
会 議 の 概 要 

１ 会 議 名 平成２８年度第２回宝塚市公民館運営審議会 

２ 開 催 日 時 平成２８年１０月７日（金）１４時００分～１６時００分 

３ 開 催 場 所 宝塚市立東公民館  会議室 

４ 出 席 委 員 

    [■出席 □欠席] 

■阿部委員  ■山下委員  ■池田委員  ■貝澤委員 

■阪本委員  ■米田委員  ■本多委員  ■遠藤委員 

□水島委員 

5  公開の可否 ■ 可   □ 不可   □一部不可 

６ 議題及び結果の概要 ◆委嘱状の交付 

 

◆会長・会長代理選出（協議１・協議２） 

 （会長：阿部 俊彦委員  会長代理：本多 千明委員） 

 

◆議事 

 （報告１）前回会議の会議録について 

 （報告２）（仮称）市立中央公民館の整備概要について 

 （報告３）（仮称）市立中央公民館の管理に係る諸問題に 

            ついて 

  

 

◆次回会議 平成２８年１１月開催予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



平成 28 年度第２回公民館運営審議会会議録 

 

と き  平成 28 年 10 月 7 日（金）14：00～16：00 

ところ  宝塚市立東公民館 会議室 

出席者  阿部委員、山下委員、池田委員、貝澤委員、阪本委員、米田委員、本多委員、

遠藤委員以上 8 名出席。 

（水島委員は欠席） 

（事務局）社会教育部：立花部長、島廣室長、水野課長   

東公民館：大西館長、土山    

西公民館：高野館長   

 

１ 委嘱状交付 

 任期満了に伴い、新たな公民館運営審議会委員９名に対し委嘱状の交付（水島委員は 

欠席のため郵送） 

 

２ 立花社会教育部長あいさつ 

 

３ 委員自己紹介 

 

４ 職員紹介 

 

５ 議 事 

協議１ 宝塚市公民館運営審議会会長の選任について 

   事務局から、会長選任方法について、審議会規則第３条第１項の規定による委員

の互選である旨の説明を行い、意見を伺った。 

   委員より、会長代理をしていただいていた阿部委員を推薦する意見があり、全会

一致で阿部委員を会長とすることで承認された。 

   阿部会長の挨拶の後、議事進行。 

 

 協議２ 会長代理の指名について 

   事務局から、審議会規則第３条第３項により、「会長に事故あるときは、会長があ

らかじめ指名する委員がその職務を代理する」ことになっており、会長から指名を

願いたい旨提案する。 

   会長より、本多委員が会長代理に指名され、全会一致で承認された。 

 

 



 報告１ 平成 28 年度第１回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５月１９日開催、第１回)の会議録について報告

し、承認された。 

  これまで、次の審議会での各委員の確認を受け、ホームページにアップしてき

た。しかし、この方法ではタイムラグが大きく情報公開の趣旨から課題があると

認識している。このため、今後については事務局で調整したものを部長に報告す

るとともに会長に見ていただき、できるだけ早く公開したいと考えています。も

し、本日、ご了解いただければ、今後は、そのように取り扱っていきたい。 

 

  ■ これまでは報告書の確認に時間を取りすぎていたので、いま事務局から説明があ

ったように会長として私が確認する形ではどうでしょうか。その後ホームページに

アップするとういうことでどうでしょうか。どうしても必要な訂正等がある場合は

審議会で修正するということでお願いします。 

報告２に移りたいと思います。 

 

