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 高松市附属機関等の会議の公開及び委員の公募に関する指針の規定により、次のとおり会議記

録を公開します。 

会 議 名 平成２９年度第１回高松市生涯学習センター等運営協議会 

開 催 日 時 平成２９年６月１日（木）午前１０時 

開 催 場 所 高松市生涯学習センター２階 小研修室 

議 題 

（１）平成２８年度高松市生涯学習センター等の事業実績について 

（２）平成２９年度高松市生涯学習センター等の事業計画について 

（３）平成２９年度高松市生涯学習センター遊友塾事業の選考について 

公 開 の 区 分  ■ 公開  □ 一部公開  □ 非公開 

上 記 理 由  

出 席 委 員 

９人 

武重会長、藤井委員、上原委員、岸委員、岩本委員、今川委員、岡本委員、 

徳増委員、髙橋委員 

傍 聴 者 ０人 

担当課及び連絡先 生涯学習課 生涯学習センター ０８７－８１１－６２２２ 

 

協議経過及び協議結果 

≪次第≫ 

 １ 開会 

２ 教育局長あいさつ 

３ 委員等紹介 

４ 会長あいさつ 

５ 議事 

（１）平成２８年度高松市生涯学習センター等の事業実績について   

（２）平成２９年度高松市生涯学習センター等の事業計画について 

（３）平成２９年度高松市生涯学習センター遊友塾事業の選考について 

   ※事務局より配布資料に基づき説明後、議事単位で協議・意見交換 

６ その他 

７ 閉会 

                                                           

議事（１）平成２８年度高松市生涯学習センター等の事業実績について 

（委員） 

事務局から平成２８年度の事業実績について、前年度と比較して来館者数が減少したとの説

明があったが、これは片原町東パーキングの閉鎖の影響もあるのか。もし、そうであるとすれ

ば、例えば、生涯学習センターとして大規模なイベントや行事を行う場合、一時的に近隣店舗

等の駐車場と提携し、駐車スペースを確保するといった方策も視野に入れてはどうか。 

（事務局） 

片原町東パーキングの閉鎖後、フェリー通り以東と以西とで区分した近隣のコインパーキング 



 

