスを保てるという判断でございます。あと、３月28日から

施設貸出しを中止しているのですけれども、ちょうどその前であったので、敷地内の草取

りであったり種まきということでしたので、活動も可能だろうという判断の下に活動して

ございます。 

 以上でございます。 

○清水委員  大丈夫だったのですね。承知いたしました。 

○安部委員長  よろしいですか。 

○清水委員  結構です。 

○安部委員長  杉山委員。 

○杉山委員  ３館共通で質問なのですが、３月になってから中止が多くなってきている

のですけれども、公民館の職員の方、こういう企画をして、講師と折衝して呼んできて、

いろいろ苦労して設定、設営したのができなくなって非常にストレスもたまっているので

はないかと思っていますが、この中止を糧にしてというのですか、今後、何か職員の方で

事業の企画とか、コロナ後変わったことがあるのかどうか、ちょっと聞きたいと思って質
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問してみました。 

○安部委員長  企画の内容ですよね。 

○杉山委員  企画の内容というかやり方。一生懸命やったけれども駄目だったのを今後

どのように生かしていくかとか、そういうことを聞かせていただければと思います。 

○安部委員長  では、それぞれお願いします。鈴木副館長。 

○鈴木東部公民館副館長  公民館事業の企画につきましては、各公民館に２名ずつ企画

をする専門職員がいまして、主にその職員が中心に企画していました。今回コロナウイル

スで中止にならざるを得ない部分がありまして、ここに載せている事業につきましても、

そのうちの一部なのです。これは広報して募集をかけ、その後中止になったものを載せて

います。ですので、企画して広報に載る前に中止になったものについては、この中にも載

せていない事業も幾つもあります。 

 専門員も企画をしてもコロナの関係で実施できないかもしれないという中で、なかなか

モチベーションを保つのが大変だったと思うのですけれども、コロナのときに限ってでき

る事業は何なのかということで、それぞれの館がアイデアをめぐらせて、なるだけ３密に

ならないような事業はできないものかということで、いろいろ企画しております。 

 ４月、５月は中止になってしまったのですけれども、次回報告させていただく事業でも、

公民館に集まらないでクイズ形式でやって、クイズの答えを持ってきていただくとか、そ

ういった３密にならないで、こちらに来ないでできる事業とか、いろいろアイデアを出し

ながら、企画しながら、工夫を凝らしながら何とか続けていきたいと思っています。また、

部屋の人数が制限される中で、少ない人数でも利用者の方に満足いただけるような事業を

企画しようということで、時間を短くして人数を入れたりとか、３密にならないよう時間

をずらして、短期間でできるような企画をするだとか、３密にならないよう工夫を凝らし

た事業を主に企画しております。 

 以上でございます。 

○安部委員長  神戸館長。 

○神戸西部公民館長  西部公民館におきましても、年度末にかけまして、ざっくり９本

の事業が中止となりました。その時点では中止となったのですけれども、講師と話を進め

る中では、延期でどうかといったこともありまして、今回は中止と御報告申し上げた事業

も、新年度では実施できたものも何本かございます。 

 やはり西部公民館におきましても、専門員が中心となって事業を検討して進めていると
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ころです。実際、話を聞くと、やはり事業の中止がどんどん決まっていく中で、専門員も

何となく元気がなくなってきたところがありまた。６月になって事業が再開できるように

なって、また元気が出てきたこともあり、前より明るくなった、そんな話をしたことがあ

ります。どんどん事業が中止になっていくときは、せっかくいろいろなことを考えて企画

してきたものが一気にできなくなったのは本当にショックが大きかったと改めて話をもら

いまして、こちらもそこまで考えが及ばなかった、すみませんでしたという会話もしまし

た。やはり事業ができること、その環境があるということは、職員にとっても非常に大き

なもの、明るく楽しく仕事ができる、という話をすることができました。 

 また、今後におきまして、ソーシャルディスタンスなど、守るべき基準が新たにできて

おりますので、それらを踏まえながら、事業を今後検討していくことになると思いますけ

れども、これまでと大きくは変わらず、進めていくことはできるかなと思っております。 

 西部公民館からは以上です。 

○安部委員長  ありがとうございます。小野館長。 

○小野北部公民館長  北部公民館でも２月22日以降、２つの事業の一部中止、４つの事

業が中止または延期となりました。そのうちの１つでございますが、昼下がりのリラック

スヨガというものは、８月に改めて。定員は２分の１になるのですけれども、再度募集し

てやる形になってございます。 

 あと、様々な影響でございますが、例えば６月５日、12日、19日で歴史講座「織田信長

と明智光秀」をやったのですけれども、これは定員が18名、従来ですとその倍の定員でや

るのですが、18名になっております。申込みについては、初日ですぐいっぱいになって、

その後も何人も申込みがあったということで、やはり定員を半数以下にしている影響は否

めないところでございます。 

 そのほかに今後の影響といいますか、夏休みに通常、子どもを対象にいろいろな科学教

室だったりとか、そういった事業を毎週土曜日を中心にやっていたのですけれども、夏休

み自体が短縮になるということで、それについては今回、去年まではあまりなかったので

すが、日曜日にやったりという形で事業の実施日を工夫して、あと実施回数を従来２日間

でやっていたものを１日でやるという形にしながら、夏休みには子どもの事業を実施でき

たらと考えてございます。 

 以上でございます。 

○安部委員長  ありがとうございます。よろしいですか。ほかにございませんでしょう
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か。田中さん。 