報告２ （仮称）市立中央公民館の整備概要について 

    追加資料は、９月定例会の所管会議で 本会議で承認をいただいた決定事項です。 

業者と契約した段階では仮契約となります。住民の代表である市議会で承認されな

ければ本契約に移行せず、決定された段階で本契約にうつります。そのため議会に

承認をうける前だったので日付は抜けている形になっております。 

第一期は勤労市民センターがある駐車場のスペースに建設されます。 

以前の四階建てが二階建てになりますが各階の面積は広くなっています。 

旧中央公民館にはなかったホールがあります。第二期は勤労市民センターを取り壊

した後に建設されます。 

二階部分の市民の方に使っていただく大きなスペースに関しては二期部分となり

ます。それぞれの階に収納スペースを置き、階をまたいだ移動がなるべくないよう

にしています。 

すぐ横に子どもたちが集う末広公園があるので、そちらの方にも開放的な設計に

なっております。 

一期部分の屋上に給湯関係があり、将来的には太陽光発電のパネルを置けるよう

に屋上に強度を持たせております。新な公民館に関しては財政的に厳しい中シンプ

ルで機能的なものを目指しています。第一期工事に関しては平成２９年１２月に完

成予定です。第二期工事に関しては平成３１年２月頃のオープンを目指して取り組

んでいます。予算や景観を考えて、道路から５０センチ程スロープでおりる形にな

ります。説明は以上です。 

 



  ■ 勤労市民センターを使われている団体への周知とか説明はされているのですか？ 

 

  → 二回ほど説明している経過があります。公民館の設置の根拠は社会教育法になり

ますので、利用には一定の制約がございます。一方、勤労市民センターには営利企

業もはいっています。公民館には、営利活動、政治活動、宗教活動の三つに使用制

限があります。現在勤労市民センターを使用しているグループの９８％ぐらいは、

登録さえしていただければ使用していただけます。なかにはどうしても使用してい

ただけないグループもありますが、説明の段階では大きな混乱はありませんでした。 

 

  ■ 混乱のないように進めていただく必要があります。 

 

  → 西公民館は、中央公民館が閉鎖した後に人が増えましたが、最近は勤労市民セン

ターを使用している人が流れてきています。勤労市民センターが使用できたからと

いって、公民館は使用できるとは限らないことを説明しても、納得していただくこ

とに苦労することがあります。このような状況を公民館運営審議会の委員には知っ

ておいていただきたいです。 

 

  ■ 西公民館の大変さは前の館長時代から聞いております。 

公民館は単なる塾等と同じではなく、公民館グループはこういう活動をしている

と説明できるようにしておく必要がある。先生の教える出先機関となってしまって

は勤労市民センターとの違いを説明できないと思います。 

   他の施設の紹介とかはしているのですか。 

 

 → 共同利用施設の紹介もしていますが、アクセスの問題があり難しい面もあります。 

 

  ■ 現存の施設を使っているグループへの説明はもう終わりですか 

 

 →商工会議所でも二回説明していますし、今のところは特に予定しておりません。 

 

  ■ 公園利用者が公民館で弁当を食べたり休憩したりトイレ等の使用することは許可

するのか、原則だめなのか、どうなんですか？ 

  

  → できるだけ市民に開かれた公民館にという考えがありまして、ホワイエ、プレイ

ルームに、できればカーペットをひいて小さなお子様が利用しやすいようにしたい。

自販機等を置いて保護者の方がゆっくりできるスペースにしたい。公園利用者が気

軽によっていただけるようなことを意識しながらハード整備をしていきたいと思っ



ております。 

 

  ■ 原則、広場の利用者も使用できる様な一体的な施設づくりを考えられているよう

です。 

  ■ 本会議等で私どもの想いと違う質問があったならば教えてください。 

来年の一期オープン時に待ちに待ったグループが押し寄せるようなことになった時

に対応方法等の計画があれば教えてください。 

 