一覧表を作成し、利用者に手渡している。片原町東パーキング閉鎖前の無料駐車時間は３０分

間であり、当センターの主催講座は、通常２時間程度のものが多いため、その場合、近隣のコ

インパーキングに駐車する方が割安になる。したがって、当センターとしては、片原町東パー

キングの閉鎖による来館者への影響はそれほどないと考えており、利用者から特段の苦情も来

ていない。  

なお、委員より御提案いただいた大規模イベント時の近隣店舗等の駐車施設の活用について 

は、今後、その是非を含めて検討したい。 

（委員） 

貸館事業来館者数の減少について、瓦町ＦＬＡＧなどの競合施設ができたことが、その要因 

の一つであるとの説明があったが、私はこれらの施設ができたことによって、従前にも増して、

生涯学習センターと近隣の競合施設との使い分けが、より一層、重要なものになると考える。

先ほど駐車場の話が出ていたが、自身の経験から言えば、生涯学習センターが魅力ある主催事

業を開催すれば、駐車料金を支払ってでも足を運ぶ市民はたくさんいる。したがって、来館者

数が減少しているのは、運営面や講座内容にも、その原因があると考えるべきである。 

（会長） 

瓦町ＦＬＡＧの貸館の利用状況等については、既にデータが出ていると思うので、事務局と 

してデータを収集し、比較・分析するなどして、来館者数減少の要因について分析いただきた

い。 

（事務局） 

当センター側から見れば、瓦町ＦＬＡＧや美術館は競合施設だが、市民にとっては同じ市の

公共施設である。とりわけ、瓦町ＦＬＡＧの貸館は、市民団体の活動拠点としての役割等が中

心ということもあり、競合部分はそれほど多いとは考えにくく、各施設の使い分けは十分可能

であると考えている。 

（委員） 

生涯学習センターの本来の目的は、生涯学習の普及・促進であって、他の公共施設の利用状

況について、それほど気にする必要はないのではないか。重要なのは、いかにして生涯学習の

重要性を市民に浸透させていくかである。 

（委員） 

生涯学習センターの休館日は月曜日だが、他の公共施設も月曜日が休館日のところが多いた 

め、休館日を変更することはできないのか。もちろん、職員の人員配置の問題があるのは承知 

しているが、稼働率や来館者数の増加を目標に掲げるならば、月曜日を開館するのも一つの方

策ではないか。月曜日を休館日としているのは、月曜日は他の曜日と比べて利用者が少ないか

らなのか。 

（事務局） 

月曜日の利用者が少ないか否かは、挙証データがないため明確な返答はできないが、こども 

未来館は火曜日を休館日に設定していることから、休館日を変更することは不可能ではない。 

（事務局） 

補足させていただくと、市役所本庁が土・日・祝日が閉庁日であるため、他の公共施設につ 

いては月曜日を休館日に設定しているところが多い。しかし、こども未来館は、他の公共施設

との差別化を図るため、休館日を火曜日としており、同様に夢みらい図書館も休館日は火曜日



 

となっている。その結果、中央図書館とは休館日が重ならないようになっている。 

したがって、休館日の曜日設定は変えられないものではないが、休館日の設定に当たっては、

他の公共施設とのバランスも考慮しながら検討する必要があることを御理解いただきたい。 

（委員） 

先ほどから、貸館事業来館者数の減少の話が上がっているが、何も数字ばかりにこだわらな 

くてもよいのではないか。それよりも、開館日に市民サービスを充実させることに注力し、市

民ニーズを的確に把握した上で、主催講座等事業に活かしていくことの方がより重要である。 

（会長） 

役所の仕事というのは、専門用語で言えば、インクリメンタリズム主義（前年度の予算額や 

成功した政策を基本とし、それに付加する形で新しい予算や政策を決定する方法。増分主義と

もいう。）を長い歴史の中で採用してきた経緯がある。また、縦割行政で、部局間で数字を競い

合うという風潮もあるため、どうしても数字に捉われがちである。したがって、生涯学習の推

進を最重要課題とするのならば、全体の目標設定とそのために何をなすべきかを改めて再確認

し、目標達成に向けた方策を検討されたい。 

 

（２）平成２９年度高松市生涯学習センター等の事業計画について 

（委員） 

市役所では、各部署で同様の事業をしているところが多く見受けられるため、市民も困惑し

ているところがあると思う。現在、ＳＮＳが急速に広がりを見せているなかで、これは予算も

伴う話で非常に困難であるとは思うが、本市で実施している各種生涯学習事業や生涯学習セン

ター講座等を、当センターが掌握して一元管理し、それを市民向けに発信することはできない

のか。 

（事務局） 

他の部局で実施しているように、当センターにおいても今年度からフェイスブックの開設を 

検討しているが、市の生涯学習事業全体の一元管理は部局をまたがる大きな話になるため、ま

ずは教育局内の連携から開始したいと考えている。委員の御提案については、今後、どこまで

広げて実施できるかも含めて慎重に検討させていただきたい。 

なお、昨年度から、創造都市推進局が子ども向け講座のチラシを作成しているが、そこに当

センター主催の子ども向け講座の内容を盛込ませていただき、各小学校に配布するという形を

とるなど、部局間での連携も少しずつではあるが行っているところである。 

（委員） 

生涯学習は、人間の生きる力に直結するものであり、魅力ある講座への転換、すなわち量よ

り質への転換が重要である。例えば、昨年度、生涯学習課で大規模なアンケート調査を実施し

ていたが、その結果等を踏まえた事業計画策定や、運営協議会の開催時期を講座計画策定前に

設定するなど、これまでの前例踏襲主義から脱却する必要がある。 

（委員） 

情報発信の一環として、今年度からフェイスブックの開設を計画されているとのことだが、 

情報の一元化には私も賛成である。現在、様々な組織や団体がフェイスブックなどのＳＮＳ媒

体を使用し、イベント情報などを発信しているが、市民の側からすれば、それらを一つ一つた

どっていかなければ把握できないようになっているため、市民ファーストの観点から情報の一



 

