
議案第１号

年月日 曜 日 事　　業　　名 会　　　　　　場 内　　　　　　　　　容

平成３１年

4月10日 水 会計監査 市庁舎広坂分室 ・平成３０年度会計監査

○２０１９年度総会提出議案について

・平成３０年度事業報告、収支決算について

・役員の一部改選について

・２０１９年度事業計画案と収支予算（案）について

・金沢市公民館連合会会則の一部改正について、他

・２０１９年度県公連派遣役員について

・各種団体の役員等の就任について、他

・働き方改革について石川労働局から説明を聴取

公民館長会議 ・退職館長感謝状贈呈、新任館長辞令交付等

・上記の第１回理事会の審議事項　　

・平成３０年度視聴覚教材作品発表会最優秀賞受賞作品

 「浅野川のゆめじぞうさま」（浅野川公民館制作）の披露

令和元年

・平成３０年度事業報告、決算について

・２０１９年度事業計画、予算（案）について

・２０１９年度総会の議案について

・視聴覚広報委員会との合同研修会について

・文化祭の視察について、他

・平成３０年度事業報告、決算報告について

・２０１９年度事業計画、予算（案）について

・第６２回視聴覚教材作品優秀賞受賞作品上映

　「偉大な地域の先輩　天文学者　木村　栄」（城南公民館）

　「写真で見る　大徳のあゆみ２０１９」（大徳公民館）

5月31日 金 県市町公民館長研修会 地場産業振興センター ・５１名出席、鞍月公民館長等実践発表

6月3日 月 新任館長研修会 市庁舎201会議室 ・生涯学習課、市公連からの説明（対象４名）

6月5日 水 視聴覚課題写真表彰式 市庁舎２階市民ホール ・課題写真展「兼六園周辺文化ゾーン」撤収後に表彰式

・平成３０年度事業報告、決算報告について

・２０１９年度、令和２年度役員改選について

・２０１９年度事業計画、予算（案）について

・「芭蕉と加賀の俳人たち」の演題で講演

　　ほっと石川観光マイスター穴田克美氏

・第２回理事会議題について

・県公連優良職員表彰の基準の再確認

・県社会教育功労者表彰推薦者について

・石川県優良公民館表彰について

・県公連館長表彰・優良職員表彰・永年勤続職員表彰の推薦について

・館長県外研修（高松市）について

・「公民館関連諸問題検討ＷＴ」の開催状況について

・公民館職員の働き方改革について

　事務の見直しと有給休暇の取得義務化について

6月27日 木 館長県外研修(～２８日） 高松市 ・成人式、地域コミュニティ協議会（５６名参加）

長土塀公民館

文化部協議会
第１回理事会

市庁舎
２０１会議室

6月19日 水

6月24日 月

4月11日 木 第１回理事会
市庁舎

２０１会議室

4月18日 木 市議会全員協議会室
２０１９年度市公連総会

5月16日 木 県公連定例理事会・総会
県青少年総合
研修センター

近江町交流
プラザ

視聴覚広報委員会総会月5月27日

5月24日 金

文化部協議会総会
近江町交流

プラザ

市公連事務室

6月7日 金

市公連正副会長と公職
連役員との意見交換会

第２回理事会

6月11日 火 第１回正副会長会

市庁舎
２０２会議室

２０１９年度 事業報告



年月日 曜 日 事　　業　　名 会　　　　　　場 内　　　　　　　　　容

・芭蕉ゆかりの地である敦賀市を視聴覚広報委員会

　と文化部協議会が合同で訪問。それぞれ写真取材と

　今後の俳句への取り組みに当たり知見を深めた。

・公職連の要望及び意見への回答(案）について

・第４１回全国・第５５回東海北陸公民館大会について

・有給休暇の取得促進への取り組みについて

・社会教育主事講習受講者の決定（２名）について

・奥の細道サミットｉｎ金沢への参加

・「城下町金沢」をテーマに俳句募集（投句箱設置）