  → 一点目は、この規模であればパブリックコメントをするべき事案であるがその手

続きを踏んでいない。このことについて質疑がございました。このことについては、

できるだけ早く作業を進めていきたいということがあったので、大々的にパブリッ

クコメントを実施するのではなく、様々なグループから意見を頂戴しましたが、時

間の余裕がないためにこのような経過となりましたと説明しております。あとは、

久しぶりの大きな物件なので、できるだけ分割発注して市内業者が参画できるよう

に、検討するべきではないかという意見を頂戴しましたが、最終的には全会一致で

ご賛同いただいた経過がございます。今後につきましては、出来るだけ取り入れる

ことができる部分は取り入れてほしいと意見がついたと認識しています。 

二点目の運用ですが、中央公民館が閉鎖する時に１１０をこえるグループが西公

民館へうつりました。やはり一駅しか離れていないからだと思います。東公民館へ

は１０数グループだけです。少なくとも西公民館へいかれた１１０をこえるグルー

プが、いずれかの段階で戻って来られるという形になります。最終的には利用グル

ープさんの判断ということになります。 

グループ登録のメリットとしては、代表者連絡会では通常５週間先しか予約でき

ないのが二カ月先まで予約ができます。主として館からの連絡事項や話を聞く機会

なのですが、そのようなメリットがあります。そのタイミングを見ながら、グルー

プさんが本拠とされる公民館を中央公民館にもどされるのか、しばらく西公民館の

まま様子を見られるのかというのは、各グループにお任せするしかありません。た

だ、オープンまでは時間がございますので、グループの利便性を考え、情報提供し

ながら研究をしていきたいと思います。 

 

  ■ こちらに戻るのは望み薄だと思います。利用者は高齢者が多く西公民館は駅前な

ので利用率がいい。そういう方々がバスに乗ってまで行くとは考えにくい。近辺の

人は行くと思いますが、他は行かないと思います。 

反対に言えば、第一期の時に利用者が殺到することはなくなるというハッピーな

面もあるんですが、中央公民館に戻っていただければ嬉しいですが、それは望み薄

ではないかというのが西公民館の利用者の考え方です。代表者連絡会は大してメリ



ットになっていなくて、実質的に同じグループを幾つかに分けて部屋を予約できる

確率を上げているようなグループが出てきています。そのような現状ではメリット

になっていないと思います。 

 

  → 中央公民館を閉める時も同じような話がありました。逆瀬川の駅前で利便性が高

かった。今まで歩いて直ぐの所にあったのにバス乗らないといけない所に移すのか

という話です。一方、今度は頑張って歩いて行けるという話もあります。住んでい

る場所によって様々な意見があります。開けてみれば中央公民館が空いていて西が

多いままなのか、中央公民館の方が空いているということで移る人が多いのか、予

想できない面があります。 

 

  ■ そうなんですよ。だからこうなりますという甘い言葉を聞きたくないなと思いま

した。先程のメリットの話は、あまりメリットになっていないと思ったので言わし

てもらいました。 

 

■ 新公民館は駅から徒歩何分ぐらいですか？ 

 → １２分程度ですかね 

 

  ■ お金がかかるので言ってもダメなのは分かっているのですが、各コマの開始時間

ありますよね。その時間だけでもシャトルバスとか出せないですかね。 

 

  → 行政は言っていただかないと分からないこともありますので、よろしくお願いし

ます。駐車場の問題としてベビーカー等を近くでおろしたいということもあり、夏

休みなんかは特に朝早くから有料駐車場が満車状態です。土曜日の９時にきたら駐

車場が満車という事態もあり得る訳です。市役所の駐車場を含めた全体のリニュー

アルが必要です。 

現在は、東も西も公民館の駐車場は無料ですが、ここの公民館にくる人のこのス

ペースだけ無料とかは難しい。橋を渡って右折で入れない等の問題も行政として考

えていく必要があります。先ほどのシャトルバスの件も会議録におこして部長まで

決裁をあげますので、こういう意見が出たということは必ず記録に残します。 

 

  ■ 無料のね。最近よくある駅とそこしか行かないというやつね。実現してくれたら

すごくいいなと思います。 

■ 駅から１２、３分であれば歩いたほうが健康にもいいということなら、遊歩道み

たいな歩きやすい道を整備してほしい。そのように合わせて何かを考えないと、市

民は新しい公民館ができたけど不便という印象しか受けないのでは。何かビッグな



プレゼントを合わせて出す方がいいような気がします。 

 

