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中央

・地域団体と連携して例年開催していた事業については，感染防止
対策で一部中止や，参加者の自粛等で全体的に参加者が減少して
いる。　コロナウィルスに対する恐れの感覚が鈍化しつつあり，感染
対策のためのマスク着用，手洗い，うがい，3密防止などがおろそか
になりがちである。改めて，対策徹底を図る取組が必要だ。                                                                                                                                                                                                                                                                             
・利用者の高齢化が進み，解散する登録団体が増加している一方で
新規登録する団体が少ない傾向である。
・身近で使いやすい公民館と登録制度を積極的にPRする必要があ
る。

・積極的な登録団体への勧誘が功を奏して，登録団体が増えた。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・各種団体と積極的にコミュニケーションを取ることにより利用が増加
した。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・中央地域包括支援センタ－や朝日地区社協等との連携を更に強化し，地域のニ
－ズにあった事業展開を図る。
・積極的な登録団体への勧誘や各種団体とのコミュニケーションを引き続き行う。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・公民館が簡単に利用できることを知らない住民がたくさんいると考えられることか
ら，中央公民館独自広報や学びネットなどで地域住民に公民館の利用のしかたや
当館のイベントなどについてお知らせし，もっと親しみを持っていただけるよう情報発
信する。また，新たなサークルの創設やサークル会員募集に向けて中央公民館独
自広報や館内掲示などをとおしてサークル活動や主催･共催事業の参加を促してい
く。

永山

・新型コロナウイルスの影響により，令和2年度は、公民館の事業の一部
中止，又は延期となった。又，事業を実施するにしても，講座定員や貸館
に係わる利用人数の制限などにより事業参加数，公民館利用者数が著し
い減となった。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・  成人学習の「市民講座」，高齢者学習の「 百寿大学」は，令和2年度9月
から開講となり，開催回数が例年より，少なくなった。　                                                                                                                                   
・  成人学習の新規事業として「秋の和菓子づくり」を実施した。                                                                                                                                                                                                                          
・  生涯学習活動登録団体数が，５４団体となり年々減少傾向にあり。多く
の団体が会員の高齢化などにより会員数が減っている。                                                                                                                             
・　生涯学習活動登録団体の活性化のため実施しているサークル体験・見
学会は，年２回実施したが，コロナ禍のため，参加者が少なかった。  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・　地域の行事，活動等もコロナ禍で中止となり，各種団体が，学習成果を
還元する場が乏しかった。

・新型コロナ感染拡大防止策「新北海道スタイル」を実施し，公民館利用者
への周知を図った。                                                                                                                                          
・「市民講座」を魅力あるものとするため，内容を見直し反省会の代わりに市
役所出前講座を実施した。                                                                                                                     
・永山公民館市民講座を広く知ってもらうため，公開講座を増やして（計２
回）開催した。                                                                                                                           　
・利用者がいなかった「囲碁開放」を中止し，永山市民交流センターで，放課
後自習している小中学生のために，10月から「学習室開放」を実施した。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・公民館だよりについて，市民等に広く周知するため永山公民館ＨＰにも掲
載するように改善を図った。

・サークル体験入門などにより高齢化と減少傾向にある団体，サークルの活動支援
を継続する。                                                                                                                                               
・人材育成につながる事業，地域に学習成果を還元する事業等について，サークル
と協議しながら実施を検討していく。                                                                                     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　               
・学習室開放について，夏･冬休み中期間に，複数日開催する。                                                                                                                                                                                                                            
・市民がボランテイア等で自主的に活動を開始する契機となる講座について，実施
にむけ講座内容の検討を行う。                                                                                                                                                                                                          
・共生社会の実現に向けて，アイヌ文化に係る講座並びに障害者スポーツ体験の
取り組みを行う。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・永山地域内の保育所，幼稚園，小学校，中学校等に情報提供を行い，公民館事
業等の周知を図っていく。  

東旭川

・新型コロナウイルスの関係で，開催の可否を検討しながら事業を行うこと
となった。                                                                                                                                               
・施設の利用運営状況は満足されているが,施設の補修や設備の更新・イ
ンターネット環境の整備が必要な時期となってきている。