・公職連の要望及び意見への回答について

・「社会教育主事」が「社会教育士」に変更に伴う対応

7月18日 木 公職連との懇談会 長土塀公民館 ・公職連から市公連への要望事項について

・「金沢方式」の市民への理解を求める方途および

地元負担の在り方について　各ブロックの意見報告。

・成人式については２０歳の方々を対象とし、７０周年

記念事業は視聴覚の教材作品のアーカイブ化を行う。

・「公民館職員の法的位置づけ」「有給休暇の取得促進方法」

各ブロックにおける議論を踏まえ意見交換を行った。

9月4日 木 第２９回視聴覚研修会写真審査会 中央公民館長町館 ・「芭蕉ゆかりの地”敦賀市”」入賞９点、入選１５点

9月6日 金 文化部協議会研修会 徳田秋聲記念館 ・ナイトミュージアム研修会（新内流し「すみれ」）、18名参加

・第４回理事会提案議題について

・金沢市社会教育功労者表彰推薦について

・令和２年度館長県外研修等について

・館長・主事合同研修会について

・高岡市公民館連絡協議会７０周年の対応について

・令和２年度県公連市町分担金の改定について

・石川県公民館大会の開催地について

・令和２年度県公連の主な行事予定について

・金沢市社会教育功労者表彰推薦について

・第５７回公民館大会・フェア実行委員会委員について

・２０１９年度市公連優良役職員表彰及び

　永年勤続役職員表彰候補者の推薦について

・第３回公民館関連諸問題検討ＷＴ会議報告について

・高岡市公民館フェアへの特別出演について

　　　額公民館「白もくれん」派遣

第１回公民館フェア実行委員会 ・各部会の設置と事業について

10月2日 水 第２９回研修会写真展表彰式 金沢海みらい図書館 ・写真展（９／１９～１０／１）の撤収と表彰式

10月10日 木 第７１回石川県公民館大会 白山市 ・１２３名参加（館長、主事、被表彰者他）

10月15日 火 金沢市自転車マナーアップの日 玉川こども図書館周辺 ・会長、松ヶ枝公民館、芳斉公民館参加

10月17日 木 第５５回東海北陸公民館大会 愛知県刈谷市 ・（～１８）２６名参加(理事、被表彰者他）

10月18日 金 秋の全市一斉美化清掃 近江町いちば館前等 ・味噌蔵町公民館、長町公民館、長土塀公民館参加

10月27日 日 金沢マラソン２０１９ 金沢市内 ・応援スポット等での応援（第５回）

11月1日 金 石川県社会教育功労者表彰 県庁舎 ・県社会教育功労者　元小坂公民館長　谷村　昭雄

11月3日 日 文化部協議会文化祭視察 二塚、富樫、額 ・１５名参加

・ＷＴ①－１と①－２の合同開催について

・館長・主事合同研修会について

・令和元年台風１９号の義援金の集金について

11月11日 月 第４回公民館諸問題ＷＴ① 市庁舎第３委員会室 ＷＴ①－１と①－２の合同開催、主事補の給与体系

11月16日 土 金沢市校下婦人会研究大会 女性センター ・会長ほか公民館長多数出席（７０周年記念）

・「働き方改革」についての講演

・公民館諸問題検討ＷＴの審議結果報告

11月30日 土 金沢駅周辺おもてなしキャンペーン 金沢駅周辺 ・此花町、長田町公民館参加

第３回公民館諸問題ＷＴ②
市庁舎７階

第４委員会室

8月29日 木 第３回公民館諸問題ＷＴ①－２
市庁舎

２０１会議室

7月13日 土 奥の細道サミット（～１４日） 文化ホール

市庁舎
２０１会議室

7月17日 水 第３回正副会長会 長土塀公民館

7月7日 日
視聴覚広報委員会

文化部協議会
合同研修会

敦賀市

市庁舎７階
第４委員会室

市公連事務室

7月9日 火 第３回理事会

9月17日 火 第４回正副会長会

8月21日 水 第３回公民館諸問題ＷＴ①－１

8月23日 金

11月5日 火 第５回正副会長会 市公連事務室

