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第１回 旭川市社会教育委員会議

公民館の位置付けの見直しに関する専門検討会

議 事 録

会議内容

１ 課長あいさつ

２ 専門検討会委員及び旭川市公民館運営協議会会長の紹介

３ 議長選出

４ 議 事

（１）公共施設の整備の方向性について（総務部公共施設マネジメント課 事務局）

（２）見直しのメリット・デメリットについて

（３）関係各団体への意見の聴き取り手法及び内容について

５ その他

（１）今後の大まかなスケジュールと想定されるテーマ（案）

日 時：令和２年７月２９日（水）午後６時～午後７時３０分

場 所：神楽公民館 研修室

出席者：旭川市社会教育委員 ：荒木関委員，角委員，神林委員，佐川委員，鈴木委員（五十音順）

旭川市公民館運営協議会：氷見山委員

公民館事業課 ：片山課長，相馬課長補佐

公共施設マネジメント課：松里課長，國本課長補佐
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（１）公共施設の整備の方向性について

（委員）地域計画を作るときの一番基本的なデータの一つが人口の予測ですが，過去の人口変動からの

予測だけではなく，コロナの影響によって先が見通しづらくなっています。人口推計が変わると

議論の流れが相当変わると思いますが，コロナの要素について検討は始めておられますか。

（事務局）この人口推計につきましては，今年３月に策定したもので１年以上かけて検討したもののた

め，コロナによる影響は反映されていません。先ほど説明した４０年後に４割以上の減少という

のは，グラフの一番下の部分の説明でしたが，この推計値については合計特殊出生率が直近５年

間の平均と同じように今後も推移して，移動率も直近の状況のように推移したパターンで，コロ

ナの関係で地方の住みやすさが見直され，旭川市から転出する人が減って逆に転入する人が増え

てくるとグラフの上の方に近い形になるのかも知れないとは思いますが，コロナの影響の分析は

これからで，現状はそこまでは至っていない状況でございます。

（委員）今お話しいただいたことで申し上げますと，一番悲観的に見るとこのような感じになるのかな

と思いますが，もう少し前向き志向で見た議論も合わせて行っていかないと，後で軌道修正をし

なければならないことになるだろうと思います。

もう一つ，旭川市の周辺も含めた都市圏として人口の動態を的確に押さえておかないとならな

いと思います。そのへんの検討は進んでいるのでしょうか。

（事務局）この人口ビジョンの策定の時点では，近郊で旭川市からの転出が多いのは東川町・東神楽町・

当麻町・比布町という状況になっています。鷹栖町・美瑛町・上川町・愛別町からは転入が多い

状況でございます。公共施設の検討につきましては，周辺の人口まで考慮した計画にはなってい

ないのですが，今後この場で公民館の位置付けを検討するに当たっては，広域的な集客等の部分

もあるかと思いますし，また地域を牽引する役割は旭川市にあると思いますので，そうした視点

も含めて御検討いただければと思います。

（委員）コロナもそうですが，豪雨被害が全国的に毎年起きていますが，旭川は比較的自然災害が少な

いということをこういうときにこそＰＲがなされていくのではないかなと思います。

現状の中で，最悪のことも考えながら公民館のあり方について御意見をいただきたいというこ

とでございます。

（委員）確認なのですが，公民館の建物についてはスリム化していかなければならないと，もし集約で

きるとすれば集約していく方向性ということですか。公民館のあらましには分館の取組等も書か

れていますが，分館でしていたことを集約する資料なんだろうなという意味で見ていたのですが，

それで間違いないでしょうか。

（事務局）以前は老朽化した公共施設イコール建替えという形でしたが，今後はなかなか難しい状況で

す。施設再編計画は，地域の方が使う公民館や地区センター・住民センター・農村地域センター

等の地域集会施設について，同じように使えるようにしていく内容としております。その中で，

まずは料金的な部分を均一化することや，公民館で担っている学習機会の提供を他の施設にも広
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げていけないかを検討することをうたっています。それと合わせて公民館の位置付けについても

