
（令和２年度広島県公民館等活性化モデル事業） 

館
名 

広島市中央公民館 （ほか広島市内公民館） 

事
業
名 

リモート公民館ひろしま 

趣
旨 

○コロナ禍においても公民館がこれまで提供してきた集合対面型の事業を補

充するとともに，幅広い学習成果の発信や公民館の未利用層へのアプロー

チにつなげる新たな事業展開の構築を図る。 

特
徴 

○リモートの状態でも実施可能な事業を展開。 

○ホームページや YouTube等を活用した成果発表会事業を開催。 

○公民館や地域間のリモートの状態をオンラインで結ぶ事業を開催。 

○複数の公民館が連携したリモートイベント事業を開催。 

事
業
の
様
子 

 

 

 

 

 

大学生と連携し，小学生を
対象に，広島を好きになる
講座として「誰かに話した
くなる宮島のひみつ」をリ
モートで開催しました。 

 

 

 

 

 

国際理解講座において，参加
者は水餃子作りの材料など
を事前に自宅に準備し，リモ
ートで参加する講座を実施
しました。 

 

 

 

 

 

広島市内５つの公民館と連
携し，市民グループの活動や
地域の見どころを配信する
「リモート公民館ライブ発
表会」を開催しました。 

活
動
実
績 

【実施内容】 

①会場を分散させて３密を回避した集合型事業を開催。 

施設名 事業名 回数 
参加者数 

計 メイン サブ リモート 

竹屋公民館 七夕コンサート １回 24人 20人 4人  

坪井公民館 防犯講習会 １回 33人 25人 8人  

可部公民館 満喫！かべ学 ３回 151人 126人 22人 3人 

安公民館 かがやきサロン ２回 111人 108人 3人  

４施設 ４事業 ７回 319人 279人 37人 3人 

②会場とリモートのハイブリッドで実施した事業を開催。 

施設名 事業名 回数 
参加者数 

計 メイン  リモート 

中央公民館 

市民交流プラザ 

好感が持てるスピ

ーチレッスン 
３回 39人 27人  12人 

中央公民館 子育て応援スペース １回 ★22人 ★20人  ★2人 

２施設 ２事業 ４回 61人 47人  14人 
 



活
動
実
績 

③完全にリモートで実施した事業を開催。 

施設名 事業名 回数 
参加者数 

計 メイン サブ リモート 

中央公民館 子育て応援スペース 2回 ★30人   ★30人 

中央公民館 赤ちゃんといっしょ♡ 4回 ★38人   ★38人 

中央公民館 オンラインキッチン １回 9人   9人 

中央公民館 レッツトライクッキング １回 ★30人   ★30人 

中央公民館 地域ふれあい広場 １回 ★24人   ★24人 

中央公民館 
誰かに話したくな

る宮島の秘密 
３回 30人   30人 

可部公民館 絵本 DE読書会 １回 4人   4人 

湯来南公民館 家庭教育講演会 1回 22人   22人 

坪井公民館 
お粥から見えてくる！ 

心豊かに暮らすヒント 
1回 9人   9人 

坪井公民館 
オンライン歌声 

サロン 
1回 9人   9人 

４施設 １０事業 １６回 205人   205人 

④オンライン人口を増やすための ICT事業を展開。 

施設名 事業名 回数 
参加者数 

計 メイン サブ リモート 

可部公民館 オンライン体験講座 １回 7人 7人   

可部公民館 Zoom入門講座 1回 7人 7人   

白木公民館 スマホで Zoom入門 ２回 26人 26人   

安公民館 パソコンふれあい Zoom 入門 １回 8人 8人   

３施設 ４事業 5回 48人 48人   

⑤ホームページや YouTube等を活用した成果発表会事業を開催。 

施設名 事業名 回数 期間 視聴回数 

可部公民館 オンラインギャラリー １回 R2/11/1～R3/2/20 800回 

白木公民館 Web 白木文化発表会 １回 R2/11/7～R3/1/31 1,369回 

２施設 ２事業 ２回  2,169回 

⑥公民館や地域間のリモートの状態をオンラインで結ぶ事業を展開。 

施設名 事業名 回数 参加者数 

計 メイン サブ リモート 

似島公民館 

湯来西公民館 

オンライン旅行講

座 

１回 8人 7人  1人 

竹屋公民館 親子自由研究クラブ １回 17人 ★14人  3人 

３施設 ２事業 ２回 25人 21人  4人 
 



 

