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Ⅰ はじめに  

 

 岡谷市社会教育委員の会議では「行動する社会教育委員」を合言葉に、社会教育

に関わる課題等について市民の目線で助言をしてまいりました。 

 

これまでの活動を少し振り返りますと、令和元年度は「岡谷市学びの紡ぎ応援プ

ラン」（第６次生涯学習推進計画）の策定に携わったほか、令和２年度は「公民館」

についての提案書を提出いたしました。本年度は、新型コロナウイルス感染症の影

響で、館の休館や利用者の減少があった、生涯学習の拠点「カルチャーセンター」

にスポットを当て、より活用される施設にするためにはどのような工夫をすればよ

いか、また、新型コロナウイルス感染症の流行により新しい生活様式へと変わりつ

つある時代に対応するとともに、新型コロナウイルス感染症が収束したときに、利

用を控えていた人たちが再びカルチャーセンターに集い、利用していただけるよ

う、社会教育委員全員で、見て感じたことを話し合い、何ができるか検討を重ねて

まいりました。 

  

 カルチャーセンターはイルフプラザ３階に位置しており、他のフロアには、スー

パーや商業店舗、飲食店などが入っております。また、駅から近く、市の中心部に

あり利便性も高いことから、多くの人が集まるには立地的にも良い施設であり、活

用が期待されるところであります。 

カルチャーセンターが地域に愛され必要とされる施設であり続け、さらにはイル

フプラザ全体、また、周辺の公共施設と連携することで岡谷市の活性化に繋がって

いく。そのようなことを委員一同、切に願い、この提案をまとめました。この提案

が岡谷市の社会教育の一助になれば幸いであります。 

 

 

 

 

 

令和４年３月 

岡谷市社会教育委員の会議 

                        会長  谷口 修治 
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Ⅱ 提 案 

１．企画・運営（ソフト） 

(１)講座・イベント等の事業企画とＰＲ 

①親子や世代間で交流のできる講座・イベントの開催 

核家族化が進むなか、親子講座及び

世代間交流講座は人気のある講座との

ことなので、幅広い年代が集う講座や

イベントをより多く開催することによ

り、お互いを知り、認め合うことができ

るきっかけづくりになるのではない

か。 

 

②講座企画への利用者意見の積極的な登用と、講師の積極的な参加 

の働きかけ 
 

    新たな講座企画の参考にするため、講座終了後のアンケートで、 

「今後やってほしい講座」を聞いているようだが、受講者だけでなく、

カルチャーセンターの利用者等からも、例えば意見箱を置いてアイ

デアを募ったらどうか。多くの方から意見をいただくことで、講座

のマンネリ化を防ぐとともに、今まで利用したことのない人の受講

につながるのではないか。 

    また、講座の講師として自分の持っている知識・芸（技）や趣味 

を活かし、企画へ参加できるような働きかけができないか。このこ

とにより、地域の卓越した人材の発掘や新たな講座の開催につなが

るのではないか。 

 

 

 

 

世代間交流講座内容の様子 
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③カルチャーセンター愛称の募集 

   カルチャーセンターに親しみを持ってもら 

うために愛称を募集し、さまざまな場面             

で活用したらどうか。愛称決定にあたっては、

小中高生を対象にコンテストを行い、若い世

代にカルチャーセンターを知っていただく 

きっかけにしたらどうか。 

また、その愛称をデザイン的にカルチャー 

センターの壁に掲示し、来館者に見て楽しん           

でいただくことで、親しみを持っていただけ

るのではないか。 

 

 

④シルキーチャンネルやＳＮＳ等を活用した学習グループのＰＲ 
 

   学習グループ会員の高齢化等により、活動休止等ままならない状 

況が見受けられることから、シルキーチャンネル、ＳＮＳ、 

ＹｏｕＴｕｂｅにより、学習グループ活動の様子を配信することで

活動に興味を持っていただけるのではないか。 

ＰＲをきっかけに若い年代の入会者が増えれば、学習グループの 

活性化及び存続につながるのではないか。 

 

 

