
1 

 

（参考様式３） 

会  議  録 

会議の名 称 第２１期第６回東村山市立公民館運営審議会 

開 催 日 時 令和４年３月２８日 午後６：００～午後８：００ 

開 催 場 所 中央公民館 第３集会室 

出 席 者 

及 び 欠 席 者 

●出席者： 

（委  員）佐藤会長、小山副会長、岩浪委員、岩松委員、村上委員、

永吉委員、角町委員、杉山委員 

 

（市事務局）公民館長 肥沼 、公民館館長補佐 齋藤、事業係長 川嶋  

秋津公民館長 田中、富士見公民館長 町田、廻田公民館長 山岸 

事業係 松山、小西 

●欠席 

鶴田委員、森山委員 

傍 聴 の 可 否 可 

傍聴不

可の場

合はそ

の理由 

 

傍聴者

数 
０ 

 

会 議 次 第 

 

 

１．会長あいさつ 

 

２．審議事項 （１）市民講座等の公民館主催事業に対し３０歳代・

４０歳代の参加を促す方策」について 

 

３．報告事項 （１）令和３年度主催事業及び市民講座の開催状況 

          について 

       （２）公民館利用に関するアンケートについて 

 

４．その他  （１）次回日程について 

問い合わせ先 

教育部公民館 

担当者名 齋藤 

電 話 番 号  042-395-7511 

ファクス番号 042-395-7515 

会  議  経  過  

【会長】 

こんばんは、本日の審議事項については、資料に沿って説明を受けた後に各委員より

ご意見をいただきながらスムーズに進行してまいりたい。 

では、事務局より資料等の説明をお願いする。 

 

【事務局】 

前回の会議で報告をさせていただいた今後の進め方として近隣市の公民館主催事業の

進め方、特に広報や情報発信の行い方やキーワード等をご報告させていただき審議会

委員の皆様にご意見やお考えを伺いたい。では内容について説明を行う。 
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東村山市と同じ直営で公民館を運営している近隣の小平市、国分寺市、国立市の公民

館を訪館し聞き取りの調査を行った。各市の公民館数は小平市１１館、国分寺市５館、

国立市１館である。各市とも３０歳代・４０歳代にターゲットを絞った講座は企画し

ていないとの事であった。例えば小平市では子育て支援講座に若い世代や親子をター

ゲットにしている。小平市では過去に若い人向けのヤングセミナーを設けて企画をし

ていたが、受講者が減少し廃止しており、現在は特定の年代を絞っておらずフリーで

企画していると伺っている。国分寺市も同様である。国立市は障がい学級があり、学

生ボランティアが参加している。 

講座の情報発信は、市報、ホームページ、Twitter、メルマガ等を活用。国立市は LINE

を活用し工夫している。また、大学がある市においては、学生ボランティアが若年層

に呼びかけている。年間の講座数について小平市は１１館あるので個々の公民館で数

多く講座を実施している。国分寺市においても同様である。 

１講座あたりの回数は小平市３～８回、国分寺市は講座により異なる。ホール公演事

業に関しては、東村山市以外は公民館主催では行っていない。他市は民間が運営する

ホールがあるので指定管理者が講座を実施している。東村山市は直営で「自主公演」、

「フレッシュコンサート」、「土曜寄席」を実施しているので他市とは特色が異なって

いる。 

講座の種類は各市で区分があり、小平市７区分、国分寺市７区分、国立市は職員がそ

れぞれに企画し運営している。東村山市は１２区分を参考に市民講座ボランティアと

公民館運営審議会にて講座の選定を行っている。他市の講座テーマ選定方法について

小平市は公民館事業企画委員を１１館に配置、メンバーは地域の学校長、自治会長、

地域で活動されている方から構成し企画・運営を行っている。国分寺市は各公民館で

公民館運営サポート会議があり、講座の企画・運営をしている。国立市は職員が企画

運営している。 

講師の依頼は大学のある市では、企画員が大学等に出向き依頼をするケースもあると

のこと、また大学に講座の枠を設定し大学に企画してもらう等様々である。 

東村山市も近年「白梅学園大学」、「東京学芸大学」に講師派遣依頼を行うなどして、

友好的な関係を築けている。 

今回の聞き取り調査で、特徴的であったのは国立市では公民館に保育士７名が配属さ

れており、子育て世代が参加しやすい環境が整っていることがとても印象的であった。

説明は以上である。 

 

