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会 議 録 
 

１ 会 議 名  木更津市立公民館運営審議会第２回定例会 

 

２ 開 催 日 時  平成２７年９月２９日（火）午後１時３０分～午後３時 

 

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】１７名 

平野 千津子  村上 淑子  松尾 玲子  青木  健  古藤田  憲之 

  元 木  栄  三上 由美子    鈴木  正   森田 美保子  鳥取 真由美 

山田 治子   渡利  明   安藤 清康  澤邊 賢司  瓜田 栄一 

菅原 興二   鶴岡 俊之   

 

【公民館長】１６名 

渡邉 雅夫 （中央公民館）   伊藤  勉 （八幡台公民館） 

高橋 栄二 （富来田公民館）  泉水 義治 （東清公民館） 

江野澤 和彦  （岩根公民館）   原  敏美 （清見台公民館） 

石塚 幸一 （鎌足公民館）   山口 玲子 （畑沢公民館） 

小原 俊郎 （金田公民館）   若鍋 知幸 （岩根西公民館） 

小川 惠市 （中郷公民館）   本多  豊 （西清川公民館） 

加藤 芳生 （富岡公民館）   根本  弘 （波岡公民館） 

伊藤  孝 （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（中央公民館主事） 

  稲村 員代（中央公民館社会教育指導員） 

 

５ 議題 

議案第１号 「地域づくりとこれからの木更津市公民館事業のあり方について」（諮問） 

議案第２号 平成 2７年度公民館文化祭（まつり）及び文化祭視察研修の実施につい

て 

         報告事項  （１）各種選出委員からの活動経過報告 

                   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 

（２）その他 

・第６７回千葉県公民館研究大会について 

・君津地方公民館運営審議会委員連絡協議会全体研修会について
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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 

事務局より、出席者数が１７名で過半数に達したため、会議が成立した旨を報告する。 

山田治子委員長の挨拶に続いて、山田委員長の議長により議事に入った。 

 

＜議案第１号＞ 「地域づくりとこれからの木更津市公民館事業のあり方について」（諮問） 

渡邉中央公民館長より、諮問事項「地域づくりとこれからの木更津市公民館事業のあり方につい

て」の諮問理由と検討の視点についての説明がなされた。渡邉館長より山田委員長に諮問文が手渡

され、その後、検討にあたっての 4つの視点（柱）について事務局から説明がなされた。 

 

説明終了後、議長が、各委員に対して質疑応答を求めた。特に質疑応答はなく、引き続き検討方

法について、事務局から説明がなされた。 

 

議長が、各委員に対して質疑応答を求めた。特に意見等はなく、諮問検討委員を任命し、検討小

委員会を設置することになった。 

議長より、本多委員、松尾委員、青木委員、古藤田委員、元木委員、澤邊委員、鶴岡委員と山田

議長の 8名が指名され、数名の職員と合わせて検討小委員会を設置することとなった。 

事務局から、検討小委員会の今後の日程等について決めるため、本定例会終了後に、打合せを行

いたい旨の連絡がなされた。 

 

続いて、議案第２号の審議に入る。 

 

＜議案第２号＞ 平成２７年度公民館文化祭（まつり）及び文化祭視察研修の実施について 

渡邉中央公民館長より、今年度の公民館文化祭について説明がなされた。 

 

