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令和元年度第２回旭川市公民館運営協議会 会議録

日 時：令和元年１２月１６日（月） １０：００～１２：００

場 所：旭川市神楽公民館 第 1学習室
出席者：（委員）井田委員・片山委員・加藤委員・佐々木委員・橋本委員・

氷見山委員・藤原委員・松林委員・宮嶋委員・村田委員

（５０音順）

（事務局）公民館事業課長・公民館事業係長・公民館事業係主査・

中央公民館長・東旭川公民館長・神楽公民館長・末広公民館長・

江丹別公民館長・東鷹栖公民館長・神居公民館長・北星公民館長・

新旭川公民館長・愛宕公民館長・東光公民館長・春光台公民館長

傍聴者：なし

＊会議はすべて公開で開催

令和元年度第２回旭川市公民館運営協議会 会議内容

１ 開 会

２ 社会教育部長 挨拶 (代理：公民館事業課長)

３ 旭川市公民館運営協議会委員 紹介

４ 公民館事業課職員 紹介

５ 会長・副会長 選任

６ 会長・副会長 挨拶

７ 報 告

（１）公民館の概要

（２）公民館の備付物件使用料について

（３）旭川市シニア大学・大学院の見直しについて

（４）「地域集会施設の活用方針」及び「地域集会施設の活用に関する実施計画」

について

（５）公民館における地域自治団体の減免について

８ 議 題

（１）公民館における飲食について

（２）令和２年度公民館事業に望むこと

９ 閉 会
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報告・議題に先立って，会長・副会長の改選が行われ，会長に氷見山委員，副会長に宮嶋

委員が選任された。

報告 （１）公民館の概要 （事務局から報告）

（委員）

貸室の料金の中で減免制度とありますが，「団体本来の目的」とは，例えばどんなもの

が該当しますか。

（事務局）

団体本来の目的とは，例えば社会教育関係団体はスポーツなど広い範囲を指しており，

社会福祉団体，地域自治団体，生涯学習活動団体がありますが，それぞれ公民館を使用

する際に団体が持っている本来の活動で使用する場合に使用料が５割減額されるという

ことです。

報告 （２）公民館の備付物件使用料について

（事務局）

備付物件とは何かということを先に申し上げますと，公民館に備付けているピアノや

ビデオ・テレビ，拡声装置や音響装置など，部屋の使用とともにこうしたものを使う場

合に使用料がかかるというもので，現在はピアノ・ビデオ・テレビ・拡声装置等につい

ては５２０円，またＣＤデッキなどの音響装置については３１０円をいただいています。

部屋の使用料については，９月に実施された旭川市議会第３回定例会で，公民館をは

じめとする施設の使用料金改定が可決され，公民館の使用料については最大１．５倍を

上限とした料金に値上げとなりましたが，このこととは別に，例えば市有地の使用料や

空港・火葬場等の使用料など，部屋以外の使用料について，現在５％の消費税が適用さ

れていることから，これを８％とすることについて，現在開会中の第４回定例会で審議

が行われています。

この一環として，公民館の備付物件使用料につきまして，５２０円を５４０円に，

３１０円を３２０円に改正したいと考えています。

改正案が可決された場合は，先に申し上げた使用料の改正と同じく，令和２年４月以

降の利用分から新料金を適用することとしています。

（質疑応答なし）

報告 （３）旭川市シニア大学・大学院の見直しについて （事務局から報告）

（会長）

カリキュラムは，現在どういった方がどのように作っていますか。
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（事務局）

