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平成 30 年度第 1 回(第 35 期)浜松市社会教育委員会会議録 

 

1 開 催 日 時  平成 30 年 6 月 28 日（木）午後 2 時から午後 4 時 

 

2 開 催 場 所  浜松市役所本館 8 階 第 3 委員会室 

 

3 出 席 状 況  委 員  籠幾緒委員、西岡祥一委員、原田哲良委員、 

屋名池倫子委員、河合亮子委員、伊藤豪委員、 

鈴木一夫委員、野中正子委員、守屋明美委員 

事務局    寺田文化振興担当部長、 

藤田生涯学習担当課長、飯田生涯学習推進グループ長、 

池内指導主事、山内指導主事 

平成 30 年度生涯学習事業計画提案関係者            

          中区まちづくり推進課  堤課長、齋藤 

                      市野 県居協働ｾﾝﾀｰ所長 

          東区区民生活課     鈴木隆文課長、佐藤、 

                      笹川 積志協働ｾﾝﾀｰ所長 

          西区まちづくり推進課  鈴木克尚課長、高木、 

                      竹村 庄内協働ｾﾝﾀｰ所長 

          南区区民生活課     鈴木恒安課長、梶浦、 

                      伊賀 南陽協働ｾﾝﾀｰ所長 

          北区まちづくり推進課  井口課長、山本、 

                      大村 三方原協働ｾﾝﾀｰ所長 

          浜北区まちづくり推進課 大林課長、野中、 

                      石塚 北浜南部協働ｾﾝﾀｰ所長 

天竜区まちづくり推進課 鈴木康永課長、片桐、大庭 

          欠席委員   大塚幸子委員 

 

4 傍 聴 者  1 人（一般：0 人、記者：1 人） 

 

5 協 議 事 項  1 平成 30 年度主要事業 

2 平成 29 年度生涯学習事業報告 

3 平成 30 年度生涯学習事業計画 

 

6 会議録作成者  創造都市・文化振興課生涯学習推進グループ 山内 剛治 

公開・非公開の別  
■ 公 開 □部分公開 

□ 非公開 
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7 記 録 の 方 法  発言者の要点記録 

          録音の有無  無 

 

8 会 議 記 録 

1 開会 

2 委員委嘱 

3 委員長あいさつ 

4 事務局職員紹介 

5 議事 

 (1) 平成 30 年度の主要事業等 

   ■事務局から、資料 1、2、3 に基づき報告 

   ■意見・感想、質疑応答 なし 

 

 (2) 平成 29 年度生涯学習事業報告の主要事業等 

   ■事務局から、資料 4 に基づき、平成 29 年度事業の総括について説明 

   ■意見・感想、質疑応答 

（籠幾緒委員長） 

市民アカデミーは 80 人の募集人員とのことだが、参加者が 603 人というのは、

ということで 9 回の合計人数ということか。 

（事務局） 

そうである。 

（籠幾緒委員長） 

学生は含まないか。 

（中区まちづくり推進課） 

学生は、この市民アカデミーに参加していない。一般の社会人の申し込みがあり、

学生の申し込みはなかった。 

（籠幾緒委員長） 

一般の社会人だけで、平均 70 人が参加ということか。 

（中区まちづくり推進課） 

そうである。 

（鈴木一夫委員） 

色々な講座が開かれていて、頑張っているのが分かった。評価としては、人数が

多い方が良い講座となるのか。人数が少ないと、やめた方がよいということになる

のか。 

（事務局） 

人気のある講座・事業については推奨していきたいが、生涯学習を推進するため

には人気のある講座だけではなく、地域のニーズや課題に合わせた講座も生涯学習

事業の中に入れていくという 2 つの方向で考えている。 

（中区まちづくり推進課） 

人気のあるものに限らず、地域の課題など是非学んでほしい講座は、各協働セン

ターで趣向を凝らして来館者のアンケートを交えながら実施している。人が集まっ

たからよいという訳でもない一面もある。 

（鈴木一夫委員） 

参加してどうだったかというアンケートは、いつも実施しているのか。 
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（中区まちづくり推進課） 

