
 

平成３１年度公民館事業状況及び上尾市公民館事業評価表 

１ 施設の利用状況               単位：件/人 

公民館 件数 人数 

上尾 3,836 58,959 

上平 3,937 49,381 

平方 2,197 24,732 

原市 3,126 32,335 

大石 3,441 41,870 

大谷 3,641 44,278 

合計 20,178 251,555 

 

２ 主催事業                  上段事業数（件）/下段延べ参加人数（人） 

公民館 

学習機会の提供 

成果の 

活用 
合計 

きっかけを作る学び 連携・協

働 

した学び 

地域に向き

合う学び 世代別 一般教養 文化・芸術 
健康 

スポーツ 
家庭生活 

上尾 
5 3 2 3 2 2 3 1 21 

180 129 72 192 78 122 96 1,689 2,558 

上平 
5 2 5 2 4 2 1 1 22 

596 35 238 99 70 56 105 1,547 2,746 

平方 
5 2  3 2 3 2 3 1 21 

326 71 221 109 46 189 70 932 1,964 

原市 
5 3 4 2 4 1 1 1 21 

613 145 132 27 134 27 343 696 2,117 

大石 
4 2 3 3 4 1 3 2 22 

257 77 310 326 255 289 111 2,848 4,473 

大谷 
5 3 3 3 1 2 3 1 21 

431 66 61 80 46 27 48 1,258 2,017 

※事業数には新型コロナウイルスの感染拡大防止のため中止した 13講座は含み

ません（中止した講座は、基本目標２ 学びを創る 事業一覧表を参照）。 
合計 

 128 

15,875 



 

上尾市公民館事業評価表 

事業の項目 

基本目標１ 

学びを伝える ～最初の一歩を応援します～ 

事業の概要 

生涯学習や生涯学習に関する事業について、市民がより身近に感じ、興味・関心を持っても

らうため、幅広く情報収集や情報提供、学習相談を行い、市民の学び始めの支援を行います。 

平成 3１年度に実施した事業 

・窓口・電話等での学習相談 

・広報誌・上尾市 web サイト等での情報発信（随時） 

・生涯学習サークル・グループ情報誌の発行（年２回） 

事業の成果と課題 

評価 ＝ 
Ａ 十分に達成している    Ｂ 達成している 

Ｃ あまり達成していない   Ｄ 達成していない 

上尾公民館 
≪成果≫ 

窓口や電話、HP への問い合わせに対し、情報提供ができた。 

公民館まつり等での各グループのポスター掲示と上尾公民館講座紹介コー

ナーを設置した。 
評価 

Ａ 

≪課題≫ 

情報提供をしていることの認知度を高める必要がある。 

上平公民館 
≪成果≫ 

窓口や電話、チラシ等の問い合わせに対し、情報提供ができた。 

広報やホームページ、ポスター・チラシで実施講座の情報提供ができた。 評価 

Ｂ 

≪課題≫ 

世代に応じた情報提供の方法、発信の仕方を検討する必要がある。 

 

 

 

 



 

平方公民館 
≪成果≫ 

窓口、上尾市 web サイト等を通じて適切に情報提供を行うことができた。 

評価 

Ａ 

≪課題≫ 

上尾市 web サイトを見られない環境の方のために、発信方法の検討が必要

である。 

原市公民館 
≪成果≫ 

主催事業については、広報あげおやホームページなどに掲載し、広く情報

提供に努めるとともに、市民からの学習相談にも丁寧に対応した。 評価 

Ｂ 

≪課題≫ 

幅広い年齢層への事業参加を促すため、世代に応じた情報提供方法を検討

する必要がある。またサークル情報は常に最新情報を提供する必要があり、

ホームページへのタイムリーな掲載など検討の余地がある。 

大石公民館 
≪成果≫ 

窓口や電話、又は各サークルの作成しているポスターの掲示などの方法に

より、それぞれのサークルの活動内容などを提供することができた。 評価 

Ｂ 

≪課題≫ 

市民の学び始めの「最初の一歩の支援」の観点に立って、そのような市民

へのアプローチの適切な方法を検討する必要がある。 

大谷公民館 
≪成果≫ 

窓口、電話等によりサークル情報を提供した。また、広報やホームページ

で講座情報を提供した。 評価 

Ｂ 

≪課題≫ 

情報発信については、広報やホームページを見ない人への対応が課題とな

っている。 

公民館運営審議会委員意見 

どの公民館もホームページや広報あげおなどを通して、広く情報提供を行っている。 

その一方でそれらを見られない人もいるため、情報提供・発信方法・アプローチ方法等、工夫

していく余地がある。 

公民館まつりの場での各グループのポスター掲示と講座紹介コーナーは、公民館まつりにし

か足を運ばない人たちへの情報提供の機会を上手く活用できている。 

 

