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平成２３年度 第２回山陽小野田市公民館運営審議会 議事録 

○ 日 時 平成２３年１１月２８日(月) 午後２時～４時００分 

○ 場 所 山陽小野田市役所 3 階 大会議室 

○ 出席者 笠井洋祐委員 岡本志俊委員 中務敏文委員 渡辺憲委員 大本軍委員 

吉川邦男委員 水田三代春委員 山下寿委員 大森弘文委員 

岩村豊委員 古谷日登美委員 氏永恵子委員 松岡謙二委員 

１３人 

江澤教育長 今本教育部長 池田参事 和西社会教育課長補佐 

熊野社会教育課係長 矢野社会教育主事 杉村有帆公民館長 浜崎高千帆 

公民館長 富安高泊公民館長 岡田小野田公民館長 木原赤崎公民館長 

中村本山公民館長 大田厚狭公民館長 筑紫埴生公民館長 小野山厚陽 

公民館長 竹中出合公民館長 １６人 

○ 欠席者 長谷川眞幸委員 野原弘美委員 ２人 上谷須恵公民館長 １人 

○ 審議会の成立 委員１５名中１３人出席 運営審議会規則第３条第２項により成立 

１ 辞令交付 （任期 平成 23 年 8 月 1 日から平成 25 年 7 月 31 日まで） 

２ 江澤教育長あいさつ 

どうもみなさん、あらためましてこんにちは。たいへんお忙しいところありがとうご 

ざいます。そして、平素より公民館活動につきまして多大なご協力いただきましてあり 

がとうございます。 

ご承知のように、今年度より市内の１１公民館すべてが地域委託館となりました。約 

８か月が経ちました。委員の皆さんを中心に、各公民館と地域の方々との関わりがさら 

に深くなってきているのではないかと思います。今年度前半の事業報告を見させていた 

だきましたが、どの公民館もそれぞれの地域性や独自性を発揮されながら取り組んでい 

ただいております。本日ご審議いただいたことをもとに、市内の公民館どうしで取り入 

れられるものはどんどん取り入れていただいて、山陽小野田市全体の公民館運営がより 

良いものになることを願っております。この審議会はいろんな公民館、市内全部の公民 

館の活動を報告していただきますから、全体をどうぞ見渡していただきたいと思います。 

全体の公民館活動をどういうふうにしていくかということについて、ぜひご助言をいた 

だきたいと思います。 

そのために、２か月に１度の館長会議では、これは各公民館の館長さんに、公民館の 

あり方や公民館講座などの学習プログラム作成や評価など、熱心に研修を積んでいただ 

いてきていると聞いております。また、公民館主事の皆さんには、これも２か月に１度 

の割合で、他館との情報交換や事務処理などの研修を積んでいただいており、特に今年
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度は、ホームページ作成の研修にも取り組んでいただいておりまして、各館のホームペ 

