
平成 20年度第 4回公民館運営審議会会議録 

 

と き 平成 21年 1月 16日（金）14：00～16：00 

ところ 宝塚市立中央公民館 306会議室 

出席者 辻会長、奥田委員、中野委員、阿部委員、遠藤委員、田野委員、足立委員、 

中尾委員（8名 小西委員・大山委員は欠席） 

（事務局）鷹尾部長、井上、市川、長岡 

 

1 挨 拶 

 鷹尾部長から挨拶 

 

2 議 事 

報 告 1 前回会議の会議録について 

 事務局から、前回の会議録を配布し、報告する。委員から、①会議録 4ページ 

上から８行目「施設を所有する地方公共団体の議会を経ること」を「施設を所有

する地方公共団体の議決を経ること」に訂正する。②4ページ上から 18行目には

「真の狙いが運営費用と職員数の削減にあることから、行政改革の面のみに過剰

に着目されることがある。」とあるが、同ページの下から 6行目の「宝塚市指定管

理者制度導入への対応指針」には、「この方針は、官民の連携により公共サービス

の向上および効率化を図ろうとするものである。」とあって、整合していないし、

齟齬を生じるので、「・・・という指摘もある。」、「・・・という見方もある。」と

か「・・・という声もある。」と表現すべきである。③7ページの下から 2行目は

誤解を招くので削除。 との意見が出され、これらを訂正することで全員一致

で承認された。 

 