元化については検討して欲しい。 

例えば、県立ミュージアムでは、ツイッターで行事やイベント情報を発信しており、できる

ことから積極的に取組むという姿勢が重要である。また、既に実施しているのかもしれないが、

情報報誌への掲載なども非常に有用であると考えるので検討されたい。 

（事務局） 

情報誌等に対しては情報提供を行っているものの、紙面への掲載は場合によっては有料とな

っている。なお、紙面に空きがある場合には、好意で当センターの講座情報を掲載してくれる

こともある。 

（委員） 

配布資料を確認すると、平成２９年度のコミュニティセンター講座等主催事業についても前

年度実績と比較し、計画段階ではあるが、減少となっているため、より一層、広報活動の充実

に注力されたい。 

（事務局） 

生涯学習事業に係る情報の公表については、生涯学習課のホームページ内に、子ども向けホー

ムページとして「高松市きっずの森」というリンク先を設け、市で実施している各種生涯学習

事業や市主催のイベントのみならず、民間の事業も掲載している。当該情報は定期的に更新し

ており、アクセス数も少しずつ増えているので、今後とも生涯学習事業のＰＲに努め、積極的

な広報活動を行っていきたい。 

（事務局） 

市民への情報発信の一元化は重要であると認識しているが、その役割を当センターのみが担

うことは困難であるため、生涯学習を総合的かつ効果的に推進するため、各部局が集まって開

催している高松市生涯学習推進本部の場において、この場で各委員から出された意見について

は報告させていただき、協議・検討したい。  

（委員） 

生涯学習センター主催講座の申込みについては、全講座で申込先着順となっている。また、

人気講座は、定員を超えて申込みがあった場合、キャンセルが発生しなければ受講できない仕

組みとなっているが、定員を超えたとしても、受講の機会を確保する仕組みを整えてはどうか。

それが難しければ、人気講座は複数回開催するなどの工夫が必要である。 

また、講座担当職員については、講座開始から終了まで内容を傍聴し、職員自らが当該講座 

について内容の振返りを行っていただきたい。このことにより、職員の資質向上につながると

同時に、講座の評価をフィードバックできるメリットもある。毎年、同じ講座ばかりを開催す

るのでは意味がないので、市民ニーズを踏まえ、量から質への転換を図っていただきたい。 

（委員） 

生涯学習センターが今年で開館１５周年を迎えるため、記念事業を計画している旨の説明が 

あったが、どのような催し物を考えているのか。 

（事務局） 

記念事業については、現在、当センター内で協議・検討している最中であるが、従来開催し 

ている講座と組み合わせる形で、記念講演を実施したいと考えている。また、当センターには

視聴覚ライブラリーとして１６ミリフィルムを所蔵しており、１週間程度の期間、上映会を行

ってはどうかという案も出ている。さらに、商店街と連携した事業も実施したいと考えている。 



 

