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令和２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 1,855 17,878 

上平 1,731 14,693 

平方 1,179 9,184 

原市 1,394 10,570 

大石 1,792 17,821 

大谷 1,931 18,030 

合計 9,882 88,176 

 

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 
1 1 1 2 2 2 1 0 10 

12 33 16 77 20 67 14 0 239 

上平 
3 3 0 2 1 0 2 0 11 

93 85 0 39 17 0 14 0 248 

平方 
2 2 3 1 3 1 2 0 14 

82 100 142 55 66 28 63 0 536 

原市 
3 3 2 1 2 0 5 0 16 

37(※2) 94 36 21 102 0 139 0 429 

大石 
2 1 2 3 3 0 0 0 11 

61 68 83 66 57 0 0 0 335 

大谷 
2 1 2 2 2 1 2 0 12 

28 26 42 117 33 54 29 0 329 

※1 事業数には新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止した 50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 事業一覧上を参照。） 
合計 

74 

2,116 

※2 オンライン動画配信による事業の合計視聴回数 971回 

29726
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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。 

令和２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 

各公民館による自己評価 

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。 

希望グループのポスターを掲示した。 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≫ 

自主講座の掲示場所を刷新しわかり易く興味を持てるようにした。 

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 

Ａ 

≪課題≫ 

今年度児童館、学童、薬局等チラシの掲示場所を前年度より増やしたが、さらに掲

示場所を検討する。 

平方公民館 
≪成果≫ 

事業のＨＰ、広報掲載では興味を持っていただけるような記載を心掛けた。また、

施設の内壁に写真・感想等の掲示による事業報告をしている。 評価 

Ａ 

≪課題≫ 

市民が期待している事業内容の情報を収集する方法と、閲覧者に分かりやすいよう

に統一性のある掲載の検討。 

 

 



3 

 

原市公民館 
≪成果≫ 

事業実施後のアンケートなどで市民のニーズを把握し、多様なテーマ・幅広い年齢

層をターゲットに主催事業を企画した。広報あげお・ホームページ・チラシ・ポスタ

ーなどで情報提供に努めた。 
評価 

Ｂ 

≪課題≫ 

主催事業に関しては定員を上回る申込はあるが、一過性に留まってしまい、なかな

かサークル化には結び付かない。参加者は高齢者が多く、固定化も危惧される状況で

ある。また利用者の高齢化やサークル活動の担い手不足、コロナ禍による自粛で活動

を休止する団体もある。 

今後も、地域の課題を踏まえた企画とともに、職員研修を充実させるなどして魅力

ある事業を展開していくことが重要である。 

大石公民館 
≪成果≫ 

 窓口、電話、又はサークルの作成したポスターの掲示により、情報提供を実施した。 

評価 

Ｂ 

≪課題≫ 

 情報発信について、広報紙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。 

大谷公民館 
≪成果≫ 

自主講座の掲示場所をロビー内に増設した。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についても継続的に行った。 評価 

Ｂ 

≪課題≫ 

コロナ禍の中で、人数を縮小でも積極的に周知を行い開催すべきかどうかが課題で

ある。 

公民館運営審議会委員意見 

情報提供、様々な学習機会の提供、生涯学習の場の提供、利用サークルとの地域をつなぐ公民館祭り

の（令和２年度はコロナ禍のため全館中止はやむなし）実施等、地域の文化拠点として常に身近な存在

で有り続ける事の必要性を強く感じています。 
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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。 

令和２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 58 1,708 

② 連携・協働した学び 4 149 

③ 地域に向き合う学び  12 259 

合計 74 2,116 

※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 

各公民館による自己評価 

上尾公民館 
≪成果≫ 

緊急事態宣言期間外に、できるかぎり多様な事業を実施し、学習機会を提供した。

若い世代の申し込み、受講者が増えた。 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。公民館が行うべき事業と

市民の講座のニーズの均衡点を探り、世代関係なく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。 

コロナ禍でも対応できる事業の策定（Zoom 等）。 
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平方公民館 
≪成果≫ 