 

  



 

事業の項目 

基本目標２ 

学びを創る ～いつでも・どこでも・だれでも～ 

事業の概要 

市民が学習活動に対して興味・関心・生きがいを見いだし、生活の充実と向上を図るために

は自発的な学習活動を行う必要があります。 

 市民の学習活動のきっかけになるような多種多様な学習機会を提供します。 

 また、講座の対象者や学習の目的で事業を分け、より充実した学習機会の提供をしていき

ます。 

平成 3１年度に実施した事業 

各公民館で講座事業を実施する 

 事業数（件） 延べ参加人数（人） 

① きっかけをつかむ学び 97 5,422 

② 連携・協働した学び 10 710 

③ 地域に向き合う学び  14 773 

合計 121 6,905 

※事業一覧表のとおり 

事業の成果と課題 

評価 ＝ 
Ａ 十分に達成している    Ｂ 達成している 

Ｃ あまり達成していない   Ｄ 達成していない 

上尾公民館 
≪成果≫ 

多様な事業を実施し、さまざまな学習機会を提供した。 

評価 

Ａ 

≪課題≫ 

日程、内容等、ほかの事業との重複がないよう調整する。また、ニーズの

把握に努めて、さらに参加者が満足できる講座の企画開催に取り組む。 

上平公民館 
≪成果≫ 

市民ニーズに対応した多種多様な事業を実施し、さまざまな学習機会を提

供した。 評価 

Ｂ 

≪課題≫ 

幅広い世代が参加できるような学習機会を提供する必要がある。 



 

平方公民館 
≪成果≫ 

文化・芸術に関する講座事業「ゴスペルに挑戦！」では、大勢で存分に英

語で歌い、ハモリ、体を揺らし、ゴスペルを体感することができた。 評価 

Ａ 

≪課題≫ 

定員に対し応募者が多数だったため人数を増やして開催したが、抽選漏れ

の方への対応も考える必要がある。 

 

原市公民館 
≪成果≫ 

多様なテーマでの講座・教室を開催することで、市民の学習意欲の向上を

図ることができた。 評価 

Ｂ 

≪課題≫ 

事業参加者は高齢者・女性が多いことから、青少年・子育て世代・親子・

男性が参加しやすい魅力ある講座の企画検討、運営の工夫が必要ある。 

大石公民館 
≪成果≫ 

市民の学習活動のきっかけとなるよう一般教養や文化・芸術、健康・スポ

ーツ、家庭生活など、多様な分野にわたって学習機会を提供した。 評価 

Ｂ 

≪課題≫ 

男性、特に定年まで地域とは接点のなかった方が「興味・関心・生きがい」

を見いだせるような講座の開催を図る必要がある。 

大谷公民館 
≪成果≫ 

多種多様な学習機会を提供できた。また、大学との連携により、充実した

内容の学習機会も提供できた。 評価 

Ｂ 

≪課題≫ 

全体的に参加者は高齢者が多く、子育て世代への学習機会の提供が十分で

きていない。 

公民館運営審議会委員意見 

各公民館で創意工夫、特色ある講座を実施できている。 

子どもから子育て世代、高齢者まで幅広い年齢に対応した多彩な事業を提供でき、充実した

学習活動に繋がった。 

「ベビーセミナー（上尾公民館）」では産後の母親を対象としていたり、「夏休み子ども作文

の書き方教室（上平公民館）」では発達障害児童の受け入れをしたり、幅広い対象者の公民館

講座への参加を促すことができた。 

今後は、夜間の講座やオンライン講座を検討いただきたい。 

 



 

