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平成 25年度 第２回城南市民センター運営審議会議事録（要旨） 

 
◎開催日   平成２６年３月１９日（水）14：00～16：00 

◎場 所   城南市民センター第１会議室 

◎出席委員（５０音訓・敬称略） 

  石内，大谷，尾形，艶島，田部，時枝，牧，山下，山本，吉川  

◎事務局  館長以下５名，指定管理者５名 

◎傍聴者  なし 

◎議 題  １．平成２５年度城南市民センター主催事業実施報告 

      ２．平成２６年度城南市民センター運営方針案 

      ３．平成２６年度城南市民センター主催事業計画（案） 

 
（事務局） 

 上記議題について説明。 

 

（委員長） 

何かございましたら指摘していただければと思います。 
 
（委員） 

16 ページの一番最後に説明をされた町別人権学習の分なのですけど、○○とか○○はよく町別

をやられている。やられてない校区とかもあるので、できたら城南区に 11 校区あって、町がいく

つかあって、それでどのくらい実施されたかというのができたら次回からは数を知りたいなと思

います。 
というのは人権とか男女共同とか大まかに校区というよりも、本当に町内の方でやっていくこ

とだと思います。 
町内会長さんたちが町単位でそれに取り組まれているか取り組まれていないか、数字で知りた

いなと思ったから。 
今回はいいのですけど、そういうのをやってらっしゃるって報告があったので、そういった数

字も出していただきたい。 
 
（事務局） 

全部で 11 校区ありまして、その中の 7 校区が町別人権学習に取り組んでおります。取り組み方

も各校区においていろいろありますが、○○校区と○○校区、あと○○校区につきましては、校

区内の全町で 1 回ずつ町別人権学習会を開催しています。ほかの校区につきましては、何年かに 1
回ずつ町別研修を回すような形で実施されています。 

 
（委員長） 

人権組織の設置については、全ての校区にこれを置くということを目標にずっと努力をなさっ
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てきたわけですね。 
しかし、いろんな状況があるということで、これは時々のこの審議会において委員の皆さんか

ら大きな関心をもってみられているということでもあります。 
これからも力をお入れになると思いますが。よろしくおねがいします。ほかにございませんで

しょうか。 
 
（委員） 

子ども、親子の参加企画ですね、4 ページのバックステージ、6 ページの親子ふれあい、募集定

員よりどちらも少ない状況は、非常に公民館といたしましても集客、要するにどういうふうに人

集めをしたらいいかというのが非常に参考になると思うのですけど、それぞれの参加組数、例え

ば市民センターに近い○○校区が多いのか、全 11 校区全てにおいて，おいでになっていらっしゃ

るのか、子供だけであれば校区外に行ったらいけないというような決まりもあるようで、親子で

参加する状況ではそういうのも含めまして参加校区がわかったらいいかな、参考になるなという

思いもございます。 
 
（指定管理者） 

まず、バックステージにつきましては城南区のみですね。 
 また校区別についてはデータがないです。申し訳ないです。 

大体のところ町名から申し上げますと、別府、鳥飼、田島、茶山、長尾、樋井川、七隈だいた

いそんな感じで来ていただいているようです。 
 
（委員） 

各校区まんべくなくという状況があって増えれば最高ですね。 
 
（指定管理者） 

親子ふれあい教室の方ですが、これもだいたい城南区が主ですね。校区としましては別府、樋

井川、南片江、田島、茶山大体そんなところでございます。 
 
（委員） 

近隣だけじゃないところまで浸透しているのはありがたいなと思う。 
広報はいろいろやっていると思うけど。 

 
（指定管理者） 

広報としましては、新聞、地下鉄案内、お出かけ案内とかを使っておりますので、一応市民の

方というとそんな感じで広報をしています。 
あとはダイレクトメール、過去ご参加いただいた方にもう 1 回またこういう催し物があります

ので参加しませんか？というお礼を兼ねて郵送している。 
区内の方もふれあい教室の場合は３組ほどございました。最後に親子で博多人形作りにつきま
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しては、やはり城南校区が半分くらい、金山団地、七隈、東油山、樋井川、田島、あとは東区か