　・多くの事業は中止の判断をし，実施した事業についても，感染予防対策
を考えながらの実施となった。                                                                                                                      
・施設の補修や設備の更新が必要である。

　・令和３年度についても，新型コロナウイルス感染予防対策を講じた上で，学習機
会の提供，人材育成と自主的な活動の支援ができる事業を実施する。                                    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   
・コミュニティ・スクールモデル事業に公民館も参加してることから、館として何が出
来るかを検討していく。

神楽

・令和２年度は新型コロナウイルスの影響で，公民館各団体の活動は減
少した。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・しばらくは新型コロナウイルス感染防止対策を講じながら，地域団体と連
携し，まちづくりの拠点としての機能が求められている。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・公民館登録サークル会員の減少や年齢層が高い傾向にあり，活動維持
の支援やサークル活動のＰＲ等が求められている。

・開催した公民館事業においては，新型コロナウイルス感染防止対策を講じ
ながら実施した。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・高齢者サロンや学習支援など地域団体との共催でまちづくりに関わる事
業に取り組んだ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・サークル体験事業において，新規会員の加入促進についての支援に取り
組んだ。

・地域連携を強化し，人づくり・地域づくりに関わる事業展開を進めていく必要があ
る。

末広

・高齢者学習（百寿大学）の学生数は，コロナ禍であるため，参加を取りや
めた方が複数いる中，新規の学生もおり，昨年度と較べ大きく減ってはい
ない。                                                 ・新規事業の「青竹ふみの上手
な活用法講座」，「子供書道ワークショップ」は，コロナ禍ということもあり，
参加者は定員を満たさなかったが，参加した方からは概ね好評を得てい
る。                                                                                                                                                                                                                                                                          
・例年の課題でもあるが，地域の実情や住民の学習ニーズの把握が難し
く，新規事業の開催に苦慮している。コロナ禍ということもあり，人気の既
存事業も例年と較べ参加者が少なく，新規事業についても参加者が少な
い状況であった。コロナ禍であるため，参加を見合わせた方も多くいると考
えられることから，事業の評価も難しい状況である。                                                                                                                                                                                                                                                                            
・予算も限られており，報償費も年々減少傾向であるため，無料講師の発

・申込者がなく中止した「子供スポーツウェルネス吹矢教室」を止め，新規事
業として「子供書道ワークショップ」を実施した。オリジナルのうちわづくりを
行い，参加者は少なかったものの，好評であった。                                                                                                                                                                                                                                  
・新規事業として「足もみ健康講座」の入門編として，「青竹ふみの上手な活
用法講座」を実施した。参加者は少なかったものの好評であった。

・多様な学習機会の提供を図るためにも，地域の実情や住民の学習ニーズの把握
に努め，既存事業の見直し，昨年度に新たに開催した事業の検証を行うとともに新
規事業の開発を図る。
・事業のスクラップアンドビルドを行う。３密を避け１回の定員を減らし「家庭料理室」
２回に増やし実施する。                                                                                                                                                                                                                                               
・公民館が地域住民に積極的に活用されるよう，施設利用者の要望や地域の課
題，学習ニーズの把握に努める。
・まちづくり推進協議会や地域包括支援センターなどの関係機関と連携しながら進
める。

令和３年度　公民館の主な事業活動
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江丹別

・施設利用にあっては，一般利用はほとんどなく，地域の各種団体の利用
で固定化されている状況にある。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・公民館事業に関わる支援団体のメンバーの後継者不足やフォーラムに
おける参加者の固定化が懸念される。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・事業全体的に地域住民の参加，支援などを得ている一方参加者の拡大
に繋がっていない。

・フォーラム開催にあたり，地域と関連のある民間企業などに呼びかけ，参
加者を確保することができた。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・「小中学生」に限定していた参加条件を「幼児から」また「小学生以上」と広
げるなど参加者確保の工夫に取り組んだ。