【会長】 

各市とも、３０歳代・４０歳代の参加を促すにあたり苦慮されている状況がよく分か

ったが、全体を見て各委員よりご意見・ご感想を伺いたい。 

 

【委員】 

聞き取り調査で聞いた内容としては、３０歳代・４０歳代を対象にどのよう講座を行

っているのか、それに対しどのような広報をしているのかという問いだったのかを伺

う。 

 

【事務局】 

本日、配布した資料の項目について各市に内容を伺った。 
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【委員】 

では、設問の設定は事務局で行ったということでよいか。 

 

【事務局】 

そのとおりである。 

 

【委員】 

キーワードである３０歳代・４０歳代の参加を促す方策以外他市の情報も良く理解で

きたのでとてもよいと思う。 

 

【委員】 

ホールについては、東村山市以外は民間のホールがあるので、考え方として東村山市

とは別として考えた方が良いと思う。 

 

【委員】 

講師依頼について学芸大学との連携は３市合同での連携だと思う。公民館が直接関わ

るというより、学芸大学と３市が行っているイメージである。国分寺市の本多公民館

の中庭は現在とても綺麗であるが、以前利用されていなかった時に中庭をどのように

活用してみんなの居場所として作りあげていくのか協議してきた経過がある。 

今はとても綺麗になり多くの方々に活用されている。国分寺市はサポート会議を市が

１つに絞り本多公民館に置いたが、他の４館では会議が無くなってしまうので、残し

たと伺っている。国立市の保育室が手厚いのは国立市が保育室の発祥であるからであ

る。国立市が先駆的に始め保育室付き講座をスタートさせた。子育て中や育休中の女

性をどのように学習者として公民館で支えていくのかという取り組みが広がった。ま

た国立市では青年室があり、誰でもが利用出来る交流スペースがある。 

 

【事務局】 

国立市に訪館した際に青年室を見学したが、居心地がとてもよいと感じた。 

 

【会長】 

事前に事務局とも打ち合わせをした際にも確認をしたが東村山市の講座が少ないの

は、ホール事業を自前で行っていることが要因として大きいと感じた。 

 

【委員】 

３０歳代・４０歳代の参加を促すには各市とも苦労していると感じた。 

東村山市は今年度、土日の開催もあると聞いて結果が楽しみである。 

 

【委員】 

国立市では７名の保育士が常駐していると報告があったが、あえて講座では３０歳

代・４０歳代に絞らなくても常に保育士が稼働しているのか。 

 

【事務局】 

子育てママさんのサークルが沢山あると伺っている。講座で交流し自分たちでサーク

ルを立ち上げて、親子で講座に参加し保育を利用している。とてもサークル活動が盛

んである。 
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【委員】 

東村山市では講座に参加した方がサークルを立ち上げるケースは多いのか。 

 

【事務局】 

市民講座は元々きっかけ作りで、初心者向けであり、その後自分たちでサークルを立

ち上げていただくことが目的でもある。すべての講座ではないが講座後にサークルが

立ち上がっている。 

 

【委員】 

それは、どれくらい人数を集めてどのくらい継続されるものなのか。指導者など居な

いのか、またそれは自主的に行っているのか。 

 

【事務局】 

自分達でサークルを立ち上げて講師も自分達で探すケースもあり様々である。 

 

【委員】 

講師の依頼も自分達で行うのか。 

 