中央公民館長：本年度の公民館文化祭でございますが、概ね１０月３１日から１１月１日の土日

を中心に、１６の公民館を会場に開催されます。 

各公民館では、それぞれ地域住民や公民館利用者による実行委員会が組織され、地域色豊かに

趣向を凝らし、絵画や書道、写真、手工芸、華道、児童・生徒の作品展示、合唱、舞踊、器楽演

奏などの芸能発表、呈茶、囲碁将棋大会、太巻き寿司の体験などのイベント、その他各種模擬店、

野菜販売など、多彩な内容で開催されることととなっております。 

本年度の各公民館の日程でございますが、平成２７年度公民館文化祭事業計画書及び事業実施

概要一覧をご覧いただきたいと思います。 

平成２７年度の公民館文化祭の期日でございますが、１０月２４日・２５日の土日を中心に実

施する公民館が、文京公民館、畑沢公民館、岩根西公民館の３館、１１月７日・８日の土日を中

心に実施する公民館が、中央公民館、西清川公民館でございます。 

また、その他の公民館につきましては、さきほど申し上げました通り、概ね１０月３１日から

１１月１日の土日を中心に、文化祭が実施されることとなります。 

昨年度は、中央公民館が開館 50周年、畑沢公民館が開館 30周年ということで、それぞれ文化

祭を記念行事の一環として位置づけて実施いたしましたが、今年度は、周年記念事業を実施する

公民館はございません。 

皆様には、事前に今回の文化祭事業計画書を送付してございますので、すでに、各公民館の事
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業の概要につきましては、周知のことと思われますが、再度、期日などを確認してまいりたいと存

じますので、資料をご参照くださいますようお願い申し上げます。 

それでは、中央公民館から桜井公民館まで、順を追ってご説明をしてまいります。 

 

（中央公民館） 

第３８回中央公民館まつりの期日は、１１月７日と８日の２日間の開催となります。テーマは、

「広がる つながる 地域とともに」でございます。開会式は、７日の午前９時３０分からで、７

日の展示・芸能発表は午前１０時から、８日の展示は午前９時、芸能発表は午前９時４０分からの

開催となります。また、７日は一中西部地区社会福祉協議会の敬老のつどいと同時開催となります。 

中央公民館まつりは、平成２５年度より木更津第一中学校の生徒にボランティアとして関わって

いただいておりますが、今年度は、木更津東高等学校の生徒にも参加してもらうなど、青少年の公

民館に対する関わりを積極的に進めているところでございます。 

 

（富来田公民館） 

第３６回富来田地区市民文化祭の期日は、１０月３１日から１１月１日までの２日間となります。

テーマは、「高めよう文化 広げよう心の輪」でございます。開会式は１０月３１日の午前９時から、

展示は両日とも午前９時からとなります。また、芸能発表は３１日の午前１１時からの開催となり

ます。 

今年度は、特にロビーにて、江戸中期頃流行した下郡地区に今もある地口行灯（ちぐちあんどん）

の展示に向けて準備を進めております。 

 

（岩根公民館） 

第５８回岩根東地区文化祭の期日は、１０月３０日から１１月１日までの３日間となります。テ

ーマは、「地域の環 心をつなぐ 文化祭」でございます。展示は、１０月３０日・３１日の２日間、

両日とも午前９時３０分からとなります。芸能発表は、高柳小学校体育館において、１１月１日の

午前９時３０分からの開会式に続いて、午前１０時から開催され、敬老会と同時開催となります。 

今年度は、例年開催している岩根中学校体育館が耐震化工事の為、発表会場が高柳小学校体育館

に変更となりますが、昨年度から新たに発足したサークルを中心とした参加者全員による、やっさ

いもっさい音頭を実施する等、地域の環を意識した文化祭を開催することといたします。 

 

（鎌足公民館） 

第３６鎌足地区文化祭の期日は、１０月３１日から１１月１日までの２日間となります。テーマ

は、「広げよう 深めよう 鎌足文化」でございます。展示は両日とも午前９時からとなります。ま

た、芸能発表は１１月１日の午前１０時から開会式が実施され、敬老会と同時開催となります。 

鎌足地区文化祭の芸能発表は、唯一の屋外会場の為、雨天の場合は、会場が鎌足小学校に変更と

なります。また、昨年度は御嶽神社氏子青年会による神楽舞が披露されましたが、今年度は高倉氏

子青年会による神楽舞やお囃子が予定されております。 

 

