
 

 

平成 28年度第１回公民館運営審議会会議録 

 

と き  平成 28年 5月 19日（木）14：00～16：00 

ところ  宝塚市立東公民館 会議室 

出席者  奥田会長、阿部委員、大山委員、貝澤委員、中尾委員、出野委員、阪本委員、

本多委員以上 8名出席。 

（山下委員は欠席） 

（事務局）社会教育部：立花部長、島廣室長 東公民館：土山    

西公民館：高野館長、倉橋   

 

1 立花社会教育部長あいさつ 

 

2 開 会  奥田会長の挨拶により開会 

 

3 議 事 

 報告１ 平成２７年度第４回宝塚市公民館運営審議会会議録について 

事務局から、前回(平成２８年１月２１日開催、第４回)の会議録について報

告し、一部修正し承認された。 

 

報告２ 平成２７年度公民館の利用状況について 

    事務局から、平成２７年度公民館利用状況の説明を行った。公民館２館の利

用者は、338,330人となっており、２６年度と比較してみると、中央公民館の

閉鎖の影響もあり減少している。しかし、西公民館では、件数で 1,400件、利

用者で 26,000 人増加している。中央公民館の利用者が西公民館に移動されて

いる。利用率は東公民館が 46.5％、西公民館が 60.2％であり、特に午後の 1

時から３時が 73.4％と阪神間の利用率と比較しても西公民館の利用率は高く

なっている旨説明をした。 

     

    ■ 事業に関しては、毎年同じことが多いのでしょうか？ 

     → 例えば市民カレッジの場合は、年度によって変わることもあります。 

      具体例としては、２８年度から国際観光交流時代と世界文化遺産コース

が新しく増え、講談が午前、午後の２コースになっておりますように、

少しずつの変化はあります。 

    ■ 講座、カレッジの内容を決めるのは職員の会議や担当が決めるのです

か？ 

     → 事業担当者のグループがおり、そこで大部分を決めておりますが、場 



 

 

合によっては相談しながら進めています。担当者が前年度の流れを見て、 

新しいものを取り入れたり前年の応募人数からコースを増やしたりし 

ています。それぞれのコースで（その講座の）ファンの方もいて、中に 

は１０年を超えて来られている方もいます。 

     

報告３ 平成２８年度公民館予算について 

    事務局から、平成２８年度公民館予算についての説明を行った。歳出の 

１公民館管理運営事業（中央公民館）２７年度までは伊和志津神社から土地を

借りていたが、28 年度からはなくなったこと。歳出の１公民館管理運営事業

（東公民館）において２８年度が 500万ほど増えているのは、老巧化した設備

等の工事を行う為である等の説明をした。 

■ 歳出の⑧その他講座事業関連予算とは何ですか？ 

→ それぞれの講座事業の中から、通信費や消耗品等をまとめたものです。 

■ 予算そのものは、ほとんど変わりないですね。 

■ 宝塚市長が性的マイノリティのことを発言されたりされていますが、例え

ば公民館の事業として性的マイノリティの問題を考える場をつくるとか 市

長サイドからもっとこういうことを考えてやらないというようなプレッシャ

ーが出てくるとか、そのようなことは宝塚ではないのですか？ 

→ 緊張感はあります。施策として性的マイノリティの問題は本市では人権

の部署今の状況だけ説明するとパートナーシップ宣言要項がある。宝塚市

の住人が性的マイノリティ同士で同性カップルが申請されたら、申請が 

あったことを市長が受付けたうえで証明する手続きをしている。６月１日

から運用することになっています。また性的マイノリティの取り組みにつ

いては人権部署が一般市民を対象にした研修、実態として自分の経験を語

る取り組みを現在しています。人権の取り組みとして差別のない社会を実

現するという方向性です。 

■ 社会教育の場面での取り組みは？ 

→ 社会教育では、その施設を使う使わないの問題はあるが 内容を社会

教育でプログラムしてという動きはない。 

        少なくとも今回の取り組みとしての目的としては 問題を解決するには

法律が必要でしょう。法律的に全国的にそれを解決していかなければなら

ない。そのためには声をあげていかなければならない。実際そういう問題

があるとか方が多く住んでいるとかということは別にして 取り組みをす

ることによって国に対して一つのアピールをしていくこと。また市として

もできることをやっていきましょうという事です。 

 



 

 

■ 宝塚として考えてることが市民としても分かりにくい。それが現実です。 

→ これからは積極的に市民の方にも啓発していこうと考えています。 

■ 新しい公民館の建設費が減らされるようなことはないのですか？ 

→ 総額は承認いただいています。実際に整備する中で圧縮できるところ

は圧縮していきます。上限は決まってますから努力していきます。 

→ 新公民館の建設については、財源の確保というところで国の補助金を

活用し、できるだけ市の負担を少なくしようという努力をしたうえで行っ

ていますし、先ほど言いました債務負担行為ができていますので、今から

大きく計画を変えて安くしようということはないです。 

 

