
第３回

公民館グランドデザイン検討委員会

「おいでん、いこまい、いってみりん」

～公民館のあり方～



１．スケジュール
公民館グランドデザイン検討委員会

検討
最終調

整検討
より具体的な内

容検討

12月頃
4回目

「公民館グランドデザイ
ン」案完成

3回目
（11月1日）

「あり方」の原案作成

２回目
（9月6日）

「あり方」の大筋作成

１回目
（7月4日）

課題・アンケート結果か
ら、解決策提案

総合教育会議・公共
施設見直し検討委員
会に報告

公共施設見直し検
討委員会に報告

総合教育会議・公共施
設見直し検討委員会
に報告

公共施設見直し検
討委員会に報告

三
月
議
会
報
告

今回は３回目です。「公
⺠館のあり⽅」の原案を
作成していきます。さら
に、交流館をどのような
活動ができる施設にして
いくか、また、施設の配
置について検討をします。
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２.前回までの検討内容
第１回 ・現在の公⺠館の現状と課題の説明

・事務局から課題解決策としての提案
「地域交流拠点機能」＝交流館
「社会教育機能」＝中央公⺠館

第２回 ・なぜ「交流館」と「中央公⺠館」なのか議論
「交流館」は学校と連携して地域活
動や地域での学びを活発化させる賑
わいのある施設。

「中央公民館」は既存の市民会館を
利用した市内の生涯学習講座を充実
させる施設。

連携
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【交流館・中央公民館になると何が変わるのか】
・交流館はクラブ活動や人気の講座は維持しつつ、地域住民の交流施設としての機能を拡充。
・中央公民館は地域の生涯学習講座の不足部分をサポートしつつ、市全体の生涯学習講座の底上げをする。

公民館 交流館 中央公民館 具体例

団体登録・予約が必要 予約なしでも利用できる明るい
雰囲気の交流スペースを設置す
る
個人での利用が可能となる
利用方法が拡大する
→地域住民が集まる場所になり、
交流と活性化が見込まれる

・お茶を飲みながら話せるスペース
・キッズスペースでママ同士のおしゃべりがで
きる
・子どもが放課後に来て読書や将棋ができる
・卓球台が空いていたらいつでも使える
・ピアノの発表会
・個人の趣味の写真展覧会を開く
・個人が写真教室を開く
・地元の農家と共同開発したお菓子を地域の方
に知ってもらうために販売
・個人でのフリーマーケットの実施

一部の高齢者のみの利用が多
い

学校との連携により、子どもや
親世代の利用が増える
→親しみやすさ、地域住民に愛
着を持ってもらう

・子どもの学習発表会や演奏会を交流館で開い
て、家族や地域の方にも見てもらう
・放課後子ども教室の実施
・学校との複合施設は、授業参観後などの親同
士のおしゃべりの場として利用できる

クラブ・サークルは個人の趣
味で完結しており、他に活か
されていない

地域の高齢者が先生やボラン
ティアとなって学校で活躍がで
きる
→生きがいづくりにつながる

クラブ・サークルのメンバーや
交流館で実施した講座の講師な
どを対象に、継続的な生涯学習
活動のため講師の育成をする
活動が個人から地域へつながる
サポートをする

・学校のミシンの授業に裁縫クラブがサポート
で参加
・中央公民館から料理クラブへ助言し、避難所
の食事をテーマに研究
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公民館 交流館 中央公民館 具体例

多種多様な講座の開講がし
きれない
講座の受講からサークル結
成や講師への発展が少なく、
講座の受講で終わってしま
う傾向がある

多様な講座の企画を交流館に持ち込み、多世代の利用者を取り込む ・「男の生き方」講座：仲間づくり、地域貢
献
・「家族で防災」講座

市が開催する講座の情報を一括管理し効率
よく市民に広報する
市内企業とタイアップした講座を企画する
交流館での講座を発展させた大規模な講座
を企画する

・市が開催する講座や講演会の情報を中央公
民館でも把握し、次の生涯学習講座に活かす
・地元のみんなが知らないすごい企業の見学
ツアー
・交流館対抗将棋大会
・定年後のセカンドライフ講座を開き、個人
のスキルを活かして交流館や学校で先生とな
り活躍
・市民会館のホールを使った大規模な講座
（施設設備が整った中央公民館）