ある程度行っている。次回どのような講座を希望するかというのもアンケートの

中でいただき、そういう中からニーズを探りながら講座の企画を進めている。 

（西岡祥一副委員長） 

課題として挙げられていた中に、地域活動団体の高齢化に伴う新たな人材の育成

があったが、資料の中の、東区・南区・北区・浜北区の報告にあるように、非常に

難しい課題だと考えている。こんなふうにやったら、次のリーダーを育成できそう

だといった具体的な事例があったら教えてほしい。 

（東区区民生活課） 

例えば、スローエアロビクスの教室や、歴史講座など、地域活動団体が発展しそ

うな講座を開設する。その中で、団体につなげたり、協働センターだよりに同好会

の紹介を掲載し勧誘したり、地域活動団体と協働して講座を実施したりして、団体

に入っていただくといった具体的な取り組みを各協働センターで行っている。 

（東区区民生活課 積志協働センター所長） 

積志協働センターでは、昨年度、地域活動団体として 2 団体が登録追加された。

そのかわり、今年度はやめたいという団体も 1 団体あったが、今年度も引き続き問

い合わせが数件あるので、登録団体の追加が見込まれると考えている。 

毎年、地域活動団体として登録しこの協働センターで活動したいという方が 2、

3 見受けられるので、（東区区民生活課）課長から報告があったような活動が実を

結んでいるという実感はもっている。 

（北区まちづくり推進課） 

北区でも地域活動団体のマンネリ化、新たな活動団体ができないというのが課題

である。そのような中、協働センターまつり等の中で地域活動団体がどのような活

動をしているかというプレゼンの機会を与え、地域活動に入っていただける方を募

集し、リーダー候補につなげていくという取り組みをしている。 

（西区まちづくり推進課 庄内協働センター所長） 

庄内地区では、中学生までは比較的積極的にボランティアに参加しているが、高

校生になると途端に協働センターや地域の行事に参加しなくなる。高校生に協働セ

ンターや地域の事業に参加してもらうような取り組みを考えている。今年度は近隣

の公立高校と連携し、外国にルーツをもつ大学生とのグループワークや専門性の高

い講座に高校生に参加してもらい、最後にその成果発表を協働センターまつりで行

うという事業を試験的に実施する予定である。その後、参加した高校生に、地域行

事にもボランティアとして参加してもらうよう投げ掛けようと考えている。 

（伊藤豪委員） 

私の住んでいる、東区の笠井協働センターでも様々な講座が行われている。特に、

「笠井文学舎」は大変質の高い講座で、もっと色々な人に受講していただくとすば

らしいと思う。昨年は源氏物語で、今年は古事記を扱う。高校の先生が講師をやっ

ており、毎回すばらしい内容の話を用意してくださる。ところが、そこに参加して

いるのは、ほとんど 60 代以上である。もっと若い人に聞かせてあげたい話だと感

じている。やはり、若年層をどう取り込んでいくかというのが課題だと思う。 

（鈴木一夫委員） 

南区の新津協働センターでふれあいフェスタがあり、たくさんの人が参加してい

るのを見た。若い子供から若いお父さんお母さん、自治会の方々等で体育館の中で

いっぱいになっていた。協働センター職員の、地域の人々を一生懸命に結び付けて

いこうとする思いや苦労がとても良く理解できた。 
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（伊藤豪委員） 

東区で行われている歴史講座の人気がとても高い。地域の歴史等についてもっと

勉強してみたいという年配者が多いが、年配者に情報が伝わっていくと、その影響

を受けた若い人たちもやがて育っていくだろうと考える。今後も、歴史講座のよう

なすばらしい講座をいくつも設定していただきたいと思う。 

（籠幾緒委員長） 

（資料４に）「総括」の数字が単年度の数字になっている。やはり前年度を出し

てもらうと比較ができる。数年間分の時系列は必要ないが、とりあえずはかっこ等

で、昨年度の実績はどうだったのかが分かれば議論もしやすい。 

（事務局） 

本日お配りしたピンク色の冊子（平成 29 年度生涯学習事業報告書）の 2 ページ

目に 3 年分が掲載されている。これを（「総括」に）載せれば問題ないが、なかな

か細かく載せることができないため、今回はこのような表記とさせていただいた。 

 

(3) 平成 30 年度生涯学習事業計画 

   ■各区から、資料「平成 30 年度生涯学習事業計画」に基づき、平成 30 年度

の各区の重点事項と具体的な計画について説明 

■意見・感想、質疑応答 

（野中正子委員） 

浜北区の学習成果にあった大学との連携で、4 館すべてで 7 本の講座を実施する

というのがあったが、具体的に 7 本はどのような内容、対象の講座をなのか。 

また、29 年度の総括の中にあった講座内容や周知方法の見直し、地域団体の高

齢化に伴う新たな人材の発掘・育成については、各地域ともいろいろな企画を持っ

ていると思うが、新たな受講者の獲得という講座内容や周知方法の見直しという部

分で、どのような取り組みをしているのか。 

(事務局) 