○田中（國）委員  個々の事業については特にないのですけれども、先ほどもお話にあ

ったように、なかなかおもしろい企画をしていただいて、中止になるというのは本当に残

念でありますし、将来また同じ企画でやっていただきたいと思います。 

 その際に１つ、将来的な、コロナの関係で見通しが立たない部分があるのですけれども、

例えば市報とかに発表して、それから募集をかけて、実際に事業が行われるというタイム

ラグというのでしょうか、それが１、２か月できてしまうと思うのです。それをもうちょ

っと短縮して、集まる人数が少なくなってしまう可能性もあるかもしれないのですけれど

も、何かもうちょっと募集と実際の事業の間隔が短縮できないものかなと思うのですが、

いかがでしょうか。 

○安部委員長  はい、鈴木副館長。 

○鈴木東部公民館副館長  市報につきましては、締切りの日が大体１か月前、そこまで

に原稿を入れなければいけないというのが全庁的に決まっております。ですので、そこか

ら校正の期間がありますけれども、最終校正がそれから数日ありますが、そこの最終校正

が終わってしまいますと、どうしても直せないことになってしまいますので、今回、特に

４月、５月は、事業は全て中止という市の方針が出ましたので、どうしてもタイムラグが

出てしまって、市報に載せてしまった後に中止にせざるを得ない状況もありました。それ

を見た方については申し訳ないと思います。再度、公民館だよりなどにおいても、事業に

ついては全て中止という文言を入れたり、あるいはホームページなどを使いまして、４月、

５月の事業は中止になりましたというお知らせはしております。 

 どうしてもタイムラグは、市報もそうですし、公民館だよりも締切りがありますので、

そういったところで出してしまった後に中止せざるを得ないものが現実として幾つかござ

いました。間に合うものについては、広報課と調整しまして取り下げができたものもあり

ましたけれども、できないものについては、そういう形で載ってしまったものも幾つかあ

ります。 

 以上です。 

○安部委員長  ちょっとその件なのですけれども、確かに公民館だよりに載っているも

のは全部中止とか、残念なことになっていたと思うのですが、一方で、行われるというう

わさも聞いたりして、ホームページを見ても掲載されていなかったということもあるので

す。なので、ちょっとそこら辺はタイムラグ、紙ベースのものではなくて、ホームページ
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等も活用しながら、もう少し、この講座は申込みを今後受け付けますとか、これは復活し

てやりますとかというようなこともできると思うので、広報媒体としてホームページはも

う少ししっかりと活用してもらいたいと思います。私も見たのですけれども、載っていな

い。中止になったことも載っていないということがありましたので、今の御説明とはちょ

っと違うかなと思います。その辺のところは俊敏に対応していただければと思います。早

野館長。 

○早野東部公民館長  今、委員長がおっしゃった内容でございますけれども、急な中止

となって、誰にお知らせしなくてはいけないかというと、やはり申し込まれた方でありま

すので、それについては、公民館は中止の判断をしたら電話ですぐに御連絡させていただ

いています。ただ、委員長がおっしゃったように、ホームページでも広く情報を公開する

という意味では、適切に対応してまいりたいと思いますので、御了承いただければと思い

ます。 

○安部委員長  田中委員。 

○田中（國）委員  その件なのですけれども、これは市のセキュリティー上の決まりが

あるのかもしれないのですが、例えば東部なり西部なり北部なり、別々でも一緒でも構わ

ないのですが、Facebookとか、LINEグループは違うのかな、そういったすぐに情報が出せ

るような媒体というのは不可能なのでしょうか。 

○鈴木東部公民館副館長  Facebookも講座によっては活用するような形で、Facebookの

ほうが早いですので、そういった形で活用している事業もございます。 

○田中（國）委員  事業ごとということですか。 

○鈴木東部公民館副館長  そうですね。全てではないですけれども、活用した経緯もあ

ります。 

○安部委員長  早野館長。 

○早野東部公民館長  恐らくFacebookという媒体は、市でも使っております。大体ホー

ムページで情報を流す依頼をかけるときに、同時にFacebookでも流さないのかなどという

ことで広報課ともやりとりをして、それから流すような形になっていますので、同じよう

なタイミングです。Facebookで流すことによって、使い方としては対象者をどう考えるか

というところもあると思うのです。Facebookですと、昔は若い方寄りという考え方があっ

たのですけれども、対象者も考えながら、いろいろな広報媒体を選んで呼びかけていくと

いう考えは持っているところです。 
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○安部委員長  田中委員、いいですか。 