検討することとしております。

それぞれの施設を今後どうしていくかということについては，公民館では中央公民館，神居公

民館，末広公民館が老朽化してきておりますが，個々の施設の利用者や地域住民の意見を聞きな

がら，今後はスリム化ということも考えていかなければいけないと思います。

今回は，その背景となる公共施設の現状について資料をお示しさせていただいたということで

御理解いただければと思います。

（委員）今のお話しは，ハードのリストラを含めて，ソフト面のリストラも合わせて考えていくという

ことでいいか，という質問でしたか？

（委員）資料からいえばハード面のことだと思っていますが，要するに予算が当てられないので，ハー

ドをスリムにしていかなければならないのが現状だ，ということが読めると思います。そこを確

認した上で公民館をどうするかという話を進めていくわけですから，現状のまま建物を維持する

ことはできないという認識でいいですね，という確認です。

（事務局）そうです。

（委員）現状の課題をしっかり認識したいということでございます。

（委員）建物をこのまま使うか，取り壊すかということについて，私が教育大学に勤めていたときに建

物を建替えするかが大きな課題になっていました。時間をかけて議論して，結論は建替えをしな

いで改修することとなりました。改修後も特に支障なく建物を使うことができたので，それでよ

かったと思っています。改修すればかなり使えるという建物もあると思いますので，改修という

ことをもっと考えていいのではないでしょうか。

（委員）改修ができないという資料だと読めるのですが，そこはいかがでしょうか。今ある施設を全て

改修することが難しいということを示す資料だと理解しています。

（事務局）全ての施設を改修できないという資料ではなく，現状の公共施設をこのまま維持するとこれ

だけの費用がかかる見込みですという内容になっています。耐震性のある建物は改修して長寿命

化を図って残していくというものもあります。一方で耐震性がない建物については，耐震化工事

に費用がかかってきますし，そもそも建物自体が老朽化しているものについて，建替えではない

方法で対応を検討できないかということで，例えば周辺の公共施設内にその機能を入れるとか，

場合によっては近隣の施設を活用するなどが考えられると思いますが，この資料は，このままの

状態で公共施設は維持できないということを御理解いただきたいというものになっています。建

替えができないということではございません。

（委員）私の学校のそばに西神楽公民館がありますが，公民館と支所の機能を（西神楽農業構造改善セ

ンター内に）移すということが今予定されています。そのようにして公共施設を合わせていくこ

とが現実的なのかなと思うものですから，建替えという考え方もあるのでしょうけど，全てその

通りにはいかないのではということは，この検討会の中で押さえておかなければならないことで
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はないかと思います。