  ■ 私はダンスで利用することが多いのですが、ホールの倉庫が広くて控室が狭いの

で混乱すると思います。倉庫を狭くしてでも控室を広くとるべきでは。 

舞台の高さは何センチありますか？袖とエントランスは並びですか？一段上がっ

てますか？舞台は可動式ですか？舞台が可動式で無ければこの倉庫は無駄になりま

すよ。椅子とか全部下す必要があるから。フラットであれば収納する時に降りなく

てすみますけど、この舞台がホールとフラットでなければ、毎回毎回上げたり下げ

たりしなければならない倉庫ということになります。この舞台が可動式であれば問

題ないと思いますが。この倉庫は使い勝手が悪いと思います。控室を広くしてほし

い。そうなると倉庫の行き場所がなくなるので、プレイルームを倉庫にしてはどう

ですかということです。 

ダンスをやる時の床材についてお聞きしたい。以前に図面では分からなかったの

ですが、床材に問題があって、プロですが故障者が続出した事例がありました。コ

ンクリートの上に直接載っている状態でクッション材が入ってなかった。ものすご

いお金をかけてやり直したんです。そういうことがないように。利用者はプロのダ

ンサーではないので、そんなことはないと思いますが気を付ける点だと思います。 

西公民館でのバレエですが、本来バレエのバーは大人用と子供用がないといけな

いのですが、子ども用がないので、サマースクールで子どもたちを教えるときにバ

ーが持てなかったんですね。下にバーがあれば子どものレッスンがしやすい。そう

いうこととか、バレエは鏡の位置が決まっているのにずれている箇所がある。同じ

費用がかかっているのに、このようにもったいないことが起こり得るので、そのよ

うなミスは、利用者の声を吸い上げてくれれば防げることだと思います。バレエに

限らず実際に使っている人の意見を聞けば無駄がないかなと思います。以前はパー

テンションで分けられる部屋があったのですが、使い勝手がよく便利でした。この

図面では分からないですが、あるのでしょうか。 

あとエレベーターの入り口が奥の方になっているのは意味があるのでしょうか？

防犯上受付から見えない位置にあるのは、素人の考えですがどうかなと思います。 

 

  → 建設担当ではないですが、お話のあった分は議事録に残して社会教育課長も来て

いるので、お話をさせていただいて、説明できることはさせていただきたい。パー

デンションの部屋はございまして、できるだけ多用途に使えるような作りにしてい

きたいと思っております。 

→ 舞台と倉庫はフラットになってまして、ホールへはスロープでおろす形になって 

います。 

 



  ■ わかりました。でも控室は広くならないのですね。 

今の西公民館でも二つあるんですね。公民館まつりでも二つあるからスムーズにい

っています。それでも狭いから大変なのですが、裏の通路をスタンバイに使えるの

でできています。それが、ここの場合は一切ないなと。これだとやっぱり控室が狭

すぎるかなと思います。 

 

  → 言われていることは、ものすごく分かります。どういう使い勝手になるかはわか

らないのですが、本日でた意見は担当部署に伝えさせていただきます。 

 

 ■ ホリゾントはないですね。かみしもの移動が裏でできないのですね。 

 → ないですね。 

 

  ■ 太い柱まで下げてタマゴ型を全部控え室にしたら便利ですけどね。倉庫はなくな

りますけど。ホリゾントを通れる形にするのはホールを使いたい人にはすごく必要

かなと。やっぱり後ろに控室があるのが一番、最近の市民ホールはみんなそういう

設計ですけどね。 

 

  ■ 他に意見があればだしていただいて。なければ次に移りたいと思います。 

これだけ意見がでるということは新しい公民館に期待が大きいということですね。 

色々な課題もあろうかと思いますが、一つよろしくお願いします。 

それでは報告３番。今も多くでていましたが、中央公民館の管理に関する諸問題

についてに移りたいと思います。 

 

