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１ 開
会
中山公民館運営係主事
中山公民館運営係主事
２ あいさつ
西本教育長
３ 委嘱状交付
机上交付
４ 報
告
（１）令和２年度三木市教育の基本方針（社会教育
（１）令和２年度三木市教育の基本方針（社会教育分野）について
年度三木市教育の基本方針（社会教育分野）について
（河端生涯学習
河端生涯学習課長説明）
生涯学習課長説明）
（２）各公民館の活動目標及び事業進捗状況について
５ 議
題
社会情勢の変化に対応した公民館活動について
６ そ の 他
よろず相談件数、各地推協の報告について
７ 閉
会
徳沢副委員長
徳沢副委員長
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

７ 発言の内容
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
議題 社会情勢の変化に対応した公民館活動について
稲見委員
稲見委員長
委員長： 今後コロナと共存しながら、どう公民館活動を進めていくかという議事だ
と思います。例えば、各館の取組の中でありましたＤＶＤ回覧やユーチュー
ブ動画での研修など、デジタル化が必須になりつつあります。そういうこと
も含めて意見をお願いします。
河端課長：
河端課長： 皆様の会社・団体ではどう取り組んでおられるのか、工夫を教えていただ
ければありがたいです。生涯学習課もまちづくり担当を中心に、ズームを使
ければありがたいです。生涯学習課もまちづくり担当を中心に、ズームを使
ったリモートとそれ以外の取組と２班に分かれ研修していく予定にしてお
ります。
寺本委員： この審議会の位置づけ、この先どうするかも大切だが、今の取組をどう思
うのか審議することも大切だと思う。今回の議事の決まり方を教えてほしい。
稲見委員
委員長： 基本的には、この会は館長会から諮問を受けたものを議論する場です。
稲見委員長
河端課長： 議事は生涯学習課と館長会で相談しながら決めていきました。公民館がど
んどん閉館になるなかで、他の公共施設や団体も同じですが、先がわからな
い状態で、どうして活動していくか皆様のお意見をお尋ねしたいところです。
い状態で、どうして活動していくか皆様のお意見をお尋ねしたいところです。
福島委員： 利用者の健康が大切で
利用者の健康が大切ではないかと考えます。
健康が大切ではないかと考えます。
徳澤副委員長
副委員長： 今までは、各公民館の活動を知り、良いところを各公民館が持って帰ると
徳澤副委員長：
いう議事でしたが、今回は今までと違って今後どうしていくのかが求められ
ているので、本日の議題として進行していきます。私の会社では、お客さん
と、マスク着用や
と、マスク着用や、タブレットやスマホで顔を見ながら会話しています。一
、タブレットやスマホで顔を見ながら会話しています。一
人一人の対応で時間がかかり
人一人の対応で時間がかかり、
時間がかかり、どこまで交流できているのか不安な面もあり
ます。その点では小中学校では、どういう風に交流されているのか。
大江委員：
大江委員： 小学校では業間での遊びは減っていますが、その後の手洗いやうがいを徹
底しています。運動会をどのようにして
底しています。運動会をどのようにして行うかは、先生方だけでなく子
どのようにして行うかは、先生方だけでなく子ども
行うかは、先生方だけでなく子ども
たちにも考えてもらっています。運動場という空間で接触の
たちにも考えてもらっています。運動場という空間で接触の少ない種目案が
出てきています。音楽会もクラスごとに行い保護者を呼んでいます。こども
園などとの交流は見送っています。
冨田委員： 中学校では、
中学校では、如何にクラスターを避けるかで、全校朝会を校内
如何にクラスターを避けるかで、全校朝会を校内放送で
校内放送で実施
放送で実施
したり、行事も学年単位規模まででソーシャルディスタンスを保ちながら実
したり、行事も学年単位規模まででソーシャルディスタンスを保ちながら実
施したりし
施したりしています。部活動では生徒の着替えは、多人数同室でしない、試
たりしています。部活動では生徒の着替えは、多人数同室でしない、試
合において保護者の観戦はマスク着用と距離の確保をチェックして運営し
もらっています。陸上については無観客で大会が実施されました。人と人と
が交流する中で豊かな心が育まれますので、どういう風にコロナと共存して
いくか公民館と同じように感染対策をしながら工夫しながら、運営していき
たい。
藤田委員： コロナ関連で人数制限も変更されてきている時期なので、館長さん方への
お願いは、ぜひ開催するという強い気持ちで検討していただきたい、周りの
団体からの疑問の声があっても、先ほどのリモートなど何とか工夫して開催
団体からの疑問の声があっても、先ほどのリモートなど何とか工夫して開催
へのチャレンジをしてほしい。例えば集まるのが無理ならプリント配布した
吉川の人権学習のように、ともかく公民館に人が集まってくるように。