個々の公民館レベルでは集
客が見込めない講座の実施
が難しい

専門的分野、マニアックな講座を実施でき
る

・ジャズ入門
・油絵入門

講座の内容や数に差がある
各公民館がそれぞれ講座企
画をしているため事務に無
駄が生じている

他の交流館の人気の講座をとりまとめ他の交流館でも効率よく実施で
きる

・好評だった交流館の講座を中央公民館が吸
い上げ、他のすべての交流館で同じ内容で実
施する
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３.施設の利用拡大について
〜柔軟な自由度の高い事業の実施〜
• 「各家庭の不用品を持ち寄ったフリーマーケットを行い、その
収益で交流館の備品を買いたい」

• 「趣味でやっている写真展を個人で開きたい。はがきやカレン
ダーにしたものの販売もやりたい。反響があればそのまま地域
の⽅向けの写真教室を開きたい」

• 「地元のお菓子屋さんが、地元の農家さんと共同開発した新し
いお菓子を地域の⽅に知っていただくため販売したい」

• 「仲良しグループでクリスマス会をやりたい」

基本的には現在の蒲郡の公⺠館では実施できない
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どんな活動ができるとよいと思いますか？
【別紙１】社会教育法
【別紙２】どこまでの活動を可とするか？

①現状のままでも少しの利用拡大は可能

②社会教育法上、できる可能性のあるもの
（利用目的がもっぱら営利ではないものまで可）
【別紙３−１】平成25年 3月26日付 社会教育法第23条第1項の解釈の周知について
【別紙３−２】平成30年12月21日付 社会教育法第23条第1項の解釈の周知について

③社会教育法から適用除外した場合
（営利目的も可）
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メリット・デメリット
公民館 適用外施設

メリット ・社会教育施設なので、あくまでも社会教育が中心であ
り、秩序が保たれる。
・施設の設置目的などが社会教育法で定められているた
め、目的に沿った行政サービスが安定的に提供される。
・住民にとって信頼感・安心感がある。

・様々な活動の幅が広がる。地域活動でもアイデア次第でいろ
いろなことができる。
・活動のはばが広がるため、実施内容について判断を迫られる
ことが少ない。

デメリット ・社会教育法の制限があるため、地域活動であっても制
限されることがある。
・社会教育法の制限があるため、活動内容によっての実
施の可否の判断をする機会が多くなる。

・公序良俗に反する活動や企業活動、宗教活動など、どこまで
を可とするのかの判断が難しく、トラブルのもとになる可能性
がある。
・活動の幅が広がることにより地域外の利用者の出入りが多く
なるため、学校内にある公民館はセキュリティに対する不安感
が生じる。
・条例改正で施設のあり方が変えられるので、社会教育が継続
的に行われる保証はなく、貸館のみの施設に転じる恐れがある。

現在の公民館が適用されている社会教育法は国の法律なので自治体では変更できず、法律が変わらない
限り活動の制限があります。それに対して地方自治法上の施設になると条例で定められるので、活動内
容は条例改正で変更することができます。
適用外施設にした場合はデメリットを考慮し、利用制限については慎重に検討し条例で定めていきます。

また、中央公民館はその性質から従来通りの社会教育法上の公民館とし、市内全交流館での社会教育活
動の指導・支援をしつつ、従来の公民館より一層推進させていきます。
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施設の有料化について
• 利用の拡大により施設の利用率が上がり、運営費が今よりも必
要になることが予想され、部屋利用の有料化の検討が必要。
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問８ 利用料について

公⺠館は今までどおり活動内容を限定して無料で運営するべきだと思う
公⺠館を利用する人は相当の利用料を負担するべきだと思う
有料と無料のルールをつくり、多くの⽅が利用できるようにするべきだと思う
わからない
その他
未回答
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問９ 使用料の負担について

公⺠館の光熱⽔費等が賄える程度
公⺠館の運営費すべてが賄える程度
公⺠館の建替えを含めたすべての費用を賄える程度
わからない
その他
未回答
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・現在無料のものは無料のまま、利用拡大によって可能となった
活動は有料とする？
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問１０ 有料になった場合の影響

公⺠館利用の頻度が下がる 公⺠館利用の頻度が上がる 利用者の公⺠館を⽀えようとする意識が低下する
安易な利用予約が減るため、施設の適切な利用が図られる 利用者の施設運営への関心が高まる 影響は特にない
わからない その他 未回答
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４.施設の配置について
〜交流館は、どこにあったらいいと思いますか？〜
【別紙４】
•小学校区ごと（併設）