ら 2 人おいでいただいて、中央区、南区、遠いところでは大野城市、福岡市ではないのですがご

勤務が福岡市だったから応募いただいたという、そのような状況でございます。 
 
（委員） 

ありがとうございました。もうひとついいですか。10 ページの子ども会のリーダー研修会。 
これは非常に子供たちの役立てるような活動の研修を実施しており、成果が上がっているように

聞こえましたけれども、実際、私、●●公民館ですけれども、リーダーさん達はそういう意識で

やってくれてるのかな、そういう思いはひしひしと感じる。 
それで、この会議の内容的な議事録とか記録をとってあればそういうのを見せていただくと、

非常に参考になる。これは要望でございます。以上でございます。 
 
（事務局） 

皆様にお配りできる資料がございましたら、お配りしたいと思います。 
 
（委員長） 

今おっしゃっていることは、実施要項は記録配布されるし、それから報告としてはここに 10 ペ

ージからみられるような形で成果と課題というそういうことまできちっと分析して書いてある。 
それ以外にもっと参考になるものがあればというお話ですか？ 

 
（委員） 

そうですね。 
 
（委員長） 

例えば？ 
 
（委員） 

主催者側が思ったような目的や意図が、子供たちに自覚ができているか。 
 
（委員長） 

事業の成果ということ？ 
 
（委員） 

そうです。成果の方ですね。成果として本当に活きたものになっているか、そういうのがアン

ケートであれ、子供たちのディスカッションの中の意見であれ、記録として残っておれば目を通

すことが非常に各校区の運営のあり方にも非常参考になるのではなかろうかということで発言を

させていただきました。 
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（委員長） 

一つの事業の成果を見るためには時間がかかりますね。成熟していくためには何回も繰り返さ

なきゃならないし、学校教育の成果そのものがそれを証明していると思うのですが。 
何か積み重ねをしてきた結果、どうもこういうことが言えそうだ。 
特に僕は指摘なさることが重要だと思うのは、リーダー研修ですね。 
リーダーがこの研修に参加したことでもって良しとする気風がどうもありそうだと。 
本当にそれが役に立っているのかということを問いかけていらっしゃる。 
それが子どもたちの必要性の内面かと、本当に彼らが外に表われてきたものではなくて、内在化

したところに本当の意味がある。 
その辺を証明するものがなかろうかというとそれは大変難しい。 

 
（事務局） 

実際の研修のやり方として、座学の研修だけではなくて、子供たちが自ら参加してグループ協

議しながらそれを発表していただくというやり方で実施しておりますので、それぞれの班の中で

活発に話し合っていました。それが実際に、地元の子ども会に生かされればいいなあと思ってい

ます。 
 
（委員） 

今の参考にするところはそこなのですよ。 
子どもたちがどういう風に思って、そのリーダー研修に参加しているか、話の中でどういう風に

しようと思っているのか、そういうのが少しでも分かれば、校区子ども会の運営にも非常に役に

立つのではなかろうかなということです。 
それから、グループ協議の記録といいますか、議事録といいますかね。 

 
（事務局） 

子どものアンケートをとっていません。大人向け研修の時はアンケート取るのですが、子供さ

んの場合はなかなか時間がない。 
私が参加した雰囲気でいけば、ヤル気のある子とない子と明らかに態度でわかりますね。 
ヤル気のある子は講師の話を聞いて、ミーティングになると発言したりとかまとめたりとかす

るのですけど、6 人から 7 人でグループを組んでいるんですけど、2、3 人はボーッとして話に関

わろうとしないとか、個人的に差はあった。 
 
（委員） 

リーダー研修に参加して成果を上げないといけないという話ではない。 
委員長もおっしゃったようにその中でどう次につなげていけるか、リーダーを決めるのは各校区

各町内でしょうから、そういう部分での参考になればという思いでお話ししておるだけですから。

できたらそういうのがあるといいかなと。 
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（委員長） 

これからアンケートなさる時に例えば、初めて参加した時の意識と複数回頻回に参加するもの 
と，参加しないものとが、どう意識が変化していったかというような、そういうものもとられる

