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第３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 報 告

（１）公民館の位置付けに関する旭川市公民館運営協議会委員の意見について

２ 議 事

（１）公民館の位置付けについて

（２）市民の意見を聴き取るための様々な手法について

３ その他

日 時：令和３年２月２６日（金）午後２時～午後３時４５分

場 所：神楽公民館 第１学習室

出席者：旭川市社会教育委員 ：赤堀委員，荒木関委員，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：氷見山参考人

公民館事業課 ：片山課長，相馬課長補佐
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１ 報 告

（１）公民館の位置付けに関する旭川市公民館運営協議会委員の意見について

（委員）公民館運営協議会の議論は，公民館をいかに発展・振興させるかということが目的であり，各

委員とも公民館に対して思い入れがあって，しっかりやらねばという意気込みを感じます。

（委員）この内容を見たとき，２はすでに分館の扱いで取り入れているので特に問題はないかと思いま

す。分館は地域のコミュニティ施設ということで多様な利用がされていることは事実なので，（本

館と分館という意味では）１と２は同じではないかと思います。

２ 議 事

（１）公民館の位置付けについて

（委員）公民館に類似した機能を持つ施設には様々な形態があり，公民館的機能を何らかの形で持たせ

ているところが多いということが分かります。また，旭川市の公民館利用の実績については，各

館で同じような傾向なのかと思っていましたが，地域によって特色があるということが分かりま

した。つまり，強引に十把一絡げにはできないということになるのではないかと思います。

（委員）公民館の位置付けについては，前回も話したとおり，公民館だけ，コミュニティセンターだけ

ということはよろしくないのではないかと考えています。公民館運営協議会からも両方の意見が

出ているということもあります。

これも前回に話したことですが，部活動が今後，地域の方に委ねられていくことがあり，学校

の授業でやっている以上にがんばりたいと考える生徒が出てきたときに，生涯スポーツという考

え方があるので，（公民館とコミュニティセンターの）両方の機能を持ち合わせたものがいいの

ではないかと思います。

（委員）どちらかにくくるのではなく，バランスの取れた施設のあり方が大事だというお話しだと思い

ますが，そうしますと，今回の資料にも公民館・地域運営の施設・首長部局で運営する施設と，

旭川にはいろいろな機能を持つ施設がありますが，現状の旭川の態勢を大きく見直すのではなく，

こういうものを大事にして生涯スポーツなどに対応していくべきだというお考えということで

すね。

（委員）どちらかというと，ルール改正ができないかということです。例えば，公民館では，使用ルー

ルをうまく変えて，営利団体も使いやすいようにしたり，コミュニティセンターにするのであれ

ば，学習で使用する場合に使用料を減額するなどの配慮をすることがいいのではないでしょうか。

もっと極端なことを言えば，首長部局の考え方とは真逆かも知れませんが，先ほど言ったよう

なものを新たに作って，皆が利用してくれるようなルールや用途を持たせた方が作った価値が上

がるのではないでしょうか。

今，旭川の人口が減っていますが，何かそういう魅力があって引き寄せられるようになるよう

な建物を求めていく方がいいのではないかと思います。

自分が生まれた所の公民館は，こんなに立派な建物ではなく，一軒家のような感じの，旭川で

いえば町内会館のような建物で，地元の人がいつでも集まれる小さなものでした。自分では公民
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館はそのイメージでしたので，例えば空き家を利用して地域の人が簡単に集まれるような建物も