（委員）旭川市の公民館はいくつもあるが，耐震化していない施設もあり，資料で示されていることを

踏まえて考えていかなければならないと思います。

（２）見直しのメリット・デメリットについて

（委員）確認しておきたいのですが，飲食・飲酒について何か所も書かれていて，公民館では反対意見

があるということは分かりましたが，その他の飲食・飲酒が可能な施設の利用者から飲食・飲酒

に対する意見は聴取していますか。

仮に，飲食・飲酒に対して同様に芳しい意見がないとすれば，それを公民館でやらないという

ことはデメリットにならないと思います。

（事務局）平成３０年度に実施したアンケート調査の中に飲食に関する設問がありましたが，アンケー

トの対象者が公民館の利用者でございまして，地区センター・住民センターのような施設では，

飲食・飲酒が自由ですので，そこの利用者に対しては調査しておりません。

（委員）今後も調査しないということですか。

（事務局）この後の議題に公民館の位置付けに関するアンケート調査がありますが，それは利用団体に

対して調査をするということですので，地区センター・住民センターの利用団体等も調査対象と

していきたいと考えています。

（委員）調査するという理解でいいですか。

（委員）確認ですが，地区センター・住民センターでの飲酒の実態については把握されていないという

ことでよろしいですか。

（事務局）地区センター・住民センターでの会合で飲酒を伴うということについては，宴会という形で

はなくて，例えば市民委員会の総会後の懇親会や敬老会で飲酒を伴うとか，そうした利用に伴っ

てという実態がございます。また，市民活動交流センター「ココデ」については，施設の設置に

当たって会議をする際でも飲食をしながらだと活動がしやすいという御意見もあったので，飲食

できるような形にしたり，イベントで料理を提供することもできるようにということで，キッチ

ンを設けています。

飲酒を伴うことができる施設という認識があるからだと思いますが，こちらで把握している限

りでは，特に苦情があったということはありません。

（委員）苦情の有り無しではなく，どの程度飲食・飲酒で使用されているかということは把握されてい

るということですか。今のお話しですと，総会や敬老会で使われているということは認識されて

いるということですね。

（事務局）何パーセントというものはありませんが，そういう状況にあるということは把握しておりま

す。

（委員）公民館で行ったアンケート調査では，地域によって回答内容に違いがありました。理論展開が
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地域によって違っていて，地域によってはやりたい人が多いということがあったので，一律に考

えるということは良くないのかなと思います。

（委員）もう一つ確認ですが，公民館では絶対に飲食・飲酒はできないのですか。

（事務局）社会教育法には営利行為など３つの禁止事項がありますが，それ以外のことは特に禁止され

てはおりません。旭川市としては歴史的な経過から，これまで飲食・飲酒を認めておりませんで

した。

今年度から，（地域集会施設の）部屋の面積に応じて料金を均一にすることと合わせて，西神楽

や江丹別で地域の団体の会合等で飲酒を伴う行事が必要で，他に代替できる施設がない場合につ

いては認めることといたしました。また，飲食についても例えば団体の活動後の直会等の歓談の

場を設けたり，お昼にかかる場合は昼食を食べるということは全て認めるということといたしま

した。ただ，今はコロナの関係で食事は御遠慮いただいているということはございます。

（委員）絶対的なルールではないということですね。

（事務局）そうです。

（委員）私自身が公民館にいたのでよく分かっているのですが，公民館で飲食・飲酒をなぜ禁止してい

たかというと，公民館は地域のための施設という面もありますが，やはり教育施設だからという

大前提があるからなのです。そこが時代とともに変わっていくものなのか，また公民館が教育の

拠点として存在していくかどうかというところをこの専門検討会で議論をしていかなければな

らないと思います。

（委員）西神楽にいるので，地域から飲酒が必要だという意見が出たということは分からないでもあり

ませんが，今のコロナの御時世にどうしても飲酒を伴う会合をしなければならないかということ

が地域の皆さんの御理解を得られるかどうか怪しいなと思っています。敬老会でお弁当が配られ

てもそのまま持ち帰っていただくようなやり方を皆さんに御理解いただければ，飲食・飲酒がな

くなるような状況も今後とれるのではないかと思います。

（事務局）今年度の４月１日から２施設と一部の分館については飲酒を許可しましたが，決定したのは

コロナの影響が広がる前でありました。また，５月２６日に臨時休館していた公民館を開館する

際に，国の方針・道の方針・全国公民館連合会のガイドライン等を含め，飲食についてどうして

も相対することになってしまうため，極力しないでいただきたいということで，飲酒を認めては

いるのですが，申請の時点で飲酒をするかしないか各団体が決めることになります。コロナの影

響でそうしたお申し出はどうしても少なくなるのかなとは感じております。

（委員）私はむしろ，その逆のことを考えなければいけないのかなと思っております。コロナのことで

自粛一方になっていて，職場にも行かない，家にいなさいということで相当ストレスがたまって

いる状況です。いつまでこれを続けなければいけないのか，もういい加減にしてくれと逆の方向

に走られる気がします。人間関係という中で飲酒が果たした役割というのは決して小さくはない

と思います。コロナで何でも自粛になって公民館で飲酒するのはけしからんという，非常に理想
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主義的な考えが蔓延した後に反動がくるのではないかと恐ろしいような気がいたします。

