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令和３年度第１回旭川市公民館運営協議会 会議録

令和３年度第１回旭川市公民館運営協議会 会議内容

１ 開 会

２ 会長 挨拶

３ 社会教育部長 挨拶

４ 旭川市公民館運協議会委員 紹介

５ 公民館事業課新任職員 紹介

６ 議 事

（１）令和２年度 公民館活動実施状況

（２）令和２年度 社会教育基本計画事務事業評価

（３）令和３年度 公民館活動

（４）公民館事業関係予算の推移

（５）旭川市公民館の位置付けの見直しに関する検討

（６）その他

７ 閉 会

日 時：令和３年７月２６日（月） １０：００～１１：３０

場 所：旭川市神楽公民館 講堂

出席者：（委員）片原委員・片山委員・加藤委員・氷見山委員・松林委員・宮嶋委員

・村田委員 （５０音順）

（事務局） 社会教育部長・公民館事業課長・事業係長・事業係主査・

中央公民館長・永山公民館長・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・

愛宕公民館長・東光公民館長・西神楽公民館長・春光台公民館長

傍聴者：なし

＊会議はすべて公開で開催
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議事 （１）令和２年度 公民館活動実施状況

（２）令和２年度 社会教育基本計画事務事業評価 （併せて事務局から説明）

（会長）

ただ今，事務局から説明がありましたが，質問や御意見はありませんか。

ないようですけれど，私から一つ，資料の６ページになりますが，活動を開始する

契機となる講座が提供されているという各公民館の自己評価のところで，多くの館が

不十分となっているという説明でした。

そこで，どういった内容の講座であれば，自主的活動の契機となるか，それはまた

「公民館のあらまし」のどの部分を見ればわかるのかを教えていただけますか。

（事務局）

例えば，公民館のサークルで行っている事を，町内会や学校といった外に向かって，

学習したものをボランティアとして提供することができるような事業が，なかなかで

きていないという自己評価になります。

（会長）

抽象的にではなく，もっとこうしたら，それができるというような具体的なものは

ないでしょうか。

（委員）

私も一番気になっているところですが，高齢者を対象とした「筋肉体操」という講

座が，多くの公民館で６ヶ月間行われました。実際にはコロナ禍の影響で３ヶ月ほど

の活動でしたが，この講座を契機として，参加した多くの方から，自主的に継続した

いとの声がありました。そうしたことを受け現在は，市民委員会と交渉・連携して自

主的な運営で活動を継続しております。

その他にも同じように「こども食堂」ですとか「歌サロン」ですとか「子育てサロ

ン」など５つの事業を続けておりますが，公民館の支援を少しいただければ，市民が

自主的に継続してゆけるものもあり，またそういった機会をいただくことを切に願っ

ております。

（会長）

今，少し例をあげていただいたのですが，自己評価で不十分であったと回答した館

長さんに，実はこうすれば良かったという事があれば紹介いただきたいのですけれど。
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（事務局）