あっていいし，立派な建物で大きなことがやれるような建物もあっていいのではないでしょうか。

（委員）前回申し上げたとおり，法律の解釈を改めてまで変える必要はないと考えています。

仮に，将来的に公民館が指定管理者制度になった場合には，その後に行政はどのような対応に

なるのかということについて，私は十数年前から地区センターの運営委員をやっていますので，

使用の内容が営利目的の場合は料金を２倍にして，町内会や市民委員会なら多少安くするように

メリハリをつけていました。ただ，そうすると毎週何曜日のこの部屋は１つの団体に抑えられて

しまって，地区で何かの会議をしたいと思っても使えないという状況がありましたので，もし，

今の公民館の位置付けを取り払った場合の運営は行政としてどのような関わりをするのか，聞か

せて下さい。

（事務局）指定管理者制度の関係では，建物の管理運営については指定管理できるということになりま

す。ただ，公民館の事業について，どのように展開するかということになると２通りあって，市

の職員が来てやる場合と指定管理の職員がやる場合が考えられますが，今後についてどうするか

という結論は持ち得ていません。

いずれにしても，建物の管理の部分と公民館事業の部分は違う意味合いがありますが，私ども

が考えているのは公民館事業の継続実施を担保しなければならないということで，運営形態がど

のようであってもそれを担保することが望ましいだろうと考えています。

（委員）私が一番危惧しているのはその部分で，自分がセンターの運営委員で様々な内情を知っている

ので分かりますが，同じように営利目的の建物になってしまう危険性があるので，行政がその後

もいかに関わるかによって，公民館事業を継続するという基本理念があったら法律まで変えない

でいいし，もし変えたとして，その後は地域でやりなさいということであればいかがなものかと

思います。

ある程度，市の関係機関がつながりを持って，あくまでも教育施設だということを保障しても

らえれば，地域の皆さんが動きやすいと思います。

（委員）道立の青少年の家に勤めていたことがあり，そこも含めて民間への委託が進んでいましたが，

道職員は事業の計画などを行い，指導のための職員を地域からも入れながら運営されていました。

民間でやれるのなら一番いいのかも知れませんが，なかなか難しい面があると思います。

（委員）公民館運営協議会の意見の中に，多様な利用を可能にして効率の良い運営を図るというものが

ありました。私は公民館のルールというのは少し異質だと思いますが，それに縛り付けられるの

はいかがなものかと思います。やはり地域性を見ながら，地域によっては必要なことは認めてい

く，ただし営利ばかりであれば問題ですが，地域性にあった運営を任せられるような幅広い許容

範囲を持った運営をするような形が望ましいと思います。

このグラフを見ますと，江丹別と西神楽が他との違いがあります。江丹別は何となく状況が分

かりますが，西神楽は他に何かがあってこういう状況になっているのか，そこまでは分かりませ

んが，他はだいたい似たり寄ったりの動きをしているのではないでしょうか。

ですから，地域性のある動きをしているところを締め付けていくと動かなくなるのではないか
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という可能性もあります。その辺を臨機応変に動けるような許容範囲を持ったルールを作ること