○田中（國）委員  対象者というのは難しくて、基本的にFacebookは、主にスマートフ

ォンなどに○○公民館の電話番号と載っていれば、そこの発信したものを自分で取りにい

く感じで登録しなければ見られないわけですよね。登録するかしないかは個人の勝手なの

ですけれども、意識の強い人はそういうのがあるのかな。 

○小野北部公民館長  すみません、Facebookと言ったのですけれども、多分Twitterで

すね。Twitterなどは情報量が限られているのですけれども、委員がおっしゃるようにタ

イムリーに、紙媒体、ホームページより、より最新の情報を伝えられることがありますの

で、そこは広報と協力しながら、Twitterもうまく活用しながらＰＲしたいです。 

○田中（國）委員  例えば、こういう事業を行いますというときに、中止等の連絡はTw

itterでも配信していますという一行があってもいいのかなと思いました。 

○安部委員長  ありがとうございました。ほかにございませんでしょうか。小林さん。 

○小林委員  １点お伺いしたいことがあります。保育についてなのですけれども、これ

はその事業に対して保育を利用したいという方がいらしたときに、実際、具体的に何回か

あったときに利用するかしないかという形になるのでしょうか。ちょっと難しいのですけ

れども、その事業をやったときに保育利用のあるなしにかかわらず、常に保育の準備をし

ているということではなくて、あらかじめ申込みをしたときに保育ができるという形に…

…。 

 例えば、３回なら３回、具体的に９ページの最初のほうに北部公民館さんのほうで成人

教育、市民のくらし講座のほうと文化教室で携わっていらっしゃるのですが、ゼロという

のが出てくるのが、ちょっとどういうことなのかなと思いまして、お教えいただけたらと

思ったのです。事業を受けたいという方の中にお１人、保育をお願いしたいということで

事前にお申込みいただいている方が、例えば上の段ですと、２月４日はゼロというのは、

その方が来られなくなったのでゼロという形で、１と３は１がついていますのでいらっし

ゃれて、保育をお願いできたということなのですか。ちょっとこちらもよく分からないも

ので、意味が通じるかどうか分からないのですが。 

○安部委員長  小野館長。 

○小野北部公民館長  「文章上達にチャレンジ！」につきましては、保育つきで事業を

募集してございまして、うちのほうでは申込み順に５人まで保育となっています。小林委

員のおっしゃるとおり、保育につきまして初日と３回目につきましては、保育を申し込ん
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だ方が来られたということで、たまたま２日目については、そういった方が欠席になった

ということでゼロになっている状況でございます。 

 以上でございます。 

○安部委員長  鈴木副館長。 

○鈴木東部公民館副館長  保育つきの事業にするかどうかは、企画の段階で練りまして、

主に若いお母さん、お子さんを対象に保育している間にお母さんが勉強するような形の企

画をしたときに保育つきということで募集するような形にしております。ですので、全て

の事業がそういう形で保育つきで行われないのですけれども、それぞれの館に保育室がご

ざいますので、なるたけ保育つきの事業については、東部は今後増やしていきたいと考え

ております。 

○小林委員  分かりました。ありがとうございました。 

○安部委員長  ほかにございませんか。 

 平野委員から、２ページ、東部公民館の東部市民講座Ⅸ「武蔵野台地と立川断層」とい

う講座の内容がとてもよいと思いましたと。このような市民講座で土砂災害警戒区域とし

て指定された場所、昨年指定されているそうですけれども、ここ東部地域もそうなのです

が、国分寺崖線沿いが多いということもあるので、やはり住民として心構えや知識を得ら

れるような機会が講座としてもあるといいと思いますという御感想と御意見をいただいて

います。平野委員は公務の関係で早退されましたので、そのようなメモを残されています

ので、皆さんに御報告いたします。 

 ほかにございませんか。小西委員。 

○小西副委員長  さっき説明をしていただいたのですけれども、ちょっと聞き漏らした

のか、抜けていたような気もするのですが、西部公民館の６ページの一番下、成人学級の

中で「選挙について知ろう」という講座があるのですが、今、ちょうどたまたま選挙期間

中でもあるのですけれども、これについてどんな内容だったのか、先ほど御説明がなかっ

たような気がしたのですが、ありましたっけ。もう一回お願いします。 

○安部委員長  神戸館長。 

○神戸西部公民館長  先ほどの成人学級の中では、ここの説明は省略させていただきま

したが、こちらにつきましては、成人学級の皆さんからの要望で、今回は選挙について知

ろうということで、選挙管理委員会より次長さんをはじめ３人の方に来ていただきまして、

例えば選挙のキャラクターの名前はめいすいくんと、そういったところから、選挙につい
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て勉強していったといったことでした。 