まず，「公民館のあらまし」の関連性について補足させていただきたいと思います。

ボランティアが自主的に行っている具体例の記載としてですが，神楽公民館の「こ

ども食堂」がそうですし，北星公民館の「はらぺこクッキング」は教育大の教授を含

めた学生さんがボランティアとして行っている目にみえる活動なります。

しかし，このような事業実施には，地域性がありまして，住民組織，あるいは大学

といったボランティアとなり得る受け皿がない公民館では，十分な支援ができていな

い現状にあると推測しています。

特に現在は，高齢者の人口が多く，高齢者が主体的にそれぞれボランティアとして

活動してゆくなどの方法は，実現に向けて方針を持たなければならないと考えていま

す。また，あわせて以前に支援が不十分であると答えた館長の中には，実際にボラン

ティアと公民館を繋げる方法を見つけられないという話もあり，先ほどの受け皿が少

ないという回答になっていたと記憶しております。

（会長）

そういった現状であるということは理解しましたが，今もう一つ重要なのは情報だ

と思います。いろいろな成功例や専門的な指導は，なにも旭川の例だけではなく，そ

れは全国的なものをオンラインで得ることもできます。そして，そうした事例を参考

にするだけではなく，公民館が主体となって，ボランティアがこういった手法で取り

組めば，自分達が中心になって活動ができる。市民の方に，そう思っていただけるこ

とが大切で，公民館には，そういった活動をやっていただけないかなと思います。

（事務局）

情報が大事というお話がありましたが，先進事例を調べ，それをどうボランティア

活動と結びつけてゆくのか，また，魅力ある公民館活動はどんなものがあるのかを含

めて，どう情報発信してゆくのかという手法は，検討しなければならない課題と考え

ております。

（会長）

他に質問や御意見はありませんか。

（委員）

説明の中で，各公民館の地域フォーラムについて，まとめた資料がありました。こ

の参加者の欄を見ていただけるとわかりますが，非常に数字的に寂しいものになって

います。

地域フォーラムという大名目であるのに，参加してくれる方が非常に少ない。私が
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住んでいる地域のフォーラムも９名であり，それでも昨年より３名多いということで

した。このフォーラムに参加した際には，この場が市民や住民の意見をいただく機会

でありますから，もう少し，サークル・団体あるいは住民の方に声をかけて，もっと

もっと充実したものにしてはいかがですか，という意見を出しました。

このことについて事務局では，どのようにお考えでしょうか。

（事務局）

公民館地域フォーラムの日程は，年度の後半に行っている館が多いですが，例えば

サークルの連絡協議会や生涯学習団体の登録説明会ですとか，他の事業や会合と併せ

て行い，サークルに参加していない住民の方にも意見をいただけるような工夫をする

必要があると考えています。

（会長）

他に何かありませんでしょうか。

（委員）

高齢者の「歌サロン」を行っていますが，コロナ禍の中，窓を開けてマスクをもう

１枚配って，小さな声で何曲かだけ歌っております。

非常に人気が高いサロンですが，歌を何曲か歌って帰ってしまうのではと，同じ公

民館で活動している「オカリナ」ですとか「詩吟」や「尺八」といった活動団体の代

表者にお声掛けして，ボランティアで歌サロンに来ていただくことをしています。

歌サロンの参加者はもちろん，来ていただく方も発表する場があると喜んでいただ

いるところです。

公民館では多くの団体が活動しており，団体相互が交流できれば，もっと楽しいこ

とができるのではと期待しております。私は，毎週水曜日の「筋肉体操」，土曜日の

「学習支援」の他，民生委員児童委員協議会や「歌サロン」「子育てサロン」「子ども

食堂」等で週に３回公民館を利用しております。そういったなかで，お声掛けできる

代表者は，公民館に来る際に活動している団体に限られます。

そこで，公民館を通して団体の代表者や活動などを紹介して，今後，相互に交流で

きるような情報発信と御協力をお願いいたします。

（事務局）

貴重な意見をいただきまして，ありがとうございます。公民館事業課においても，

今後とも各団体相互の連携というものを考えてゆかなければならないと感じており

ます。お話にありましたように，新型コロナウイルスの影響で，今はたくさんの方が

一度に集まるということが難しい状況にありますので，感染対策を十分にとりながら，

人数制限をした上で活動することが重要だと思います。
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具体例になりますが，公民館で活動する団体で同じ楽器を使うサークルがございま

すが，中には高齢化などの人数減が原因で活動をやめてしまう場合がございまして，

他の団体と一緒に続けてはいかがですかと勧めると，流派が違ったりと，団体間でも

難しい問題があります。また，違う活動をしている団体が一緒に活動することには，

同じように難しい点もあります。

いずれにしましても，各団体が，この公民館では，こういった活動をしていますと

いうＰＲは，現在も行っておりますが，それをこれからも継続してゆくことが重要だ

と考えております。

議事 （３）令和３年度 公民館活動

（４）公民館事業関係予算の推移（併せて事務局から説明）

（会長）

事務局から説明がありましたが，質問や御意見はありませんか。

ないようなので，そうしますと私から，説明のあった歳入の資料１ページに公民館

関係収入というのがあるのですけど，令和２年度に関しては，ほとんど事業できない，

そういった時期があったと思うのですが，使用料が，そこそこ入っているということ

です。数字が下がっていいようなものなのですが，これはどうしてこのような数字に

なるのでしょうか。

（事務局）

令和２年度から使用料の見直しというのがありました。公民館についても使用料を

アップさせていただいており，先ほどグラフ等の資料で見ていただいたとおり，使用

人数や事業実施数はかなり減っておりますが，公民館使用料の金額的には大きく減ら

なかったという状況でした。

議事 （５）旭川市公民館の位置付けの見直しに関する検討

（会長)

