
平成２４年５月２３日
第１回社会教育委員会議

公民館の指針策定意見整理表（抜粋）

地域が抱える課題、問題 公民館が何をすべきか

・家庭、学校、地域、企業との連携がどこま
でできているのか？一部の人になっていな
いか。ゆるやかでもつながる範囲を広げた
い。

・「地域の子ども」の認識が深まるように、公
民館での通学合宿や地域子ども教室など
の実践は続けていき、それに関わる地域の
大人を増やしていく。

・自分の生活に精一杯の世代が何か出来
ることは？具体的行動が思い浮かばない
のでは？

・「小さなふだんの出来事、これも立派なま
なざし運動の一つです。」というような、運
動＝めんどくさい、遠い（無関係）ということ
ではなくされている1つ1つをとりあげて、可
視化（HPや掲示）していくことは地域密着
型の公民館だからこそできるのかと思いま
す。

・各種団体は年間を通して、事業が多く他
との交流が少ない。

・各種団体の事業内容を見直し、他の団体
と一緒に出来ることはないかなど話し合い
を行う「全体会議」を定期的に行う。

・「子どもへのまなざし運動」のひとつでふ
だん道路で会った時など子ども達に声をか
けようにもなかなかあいさつや声かけをしに
くい状況になっている。

・不審者の多い中でなかなか難しい問題か
もわかりませんが、町全体が気軽にあいさ
つや声かけができるような町づくり、町区づ
くりをする。

地域と一緒になって動けるのは、６０を超え
た年代でないと無理である。若い人が言っ
ても自治会は動いてくれない。ＰＴＡを卒業
した世代からお願いしたら高齢者も一緒に
手伝ってくれる。そういうシステムが昔あっ
たはずなのに消えてしまっている。

・ 「子どものまなざし運動」でも市民全体へ
の広がりができていないように思う。

・行政が施設の利用を促すとするならば、
必要性があってどうしても行かなくてはいけ
ないというところに焦点を絞っていく必要が
ある。

・子ども若者法の関連で言えば、困難を抱
えた若者たち、必要性のある人達を招き入
れ恒常的に活用してもらう。

・子ども、若者の居場所がない。
・不登校の子どもたちの居場所。
・子ども・若者の相談場所。
・青少健だけが取り組んでいる？

・地域の問題として考えあう場を公民館が
つくり、公民館を居場所の一つにできる方
法を考えたい。
・見守る大人を募る。

・家庭教育が不十分なためにいろいろな問
題が起きてくると思われるが地域での教育
がうすれていることもあるのでは。

・地域コミュニティーの一環として、地域で
の子ども見守りが必要であり、子どもへの
「声かけ」が普通に行える環境づくりを考え
たい。

・各専門機関（学校，児童相談所，福祉課
など）の連携が必要である。

・地域の中で悪い事をしている子どもには
見た大人が注意できるようにしなければな
らないと思う。
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市民総参加運動の
推進

子ども・若者問題対
策、非行対策の推
進
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地域が抱える課題、問題 公民館が何をすべきか分類

・児童生徒の問題行動の裏には家庭や保
護者の問題があるので，家庭や保護者を
支援することが必要である。

・親の事情から、ネグレクト状況になると子
どもの実情が未だ把握しきれてないのでは
ないでしょうか？乳幼児期からのサポート
が不足している。

・公民館に一番最初に来るのは子どもの時
なので、在学中にそういった活動の中で、
楽しかった経験も必要だ。

・子どもたちに問題活動解決的な地域活動
の場を準備する。

・子ども、若者が参画して取り組む事業が
ない。

・企画の段階から一緒に考え、やりたいこ
と、できることを一緒に取り組む場を作る。

・小学校に入ってからの放課後、長期休暇
中の居場所が必要である。

・保護者の座談会の場として、居心地のよ
い、また、来たくなる場をどう作るか考えるこ
とはできそう。

・地区への愛着がうすれている。

・地域の歴史を勉強する機会を増やし住ん
でいる町の理解を促す。また、地域の企業
などへの職場体験などを行う機械をつく
る。

・子ども会や、公民館で子ども中心の内容
の行事を企画しても参加する子ども達が少
ない。（参加させようとする親が少ない）

・子ども会や、公民館の行事をもっとPRす
る。（公民館だよりを回覧する）

・公民館や子どもクラブなどで事業を推進
してもらっているが，なかなか参加者が集ま
らない。

・公民館や子どもクラブの事業の見直しや
若者に興味のある事業などの推進を図る
必要がある。

・家庭教育講座の時間は１５分くらいなの
で、もっとゆっくり話せる場が必要ではない
か。

新入学説明会以外にそういう場をつくって
いただけるといい。

・核家族が多く、孤立する親も少なくない。
・聴いてほしい親は講座などに参加しな
い。

・乳幼児期、できれば出産前から地域の中
に出て行ける場を公民館で作りたい。
・乳幼児期・学童期・思春期、それぞれの
時期にあった親の相談窓口になりつない
でいく。

・「家庭教育」を必要としている人を把握す
ることがむずかしい。
・本当に必要としている人は忙しくて、その
支援を受けられていないのでは

・地域での支援活動はどこの校区でも行わ
れているが、その必要としている人を地域
の人達に聞きとるなどを行う機会をつくる。

・核家族が進み親との同居世帯が少なく
なっている。
・ベビーカーを押せる範囲で、声掛け合う
関係ができることを望んでいる。

・産まれたばかりの乳幼児を大切に育むお
母さんの心を大事にしていく場所になった
らなあと感じている。

子ども・若者育成事
業の推進
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・家庭教育講座を開催しても参加者がとて
も少ない。いつも同じ人たちばかり参加して
いる。