基本目標２ 学びを創る ～いつでも・どこでも・だれでも～ 事業一覧表 

① きっかけをつかむ学びを創る ■世代別講座■ 

上尾 

・ふるさと学級（高齢者）    ・親子でみその食べ比べ教室 

・子ども科学教室       

・星の教室～夏の星物語と星のストラップ作り～  

・星の教室～黄道 12 星座や冬の 1 等星の学習とオリジナル星座早見盤づくり～  

上平 

・いきいき教室（高齢者）    ・夏休み子ども作文の書き方教室 

・水引アクセサリー教室     ・夏休み子ども理科教室 

・ミニ門松づくり教室 

平方 

・たちばな学級（高齢者）    ・スパイス工場見学とカレー作り教室 

・夏休み子ども科学教室     ・夏休みわくわく体験 

・県民の日企画・親子でかわいいパン作りに挑戦！（親子） 

原市 

・原市ことぶき学級（高齢者）  ・親子でおいなりさんと巻きずしを作ろう 

・夏休み子ども電気教室        ・夏休み子ども水彩画教室 

・おもしろ楽器 

大石 

・大石若返り学級（高齢者）    ・初めての親子クッキング【中止】 

・キッズサイエンス             ・子ども折り紙教室  

・楽しもう！なわとび 

大谷 

・大谷いきいき学級（高齢者）   ・親子で体験！楽しい草木染 

・きものはじめの一歩       ・子どもアメリカン３D 教室 

・子ども囲碁教室 

① きっかけをつかむ学びを創る ■一般教養に関する講座■ 

上尾 
・郷土の歴史を知る講座 

・日本伝統の色「紅」を知る   ・初心者のための古文書入門講座 

上平 ・はじめての日本刀講座     ・筆ペン講座 

平方 
・夏の文学講座         ・こころをほぐす香りの講座 

・歴史講座～渋沢栄一その魅力～【中止】 

原市 
・人権講座「音楽から人権を考える」 

・相続税の仕組みを知る     ・文学講座 

大石 
・知っておきたい防災知識    ・明智光秀の城 

・絵巻で読み解く『源氏物語』の世界【中止】 

大谷 
・文学講座           ・鉱物図鑑作り 

・PM２．５の体への影響と対策 

① きっかけをつかむ学びを創る ■文化・芸術に関する講座■ 

上尾 
・苔盆栽            ・和小物作り 

・フォークソングを歌おう【中止】 



 

上平 

・津軽の伝統工芸「こぎん刺し」 ・初心者のための仏像鑑賞 

・はじめての盆栽教室      ・クリスマスコンサート 

・伝統工芸「組みひも」 

平方 

・ゴスペルに挑戦！       ・秋のコンサート 

・はじめての仏像彫刻 

・平方寄席【中止】 

原市 

・涼を感じる「苔玉」を作ろう  ・プランツギャザリング寄せ植え講座 

・おもしろ楽器          

・歌の力！～楽しく歌って心と体を元気に～ 

大石 
・大石ふれあいコンサート    ・初めての和紙ちぎり絵教室 

・消しゴムはんこで手作り年賀状 

大谷 

・北沢楽天～埼玉ゆかりの近代漫画家～ 

・色彩を楽しむ ローズウィンドウ教室 

・アートな筆文字講座 

① きっかけをつかむ学びを創る ■健康・スポーツに関する講座■ 

上尾 
・初めての吹矢教室       ・ZUMBA でからだリフレッシュ！ 

・健康講座 

上平 
・はじめてのピラティス     ・健康ウォーキング教室 

・はじめての室内ペタンク【中止】 

平方 
・シェイプボクシングで楽しくシェイプアップ！ 

・からだ・メンテナンス     ・はじめての花架拳【中止】 

原市 
・３B リズム体操        ・認知症について考える 

・カーレット（卓上カーリング）を体験しよう！【中止】 

大石 
・脳がわらって腸がよろこぶ「健康講座」 

・シニア向け健康麻雀教室    ・「顔ヨガ」ですっきり・リフレッシュ！ 

大谷 
・スポーツ栄養学講座 アスリートごはんでエールを！ 

・心と体のエクササイズ     ・色彩を学んで健康に！  

① きっかけをつかむ学びを創る ■家庭生活に関する講座■ 

上尾 
・ベビーセミナー        ・季節を楽しむ水引細工 

・初めてのステンドグラス【中止】 

上平 

・はじめてのアーティフィシャルフラワー 

・アフタヌーンティーを楽しむ教室 

・野菜 de おもてなし料理    ・サワディータイ 

平方 
・ギャザリング教室       ・いけばなアート教室 

・味噌作り教室 



 