 選挙にかかる決算額が平成30年度であればおおよそ7,000万だったとか、市民１人当た

りに換算すると300円、４人家族で1,200円、そのようなことを知ることができたというよ

うな報告をもらっています。また、どちらかというと選挙全体的なお話であったというこ

とであるのですけれども、昭和21年から二十歳以上の男女、また女性に選挙権が与えられ

たということも、このメンバーの方からすると驚きというか、そういったことも学習され

たというようなことを報告として受けているところであります。 

 雑駁ですけれども、そのような形で選挙について知っていく、選挙について興味を持っ

ていくということを学ばれたと聞いております。 

 以上です。 

○小西副委員長  分かりました。私は、例えば投票とか開票とか選挙運動とか、いろい

ろな分野があるのですけれども、そういうことで、ふだん一般市民の人がなかなか知らな

い部分についてお話があったのかなと思って聞いたのですけれども、今のお話だと、むし

ろもっと歴史的な話とか、１年に１回ぐらい選挙がありますけれども、実際の選挙をやっ

た場合のいろいろなお話ではなかったのですね。 

○神戸西部公民館長  詳細については、書いていないところもありますが、こちらの選

挙について知りたいという思いとともに、選挙管理委員会の皆さんも、その意味ではこの

ような出前講座の機会を通じて、選挙についての啓発的な内容も含まれていたとは伺って

いるところであります。選挙についていろいろな話を聞くことで興味を持つ、そういった

内容になっていたとのことです。 

 以上です。 

○小西副委員長  結構です。 

○安部委員長  ありがとうございます。ほかにございませんか。 

     （「なし」の声あり） 

 そうしましたら、次の事業報告(7)事業報告（令和元年度分）について、資料７です。 

○早野東部公民館長  それでは、資料７を用いて御説明いたします。 

 市内公民館３館では、昨年度に引き続き、地域ニーズに基づいた事業や地域の魅力をテ

ーマとした事業を地域団体等と連携しながら実施してまいりました。なお、新型コロナウ

イルス感染拡大防止の観点から、令和２年２月22日以降に実施を予定した各種事業等につ

きましては、順次中止させていただいております。 
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 １ページをお願いいたします。初めに、東部公民館となります。青少年教育では、プロ

グラミングや星空観察、将棋、科学に触れる実験など、様々な事業を小・中学生や保護者

が参加できるよう東部ジュニア教室として開催いたしました。 

 ２ページから７ページまでの成人教育と高齢者教育では、日常生活の充実につながるよ

う、音楽や食事、健康などをテーマに実演、体験を交えた教室を開催したほか、自然、歴

史、芸術など幅広いテーマを題材として講座を実施いたしました。 

 10ページに移りまして、市民文化祭に記載がありますとおり、日頃公民館で活動する団

体の学習成果の発表と地域交流を目的に、東部地域文化祭を開催いたしました。 

 また、11ページ記載の市民企画事業では、地域の皆様と連携し、防災座談会や防犯座談

会を開催いたしました。 

 14ページにまいりまして、３館合同事業では、「人生百年時代、生き方の秘訣」と題し

た講演会をたづくり12階大会議場で開催し、多くの方に御参加いただきました。 

 東部公民館につきましては、以上でございます。 

○安部委員長  神戸館長、お願いいたします。 

○神戸西部公民館長 続きまして、西部公民館事業につきまして報告をいたします。資料

の15ページをお願いいたします。西部公民館におきましても、新型コロナウイルス対策の

ため中止となった事業もありますが、地域文化祭をはじめ各種講座を実施いたしました。

その主立った事業について説明させていただきます。 

 青少年教育では、子どもを対象とした体験教室として、プログラミング体験、料理体験

としてそば打ち体験、科学教室では音に関するテーマなど、学校とは違う角度から学びを

体験する機会になりました。 

 おめくりいただきまして16ページです。成人教育になります。歴史、福祉や音楽、17ペ

ージの環境などの講座を実施し、そして下段のほうでは体験教室として和菓子作りや手話

の体験教室、おめくりいただきまして18ページ冒頭の体験教室、世界の料理教室等を実施

いたしました。また、その下、成人学級では多様な分野に取り組みまして、幅広い学びの

機会を提供することができました。 

 19ページ下段になりますが、高齢者教育では、シニアを対象とした講座を展開し、高齢

になっても地域の中で健康で生き生きと暮らすために必要な知識を学ぶ、シニアの生き方

を考える機会といたしました。 

 おめくりいただいて21ページ真ん中、家庭教育では、子育ての不安や悩みの軽減、地域
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での仲間づくりの一助となるように、子育て中の保護者の方などを対象に、家庭教育講座