【事務局】 

そうである。講師は自分達で依頼し講師料も各々で負担している。 

立ち上げは公民館で支援をする。最初の活動の部屋の提供、講師の紹介等を支援し軌

道に乗るまでのお手伝いを行っている。 

 

【会長】 

国立市はサークル活動を行って子どもを預けたい人には保育を利用できるのか。 

 

【事務局】 

そのように伺っている。東村山市は講座において事前予約であるが、保育をおこなっ

ている。 

 

【会長】 

東村山市も参加者は無料なのか。 

 

【事務局】 

無料で行っている。 

 

【副会長】 

母親達が参加しやすい講座などあれば教えてほしい。具体的にわかれば、参考にでき

るのではないか。 

 

【事務局】 

東村山市で来年度予定している事業で秋津公民館にて「親子で音遊び」を計画してい

る。０歳～３歳を対象にリトミックのような形で地域の母親の交流の場になればと思

っている。 
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【委員】 

国立市ではかつて、親子別々に参加し様々なことを学び、子育てに関するテーマだけ

でなく社会問題・ジェンダー等について知識を得ていた。また講師の方が講座に参加

するので参加者同士で議論するなかで関わりが出来、サークルの立ち上げに繋がって

いくことがかつての流れであった。以前は講座も長期間，６か月～１年ぐらいのスパ

ンで実施されていたが、現在は長期間開催する講座は参加者も時間が無い等で、開催

は難しいと伺っている。 

 

【副会長】 

２０歳代・３０歳代の方が参加して楽しいと思えるような場所があると良いと思う。 

ころころの森に行くと若い世代の方々が多く見かける。公民館で連携をすれば何か出

来るのかもしれない、地域で活動している委員もいるので意見を伺いたい。 

 

【委員】 

３０歳代・４０歳代の子育て中の保護者は子供の話題が一番だと思う。その部分は大

切であると思う。学びたいと思う人も居れば、集まってお話をしたい人も居ると思う

ので、アプローチとしてどうしていくのか検討していくことが重要である。 

 

【委員】 

世の中わからないことがあれば、ネットで調べると大抵答えは出るが、調べても出な

いような内容をテーマに周知したらどうか。 

 

【事務局】 

公民館では、情報がなかなか届かない方へ参加を促せるよう周知方法を検討してまい

りたい。ころころの森は様々な取り組みをおこなっているので参考にしていく。 

 

【副会長】 

市内は広いので、ころころの森を利用する方で通うのが大変な方も多いと思うので、

地区館で場所の提供等、連携を図れると良いのではないか。所管を超え連携すること

で、更に良い事業が出来るよう考える。 

 

【委員】 

国分寺市の保育室が「公民館保育室について」動画を配信しているので、視聴してみ

てはどうか。 

 

【委員】 

家庭支援センターと公民館の託児付き講座の両方に参加している方に伺ったところ、

支援センターであれば子供を自由に遊ばせている、公民館であれば声をかけてくれて

繋いでくれるなど特色が違っている。困っている事を直接解決する知識でも良いと思

うが、なぜ困っているのか、情報はネットで調べれば出てくるが正解がわからない不

安を自分も子育て中に抱えていた。子育てでも、常にこれで本当に良いのかと思う不

安な気持ちを話し合えるような場所が必要で、そのことを解決する方法としての学習

であり、学びを提供するのが公民館だと思う。学ぶことにより不安を解消出来、他の

人と話すことによって仲間を増やしていくこと、これが公民館の役割だと思う。 

公民館は人と人を繋ぎ、人を育てる事が目的であり、子育て中で悩む親を育て、そこ



6 

 

から地域で人を育てる事を目指していくことが利用である。取り残される人がいない

ようにする事がすごく重要だと考える。 

 