報告３ （仮称）市立中央公民館の管理に係る諸問題について 

    公民館運営について何を今更と思われる人もあろうかと思いますが、新しく委員

になられた方もいらっしゃいますので、過去の公民館運営審議会の議論も含めて説

明いたします。 

公民館運営審議会では、平成１４年５月に「２１世紀を迎えた宝塚市の公民館の

あり方」を提言され、公民館の理念、目的、運営等について提示されました。また

平成２２年２月には、宝塚市立公民館への「指定管理者制度導入」について意見具

申をいただくとともに、平成２２年８月１８日付けで『宝塚市行財政改革推進委員

会』から第２次提言書が提出され、宝塚市の公民館のあり方についての提言が示さ

れたことを受け、「『宝塚市行財政改革推進委員会第２次提言書』と公民館運営につ

いて」と題するご意見をいただいています。過去に管理のあり方については公民館

運営審議会で何度もご議論いただき、基本的には指定管理者制度の導入について問

題があるよと、というような形でご意見いただいて、公設民営ではなくて、直営で



と今まできた経緯がございます。 

一方、資料２の３、公民館の運営に係る環境変化についてを見ていただきたいの

ですが、なぜ今この話がでてきているのかということが書いてあります。ご承知の

ように宝塚市は非常に財政状況が厳しい状況です。本当に厳しく職員の手当も半分

カットが当たり前のようにされていますし、管理職に対するカット、すべての職員

に賃金カットがされているような状態です。非常に厳しい状況の中で、今後ますま

す民生費が増加する中で、持続可能な財政基盤を確立するために公民館についても、

指定管理者制度について導入するかどうかを検討するということです。 

二点目としまして多様なＰＰＰ／ＰＦＩ手法導入を優先的に検討するための指針

が定められており、本市においても、検討が必要となっております。 

三点目として、トップランナー方式の導入についてですが、平成２９年度以降、

地方交付税の基準財政需要額の算定に公民館・図書館などの指定管理者制度の導入

についても、配慮されることになりました。 

各々の用語の説明は次のページにつけさせてもらっています。 

以上の三点のように公民館を取り巻く環境が変わってきているということです。 

 

「指定管理者制度」の説明 

これにつきましては、以前に民間の利益と社会教育施設は相反するのではないかと

ご提言をいただいていますが、先程お話ししたように環境変化が起きていますので、

こういう話がでております。 

 

「ＰＰＰ／ＰＦＩ」の説明 

 

「トップランナー方式」の説明 

 

公民館運営審議会でもご議論があったのが、職員体制です。仮に直営を維持する

にしても民間委託するにしても職員はどうだということもあって、本日の資料を見

ていただきたいのですが、東公民館においては、再任用は最長５年であり、再任用

の人間がこの二、三年でいなくなると。このままでは事業の継続が困難であるため、

係長職一名と一般職の事務員を今年度から配置しております。特に事業は、基本は

講師の先生との人間関係で成り立つものなのでノウハウ継承のために増員しており

ます。 

西公民館においては館長が嘱託で週４日勤務。再任用週４日で一名。今月から臨

時職員の方が週四日から二日の勤務となっております。元々人手が足りなかったの

で、この１０月から西図書館と兼務という形で係長職一名が週４日ですが西公民館

に配置されております。 



今まで人員配置への配慮が足りなかった面と、非常に慣れている職員に甘えてい

た面があって、その職員の年齢があがるにつれて正規職員から再任用、臨時職員へ

となっていき、いつまでもその職員がいる訳ではないので、公民館としましては体

制的に非常に厳しい状況です。 

一方、指定管理というお話からそれてしまうかもしれませんが、これは市営住宅

の例なんですが、直営で管理していた時の職員がどんどん減ってきています。直営

でしていた時に何をどうしていたか、住民とどういうコミュニケーションを取って

いたのか、どうトラブルを解決していたのか等を実体験している職員がほぼいなく

なりました。行政が出ていかざる得ない時のノウハウがうまく継承されていない状

態です。 

同じことを公民館で見ますと、管理部門以上に事業部門が本当に事業継承が厳し

い状況です。今年から配置してもらった係長と一般職員に、きっちりと人的なネッ

トワークを含めてノウハウを継承してもらい、仮に将来はどうなるか分かりません

が、指定管理となったとしても業者をきっちりと指導できるように体制を整えてい

かないと、今やっているカレッジや色々な企画展が分からなくなってしまう恐れが

あります。そういうような危機感がありまして、今年度係長級と一般職の職員を配

置してもらいました。一般職の一名につきましては以前に公民館で勤務しており社

会教育主事の資格をもっている職員を配置してもらい、係長級の職員としても夏か

ら講習を受けてもらっており、今年度中に社会教育主事の資格を取る予定です。 

社会教育委員の会議というのは教育委員会の付属機関で、教育委員会への諮問、

答申もしくは意見具申をしいていただくという組織でございます。委員が任期で変

わりますので、一回目と二回目に同じような説明をしております。まず一番目に人

員配置の説明。次に公民館は直営でと答申を受けていたのですが、色々な環境変化

があって検討せざるを得なくなったと。社会教育の会議でも一年かけて意見を頂戴

したいと考えている。以上のように説明させていただいて、公民館の管理について

ご検討いただくというのが現状であります。 

 