寺本委員
寺本委員：
委員： 藤田さんの言われる通りで、コミュニティづくりと生涯学習が公民館の柱
なので、何らかの方法で実施してほしい。すべてを中止にしたらコミュニテ
ィは崩壊します。マスク着用・スリッパや机・手指の消毒などの感染対策を

しながら、会の縮小・分散など検討しながら開催してほしい。デジタル化・
リモートコミュニケーションなど人間社会の良さをなくすことにつながら
リモートコミュニケーションなど人間社会の良さをなくすことにつながら
ないかと心配しております。例えば中央公民館のＱＲコードもいいのですが、
それだけで満足せずコミュニティづくりも忘れないでほしい。
冨田委員： 体温測定、職員や来館者が実施しているか教えてください。
河端課長： 職員は各自毎朝検温し 37 度 5 分の発熱で自宅待機、
分の発熱で自宅待機、利用者
自宅待機、利用者に
利用者にも同様に 37
度 5 分の発熱で利用を控えてもらっています。
分の発熱で利用を控えてもらっています。
冨田委員： 私も検温を毎朝行っております。三木東高校でソフトボール女子チームを
指導しているが、最近高校から名簿提出や手指や使用した場所の消毒などし
てほしいと連絡がありました。東播磨の会議に出席したときに、ある市は出
てほしいと連絡がありました。東播磨の会議に出席したときに、ある市は出
席しない、分担金も出さないと決まったと聞きました。これでは会が続かな
い。何とか工夫を皆でしていきたい。
蓬莱委員： 寺本さんが言われたように参加人数が少なくて
寺本さんが言われたように参加人数が少なくても活動していくことが大切
だと思います。そのためにも、地域への回覧版でもよいので情報発信をして
ほしい。実際４月以降の閉館時に、みんな利用者はいつ開館するのか不安で
あった。人とのつながり・会話を大切にできる場所が公民館だと思う。
：
公民館で検温をぜひ徹底してほしい。検温を行っていないことが信じられ
徳沢副委員長
徳沢副委員長：
副委員長
ない。
河端課長：
河端課長： 大きなイベント、例えば成人式などでは非接触型体温計で検温する予定で
す。来館者に
す。来館者に公民館職員が
来館者に公民館職員が全員検温
公民館職員が全員検温する
全員検温するという指導は
するという指導は特に
という指導は特にしていません。
特にしていません。
大西館長： 別所町
別所町公民館では２台の非接触型体温で利用者の検温を行っています。
狩場館長： 細川町公民館も、何十人と多くの参加者が見込まれる主催行事等では、危
細川町公民館も、何十人と多くの参加者が見込まれる主催行事等では、危
機管理課から配布された避難所
機管理課から配布された避難所運営用の非接触型体温計で検温しておりま
す。利用団体や少数利用などは利用者各自での自宅検温をお願いしており、
す。利用団体や少数利用などは利用者各自での自宅検温をお願いしており、
すべて検温しているわけでないが、多数が来られるときにはしております。
福島委員：各公民館で非接触型体温計を購入すればいいと思います。
福島委員：各公民館で非接触型体温計を購入すればいいと思います。
河端課長：ある館
河端課長：ある館とない館
とない館ところもありますので、市場に出回るようになると
ところもありますので、市場に出回るようになると購入した
市場に出回るようになると購入した
いと思います。
寺本委員： 名簿作成してほしいです。
河端課長： 名簿作成しております。利用団体によっては誰が参加したが把握できてい
名簿作成しております。利用団体によっては誰が参加したが把握できてい
るところには作成依頼していないところもあります。安全対策として消毒液
るところには作成依頼していないところもあります。安全対策として消毒液
がない公民館はないと思います。利用者の方はマスク着用が普通になり、さ
がない公民館はないと思います。利用者の方はマスク着用が普通になり、さ
れていない方はおられません。
稲見委員
委員長： 今日の審議・議事は、これと言って結論は出ないかと思いますが、各公民
稲見委員長
館で今日のご意見をくみ取り、よろしくお願いしたいと思います。
館で今日のご意見をくみ取り、よろしくお願いしたいと思います。２回目に
日のご意見をくみ取り、よろしくお願いしたいと思います。２回目に
は、まちづくり担当の研修の成果の報告が聞けると楽しみにしています。ま
は、まちづくり担当の研修の成果の報告が聞けると楽しみにしています。ま
たネット社会に対応しようと情報発信で努力されているので
たネット社会に対応しようと情報発信で努力されているので、
情報発信で努力されているので、その様子
その様子も次
様子も次
回に聞けたらありがたい
回に聞けたらありがたいです。
ありがたいです。
その他
河端課長： よろず相談件数は、１０館１２６件で、閉館期間もあり減っています。各
地区地推協の取組としては、書面議決であったり、ユーチューブやＤＶＤ回
覧であったり、何とか継続して取り組もうと工夫しております。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