毎年度，学生から講座への意見をいただき，学生の意向や学年担任の専門指導員が

それぞれの専門指導員と協議・検討しながら策定しています。

（会長）

専門指導員の方は教育関係者ですか。

（事務局）

専門指導員の方はすべて退職校長先生です。

（会長）

小中高大（の先生）ですか。

（事務局）

小中高（の退職校長先生）ですが，現在は中学校が１人で，４人は小学校です。

（委員）

私は今シニア大学の４年生です。２年縮めることに賛成です。と言いますのは，地域

の高齢者の方は人の役に立ちたい，ボランティアをしたいと望んでいます。「我が街旭川」

を見ると，熱心な学生やパソコンの得意な学生が中心となって作っていますが，発表を

してそれで満足しているというのが現状かなと思います。この４年間学んできたこと，

培ってきたことを，卒業した後に地域社会に，ボランティアにスムーズに結びつくよう

な手立てをしてもらうと，皆さん，生きがいのある老後が送れるのではないかと思いま

す。今回の「ボランティア体験実習」でボランティアにつなぐというのは大賛成です。

（委員）

私は（シニア大学に）在籍中なものですから，報告事項ですが，たいへん大きな議題

になっていると考えています。今，委員がおっしゃったことはその通りだと思います。

卒業した後をどうフォローしていくか，卒業した後は自主的に自分で活動する場所を見

つけて活動しなさいという形に現在はなっているのではないかと思います。かなり意欲

的でないとなかなかそうした活動に参加できていないので，卒業後のフォローを考える

必要があると考えます。

質問ですが，専門指導員の体制は４年制になった場合はどのようになるのでしょうか。

（事務局）

体制につきましては，別表で説明申し上げたように，令和２年度から６年度まで現行

のカリキュラムと新制のカリキュラムが並行していますので，現在の５人体制を継続し

なければこなせないと考えています。ただ，令和７年度から大学４年制となり学生数が

減少するということ，それから専門指導員は退職校長先生と申し上げましたが，最近は

再任用職員として学校現場に戻られるという実態があり，この先専門指導員に退職校長
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を迎えることが難しくなっていくものと思います。その際，５人体制を根本的に見直す

ということが必要になってくると思いますが，今の段階では５人体制の継続・維持は必

要であると考えています。

（委員）

シニア大学は授業料はありますか。また，大学や大学院を卒業するときは，(学生は)

どのような処遇になっていますか。例えば，賞状一枚で終わるのか，何か資格がつくの

か，資格について言えば，地域に貢献するということですから，○○士とか，○○リー

ダーとか，○○専門員とか，どういうふうになっていますか。

（事務局）

授業料については無料です。ただし，講座の中での材料費や校外授業でのバス代など

の実費弁償分，５千円程度を徴収しています。また，卒業後の処遇につきましては，卒

業証書をお渡しし，後は学生それぞれの判断で進路を決めていただいています。現在，

特段の資格というものはありませんが，卒業後の活躍の場を広げるためには，今後何ら

かの資格を授与するなどして社会的認知が必要ではないかと考えています。

（会長)

退職の（校長）先生は再任用で，専門指導員に難しくなってきているということです

が，一つ考えられることは，大学の定年は６５歳以上で，市内にもたくさんいらっしゃ

いますので，協力をお願いしてはどうかと思います。旭川大学は地域との連携を重視さ

れていますので，何らかの関連は持っていると思うのですが。

（事務局）

専門指導員につきましては，これまではすべて小中高の退職校長先生ということに

なっています。

（公民館事業課長）

補足させていただきます。専門指導員を希望する退職校長先生が少なくなってきてい

るということですが，その年によって退職者の数が変わってくるため，希望する方が多

い年もありますし，それを見極めながら人選を進めていきたいと思っています。退職校

長先生はカリキュラムを作る上で重要であり，そういう利点を活かして就職されている

のが現状です。

もう一つ，御意見のありましたシニア大学を卒業した後のフォローについて，つなげ

ていく方法としてボランティア団体だとか，社会福祉協議会だとか，道筋をつけてあげ

ることが重要と考えています。

（会長)

この機会に専門指導員について今までよりも広い範囲で人材を求めていくことで，社

会に出ることへのプラスになるという面もあり，教育以外の分野からも来てもらうなど

柔軟に考えてもらいたいと思います。
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（委員）

卒業生が，地域地域で必要に応じ，見守りなどしてもらえるグループができるといい

と思います。

（委員）

社会福祉協議会は地域と連携して事業を行っていますが，地域でも担い手が不足して

いる現状にあります。社会福祉協議会にはボランティアセンターがあり，体力的に自信

のある方は除雪のボランティアがありますし，書類づくりの得意な方には市民後見人の

ボランティアもあります。また，地域で身近なものとしては，見守りやサロン活動，こ

ども食堂などがあります。例えば，卒業生に対するメニュー表，リストが整備されれば，

卒業生にお渡しし，得意な分野で今後の活動に活かしてもらえることから，社会福祉協

議会で検討してみたいと思います。

報告 （４）「地域集会施設の活用方針」及び「地域集会施設の活用に関する実施計画」

について

（事務局から，主に「方針」公民館の位置づけと「実施計画」第１段階の

検討事項について報告）

（会長)