ような課題意識をもって取り組まれれば、そういった難しい質問が出た時に、今こうしていると、

こういった事が言えそうだというようなことが、あるいは回答の中にできるかもしれない。 
いろいろ調査なさるでしょうから、そういう観点を盛り込んでいただければ。他にございません

でしょうか。よろしいですか。 
それでは、平成 25 年度の主催事業の実施方法については、これで了解したということで終わら

せていただきたいと存じます。次に 26 年度の運営方針並びに事業計画でございますが、両方とも

に関連がございますので、あわせてご提案いただければと思います。よろしいですか。 
 
（事務局） 平成２６年度運営方針等の説明 

 
（委員長） 

センターの運営方針及び 18 ページのセンター主催事業計画、それぞれ両案について説明がござ

いました。何か質問はございませんか。 
 
（委員） 

18 ページの社会教育、子ども会の育成会指導者研修会ですね、去年も私意見を述べさせてもら

ったと思いますけど、城南区で 6 校区ですか。現在子ども会として活動されている校区は。５校

区がそういう環境ではない。 
これは全校区のリーダーのお母さんたちが子ども会のお母さんたちがおいでになる会合ですか。   

 
（事務局） 

全 11 校区にご案内を出しております。参加者はお母さんもいれば、青少年連絡会の人もいました。 
私の記憶では 1 校区だけこれには参加されなくて、校区で研修会をやりますというところがござ

いました。 
 
（委員） 

そういう中で、参加を強制された会議であると、これは校区の話ですけどね。 
強制されて参加を求められると、こういう会議がはたして？というアンケートがあった。 
研修の充実もさることながら、そういういった考えである親をどう教育するかというのも非常

に難しいところでしょうけれども。 
今こういった状況の中で、子ども会の活性化が地域の活性化にもつながるという思いで、各公

民館取り組んでありますので、この指導者研修は、より充実してもらって、何かしら各校区の子

ども会の活性化につながるような企画をぜひやっていただきたいなと思っております。 
よろしくおねがいします。 
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（委員長） 

子どものことに関しては、ここに PTA の代表の方がいらっしゃいますが、何か子ども会と PTA
とは自ずから違いますが、子どもを扱うということに子どもの健全な成長を願って教員と両親と

が力を合わせてという観点からすれば同じだと思いますが、何かコメントありませんか。 
 
（委員） 

子ども会も PTA もそうなのですけど、なり手がいない。毎回似たメンバーがきているな。仕事

をされている方とかですね、子どもさんも子どもリーダー会も、うちも今年 6 年生でリーダー会

に出ていたのですけれども、今習い事をしている子が多くて、土曜日はサッカーの試合があるか

ら出られません、とかですね、以前今中学校くらいのお姉ちゃんの時は、リーダーは私がやる、

私がやるで結構人気でしたが、現在はどちらかというと、とにかく子供が少ないので誰を選ぶん

だってみんなで・・という形になっているのが現状かなという気がします。 
子ども会自体も活動っていうのは、子どもが主体というよりも、親が決めたことを子どもがや

っている、やらされているのかなという気はしています。 
 
（委員長） 

 会長さんいかがですか？ 
 
（委員） 

子ども会から離れているのですけれども、新入りに聞いたところによりますと、やはり子ども

会で小学校５、６年になると逆に辞めていってしまう。 
どうしてもリーダーをしなければいけない立場がいやで、子供も母親も辞めていってしまう。

私の娘が小学校の時はやはり子どもが積極的に子ども会の行事にも参加していたのですけれども、

最近聞くところによると子ども会に入ってもらうのが大変だと。 
 
（委員長） 

この辺について○○委員は一言ありそうですけど。 
 
（委員） 

リーダーとリーダーシップというのは若干違うと思っている。だからリーダーの養成と小学生

の 5 年 6 年でリーダーを養成すればいいのか、４、５、６年と上級生になって、そして３年かけ

てリーダーシップとれるようになればいいのかというようなことも考えています。 
たまたま私の校区では青少年育成協議会というのが、子供リーダーというのを４、５、６年生