原市 

・楽しいつまみ細工       ・快適な収納・片付け術 

・知っておきたい！葬祭知識と実務 

・年越し手打ちそば教室 

大石 
・アンドロイドスマフォ教室   ・アンガーマネジメント講座  

・筆ペン講座          ・初めての寄せ植え教室 

大谷 

・おしゃれにアフタヌーンティー  

・ゆる片付けで、しっかり防災！【中止】 

・春のお彼岸にぼたもちを作ろう【中止】 

② 連携・協働した学び 

上尾 
・シニアいきいきメイクセミナー（株式会社ファンケル） 

・薬と健康講座（日本薬科大学） 

上平 
・心臓のおはなし（医療法人社団松弘会三愛病院） 

・セカンドライフセミナー（埼玉県金融広報アドバイザー） 

平方 
・パソコン教室（入門編）（埼玉県立上尾橘高等学校） 

・終活講座～いつか来る日に備えよう～（埼玉県金融広報アドバイザー） 

原市 

・おなか元気教室（埼玉ヤクルト販売株式会社） 

・みんなで守ろう！家族の健康（日本薬科大学）【中止】 

・いきいき美容教室（資生堂ジャパン株式会社）【中止】 

大石 
・介護・転倒予防筋トレ体操教室 

（医療法人社団愛友会 介護老人保険施設「エルサ上尾」） 

大谷 
・実生活に活かせる漢方（日本薬科大学） 

・シニア向けスマホ・ケータイ安全教室（株式会社ＮＴＴドコモ） 

③ 地域に向き合う学び 

上尾 

・「ふつう」ってなんだろう？～多様な性から人権を考える～ 

・英語 de 遊ぼう～KIDS ENGLISH～ 

・クリスマス料理で減塩！ 

上平 ・人権講座「拉致問題を考える」 

平方 

・トルコ料理教室     ・秋の味覚を楽しむ 

・人権講座「人権週間をまえに 私の人権感覚を養う～音楽の歴史よもやま話から

～」 

原市 ・原市日本語教室 

大石 
・お米を使った料理    ・やさしい英会話 

・コミュニティ人権講座 

大谷 
・人権講座～わかりあいたいあなたと私～ 

・大谷の歴史と史跡探訪  ・タイの伝統文化 ソープカービング講座 



 

事業の項目 

基本目標３ 

学びを支える ～学びたい！を後押しします～ 

事業の概要 

市民の継続した学習活動を支援するため、誰もが安全に利用できる身近な学習拠点を管理・運営

します。 

平成 31年度に実施した事業 

各公民館を市民の生涯学習活動の拠点として管理・提供した。 

公民館 利用件数（件） 延べ利用人数（人） 

上尾 3,836 58,959 

上平 3,937 49,381 

平方 2,197 24,732 

原市 3,126 32,335 

大石 3,441 41,870 

大谷 3,641 44,278 

合計 20,178 251,555 
 

事業の成果と課題 

評価 ＝ 
Ａ 十分に達成している    Ｂ 達成している 

Ｃ あまり達成していない   Ｄ 達成していない 

上尾公民館 
≪成果≫ 

年間を通じて、生涯学習活動の拠点として提供できた。 

評価 

Ａ 

≪課題≫ 

施設改修後であるため、特に大きな問題はない。 

上平公民館 
≪成果≫ 

屋上防水屋根塗装工事を実施し、雨漏りも概ね改善された。 

評価 

Ｂ 

≪課題≫ 

築３５年がたち、大規模な改修工事が必要な時期を迎えている。 

  



 

平方公民館 
≪成果≫ 

平成３１年度は自動ドアの修繕及び浄化槽の蓋の交換を行い誰もが安全に使

用できる施設づくりを行った。 評価 

Ｂ 

≪課題≫ 

施設の老朽化が進んでおり、突発的な事故や故障時には対応が難しい。 

原市公民館 
≪成果≫ 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、事業や貸館が中止になったため、