大きな変化を伴うことが検討されていますが，当面これでよろしいでしょうか。

次回以降にまた具体的な提案があればと思います。

報告 （５）公民館における地域自治団体の減免について

（事務局）

来年４月からの料金改定により，公民館の使用料は値上がりとなりましたが，地区セ

ンターや住民センターの使用料金は大幅に下がりました。このことから，市民委員会や

町内会などの地域自治団体に対して行われてきた料金の一部減額という優遇措置につい

て見直すことを検討することとなったものです。

しかし，公民館や農村地域センターについては，使用料が上がったことから，さらに

減免措置まで見直した場合は，団体が支払う額が急激に増えてしまうため，料金が上が

った施設では減免措置を据え置き，令和２年度からもそのまま継続し変更しないという

ことで進めていきたいと考えています。

（質疑応答なし）
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議題 （１）公民館における飲食について （事務局から説明）

（委員）

「４ 現在までの検討事項」について賛成します。

確認したいのは，何かの会合があって飲食をするとき，事前の届け出が必要になるのか，

許可なしで，または飲めないところで飲んでしまって，その際のペナルティはあるのか，

今の時点での考えを教えてもらいたいと思います。

（事務局）

事前の届け出につきましては，現在検討中ですが，公民館を使用する際には部屋の使

用申請書を提出し，料金を支払ってもらっていますが，その際飲食を行うということを

使用申請書に書いていただくかどうかを考えています。

ペナルティにつきましては，ワーキンググループでも悩ましいところであり，結論は

出ていません。例えば，飲食の際に出たゴミを持ち帰らずに部屋にそのまま置かれてい

る場合，次にその部屋を使う方が不快な思いをされないように節度のある利用を求めて

いきたいと考えていますが，特に飲酒に関しては，酩酊して他の利用者に迷惑をかける

場合があり，また部屋の中に酒臭い匂いが残ってしまうことで，次に使う方たちに不快

な思いをさせてしまうのではないか，そうした場合，あまりにも目に余る場合は注意を

しますが，それでも改善が見られない場合は，部屋の利用を遠慮願うということがある

かもしれません。

（会長）

円グラフの資料を見ますと，地域により傾向が違うことがよくわかりました。それぞ

れの地域や公民館によって特性というものがあるので，この辺をきめ細かく見ていかな

いと，全部一緒にやってしまうのはまずいと思います。そのあたり，事務局には今後も

緻密にやってもらうことをお願いしたいと思います。

（委員）

円グラフを見ると，「③ 何とも言えない」を入れるとほとんどの公民館で反対が少な

いと捉えられますが，愛宕公民館だけは反対が非常に多いですが，近くに大勢集まれる

集会場，飲食場はあるのでしょうか。

（愛宕公民館長）

そういう施設が近くにあるのかというお尋ねですが，３０年ほど前にディベロッパー

による開発が行われましたが，地域会館があって，他の地区センターと同様に飲食は自

由であり，そこを使っている団体もあるようです。また，アンケート用紙をロビーに置

いたり，団体に数枚ずつ渡したりしましたが，いわゆる組織票というか，そういうこと

もあったのではないかと思います。

（委員）

ワーキンググループの意見に基本的に賛成です。地域の中では分館的な公民館があっ
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て，唯一の集会場な訳です。小さい規模ですが，敬老のお祝いの時に，酒なしにお年寄