を対象にして、やはりリーダーシップをとれるようなということでリーダー研修会をやっており

ます。 
今リーダーが４、５、６年合わせて１０数名。常に練習も兼ねてリーダーシップとれるような

周りを指揮できるようなことで、子供たちの行事、ある時は大人の行事でも子供たちに司会とか

司会進行とかをやらせながらやっていかないと、年２回くらいの研修会だけでは、研修会が何時
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間あるかわかりませんけど、２回とも同じ人間が出てくるか出てこないかもわからない中で、１

歩２歩ステップアップしていかないといけないのではないかなという気がしております。 
というようなことで、説明になったかならないかわからないですけど、よろしいでしょうか。 

 
（委員長） 

問題は、さっきお言葉にでてきたけれども、強制的に参加させられているという受け止め方だ

とか、あるいは子供もやりたくない、子供も母親も役割を課せられる事が嫌だから高学年になっ

たら辞めるだとか、その辺がどうもネックになっている気がする。リーダーのリーダーシップ   

当然の話であって。そこをどうするかというのは優れて大切なことで、根幹になるわけですけど、

これはやっぱり国民の一人一人の意識の問題だという気がする。例えば、△△委員さんはしきり

に子ども会のことを気にしていらっしゃるのは子供たちに大きな期待を持っているからそういう

ことなのだろうという気がしているわけですが、子供をきちんと育てていくためには学校だけに

責任を負わせるというのは間違っているというのは、もはやすべての国民が認識していることな

んですよね。 
地域であり学校であり家庭であり，そういうことからすると、PTA などが一番いい例ですけど

自ら責任を持って子供たちの健全育成に参画しようとしていらっしゃる。 
ここの市民センターも公民館も公的機関はすべて青少年のためのプログラムを提供している。

それでありながら世の中のことが一向に変わっていかない。どうもかっかそうようというか。    

そういった印象がある。 
例えば、少子化、子供の数が減っていくと何とかおさえないかんということで、国は何十年と

いろんな計画を提供してきたけど、相変わらずこどもの数は増えていかない。 
(出生率)２.０を切っているということは、お母さん方、若者たちの意識が改まっていかない。 
非常に大きな課題を私たちはつきつけられている。 

それでもしかし、何とかその辺を今、○○委員はきちっと物語を語ってくれましたが、それも一

つの考え方であり、方策であるが、市民センターの運営審議会でこのような話題が出てくるとい

うことは、小さな世界ではあるけれども城南区ではこういうことを考えている、常に意識してい

る、我々の意識にこの子どもたちの問題を共有しながらいろんな方策が講じられていく。 
私が住んでいる○○○校区でも今とまったく同じようなことがあるわけで、子ども会の総会あ

たりで私の町内会の子ども会の総会に出ていろいろ話を聞いたりすると同じことを考えている。            

だけど、子ども会の役員の皆さんの中には、これはいかんと考えている方も確実にいるわけで、 
その人たちがいらっしゃるということは一つの大きな安心材料というか手がかりになるような気

がする。 
その辺をまずつかまえていく必要があるなと考え続けている。 
非常に難しい。何か知恵ないですか？ 

 
（委員） 

今までになかった表現で、現代的課題というのが 2 か所出てきていますね。なんか十分考えて

いらっしゃるのだなという感じがします。 
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各分野でもようやく若い人、例えば文化連盟青年部というのを作りました。 
提案しまして若い絵描きさんを育てていくという方向にもっていくことができた。その辺が現代

的課題というものが詳細にわかる。そこが問題だろうと思っています。それは、それぞれの力で

はできない困難なものと思います。 
 
（委員長）  

そういう認識ですね。何かご意見ありませんか。 
 
（委員) 