（金田公民館） 

第３９回金田地区文化祭の期日は、１０月３１日から１１月１日までの２日間となります。テー

マは、「みんなの力で進化する 金田の文化」でございます。開会式は１０月３１日の午前８時３

０分から実施いたします。また、両日とも午前９時から展示部門、模擬店部門などが開始となりま

す。 
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今年度は、特に、子供の太鼓演奏を取り入れることにより、切れ目なく集客が見込めるよう工夫

をしております。 

 

（中郷公民館） 

第３６回中郷地区文化祭の期日は、１０月３１日から１１月２日までの３日間となります。テー

マは、「みんなで咲かそう 中郷文化の花」でございます。展示は３日間とも午前９時からとなり

ます。また、ふれあいのつどい（芸能発表）は、１０月３１日の正午から中郷中学校体育館で開会

式が実施されます。 

今年度は、特に地区から推薦された団体・個人の出演が増えるとともに、児童の参加も合唱や作

品発表に加え、クラブ活動の成果であるダンス等の参加もあり、地域の文化発表の場、地域住民の

交流の場としての文化祭が予定されております。 

 

（富岡公民館） 

第３６回富岡地区文化祭の期日は、１０月３１日から１１月１日までの２日間となります。テー

マは、「素晴らしい郷土の文化をあなたへ」でございます。開会式は１０月３１日の午前９時から

となり、展示は両日とも午前９時からとなります。また、３１日の開会式終了後、小学生の作文発

表や合唱、郷土芸能の発表などが開催されます。 

今年度は、特にチェーンソーカーヴィングの披露や、恒例の豚汁・甘酒の無料配付に加え、焼き

そばとパスタの無料配布も行う予定です。 

 

（文京公民館） 

第１４回文京公民館まつりの期日は、１０月２４日から２５日までの２日間となります。テーマ

は、「彩（いろどり）」でございます。開会式は、１０月２４日の午前９時からとなり、展示は午前

９時３０分からとなります。 

昨年度、耐震工事で使用できなかった第二小学校体育館が、今年度は、例年通り芸能発表の会場

として使用できるようになりました。芸能発表は、２５日午前９時１０分より開催いたします。地

元小中学校・高等学校による合唱、吹奏楽の演奏他各種発表が行われる予定です。 

 

（八幡台公民館） 

第３４回上烏田・八幡台・羽鳥野地区文化祭の期日は、１０月３０日から１１月１日までとなり

ます。今年度のテーマも「みんなで創ろう 文化と人の輪」でございます。開会式は１０月３０日

の午前１０時から、展示は３０日の午前１０時から３１日の午後３時まで、芸能発表は１１月１日

の午前９時からの開催となります。 

今年度は、初めて羽鳥野自治会会長が実行委員長を務める文化祭となります。 

会員の高齢化等の理由により不参加のサークルがある反面、新規の参加もあり、徐々にサークル

の新陳代謝が伺えます。 

 

（東清公民館） 

第３４回東清川地区文化祭の期日は、１０月２５日、１０月３０日から１１月１日の４日間の

開催となります。テーマは、「次代を守り 育てる 地域のきずな」でございます。展示は、３

０日から１日までとなります。芸能発表は、東清小学校体育館で１１月１日の午前９時３０分か

ら開会式を実施します。また、１０月２５日には、イベントといたしまして卓球フェスティバル

を清川中学校体育館で開催いたします。 
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今年度は、特に、作品展示や芸能発表を最後まで楽しんでいただくための試みとして、文化祭

終了後にお楽しみ抽選会を初めて実施いたします。 

 

（清見台公民館） 

第３２回清見台地区文化祭の期日は、１０月３１日から１１月１日までの２日間となります。

テーマは、「みんなで咲かせよう 清見台の文化」でございます。展示は両日とも午前９時から

となります。また、芸能発表は、１１月１日の午前９時４０分から附属体育館において開会式を

実施し、終了後からの開催となります。また、芸能発表では、大田中学校区社会福祉協議会によ

る高齢者のご招待がございます。 

今年度は特に、清見台幼稚園並びに百谷幼稚園園児の皆さんの作品を展示し、地域の皆様にご

覧いただく予定でございます。 

 