（委員） 

１５周年記念事業として一つ提案させていただきたいのが、当センター近隣の幼稚園等に声 

をかけ、幼稚園児等に「将来何になりたいか、何をしたいか」といったテーマでパネルに絵を

描いてもらい、商店街のアーケードに展示することで、保護者層の集客を望むことができる。

その流れで、先ほど説明があった講座等と組み合わせることにより、当センターへの来館者数

の増加も期待できると考えるので、ぜひ前向きに検討されたい。 

（委員） 

１５周年記念事業については、短い期間で実施するのではなく、できるだけ長い期間実施す 

ることで、市民の生涯学習の意識啓発につながると考える。 

 また、現在、コミュニティのあり方が大きく変容する中で、生涯学習教育の果たす役割は非 

常に大きくなっているが、各コミュニティセンターで実施している講座内容を見てみると、内 

容に変化がない。したがって、医療や介護といったテーマに的を絞った講座を実施し、市民の 

知識の深化を図るように方向転換してはどうか。 

（事務局） 

例えば、地域包括ケアシステムについては、長寿福祉課の課内室である地域包括ケア推進室等

と連携を密にし、情報共有を図りながら講座も開催している。また、各コミュニティセンター

と当センターでは、講座内容や事業規模も異なるため、今後においては、委員から指摘があっ

た点を含め、今後の事業展開の参考としたい。 

また、１５周年記念事業については、ある程度の期間に渡って実施することは有意義である

と考えられるため、この点についても併せて検討したい。 

（委員） 

当センター主催講座の中には、受講料や材料費を徴収している講座も多い。もちろん、生涯

学習に資する講座開催は非常に重要であるが、センター職員が講座内容を精査し、当該講座の

内容について詳細に説明ができるよう、その費用対効果についても検証されたい。 

（委員） 

先ほど１５周年記念事業のテーマの話があり、記念講演会の実施という話が出ていたが、当

センターで開催している主催講座については、受講者の年齢層が偏っている印象を受けるため、

記念事業の実施に当たっては、幼児から高齢者までの各世代の生涯学習という点に焦点を当て、

各世代に応じた講演会等を開催するのも一つの方策であると思うので、ぜひ検討されたい。 

（委員） 

１５周年記念事業に関して言うと、昔のように、子ども・親・祖父母の３世代間の交流が非

常に希薄化しているため、これらの交流を促すような講座を企画していただきたい。 

また、先ほど来から話が出ている情報発信に関しては、当センターの目玉講座を琴電の車内

や琴電バスなどのつり広告に掲載すれば、より多くの人の目に留まるため、効果的と考える。 

最後に、生涯学習に関しては、教育局内のみならず、局外の事業をうまく組み込む横の連携

が非常に重要であると思うので、局内外の共催事業を積極的に進められたい。 

（委員） 

当センターでは「まなびかんづめ」や各種講座の開催チラシを作成し、当センター内外のラック

に置いているが、単に置くだけではなく、手にとってもらうための何らかの工夫や仕掛けが必

要である。例えば、片原町駅の乗降客に、これら広報紙を直接手渡しはできないのか。 



 