・いろいろな団体に声かけ、チラシを配る。

・保育園、幼稚園に行く前の段階から家庭
教育は大事なことになるので、親の横のつ
ながりを是非つくっていただきたい。それぞ
れの公民館が子育てサロンを支援している
が、生まれる前、妊娠中のお母さんから支
援をしていかないとその先につながってい
かない。

・講演会に参加する人が固定化している。

・最近の若い保護者の傾向として、異世代
の交流を好まない。

・いくつもの子ども関わりたいと願っている
組織をコーディネートする人々がもっと養
成されたら

・公民館が情報、人材のキイステーションと
なるよう、ＨＰの作成等発信機能だけでな
く、受信機能を目に見える形で表せないだ
ろうか？

・近所の子ども達とのふれあいが少なくなっ
ていて、だれがどこの子どもなのかさえ分か
らない。「声かけ」も出来ない環境になって
いる。

・子どもから高齢者まで幅広くふれあえる機
会を出来るだけ多く設ける。また、公民館
の事業にも取り入れる。

・関わる人材不足。
・地域ぐるみで関わることに関心を持たない
人もいる。

・通学合宿
・体験交流活動
・地域公演（文化活動）

・公民館はいい企画をされてるのですが、
人を集めるのは難しいみたいでＰＴＡに相
談されるのです。ＰＴＡで声をかけると参加
するメンバーはいつも一緒になるので、もっ
とたくさんの人にＰＲできたらいいと思う。

・人の集まるところにポスターやチラシを掲
示してＰＲする。

・地域によっては盛んに活動されているとこ
ろがあるので，事例研修などを行い広げる
ようにしていくことが大切だ。

・公民館はいい企画はされているが、人を
集めるのがとても難しい

・学校教育プラス社会教育活動の必要性
の周知。

・公民館事業が社会教育指針に合ったも
のか検証する。

・公民館を中心として、各種団体の活動
は、どの団体も独自の活動を行っているた
め、地域全体のことを考えていない活動と
なっており、まとまりがない。

・これこそが「地域コミュニティ」だと思う。校
区全体が社会教育活動を一緒になって取
り組む

・公民館活動を推進させるためには，今ま
での事業にとらわれることなく多様な活動を
推進することが大切である。

地域ぐるみでの教
育活動の推進

第
二
次
佐
賀
市
教
育
基
本
計
画

社会教育活動の推
進

家庭教育への支援
の充実

3



平成２４年５月２３日
第１回社会教育委員会議

地域が抱える課題、問題 公民館が何をすべきか分類

・公民館は色々な役割を増やされていっ
て、とても発信するという状況ではなくて、
受けるだけでも大変だと思う。公民館に携
わっている団体が各々自分たちで動き始
めないと地域内の連絡調整も難しい。

・地域の各種団体、それぞれの分野での活
動はあるがつながりがない。
・若年層の地域活動への参加が少ない。

・つなげる役目が公民館。
・地域住民が主体的に参画できる企画の
立案をする。

・いろいろな団体と協働して市民活動を行
うことは理解できるが、それらの団体が地区
にどれだけあり、その団体と協働的な活動
を行う方法など分からない。

・一人暮らし
・高齢化
・高齢者の健康、安全

・生きがいを持って社会参画する場の提
供。（出番を作る）
・三世代交流事業
・子育て期の親子と高齢者の場作り
・介護教室の開催

・高齢者を公民館とどう取り組んでいくの
か、課題である。

・災害弱者の対応で、民生委員と自治会長
との間で『世帯人員調査票』の取扱等「個
人情報保護法」との絡みで情報交換、情報
収集がネックとなっています。

・災害弱者の情報管理の在り方、収集方法
等について、運用マニュアル（好事例集）
を　作成したらどうかと思います。

・災害について地域の人達の意識がうす
い。

・災害などについてのアンケートを校区民
からとり、それをまとめて、災害マップなどを
作成し啓発運動を行う。

・自主防災組織（町区ごとに必要）
・日頃からのつながり

・地域防災マップ作成、防災塾の開催、地
域防災計画など意識改革のきっかけ作りを
する。

・現代的課題　→　地域住民で考えるきっ
かけ作りができていない。
・無縁、格差

・すべて地域の相談窓口となり、必要に応
じて専門機関へとつなぐ。
・情報発信及びキャッチする基地となる公
民館でありたい。
・地域課題を出し合える場を作る。

学ぶ意欲のある方に、どうせ同居するのに
快適になるための工夫、知恵として人権、
男女共同参画を伝えて欲しい。

・事例から考える男女共同参画の企画
は？～劇団の方の活用

・地域での意識もうすい。
・啓発運動をおこない、また、現状の把握
が必要

・若者向けのメニューがあったら寄りやす
い。

・現代的課題に関する学習の推進というの
があるが、地域、地域で抱える課題が違うと
思う。公民館ごとに検討する必要がある。

・社会の現代的課題を全て引き取ってしま
うと公民館自体が回らなく危険性があるの
で、それをどう関係各課とネットワークをつ
ないでいく。

そ
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社会教育活動の推
進

協働と市民活動の
推進（市民活動推
進課、総合政策課）

地域福祉の充実
（福祉総務課）

防災・危機管理対
策の充実（消防防
災課）

その他
人権、男女共同、
環境、健康など
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