が良いのではないかと思います。

（委員）公民館かコミュニティセンターかということについてはこだわりませんか。

（委員）事業の内容や地域住民の使い勝手ということを第一に考えて行くべきだと思います。

（委員）資料を読んで印象に残ったことですが，他市調査結果では，旭川の公民館が１４あって，多い

という印象を持っていましたが，必ずしもそうではなく全国的に見るともっと上がいるというこ

とで，これを見るとリストラしなければいけないということは全然ないと思いました。同規模の

都市と比べたということですし，特記事項にも細かいことが書かれていて，市ごとの工夫が比較

して見られるということは，非常に意味があると思います。

先ほども申し上げましたが，公民館の基本をしっかりやることと，だけれども地域のニーズに

柔軟に対応できることも必要で，こういった全国の事例は参考になると思います。

また，グラフについては，何人かの方がおっしゃったとおり，地域によって特徴がはっきり出

ています。これを経年で見たときにどう変わっているかというと，ほとんど変わっていません。

つまりこれは，たまたまこうなったということではなく，それぞれの公民館に固有の状況がある

のだろうと思います。

今回の議論は，もともとの大きな理由が建物が老朽化していることをどうするかということだ

と理解していますが，そうだとすれば，老朽化は順番に来るわけですから，最初に検討しなけれ

ばならないのはいつ・どこの公民館なのかということを見ていかなければなりませんが，そうす

るとそれぞれの公民館には特徴がありますから，どこから検討するかということも考えなければ

なりません。

今までの議論は総論だったと思いますが，総論だけでは不足だと思います。総論で大きな方向

性を出した上で，同時に具体的に何年度にはどこの公民館をどうするかという判断を迫られると

いうことを踏まえた議論が必要ではないかと思います。そういう意味で，総論と各論を並行で進

める必要があるのではないでしょうか。

もう一つは，ＳＴＥＭ教育についてですが，地域振興の一つの大きな核にしようということが

明確に出ていると思います。ただ，ＳＴＥＭ教育についてあまり理解が進んでいません。

最近，日本のＳＴＥＭ教育の状況について他の国との比較のために頼まれて報告書を書きまし

たが，日本は非常に遅れていることが分かりました。ＳＴＥＭ教育は国際的にもクローズアップ

されていて重要なものですが，日本では特に学会レベルで非常に遅れています。

しかし，民間レベルでは一部の企業がどんどん突っ走って，政府も何となくそれに乗っている

ような状況で，閣議で決めたのだから大きなお金が動くはずなのですが，具体的なものがまだあ

まりありません。だから，例えば旭川で何かやれるとすれば，公民館がこのことについてこのよ

うなことをやりますということを出していくと政府は渡りに船という感じになるのではないで

しょうか。旭川市が公民館のことも含め，大学や教育界を巻き込んで，市の政策全体の中でそう

したことを出せば，旭川でイニシアチブを取れると私は思います。そういう議論を上の方で進め

てもらうと，この委員会のレベルで社会教育・生涯教育・公民館の役割について議論するレベル
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でももう少し踏み込めるのではないかと思います。

（委員）資料を見せていただき，他都市の平均よりも約２倍も利用されていることが分かり，また，各

地域ごとの特色については，全体のグラフと比べると西神楽や江丹別の他にも，例えば東光公民

館も平均とは違う形になっているし，愛宕公民館・東旭川公民館も特徴的な使用があるというこ

とがありますので，各地域の実態に合わせた利用ができるような形を考えていただきたいと思い

ます。

全ての公民館を維持できたらいいが，当初から施設の管理が難しいということで老朽化に対応

しなければならないということから整理統合が必要なのではないかという話は理解できるとい

うことを言ってきました。ただ，公民館運営協議会の意見ではＧの方が述べられていますが，社

会教育としての機能は一定程度残す必要があるとあって，私のような学校教育の立場から言えば，

特に学校地域協働活動をこれから進めていただきたいと思うところがありますので，その上でも

社会教育をコーディネートしていく機能をぜひ維持していただきたいと思います。箱物は大きな

ところに統合されたとしても，学校と地域の協働活動を進めるという形を残していただきたい。

学校の中からコーディネーターをとなると，教頭さんの仕事が増えてしまってかえってできない

とか，地域の中でやって下さいというのもなかなか難しいので，社会教育の資格を持った方が積

極的に進めていただけるといいと思います。

私の中学校は生徒数が減ってきており，小規模校になると授業で使わない教室が増えてきます。

空いている教室や特別教室があるということになれば，地域の方が使いたいといったときに使っ

ていただけるような形も考えられるのではないかと思います。大きなところはなかなか難しいか

も知れませんが，今後，こどもが減って空き教室が増えていくときに学校を利用する方法はない

かということも考えていただければと思います。

地域の方が利用する際に，学校の先生に付いてくださいと言われると仕事が増えて厳しいとこ

ろがありますが，そこは社会教育の立場でフォローしていただければと思うのですが，空き教室

の利用は検討する価値があるのではないかと思っています。

（委員）学校の利用となると，営利目的や飲酒を伴う利用は論外ということになってしまいます。そう

いうことを含めて，施設の老朽化ということがあるのであれば，そういうことも考えてもらいた

いということですね。

私はハード面が心配になってきているということがこの会議の第１回目で言われたことです

が，そうであればハードとソフトを一緒に再構築するということもいいのではないかと思ってい

ます。公民館の数が減ったとしても，その利用形態に応じてコミセン化してもいいと思います。

そこに社会教育の機能が残るのであれば問題ないと思いますが，ただ，活動が形骸化していたり，

地域がだんだんコミュニティの力を失っていっているときに，そこに対する攻めの事業が弱いの

ではないかと思います。

先日の社会教育委員会議の中でも地域学校協働活動の展開ということで若干の予算が付いた

という説明がされていましたが，もし公民館の数を減らしたとするなら，減らした中に公民館主

事なり，社会教育の専門的な知識を持ち，専門研究を進められる職員を配置して，地域課題に積
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極的に取り組んで地域の学びを発展させてもらいたいと思います。地域の学びというのは，新た