大学との連携事業については、「連絡資料ア」が今年度の実施予定一覧となって

いるので、そちらをご参照いただきたい。浜北区は、常葉大学、聖隷ｸﾘｽﾄﾌｧｰ大学、

静岡文化芸術大学との連携講座を予定している。 

（浜北区まちづくり推進課） 

講座の内容の見直しについては、昨年度、日本酒やコーヒーに関する講座を開催

し、昨年は普段は協働センターにあまり足を運ばないような男性に圧倒的に多くご

参加いただいた。今まで施設や講座のことをよく知らないという声をたくさんもら

った。今後も、男性の受講者も徐々に増やしていけるよう、男性向けの内容の講座

もできるだけ展開していきたい。講座の周知方法については、どうしても各戸配布

の協働センターだよりに頼らざるをえないところはある。若い世代に向けて、ネッ

ト環境の整備を進めていきたいところだが、予算上の課題がある。 

（屋名池倫子委員） 

様々な視点から利用者を増やしたり、次世代の人材を育てたりしていることはよ

く分かった。私は、和地地区のエアロビクス同好会、浜松全体では浜松友の会とい

う主婦の集まりの会の中で家計簿や料理のことなどを教え合っている。地域文化セ

ミナーや学習成果活用事業も利用している。その中で、子育て中のお母さん方をぜ

ひ呼びたいと思うが、子供が幼稚園に入るとすぐに働いてしまう方が多いので、な

かなか呼べない。土日の講座で託児があるとよいといつも感じている。若いお母さ

んはこれからその地区を背負っていく人材になると思うので、若いお母さん方の視



 5 

点で、施設の明るいイメージをつくっていくことも大切だと考える。協働センター

は、古くて暗いイメージもあるので、安心・安全な建物は大事だが、中の内装など

がもっと明るいとよいと感じる。 

また、情報発信は各地域の協働センターだよりが中心だと思うが、協働センター

の事業は地域の人だけではなく、浜松全域から参加することは可能なのか。 

（事務局） 

地域住民対象と、市内全域に募集をかけるものとがある。 

（屋内池倫子委員） 

浜松市全体の人が来てもよい事業は、インターネット等を通じてもっと積極的に

広報を行ってもよいと思う。 

（籠幾緒委員長） 

中区の「協働センター通信」は市のホームページに掲載されているが、これは中

区だけの取り組みか。 

（中区まちづくり推進課） 

そうである。ホームページの「協働センター通信」は、もともとは公民館職員が

ブログで事業等を PR するため、「はまぞう」というツールを使って情報政策課など

関係課と協議の上で行ったものである。途中で、浜松市のホームページが変わり、

ホームページの中でもそういったことが可能になり、現在は「協働センター通信」

を市のホームページの中で掲載している。協働センター職員が自ら写真を撮った

り、行事の紹介や協働センターまつりの告知をしたりしている。ホームページを見

て、全市から来ていただくのはありがたいが、中区の協働センターは駐車場が狭い

ため、予告や募集をしても車が停められなくてご迷惑をかけてしまうため、報告を

中心としたツールとして活用している。 

（伊藤豪委員） 

中区の活動の中で婚活イベントがあり、ユニークであるが、実際にどうやって人

を集めているのか。また、区と区の協働センターで交流してイベントを行うと、さ

まざまな交流が生まれると思う。区と区が交流する活動があってもよいと考える。 

（野中正子委員） 

南区の協働センター事業の中に、「天竜の森（で山の恵みを感じてみよう）」とい

うのがある。一部の人の交流だけではなく区同士の交流・協力ができないか。 

（中区まちづくり推進課） 

婚活イベントは東部協働センターで企画した。なかなか年齢対象者の方に広報す

るのが難しい。募集にあたり、次世代育成課と打合せしてチラシを作成した。協働

センターだよりだけでは、若い世代に PR するのは難しいため、地域の企業や警察

署にチラシを持って行き参加を呼びかけたり、市職員全体に広報したりするなど、

協働センター職員が汗をかいて広報をした。それにより抽選で、40 歳以下のヤン

グ部門は男性 22 名、女性 20 名の 42 名が、40 歳以上のアダルト部門は、男性 14

名、女性 12 名の 26 名が参加予定である。中区だけではなく、いろいろな区から申

し込みがあった。 

（南区区民生活課 南陽協働センター所長） 

天竜区との関わりは、元々が林業との接点から入り、林業振興課と連携して実施

している。各区間の協働センター同士の協力・連携は今後の課題であると考えてい

る。 

（守屋明美委員） 

屋名池委員が、若いお母さんも参加できるようにとおっしゃっていて、中区では
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託児サービス付の講座が行われているので、天竜区でも託児付きの講座を取り入れ

ていただけるとよい。昨年度の会で、施設のトイレの故障を直してほしいとお願い

したが、きちんと改修がなされていた。 

（原田哲良委員） 

様々なところで、いろいろな計画がされている。地域の中で子供を育てていくの

は大事である。30 年度の区ごとの計画が出されたが、29 年度の課題と成果が一緒

に掲載されていると分かりやすい。新しい人や新しい世代を巻き込んでいくにため

は、宣伝の仕方が重要で、キャッチフレーズ等があると人が集まりやすい。また、

中学生が（センター事業の）運営ボランティアそしてとして参加しているとのこと

だが、その後に講座等にも参加できるといい。部活動は来年度 9 月くらいから土日

どちらか休みになるので、中学生も講座に参加できるとよい。また、小学生の参加

人数が下がっているのが気になった。 

（河合亮子委員） 

庄内協働センターの高校生を主体として計画された事業は画期的だと思う。今

後、ぜひ成果を聞きたい。期待している。 

 

6 連絡事項 

 ■事務局から以下の内容について連絡 

  ・社会教育委員会発議の事業の進捗状況 

    浜松市と大学との連携事業【連絡資料ア】 

集まれ！市民力～生涯学習推進フェスタ【連絡資料イ】 

はままつ地域づくり講座【連絡資料ウ】 

・平成 30 年度指定都市社会教育主管課長会議及び社会教育委員連絡協議会 

【連絡資料エ】 

 

7 閉会 

 

 

 

9 会議録署名人  なし 


