
 

会  議  録 

 

１ 会 議 名   木更津市立公民館運営審議会第３回定例会 

 

２ 開催日時   平成２６年１月２２日（水） 午後１時３０分～３時３０分 

 

３ 開催場所   木更津市立中央公民館 １階 大ホール 

 

４ 出席者氏名 【公民館運営審議会委員】１９名 

若鍋 知幸  影山 匡子   本多 二三代  村上 淑子  

石井 京子  松尾 玲子   青木  健  古藤田  憲之 

元 木  栄   三上 由美子   伊藤 敏彦  森田 美保子  

金子 邦夫  山田 治子  丸岡 千佳子   佐藤 せつ子  

澤邊 賢司  瓜田 栄一  菅原 興二   

 

【公民館長】１６名 

渡邉 雅夫（中央公民館）   伊藤  勉（八幡台公民館） 

原  敏 美（富来田公民館）  泉水 義治（東清公民館） 

菅野 清次（岩根公民館）   今 関  章（清見台公民館） 

伊藤 一郎（鎌足公民館）   山口 玲子（畑沢公民館） 

小原 俊郎（金田公民館）   山 中  裕（岩根西公民館） 

竹内 利幸（中郷公民館）   牧野 秀樹（西清川公民館） 

加藤 芳生（富岡公民館）   根 本  弘（波岡公民館） 

室前 惠子（文京公民館）   林  正 巳（桜井公民館） 

 

        【事務局職員】４名 

         星野 隆弘（中央公民館副館長） 

         齋藤 礼司郎（中央公民館主査） 

         栗本  優（中央公民館事務員） 

         稲村 員代（中央公民館社会教育指導員） 

 

５ 議  題  議案第１号 平成２５年度公民館文化祭（まつり）及び文化祭視察研修 

の実施結果について 

        議案第２号 平成２５年度「第１８回木更津市公民館のつどい」事業に 

ついて 



 

        報告事項   （１）木更津市生涯学習功労表彰の受賞について 

（２）研修事業について 

（３）各種選出委員からの活動経過について 

                   ①木更津市生涯学習推進協議会委員 

                   ②木更津市社会教育委員 

                   ③木更津市図書館協議会委員 

                   ④木更津市生涯学習フェスティバル実行委員 

（４）その他 

 

６ 公開又は非公開の別  公開 

 

７ 傍聴人の数 ０人 

   

８ 会議概要  以下のとおり 

 

＊会議の開催にあたり、事務局より委員の出席状況について、定数２０名のところ過半 

数である１９名の出席があり、木更津市立公民館運営審議会運営規則第６条の規定に 

より、会議が成立した旨報告された。 

山田委員長の挨拶の後、山田委員長の議事進行で審議が行われた。 

 

  議案第１号「平成２５年度公民館文化祭（まつり）及び文化祭視察研修の実施結果に 

ついて」 

   

＊会議資料「平成２５年度公民館文化祭（まつり）事業報告書」に基づき、各館長から 

報告（台風により中止となった地区を除く）を受けた後、質疑応答が行われた。 

 

中央公民館長 ：今年度は、台風２７号の影響で中止となった岩根・岩根西・文京公 

民館を除き、概ね１０月の第４週の土・日と１１月の文化の日を中心 

に、１３の地区で文化祭が実施されました。 

        また、２回に分けて実施する予定でありました視察につきましては、 

        １回目の５館の視察は中止とし、２回目の１１館の視察を実施いた

しました。視察した公民館は、桜井・波岡・八幡台・鎌足・富岡・

富来田・中郷・東清・清見台・西清川・中央公民館です。参加者数

は、合計２８名で、うち公運審委員の参加は１４名でございました。 

        なお、市内全体の文化祭参加団体の合計は８４５団体、入場者数の

合計は、２６，６００人という結果でございました。平均すると、



 

一館あたりの参加団体数は６５団体、入場者数は２，０４６人とな

っております。 

 

次に、中央公民館の今年度の主な特色についてですが、新たに中学 

生ボランティアが参加してくれたこと、宇梶静江氏による教育講演 

会や寺町きさらづてくてく散歩が実施されたことなどが挙げられま 

す。とりわけ中学生ボランティアの参加は、世代間のコミュニケー 

ションの機会となり、好評だったことは大きな成果でした。 

 