⑤カルチャーセンターのフロア図と各部屋の案内一覧の作成 
 

利用者が一目でカルチャーセンターの

概要がわかるように、フロア図に各会議

室・研修室の定員、料金、写真等を落とし

込んだカルチャーセンターの案内一覧を

作成し、配布したらどうか。 

また、カルチャーセンターの特徴的な

「音楽スタジオ」「ダンス音楽室」をＰＲ

するために、各区や公民館に作成した案内

一覧を設置し、利用促進を図ったらどう

か。 

 

 

ダンス音楽室 

イルフプラザで用いられる 

ロゴマーク 
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(２)他施設やイルフプラザ内の店舗等との連携 

①近隣公共施設との連携によるイベント 

    カルチャーセンター周辺には、美術 

考古館、イルフ童画館があることから、              

３施設共催によるイベントを開催した

らどうか。例えば、カルチャーセンター

で美術考古館に関するクイズを出し、

その答えを美術考古館で見つけるな

ど、各施設の魅力を知ることができる

ようなイベントを企画したらどうか。 

 

②イルフプラザ内の店舗とのコラボ企画 

    イルフプラザ店舗会によるイベントが定期的に開催されている 

ので、カルチャーセンターも参画するのはどうか。例えば全館で 

ウォークラリーやスタンプラリーを行い、カルチャーセンターへの

人の流れを作ることで、カルチャーセンターを知ってもらうきっか

けになるのではないか。逆に、カルチャーセンターのイベント参加

者が各店舗に立ち寄ってもらえるよう、イベント当日に各店舗で使

える割引券を配布したらどうか。 

    また、イルフプラザ内の店舗等でのイベント情報や広告等をカル 

チャーセンターに掲示し、利用者にお知らせするなど、イルフプラ

ザ全体を盛り上げる取り組みをしたらどうか。 

  

 

  

美術考古館のワークショップ 

（鉛筆デッサン） 
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２．施設設備・展示装飾（ハード） 

(１)施設・設備の充実 

①キッズコーナーの設置 

    子育て世代や若い世代に、カルチャー                       

センターを知ってもらうきっかけとし

て、楽しいと思える空間があれば、自然

と足が向くと思うので、子どもが自由に

絵を描いたり、本を読んだり、遊べるス

ペースがあると良いのではないか。近く

に講座の案内や学習グループの様子など

を貼りだせば、企画や活動に興味を持つ

方も増え、利用促進につながるのではな

いか。 
 

②授乳室・おむつ替え・着替えスペースの整備 

カルチャーセンターの女子トイレには                      

授乳室・おむつ替えスペースが整備されて

いるが、男性の子ども連れも増えているこ

とから、誰でも利用できる授乳室・おむつ

替えスペースを整備したらどうか。また、

来館者で着替えが必要な場合に、誰でも

使える更衣室として、多目的トイレに着

替えスペースを作るのはどうか。 

 

③換気・空調設備の改修 

    カルチャーセンターは、構造上、窓の

ない部屋が多数あり、音楽スタジオにつ

いては、１日１組限定の受付となってい

る。新型コロナウイルス感染症の感染拡

大を防ぐため、換気設備の改修が必要で

はないか。また、全館空調のため各部屋

において温度調節ができないことから、

空調設備の改修も必要ではないか。 

すわっチャオ視察より 

（キッズコーナー） 

密閉空間の音楽スタジオ 

カルチャーセンター 

女子トイレの様子 
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④床をフローリングからカーペットへ改修 

    カルチャーセンターは高齢者の利用                        

が多いことから、フローリングだと足腰

への負担がかかるほか、雨の日などは床

が濡れると滑りやすく転倒の恐れもあ

ることから、すわっチャオのように、カ

ーペットにしたらどうか。また、色を工

夫すれば、視覚的にも明るい印象になる

のではないか。 
 

⑤モニターの活用 

１階、２階、４階にモニターを設置し、カルチャーセンターの学

習グループの活動の様子や、講座・イベントの案内などの情報を流

すことで、活動に関心が沸き、利用者増につながるのではないか。 
 

⑥フロア全体の照明と色彩の導入 

    カルチャーセンターは、全体的に暗い感じがするので、各部屋及

び廊下の照明をＬＥＤ化することによって、フロア全体が明るくな

るのではないか。また、壁紙やフロアをカラー化することで色彩豊

かな館になり、利用者も生き生きと活動できるのではないか。 

 