ージが昨年度よりも充実してきております。各公民館の活動を市民の方々にお知らせす 

ることで、公民館がさらに身近な存在として感じていただいているのではと思っており 

ます。 

公民館は地域の拠点であり、地域の人たちの声をいかし、人づくりやまちづくりを進 

めていくことができるよう、公民館をさらに盛り上げていただくことが大切かと思いま 

す。そのためにも、各公民館と公民館運営協議会とが、これまで以上に関わりをもって 

いただきながら、公民館の運営を進めていかれることを期待しております。地域の課題 

をとらえ、それを公民館での学習や仲間で解決し、公民館で学習したことが今度は他の 

人や地域の子供たちに役立てていけるようになれば、公民館の役割はさらに地域の活性 

化につながっていくと思っております。 

本日は、公民館運営審議会の委員のみなさんに、いろいろなご指導を賜りながら、山 

陽小野田市の公民館運営がより充実したものとなりますよう、忌憚のないご意見をお聞 

かせいただきますようよろしくお願いいたします。公民館運営協議会と公民館の関係は、 

なかなか皆さん方難しいなといろいろ思っておられると思いますが、これが本当に機能 

するようにつくっていかなくてはいけません。これは市全体の問題ですので、この運営 

審議会、ここで十分意見をいただければと思っております。どうぞよろしくお願いいた 

します。 

３ 自己紹介 

（委員・職員全員自己紹介） 

４ 会長・副会長の選出 

（互選により、会長は岡本志俊委員、副会長は岩村豊委員に決定） 

５ 会長・副会長あいさつ 

（岡本会長） 

あらためまして、こんにちは。この公民館運営審議会の会長に選出されました岡本で 

す。みなさんにはたいへんお世話になると思います。よろしくお願いいたします。各地 

区で小中学校がありますが、小学校がしっかりして公民館がしっかりしていれば、地元 

の皆さんが助かるわけです。そうすると、応援したくなると思うわけです。ぜひ各公民 

館で盛り上げていただいて、いろいろなことをやっていただきたいというふうに思って 

おります。この会議に初めて出ますが、館長のほうから審議会の内容等についてはお話 

をしていただいて大体わかっているつもりですが、ぜひご意見をどんどん出していただ 

いて、いい方向での運用をしていきたいと思います。運営協議会だけでなく、公民館の 

つながりがあるわけですから、いろいろと話し合いながらお考えいただきたいと思いま 

すので、よろしくお願いいたします。
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（岩村副会長） 

出合小学校の岩村と申します。校長会の代表として来ております。先般、出合公民館 

の公民館まつりがありましたが、いろいろなところで子どもたちが大変お世話になって 

おります。最近は家庭の絆ということでいろんなことを言われますが、なかなか絆づく 

りがうまくいかない家庭の子どもも、公民館まつりでは楽しそうに、またそれ以外の公 

民活動に参加して大きな喜びを得ているようです。大事な公民館の役割があると思いま 

すので、 いっしょによりよい公民館づくりに、 少しでもお役に立てたらと思いますので、 

どうぞよろしくお願いいたします。 

６ 議 題 
(1) 平成２３年度上半期各公民館事業実施報告について 

（11 公民館長 有帆から出合まで報告） 

岡本会長 

小野田公民館は夜間に行事をされるという話があり、いろいろ成果があるという 

ことだったが、夜間の料理教室以外に他に何かあるのか。 

岡田館長 

クラブはある。パン作りとかもやっているが、今回の西洋料理は初めて夜間の行 

事で組み込まれていた。プロのシェフが作るのでレストランで食事をしているよう 

な豪華感もあり味もたいへん好評で、口コミで参加者がどんどん増えてきた。講師 

から一人ぐらいなら増えてもいいよと言ううちに１６名のところが２３名になっ 

た。それに対応して材料を講師にそろえてもらっている。 

岡本会長 

なかなかユニークな感じを受けた。成人講座や教養講座は、夜はなかなか人が集 

まりにくいが、夜なので作ったものは食事するのか。 

岡田館長 

はい。 

(2) 平成２４年度上半期各公民館事業実施報告について 

（11 公民館長 有帆から出合まで報告） 

中務委員 

体育、スポーツ事業でソフトボールが雨天で中止になったところがあったが、市 

のふるさとづくり協議会としてカローリングを４セット購入して、現在１２セット 

ある。 子どももお年寄りもできるので、 公民館事業として取り入れるといいと思う。 

全国的にもはやっている。 

吉川委員 

小野田公民館でパソコン教室をしているが、パソコンが公民館にあるのか。
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岡田館長 