報 告 2 平成 20年度阪神地区公民館運営審議会委員連絡協議会研修会について 

 平成 20年度阪公審協研修会は、平成 20年 10月 31日（金）に淡路の岩屋公民館 

他で行われ、当市からは、辻会長、奥田・中野・田野委員の 4名が参加した。 

（辻会長および各委員からの報告） 

・最初、岩屋の公民館に行ったが、公民館が見当たらず、小学校に案内された。学校の会

議室のようなところに案内されてスライドなどを見せてもらって説明を聞いた。実は、

小学校の体育館の下が公民館になっており、上は体育館として使用されている。公民館

では、公民館まつりが開催されており、そのまつりを見ると非常にレベルが高かった。

作品などもレベルが高かったので感心した。土地の人達、近くの人達と公民館が密着し

ていた。単に公民館に行って、お金を払って、時間がたったら帰るというようなもので

はなく、近くの人が花を持って来たり、いろいろと密着している。小学校と公民館が一



緒だから、余計に地域と公民館が密接な関係になっていて非常に感心した。しかしよく

考えたら、（地域が）小さいからだと思う。大きい都市の公民館では、そのあたりが違う

のかなと感じた。説明に立たれた岩屋公民館の方が非常に熱弁を振るわれて、特に、私

だけでなく、参加された他の方たちも感心したのは、「営業努力」、公民館が商売をする

ということではないまでも、営業努力をしなければならないと言われたことが、非常に

印象に残っている。岩屋の公民館に「燃えてる人」がいた。ああいう元気な人がいるこ

とがすばらしい。「公民館職員の一層の営業努力」と言われている。規模が違うので単純

には比較できないけれど、岩屋の公民館を訪問してなかなか良かったと感じた。 

・岩屋公民館の後は、健康道場や不登校の子供達の学校へ行ったが、不登校の子供達の学

校については、なかなか良いことをやられているが、非常にお金がかかるので、お金持

ちの家の者しか入れないのではないかとも思った。 

・岩屋公民館については、規模がぜんぜん違うと思った。公民館の職員が、実際自分で手

書きのチラシを地区に直接配れることのできる規模である。あそこのおばぁちゃんは、

どの部屋に寝ているとか、そういう、みんなが、良いところも、悪いところも知ってい

るという中での公民館活動であったので、すごく地域と密着されており、コミュニケー

ションも昔から続いていて、漁師町なので、女性の力がすごくて、この辺（宝塚）では

なかなかないなぁ、（同じようには）できない公民館のあり方だなぁという印象だった。 

・チラシを配りに行って、「おばぁちゃん、元気かぁ」と言ってくるとのことであった。 

なかなか、都会ではできにくい。 

・阪神大震災の時に、「あのおばぁちゃん、いつもあそこに寝ているけれど、まだ外へ出て

こない。大丈夫か？」と言って助けに行って、助けられた人がたくさんいるということ

であった。町であったら、隣にどんな人が住んでいるかもわからない。 

・地域の人も公民館の職員も小学生など、地域の子供は全部知っている。小さいコミュニ

ティだからできることで、宝塚ではなかなかできない。 

・営業努力について言えば、公民館の職員が自分で資格をとって、自分で講師になって講

座を行うということであった。また、岩屋をもっと知ってもらいたいということで、観

光案内にも力を入れているということであった。 

 

協 議 1 平成 20年度兵庫県公民館大会について 

 平成 20年度兵庫県公民館大会は、平成 21年 2月 6日に兵庫県嬉野台生涯教育セ

ンターで行われる。辻会長、奥田・中野・田野・中尾・遠藤委員の 6名が参加する。

2月 6日午前 8時 15分に中央公民館に集合し、公用車にて現地へ赴く。 

 

協 議 2 平成 21年度公民館主催事業について 

 事務局から、平成 21年度の公民館主催事業として予算要求している事業を報告。 

① 市民セミナー事業（スローライフと大人の食育講座）②アウトリーチ事業（タカラジェ



ンヌのミュージカルワークショップ）③宝塚市民カレッジ事業（本科 1・2 年生、別科

10 コース）④人権啓発事業（「平和」みる・きく・伝える展、「いのち・愛・人権フォ

ーラム」《裁判員制度講座》）⑤文化フォーラム事業（公民館寄席《福笑の会、おばやし

亭、おばやし亭講談の会》、この街が一番コンサート《ジャズバンドコンサート、ブル

ーグラスコンサート》、宝塚歌劇団オーケストラコンサート）⑥公民館利用団体支援事

業（公民館利用グループ代表者連絡会、公民館まつり、公民館利用グループ学習還元事

業 サマースクール）⑦障害者社会学級事業（宝塚市青い鳥学級、宝塚市たつのこ学級、

宝塚市ふれあい学級、阪神北青い鳥学級宝塚教室、阪神北くすのき学級伊丹教室）⑧Ｉ

Ｔ推進事業（60歳からのパソコン教室） 

このうち、文化フォーラム事業については、「おばやし亭講談の会」・「宝塚歌劇団オ

ーケストラコンサート」以外の事業については、予算化が難しい旨を報告。 

（意見） 

・メニューの組替えなどで、「福笑の会」は行えないか？（民でやれるものは民で行うべき

という財政担当や行革担当の意見があり、福笑の会などについて、事業の収支を合わせ

た形で行いたいということも提案したが、認められていない。21 年度の公民館主催事業

が指定されているということである。） 

・裁判員制度の講座は、マスコミはマイナス面だけをクローズアップしている観がある。

実際に参加していろいろなお話が聞けた。講座に「来てください」と言うだけでなく、

土曜日や休みの日に学校やＰＴＡに出かけて行ったらどうか？（この講座は、裁判所と

のタイアップが不可欠であるので、今のところ、土曜日や日曜日に出かけて実施するこ

とは難しい。） 

・裁判員制度は、5月からの実施となっているが、始まってからも繰り返し行うべきである。

実際に実施してから、いろいろな問題点が明らかになると思う。 

・平和展については、もう少し人権啓発とタイアップを図っていくことはできないか？少

し離れている部分があって、人権啓発と平和とが、それぞれになっているのではないか？

市民というのを基本におけば市の中でもう少しタイアップするべきだと思う（研究して

いきたい。）。 

 