先ほど△△委員がおっしゃった、これを評価された件、やっぱり子ども会の先ほど三百何十人

こられた、どうしてもこられなきゃいけない平日の月曜の 10 時から 12 時に三百何十人普段はチ

ラシをみてもあれでは普通来ないですね。だからやっぱり来させられるっていうやつだったら  

今のお母さんたちは普通ほとんど働いているのだったら、呼ぶのじゃなくて、自分たちの講座を

校区にもっていくとか、働き続けられて職を持っているお母さんたちが多いので、そういう少し、

今までセンターに来いっていうのを、少し区役所の方も考えていかないとニーズに合わなくなる

じゃないだろうかというのと、ひとつはいつも同じ世代なのですけど、あらゆる人って書いてあ

ったら 0 歳から高齢者までなので、ここでみると就学前のお子さん対象のものとか小学校行って

らっしゃる、中学校向け、もっと世代間の中での事業というのはちょっと抜けているかなと思う

のでそういうところをもう少し充実させて、今まで来なかった人の分野を少し２、３年やってみ

る。取り組まれているとまたいいのかなと。センターまで来られるかどうかというのはあるので

すけど、そのかわり指定管理者さんがこられて今までになかったものはされているので、また今

までとは違ったものが見えましたけど。 
事業を行う方としてはその辺をもう少し検討いただきたい 

 
（委員長） 

日常的に子供たちのことを触れておられる主任児童委員の××委員さん、いかがでしょうか。 
 
（委員） 

今やっぱり言われたように、小学校５・６年生になると、親が役員をしたくないと子ども会を

辞めたりだとか、PTA もなり手がないとか、私がやっていた時からずっといわれているのですけ

れども、実際のところ働いてあったりだとか、いろんな事情で従来通りの活動は厳しいというと

ころも増えているので、昔ながらの活動にもっと参加してほしいというのも少し無理があるのか

なと。 
子ども会活動も時代に合わせて変化していく必要があるのかなという気もいたします。 

PTA の委員会にしても、働いているお母さんに配慮して夜に集まる会があったりとか、メンバ

ーによっては昼間やったりとか、その時々のメンバーにあわせて活動を変えていったりすると、

参加したメンバーはやりやすいと感じで。 
決まった時は嫌々引き受けてもだいたい皆さん終わったときはやってよかったとおっしゃるの
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ですよね。 
なので、そういう意味で、ある程度させる、無理やりにでも引き受けてもらうというのも悪く

ない部分もあるかなと思います。 
あと今、七隈校区で子供リーダーというのを先ほど○○委員がおっしゃったのですけれども、

餅つきだったりとか、イベントで司会とか進行とかしているんですけど、行事の時だけではなく

て、定期的に会議をもっていて、その中で議長とか書記とか決めて、会議を子どもたちで大人の

サポートをしながらしている。 
正直４年生５年生６年生でまだまだリーダーっていう感じではなかったりもするのですけど、

そういう活動を継続していくことで、やっぱり６年生になる頃に成長しているなという感じをも

ったりだとか、この子うまくさばくなという子がいたりするんですね。 
町内ごとの子ども会というのは、ないところが増えてきていますけれども、七隈校区では子ど

も会にかわる七隈つくしんぼという青少年協議会が昨年できています。 
多少、現実にあわせたやり方も工夫していく必要があるのかなという風に感じます。 

 
（委員長） 

活動内容がずっと千篇一律で決まりきったことということではなくて、今最後の言葉にありま

すように、いろんな状況に合わせながら柔軟にという、そういうお考えをとらしていただきまし

た。人生の先輩でありますシニアクラブの◇◇委員さん、先輩の目から見て今のこどもたちは。 
 
（委員） 

自分たちのシニアクラブではですね、学校の芋ほりとか芋植えとか、いろいろそういうのを手

伝って。子どもたちはなかなか素直でいい。 
リーダーとかは自分たちはわかりませんけど、私たち、老人会のリーダーっていうのもなり手

がない。 
うちの A 校区では全町に７クラブある。B というところは，町は広いのに老人会１個しかない。

何でないかといったら会長さんになりたくない。どこの団体でもなり手がない。 
団体に入らないで自分勝手にやった方がいい。老人会はあるけど、仲良しクラブっていうので

すかね、自分たちで集まってするのはあるみたいですけど。団体をつくるのはいやというのがあ

る。リーダーというのは歳をとってもやっぱり同じ。難しい。 
 
（委員長） 

ありがとうございます。大学で学生たちを指導していらっしゃる先生いかがですか。 
 
（委員） 

ずっと先ほどから△△委員さんのご発言からすると、深い課題だなというふうに考えていて、

子供たちがリーダーシップを持てるような子供たちが育てばというのは、すごく私も痛切に感じ

ますし、今の大学生をみていてリーダーシップを持っている人は本当に少ない。 
弱いし、弱いつながりになっている。 
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中身というよりも形でつながっている子供たちが多いので、問題がたくさんでてきているもの