（委員）私は旭川に来る前に音威子府村という所に勤めており，村のことを考えると居酒屋が１軒しか

ないなど，お酒を飲める場所があまりありません。そういうところだと公民館などの施設で（飲

酒を伴う）会合するということはあるでしょうが，旭川ではどうなんだろうと思います。

例えば西神楽公民館でなければ会合ができないかというと，少しお金はかかるかも知れません

が，中心部に移動して行うことはできると思います。（飲酒を伴う会合が）そこでなければならな

いということは，なかなか理解できません。そういう時代ではなく，（飲酒を伴う会合のために）

地区の建物を維持するということは，旭川市では難しくなっていくのではないかという状況だと

理解しています。

（事務局）まず，「あらゆる場合でダメということはいかがなものだろうか」ということにつきまして

は，（コロナの拡大防止のため）国からも道からも指針や行動様式が出され，公民館連合会からガ

イドラインも出されていますが，「飲食してはいけない」とは書かれておらず，感染予防対策を十

分行ってくださいとされています。例えば，相対する位置に着かないことや，短時間で行うなど

工夫をしながら実施していただければ，申請に基づいて許可していきたいと考えています。

２点目の「なぜ公民館で認めたか」ということにつきましては，利用者アンケートで，公民館

の中で飲酒すると学習活動を行っている隣で騒ぐことになるのではないかという御意見が相当

数ありました。ではなぜ認めたのかというと，市民委員会や町内会の会合で収容人数がある程度

必要ということになると，開催できる場所が公民館しかないというところがあり，そういう要望

にも配慮しながら決定に至ったということです。

（委員）飲酒を伴う会合については，地域の中に様々な意見があってここに至ったということですが，

この後に出てくるアンケートでも何らかの形で広く意見を聞いてみるということが必要ではな

いかと思います。

（委員）営利事業での使用ができるかどうかということで，地区センター・住民センターではできると

いうことですが，具体的にどういうことが行われていますか。葬儀での使用ということでしょう

か。

（事務局）一般的に申し上げると，例えばある会社が販売促進のために市民を集めて販売行為を伴う集

まりを行ったとして，それを禁止しているのは企業のＰＲに使われる可能性があるということで，

公共施設としては問題があるということが法の趣旨だと考えています。

（委員）地区センター・住民センターではそういう活動がたくさん行われているのかどうかということ

です。

（委員）私は公民館に勤めていたこともあるので分かるのですが，公民館でも企業が使用したいという

使用申込があります。そのときは地区センター・住民センターを紹介しました。他にはミニシア

ターやミニライブをやるときに，来場者から多額のお金を取ることはダメで，そういう場合も地

区センター・住民センターを紹介したことがあります。
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（事務局）実際，地区センター・住民センターで葬儀がどの程度行われているかという資料は手元にあ

