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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 4 回定例会 

 

2 開 催 日 時  平成 31 年 3 月 20 日（水）午後 2 時～午後 5 時 

 

3 開 催 場 所  木更津市立中央公民館 第 7 会議室 

 

4 出席者氏名 【公民館運営審議会委員】15 名 

陶山 隆司  村上 淑子   船木迫 久美子  北村  和則  青木   健   

元木   栄   三上 由美子 鈴木  正   秋元  豊  山田  治子      

渡利  明  安藤  清康   澤邊  賢司     清水 弘美  鶴岡  栄次郎   

【教 育 長】  高澤 茂夫  

【教育部長】  岩埜 伸二 

【公民館長】16 名 

石井 一彦 （中央公民館）   鈴木 修一 （八幡台公民館） 

山口 玲子 （富来田公民館）  髙橋 栄二 （東清公民館） 

大河原 敏雄（岩根公民館）   星野 隆弘 （清見台公民館） 

山本 卓人 （鎌足公民館）   西嶋 久美子（畑沢公民館） 

竹内 淑子 （金田公民館）   玉川  剛 （岩根西公民館） 

加藤 高明 （中郷公民館）   渡辺 賢一 （西清川公民館） 

桑田  紀 （富岡公民館）   石井 春久 （波岡公民館） 

吉田 貞利 （文京公民館）   篠原 和行 （桜井公民館） 

【事務局職員】4 名 

         松本 明子 （中央公民館副主幹） 

         小野 裕太 （中央公民館主事） 

萩野 雄大 （中央公民館事務員） 

宮城 三津子（中央公民館社会教育指導員）          

5 議題及び公開又は非公開の別 公開 

議案第 1 号 平成 30年度公民館事業実施結果について 

（1）平成 30年度公民館重点目標・施策に対する取組結果 

（2）各公民館の事業重点目標に対する取組・成果と課題 

（3）平成 30年度木更津市公民館実践交流集会  実施結果 
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議案第 2 号 「地域づくりとこれからの木更津市の公民館事業のあり方について 

（公民館事業を中心に）」の意見交換 

 

          報告事項  （1）各種選出委員からの活動報告 

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ﾊﾞﾙ実行委員 

               （2）その他 

 

6 傍聴人の数  0 人 

 

7 会議概要  以下のとおり 

   

  事務局より、出席者数が 2 分の 1 以上に達した（20 名の定員に対して 15 名の出席）ので、本会議

が成立したこと、及び、本会議は公開制であることを報告。 

  平成 30 年度木更津市立公民館運営審議会第 4 回定例会を開会する。 

  山田 治子委員長の挨拶の後、山田 治子委員長の議長で審議に入る。 

 

＜議案第 1 号 平成 30年度公民館事業実施結果について＞ 

山田 治子委員長： それでは、議事を進めさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

議案第 1号「平成 30年度公民館重点目標・施策に対する 取組結果」に入ります。

最初に、平成 30 年度の公民館全体の重点目標・施策に対する取組結果と利用状況

について説明をお願いします。つづいて、平成 30 年度の各公民館主要事業の成果

と課題について、各公民館長より説明をお願いします。 

     なお、各公民館からの事業報告につきましては、4 回に分けて審議したいと思い

ますので、中央公民館から資料の掲載順に 4館ずつお願いします。 

その後、去る 2 月 11 日に中央公民館で開催された「木更津市公民館実践交流集

会“子ども達は地域で育つ”」～地域とともに盛り上げる青少年事業～の実施結果

についてお願いします。また、説明はいずれも簡潔にお願いします。 

では、まず、「平成 30 年度公民館重点目標･施策に対する結果」について石井中

央公民館長、お願いします。 

 

石井中央公民館長： それでは平成 30年度公民館重点目標・施策に対する取組結果についてご報告いた

します。 

 公民館長からの説明  

 



3 

 

 

山田 治子委員長： では、次に「各公民館事業重点目標に対する取組み・成果と課題」について 4

館ずつ区切って説明をお願いします。 

まず、中央・富来田・岩根・鎌足公民館お願いします。 

石井中央公民館長： 中央公民館でございます。平成 30 年度重点目標に対する取り組み・成果と課題 1

ページ、事業報告の 1 ページからでございます。1 つ 1 つ説明する時間はございま

せんので、特徴的なものを取り上げます。まずはじめに、重点目標の 1 点目でござ

いますけれども、第 7 回のわがまちたんけんぽんぽこラリーを開催いたしました。

これにつきましては、地域で各団体と協力し、また学校との連携を深めながら進め

ております。中学生のボランティアが育っておりまして、たくさんの中学生ボラン

ティアに参加いただいております。さらに文化祭や花いっぱい運動などでも、中学

生のボランティアが活躍しました。それと 2 点目は中央キッズクラブや障害者の方

が集まるポランの広場で、パラリンピックの競技であるボッチャを行い、ボッチャ

で公民館を盛り上げていこうという機運が高まりました。そして地域課題につきま

して、中央公民館では防災をテーマにした事業を行いました。この防災の事業で来

年度 4 月に地区の区長さん方が集まって、避難所運営マニュアルの作成員会を立ち

上げようということになりました。この学習から住民主体の活動に展開しておりま

す。ゆくゆくはまちづくり協議会の設立にむけ、つなげていこうと考えております。

また旧中央公民館の閉館の関係でありがとうイベントや仮移転の関係のオープニ

ングセレモニー、仮移転後はじめての文化祭等を行ってきました。中央公民館から

は以上でございます。 

 