なものを取り入れることでも，地域の文化財に対する見直しでもいい。今回の公民館の見直しは

社会教育の攻めの姿勢を現すという感じにしてもらえたらいいとと思います。

（委員）この会は，教育委員会からの諮問を受けて我々がここにいるわけですが，教育委員会の本音は

指定管理制度に移行したいのか何なのか，想像で議論しているようなところがあるのではないで

すか。建替えは無理にしても，そこそこ修繕しながら，地域の皆さんとの協力のもと質をある程

度温存しながら回していけるように思います。

（委員）１回目のときから同じような御意見は何回か出されていますが，ここで話し合ったことは決定

ではありません。我々は資料を提供してもらいながら勉強して意見を出し合おうというもので，

それがある一定の方向性が出てまとまっていくと，それはそれで答申するということになります

し，もし，まとまらないにしてもこういうような意見が出たということを整理していけばいいと

思います。教育委員会側からこう考えているということは言えないのではないでしょうか。

（２）市民の意見を聴き取るための様々な手法について

（委員）前回・前々回の議論では，できるだけ広く意見を聴いた方が良いということでした。

（委員）市民委員会に聴いても，町内会に下ろされることはないので，市民委員会だけの意見になると

思います。

（委員）市政モニターや市民アンケートという手法もあるようですが，これも少し難しい。

（委員）公民館を使ったことも来たこともない人にアンケートしても，何のことか分からないというこ

とになるのではないでしょうか。

（委員）我々もいろいろな資料を見ながら勉強して分かることがあるので，公民館かコミセンかを聴か

れても答えづらいだろうと思います。

先ほど言ったハードとソフトの再構築ということを考えたときに，アンケートの設問に公民館

のことを知っているか，公民館とコミュニティセンターの違いを知っているかと聴いてもほとん

ど知らないと思います。公民館に対する市民の理解がある程度あるのか，全くないのか，全くな

ければ我々社会教育委員や行政も含め，根本に関わることが市民の方々に届いてなかったという

ことで，そこから届けることから始めないといけないということになるのかなと思います。

これがもし，小さな町の人たちに自分の町の公民館のことを聴けば，だいたい皆分かっている

のではないでしょうか。しかし旭川は，いろいろな施設がある中で公民館がどういう役割を果た

してきたのかということは…もしかするとそれを聴いてみるということも手かも知れません。

（委員）建物が同じようでも中身は違うということをそれぞれの施設を利用している人たちは，ひょっ

としたら１割も知らないかもしれませんね。

（委員）アンケートのやり方だろうと思いますが，いきなり知っていますかと聴かれてもほとんど知ら

ないという答えしか来ないのではと思いますが，最低限度の分かりやすい説明をつけて，こうい

うことについてはご存じでしたかとか，これについては機会があれば参加してみたいとか，そう

いう風に答えやすい工夫をすれば関心を持ってもらえると思いますし，どの程度理解しているか



- 7 -

ということも分かります。漠然としたアイデアを持っている人は結構いると思うので，１～２ペ

ージ程度の分かりやすい説明をして，こういったことについてはどれぐらい知っているかという

ことをまず把握するという風にしたら良いのではないかと思います。

（委員）どんな活動をしていますかという中に，公民館を利用する上で違いがある営利団体の活動とい

うものが選択肢の中にあったら，分からない人は両方につけたりとか間違ってつけたりとかが出

てくると思います。その間違いは，地域ではそれを求めているとか，それをやらせてもいいとい

う考え方なのかという見方もできるので，一般に広くどれぐらい認知されているのか調べるのは

価値があることかなと思います。

公民館を利用していない人ということは，いくつかの種類に分かれると思いますが，そもそも

全く興味がない，もしくは興味を引かせられていないという場合や，使いたくても使えないとい

う場合もあります。そういう中で今私たちが分からない答えがもしかしたら見えてくるかも知れ

ないと思うので，幅広くということがすごく大事ではないかなと思います。

そういう意味で，市政モニターや市民アンケートではなく，対象者を広げた独自アンケートが