（畑沢公民館） 

第３２回畑沢公民館地区文化祭の期日は、１０月２４日から２５日までの２日間となります。

テーマは、「みんなで 育て 広げよう 地域の輪」でございます。開会式は、１０月２４日午

前９時からとなり、展示は両日とも午前９時からとなります。芸能発表は、２５日の午前９時３

０分から畑沢中学校体育館において開会式が実施され、敬老のつどいと同時開催となります。ま

た、１０月１１日、１８日には関連イベントを実施いたします。 

今年度は特に、展示会場に多くの皆様がおいでいただけるように、例年サークル連絡協議会が

担当している「コーヒーショップ」の充実を図る予定です。 

 

（岩根西公民館） 

第３０回岩根西地区文化祭の期日は、１０月２３日から２５日までの３日間となります。テー

マは、「地域の輪 未来へつなぐ 文化祭」でございます。開会式は、１０月２３日の午前９時

からとなり、展示は、両日とも午前９時からとなります。また、芸能発表は、２５日の午前１１

時からの開催となります。 

今年度は、中学校の文化祭が公民館文化祭の期日と重なった為、生徒の作品展示数が減少して

います。 

 

（西清川公民館） 

第２６回西清川地区文化祭の期日は、１１月７日から８日までの２日間となります。テーマは、

「伝えていこう文化の祭 深まるきずな地域の力」でございます。 

開会式は、１１月７日の午前１０時からとなり、展示・芸能発表は、両日とも午前１０時から

の開催となります。 

今年度は、特に芸能発表部門において、複数の音楽サークルによる文化祭スペシャルユニット

バンドを組み、観客のみなさんも歌って楽しめる参加型のプログラムを用意する予定です。また、

恒例となっております、もちつきも、地域のみなさん、永井作盛年会の協力により実施いたしま

す。 

 

（波岡公民館） 

第２３回波岡地区文化祭の期日は、１０月３１日から１１月１日までとなります。テーマは、

「未来に地域の絆深めよう なみおか」でございます。開会式は、１０月３１日の午前９時から

となり、展示は、両日とも午前９時からの開催、また、芸能発表は、３１日の午前９時００分か
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らの開催となります。 

今年度は、特に子ども向けのイベントの充実に取り組んでまいります。 

 

（桜井公民館） 

第１４回桜井地区文化祭の期日は、１０月２９日から１１月１日までの４日間となります。テ

ーマは、「つなごう文化 つたえよう桜井」でございます。開祭式は、１０月３１日の午前９時

３０分を予定しており、作品展示は、１０月３１日・１１月１日で両日とも１０時００分からの

開催です。なお、子どもの作品展示は１０月３０日の１３時から１６時までと１０月３１日に行

います。また、芸能発表は、１１月１日の午前９時３０分からの開催を予定しております。 

今年度も、文化祭と同時に、子どもたちが企画運営する子どもたちのためのイベント「こども

まつり」を実施いたします。主に桜井地区の小学生が実行委員会をつくり、８月より準備を進め

てきたところでございます。 

 

次に文化祭の予算についてでございますが、事業計画書に平成２７年度の木更津市の公民館文

化祭の全体予算について記載してございます。 

平成２７年度の予算の合計は、３，７８２，６００円でございます。歳入、支出につきまして

も同額を予定してございます。詳細につきましては、予算書をご参照下さい。 

  また、それぞれの公民館の予算につきましては、各公民館の事業計画書をご参照願います。以

上、平成２７年度公民館文化祭の説明とさせていただきます。 

 

続いて、事務局より、今年度の公民館文化祭視察研修について説明がなされた。 

   

事 務 局 ： 今年度の視察は、生涯学習バスを使用して１０月３１日（日）に実施いたします。

富来田、岩根、鎌足、金田、中郷、富岡、八幡台、東清、清見台、波岡、桜井の

１１館を予定しております。コース及び日程については、資料のとおりです。 

１館の視察時間は、２０分程度となります。出発は旧市役所庁舎西側駐車場に

なりますのでよろしくお願いします。 

 