・公民館と地域住民との距離が近いことを生かし，ニーズの把握，情報交換などに
より事業立案への反映と内容充実に取り組む。
・実施事業の検証（参加動向），長期継続・マンネリ化・目的を一定程度果たしてい
る事業の廃止や内容の見直しに取り組む。

東鷹栖

・新型コロナウイルスの影響のため多くの事業が中止となった。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・開放事業（卓球･ゲートボール）では，多くの住民から開催の有無の
問い合わせもあり，減少はあまり見られなかった。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・フォーラムの参加者が非常に少ない。
・生涯学習活動団体の会員の高齢化が進み，会員減少による解散
が増加している。

・開放事業においては，感染防止対策として検温，１時間毎の換気（搬入口
の開放）を行った。さらに卓球開放では，利用者が終了するたびに界面活性
剤による卓球台の洗浄を行った、また，開放事業利用者名簿には，住所・氏
名・電話番号の記入させ，新型コロナウイルスの感染した場合の保健所と
の連携がとれるようにした。

・新型コロナウイルス感染拡大の防止の観点から，令和２年度は事業中止やむなし
としていたが，令和３年度においては，事業を開催するためにはどのような対策が
必要かとの考えにたち事業を実施する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・開放事業においては，引き続き感染防止対策を十分に行ったうえで実施する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・地域団体や地域包括支援センターが安心して協働できる環境を作る。
・地域包括支援センターと連携し，認知症予防に関する事業等を実施していく。
・子育て支援センターや子育てサロンのＰＲにより，子育て中の保護者の交流の場
としての環境整備。

神居

・コロナ禍でも，食を主体とした事業へのニーズが高い傾向にある。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・生涯学習活動団体の高齢化により，会員が減少し活動の継続が厳しい
状況にある。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・青少年教育事業への参加が少ない。

・生涯学習活動に取り組む団体の情報について，従来の広報誌や公
民館だよりによる紙媒体に加え，生涯学習ポータルサイトまなびネット
及びホームページ等のデジタル媒体を利用し，活動の紹介や見学，
入会等について情報発信を行った。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・青少年教育事業として，小学生を対象とした「春休み卓球教室」を開
催し，定員を超える申込みが有り，大好評であった。・百寿大学の開
講延期，外出自粛等により，自宅にこもりがちな学生宅を訪問し，連
絡事項及び簡単な脳トレ問題を掲載した通信の配付とともに安否確
認を行い，心身のケアに努めた。
・２クラスに分けて実施していた「男の体操教室」を，大会議室の使用
可能日に変更したため，それまでクラス分けしていた教室を１つにまと
めることが出来，内容の充実，事業の効率化及びソーシャルディスタ
ンスの確保等，感染対策にもつながった。

・来館者及び各種講座，事業等の参加者へアンケートを実施し，ニーズの把握に努
め，今後とも十分な感染対策を施し，市民ニーズに応えていく。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・親子，青少年が参加しやすく楽しめるような自然，農業，食育等をテーマとした体
験事業の構築に取り組み，夏，冬休み等を利用し青少年層の参加促進を図る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・コロナ禍により在宅時間が長くなることから，高齢者の認知症予防につながるよう
な事業の構築を，関係機関と連携を図り取り組んでいく。
・今後も十分な感染対策を施し，参加者の安全安心を最優先に各種事業の推進を
図る。

北星

・新型コロナウイルスの影響により，１１事業が取り止めとなったほ
か，「雪中祭」を除く他の事業も一部中止となった。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・各事業の講師や共催団体と情報交換しながらその都度，開催の可
否について判断したが，広報に掲載するに当たり２，３か月先の状況
が見通せず判断が難しかった。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・利用者は施設・運営には概ね満足しているが，登録団体数，利用
者数は減少傾向にある。
・北門児童センターが隣接していることから，子育ての相談・支援・交
流についてのニーズはそれほど高くない。

３密を回避するため，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・「こども食堂」は弁当の配布のみとした。（３月を除く。）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・「はらぺこクッキング」は７月はＹｏｕＴｕｂｅ配信とし，１月は定員を午
前午後各６名とした。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・「地域づくり勉強会」は会場を講座室から講堂に変更した。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・「百寿大学」はＡ 組，Ｂ組を午前，午後に分けて実施した。