ですから、自分が子供のころだったら子ども会がなくても、みんなで盛り上がって遊んでいたこ

とが、今接する場所も時間もないという中で一生懸命考えて子ども同士のつながりをということ

をしてくださっている中で本当に難しい課題だなと。 
発言できなかったのはその難しさに自分がいい案がでてこないということなのですけど。 

さっきおっしゃったようにできるところからやるしかない中に２つのヒントがあるとおもいます。 
ひとつは七隈校区の青少年協議会がやっている子ども達が定期的に集まってリーダーシップを

とれるような活動をやっていらっしゃること。 
そういった活動がモデルになればほかの校区でもできないのかということになると、どういう

風に具体的にやっているのか勉強会というかその仕組みを教えていただきたいなと思ったのが一

つ。 
もう一つは、先ほど子ども会のリーダーの内容はどうなのかと一生懸命やってくださっている

けど、子供たちの反応はどうなのかというお話があって、実際にここの参加者をみると１００人

の参加対象、人員が１００人なのですけど、参加人数１５４名になっている。ここは１.５倍きて

いるのだと思った時に、私は少人数のグループでグループワークをする事があるのですけど、人

数が増えると、子供たちの一人一人の動きとか参加体験の内容が、あまりそこでリーダーをとっ

ている人が見えないことが多くなる。 
その時に子供たちの中にどんな体験が積まれていたかを１.５倍になった時にどんなふうにみえ

ていたのかなというのがひとつ気になったことと、体験の中で、いろんなベテランの方がやって

らっしゃるから参加者は５、６年生だけということになりますかね。 
 
（事務局） 

４、５、６年生ですね 
 
（委員） 

４年生も入るのですね。そういうときに４年生から６年生の間でどんなふうにリーダーシップ

をとれるような構成があるのかとか、体験した内容というのが自分たちで発案しては。 
ただグループで集まって話して発表するというのは学校でやっている。学習授業の中で、グルー

プになって意見を発表してというのはやっている。 
そのグループワークがどんな風にリーダー制を発揮するような内容だったのかというのをもう

少しみたかったので、実際にどんな流れのグループワークの流れを作っているのか、そこでの子

供の動きがどうなのかとか、実際にプログラムの勉強会みたいなことをすると、せっかくやって

る体験が、もう少し中身が違った体験になっていくかもしれないというようなことを感じました。      
本当に難しい課題なので、できるとこからっていうときには一つ一つ精査していくことが必要

なのかなと思っています。以上です。 
 
（委員長） 

あえて青少年のことについて時間をとり、委員の皆さんのご意見を伺いました。議論をするこ
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と自体に意味があると思いましたので、それぞれのお考えを聞かせていただきました。 
このような課題としては焦点化されるものの解決の手段というものが全く見えてこないし、手

探りしているという程度のものしか今の時間は出来ませんでしたが、こういう議論をこの場です

ることができたというのは大変意義深いことだと思います。積極的にご発言いただいてありがと

うございました。 
運営の方針と事業計画につきまして、 意見等がございましたら伺いますがよろしいですか。

ではこの運営方針と事業計画両案につきましてはご承認をいただきました。他にないですか？ 
 
 
（委員長） 

１８ページの下から４つ目の区レベル推進事業の一番下、人権ヒューマンライツ。ヒューマン

ライツとは人権のことですね。これをみたら、ここには人権という２文字はとってある。これミ

スプリ、外へでていくでしょうから人権の２文字はとったほうがいい。 
 
（事務局） 

申し訳ありません。２文字はとらせていただきます。 
 
（委員長） 

それでは最後に何かありませんか。 
ないようでしたら、これで運営審議会を終了します。 
この後 10 分程度休憩の後、改修後の市民センターを見学します。皆様お疲れ様でした。 

 
      