（委員） 

広報紙に関連して、現在、「まなびかんづめ」は何部印刷しているのか。広報紙を配布する以 

前に、市民がどの程度、当センターを認知しているのか、知名度の度合いを検証する必要があ

るものと考える。 

（事務局） 

すべての講座開催チラシを片原町駅で配布するのは困難であるが、大規模な講座や目玉とな

るイベントに関しては、配布することは可能と考える。また、「まなびかんづめ」については、

現在、関係団体等に１，０００部から１，５００部程度配布している。 

（委員） 

昨年度、大規模な生涯学習のアンケート調査を実施していたと思うが、アンケート調査の結果、

当センターの知名度や評価が、どの程度だったか伺いたい。 

（事務局） 

昨年度のアンケート調査は、市民１，０００人と施設利用者１，０００人の合計２，０００ 

人に対し、施設ごとの利用状況や満足度等を調査したものである。その結果、当センターにつ

いては非常に満足度が高い結果となっていた。今後、市民の声を活かすためには、部局間で生

涯学習事業について協議する場である生涯学習推進本部において、当該アンケート調査の結果

を報告し、先ほど来から意見をいただいた重複事業の取扱い等についてもあわせて検討したい。

あわせて、今後の情報共有のあり方についても検討したい。 

（委員） 

「まなびかんづめ」は各コミュニティセンターにも配布しているが、コミュニティセンター 

の来館者は、残念なことにあまり目を通していない。コミュニティセンター講座には参加して

も、当センターまで足を運ばないのは、距離の問題ももちろんあるが、地域の人々に当センタ

ーの開催講座が目に留まっていないということが一番の要因である。 

したがって、各コミュニティセンターに対して、当センターの開催講座の概要等について、

もっとＰＲや説明をしていただきたい。 

（委員） 

現在、各コミュニティセンターにおいては、人手の問題等もあり、生涯学習教育が十分に行 

われていないことが危惧される。生涯学習推進員自身がその役割について自覚し、開催講座を

企画・立案する必要がある。 

（事務局） 

市内５２コミュニティセンターのうち、センター長と主任については、教育委員会が生涯学

習推進員として委嘱し、別途、コミュニティセンターから申請があれば、事務局職員等を生涯

学習推進員に委嘱している。この生涯学習推進員に対しては、原則として、毎月、当センター

において定例研修会を実施し、そのスキルアップに努めているところである。先ほど、委員よ

り御指摘があった「まなびかんづめ」については、定例研修会の場において、生涯学習推進員

に、各コミュニティセンターでの、より一層の周知・活用を図っていただく旨、要請したい。   

（委員） 

中学生については、読み聞かせやお菓子作り講座などで、何度かコミュニティセンター講座

に参加している子どもも多いと思うが、このような講座がコミュニティセンターのみならず、

当センターでも開催されているということを、生涯学習推進員向けの定例研修会等の場を通じ



 

て、地域に向けて発信いただくよう周知してほしい。 

（事務局） 

各委員から、当センターのＰＲ方策等について様々な御提案をいただいた。全てのことを今

すぐ実施できるわけではないが、できるところから着手していきたいと考えている。とりわけ、

生涯学習推進員のスキルアップを図る定例研修会は定期的に行っているが、当センターの開催

講座やイベントの周知・ＰＲまでは十分実施できていないと思われるため、改めて、当該研修

会の場でその周知・啓発を行ってまいりたい。 

また、コミュニティセンターなど身近な地域でできる講座と、当センターを使用して全市的

に実施しなければならないような講座の役割分担を明確にし、それぞれの開催講座の役割につ

いても再確認し、事業展開を図ってまいりたい。 

（会長） 

平成２９年度事業計画及び１５周年記念事業について、各委員から活発な御意見をいただい

た。１５周年記念事業については、コンセプトは何か、何を目的に実施するのかを、まずは明

確にすることが重要である。 

そのためには、講師選定やテーマ選定についても一工夫することが必要であり、この場で各

委員より貴重な御意見をいただいたので、記念事業の実施に向けた検討・協議を行う際は、ぜ

ひ皆様方の御知恵とアイデアを拝借し、御協力願いたい。 

 

（３）平成２９年度高松市生涯学習センター遊友塾事業の選考について 

（委員） 

今回、遊友塾の応募団体は新規も含めて１０団体から応募があったが、この遊友塾に関して

は、例年、同じような内容の講座を実施している。したがって、応募回数の上限は５回だが、

これを３回に引き下げてもよいのではないか。 

（事務局） 

遊友塾については、例年、少しずつ内容を変えて実施しており、同要綱において、応募回数

は５回を超えないものとする旨、明記されている。なお、講師謝金や経費等の取扱いについて

は、昨年度開催した第３回運営協議会の場において、各委員からの御意見等を踏まえた内容に

見直し、平成２９年３月１日付けで同要綱を改正したところである。 

（会長） 

今年度の遊友塾については、先ほど事務局から説明があったとおり、応募団体のうち、さら

に詳細な説明が必要と思われる団体に限ってプレゼンテーションを実施することとし、その結

果、各委員からプレゼンテーションが必要であると回答があった団体について、第２回目の運

営協議会の場で発表していただく流れになる。その上で、今回応募があった１０団体について、

審査要領に基づき各委員に点数をつけてもらい、最終的に実施団体を決定するという手順にな

るので、その旨、御承知おきいただきたい。 

（事務局） 

 最後に、事務局からの連絡事項として、第２回目の運営協議会の開催日時については、平成 

２９年７月４日（火）を予定しているので、各委員におかれては、ぜひご参加願いたい。 

 

 