•中学校ごと（併設）

•地区総代区単位（７単位）で単独
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公⺠館区ごとの世帯数
（広報配布数参照）
R2.7.6現在 世帯数
世帯数合計31,026世帯

大塚 三谷 東部 蒲郡 府相 形原 ⻄浦
相楽町 山神 41 東区 東１ 158 豊岡町１区 下形 495 新井形町 新井形町 308 府相区 ⻑筵 581 形原１区 音羽１ 82 稲生 稲生１ 93

相楽町 丹野 61 東区 東２ 106 豊岡町１区 白山 183 蒲郡東 馬場 126 府相区 東府相 224 形原１区 音羽２ 0 稲生 稲生２ 112

東大塚 産子山 124 東区 東３ 88 豊岡町２区 上組 266 蒲郡東 堀込 144 府相区 赤羽根 172 形原１区 音羽３ 79 馬場 馬場１ 128

東大塚 ⻄島 118 東区 東５ 186 豊岡町２区 迫 161 蒲郡東 ⻄新井形 225 府相区 浜家 197 形原１区 音羽４ 50 馬場 馬場２ 143

東大塚 川屋敷 46 東区 東６ 245 豊岡町２区 中村 357 蒲郡東 東町１ 140 府相区 東松原 164 形原１区 音羽５ 70 馬場 馬場３ 107

東大塚 上島笹子 193 松区 松１ 186 五井町 五井 236 蒲郡東 東町２ 168 府相区 ⻄松原 215 形原２区 中本町１ 62 馬場 馬場４ 109

東大塚 中島 68 松区 松２ 49 平田町 平田 399 蒲郡東 東廓１ 220 1,553 形原２区 中本町２ 65 知柄 知柄１ 110

東大塚 大門 106 松区 松３ 54 2,097 蒲郡東 東廓２ 180 形原２区 中本町３ 52 知柄 知柄２ 108

東大塚 向山 165 松区 松４ 32 蒲郡⻄ ⻄廓１ 101 小江 形原３区 片町１ 65 知柄 知柄３ 98

東大塚 南向山 116 松区 松５ 59 北部 蒲郡⻄ ⻄廓２ 91 小江町 住吉町 62 形原３区 片町２ 47 知柄 知柄４ 113

東大塚 大塚団地 60 松区 松６ 183 ⽔竹町 下リ島１ 128 蒲郡⻄ 第⼀⻄町 123 小江町 ⼀木町 113 形原３区 港町１ 54 橋田 橋田１ 104

東大塚 丸山住宅 59 松区 松７ 219 ⽔竹町 下リ島２ 228 蒲郡⻄ 第⼆⻄町 198 小江町 天王町 201 形原３区 港町２ 104 橋田 橋田２ 115

⻄大塚 十能 307 上区 上１ 141 ⽔竹町 上リ島 205 吉光区 吉光上 64 小江町 第⼀薬師 152 形原３区 港町３ 99 橋田 橋田３ 93

⻄大塚 ⻄講 101 上区 上３ 126 ⽔竹町 東脇島１ 335 吉光区 吉光下 160 小江町 東小江 124 形原４区 石橋 104 龍田 龍田１ 113

⻄大塚 東講 44 上区 上４ 105 ⽔竹町 東脇島２ 152 宮成区 大成１ 122 小江町 大和上 77 形原４区 ⼾甫井 135 龍田 龍田２ 199

⻄大塚 ⻑尾 56 上区 上５ 180 清田町 橋詰 147 宮成区 大成２ 123 小江町 大和下 51 形原４区 上松 169 龍田 龍田３ 132

⻄大塚 白岩 265 上区 上６ 125 清田町 下清田 287 宮成区 大宮 228 港区 海岸 281 形原５区 中畑１ 163 龍田 龍田４ 205

⻄大塚 平原 239 上区 上７ 181 清田町 中岡 166 蒲形 蒲形１ 122 1,061 形原５区 中畑２ 53 2,082
2,169 上区 上８ 246 清田町 新屋 109 蒲形 蒲形２ 127 形原５区 御嶽 43