富来田公民館長：今年度は、昨年見合わされた富来田商工会が復活したことで会場も

賑わい、参加者数も増加しました。地元の幼稚園・保育園が移転に

より、今回が最後の参加（展示）になり残念ではありますが、次回

もさらに盛り上がれるように考えていきたい。 

 

鎌足公民館長 ：新たに、特別養護老人ホーム（矢那梅の香園）に貼り絵の展示をお 

願いしました。発表部門では小学生が合唱したり、出店で初参加し 

たホテルオークラが５００円で販売したステーキ丼は、すぐに売り 

切れて好評でした。 

 

金田公民館長 ：台風で急遽日程を延期して実施しました。金田の特色や活動成果を 

発表できたとは思うが、日程変更で都合が合わず参加団体や全体の 

来場者数がやや少なかった。PRの工夫をしていきたい。 

 

  中郷公民館長 ：中郷小が耐震工事のため、ふれあいのつどいは中郷中での開催とな 

りました。展示会場である公民館との距離が遠くなったこともあり、 

人の出が心配されました。工事が完了するまでは、さらに中学校と 

の連携を考えていく必要があります。グランドゴルフは世代間の交 

流になっており、全体の参加団体も増加してきています。 

 

  富岡公民館長 ：アンケート結果に記載されている「小さい規模でも地域住民による 

温かいおもてなしの気持ちが感じられた。」という感想は、戻ったら 

早速実行委員長に伝えます。これまで続けてきた地元住民による豚 

汁・甘酒のサービスは、労力的な負担も多く、継続していくかどう 

かの検討が必要だが、今後も地域の方々と協力しながら取り組んで 

いきたい。 

 



 

  八幡台公民館長：展示と発表を途中で入れ替えることが、地域の団結力につながって 

いると考えられる。当地域は、高齢化が進む八幡台地区、若年層が 

増加している羽鳥野地区、昔からの伝統が残る上烏田地区と、それ 

ぞれ特色が異なる地区から成り立っており、相互の融合が課題です。 

野外での体験イベントが少ないことや、敷地内での歩きたばこなど 

が反省点として挙げられました。 

 

  東清公民館長 ：清川中体育館で卓球フェスティバルが行われました。また、清川中 

の生徒ボランティアによって、子どもチャレンジ大会が実施される 

など、大勢の参加者で会場が賑わいました。 

 

  清見台公民館長：開館３０周年記念事業の一環でバザーを実施しました。台風の影響 

で、参加者が減少し、招待者である高齢者へのプレゼント用の花が 

余ってしまいましたが、対策を講じたり、工夫を凝らすことで、結 

果的に実行委員どうしの結びつきは強まったようです。地域の変遷 

の写真展示は好評でした。ＰＲ不足が課題です。 

 

  畑沢公民館長 ：公民館に、園児の作品を展示したことで、新たな見学者層が増えま 

した。台風の影響もあり、全体の入場者数はやや減少しましたが、 

アイディアを出し合いながら乗り切ったことで、結束や絆が強くな 

りました。           

 

  西清川公民館長：模擬店は、駐車場でテント１１張を使用して行いました。中でも、

餅つきは３俵（約１８０Kg）をつきましたが、地域の人たちが毎年 

          楽しみにしています。その他の特色として、保健師によるおやつコ 

ーナー、防災コーナー、コーヒーショップの三つがあげられます。 

  

  波岡公民館長 ：２０周年記念文化祭は、例年通り開催することができました。高齢 

          化が進んでいますが、１０年後の地域はどうなっているのか、これ 

からの公民館はどうなるのか、安全性は？といったことが心配され 

るところです。 

 

  桜井公民館長 ：子どもまつり実行委員会による子どもまつりを文化祭事業の一環と 

して、同時開催して好評でした。全体的に、参加者が減少している 

と感じています。特に芸能発表では、自分に関係する団体の発表以 

外は、その場を離れる人も多く見られ、プログラム全体を通して見 



 