・家庭教育支援については，引き続き子育て支援センターちゅうりっぷとの連携を
図っていく。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                        　
・「放課後の自習室」については教育大学川邊先生の協力を仰ぎながら，今後も継
続できるよう講師の確保に努める。
・高齢者事業では地域包括支援センターとの連携を密にし，高齢者のニーズに合っ
た事業を実施する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・児童センターに隣接し，北海道教育大学に近いという当館の特色を活かし，地域
の家庭教育支援，青少年教育の向上に資する事業を企画・運営していく。

新旭川

・新型感染症の影響による利用控えにより、各サークル会員の参加
が減っている。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・事業全般において感染リスク回避を前提とし、人数制限や内容を
縮小（中止含む）せざるを得ず、当初内容の変更によるキャンセルな
ど参加申込に影響が生じた。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・利用団体が固定化し、新規利用（登録）がない。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・近隣に地区センターや福祉センターがあり、地域行事に利用される
ことがない。
・一般開放の利用がほとんどない。

・館内の消毒作業ほか感染対策への取組やサークル活動におけるリ
スク回避のための工夫などについて個別に説明した。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・事業開催日や時間帯、募集人数など駐車スペースに不便の生じな
いよう見直しを行った。
・空き時間の状況を検証し、開放する貸室の増設、開放日や時間帯を
拡大した結果、利用者増に繋がった

・安全の確保と安心して利用・活動できるよう感染対策の徹底と事業ＰＲに取り組
む。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・空き時間（室）の利用方法について、開放メニューなど利便性や利用効率の高まる
施設運営に取り組む。
・フォーラムの意見を反映した事業の企画に取り組む。
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愛宕

・近年、男女とも若い世代の事業への参加が少なく、利用者、利用団
体構成員の高齢化が進み、事業の規模を縮小してきている状況と
なっている。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・施設利用状況は、利用者の固定化高齢化により減少傾向にあった
が、コロナ禍の現状においてさらに減少した。

・小中学生向けの新規事業を実施するとともに、土・日開催を増やす
ことにより 若い世代である保護者の参加が得られた。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・従来からの高齢者向け健康講座の開催回数の増、内容の充実を図
り、延べ参加者数が増加した。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・文化祭を中止したが、ミニ文化祭を実施したことにより一定の交流が
図られた。

・事業のスクラップアンドビルドに当たり、総花的に行わず、地域の特性、利用状況
を勘案しながら既存事業の拡大なども含め、集中的に取り組む必要性がある。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・協働で行う事業の洗い出しを行い、相手方として可能な団体への働きかけなどを
検討する。

東光

・感染防止対策で予定事業の一部中止や,参加人数の制限等で全体
的に参加者が減少している。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・家庭教育支援の人気ある事業は,親子の参加増と成人学習で新規
事業の実施等で一定の成果が図られている。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・マンネリ化した青少年事業内容の見直しと高齢者学習では,開催時
期の延期や事業の一部中止等で参加人数が半減したため,魅力ある
参加しやすい事業の実施企画が課題である。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・利用者の固定化・高齢化により若い世代の事業参加と人材の育成
が課題。

・コロナ禍で人気ある事業(親子工作教室・親子ふれあい陶芸)の実施
と成人学習で新規事業(足もみ健康体操・幸せ笑いヨガ)を実施するこ
とができた。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・ＩＴシルバ－クラブとの連携した事業を継続的に実施した。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・公民館だよりの定期発行,サ－クル体験の実施でコロナ禍での事業
実施内容を周知することができた。
・感染対策で事業を一部中止したが,地域・関係団体と連携した高齢
者ニ－ズを踏まえた事業の実施ができた。

・安全で安心して公民館が市民に利用されるように感染対策を万全に講じた上で,人
気ある事業の継続とマンネリ化した事業を見直し，廃止し,新たな講師の発掘と新規
事業の実施を検討する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・地域包括支援センタ－,地域社協等と連携した高齢者のニ－ズにあった事業の実
施。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・公民館だよりの継続発行,感染対策を万全にした中での連絡協議会との連携で公
民館フェスティバルの開催を検討 して,地域の公民館としての役割を果たせるよう情
報提供を行いサ－クル活動の支援と利用者増に努める。