や子育てセミナーを実施いたしました。 

 そのほかにも展示会、市民文化祭、平和事業、団体育成等に取り組みました。 

 西部公民館からは以上となります。 

○安部委員長  ありがとうございます。小野館長、お願いします。 

○小野北部公民館長  続きまして、北部公民館です。28ページをお願いいたします。 

 令和元年度の北部公民館は、開館30周年の節目の年となり、地域文化祭などで様々な記

念事業を開催するとともに、青少年を対象とした体験教育、地域団体とともに企画した講

座や教室、講演会などを実施いたしました。主な内容について御説明させていただきます。 

 まず、28ページから29ページにかけての青少年教育事業では、夏休みを中心に子どもの

陶芸教室、科学教室、工作教室を開催し、ものづくりの楽しさであったりおもしろさを多

くの子どもたちに体験していただきました。 

 次の29ページから32ページにかけての成人教育事業では、歴史、健康、市民の暮らしの

講座や、ちょうど30ページ中段になりますが、北の杜講座では地元の地区協議会との共催

事業として盆踊り実習などを開催いたしました。また、文章の基本的な書き方を学ぶ入門

教室をはじめとした市民の暮らし講座なども開催し、幅広い年代の方に参加していただき

ました。 

 次、おめくりいただきまして33ページの上段でございます。高齢者教育の事業ではロコ

モ体操や料理教室などを開催させていただきました。33ページ中段以降の家庭教育事業で

は、２歳から３歳児向けのダンス教室であったり、小学生の心を育てる講座、家庭教育コ

ンサートなどを開催いたしました。 

 続きまして、おめくりいただきまして34ページ、国際理解教育でございますが、こちら

につきましては、中国とアフリカをテーマに国際理解の講座を開催いたしました。 

 34ページから36ページにかけての展示会では、開館30周年記念として年間を通して活動

サークルの展示会を開催したほか、地域文化祭の開催期間には、我らがＦＣ東京パネル展

を開催いたしました。 

 おめくりいただきまして36ページから37ページにかけての市民文化祭では、開館30周年

を利用者団体や地域の皆様とお祝いし、交流促進するイベントを開催いたしまして、昨年

よりも多くの来場者となりました。 

 令和元年度４月から３月分の事業説明は以上でございます。 
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○安部委員長  ありがとうございました。ただいまの令和元年度事業報告につきまして、

何か御質問、意見等ございませんでしょうか。田中委員。 

○田中（國）委員  今、ちょうど元年度ということで１年分の事業を見させていただい

たのですが、これから気になることが１つだけありまして、館長お三方への質問というよ

りは、むしろ清水先生にお聞きしたいのですが、この事業を見ていますと、夏休みに体験

の講座がいっぱいあって、通常、小学生などは夏休みの自由研究というのが宿題に出ます

よね。けれども、今年の場合は夏休みも短くなって、またこの８月に公民館でのそういっ

た事業ができるかどうかということも分からない中で、学校のほうとして、この夏休みは

どのようにお考えなのかというのをちょっとお聞きしたいと思います。 

○安部委員長  清水委員。 

○清水委員  学校のほう、特に小学校は、夏休みが８月８日土曜日から２週間しかあり

ません。７月下旬から８月７日までの暑いときも学校で授業をやるような状況になります。

まだ全部の小学校ではっきりと決まったわけではないのですが、見通しとしては、やはり

宿題を今までと同じような状況では出せない。自由研究といっても、じっくり自由に研究

しましょうというには、あまりにも短すぎる。当然、休みの期間なので家族の行事もある

ということも考えると、それほど宿題は出さずに、自由研究があるから公民館を利用しよ

うというよりも、自分の興味を持っていろいろなことをやっていく。必ずしも宿題ではな

く、休みの中でやれればという程度に考えています。 

○田中（國）委員  ありがとうございます。 

○安部委員長  ありがとうございました。何か御意見ございませんか。よろしいですか。 

     （「なし」の声あり） 

 では、次に(8)社会教育委員の会議第５回について、あと(9)社会教育委員の会議第６回

について、一括で説明をお願いいたします。鈴木東部副館長。 

○鈴木東部公民館副館長  それでは、令和元年度調布市社会教育委員の会議第５回定例

会及び第６回定例会について、一括で御報告いたします。資料８をお願いいたします。 

 社会教育委員の会議第５回定例会は令和２年１月28日火曜日、午後３時から教育会館20

1会議室で行われました。議題につきましては、記載のとおりでございます。 

 なお、当日は公民館運営審議会第１回定例会と日程が重なったため、事務局の出席はあ

りませんでした。 

 初めに、２、議題(1)協議事項では、11月24日に調布市グリーンホール小ホールで行わ
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れた令和元年度東京都市町村社会教育委員連絡協議会第５ブロック研修会などの結果など