  ■ 公民館の職員の体制と指定管理者制度についてご説明がありました。指定管理者

制度については、この公民館運営審議会では数年前にこの公民館の活動に関しては

指定管理者制度は好ましくないよという意見具申というものを出しているのですが、

まあ再度社会教育委員の会議が一年かけて議論するようです。どっちが上下という

訳ではありませんが、公民館運営審議会も全く社会教育委員の会議と無縁ではあり

ませんので、どんな意見がでるのか注意を持って見守りながら、議題としてあげざ

るを得ないという風に考える訳です。社会教育の会議に任せっぱなしという訳にも

いかないので、公民館運営審議会としての姿勢を、必要な時は言うことが必要であ

ろうと思います。個人的に考えますのは、一旦好ましくないと言ったのが、委員の



メンバーが変われば前言を翻すのかということもありますが、まあその辺は議論い

ただければよいですが、我々新メンバーに課せられた一つの課題なのであろうと今

の説明を聞きながら思った訳です。 

いずれにしても、そういう経過があって今宝塚の体制はこうなっていますという

説明をお聞きしましたので、公民館運営審議会としては、社会教育委員の会議の動

向に関心を持たざるを得ないという心構えは持っておいてください。 

 

  → 社会教育委員の会議でどの様な議論がなされて、どういう話でているかは逐一ご

報告させていただきます。場合によっては意見聴取という形にさせていただきたい

と思います。 

 

  ■ 公民館運営審議会というのは、公民館長の諮問に対して答えるという役割が中心

の課題ですから、そういうことが問われれば、またどういう風に考えればいいのか

意見をまとめていきたいと思います。その点はご了解いただきたいと思います。 

今の説明について何か分かりにくい点はありますか？今日の議論としてはいたし

ませんが、先の課題としてそういうものがあるということだけご了解ください。 

  

  ■ 行財政改革の中で市の方として、アクションプランができたり、プロジェクトが

できて宿題の中にこういうことがどんどん上がってきて、例えば３年以内にしなさ

いとか、そういうものが計画として教育委員会もしくは社会教育、公民館までおり

てきているかどうか。 

 

  → 行財政改革推進委員会から提言が出てまして、各提言に対して市としてどういう

方針でいくんだという形は一定整理されて、各項目について答申が出されておりま

す。例えばですが、中央図書館・西図書館への提言は、西図書館へ指定管理者制度

を導入しなさいということでしたが、それを受けた市の方針としては直営方式を続

けて指定管理者制度を導入しませんという形で一定整理したと。例えば西図書館に

ついてはこういう風な整理をしています。公民館については、主に三点ございまし

て、まず一点目は管理業務の委託ですとか他部署との重複について回避するように

努めなさいという様なことであり、これについては連携をしていきます。二つ目は

指定管理者制度導入を継続して検討しなさいというのが提言です。これに対して今

後も課題として研究を続けます。これを受けて公民館運営審議会では指定管理者制

度は問題があるということで中長期的な課題であると認識していました。その後、

大きな環境変化がありましたので、この提言にあったようにもう一度議題に載せる

必要があると考えております。三点目が阪神間の比較に基づいた利用料金の見直し

です。現時点では現制度の料金を適用するとお答えしています。ただ、新しく中央



公民館を建設するタイミングで利用料金を見直す必要があるのかなと考えておりま

す。細かい話なんですが、西公民館が特に部屋が取りにくくなっている状況のため、

以前は午前・午後・夜間の三コマでしたが、少しでも部屋を取りやすくするために、

コマ数を増やしてほしいと議会を中心に要望がありまして、現在は午後を１時から

３時の午後１と３時１５分から５時１５分の午後２に分けております。この時は便

乗値上げのお話もあったので、単純に午後の料金を半分にしました。半分にするま

ではまだいいのですが、実は利用のキャンセルがでた時に半額かえすことが出てき

ます。その時に５円玉が必要になるような事態が生じていますので、実務としては

煩雑になるんです。ということもあって、新公民館の利用料金を決める際に、公民

館は設置条例で利用料金を決めるため各部屋の利用料金を決めるときは、議会の議

決がいりますので、新しい公民館だけが利用料金が高くなってしまう等色々な問題

が生じますので、旧の公民館の利用料金の見直しもどこかの段階では議論せざるを

得ないのかなと考えています。中長期的な課題として一旦整理したものの、環境変

化で社会教育委員の会議でも約１年かけてご議論いただくという状況になったとい

うことです。 

 