上区 上９ 114 清田町 鉢地 4 蒲形 蒲形３ 199 塩津 形原５区 北森 278

上区 上１０ 134 坂本町 坂本 78 蒲形 蒲形４ 144 柏原町 柏原 182 形原５区 南森 150

中区 ⻄ 72 1,839 蒲形 緑町１ 157 川東区 川東１ 161 形原５区 湿見 175

中区 中３ 58 蒲形 緑町２ 242 川東区 川東２ 169 形原６区 中屋敷 94

中区 中４ 43 ⻄部 蒲形 旭町 175 川東区 川東３ 340 形原６区 鹿末 141

中区 浜 88 神ノ郷町 神東 83 栄町 栄町 177 川東区 川東４ 87 形原６区 下市 48

中区 中７ 49 神ノ郷町 山本 87 栄町 犬飼 248 竹谷町 竹谷町奥林 494 形原６区 春日浦 303

中区 中９ 70 神ノ郷町 門前 124 4,312 竹谷町 竹谷町松田 200 形原６区 江川 99

中区 権現 114 神ノ郷町 向山 281 竹谷町区 竹谷町区１ 571 形原７区 前野⻄ 207

北区 北１ 102 575 竹谷町区 竹谷町区２ 326 形原７区 前野東 258

北区 北３ 90 ⻄迫町 ⻄迫 105 形原７区 平谷東 270

北区 北５ 115 拾石町 拾石１ 230 形原７区 平谷⻄ 230

北区 北６ 98 拾石町 拾石２ 260 形原７区 市場 245

北区 北７ 83 拾石町 拾石３ 421 形原７区 辻 153

北区 北８ 135 鹿島町 鹿島南 481 形原８区 金上 262

北区 北９ 155 鹿島町 鹿島北 168 形原８区 金中 315

⻄区 ⻄１ 87 鹿島町 鹿島東 192 形原８区 金下１ 233

⻄区 ⻄２ 99 4,387 形原８区 金下２ 135

⻄区 ⻄３ 102 形原８区 ⼀色 166

⻄区 ⻄４ 71 形原北浜区 北浜１ 83

⻄区 ⻄５ 165 形原北浜区 北浜２ 113

⻄区 ⻄６ 199 形原北浜区 北浜３ 110

⻄区 ⻄７ 258 形原北浜区 北浜４ 84

⻄区 ⻄８ 133 5,648
5,303
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大塚地区
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大塚
相楽町 山神 41
相楽町 丹野 61
東大塚 産子山 124
東大塚 ⻄島 118
東大塚 川屋敷 46

東大塚 上島笹子 193

東大塚 中島 68
東大塚 大門 106
東大塚 向山 165
東大塚 南向山 116

東大塚 大塚団地 60

東大塚 丸山住宅 59

⻄大塚 十能 307
⻄大塚 ⻄講 101
⻄大塚 東講 44
⻄大塚 ⻑尾 56
⻄大塚 白岩 265
⻄大塚 平原 239

2,169

R2.7.6現在 世帯数



三谷地区
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三谷
東区 東１ 158
東区 東２ 106
東区 東３ 88
東区 東５ 186
東区 東６ 245
松区 松１ 186
松区 松２ 49
松区 松３ 54
松区 松４ 32
松区 松５ 59
松区 松６ 183
松区 松７ 219
上区 上１ 141
上区 上３ 126
上区 上４ 105
上区 上５ 180
上区 上６ 125
上区 上７ 181
上区 上８ 246
上区 上９ 114
上区 上１０ 134
中区 ⻄ 72
中区 中３ 58
中区 中４ 43
中区 浜 88
中区 中７ 49
中区 中９ 70
中区 権現 114
北区 北１ 102
北区 北３ 90
北区 北５ 115
北区 北６ 98
北区 北７ 83
北区 北８ 135
北区 北９ 155
⻄区 ⻄１ 87
⻄区 ⻄２ 99
⻄区 ⻄３ 102
⻄区 ⻄４ 71
⻄区 ⻄５ 165
⻄区 ⻄６ 199
⻄区 ⻄７ 258
⻄区 ⻄８ 133