協議１ 平成２８年度公民館主催事業計画について 

    事務局から、平成２８年度公民館主催事業計画について説明を行った。

基本方針【社会教育法第２０条の規定に基づき、宝塚市立公民館は、市民

のために実際生活に即する教育、学術及び文化に関する事業を行うとこと

を基本方針とする】を読み、以下の内容を説明した。 

 

１. 市民カレッジ事業 新講座 国際観光交流時代と世界文化遺産コースを新 

設した。 

応募総数 ５月１３日現在で１３１５名 ６月半ばから順次開催します 

 

童謡サロン      定員 150名に対して 165名 

洋楽ラジオデイズ   定員 100名に対して 94名 

韓国の旅       定員 50名に対して 36名 

ことば磨き      定員 25名に対して 26名 

上方講談・午前    定員 150名に対して 113名 

上方講談・午後    定員 150名に対して 163名 

政治・経済      定員 150名に対して 154名 

文化と歴史・午前   定員 150名に対して 101名 

文化と歴史・午後   定員 150名に対して 115名 

関西文学       定員 150名に対して 121名 

まちかど学      定員 50名に対して 45名 

ワンフレーズ英語   定員 50名に対して 63名 

国際観光       定員 50名に対して 57名 

みどころ探訪     定員 30名に対して 30名 

消費者力アップ    定員 50名に対して 32名 

１４５５名の定員に対して１３１５名の募集の決定を行っているところです。



 

 

第一次募集で定員に満たなかったところは第二次募集を行っておりまして５

月３１日を〆切としています。 

 

２. 市民セミナー事業 ４月１６日に開催されて５４名の参加者がありました 

 

３. 文化フォーラム事業 身近に芸術・文化に親しむ機会を提供する 

      ２２年度からサマーライブは８月にこの街が一番コンサートは企画がまとま

り次第 去年は公民館を利用されているグループに発表の場として日ごろの

成果を市民のみなさんに披露することを目的として実施しています。 

公民館寄席としておばやし亭 講談の会を来年３月に開催する予定です。 

 

     ４.人権啓発推進事業 

平和 みる・きく・伝える展 

広島原爆資料館から資料を借りて展示していたが、戦後７０年経ち展示物が

傷んでいるため、来年度からは貸し出さないことになったという連絡が入っ

たところです。 

   

     ５.公民館利用団体還元事業 

公民館まつりが１１月１日～４日に行われます。３日には東・西公民館間 

シャトルバスの運行をします。 

小中学生への還元事業としてサマースクールを７月２５日～２８日の４日間

実施する予定です。 

 

     ６.アウトリーチプログラム事業 

出かける公民館事業 ８月のサマーフェスタと関連した形で実施を考えてい 

ます。 

 

     ７.障がい者社会学級事業 

 

      視力障がい者社会学級「宝塚市青い鳥学級」 

      聴覚障がい者社会学級「宝塚市たつのこ学級」 

      中途難聴者社会学級「宝塚市ふれあい学級」 

      視力障がい者社会学級「阪神青い鳥学級川西教室」 

      聴覚障がい者社会学級「阪神くすの木学級芦屋教室」を 

       例年通り実施いたします。 

   



 

 

報告４ 公民館サービス向上計画について 

      サービス向上に向けた公民館の取り組むべき方向について５つの項目をあげ

ています。 

 

１ 公民館活動の広報活動について 

２ 公民館利用増進について 

３ 公民館活動（学習成果）の地域の還元について 

４ 公民館活動グループの育成・支援について 

５ 管理運営体制の充実について 

 

  １.公民館活動の広報活動について 

公民館活動の周知を図る事をねらいとして何をしていくか 

・情報発信 広報活動の充実→向上策としてホームページの改善（魅力的なサ

イトづくり） 

・公民館情報誌の発刊につきましても 魅力ある公民館だよりを作って行く。 

今年は年１回からはじめて将来的には年４回季節ごとに出せるようにしてい

きたいと考えています。 

       

■全部してください 

 

  ２.公民館利用増進について 

・幅広い年齢層 また障がい者のかた 老若男女問わず利用していただきやす

いようにしていく。 

その一つとして２７年度から午後１午後２と時間の区分けを増やしました。 

・誰もが使いやすい施設、設備の充実→男女障がい者トイレ各１つのウォシュ

レット増設（西については工事完了、東についても時期を見て工事予定、新

中央はユニバーサルデザインで） 

 

３.公民館活動（学習成果）の地域の還元について 

今まで避難所になっていなかった西公民館を避難所にする 

→地域の方にお知らせする 

地域にあったことを考えていく。具体化はこれからしていきたい。 

 