山 田 議 長 ：各公民館から、何か補足事項はありますか。 

 

中央公民館長：昨年度から、岩根、金田、富岡、文京公民館の４館の公民館で、文化祭のテーマ

が変わりました。 

 

渡 利 委 員 ：予算書の中の食糧費についてですが、清見台公民館の文化祭では、例年、交通安

全協会等外部の協力者へ弁当を渡していた。監査で支出してはいけないとの指摘

を受けたとのことだったが、いま他の公民館の予算書を見ると計上している公民

館もある。そのあたりはどうなっているんでしょうか。 

 

中央公民館長：文化祭は、各公民館で実行委員会が組織されており、文化祭の収支予算について

はその中で審議、承認されている。実行委員ではない外部の協力者への弁当代等

については、各公民館の実情に応じて実行委員会で検討していただければと思い

ます。 
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山 田 議 長 ：予算書を見ると、検便を実施している公民館が５館あるが、それ以外の公民館も

模擬店を出していると思うが、そのあたりはどうなっていますか。 

 

高 橋 館 長 ：富来田公民館では実行委員会からではなく、参加団体に負担して頂いています。 

 

渡 利 委 員 ：模擬店が盛り上がるのは来館者を呼び込むなどいい面もあるが、他の発表・展示

などの使えるスペースが狭くなるという面もでてきます。 

 

山 田 議 長 ：それについて、工夫している公民館はありますか。 

 

江野澤館長：岩根公民館の発表は、今年は岩根中体育館で行う。展示は限られたスペースでや

りくりしています。模擬店は中学校の屋外で行っており、表にスピーカーを出し、

中で発表をしている模様を放送しています。 

 

その他に、質問や意見などは無く、議案第２号は承認された。 

 

＜報告事項＞ 

各選出委員から活動経過について、続いて事務局からその他について報告が行われた。 

 

（１）各種選出委員からの活動経過報告 

 

① 木更津市生涯学習推進協議会委員（松尾委員） 

第１回協議会が７月１７日（木）に開催され、次の２点について協議が行われた。 

１点目は、２７年度の重点目標である５つの柱が検討された。２点目は、生涯学習新基本構想

についてで、３つのグループに分かれ意見交換を行った。学習に当たっては、意欲を持って継

続すること、広めていくこと、楽しみながら学ぶことが、重要であると感じた。 

 

② 木更津市社会教育委員会議（青木委員） 

第２回定例会が９月２４日（木）に開催された。今後の活動方針として、女性の団体活動と

地域婦人会活動について、市の基本構想にある公民館の耐震診断結果を２８年度中にまとめる

ことについての２点の協議が行われた。 

 

③ 木更津市図書館協議会委員（本多委員） 

欠席のため報告なし 

 

④ 木更津市生涯学習フェスティバル実行委員（澤邊委員） 

当日は、記念講演が行われるほか、健康、環境、子育て、消防等の幅広い内容の展示を予定

している。また、各公民館の活動の様子をパネルにて掲示する。また、開会式で菅原興二委員

の生涯学習功労表彰が行われる。 

 

（２）その他 

・第６７回千葉県公民館研究大会について 

         事務局より、１１月２７日に佐原市文化会館で開催される第６７回千葉県公民館研究大会
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に、木更津市の公民館関係者として１２名の委員を含む２２名が参加し、当日は生涯学習バ

スを使用するため、午前８時に中央公民館に集合してほしいとの報告がなされた。 

 

・君津地方公民館運営審議会委員連絡協議会全体研修会について 

         本日受付で参加の確認をしたが、１０月６日までに中央公民館星野副館長まで報告をお願

いしたい。  

       

・第３回の定例会は諮問についての審議が中心になる。１２月１８日の金曜日を予定している。

定例会終了後、社会教育委員会議との合同忘年会を検討している。 

 

   

その他に質問などはなく、予定していた審議を終了した。 

 

 

平成２７年１０月２０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 

 


