
日本公民館学会 

第１８回研究大会 プログラム 

 

 期 日  ２０１９年１２月１４日（土）～１５日(日) 

 会 場 山形大学小白川キャンパス地域教育文化学部 1 号館   

        住所：山形市小白川町 1-4-12 ＴＥＬ：023-628-4366（安藤研究室） 

期 日 日   程 

12月 1４日

（土） 

全国理事会 

＊１ 

10:30～ 

12:10 

受付  

12:00～ 

12:30  

開会式・ 

課題研究① 

12:30～ 

15:00 

課題研究② 

15:20～ 

16:50 

総会 

17:00～ 

懇親会 

＊２ 

18:10～ 

20:00 

12 月 15 日

（日） 

受付 

9:30～ 

10:00 

自由研究発表 

10:00～ 

12:00 

昼食 

12:00～ 

13:00 

会場校企画 

13:00～ 

15:45 

閉会式 

16:00～ 

 

 ＊１ 全国理事会は、地域教育文化学部 1 号館 3 階 133 演習室で行います。 

 ＊２ 懇親会は、山形大学小白川キャンパス内厚生会館食堂にて行います。 

スケジュールや内容は一部変更になることもあります。 

 

参加申し込みは、こちらの URL: https://forms.gle/fff8MSSY9VymbQY17 から、12 月 4 日までにお願い

します。QR コードは以下のものを読み取ってください。 

メール連絡の場合は、 kominkangakkai.yahoo.co.jp 宛てに送信してください。その際、懇親会・理事会の

参加の有無と 15 日のお弁当申し込みの有無についてもご記入ください。 

 

 

 

 

≪大会に関する問い合わせ≫ 

日本公民館学会事務局 

〒305-8577 茨城県つくば市天王台１－１－1 

筑波大学人間系（教育学域） 生涯学習研究室内 

電話 080-3402-5967 Fax 029-853-8722 

E-mail: kominkangakkai@yahoo.co.jp 

   URL: https://kominkan.jp 

 

 

https://forms.gle/fff8MSSY9VymbQY17


 

ご案内 

１ 大会参加費について 

大会参加費  2,000円（学生・院生は、学生証を提示の場合に限り 1,000円） 

         学会員以外の参加者は資料代として 500 円。2日目の会場校企画のみ参加の方は無料。 

懇親会参加費 一般：4,000円 学生・院生：3,000円 

 

２ 年会費について 

年会費（7,000円/学生・院生 4,000円）の納入を受け付けます。11月末時点で前年度（2019年度）ま

での会費を納入された会員には、学会年報最新号（第 16 号）を郵送させていただきます。それ以降に

納入された会員の方には、大会後に事務局から郵送させていただきます。 

 

 ３ 昼食について 

   12月 14日（土）は山形大学生協食堂、生協コンビニ、厚生会館食堂が昼に営業していますので、ご利

用下さい（食堂：11:30～13:30、コンビニ：10:00～14:00、厚生会館食堂 11:30～13:00）。 

   12 月 15 日（日）は学内店舗が全て休業となり、大学周辺の飲食店も多く休業となります。そのため、

お弁当の注文を受け付けます。飲料込みで 800 円（税込）で用意いたします。大会出欠の連絡の際に

お申し込み下さい。受付の際に代金と引き換えに当日の弁当引換券をお渡しします。当日は会員控え室

にてお弁当をお渡しします。 

４ 自由研究発表者の方へ 

１）配布資料がある場合は、各自で印刷のうえ、発表会場へ直接ご持参ください。パンフレットや印刷物

等の事前郵送を希望される場合は、あらかじめ、学会事務局までご相談ください。 

２）学会当日、学会事務局、大会事務局等でのコピーや印刷の対応はいたしません。 

３）発表時の機器の利用は、事前に申請した方に限ります。 

４）自由研究発表の持ち時間は原則として以下のとおりです。 

発表者が１人の場合は 20分、その後の質疑応答も含めて 25分です。 

 

５ 宿泊について 

宿泊については各自手配を原則とさせていただきます。なお、 山形駅周辺のホテルが便利です。 

 