協 議 3 指定管理者制度について 

箕面市の公民館の状況および指定管理者制度導入についての箕面市公民館運営審

議会・箕面市生涯学習センター運営審議会の意見書を説明。 

（説明概要） 

・箕面市には、生涯学習センターが 2館、公民館が 1館あるが、生涯学習センター2館は、

公民館を建て替えた時に生涯学習センターという名称に変えたものである。 

・箕面市の公民館運営審議会委員は、生涯学習センター運営審議会委員を兼ねており、年 4

回の定例会はそれぞれ 2回ずつ開催。 



・公民館については、利用料は無料であるが、生涯学習センターは有料である。 

・公民館の指定管理者制度の導入については、近隣では、奈良市・米原市・大東市・大阪

狭山市が行っている。 

・箕面市では、指定管理者制度の導入について、平成１７年に公民館運営審議会で審議を

行い、「公民館は、まちづくりの基礎的な部分を担っている施設であり、総合的なビジョ

ンをもって任せられる団体を育成するまでは、公民館への指定管理者制度の導入は、適

用するべきではない。」との意見書をまとめた。 

・しかし、平成 18年 4月 21日に箕面市から「指定管理者制度導入の検討の指針」が示さ

れ、これに基づいて再度公運審で審議を行い、すでに制度を導入していた奈良市および

米原市へ視察を行い、さらに市民との意見交換会を行った結果、再度意見書を教育委員

会へ提出した。 

 

（箕面市立公民館運営審議会・箕面市立生涯学習センター運営審議会 「意見書」） 

・審議会では奈良市および米原市への視察で管理運営におけるメリットを知ることができ

た。しかしながら、指定管理者制度の持つ弱点によって、その長所が阻害されかねない

面もある。社会教育にとって重要な継続性と安定性について、財政的な見通しが厳しい

中、実際に職員に働きつづけられるだけの給料が払えるか、熱意ある専門的な人材を確

保し続けることができるかということがある。また、短期間での管理運営団体の交替や

それにともなう職員と新規に関係を築かなければならないことは市民にとって大きな負

担であり、指定管理者の交替によって、現場の情報やノウハウの蓄積が断絶し、問題へ

の対応能力が劣化する。 

・収益を生まない無料の事業が軽視される結果、生活に余裕のない社会的不利益層が遠ざ

けられる。また、事業内容も人の集まりやすい顕在的な要求に傾き、地味ではあるが、

大切な社会的課題など、隠れた要求（ニーズ）を掘り下げる思考が弱まる。 

・指定管理者制度は、行政と市民の間に 1 つの団体が介在する制度であり、市民が常に施

設の運営に関心を持ち参加するというルートが軽視されがちになり、社会教育施設の性

格を変質させ、これまで市民と行政との間で形成されてきた信頼関係を損なう結果にな

る。 

・審議会では、指定管理者制度について、市民との意見交換会を 2 回行ったが、職員の接

遇が良くなるというメリットを指摘する意見も 2,3出されたものの、圧倒的多数が指定管

理者制度の導入には反対であり、社会教育施設・施設職員の本来の使命、役割を問いた

だす意見が多かった。 

・市民の間に共有されている社会教育施設の値打ちを行政がどう評価しているのか、箕面

市の社会教育・生涯学習の将来構想の中でどのように社会教育施設を位置付けようとす

るのかが不透明であり、行政と市民があるべき施設像を共有することがないままに、指

定管理者制度を導入することは、これまで培ってきた行政と市民との信頼関係を損ない、



きわめて深刻な葛藤を生む。 

・指定管理者制度を導入する前に十分な時間をかけて、市民の意見を聞きとり、箕面市の

社会教育施設の歴史と現状をどう評価するのか、使命をどう考えるのかを行政として明

らかにするべきである。 

・指定管理者制度の導入についての議論を契機に市民の間では社会教育施設についての関

心が高まっており、これを好機として市民とともにこれまでの活動を検証し、箕面市の

生涯学習の将来構想に位置付けるべきであり、学習・文化を通じ地域づくりに責任を持

って関わることのできる団体の育成についての総合ビジョンと民間団体の能力が発揮さ

れる仕組づくりを議論せねばならない。 

・ したがって、基本的には、先行の意見書と同じく、現時点では指定管理者制度を導入す

るべきではないという結論に達した。 

 