  ■ 一つそれに関してお尋ねしますが、たまたま「かけはし」という市民向けの議会

の報告書を見たのですが、その中に公民館の質問がありましたので、公民館を支え

る人材育成をと質問されていて、それに対しての答弁が、指定管理者制度導入につ

いては今後調査研究するとか、今の考え方は認識が甘かったとかというような当局

の答弁が紹介されていました。もちろん字数の制限がありますので言い尽くせない

面はあると思いますが、その辺の実際の様子を簡単でけっこうですのでご説明いた

だけるでしょうか。 

 

  → 指定管理者制度に関しては、市としても中長期的に検討しなければいけない課題

と思っているのは事実です。もちろん検討した結果、導入しないというのも一つの

答えなのですが、検討しなければいけないというのは事実です。次の甘かったとい

うことにもつながるのですが、特に事業担当者、この三月までは再任用職員と臨時

職員でやっていました。それでも非常に頑張もらっていました。実は今年度からカ

レッジのコースも一部変更しています。毎年同じことではなくて、新しいコースも

始めたりしています。そういう創意工夫をしてくれる職員に甘えていたということ

があって人材の育成に弱かったことがありました。議員は直営を堅持するにしても

指定管理者制度を導入するにしてもそこを管理監督する社会教育部門なりに人材が

いなければ、指定管理者を使いこなせないよという様な主旨で人材育成は重要です

というご質問をされましたので、甘いとういうのは、人材育成について優秀な職員

に甘えてきたとことで答弁しました。繰り返しになりますが、この４月から係長職



と一般職を遅まきながら配置していただいて先輩諸氏のノウハウや先生とのつなが

りやスキルを身に着けてほしいということです。 

 

  ■ 議員も特に指定管理者制度を導入しなさいとの主旨があった訳ではないのですね。 

 

  → むしろ、議員は大きく二点言われてまして、公民館は部屋貸し事業じゃないよと 

いうのが一点と、公民館は単なるカルチャーセンターじゃないよ。カルチャーセン 

ターでいいなら放送系の○○カルチャーセンター等にやってもらったらいいのだか 

ら。公民館が公民館たる所以は、お客さんが少数でも必要なフォーラムを開催する 

等の社会的使命を持っていることなんだから、しっかり頑張れよという主旨です。 

  

  ■ 分かりました。だいたい予定されたものこれで終わりですが、事務局から付け加

えることがあればお願いします。 

 

  → 次回の日程についてですが、１１月１４日の週で開催場所は東公民館で調整させ

ていただきたいのですが。  

（委員の都合を確認）全員都合が良い日はありませんでしたが、１４日（月）と１

８日（金）午後が都合が悪い委員が少なかったので、本日欠席されている委員の都

合を聞き会長と相談して日程を決めることとします。 

    それともう一点ですが、当審議会は、社会教育法の規定に基づき設置している審

議会です。社会教育法第２９条には、「公民館運営審議会は、館長の諮問に応じ、公

民館における各種の事業の企画実施につき調査審議するものとする。」と規定されて

おり、館長の付属機関という位置づけになっております。これまで、慣例で部長が

出席してきましたが、新公民館の建設をはじめ、新たな事務が数多くあり、事務事

業を見直しまして、次回以降館長以下で対応させていただきたいと考えています。

もちろん、先ほどの議事録のご説明の中でもお話ししましたように、会議の内容は

議事録としてしっかり調整するとともに、必要な事項につきましては、部内連絡会

をはじめ、適切に報告したいと考えております。なにとぞ、ご了承のほど、よろし

くお願いします。 

 

■ そういう対応でよろしいでしょうか。 

  ■ （全委員） はい 

■ 本日の公民館運営審議会はこれで終わりたいと思います。 

ありがとございました。 

 