が話し合われました。 

 続いて(2)報告事項では、12月24日に三鷹市で行われた東京都市町村社会教育委員連絡

協議会交流大会や令和３年度関東甲信越静社会教育研究大会東京大会実行委員会令和元年

度第３回実行委員会などの報告がありました。 

 続きまして、令和元年度調布市社会教育委員の会議第６回定例会について報告いたしま

す。資料９をお願いいたします。 

 第６回定例会は新型コロナウイルス感染症が拡大している状況を受け、集会での開催は

中止とし、書面送付による開催を行ったとのことです。 

 １、議題(1)令和２年度事業計画（案）の説明では、公民館事業計画（案）、図書館事業

計画（案）、郷土博物館事業計画（案）、武者小路実篤記念館事業計画（案）、社会教育課

事業計画（案）、各案の決議を書面のやりとりで行ったとのことです。 

 (2)報告事項、(3)その他は、次第のとおりです。 

 報告は以上となります。 

○安部委員長  ありがとうございます。ただいまの報告につきまして何か御質問等ござ

いませんでしょうか。 

     （「なし」の声あり） 

 それでは、ないということでありましたらば、第２回定例会の日程につきましては全て

終了いたしまして、続きまして、第３回定例会の日程について、報告からお願いいたしま

す。 

 日程第１、使用状況報告（令和２年４月～５月分）、(2)事業報告（令和２年４月～５月

分）について、東部副館長から一括で説明をお願いいたします。 

○鈴木東部公民館副館長  それでは、使用状況報告（令和２年４月～５月分）と事業報

告（令和２年４月～５月分）を一括で御報告いたします。資料１及び資料２をお願いいた

します。 

 ４月及び５月につきましては、休館中となるため、資料１に記載のとおり公民館諸室の

貸出しはありませんでした。全てゼロなっております。また、公民館事業につきましても

実施がありませんでした。 

 資料２に記載している事業につきましては、市報や公民館だよりなど、広報をした後、

中止になった事業を掲載しております。 
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 説明は以上になります。 

○安部委員長  ありがとうございます。それでは、今の報告についての質問等はござい

ませんよね。よろしいですよね。 

     （「なし」の声あり） 

 次に、報告事項(3)社会教育委員の会議（令和２年度第１回）について、鈴木東部副館

長。 

○鈴木東部公民館副館長  それでは、令和２年度調布市社会教育委員の会議第１回定例

会について御報告いたします。資料３をお願いいたします。 

 第１回定例会は新型コロナウイルス感染症が拡大している状況を受け、集会での開催は

中止とし、書面送付による開催を行ったとのことでございます。 

 １、議題(1)協議事項では、令和２年度調布市社会教育関係登録団体活動事業補助金の

申請団体について書面での決議を行ったとのことでございます。(2)報告事項、(3)その他

は、次第に記載のとおりでございます。 

 報告は以上です。 

○安部委員長  ただいまの報告につきましては、何か御質問等ございますでしょうか。 

     （「なし」の声あり） 

 なければ、日程第２、審議事項に移りたいと思います。本来ならば、４月に利用団体登

録を行わなければいけないということだったと思うのですけれども、延び延びになりまし

て、審議事項として(1)令和２年度公民館利用団体登録（更新）、資料４について説明をお

願いいたします。 

○鈴木東部公民館副館長  令和２年度公民館利用団体登録（更新）について御説明いた

します。まず、参考１をお願いいたします。 

 公民館利用登録団体の更新の根拠となりますのは、調布市公民館利用団体の登録及び援

助に関する規則でございます。裏面になります。規則の第５条第２項により、２年に一度

更新の手続を行うこととなっております。 

 それでは、資料４をお願いいたします。初めに、東部公民館です。１ページから２ペー

ジにかけまして、30団体の更新申請がありました。会員数の合計は477人となっておりま

す。前回の更新時と比較しまして、団体数の増減はございませんが、会員数は25人減少し

ております。 

○安部委員長  トータルはないのですか。 
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○鈴木東部公民館副館長  トータルはございません。 