西神楽

・今年度は，コロナの影響と地域の高齢化で利用団体の活動休止や
解散があり，中止の事業が多く思うように実施出来ていない。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・今後、地域住民の高齢化で縮小傾向にあるため，若い世代向け事
業の開催。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・施設利用状況は、利用者が高齢化で減少傾向にある。
・フォーラムの参加者から、意見・要望がでてこない。
・コロナの影響で協働事業が減少

・新規事業がどれも好評で、新しい人材の参加が見られた。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・公民館ホームページ更新と内容の充実を図る。

・新規事業を積極的に取りいれマンネリ化防ぎ、公民館に集う人数を増やしたい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・フォーラムでは意見が出づらいので内容を検討する。
・協働事業の新しい企画の取り組み（若い世代と高齢者の融合）

春光台

・コロナウィルス感染拡大により、例年実施されていた主催･共催事
業が開催できない状況であった。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・次年度以降、活動内容の関係で３密が避けられないサークル活動
（社交ダンス，日本現代舞踊、フォークダンス、カラオケ同好会など）
及び各種事業（運動講座、ふれあいサロン、通学合宿、多世代ふれ
あい交流会、家庭教育支援など）への参加者の減少や活動内容が
縮小することが予想される。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・生涯学習活動団体数が２８団体、これまでの傾向と同じく会員の固
定化や高齢化が見られ，今回のコロナ禍にともない活動団体数が減
少することが懸念される。
・これまでも主催･共催事業の参加者の傾向としては女性が殆どであ
り、今年度からは男性の方の参加を促すことが大きな課題である。
・コロナ禍にともない地域のネットワークづくりにおいてこれまで取り
組んできている活動の殆ど停止している状況であり、いつ再開実施
できるのか不透明な状況である。

・これまで以上に館内清掃及び消毒、マスク着用の徹底、参加募集人
数の制限などを配慮しながら実施可能な事業から実施に向けて準備
を進める。   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・２８団体それぞれのサークル活動を紹介するシートを作成し，来館者
が見て興味を持ち入会を促すように、館内に掲示をしている。昨年度
から引き続いての取り組みの成果か、新たに２団体の生涯学習活動
団体（太極拳「木曜の会」、ふくふく家族の会）の登録があった。

・旭川市内の感染状況やワクチン接種状況を踏まえ３密を避け感染リスクの低いと
思われるフィールドワークを主とした地域活性化事業（水芭蕉観察会、ウォーキン
グ、風のギャラリーなど）から、できる範囲で再開実施をしたい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・今後も、地域住民に対して新らたなサークルの創設やサークル会員募集に向け
て、公民館だよりや館内掲示などをとおしてサークル活動や主催･共催事業の参加
を促すような取り組みに努めていく。

事業係

・ボランティア団体との連携した家庭教育支援事業が一部中止とな
り，低調だった。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・高齢者の意識や，高齢者観の変化から高齢者学習のシニア大学と
百寿大学の入学生は減少傾向にある。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・シニア大学の見直しを行い，大学と大学院を統合した４年制とし，令
和２年度から，従来の６年制と併設している。・公民館クラブ事業の対
象を小中学校に絞り，公民館で活動する団体等の学習成果を地域に
還元する仕組みを簡素化し，効果的に情報提供実施できるよう見直し
を行っている。

・各事業の実施にあたり，高等教育機関や各分野の公的機関，民間団体等との連
携を促進する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

委員から
の主な
意見

・ 乳児・児童・高齢者を中心とした地域住民の集いの場
・ 健康増進・コミュニケーションを図る場
・ 豊かで楽しい日常生活を目指す事業
・ 地域の課題を解決するための取組
・ まちづくりに資する取組

・ 地域のボランティア活動を促進する取組
・ コロナ禍において施設の安全かつ有効な推進に一層尽
力すべき