りを集めて敬老会ということにはならないと思います。日本のしきたりもありますし，

例外を考えてもらっているワーキンググループに敬意を表したいです。

公民館では料理教室だとか，ケーキ作りだとか，お年寄りや若い人，あるいは子ども

たちを含めて講習会などをやりますが，集大成として文化祭を開催し，そのときに公民

館が主催する教室などで作ったお菓子や料理などを，文化祭に参加した人たちに提供す

るということを含めて飲食という判断に入るか入らないか，そういった発表の場があっ

てもよいと思います。ものによってダメなものはダメ，掃除や後始末は貸し館をする立

場からも借りる立場からも当たり前の話ですから，指示通りの始末ができない者は今後

貸し出しできないという姿勢をとってもよいのではないかと思います。

ワーキンググループには細かい配慮をしてもらっていることに感謝申し上げ，この方

向で進めてもらえればよろしいかと思います。

（会長）

あまりネガティブな意見はなかったと思いますが，ワーキンググループで適切な議論

を進めてもらっているということで，さらにそれに沿ってやってもらえればと思います。

議題 （２）令和２年度公民館事業に望むこと

（会長）

令和２年度公民館事業に望むことと題して，委員一人一人から御自身の日頃の活動や

経験等を踏まえ，公民館事業の企画・実施，または公民館の運営等について御発言くだ

さい。

（委員）

さきほどシニア大学の資格の取り扱いについて話がありましたが，シニア大学だけで

なく，行政の中で進められている環境の問題についても，除雪の問題についても，地域

の人たちにボランティアのお願いをしますけれど，こちらは権限も何もないんですね。

シニア大学の方々も一定の資格というか見識を持ってボランティアに臨もうとしたとき

に，この人たちはこういう形でこういう資格を持ってみなさんのリーダーとして活躍し

ているというような市からのお墨付きが必要ではないかと思います。そうでないと，一

生懸命やっていても受け入れてもらえないので，部局の中で何かの形で，例えば資格の

委嘱状を出すような方向で検討してもらえれば幸いです。

（委員）

永山公民館を利用していますが，公民館の仕事を見ていますと，我々からのいろいろ

な要望だとかで大変だなと思います。できるだけ協力していきたいと思っていますが，

館長が一番困るのは，ものを直してほしいだとか，ものを買ってほしいだとかいう意見

で，聞くところによると，公民館の事業は永山公民館だからこうだというのではなく，

トータルで予算化しているために，使用料の値上げを反映できるものなのか，そうであ



- 8 -

れば３倍くらいとってもいいのではと思います。実際そうはいかないでしょうし，現状

を見るとできるだけ予算の取り方を考えてほしいと思います。

（委員）

私は今，シニア大学在籍中ですが，仲間内で卒業後はどうやって時間を過ごそうかと

いうことが悩みの種になっています。各公民館で実施しているいろいろな講座がありま

すが，その中からいいものを選んで是非参加したいと思っています。今は高齢社会にな

っているので，高齢者に対する施策に苦心しているところだと思います。改めて高齢者

に対する公民館活動の中身を是非積極的に増やしていってほしいですし，その中でも若

者との交流ができる講座があればいいかなと思います。

（委員）

公民館の使用料については，公民館の定義があって，公民館という名前なのに使用料

がかかることを改めて考えると，今までいろいろと議論があったでしょうが，市民の側

としてはどういう気持ちで受け止めるのかなと思いながら聴いていました。

シニア大学のことについても初めてお聴きしましたが，卒業生の現状について大学の

講座をどのように活かして活躍されているか調べてみる時期ではないかと思います。男

性と女性とで活躍の場が異なっていると思いますので，その違いも気になるところです。

私自身，幼児教育学科におり，子育て支援を短大の中でやる中で，公民館と連絡を

取ってやりたいと思いますが，なかなかうまく機能していない，お互いの様子が見えて

こないということがあります。永山に大学があるので，永山公民館とは交流があります

が，遠い地域ともこれからいろいろ連携できればいいなというふうに聴いていました。

（委員）

普段から，公民館はもとより，様々な社会教育施設等に小学生がお世話になっていま

す。これからもお世話になると思いますが，今の４年生以上は中学生と同じ授業時数に

なっており，放課後の時間がほとんどないのが現状です。昔ですと，放課後に子どもた

ちが公民館等に行って自由に遊んだり，地域の方々と接する機会がありましたが，授業