9月25日 水
第４回理事会

中央公民館長町館

11月26日 火 館長・主事合同研修会 ホテル金沢

木
石川県市町公民館
事務担当者会議9月19日 地場産業振興センター



年月日 曜 日 事　　業　　名 会　　　　　　場 内　　　　　　　　　容

・被表彰者　石野中村町公民館長、浅井浅野町公民館長

宮下犀川公民館長、山本三谷公民館運営審議会顧問

・令和２年度金沢市予算編成に関する要望書について

・市公連優良役職員表彰・永年勤続者被表彰者数について

・市公連表彰受賞代表者および代表謝辞者について

・令和２年度館長県外研修の日程等について

・令和２年金沢市予算編成に関する要望書の確認

・令和２年度館長県外研修等について

・３つのＷＴで議論した内容の具現化について

・金沢マラソンをはじめとする秋のスポーツイベントについて

・公民館避難所の整備について

・職員の待遇の改善について

・地区公民館の運営についてほか

令和２年

1月6日 月 市役所新年挨拶まわり 市庁舎 ・正副会長

第７回正副会長 ・第６回理事会の議題について、他

・長町、此花町、小坂、額、西公民館の５館

　を表彰決定

第２回公民館フェア実行委員会 ・各部会からの報告等、大会の確認事項について

・令和２年度各公民館の負担金について

 　　図書の一括購入による経費節減

・令和２年度事業計画（案）について

・令和２年度館長県外研修等について

館長懇談会 つば甚

2月1日 土 第１６回高岡市公民館フェスタ ・会長、生涯学習部長　式典出席

2月2日 日 （創立７０周年記念大会） ・額公民館「白もくれん」出演、正副会長参加

・令和元年１０月から令和２年１月まで各公民館で募金

・総額５７９，６２５円を会長が持参し寄託

・社会教育功労賞　関戸正彦会長

・優良公民館表彰　瓢箪町公民館

・式典、表彰式

　市長優良表彰　７名、市永年勤続職員　４名

　市公連優良役職員　２１名

　市公連永年勤続　　　３３７名

　第１３回館報表彰式　５館表彰

・活動発表館：松寺公民館、薬師谷公民館

・芸能フェスティバルの開催（高岡市からも参加）

・粟崎公民館竹上館長（金沢医科大名誉教授）の講演

　　「新型コロナウイルスのあれこれ」

2月26日 水 ・イベント・教室等の対応（～３／９）を依頼

3月5日 木 ・イベント・教室等の対応（～３／３１）を依頼

第３５回視聴覚課題写真審査会 ・「大乗寺から寺町周辺文化ゾーン」入賞７点、入選１０点

・２０１９年度事業報告と決算見込みについて

・令和２年度事業計画について

・令和２年度総会について

・２０１９年度事業報告及び決算見込みについて

・令和２年度事業計画及び収支予算（案）について他

第３回公民館フェア実行委員会 ・公民館大会決算報告と反省会

2月7日 金
令和元年台風１９号

義援金寄付
日本赤十字社
石川県支部

木2月20日

12月3日 火
金沢市社会教育功労者

表彰式
長土塀青少年
交流センター

12月5日 木 第５回理事会
市庁舎

２０１会議室

12月13日 金

金沢市へ要望書の提出 市庁舎

第６回正副会長会 市公連事務室

3月17日 火

3月25日 水
第７回理事会

2月16日 日
第５７回金沢市公民館

大会・公民館フェア
“楽集”

ウイング
・ウイング高岡

2月14日 金 文部科学大臣表彰 文部科学省

1月14日 火

中央公民館
長町館

第１３回地区公民館
館報審査会

新型コロナウイルス対応について
生涯学習課

・市公連

視聴覚広報委員会 第１回理事会

市庁舎
２０２会議室

長土塀青少年
交流センター

金沢市
文化ホール

長土塀青少年
交流センター

新型肺炎に関する
特別研修会

第６回理事会