感染予防対策を徹底的に行い、時代のニーズに合った講座、達成感を得られる教室、

心が癒され笑顔になる企画など、多様な学習機会を提供した。 評価 

Ａ 

≪課題≫ 

コロナ禍の中で、事業に安心して参加できるよう新たな開催方法の確立。 

原市公民館 
≪成果≫ 

コロナ禍で参集型講座を中止または制限付き条件付きで開催するなどの状況の中、

オンラインによる講座を２講座試行した。視聴者は時間を拘束されることなく自分の

ペースで受講できるため好評であった。また幅広い年齢層の参加があったこともオン

ライン講座のメリットである。 

評価 

Ｂ 

≪課題≫ 

公民館利用者の幅を広げるため、社会人向け・保育付き・男性限定など、魅力ある

講座を検討することが必要である。 

また、今後は参集型と並行してＳＮＳなどのツールを活用した講座も継続的に実施

していくことが重要である。 

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、文化、芸術、健康・スポーツなど

多種多様な学習機会を提供できた。 評価 

Ｂ 

≪課題≫ 

 全体的に参加者は高齢者が多く、若年層などへの学習機会の提供が十分にできてい

ない。 

大谷公民館 
≪成果≫ 

コロナ禍においても、感染対策を行いながら多種多様な学習機会の提供を行った。 

評価 

Ａ 
≪課題≫ 

コロナ禍におけるオンライン講座(Teams 等)の検討。 

公民館運営審議会委員意見 

各公民館ともに、折角良い講座の開催を企画しているにもかかわらずコロナ禍による中止の事業が多

くなってしまったのは非常に残念なことだ。 

そのような状況の中で、事業開催にはオンラインの活用や参加者人数を減らすなど各公民館が工夫さ

れ、安心・安全の講座を実施できたことはよかったと思います。また、受講生の年齢は高いものの若年

層の参加者も増えつつあるので成果と課題を考慮して新たな企画をお願いしたいと思います。 
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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 