いいと思います。

例えば，営利企業のことを考えたときに，ケータイの使い方をもっと知りたいと高齢者の方が

思っていたとしたら，公民館でやりますよということもあるかも知れないので，そこは無料で実

施して，さらにもっと知りたいという人には，多少有料にして高度なやり方を教えますなどのつ

ながりになるかも知れないので，やはり広く知るために対象者を広げた独自アンケートがいいと

思います。

（委員）年配の方には難しいかも知れませんが，この御時世なのでインターネットの調査をかけること

ができないかなと思いましたが，そうすると年代が固まってしまいます。

（委員）前回・前々回のお話しでは，広くかけるには利用者が集まるところでかけるという形になって

しまうので，それではやはり対象が狭まってしまいます。

（委員）何もしないということにはならないので，まずできるところからやって，その反響がやはりこ

うだった，思った通りだったという結果になってもいいと思います。

（委員）私もとにかくやってみるということが必要だと思います。少し話はずれますが，民生委員とい

うものについて，関わりがあった人はどういうものか知っていますが，全く関わりがない人は民

生委員が何をしているかが分からない。ある新聞記者と話をしたときに民生委員がどういうもの

か聞かれました。また，ある市議会議員のところへ民生委員の件で相談に行ったときも民生委員

がどういうことをやっているか知らなかったことがありました。

だからやはり，どういうものか知らしめていって，そして聴くということをまずやってみる必

要があると思います。

（委員）今回は，公民館のこれからのあり方ということが前提のアンケートなので，公民館の利用に関

して中核的な質問を投げかけてみるということがいいと思います。

（委員）公民館の中だけではアンケートの数が不十分なので，住民センターや地区センターの利用者の

中にも公民館も利用している方が相当数いるでしょうから，そういう公の建物で同じようなアン
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ケートを取れば，比較的アンケート数は確保できるのではないかなと思います。

（委員）市政モニターは，いつ実施できますか。

（事務局）広報広聴課に確認したところ，市政モニター調査は随時実施できるとのことでした。また，

調査テーマが１つなので，設問数に特に制限はありません。ただ，調査人数は１４０人前後とい

うことになります。

（委員）市民アンケートはどうでしょうか。

（事務局）市民アンケートは，住民基本台帳から男女比や各地域の人口数など一定の条件下で無作為に

抽出された３千人の市民の方にアンケートするもので，次回は令和３年５月の実施予定というこ

とです。

（委員）文字数はどのぐらい取れるのですか。

（事務局）市政全般に関するアンケートですので，個別内容の設問数は１問程度と聞いております。ま

た，全体の設問数が多くなることから，１設問当たりの文字数はあまり多くは取れないと思いま

す。

（委員）もし，市民アンケートに中核的な質問を１つでもいいから入れてもらって，市政モニターであ

る程度公民館やコミュニティセンター，社会教育についてどのぐらいの理解があるのか聴いてみ

るということをしてもいいのではと思いますが，いかがでしょうか。

（事務局）市民アンケートにつきましては，母集団は多いものの，設問数が１問程度ということで，端

的に言いますと公民館の位置付けの見直しをするかしないかという設問になってしまうのでは

ないでしょうか。十分な説明ができない状況で回答いただくのはなかなか難しいと思います。

もし，市政モニターで行うとすれば，例えば公民館とコミュニティセンターとの違いや社会教

育法とは何かというようなことについて，ある程度の説明ができますし，設問数も一定量を確保

できます。

（委員）可能な方法で実施していただければと思います。

（委員）アンケートの内容等についは，事務局だけでなく議長も含めて詰めていただく方がいいと思い

ます。

（委員）分かりました。市政モニターで実施するとすれば，検討に要する日数的な制約もなくなります

ので，たたき台を作っていただければ，私が見たり，詳しい人に見てもらうなどができるのでは

ないかと思います。

２ その他

なし