６ 交通アクセス 

  ・JR 山形駅前東口④乗り場から「県庁行き」に乗車し、山形南高校前（山大入口）下車（乗車時間 8 分

程度）、バス停より徒歩 5分。 

・山形空港から空港シャトルバスに乗車（乗車時間 30 分程度）し、山形南高校前（山大入口）下車、バ

ス停より徒歩 5分。 

・JR仙台駅前（EDEN前 22番乗り場（青葉通り）から高速バス(60分)で山形南高校前（山大入口）下車、 

バス停より徒歩 5分。 

・JR山形駅前から徒歩（約 25分） 



■山形大学地域教育文化学部 1 号館の使用教室および立地 

12 月 14 日（土） 理事会：3 階 133 演習室 

  開会式・課題研究・定期総会：1 階 114 教室 

12 月 15 日（日） 自由研究報告 Ａ会場 1 階 114 教室 

             Ｂ会場 1 階 111 教室 

      会場校企画：1 階 114 教室 

 

※自家用車でお越しの際は、基盤教育 1 号館・地域教育文化学部 2 号館裏のゲート付き駐車場

に駐車できます。係が開けますので、ゲート前でお申しつけ下さい。退場時はゲートが自動的に

開きます。 

 

【小白川キャンパス配置図】 

 

 

 

 

 

 

駐車場 

会場：地域教育文化学部 1 号館 

正門 



課題研究① 「公民館職員の養成・採用・研修」１２：３０～１５：００ 

課題研究②  １５：２０～１６：５０ 

 

（プログラム）１２月１４日（土） 

司会：石井山竜平(東北大学) 

報告①「松本大学の地域人材養成と社会教育士」向井健（松本大学） 

報告②「長野県の社会教育関連政策と社会教育士」木下 巨一(長野県教育委員会) 

報告③「松本市の公民館運動・政策と社会教育士」矢久保 学(元・松本市役所) 

コメント 蛯名 博人(宮城県教育庁) 

 長澤 成次(放送大学千葉学習センター) 

司会：上田幸夫会長（日本体育大学） 

報告：研究担当理事ほか 

１．判例研究（九条俳句問題の継承） 谷 和明（東京外国語大学 名誉教授） 

２．平和構築学習（７月集会を受けて） 佐藤 一子（東京大学 名誉教授） 

３．SDG'ｓと公民館 山本 秀樹（帝京大学） 

４．災害と向き合う公民館 長澤 成次（千葉大学 名誉教授） 

 

今年度、新たに課題研究のテーマを設定いたします。理事会においては上記の４案が検討され

ましたが、会員相互でこれからの公民館について深めるべき課題をご議論いただき、テーマの設

定につなげていきます。 

 

移動  １８：００～１８：１０ 

定期総会 １７：００～１８：００ 
（会場：地域教育文化学部 1 号館 1 階 114教室） 

懇親会  １８：１０～２０：００  
（会場：小白川キャンパス内厚生会館食堂） 



（プログラム）１２月１５日（日） 

 

第 1 会場：地域教育文化学部 1 号館 1 階 114 教室   司会 久保田 治助（鹿児島大学） 

１．丹間 康仁（帝京大学） 10：00～10：25 

「市民と学生による公民館の共同探究―日野市中央公民館とゼミの連携実践の展開と検証―」 

2.浅野 秀重（金沢大学名誉教授） 10：25～10：50 

「社会教育を巡る判例に関する考察」  

3．植原 孝行（元高崎市公民館） 10：50～11:15 

「続・公民館主事の専門性を培う――わたしの経験から」 

全体討論 11:15～11：40 

 

第 2 会場：地域教育文化学部 1 号館 1 階 111 教室   司会 生島 美和（弘前学院大学） 

1．ペンタム ピヤワン（筑波大学大学院） 10:00～10：25 

「タイにおける「足るを知る経済」学習センターのカリキュラム開発の特色に関する研究 

―チェンマイ県メーリム郡を事例に―」 

2．河野 和枝（元北星学園大学）K.ネンシュテール（北星学園大学） 10：25～11：10 

「観光と地域づくり～社会教育・公民館の可能性についての一考察」 

3．山本 秀樹（帝京大学）、斎藤 真哉（板橋区教育委員会） 11：10～11：35 

「東京都板橋区における地域団体を主体とした SDGs 実施の取り組みと社会教育施設 

の役割について」 

全体討論 11:35～12:00 

 