前年度と比較すると利用件数・人数とも減少した。 評価 

Ｂ 

≪課題≫ 

開館以来３２年が経過し、老朽化が著しいため、安心安全な利用のためには、

日常定期点検の充実と継続的な修繕が必要な状況である。 

大石公民館 
≪成果≫ 

昨年度、「事務所棟」、「体育室等」共に屋根の防水塗装工事を行い、体育

室の雨漏りの頻度が減少することが期待される。 評価 

Ｂ 

≪課題≫ 

当公民館は築３０年度ほどの施設であり、今後も『誰もが安全に利用できる

学習拠点』として維持していくためには継続的な補修が必要である。 

大谷公民館 
≪成果≫ 

夏、直射日光で高温になる学習コーナーの外側に、２×４m のゴウヤのグリ

ーンカーテンを設置し、快適な学習環境を提供した。 評価 

Ｂ 

≪課題≫ 

 

公民館運営審議会委員意見 

 今年度は雨漏りが改善されたが、各公民館から施設の老朽化を指摘されている。 

「安心・安全な学習拠点」のため、継続的な補修をしていく必要がある。 

 

  



 

事業の項目 

基本目標４ 

学びを生かす ～輝く場を広げます～ 

事業の概要 

生涯学習に生きがいを見いだす人を増やすため、学習活動の成果の発表できる環境を整備し、

学習活動で得られた成果を地域で生かす人を増やします。学習機会の提供に留まらず、学習

成果を活用することで、市民の学ぶ意欲を支えます。 

平成 3１年度に実施した事業 

公民館まつり等を実施した。 

公民館 事業名 参加団体数 

上尾 公民館まつり 50 団体 

上平 公民館まつり 37 団体 

平方 公民館まつり 29 団体 

原市 公民館まつり 26 団体 

大石 
公民館まつり 48 団体 

秋の音楽祭 12 団体 

大谷 公民館まつり 48 団体 
 

事業の成果と課題 

評価 ＝ 
Ａ 十分に達成している    Ｂ 達成している 

Ｃ あまり達成していない   Ｄ 達成していない 

上尾公民館 
≪成果≫ 

各団体が積極的に参加し、日頃の成果を活かす場ができた。 

評価 

Ａ 

≪課題≫ 

参加者の高齢化に伴い、会場設営など負担を減らし、安全で持続可能な運

営方法を模索していく必要がある。 

 

 

 

 

 

 



 

上平公民館 
≪成果≫ 

各団体が趣向を凝らし活動の成果を発表した。また、前年を上回る来場者

があり、地域との交流が図られた。 評価 

Ａ 

≪課題≫ 

参加団体の高齢化等により、会場設営の安全性が懸念される。今後の公民

館まつりのあり方について検討が必要。 

平方公民館 
≪成果≫ 

実技の披露では、小学校児童や中学校生徒の合唱や演奏を行い地域との交

流が図れた。 評価 

Ａ 

≪課題≫ 

高齢者のサークルも多いことから、炎天下での駐車場担当などの係分けが

難しい。 

原市公民館 
≪成果≫ 

開催に至るまでの準備には相当の時間と労力が必要であるが、一致団結し

てやり遂げた充実感・達成感により連携の強化につながった。 評価 

Ｂ 

≪課題≫ 

サークルメンバーの高齢化・実行委員の減少などにより、運営が厳しい場

面も多々見受けられた。集客のための PR も工夫が必要である。 

大石公民館 
≪成果≫ 

公民館まつりは「学習活動の成果の発表できる場」として意義深く、ここ

での発表は、各団体にとって大きな目標の一つとなっている。 評価 

Ｂ 

≪課題≫ 

毎年度、課題として挙げられるのが、会場周辺の臨時駐車場の確保である。 

大谷公民館 
≪成果≫ 

様々なサークルの成果発表を行うことにより、多くの来場者の学習意欲を

刺激できた。 評価 

Ｂ 

≪課題≫ 

サークル数とメンバー数の減少に伴い、来場者数が減少している。 

 

公民館運営審議会委員意見 

 公民館まつりについては、毎年サークルの高齢化に伴う負担や駐車場の確保などが課題と

なっている。持続可能な公民館まつりの運営を検討していただきたい。 

 