※3 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止 

① きっかけをつかむ学びを創る ■世代別講座■ 

上尾 

・わくわくドキドキ親子スイーツ教室 

・鈴虫を育てよう（※3） 

・夏休み子ども体験教室～かき氷の食品サンプルを作ろう～（※3）、 

上平 

・夏休み子ども理科教室（※3） 

・はじめての親子竹とんぼ教室～昔の遊び体験～ 

・親子で楽しむ寄せ植え教室 

・子どもアロマバスボム作り～シュワシュワ香る不思議な世界～（※3） 

・いきいき教室 

平方 

・親子手ごねパン教室～かわいいハロウィンパン作りに挑戦！～ 

・スパイス工場計画とカレー作り教室（※3） 

・夏休み子ども工作教室～自分だけのイスを作ろう！～（※3） 

・県民の日企画♪わくわくファミリーコンサート～聴いて！踊って！楽しもう！～ 

・たちばな学級（※3） 

原市 

・口笛で楽しむ♪クリスマスキッズコンサート（※3） 

・親子でひなまつりお菓子作り（オンライン） 

・日本の伝統文化 子ども書き初め教室 

・原市ことぶき学級（※3） 

・おなか元気教室～健腸長寿を目指して～ 

大石 

・親子で学ぶ人工知能～IT とお話してみよう～（※3） 

・親子で作る冬野菜のグラタン 

・キッズサイエンス～永久ゴマを作ろう～（※3） 

・香りの石けんで気持ちハッピー（※3） 

・大石若返り学級 

大谷 

・親子教室クリスマス飾り巻きずし 

・よく飛ぶ紙飛行機を作ろう！（※3） 

・子ども将棋教室 

・大谷いきいき学級（※3） 

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 ・日本文化にまつわる現代建築の変遷 

上平 

・上尾の歴史散歩 

・公的保険制度の基礎知識～上尾の介護保険～ 

・はじめての坐禅体験（午前・午後２回開催） 

平方 

・育ててみよう！癒しのスズムシ（※3） 

・朗読の時間 

・歴史講座～若き日の渋沢栄一像～ 
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原市 

・大人の語彙力を培う～ことわざ・故事成語に学ぶ生き方～ 

・上尾の遺跡講座 

・歴史講座「初めて学ぶ渋沢栄一」 

大石 

・やさしい手話講座～もっと関心と理解を深めよう～（※3） 

・古典文学講座『平家物語』と埼玉ゆかりの武士たち 

・ライフプラン講座～充実したシニアライフを送るために～（※3） 

大谷 ・宇宙科学講座 

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 

・とんぼ玉教室～ちいさなガラスの世界～ 

・ボタニカルアート～はじめての植物画～（※3） 

・文化講座 日本茶に親しむ～旨味、渋み、香り、その魅力～（※3） 

上平 ・心をみたす煎茶～闘茶を体験～（※3） 

平方 

・初めての日本画教室 

・平方寄席～落語を楽しもう～ 

・春のコンサート～ピアノとゴスペルの調べ～ 

原市 
・心おどるデコパージュ教室 

・初めてのジャズを楽しもう～ＬＰレコードを聴きながら～ 

大石 

・大石ふれあいコンサート（※3） 

・浮世絵師葛飾北斎～人生とその影響～ 

・音楽講座「ベートーベン生誕２５０周年に想う」 

大谷 
・はじめてのちぎり絵 

・花で彩る大人のクレイクラフト 

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 
・ピラティスで目指せ美スタイル！ 

・心身の健康とストレス～正体を知り上手に付き合おう～ 

上平 

・女性のためのバランスボールでＢＯＤＹケアエクササイズ 

・アロマバスボム作り～香りと泡で幸せ時間～ 

・はじめての室内ペタンク（※3） 

平方 

・楽しいバドミントン教室（※3） 

・ボイストレーニングで豊かな声に！（※3） 

・ペルビックストレッチ～ペルビックエクササイズで姿勢すっきり～ 

原市 
・だれでも楽しめる卓球バレーを体験しよう（※3） 

・ラフターヨガで心身の疲れを吹き飛ばそう 

大石 

・快眠術～眠れる体のつくり方～ 

・今こそ！ラジオ体操 

・健康講座「冬に備えてのインフルエンザ予防」 
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大谷 

・東京２０２０応援企画 ゆうゆう五輪音頭で脳トレ！（※3） 

・からだ軽やかストレッチ＋筋トレ教室 

・シニアのための初心者卓球教室 

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 

・初夏の庭を彩る寄せ植え教室（※3） 

・アロマワックスサシェを作ろう！（※3） 

・お部屋を彩る秋のリース作り 

・韓国発のスイーツトゥンカロンを作ろう！ 

上平 
・素敵な御朱印帳作り 

・低糖質スイーツ～春めく果実でヘルシーに～（※3） 

平方 

・編み物教室～かぎ針編みでミニバック作り～ 

・水引細工教室～オリジナルしめ飾りを作ろう～ 

・そば打ち教室～美味しい二八そばを自分で打ってみよう！～ 

原市 

・アンドロイドスマフォ教室～楽しいスマートフォン～ 

・知って得する！目からうろこのお洗濯のコツ（※3） 

・アロマ香るステンドグラスのランプ作り 

大石 

・小さなバラのリボン刺繍 

・足袋を作る～針と糸を使ったものづくり～ 

・男の家事レッスン 

大谷 
・癒しのアロマ・セルフハンドオイルトリートメント 

・ゆる片付けＤｅしっかり防災! 

② 連携・協働した学び 

上尾 
・薬と健康講座 

・民俗学講座 コロナ退散！疫病と民間伝承 

上平 ・測って健康・健康測定会 運動と栄養セミナー（※3） 

平方 
・パソコン教室（入門編）ワード・エクセルを使いこなそう～（※3） 

・終活セミナー「相続と片付け」～知っておきたい相続と片付けのポイントを学ぶ～ 

原市 

・大人のための足育講座～健康は足元から～（※3） 

・終活講座～最高の人生を送るためのエンディングノート作り～（※3） 

・Ｗｉｔｈコロナを知る こころとからだの健康講座（※3） 

大石 
・賢い家計講座「キャッシュレス時代のお買い物にご用心」（※3） 

・介護・転倒予防・筋トレ体操教室（※3） 

大谷 
・健康講座～健康寿命を延ばそう!～ 

・２０２１年は埼玉誕生１５０周年！！ 知られざる埼玉の魅力（※3） 
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③ 地域に向き合う学び 