公民館に２０台ほどある。 

吉川委員 

パソコンは、公民館のものか。 

岡田館長 

市のもので、市民館に置いてある。 

吉川委員 

機器は借りることができるのか。 

和西補佐 

５年前のパソコンで管理は市教委。 要望があれば貸し出せるが、 かなり古い型で、 

入っているソフトも古いので、せっかくパソコン教室でやっても実際に自分のパソ 

コンでやるときに学んだことと違っていて、とまどうことがあるかもしれない。 

吉川委員 

小野田公民館でやっているパソコン教室は初歩のもので、その心配はないという 

わけだ。 

松岡委員 

高泊は総合型地域スポーツクラブをしているのか。補助金を得て、今後スポーツ 

型クラブとして、会員が会費を払って運営する形にかわっていっている。スポーツ 

にまつわる内容が少ない。国体後、各地域にどういうスポーツを広めるか。カロー 

リングを山陽小野田市全体に広げたい。研修してきたので協力したい。 

岡本会長 

スポーツも大事に考えていきたい。総合型地域スポーツクラブの話はあったが、 

理解できなかった。説明の趣旨が徹底していない。委員のお話では、大きな補助金 

の額であり、利用しないと損だと思う。 

中務委員 

市のカローリング大会では、はやっているスポーツなのでエントリー４７チーム、 

１６０名の参加があった。今後もスポーツの一環としてふるさとづくりで取り組ん 

でいきたい。 

岩村委員 

いろいろ子ども達にとっての居場所づくりをしてもらって、子ども達も楽しみに 

している。高泊の若い男女に通用する講座を考えていくというのがあったが、新聞 

に独身男女に出会いの場を提供する料理教室のことが取り上げられていた。こうし 

た取組が、公民館活動の参考になればと思い紹介した。 

岡本会長 

人権の内容が少ないように思う。人権教育は何回でもやっていかないといけない。 

必ず入れてほしい。 

中務委員



5 

公民館事業に入っていないが、各自治協で人権問題研修会をしている。小野田も 

３，４回やっている。 

岡本会長 

地区と公民館のタイアップでやるといい。公民館の文字として出すだけでも違う。 

杉村館長 

有帆は公民館が事務局で、 人権教育推進協議会の別組織をつくっている。 年に３， 

４回委員研修があり館外研修にも行っている。年１回、地区内にもよびかけ、講師 

にきてもらっている。公民館講座には組み込んではいない。 

筑紫館長 

埴生中学校とふるさとと主催で、会場を中学校で道徳の授業参観と講演会を開催 

している。今年も１１月に開催した。回覧しているが参加者が他の行事と重なり少 

なかった。 

（実施報告及び実施計画について了承） 

(3) その他 

○公民館の運営について、公民館運営協議会の関わりについて 

（11 公民館長 有帆から出合まで報告） 

岡本会長 

運協の館外研修で参加者が少なかった。全体での研修とまでは言わないが、２～ 

３の校区といっしょに研修に行ってはどうかと思う。 

○公民館長の任期・雇用状況等について 

（事務局（今本部長・和西補佐）説明） 

笠井委員 

これは決定か。 

和西補佐 

決定。 

水田委員 

継続の可否について、評価後の最終決定権は公民館運営協議会にあるのか、教育 

委員会にあるのか。 

今本部長 

教育委員会で判断する。 

大本委員 

いつまでにするのか。 

和西補佐
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１月末まで。 

大本委員 

評価でだめなら館長を募集することになるが、１か月ちょっとで決められるだろ 

うか。 

和西補佐 

１か月を想定している。 

吉川委員 

今後も、運協から館長を推薦する方針にかわりはないか。将来、市から館長がや 

ってくるようなことになると、また話が違ってくるので聞いている。 

今本部長 

現在のところ変更はない。現在、市では再任用はしていないが、将来的に再任用 

することになればお願いすることになる。今のところはない。 

岡本会長 

人選に制約はないのか。 

今本部長 

年齢だけであとはない。 

大本委員 

天下りはだめと聞いている。 

和西補佐 

地域は隣の校区までで、１年おかないといけないとは文字としてどこにもない。 

大本委員 

天下りはだめで１年おかないとと、今年言われたが。 

和西補佐 

再任用にあたるかどうか、地域が選んで再任用にするかどうか、そのような方を 

推薦する場合は、相談してもらいたい。 

笠井委員 

いないときは、教育委員会が選んでもらえるのか。 

和西補佐 

隣接する校区から適任者を選出してほしい。 

大本委員 

市長と語る会でも言ったが、館長の給与を上げてもらえないだろうか。 

今本部長 

大分前から聞いてはいるが、臨時の中にも職種があって１０種類ある。いろんな 

バランスがある。要望はしていく。 

大本委員 

地区のおまつりなどにも関わってもらっているが、給与を上げたらどうだろうか。 

大森委員
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公民館はいろんな募金などお金を扱っている。それは何とかならないのか。 

今本部長 

事務局でお金を扱うことはないが、本来なら団体で事務をしてほしい。急激に変 

えることは難しいが、 徐々にしてほしい。 地域で団体の独立の声かけをしてほしい。 

岡本会長 

公民館の中に風呂を持っている所があるが、これは担当課が違うのではないか。 

そのへんをはっきり分けないとおかしいことになるのではないか。 

和西補佐 

掃除は社会福祉課。貸し出しは館長が仕事をしているが、改善すべきというのは 

自治連からも聞いている。 

岡本会長 

社会福祉課とはっきりした線を出してほしい。 

氏永委員 

資料４の冷暖房費は、山陽側は２割増しというのは差があるのではないか。 

和西補佐 

合併時の摺合せが不調で、共通にできなかった。山陽側は古い建物で、同じ料金 

をとっていいか、合併時からの懸案事項が積み残しになっている。 

渡辺委員 

評価書は、館長と面談した上で記入するのか。 

和西補佐 

必要ない。運営協議会で。 

１６時００分閉会