 次に、西部公民館でございます。３ページから４ページにかけまして、33団体から更新

の申請があり、会員数の合計につきましては501人となります。前回の更新時との比較で

すけれども、団体数は１団体の減、会員数につきましては24人の減となっております。 

 最後に北部公民館でございますが、５ページから６ページにかけまして、更新予定の団

体数といたしましては25団体、会員数は383人でございます。前回の更新時と比較いたし

ますと、団体数は３団体の減、会員数につきましても37人の減となっております。 

 団体数減少の要因ですけれども、会員の高齢化等に伴い、会員数が減少し、活動の継続

が難しくなったといったところが主な要因となっております。 

 説明は以上です。よろしく御審議の上、御承認いただきますようお願い申し上げます。 

○安部委員長  今の説明で、高齢化で活動が難しくなったというのは、３館全ての現状

ということでいいのですか。 

○鈴木東部公民館副館長  減少している団体からの聞き取りをいたしまして、やはり高

齢化に伴って会員数が少なくなったところが主な要因となっておりました。 

○安部委員長  分かりました。ありがとうございます。ただいまの登録団体の一覧で、

今回は２年に一度の更新ということで御承認をいただきたいと思いますけれども、何か御

質問、御意見等ございませんでしょうか。 

 今回は更新なのですけれども、新しく団体登録をされるときにはまた審議されるのです

が、ちょっと私、質問です。成人学級が各館減少してきていると思うのですけれども、学

習サークルの減少について、なるべく支援をしてあげてほしいと思うのですが、いかがで

しょうか。早野館長。 

○早野東部公民館長  サークルではなくて成人学級のほうですか。 

○安部委員長  成人学級のほうです。ごめんなさい、団体登録とはちょっと違うのかな。 

○早野東部公民館長  団体登録の前段階で、公民館のほうからいろいろ支援を受けなが

ら事業を継続できるという成人学級、高齢者学級という制度がございます。その学級をつ

くるためには、どのようなつくり方があるか。人を学級として組織化するわけですけれど

も、組織化するためには、いろいろな講座ですとか教室に来ている方、リピーターに個別

にお声をかけていく必要がございます。 

 様々な参加者の興味を引く事業等を行いながらリピーターが増える、そのリピーターが

学級につながるような活動をしていく必要があるのかなとは思っております。委員長おっ
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しゃるとおり、学級をつくるのは並々ならぬ継続的な努力が必要なのかなと考えておりま

す。 

 以上です。 

○安部委員長  ぜひ支援のほう、よろしくお願いいたします。神戸館長。 

○神戸西部公民館長  西部公民館からも御報告申し上げます。 

 西部公民館におきましては、成人学級としては今年度２団体、高齢者学級が１団体とい

うことで、合計３団体活動しております。活動数につきましては、令和元年度と同じく、

成人学級の１団体は活動が終了したのですけれども、新たに他の１団体の活動が始まると

のことで、成人学級２学級、高齢者学級１学級で、７月を迎えてようやく令和２年度の活

動が始められているところです。 

 学級につきましては、西部公民館では子育てセミナーという取組がありまして、学級に

発展していくという形があります。今後につきましても、成人学級ないし高齢者学級につ

きまして、学級が組めるよう事業を進めていきたいと思っております。 

 以上です。 

○安部委員長  ありがとうございました。小野館長。 

○小野北部公民館長  北部公民館でございます。 

 成人学級１つ、先ほど事業報告させていただいたのですけれども、今年度につきまして

は、会員の方の高齢化もあるのですが、やはりコロナが心配で学級に来られないという方

が多くいらっしゃいました。当初は申請する予定だったのですけれども、活動できないと

いうことで、今年度の活動は断念した経緯がございます。状況が変わり次第、またうちの

ほうでも対応したいと思っているのですけれども、一応、「だいこんの花」の代表者の方

は、定期的にこちらに来て情報交換してございますので、そういった形で支援は続けてい

きたいと考えております。 

 以上でございます。 

○安部委員長  よろしくお願いします。 

○鈴木東部公民館副館長  学級につきましては、１年ごとに申請していただくというこ

とで、通常でしたら４月に募集をかけまして、５月から３月まで活動していただくという

ことで、事前に活動計画などを立てていただいて、予算なども出していただいた中で、学

級としてこちらのほうで承認させていただいているような状況です。 

 学級につきましては、基本が相互学習をやっていただくということで計画を立てていた
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だきまして、あとは共催の事業ということで、先生を呼んで共催事業をやっていただくだ

とか条件があります。そのときの講師の費用については公民館が持つような形になってお

ります。 

 そこから登録団体さんになられる団体さんもかつてはありましたので、そういった形で

団体育成という部分でも学級を使っていただくというのをやっていただければと思ってお

ります。今年はコロナの関係がありまして、４月、５月は部屋が使えなかったこともござ

いました。６月についても延長して学級のお申込みをしていただいて、東部公民館につい

ては１学級、６月にお申込みいただきました。ちょっと期間が短くなりますけれども、７

月から活動していただいて、３月までということで、その後は継続してやっていただけれ

ばと思っております。そのような状況でございます。 

○安部委員長  すみません、成人学級でちょっと違うあれだったのですけれども、あり

がとうございます。ほかにございませんでしょうか。小西委員。 

○小西副委員長  ちょっと言いにくいのですけれども、規則で団体の更新申請を決定す

る上においては、４条で、館長は申請を受けたときには公民館運営審議会に諮って決定す

るということになっていまして、その要件としては、第２条に４つ記載してあります。こ

うしたところから見ると、今回出された登録団体の中で、例えば規則の第２条第２項、自

己財源を有するということは予算ですけれども、元年度も２年度も予算決算がゼロの団体

が１つあります。この団体はどうなのかなと。 

 それから、第４項にはおおむね10人以上ということで、その大半が市内に在住、在勤、

在勤だからいいのかなと思うのですけれども、その前の10人以上というところが、おおむ

ねですから、多少それ以下でもよろしいのかなと思うのですが、例えば５人とか、そうい

う団体があるのは、館長から見て何か特別な理由があってこの申請を受理して、公運審に

諮っているのではないかと思いますけれども、こういう特異なケースについては、その辺

の理由を御説明していただきたいと思います。具体的に言いましょうか。分かりますよね。 

○安部委員長  早野館長。 

○早野東部公民館長  まず、予算がゼロのところでございますけれども、第２条第２項

の規定ですと、自己財源を有しということで、有しているかどうかというところではゼロ

という団体もございますが、自己財源はなくても運営できている、運営面としては適切に

運営されているという判断をしております。 

 それから、人数のところでございますけれども、概観しますと、10人に満たない団体が



- 34 - 

 