⑦複数の公民館が連携したリモートイベント事業を開催。 

施設名 事業名 回数 期間 視聴回数 

市内公民館 

(5公民館) 

リモート公民館ライブ発

表会 
１回 

11/29(ライブ視聴) 

R2/11/29～R3/2/20 

670人 

1,024回 

市内公民館 

(15公民館） 

市民交流プラザ 

広島城 

ひろしまリモート探偵団 

広島城でブラリジョー

(鯉城) 

１回 

リモート参加 

サテライト会場 

3/21(ライブ視聴) 

R3/3/21～R3/3/24 

27人 

62人 

119人 

142回 

17施設 ２事業 ２回  
878人 

1,166回 

※メイン：主会場，サブ：サテライト会場，リモート：オンライン会場 

※★は親子での参加人数 

【事業費】 

60,257円（内 50,000円は広島県公民館連合会助成金） 

（内訳：報償費 12,400円，需用費 29,369円，使用料及び賃借料 18,488円） 

成
果
と
課
題 

【成果】 

○コロナ禍で集合対面型の事業が困難な中でも，学習機会を提供し続けるこ

とができた。 

○日頃来館できない地域住民や子育て家庭等に，人と人がつながる場を提供す

ることができた。 

○これまで提供してきた集合対面型の事業を補完し，学習内容もより深めるこ

とができた。 

○複数の公民館や団体と連携することで、相互の知識やノウハウを共有すると

ともに協力や連帯するネットワークづくりの大切さを実感することができ

た。 

○リモート事業の様々な取り組みを情報発信することにより、無関心な職員

や苦手意識を感じていた職員に変容が見られた。 
 

【課題】 

○インターネット回線が十分に整備された環境がないと難しい。また，カメ

ラ機能付きパソコン，ビデオカメラやキャプチャーなど配信用機器の整備

が必要である。 

○リモート事業を実施するため，職員が最低２人必要となる。そのため，単

館では実施しにくいため，職員を補う市民や他館の職員の協力体制づくり

が必要である。 

○アプリのインストールや Zoom の使い方を学習する機会を提供する必要が

ある。 

〇人材育成など、ソフト面における公共インフラの整備が必要である。 



成
果
と
課
題 

【運営した感想】 

〇事業を進めるにあたり，常に学びながら挑戦していった。最初はリモート

で事業ができるか不安であったが，慣れと工夫次第でどのような事業でも

行えるのではないかと感じた。 

〇他の公民館等と連携することにより，機材の活用方法など，リモート公民

館を運営するための多くの学びを得ることができた。 

 

【工夫したこと】 

〇「公民館，その他の社会教育施設の開館に向けた考え方について（広島県）」

を参考に新型コロナウイルス感染防止対策を行う。 

〇司会役やテクニカルディレクターが必要であるため，複数の公民館と連携

し，講座を実施する。 

○講座の広報を行う際，講座参加のための準備の他，オンライン参加のための

準備を記載する。 

○公民館の広報紙に他の公民館で行われているオンライン事業も記載する。 

 

【今後に向けて】 

○コロナ禍における自粛期間中の事業として実施しているが、コロナ終息後の

新しい公民館事業の在り方として活用できる可能性を探る。 

○公民館に来ることができない市民や、来館しにくい市民など、各々の置かれ

ている環境に関わりなく、気軽に参加できる事業を提案する。 

○Zoom の使い方研修などを行うことで、市民のオンライン事業化に対する苦

手意識を低減し、学び続けることのできる環境を提供する。 

○SNS の得意な高校生や大学生ら若年世代を巻き込み公民館や地域活動に関

心を持つ機会をつくることで、公民館未利用者層へアプローチし、公民館活

動の幅を広げる。 

○関係人口づくりや SDGs推進など人口減少に伴う地域課題の解決に役立てる

とともに、災害等緊急事態に備える住民自身のセーフティネットとして、誰

もが ICTを活用できる社会を創ることを目指す。 

 

連
絡
先 

広島市中央公民館 

〒730-0005 広島市中区西白島町 24番 36号  

電話：082-221-5943 ファクシミリ：082-221-5118 

E-mail: chuo-k@cf.city.hiroshima.jp 

 