3 そ の 他 

① 1月 30日に阪神公民館連絡協議会が開催されるが、協議の案件は、尼崎市の 21年

度予算の問題で、平成 21 年度から尼崎市は同協議会から退会せねばならない状況

になっていることを説明。 

② 1月から審議会委員の報酬が、3段階になることを説明し理解を求めた。 

③ 1月から、審議会委員の出張旅費のうち、日当がつかないことを説明し理解を求め

た。 

④ 井上と市川が、1 月 23 日に奈良市役所に出向き、奈良市立公民館の指定管理者制

度について調査する。 

 

4 連絡事項 

次回は、2 月 20 日（金）14：00～16：00 に西公民館において臨時会を行う。議題は

指定管理者制度についてとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



平成 20年度第 4回公民館運営審議会会議録 

と き 平成 21年 1月 16日（金）14：00～16：00 

ところ 宝塚市立中央公民館 306号室 

出席者 辻会長、奥田委員、中野委員、阿部委員、遠藤委員、田野委員、足立委員、 

 中尾委員（8名 小西委員・大山委員は欠席） 

（事務局）鷹尾部長、井上、市川、長岡  

 

1 挨 拶 鷹尾部長 

 

2 議 事 

報 告 1 前回会議の会議録について 

 事務局から、前回の会議録を説明し、一部訂正・削減した後、全員

で了承。 

 

報 告2 平成20年度阪神地区公民館運営審議会委員連絡協議会研修会につ

いて 

 平成 20年 10月 31日に淡路岩屋公民館で行われた阪公審協研修会

には、辻会長・奥田・中野・田野委員の計 4名が参加した。辻会長

ほか各委員から報告があった。 

 

協 議 1 平成 20年度兵庫県公民館大会について 

 平成 20年度兵庫県公民館大会は、平成 21年 2月 6日（金）に兵庫

県立嬉野台生涯教育センターで行われるが、辻会長、奥田・中野・

田野・中尾・遠藤委員の計 6名が参加する。 

 

協 議 2 平成 21年度公民館主催事業について 

 平成 21 年度公民館主催事業として予算要求している事業について

報告した。①市民セミナー事業、②アウトリーチ事業、③宝塚市民

カレッジ事業、④人権啓発事業、⑤文化フォーラム事業、⑥公民館

利用グループ学習還元事業、⑦障害者社会学級事業、⑧ＩＴ推進事

業 このうち、文化フォーラム事業については、一部を除いて来

年度は予算化が難しい旨を説明。 

 

協 議 3 指定管理者制度について 

 箕面市の公民館の状況および指定管理者制度導入についての箕面市



公民館運営審議会・箕面市生涯学習センター運営審議会の意見書に

ついて説明。 

 箕面市では、指定管理者制度導入について、平成 17 年に公民館運

営審議会で審議を行い、「公民館は、まちづくりの基礎的な部分を担

っている施設であり、総合的なビジョンをもって任せられる団体を

育成するまでは、公民館への指定管理者制度の導入は適用するべき

ではない。」との意見書をまとめた。 

 その後、箕面市では、平成 18年 4月 21日に「指定管理者制度導入

の検討の指針」が示され、これに基づいて公民館運営審議会並びに

生涯学習センター運営審議会で再度審議を行い、すでに同制度を導

入していた奈良市・米原市を視察し、さらに市民との意見交換会を

行った結果、再度、「基本的には、先行の意見書と同じく、現時点で

は指定管理者制度を導入するべきではない。」との結論に達した。 

 

3 その他・連絡事項 

① 阪公審協・兵公審協についての阪神間の動向について 

② 公民館運営審議委員にかかる報酬等について 

③ 次回は、2 月 20 日 14：00～ 西公民館において、臨時の審議会を開催す

る。議題は、指定管理者制度について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



◎尼崎市立中央公民館 

 尼崎市西難波 6丁目 14―34 06―6495―3182  

  

○ 阪急「武庫之荘」駅下車  

○ 武庫之荘駅南側にある尼崎市バス乗り場（4 番乗り場） 

15系統阪神尼崎行き（JR立花経由）に乗車  

○ 西難波北停留所（尼崎市役所の次の停留所）にて下車 

○ 徒歩 5分 