【委員】 

資料を確認したが、各市とも高齢化で苦慮されていることが理解できた。東村山市で 

３０歳代・４０歳代の講座の参加を促す努力をしている事について改めて評価する。 

他市は、この世代に特化して講座の企画検討していないということは難しい課題であ

ると思っている。３０歳代・４０歳代の方々を募集するにあたり、子育てのテーマだ

けでは、問題の解決にはならないと考える。３０歳代・４０歳代に参加してほしいな

ら、人気を考えずに、いつでもその場所に行けば何かを行っていることが大切である

と考えている。あきる野市は公民館と図書館が協力してイベントを行っており、図書

館には若い人も多く見受けられている。東村山市でも公民館と図書館が連携するとよ

いのではないか。 

 

【会長】 

図書館が併設されている地区公民館であれば連携することも可能ではないか。 

 

【事務局】 

以前、文化祭では図書館と連携しイベントを行ったことがある。 

 

【事務局】 

今後、１０月までに答申を審議会としてまとめていただく中で、限られた回数でどの

ように進めていくのかご意見をいただきたい。 

 

【会長】 

今後の予定として６月、７月、９月の３回で答申としてまとめいく。答申について詳

しい委員も参加しているので、ご意見いただきたい。 

 

【委員】 

答申については、ある程度内容が固まればまとめていける。事務局にも資料等の準備

をしていただく必要があるのが、９月くらいにはまとめていく必要がある。 

 

【副会長】 

委員の中にも公民館について詳しい方が居るので、一度この審議会で講義を行ってい

ただけないだろうか。 

 

【委員】 

公民館の新人職員対象に行っている内容であれば実施は可能であるが、答申とどう結

びつけるのかが難しい。今回実施した他市の状況調査はこれで終了との確認が出来た

ので、私たち委員は何を積み上げ答申を形にしていくのか。東村山市は保育室付き講

座も実施している。３０歳代・４０歳代の方が参加してくれそうなテーマを決めると

いうのも考えもひとつだと思う。子育て以外の内容もしっかりと検討する必要がある。 

東村山市でもシティセールス課がとても良いプロモーションを行っている、また若い

人も多く関わっていてとても良いと思う。 
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【委員】 

防災に関連することや近年では農業に興味を抱く若人も増えていると聞いている。私

自身も答申に向けてどのようにまとめていくのか、いろいろと考えている。組み立て

は出来るが、内容については正直現状ではまとめていくには材料が足りない。 

 

【会長】 

社会教育主事の配置に関する事についても議論する必要があるのではないか。 

 

【委員】 

公民館に配置が必要とあれば、今後検討すればいい。 

 

【委員】 

答申の内容として３０歳代・４０歳代の方の参加を促すには、SNSを活用することで参

加しやすくなるのではないか。ネット環境を整えるのは重要と考えるので、私たちは

必要性をもっと訴えていくことが必要。親のインターネットの情報リテラシーを学ぶ

ことに関心が高いかもしれない、SDGsでもよいのではないか。 

 

【会長】 

Wi-Fi環境の充実はとてもわかりやすくて良いと思う。 

 

【委員】 

市民の意識調査は行ったのか。答申をまとめるには調査結果等の資料があれば作り上

げることが出来ると思う。 

 

【事務局】 

公民館の利用に関するアンケートは実施した。内容としては今後必要な公民館の利用

環境等について設問を設定した。現在は集計中でありまとまり次第、審議会にお示し

をしたい。 

 

【副会長】 

自分が考える３０歳代・４０歳代が参加しやすい内容として子育てや子供が絡む内容

しか個人的には浮かんでこないが、それ以外の方もテーマさえ合えば公民館に来るの

ではないか。当審議会にも専門の委員がいるので、次回、答申に向けて、講義をお願

いしたい。 

 

【委員】 

では、私が講義内容を準備して３０分程度の話をすることで良いか。 

 

全員承認 

 

【会長】 

では、今回はこれまでとし事務局より報告事項をお願いする。 

 