学する人が少ない。要望として、桜井はいつも視察が朝の早い時間 

帯のため、展示くらいしか視てもらえず、順番を変えてもらえない 

か検討してほしい。 

 

山田治子委員長：台風で中止になった公民館についても、何か報告事項はございます 

か。 

 

  岩根公民館長 ：公民館が避難所になっていることもあり、役員会で検討した結果、 

          一部のサークルの展示のみを行い、それ以外は中止としました。次 

年度は、課題を十分検討した上で、予備日を設けるようにしたい。 

 

  岩根西公民館長：台風の影響で避難所になることが想定されたため、中止としました。 

 

文京公民館長 ：実行委員会で１２月への延期も検討したが、時期的に寒く、高齢者 

にとっては厳しいこと、また、学校との調整も難しいことなどから、 

やむを得ず中止としました。 

 

山田治子委員長：それでは、ただいまの報告と今回の視察研修の結果についてのご意 

        見をうかがいます。 

今年１年目の委員の方は、印象に残った点など、ひとことずつお願い 

できますか。 

   

  三上由美子委員：中郷地区は高齢化が進んでいます。ゆったりとした地域なので、元

気な地域がうらやましいが、他地区の視察は大変刺激になったので、 

          地元の人たちにも機会を見て伝えていきたい。 

 

  伊藤敏彦委員 ：全体的に参加者の高齢化や固定化が大きな課題となっていると思い 

ます。 

 

  澤邊賢司委員 ：各地区ともに特徴が表われていたが、特に鎌足の展示などは、機械

と人間がふれあう文化を感じてよかった。個人的に撮影した文化祭 

の写真を岩根西公民館に展示させてもらいました。 

 

  瓜田栄一委員 ：１回目の視察を予定していたのですが、参加できず残念でした。 

 

  元木栄委員  ：金田には発表などができる舞台を備えた部屋がないので、他の館を 



 

うらやましく感じました。新しくできる予定の公民館に期待してい 

ます。 

 

  古藤田憲之委員：初めて見学させてもらったが、各地域とも特色があり新鮮でした。

全般的に高齢化と施設の老朽化が目立ち、バリアフリーの必要性を 

          感じました。 

 

  石井京子委員 ：どの公民館の作品展示も素晴らしかった。１館あたりの視察時間が

短いため、ゆっくり見ることができない。もっと余裕を持って回る

ことができたらと感じました。 

 

 村上淑子委員 ：中止になった公民館については、それまでの準備が大変だったので

はないかと思います。各館長さん方には、他地区の文化祭を視て参

考にする機会はあるのでしょうか？そうした機会も大事だと思うの

ですが。 

 

  中央公民館長 ：今回のように、前半と後半に開催日が分かれれば、お互いの館どう

しで見学しあうことは可能だと思います。また、館長にも希望を募

り、公運審の委員と一緒に視察をしたことも過去にございました。 

 

山田治子委員長：他にご意見やご質問がなければ、議案第１号は終了いたします。 

 

＊その他、特に質問や指摘事項は無く、議案第１号は承認された。 

 

山田治子委員長：次に議案第２号「平成２５年度第１８回木更津市公民館のつどい」

事業について、事務局より説明をお願いします。 

 

議案第２号「平成２５年度第１８回木更津市公民館のつどい」事業について 

 

＊第１８回木更津市公民館のつどい開催要項をもとに、畑沢公民館の山口館長より概要 

 の説明を受けた後、質疑応答が行われた。 

 

  畑沢公民館長 ：開催要項により、第１８回木更津市公民館のつどいの概要を説明 

 

山田治子委員長：それでは、ただいまの第１８回木更津市公民館のつどいに関する説 

明について、ご質問やご意見があればうかがいます。 



 

山田治子委員長：公民館のつどいに、まだ参加されたことのない委員の方は、これか 

らの公民館について、市民や職員と交流を深めながら、一緒に考え 

あう機会として、是非ともご参加願えればと思いますので、よろし 

くお願いいたします。 

          特にないようでしたら、議案第２号「平成２５年度第１８回木更津

市公民館のつどい」事業についてを終了いたします。 

 

＊その他、特に質問や指摘事項は無く、議案第２号は承認された。 

 