 

 

 

 

 

山形県ではここ 10 年あまりで地区公民館の半数以上がコミュニティセンターと転換された。その多くは指

定管理者制度の導入と合わせた動きとなっており、地域運営組織が指定管理者となっている。その中でも川西

町の全戸加入型 NPO 法人・きらりよしじまネットワークの実践は会員の多くも知るところであろう。 

この山形県での公民館のコミュニティセンター化は庄内地方に端を発している。旧鶴岡市では 1976 年の大

山地区を嚆矢とし、1980 年までに 13 の地区公民館がコミュニティセンターへと転換され、1984 年からは

会場校企画「公民館のコミュニティセンター化とその定着に関する検討」 

３：００～１５：５０ 

自由研究発表 １０：００～１２：００ 

 １２：００～１３：００ 昼休み 

 



首長部局に所管が移された。以降、平成に至っては指定管理者制度を導入しつつ、総合的な地域づくりの拠点

としてその活動を展開・定着させてきた。 

山形県での平成の市町村合併は、庄内地方のみで展開した。2005 年には広域合併により新・鶴岡市と新・

酒田市が、さらに立川町・余目町の両町の合併による庄内町が成立した。現在、この庄内地方では鶴岡市・酒

田市・遊佐町が地区公民館を全てコミュニティセンターへと転換させ、地域運営組織が指定管理者として運営

している。その一方、残る三川町と庄内町では条例公民館にこだわる。その中で庄内町の余目第四公民館では、

職員の待遇を守るために 2017 年度より住民発議で指定管理者制度を導入した。 

これらの動向には公民館／コミュティセンター、教育委員会所管／首長部局所管という制度的視点からの議

論だけではなく、住民自治や地域づくりの拠点として「主体的・能動的」にその運営に住民が参画しているか、

そしてその成果の内実、活動の持続可能性・発展性を視点とし、地域的文脈に即して検証する視点が重要であ

る。 

 本企画では山形県のコミュニティセンターの「元祖」であり、トップランナーとして今にある鶴岡市大山コ

ミュニティセンターのこれまでをふりかえっていただき、その成果と課題とを提起いただく。そしてその際に

重要なのが首長部局に移管されて以降のセンターと鶴岡市教育委員会社会教育課との関わりである。同課から

は従前のコミュニティセンターとの関係においてのみならず、平成の合併以降の旧町村部の公民館のコミュニ

ティセンター化に際して、どのように住民の社会教育・生涯学習を担保する支援を行ってきたかをふりかえっ

ていただく。さらに、県内に 4 箇所ある教育事務所で唯一、平成の合併に対応したのが庄内教育事務所であ

る。県および教育事務所が市町村合併および公民館のコミュニティセンター化に際してどのような指導・助言

を行い得たのかをふりかえる。 

県内外のコメンテーターからの視点提示もふまえた検討を通して、公民館・コミュニティセンターを拠点と

し「学習」を基盤とした地域づくり、主に学区単位での社会教育・生涯学習の担保の方策とその課題とを意識

し、その今後の在り方を考え共有することが本企画の趣旨である。 

会場：地域教育文化学部 1 号館 114 教室  

１３：００～ 趣旨説明 
        「山形県における公民館／コミュニティセンター」 
            山形大学地域教育文化学部 安藤耕己 
 
１３：１５～ コーディネーター：安藤 耕己（山形大学） 

報告①「鶴岡市大山コミュニティセンターのこれまで・現在・これから」 
櫻井 修治（鶴岡市大山自治会会長）・高橋 久史（同事務局長） 
報告②「鶴岡市教育委員会社会教育課とコミュニティセンター」 
佐藤 嘉男（鶴岡市教育委員会社会教育課課長） 
報告③「庄内教育事務所の市町村支援の現状と成果および課題」 
小澤 敏一（山形県庄内教育事務所社会教育課課長） 
 

１４：１５～ 休憩 
 
１４：３０～ コメント 

        髙橋 由和（特定非営利活動法人きらりよしじまネットワーク事務局長） 

１４：５０～ ディスカッション 