それでは次に，「旭川市公民館の位置付けの見直しに関する検討」について事務局

から説明願います。
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（事務局） 報告

ご報告になりますが，説明させていただきたいと思います。

令和２年の７月に開催されました公民館運営協議会におきまして，これらの背景で

すとか手法についての御説明をさせていただいておりますので，それは割愛させてい

ただきたいと思います。本日は検討の内容について，今の状況についてお話をさせて

いただきたいと思います。

専門検討会の状況ですが，これまで３回の会議が開催されまして，第１回会議では

将来の公共施設の整備の方向性など確認した上で，公民館の位置付けの見直しによる，

メリット，デメリットの整理やアンケート調査の実施などについて，第２回会議では，

公民館とコミュニティセンターの違いやアンケートの対象と実施時期などについて，

第３回会議では公民館の位置付けや市民の意見を聞く手法について議論をいただ

いたところでございます。

この議論の中では，公民館事業を継続するという基本理念があるならば，位置付け

を変える必要はないといった意見が出た一方で，施設の老朽化に対する整理・施設の

統合は認めるけれど，施設の実情に会わせた利用が出来るよう社会教育機能を一定程

度残す必要があるという意見など結論が出ない状況にございます。

今後，市民に対するアンケート調査等を実施し，この結果を参考に議論することと

なっておりますけれど，このことについては昨年７月に開催された公民館運営協議会

におきまして，令和３年３月に公民館の位置付けの見直し案を作成し，意見提出手続

きを経た後，同年８月に教育委員会議で決定するという御報告をさせていただきまし

た。

今後，数回の専門検討会の実施が必要であることから，令和３年度中に社会教育委

員会議から答申をいただいた後，公民館の位置付け見直し案を作成し，意見提出手続

きを経て，教育委員会議で審議をいただいた後，決定するということでスケジュール

を変更させていただきたいということで御報告申し上げたい。

（会長）

今の件について，質問や御意見はありませんか。

（委員）

この対象となっている公民館というのは，「公民館のあらまし」に載っているいく

つかの施設，これのことについてなのか，それともいろいろな名前の公共施設があり

ますが，例えばふれあいセンターであるとか，農業改善センターであるとか，それか

ら地域活動センターであるとか，そういった施設を含めた検討の内容なのかを教えて

いただき，自分としても自分なりの意見をしっかり持っていきたいと思いますが，教

えていただけませんか。
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（事務局）

あらためて，お話させていただきます。旭川市公共施設マネジメントに関する施設

計画で老朽施設をどうしていくかということで，公共施設の適配といいましょうか，

適正規模・数を考えるということがあります。そこでは，どこでも公民館活動が行う

ことができるですとか，どこでも集会施設として活用できるだとか，公共施設の共通

化ということを考えています。

その際に，一つ問題になるのが，公民館は今１４館ございますけども，この公民館

が単なる集会施設ではなくて，社会教育法という法律の中で制限をされている教育施

設であるということです。例えば，学校は学校教育施設ですけども，公民館は社会教

育施設ということになります。

その制限が公共施設の共通化をする上で，もしかすると障害になっていく可能性も

あり，社会教育委員会議に部会のような形で専門検討会を設けて，そこで検討をいた

だいております。ご質問の中にありました一般的な公共施設は法律に基づかない施設

であり，公民館は，どうしても違うものになりますから，その位置付けについても慎

重に扱う必要があることから議論をいただいているところです。

（委員）

ありがとうございました。社会教育と学校教育という二つの側面を考えた時に，今

後の学校教育を進めていく上で，どうしても社会と連携していかなくてはならないと

いう時代に入ってきています。

地域学校協働活動というのが，旭川市でも推進されていますけれども，その中で公

民館は非常に大切な役割を担うと私は思っております。そうした意味でここのところ

の慎重な議論をいただきだいて，これからも是非，情報を伝えていただきたいと思っ

ております。

（会長）

ほかにありませんか。

（委員）

私たち社会福祉協議会は地区の社会福祉協議会で行う「ふれあいサロン」や「子育

てサロン」といった高齢者や子育て中の方々が集う活動をサポートしておりますが，

昨年度は，参加者が半減し，半分しかできなかったという実績が上がってきています。

今まで，人と会うこと，集うことを武器としていたものが，コロナ禍で真逆の発想

となるような展開となってしまい，利用者からは，会いたい人に会えなくなったです

とか，寂しいですとか，無気力になりゴミを捨てるのも面倒になってしまったという

ような高齢者もいます。この１年の影響が表面化していないけれど，じわりじわりと
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出てきております。