４.公民館活動グループの育成・支援について 

・囲碁のグループが西公民館に５グループある。グループの動きとして囲碁 

キッズ 子どもたちに囲碁を教える会があるので、タイアップして各学校に



 

 

お願いすることになると思うが公民館で囲碁教室を開催し子どもたちに還元

していく。他 工作のグループについても具体化していきたい。地域との連

携の構築になると思います。 

 

５.管理運営体制の充実について 

・代表者会議の充実ではあるが西公民館では難しい。連絡会に来られる方は 

２００人を超しています。ホールの定員が１５０人なので毎回あふれている状

態なので難しい状態であり、対策は課題であると考えています。 

 

・小学生が社会見学に来る機会を利用して公民館をアピールしていけたらと 

思っています。 

 

※その他多様な公民館サービスの拡充・展開 

・西の場合利用者の平均年齢は６０歳前後ですが、子育て支援課がしている親子

の活動を増やし子どもに勉強を教える教え方（子どもの教育を親が学べるよう

な）講座の展開を具体化できたらと考えています。 

講師をしたいという方と曜日、時間を決めて秋、冬ころには取りかかれたらと

思っています。 

 

・まちかど大学が全国的なはやり ２０～３０代の若者層が地域の中でのいろい

ろな施設を使って学習していく。宝塚の NPOセンターでも動向を見ながら進め

ていけたらと思っています。 

 

・社会人をターゲットにしたビジネス教養講座 政治経済のカレッジの参加人数

から見ても興味が強いという事がわかっているので何らかの展開ができたらと

思っております。 

 

・利用者が少ない夜間に魅力的な講座 冬からでも例えば宝塚の歴史講座などパ

イロット事業（試験事業）をしていこうと思っています。 

 

・子育て支援、子ども発達支援センター主催の子育てに関する講座を開催すると

参加者が多いので何らかの形でできればよいのだが、西公民館では部屋の確保

が難しく限られた中でタイアップしながらやっていきたい。 

 

・時期にあった住民に効果的な学習の機会が提供できればと思っています。 

 



 

 

 

■東公民館 サービス向上計画の３ページの項目１ 向上策１－１．公民館が存

立する地域の課題 

→私の理解では 公民館が果たすことが可能な地域の課題 でよいのか・・・存

立というと非常に難しい。公民館があってよいのかわるいのか。を問うものなの

か？わかりやすい表現に・・・ 

 

■子どもを教える教え方 という表現があり子育て世代を対象とした家庭で子ど

もを学習支援する方向？ しつけなのか勉強なのかわかりにくい表現がされてい

る。 

 

■５ページの下の２－２. 

喫緊の行政課題？行政課題というよりは市民の中で関心が高いということだ と

思います。 

 

■公民館活動の周知とありますが、周知という言葉が今でいう上から目線になら

ないかどうか再考してください。 

 

■中央公民館の建て替えが明るい展望の課題だというようなニュアンスがサービ

スの向上のどこかでつながらないか。いろいろ考え工夫されているのだから、ど

こかに入れられないのかと思う。 

 

■それに関連するが、指定管理者制度についても市民サービスに関わる問題なの

で 慎重に検討するという言葉づかいで入れておかなければ、完成と同時に当た

り前になる恐れがあるのではと懸念しています。 

 

■最終的には行政が出される文章ですから我々が言う立場ではないが、これらの

点を再検討していただければと思います。 

 

■サービス向上計画の中に新中央公民館建設を入れる必要があるのでは 

 

→ 今いる職員の主たる職員は再任用職員、再任用も退任になったアルバイト

職員が主になっています。今後、市の職員の数から考えますと公民館に新たなメ

ンバーの正規職員を入れていくのは厳しい状況になっていますので、市民の皆さ

んにとって公民館の活動がより充実したものになるためにどのように運営してい

くのが良いのか考えていくべきかなと思っています。 



 

 

 

■本当はもっと継続的に人の手配があったほうがいいのだけど 

 

→ 社会教育の提言の中にもありますが、やっぱり今ある地域課題にどう対応して

いくかということがいえると思います。 

総人件費の削減というのが一つの命題で取り組んできました。給料自体は国の基

準に合わせて考慮して増減するんで今回のように特別下げたというのは特殊な事

情 ３０数億の赤字など がないととり組めませんので どのように取り組んだ

のかというと 人を減らす取り組みをずっとしてきたんです。退職した人の人数

分の採用をしないでずっときた その意味で行政改革の一番のターゲットになり

やすい。出先機関であったり 本庁でも人の数が全然足りない。ただ今までやり

すぎていたので 人が足りなくてどうしようもなくなりここ数年は採用人数を増

やしています。だんだん回復してきています。それでもまだまだ人が足りない。

常にいろいろな場所で人がいないことが指摘されます。 

 

→ 任期満了の方へのお礼 

 

■平成２８年度 公民館運営審議会を閉会いたします。 

 

                              以  上 