も増え，少年団活動等も一生懸命やっている現状にありますので，なかなか（その機会

が）ないですけれども，子どもたちにとっては地域の公民館は非常に身近な社会体験の

できる施設ですので，いろいろな意味で充実し，お世話になっていければいいかなと思

います。

また，学校教育全般で申し上げますと，コミュニティスクールはより地域と密着した

形で活動を進めることになっており，社会教育施設等にお世話になっていくことがいろ

いろな場面で出てくると思います。

（委員）

桜岡中で分館活動を行っていますが，事業を開催するのがなかなか難しいという現状

です。なんとか知恵を拝借しながらやっていければと思います。

公民館の利用状況を見ますと，かなり高率で使われていることがわかりました。社会
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教育と学校教育がクロスオーバーする部分はなかなかないですが，PTA 活動とか，学校
に器具等がないような活動とかにこういった（社会教育的な）ものが使いやすくなれば

いいかなと思います。

（委員）

シニア大学の卒業後の進路というところで，社会福祉協議会としても果たすべき役割

や業務があることを実感しました。福祉の分野では「地域共生社会」ということが言わ

れ，その中に社会参加支援があり，支える側と支えられる側との双方向の社会を作ろう

ということですが，社会教育と福祉が連携していかないとなかなか実現できないと思い

ますし，その一環としてシニア大学とボランティアセンターの連携が大事であると感じ

ます。

（委員）

シニア大学の卒業後の役割ということで，今子育て世代ですので，孤食だったり，ワ

ンオペ育児だったり，核家族の中での育児が大変だということを聞きますので，そうい

う中での見守りや宿題など勉強を教えてもらえるといいなと思います。今年は災害が多

い年だったので，避難場所の活用の方法だったり，暮らしに密着した公民館ならではの

オリジナルなものを作ってほしいと感じました。

（委員）

神楽地区では，民生委員も，市民委員会も，地区社協も，まちづくり協議会も連携し

て実践しつつ軌道に乗りつつあると思います。まちづくり協議会では毎週土曜日の午前

中に神楽公民館と共催で小中学生の学習支援を行っています。教えるのは高校生と医大

生で，交通費しかあげていませんが，その予算もだんだん足りなくなってきて，協議会

の中で先生なしで年度末までやらなければならないとの話をしたところ，学校の先生が

名乗り出て下さったり，こども食堂を手伝って下さったり，連携ができつつあると思い

ます。シニア大学の卒業生もボランティアの仕事がたくさんあると思いますので，是非

組織作りをお願いします。

また，木楽輪のドアが重くて，車椅子や杖をついている方，ベビーカーの方たちは開

けられないので自動ドアにしてもらいたいと思います。

（委員）

シニア大学の話題が出ましたが，中身の実態はみなさんが考えているようなものでは

なく，それをそのような方向（開設の目的）に少しでも向けていこうとするのが，今考

えられている改革かと思います。在籍している我々（学生）が報告できる中身でないこ

とを報告させていただきます。

（会長）

ここにお集まりの委員のみなさんはいろいろな方面からいらっしゃっていて，こうい

う場というのは貴重であると痛切に感じます。私は大学にいたものですから，もっと大

学を活用してもらっていいと思います。特に国立は税金でやっているのですから，退職
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者を含め，どんどん活用してもらえばいいと思います。シニア大学（の場）でもやるこ

とはあると思いますし，退職者，現役の先生方，それに学生，教育大の場合は学生の単

位になるはずですので，社会的なことをやることは大学教育でも当たり前になってきて

おり，今も公民館と連携していますが，もっとやるべきだと思います。大学は本来，自

分たちから出て行かなければならないですが，どうも受け身であると。それをプッシュ

してもらえれば，簡単に動くと思います。大学にいた立場から申しますと，言われたら

やるということがありますので，もっと活用してもらえればと思います。

（会長）

そのほか，御発言はありますか。

【委員から「なし」の発言を受けて】

本日は委員のみなさんには議事の進行に御協力いただき，ありがとうございました。

（事務局）

これをもちまして，令和元年度第２回旭川市公民館運営協議会を閉会いたします。

以 上