そこで，私たち社会福祉協議会では，人と会わなくても交流ができるですとか，つ

ながりを創ることができる対策を持ちたいと考えております。もしかしたら，今後ま

た新しいウイルスが出たり，人と会うことが急に禁止されたりした場合の対策を持っ

ておきたい。

少し落ち着いた時期に，またこういったことが起きても，対策を一つ持っていない

と，太刀打ちできないかなと考えております。

いろいろ苦慮しているところですが，オンラインはどうか，手紙はどうかなど議論

していますが，高齢者にはオンラインは難しいとか，手紙をどういう方法で活用する

かなど，そういった話をしています。

先ほど，公民館でも利用者数や事業実施数が減っているという説明がありましたが，

機会があれば是非，力を貸していただきたい，そういうお願いをさせていただきます。

（事務局）

こういった状況下において，公民館としてどう事業拡大してゆくかということです

が，やはり，人と会わなければならないということは，どうしても人間に必要な行為

となっていますので，安全・安心な環境を如何に保ちながら，距離を取りながら，少

人数で人に会って活動してゆくという方法しかないと思っています。

新型コロナウイルスに対するワクチンの接種が増えてゆけば，重症者となる要因も

ハードルが下がるのかなと思っていますけど，その時に高齢者だからということでは

なく，人間本来の人と人が会って顔をつきあわせてやる活動は，ある程度限定的であ

るけれども，継続してゆかなければならないというのは，公民館の活動でも，福祉の

分野でも同じかと思いますので，それは今はお互いに模索中ということで，もう少し

考えていかなくてはならない課題だと思っております。

（会長）

コロナに関しては，特に高齢者に関しては，かなり感染者，重症者が減っており，

逆に若い人達が大変なことになっています。公民館を利用する方は年齢の高い方が多

くなっていますけれど，環境や状況は，かなり改善して来ています。

そうすると，とにかくウィズコロナということで，様子を見ながら，対策をしなが

ら，活動も戻してゆかなくては，いけないのではと思います。

今，慎重さを持ってウィズコロナということで，どんどん前に進めなくてはいけな

いと私は思います。
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議事（６）その他

（会長）

それでは，その他として事務局から案件はありますか。

（事務局）

特にありません。

（会長）

それでは，議事の最後に副会長から総括をお願いします。

（副会長）

私は，たくさん発言しましたので，せっかくの機会なので，まだ発言のない委員の

方に一言ずつお願いします。

（委員）

コロナ禍ということですが，私自身は子育て世代になるのですが，こういった自粛

ということになると，公共施設が一番先に閉館になって，閉じられた場所になり，子

ども達の行く場所がないということがありました。

学校教育法であったり，社会教育法であったりと，うまく連携をとる中でも学校行

事というのも短縮されたり，縮小されたりということが多くありました。

公民館は，こどもの社会教育的な部分において，もっと開かれた場所になっていた

だけたらと思っております。先ほど，会長さんからウィズコロナというお話がありま

したが，感染拡大の防止をしながら，人が集まる場所での活動が増えてゆくといいな

と感じています。

（委員）

コロナ感染症の話がずいぶん出ておりました。私も高齢者で，例えば，ときわ市民

ホールですとか，勤労者福祉会館や公民館をサークルなどで利用させていただいてま

す。

また，観光ボランティアもやっておりまして，その観光ボランティアも活動が中止

になって，図書館なども閉館になりました。このまま家の中だけに居てはといけない

と，散歩に出かけたら熊が出まして，自転車でも外出することもできなく，しばらく

はじっとしておりました。

そんな中で，公民館活動を続ける中で，子どもさんもそうですが，私のような高齢

者が，気軽に利用できる活動を今後とも続けていただければ，ありがたいとなと思い

ます。
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（会長）

ありがとうございました。

本日は，委員の皆様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。

ただ今をもちまして，令和３年度第１回公民館運営協議会を終了いたします。

以 上