5,303

R2.7.6現在 世帯数



蒲郡北地区
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北部
⽔竹町下リ島

１ 128

⽔竹町 下リ島
２ 228

⽔竹町 上リ島 205
⽔竹町 東脇島

１ 335

⽔竹町 東脇島
２ 152

清田町 橋詰 147
清田町 下清田 287
清田町 中岡 166
清田町 新屋 109
清田町 鉢地 4
坂本町 坂本 78

1,839

⻄部
神ノ
郷町 神東 83
神ノ
郷町 山本 87
神ノ
郷町 門前 124
神ノ
郷町 向山 281

575

中央小（？）
蒲郡⻄ 第⼀⻄

町 123

蒲郡⻄ 第⼆⻄
町 198

吉光区 吉光上 64
吉光区 吉光下 160
宮成区 大成１ 122
宮成区 大成２ 123
宮成区 大宮 228
蒲形 蒲形１ 122
蒲形 蒲形２ 127
蒲形 蒲形３ 199
蒲形 蒲形４ 144
蒲形 緑町１ 157
蒲形 緑町２ 242
蒲形 旭町 175
栄町 栄町 177
栄町 犬飼 248

2,609

R2.7.6現在 世帯数（合計5,023世帯）



蒲郡南地区
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新井形
町

新井形
町 308

蒲郡東馬場 126
蒲郡東堀込 144

蒲郡東⻄新井
形 225

蒲郡東東町１ 140
蒲郡東東町２ 168
蒲郡東東廓１ 220
蒲郡東東廓２ 180
蒲郡⻄⻄廓１ 101
蒲郡⻄⻄廓２ 91

1,703

府相
府相区⻑筵 581
府相区東府相 224
府相区赤羽根 172
府相区浜家 197
府相区東松原 164
府相区⻄松原 215

1,553小江
小江町住吉町 62
小江町⼀木町 113
小江町天王町 201
小江町第⼀薬

師 152
小江町東小江 124
小江町大和上 77
小江町大和下 51
港区 海岸 281

1,061

R2.7.6現在 世帯数（合計6,414世帯）
東部
豊岡町
１区 下形 495
豊岡町
１区 白山 183
豊岡町
２区 上組 266
豊岡町
２区 迫 161
豊岡町
２区 中村 357
五井町五井 236
平田町平田 399

2,097

府相公⺠館



塩津地区
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塩津
柏原町 柏原 182
川東区 川東１ 161
川東区 川東２ 169
川東区 川東３ 340
川東区 川東４ 87
竹谷町 竹谷町奥林 494

竹谷町 竹谷町松田 200

竹谷町区 竹谷町区１ 571

竹谷町区 竹谷町区２ 326
⻄迫町 ⻄迫 105
拾石町 拾石１ 230
拾石町 拾石２ 260
拾石町 拾石３ 421
鹿島町 鹿島南 481
鹿島町 鹿島北 168
鹿島町 鹿島東 192

4,387

R2.7.6現在 世帯数



形原地区
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形原
形原１区 音羽１ 82

形原１区 音羽２ 0

形原１区 音羽３ 79

形原１区 音羽４ 50

形原１区 音羽５ 70

形原２区 中本町１ 62

形原２区 中本町２ 65

形原２区 中本町３ 52

形原３区 片町１ 65

形原３区 片町２ 47

形原３区 港町１ 54

形原３区 港町２ 104

形原３区 港町３ 99

形原４区 石橋 104

形原４区 ⼾甫井 135

形原４区 上松 169

形原５区 中畑１ 163

形原５区 中畑２ 53

形原５区 御嶽 43

形原５区 北森 278

形原５区 南森 150

形原５区 湿見 175

形原６区 中屋敷 94
形原６区 鹿末 141
形原６区 下市 48
形原６区 春日浦 303
形原６区 江川 99
形原７区 前野⻄ 207
形原７区 前野東 258
形原７区 平谷東 270
形原７区 平谷⻄ 230
形原７区 市場 245
形原７区 辻 153
形原８区 金上 262
形原８区 金中 315
形原８区 金下１ 233
形原８区 金下２ 135
形原８区 ⼀色 166
形原北浜
区 北浜１ 83
形原北浜
区 北浜２ 113
形原北浜
区 北浜３ 110
形原北浜
区 北浜４ 84

5,648

R2.7.6現在 世帯数



⻄浦地区
⻄浦
稲生 稲生１ 93
稲生 稲生２ 112
馬場 馬場１ 128
馬場 馬場２ 143
馬場 馬場３ 107
馬場 馬場４ 109
知柄 知柄１ 110
知柄 知柄２ 108
知柄 知柄３ 98
知柄 知柄４ 113
橋田 橋田１ 104
橋田 橋田２ 115
橋田 橋田３ 93
龍田 龍田１ 113
龍田 龍田２ 199
龍田 龍田３ 132
龍田 龍田４ 205

2,082
19

R2.7.6現在 世帯数