りませんが，昔と比べて葬儀・法要は非常に少なくなっていて，年間で数件という状況だと思い

ます。今は大型の葬儀会場の他に，家族向けの小型の会場ができていますし，地区センター・住

民センターは駐車場がいっぱいになってしまう場合がありますので，なかなか利用が難しいとい

うこともあります。

また，企業の使用という部分では，例えば社員研修で使ったり，商品を販売するイベントも行

われています。

（３）関係各団体への意見の聴き取り手法及び内容について（説明者：事務局）

（委員）説明の中に飲酒のことが書かれていますが，旭川市の公民館限定のルールだということで，変

更の余地があるものだから，ここで強調することはいかがかと考えます。

もう一つ，使用回数の上限について，これはスペースに空きがあっても５回以上は使えないの

ですか。

（委員）使用回数の上限については，例えば大会の準備等で多く使用したいという申請があって，館長

が認めた場合は６回・７回という使用をした例はありましたね？

（事務局）あります。例えば何かの活動で全道大会等の大きなイベントがあって，それに向けての練習

を多くやりたいという場合等で特例を認めたことがございます。

それと，最初のお話しにあったアンケートの内容が誘導的ではないかということにつきまして

は，内容は未定稿でありまして，たたき台ということでお示ししたものであります。

皆様の御意見をいただくとともに，他都市でも同じような位置付けのアンケートが行われてお

り，合併市で施設の数が多いところでは削減するために位置付けを変えた都市もあります。そう

した調査内容も参考にしながら，調査の目的を調査対象の方に十分御理解いただく内容に練り直

すには少し時間が必要かとも思いますので，御理解いただきたいと思います。

（委員）アンケートというのは，聞き方によって思うように方向を決めてしまうという危うさもありま

すので，そこは十分に検討していただきたいことと合わせて，私たちもアンケートを見て，もし

何かこの質問はどうだろうかというようなことがあったら，今日でなくてもいいので，事務局に

連絡していただければと思います。アンケートの内容は何人かの手を経て見直されていくべきも

のでないかと思いますので，実際に公民館を使っている立場に立って自分でアンケートに回答し

てみて，この質問はどういう意味なのか分からないということや，この選択肢はどうなのか等，

何でもいいと思いますので御意見をいただければと思います。

（委員）先ほどの件（５回ルール）で，超過する場合もあり得るということですので，「原則」という言

葉を入れた方がより正確になる気がします。

（事務局）５回ルールがなぜあるかということにつきましては，１つの団体が５回以上使うことになる

と，（室を）独占する形になってしまいます。公民館で登録している団体は大体月に１回以上は活
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動していますが，例えば団体名を変えて他の団体として登録して５回以上使っているようなケー

スがあった場合は，団体と協議をして５回ルールを守っていただくこととしています。

（委員）なるべく多くの市民に使ってもらいたいという趣旨はよく分かりますが，地区センター・住民

センターにはそれがないということもあり，実際の利用者から見ると公民館の方が使い勝手が悪

いということになって，答えにくい状況になるのではないかと感じられます。

（事務局）今年度，使用料につきまして部屋の面積に応じて地区センター・住民センターと大体同じ金

額にしましたが，以前は，地区センター・住民センターの料金は相当高い額でした。地区で運営

する施設なので，運営するお金が必要だということなのですが，利用率でいうと公民館の方が圧

倒的に多くなり，特に神楽公民館では８０％以上という状況ですので，登録団体が一気に５回以

上使うと大きな問題になるということは御理解いただきたいと思います。

（委員）公民館の登録団体はさらに使用料を減額されていて，地区センター・住民センターを利用して

いる団体にはそういうものはないということで，公民館は教育施設なので，教育を目的に団体が

自ら生涯学習を進めるという観点であれば登録できるため，相当な開きがあったと思います。

また，例えば東旭川公民館を５回使って，さらに永山公民館で２回使うというようなケースも

あって，公民館の中でやりとりをして使い過ぎを防ぐということもあったと思います。

（委員）公民館の位置付けの案の表現について，これを見ると１案を選んではダメではないだろうかと

思ってしまうものになっています。ここだけ対応策の見通しが持ちづらくなりますという否定的

な表現が入っています。２案と３案にはそのような表現はないので，１案はダメだとなりがちで

はないでしょうか。

この部分は，次の表と一緒にして，公民館がこうなった場合はこういう良さがあってこういう

課題がありますという作りにした方がいいのではないかと思います。

（事務局）試行錯誤してこれから作っていかなければならないと思いますが，先ほど申しましたとおり，

何の目的でこれをやるのかということをあらかじめアンケートの対象者に御理解いただかない

と答えづらいと思いますので，これから精緻にしていかなければならないと考えております。

（委員）いろいろな人の御意見を聞いて，後で変だったと言われないような内容にしていただきたいと

思います。…他に御意見なければ，今日でなくてもいいので，気がついたときになるべく早く事

務局に御連絡をしていただきたいと思います。

また，この検討会の中で，今後に向けてこういうことを検討する必要があるのではないかとい

うことについて，事務局で資料を整えていただきたいというようなことはございませんか。

（委員）資料をいただいて，公民館を存続するかそうでないのかというような方向の議論のように感じ

ましたが，必ずしもそうではなく，具体的に言えばこれから小学校が統合され，空いたスペース

にセンターや公民館を設置するという可能性もあり得るとすると，既存の公民館が今までどおり

維持できないとしても，ちょっと場所はずれるが公民館が維持できるような前提で考えると，今

あるところを存続させるかどうかと言う話は少し違うように感じます。
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アンケートすることは非常に重要で，結局最後は地域の人がどう考えるかが重要だと思います