⑦非接触型体温計及び自動手指消毒器の設置 

    これからも安心して施設を利用してい 

ただくために、体温確認や手指消毒は続                       

けていく必要があるのではないか。体温

計や手指消毒器具に直接触れることは感

染が広がる可能性が高く、不安に感じる

方も多い。少しでも感染のリスクを低減

するために、カルチャーセンターの入口と

なるエレベータ―やエスカレーター付近

へスタンド式の非接触型体温計及び自動

手指消毒器を設置したらどうか。 

 

すわっチャオ視察より 

（カーペット） 

すわっチャオ視察より 

（非接触型体温計） 

（ペダル式消毒液スタンド） 
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⑧オンラインによる会議や講座での活用 

時代の流れや、近年の新型コロナウイ 

ルス感染症感染拡大の影響に伴い、オン             

ラインによる会議や講座の需要が増加

している。カルチャーセンターでも、今

年度、全部屋のＷⅰ-Ｆⅰ整備が図られ

たことから、市民や企業にオンラインの

配信拠点としての活用を周知するとと

もに、利用者が動画撮影や講座・イベン

トなどをオンライン配信できるように、オンライン配信機材（カメ

ラ、マイク、ミキサー等）の充実を図り、貸出しをしたらどうか。 

また、Ｗｅｂ会議や講演会等にパソコンを貸出すとともに利用方

法のフォローをすることにより、高齢者もオンラインやリモートと

いったものが身近になるのではないか。 

 

（２）展示装飾の工夫と環境整備 

①空いている壁面の活用 

    カルチャーセンターは、各部屋の廊下 

に面した壁が多い。現在、その壁を活用                        

して、絵画展やポスター展等が行われて

いるが、カルチャーセンターで活動して

いる学習グループの活動の様子を写真

やパネルにして、学習グループのＰＲを

したらどうか。 

    また、白壁が多いので、一部アクセント 

カラーなどを取り入れて印象を変えると、カルチャーセンター全体

が明るく楽しい雰囲気になるのではないか。 

 

②居心地のよい雰囲気づくり 

    カルチャーセンターを過ごしやすい空間にするために、座り心地 

のよいソファーや使いやすいテーブルを設置したらどうか。また、

観葉植物を増やすことでリラックス効果が期待できるのではない

か。 

ロビー展の様子（キルト） 

すわっチャオ視察より 

（配信機材） 
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③催事場の有効活用 

多くの方に足を運んでいただくために, 

催事場において、各区での事業（いきいき            

デイ、各種講座）のほか、小中高校生の授

業や部活動での作品等発表の場として利

用してもらったらどうか。 

    また、催事場の利用のない時は、「学習 

スペース」又は「憩いの広場」を拡充する 

など、学生の居場所づくりやイルフプラザ 

にいらしたお客様の休憩所として活用し 

たらどうか。 

 

   ④駐車場の利用促進 

    イルフプラザの駐車場は、立体駐車場と平面駐車場がある。立体 

駐車場は３階までらせん状のスロープとなっており、「あとどのく

らいで駐車場に到着するのかわかりにくい」「目が回る」など、利用

者によっては不都合を感じている。今までも表示を工夫して対応し

ているようだが、その表示もだいぶ古くなっているので、破損して

いる部分などを新しくしたらどうか。 

    また、昼間でも駐車場内が暗く見えにくいので照明をＬＥＤ化し、 

明るい駐車場にすることで事故防止にもなり、利用促進につながる

のではないか。 

ホリデイスクエアで活用されて

いる催事場（ウクレレ） 



 

【資料】カルチャーセンターの利用状況 
 

○新型コロナによるカルチャーセンターの利用制限の経緯 

 
令和２年  ３月３０日        ・４月以降の講座の中止及び延期 

      ４月 ５日～ ５月３１日 ・臨時休館 

６月 １日        ・再開（収容率 1/2以下） 

１０月 １日        ・収容率６割程度へ緩和 

 