＊引き続き報告事項として、事務局より、生涯学習・社会教育に関係する表彰について、 

青木健委員が君津地方社会教育推進大会表彰を、金子邦夫委員が木更津市生涯学習功 

労表彰を受賞された旨、報告がなされた。 

 

＊続いて、事務局より、１月２９日（金）に開催される君津地方公民館運営審議会委員 

連絡協議会、君津地方公民館連絡協議会両者の合同研修会について、説明が行われた。 

 

＊引き続き、各種選出委員より、活動経過報告が行われた。 

  

金子邦夫委員 ：生涯学習推進協議会については、現在のところ開催が無く、特別に 

報告事項はございません。 

 

青木健委員  ：社会教育委員会議については、第２回定例会でもご報告いたしまし 

たが、「青少年の自然体験活動の推進方策と少年自然の家キャンプ場 

の今後のあり方について」諮問を受け、検討小委員会のメンバーで 

意見交換しながら、現在、答申案を作成しているところでございま 

す。昨年の９月２１日に第１回検討小委員会を開催して以降、４回 

の小委員会を重ねて参りましたが、次期総合計画の策定に合わせ、 

本日開催されます社会教育委員会議で中間報告を行い、平成２６年 

度の第１回会議までに答申を行なう予定となっております。 

 

佐藤かず子委員：図書館協議会は、２月に次回の会議が開催される予定ですので、今 

のところ特別に報告事項はございません。 

 

  菅原興二委員 ：生涯学習フェスティバル２０１３が、昨年１１月１０日に開催され、 

主催者の発表によれば、約６３００人強の来場者がありユースボラ 

ンティアをはじめ青少年を中心に、新たに巨大迷路づくりに取り組 



 

んだ他、人と人との絆や思いやりの心を育むことの大切さをテーマ 

にした記念講演では、有意義なお話を伺うことができました。また、 

今回は、パネル展示による公民館の活動紹介を市民体育館の壁面を 

使って行いました。 

課題としては、もっと多くの人に参加してもらうために、PRの工夫 

が必要であることや、準備などに関わるスタッフ不足などが出され 

ました。また、次年度の開催日について、公民館文化祭などの日程 

と重ならないように、調整をはかっていくことになっております。 

      

山田治子委員長：ただいまの報告事項について、何かご質問などはございますか。特 

にないようですので、事務局より、その他の報告事項があればお願 

いします。 

 

事務局    ：今年度周年記念事業を実施いたしました清見台公民館と波岡公民館 

より、それぞれの進捗状況を報告させていただきます。 

 

清見台公民館長：記念式典の際には、多くの委員の皆様にご出席をいただき大変あり 

がとうございました。記念式典、記念文化祭ともに盛大に開催する 

ことができました。これからも、地域に愛される公民館として、そ 

の役割を果たしていけるよう努めてまいりたいと思います。今年度 

中に記念誌を発刊する予定ですので、完成のあかつきには、ぜひご 

覧いただければと思います。 

 

波岡公民館長 ：会場の関係により、記念式典は、委員長だけしかご招待できず申し 

訳ございませんでした。おかげさまで記念式典や記念文化祭も無事 

終了し、残る事業であります、これまでの地域と公民館のあゆみを 

ふりかえる２０周年記念誌も、先日発行することができました。お 

手元に配布してありますので、ご高覧いただければ幸いです。 

  

中央公民館長 ：教育委員会では、現在「木更津市教育振興基本計画」の策定に向け 

て作業を進めております。木更津市の次期総合計画との整合性をは 

かりながら、今後市民公募などの手続きを経て、できるだけ早期の 

発表を目指して取り組んでいる最中でございます。 

 

  山田治子委員長：ただいまの事務局の報告に対して、何かご質問はありますか。 

ないようですので、以上をもちまして本日の議事を終了いたします。 



 

長時間にわたり慎重審議いただき、ありがとうございました。 

 

＊以上をもって、木更津市立公民館運営審議会第３回定例会を終了した。 

 

 

平成２６年１月３１日 

 

議事録署名人  木更津市立公民館運営審議会委員長 山田 治子 