が，地域の方がこういうアンケートを受け取ったときにどう感じるのかがすごく難しいなと思い

ました。そういう意味でちょっと拙速な気が個人的にはします。

今までどおりの施設を維持していくことは不可能だから，ある程度集約する必要があるという

ことには同意しますし，コロナがあってもなくても旭川の人口が３３万人のラインから増えると

いうことはちょっと考えにくいとすると，施設の量は，８．３％減という数字が示されています

が，多分もっと減らしてもいいぐらいの状況になってしまうだろうと思います。

だけども，施設を集約するという話と公民館をどうするかという話は似て非なるもののような

気がします。そう考えると，今アンケートをやることにどれだけの意義があるのかと疑問に思う

ところがあります。そもそもの話の前提を壊してしまうような言い方をしていますが，正直な感

想です。

（委員）大所高所から公民館をどうしていくかということについて，市のリーダーがどう考えているか

ということには非常に関心があります。選挙があれば市長候補は自分がどう考えているか，公民

館を縮小するのか拡充するのかということが選挙の中でテーマの一つになってもいいと思いま

す。そういうことを抜きにして機械的な部分だけ検討しなければならないのは歯がゆいというか，

もし市長が変わったらこれも変わるのかというところがあります。

政治家は重要なことが起こると一般の人たちの意見を聞くよりもまず自分たちはこうやりた

いという筋書きを作って形ばかり審議会を作って，政治家の意のままに進むための人選をしてや

っていきますが，そういう意味ではこの検討会はより民主的なんだろうと思いますが，一方で大

きな方向性についてあまり考えないで，むしろ機械的な部分で議論をしなければいけないような

感じで，委員と重なっている部分だと思いますが，私としてはやや不満な点です。

先ほども言いましたが，人口推計は非常に重要でこの中にどこまでコロナのことを考慮に入れ

るか，あるいは環境の問題を入れるかなど，グローバルな問題を考慮するかはまちづくりに非常

に重要な部分ですから，その部分が入っていないのがどうもちょっと釈然としないといいますか，

その中で検討するのが苦しいなという気が率直にいたします。

（事務局）委員のお話しにつきましては，例えば集約していくという考え方も一方でありますが，大前

提としてどうしてもこれ以上建物を増やせないのでダウンサイジングしていくというときには，

極端に言いますと同じ状況の建物にしていかないと使えません。例えば１０ある建物を５にしな

ければならないとして，１つだけ公民館だとすると，公民館の機能しか使えない建物になってし

まいます。そのときにどうしても位置付けという問題が出てきてしまいます。建替えをするとき

に位置付けを変えなくても集約すればいいということもありますが，我々の方で考えているのは，

まず位置付けの検討をしていき，かつ並行的に結論を出すときに例えば集約の手法もあるという

風に柔軟に対応していかなければならないのかなと思います。

それと，委員のお話しにつきましては，公民館の職員と皆さんは教育委員会という機関で，市
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長部局と違うということは法律で決まっております。現在他都市の状況をいくつか調べています

が，生涯学習センターのような形で公民館をなくしている団体もございます。また，社会教育法

が改正され，市長部局でも公民館を持つことができる形になっております。そうしたことも含め

て検討していかなければならないのかなと思います。

教育委員会の意見はこうでも市長部局の考え方は違うということがあったとしても，どこかで

調整しなければならないことは間違いないと思います。

（委員）少し先の未来に向けて，いち早く課題の解決の方向に向けて一歩進み出すための最初の検討会

で，この検討会の決定がそのままになっていくということではないと思います。

先ほど，公民館は教育施設と言いましたが，建物も大事なのですが，地域の教育を担ってきた

公民館の職員が大事だと思います。ハードのことを考えたときには，ソフトといいますか，社会

教育の拠点として教育を提供するために地域に必要なものを見いだし，その具現的な事業を組ん

できた仕事に関しても押さえていかないとならないかなと思います。

それで，私も北海道を転々としていて，旭川はそんなに長くないので，今の公民館のことにつ

いては，公民館のあらましを見れば分かるのですが，旭川の公民館の足跡と，旭川の地域文化を

育てるために担ってきた役割が分かる資料があるといいと思います。

そうしたものを踏まえて，もし建物を削減していくのであればどういう風に考えればいいのか，

あるいは全部存続すべきで，なくしてしまっていいのかということも含めて議論ができるかなと

思います。

５ その他

（１）今後の大まかなスケジュールと想定されるテーマ（案）

※質問・意見なし