令和３年  ４月２０日～ ６月２０日 ・ダンス音楽室、音楽スタジオ、調理室を閉鎖 

６月２１日        ・ダンス音楽室、音楽スタジオ、調理室を再開 

８月 ２日～１０月 ３日 ・ダンス音楽室、音楽スタジオ、調理室を閉鎖 

 ８月１５日～ ８月２２日 ・豪雨災害により臨時休館 

８月２３日～  ９月 ２日 ・施設利用時間を２０時までに短縮 

９月 ３日～ ９月１２日 ・県の「集中対策期間」にあわせ、公共施設閉鎖 

１０月 ４日      ・ダンス音楽室、音楽スタジオ、調理室を再開 

 

令和４年  １月１５日～       ・ダンス音楽室、音楽スタジオ、調理室を閉鎖 

      １月１６日～ 市内感染レベル５となったことから学習室・憩

いの広場・催事場の閉鎖及び主催事業と出前講

座の派遣の中止 

      １月２７日～ ３月 ６日 ・県全域に「まん延防止等重点措置」が適用され

たことを受け、施設利用時間を２０時までに短

縮 

     ３月 ７日～       ・「まん延防止等重点措置」終了に伴う、施設利 

用時間短縮の解除 
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（１）利用者数 

カルチャーセンターの利用人数は平成２１年度に比べ、減少傾向となっております。 

特に令和２年度は、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、施設の利用制 

限や、休館による影響で、利用人数は前年度の半数以下となっております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（２）学習グループ数 

新型コロナウイルス感染症の影響、講師や会員の高齢化などにより、学習グループ 

数が減少傾向にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

１０ 

(人) 

（グループ数） 
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【活動報告】 

令和３年度 岡谷市社会教育委員の会議 

 

●提案書の検討経過 

第１回 社会教育委員の会議  ４月２６日（月） 岡谷市役所 ６０５会議室 

第２回 社会教育委員の会議  ７月 ８日（木） カルチャーセンター第７研修室 

       視察     １０月２８日（木） すわっチャオ 

第３回 社会教育委員の会議 １１月１８日（木） カルチャーセンター第７研修室 

第４回 社会教育委員の会議 １２月２０日（月） カルチャーセンター第１和室 

第５回 社会教育委員の会議  １月３１日（月） 書面開催 

第６回 社会教育委員の会議  ２月２２日（火） カルチャーセンター第７研修室 

第７回 提案書の提出     ３月１０日（木） ６０５会議室 

 

●その他の活動 

６月１６日（水）：長野県社会教育委員連絡協議会総会 カルチャーセンターIT研修室 

《新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のためオンラインにて開催》 

７月 １日（水）：諏訪・上伊那社会教育委員連絡協議会総会 諏訪市教育会館 

 諏訪地区：諏訪教育会館、上伊那地区：箕輪町文化センター 

（一部オンライン視聴） 

８月２６日（木）：地域ぐるみで子どもを育てるフォーラム カルチャーセンターIT研修室 

《新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のためオンラインにて開催》 

１１月２９日（月）：長野県社会教育研究大会 長野県総合教育センター 

令和3年４月１日現在

備　　　考

H29 放課後子どもの居場所づくり事業運営委員

（3期目） 中屋区・長地小学校区

H29 放課後子どもの居場所づくり事業運営委員

（3期目） 東堀区・長地小学校区

H29 公民館活動、地域活動

（3期目） 小坂区・湊小学校区

H29 民生委員

（3期目） 西堀区・小井川小学校区

H31 放課後子どもの居場所づくり事業運営委員

(2期目) 今井区・上の原小学校区

R3 元勤青ホーム職員、地区社会福祉協議会会長

（１期目） 横川区・上の原小学校区

放課後子どもの居場所づくり事業運営委員

元こどものくに館長

　新倉区・川岸小学校区

R3 ファブスペースはなれの代表

（１期目） 間下区・神明小学校区

R3 ガールスカウト役員

（１期目） 下浜区・岡谷田中小学校区

R3 小井川小学校校長（校長会代表）

＊校長会任期は１年

計１０名　　（任期　　令和３年４月１日～令和５年３月３１日）　

就任
年度

氏　　　　　名

◎ 修　治

◎…会長　　○…副会長

圭　子

るみ子

  誠

  博

○

R3
(１期目)

美津章

元　氣

文　子

雅　彦

修　次

 中　島

濵

小　野

小　林

橋　爪

小　池

清　水

花  岡

宮　坂

谷　口