上尾 
・シニア向け スマートフォンで防災対策を学ぶ（※3） 

・人権講座～海外にルーツを持つ子ども・若者から考える多様性～、 

上平 
・おいしい、楽しい、美しい国フィリピン 

・骨太クッキング 

平方 

・多国籍料理を味わおう（※3） 

・トゥーオヤ教室～トルコ手芸でアクセサリー作り～ 

・人権講座「人権習慣をまえに 乳がんを乗りこえて～あきらめなければ夢はかなう～」 

原市 

・人権講座「拉致問題を考える」 

・栄養士の考えたお米料理教室 

・旅行気分が味わえるかも！？わくわくロシア講座 

・「性の多様性」を考える（オンライン） 

・原市日本語教室 

大石 

・シェフ直伝！本格イタリア料理（※3） 

・環境講座「海洋プテスチックごみとマイクロプラスチック問題」に迫る 

（※3） 

・コミュニティ人権講座～高齢者虐待の現状とその防止について（※3） 

大谷 

・野菜たっぷりおいしく減塩 

・人権講座～拉致問題を考える～ 

・台湾茶の魅力 ～ティータイムを台湾茶で～（※3） 
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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。 

令和２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 1,855 17,878 

上平 1,731 14,693 

平方 1,179 9,184 

原市 1,394 10,570 

大石 1,792 17,821 

大谷 1,931 18,030 

合計 9,882 88,176 
 

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 

各公民館による自己評価 

上尾公民館 
≪成果≫ 

緊急事態宣言期間中を除き、生涯学習活動の拠点として場を提供できた。 

評価 

Ａ 

≪課題≫ 

 施設改修後であるため、特に大きな課題はない。 

上平公民館 
≪成果≫ 

和室の畳、襖、障子の改修を行う。 

ドアの開閉の改修を行う。その他各部屋ドア等自主的に修理する。 評価 

Ｂ 

≪課題≫ 

築３６年がたち、大規模な改修工事が必要な時期を迎えている。 
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平方公民館 
≪成果≫ 

令和２年度は受変電設備の更新、使用不可だった男女トイレの液体石鹸入れ修繕、

独自にアクリル板を設置するなど、コロナ禍にも対応した。 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対応できない可能性が高い。 

原市公民館 
≪成果≫ 

コロナ禍のために、休館や利用制限などを行ったため、利用件数・人数とも大幅に

減少している。 

サークルによっては活動を自粛・縮小、主催事業は約７割の実施である。 
評価 

Ｂ 

≪課題≫ 

老朽化が著しい施設ではあるが、日頃からこまめに点検・修繕を行うなど、迅速に

対応することで利用者が安心安全に利用できる環境を整える必要がある。 

大石公民館 
≪成果≫ 

電気設備、空調設備、消防設備など年間１２本の施設管理運営業務委託は、特に問

題なく執行できた。 評価 

Ｂ 

≪課題≫ 

――― 

大谷公民館 
≪成果≫ 

調理室遮光カーテン設置や工作室ブランド修繕等を行う。 

評価 

Ｂ 

≪課題≫ 

築２７年がたち、配管腐食による水漏れが発生している。令和３年度からは地域の

要望により災害時避難所となることもあり、体育室の水銀灯の LED 化やコロナ禍に

対応した非接触型手洗い水道の設置が望まれる。 

公民館運営審議会委員意見 

コロナ禍においても、アクリル板の設置など工夫しながら運営されているのが良く分かります。 

また、施設・設備の経年劣化など、老朽化に対する施設の改修や新型コロナウイルス感染症拡大防止

などに対応した設備改修（非接触化）などの必要性も高まっています。 

情報発信という観点からＷｉ－Ｆｉの設備は必要と考えられる。 
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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。 

令和２年度に実施した事業 

例年５～６月に実施している公民館まつりについては、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、

全公民館中止しました。また、大石公民館秋の音楽祭についても同様に中止しました。 

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 

各公民館による自己評価 

全公民館 
≪成果≫ 

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止となった。 

そのため、サークル活動の成果発表や各グループ間の交流を深める機会を提供する

ことができなかった。 
評価 

Ｄ 

≪課題≫ 

新型コロナウイルス感染症拡大防止の収束が見込めない状況を鑑み、ホームページ

やＳＮＳなどを活用したサークル活動のＰＲ・発表の場の提供を検討する必要がある。 

公民館運営審議会委員意見 

令和２年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から中止となったことは残念ではあったが、

意義や地域のニーズを考えて、適切に継続していただきたい。 

 

 