【事務局】 

では、お手元の資料をもとに説明を行う。１月から３月は急激なコロナウイルス感染
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拡大に伴い各講座の定員を 1/2にし開催した。「日本古代史を学ぼう」は資料のとおり

となっている。また「プロだけが知るダイエット学とキックボクササイズは若年層の

参加があるのか実証的に行ったところ平均年齢４１．２歳であった。ほどんとが３０

歳代の方々であり市報を見て参加したとの事であった。やはり、関心のあるものにつ

いては参加するのだと感じた。ボクササイズについては、先日終了したが、もっと行

いたいとの要望をいただき今後はサークルの立ち上げの話などもある。他の事業につ

いては資料の内容のとおりである。 

 

【副会長】 

キックボクササイズとはどのようなことを行っているのか。 

 

【事務局】 

講座の前半にダイエットに関する話をプロの格闘家が行い、後半はキックボクシング

の実技を行った。 

 

【副会長】 

１８人が市報を見て来るというのは、凄い事だと思った。 

 

【事務局】 

やはり、テーマが重要であると改めて実感した。 

続いて令和４年度の市民講座の予定であるが、こちらは来年度に実施を予定している

事業である。現在は講師と調整を行っているが、早くても６月くらいの実施となる予

定である。他の事業については別紙のとおりである。続いて「公民館利用に関するア

ンケート」について状況の報告を行う。以前、アンケートの実施についてはご報告さ

せていただいたところであるが、公民館では講座や講演など様々な学習機会を提供し

たり、サークルや団体の皆様が自主的に活動を行う場所として利用していただいたり、

運営していいただいている。この間、少子高齢化や情報化、環境問題の対応、更に公

民館運営審議会でもお話した公共施設の更新問題等も先々含んでおり、大きな課題と

して捉えている。その中で東村山市の行財政改革の一環としても公民館の役割機能を

整理していくということを挙げておりその中でアンケートを実施し今後の在り方や市

民の方々の利用ニーズ、施設の方向性をお聞きしているところである。 

アンケートについては、より多くの方々に声をお聞きできるよう、令和３年１１月２

日から１２月１０日までの４０日間実施した。過去の経過から月に１，２回利用され

る方多いことがわかってきたことから、通常はアンケート期間２週間であるがこのよ

うに４０日間にした。設置場所として市内の公共施設２１か所回答箱を設置した他に

郵送や FAX ホームページより回答出来るようにした。現在は集計中をしながら分析を

しているところである。結果として３６０名の方より回答があった。内容としては、

公民館の利用目的や利用していなっ方の声等、また公民館とはどのような施設なのか 

利用緩和の考え、公民館で学習以外を開催についての考えや学習スペース、インター

ネット環境についても６割程度の方より必要であるとの声があった。まとまり次第報

告する。 

 

【委員】 

質問であるが、最近資料についてユニバーサルデザインフォント書体に変更している

が、公民館としても意識して行っているのか。 
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【事務局】 

そのとおりである。 

 

【委員】 

とても、読みやすく良くなったと感じている。この取り組みは公民館として評価する。 

 

【事務局】 

最後に公民館の事業並び予定について報告する。まずは施設の関係である。廻田公民

館において空調設備の改修及び屋上の防水工事を行う予定である、萩山公民館では外

壁の塗装工事をするところである。今年の秋ごろを目途に準備を進める予定である。 

その他の館においても必要な維持管理や修繕を行っていく予定である。 

事業関係はコロナ禍における新しい生活様式に合わせて講座等の運営を行っていく。 

オンラインでの開催や少人数での開催なども考慮し実施していく予定である。 

もう１点自主公演として「ビックバンドオーケスト」によるファミリーコンサートを

企画している。今後も公民館を利用していただけるよう努力していく。 

 

【会長】 

次回は令和４年６月６日(月) １８時より中央公民館にて開催する。 

 

 