ございます。規定は10人以上と明確に言い切っているわけではなくて、おおむね10人以上

というところで、おおむねという部分を何人から何人までという捉え方をするのかという

議論にもなってまいりますが、その実態といたしまして、こちらのほうに記載されている

それぞれの10人以下のサークルは、立ち上げ当時はもちろん10人以上いて、活動をする中

で、先ほども御説明あったとおり、高齢化等で会員が抜けてきてしまったという実情もあ

ると思います。そのような団体をおおむね10人という規定では排除しにくいということで、

こちらに載せていただきまして、御意見を伺おうと考えたところでございます。 

 事務局としては、おおむね10人ということですので、きっちり10人という見立てではな

くて、継続年数とか立ち上げの状況とかも踏まえまして、継続的に掲載させていただいた

というところでございます。 

 以上でございます。 

○安部委員長  鈴木副館長。 

○鈴木東部公民館副館長  予算と決算がゼロの団体なのですけれども、２年前の更新の

ときは予算決算が入っていたのですが、その後に先生の都合がつかずに、ふだん活動はし

ているのですけれども、先生をお願いしないのでできなくなってしまったということで、

予算については主に先生にお支払いする謝礼の金額なので、そこは会員の方から取らなく

なって、相互学習というか、会員の方だけで体操されているということで、会の規定上は

会費があるのですけれども、先生へのお支払いをしなくて、その分については実際取って

いないし、使っていないということです。活動で使うものとしては、例えば体操で使うＣ

Ｄなどは、それぞれの会員さんが持ち寄りでやっていますということでして、活動自体は

定期的に行っている認識としてはありますので、そこら辺を考慮していただいて、審議い

ただければと思います。 

○安部委員長  よろしいですか。 

○小西副委員長  別に理由があれば、活動の実績があって、やっていればいいのですけ

れども、規約上そのようになっているということは、だんだん人数が少なくなってくると

いう実情もあろうかと思いますが、そうなってくると、やはりもう少し公民館としてもサ

ポートして、人数が増えるようにもっていくとか。 

 やはり見ていても、例えば会費などもそうなのですけれども、会費の月額の金額と予算

額、決算額が全然乖離しているような団体もあるのです。どうなのかなと思うのです。そ

こまで詳しく求めませんけれども、臨時徴収をしているのか、何か分かりませんから、そ
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れはいいのですが、もう少し実態を各公民館で把握していただいて、継続して活動ができ

るように支援していただければというつもりで言いました。 

 以上です。 

○安部委員長  ありがとうございます。ほかにございませんでしょうか。御質問等、御

意見がなければ、申請に関しまして承認をするということでよろしいでしょうか。 

     （「異議なし」の声あり） 

 全員異議ないということで、公民館運営審議会といたしまして、更新団体につきまして

は更新を認めるということで承認いたします。 

 続きまして、日程第３、その他(1)次回の定例会開催日程について、早野東部公民館長

からお願いします。 

○早野東部公民館長  次回は８月18日火曜日午後２時から第４回定例会を西部公民館に

おいて開催する予定です。詳細につきましては、追って通知させていただきます。 

 以上でございます。 

○安部委員長  ありがとうございます。 

 続きまして、日程第３、その他(2)その他について何か御発言等ございますでしょうか。

鈴木東部副館長。 

○鈴木東部公民館副館長  今年度の研修テーマの募集に関するお知らせとなります。今

年度の研修会につきましては、令和２年11月17日火曜日第６回定例会終了後に実施を予定

しております。次回の８月、公民館運営審議会にて内容を協議させていただきたいと考え

ております。つきましては、事前に御希望のテーマや講師などがございましたら、７月中

旬、７月18日土曜日までに東部公民館までお申し出いただければと思います。よろしくお

願いいたします。 

○安部委員長  委員の方々から、この方のお話とかを聞くと参考になるのではないかと

いう方がいらっしゃいましたら、ぜひ提案をしていただければと思います。締切りは７月

18日土曜日だということなので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、定刻よりも過ぎましたけれども、第２回、第３回定例会の日程は全て終了い

たしましたので、閉会といたします。長時間にわたり、御協力ありがとうございました。 

                             閉会 午後４時10分 

 