山口富来田公民館長： 富来田公民館の山口でございます。よろしくお願いします。まずはじめに資料

の差し替えについてですが、事業について漏れがありましたので、追加資料を配

布させていただきましたので、事業の概要についてはそちらをご参照ください。

平成 30 年度重点目標に対する取り組み・成果と課題 3 ページから 4 ページをご

覧ください。富来田公民館では、「歴史と自然を活かした心豊かな人づくり」を目

指し、より多くの住民に親しまれる、地域に根ざした公民館運営」を経営方針と

して掲げ、4 つの重点目標をもって事業を進めてまいりました。重点目標の①「地

域の関係団体や学校との連携を深めた青少年教育事業」では、サタデースクール

を中心に、ふるさとの自然や地域の人々とのふれあいを目指して実施し、講師や

指導者に地域の方々に数多く協力していただきながら、多くの小中学生の参加を

得ることができました。また、生き生き子ども地域活動促進事業では、小中学校

の方が積極的に児童・生徒を参加させていただきましたので、公民館利用者等と

の交流もできました。さらにまちづくり協議会などが中心に進めております、コ

スモスフェスティバル、また文化祭の場には中学生ボランティアが積極的に参加

していただきました。重点目標の②の「地域の教育力の向上を目指した、各事業
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の充実」では、幼児の親子の交流をはかる「きしゃぽっぽ広場」、および小中学生

の保護者対象の「いちご学級」を通年で実施いたしましたが、地域の少子化の影

響もあり、また参加者数が多くならないこともあり、実施方法については模索し

ております。一部カリキュラムに公開講座を挟んだこと等により、普段の学級生

以外の参加を得ることができ、今後につなげていくことが出来るという手応えを

感じております。重点目標の③「各種団体との連携・協働による地域づくりの取

組み」では、まちづくり協議会との連携を重点に、納涼大会やコスモスフェステ

ィバルなどのイベントに地域を挙げて取り組むことができました。重点目標の④

「地域の高齢化に対して、高齢化社会の課題の一つ、「終活」についての学習を行

う」では、テーマが「終活」という抵抗感を感じさせる恐れのあるものでありま

したが、予想よりも多くの方に参加をいただきました。しかし、取り掛かりが遅

かったため、内外に対する PR が不足し、知っていれば参加をしたかったという

人がいたと後から伺いましたので、来年度は夏前にはプログラムを立て、予想外

に多くの人の参加があったため、きめ細かな対応に欠ける面がありましたので、

そこを補っていける講座にしていけたらと思っております。富来田公民館からは

以上でございます。 

   

大河原岩根公民館長： 岩根公民館より、今年度の事業について、新規事業を中心に報告いたします。

年度当初、館の経営方針として、「地域に根ざした公民館活動を推進し、また来た

いと思う温かい公民館をめざす」ということを掲げました。まず、「公民館を、世

代を問わず誰もが交流できる場所にしたい。」「語らずとも歌で心を通わせ、歌と

一杯の珈琲を通して、人と人とのつながりをつくりたい。」という願いから、『い

わねうたごえ喫茶』を立ち上げました。まちづくり協議会のコミュニティカフェ

事業の一環として月に 1 回行っており、「入れたての珈琲を飲みながらみんなで

懐かしい歌を歌おう」という趣旨で、毎回 40 人以上の参加者があり、楽しい時

間となっています。また、岩根東地区は、市内でも高齢化率が高いことから、高

齢者向けの講座について、見直しや新たな開設を検討してまいりました。昨年 3

月に市民講座として行った「健康相談や薬の適切な使用に関する相談などができ

る講座」を、今年度は、地域包括支援センターやまちづくり協議会と連携し、昨

年 12 月より姿を変えて『健康よろず相談室』として、スタートさせました。現

在は、いわねうたごえ喫茶と連携（同時刻に開催）し、「よろず相談」を待ってい

る間、珈琲を飲みながら、「うたごえ喫茶」に参加するといった方も増えてきてい

ます。地区住民会議の一環として、毎年夏に行っている「ナイトウォーク」は、

岩根中学校生徒の参加はもとより、保護者、地域の各団体等も含め、約 220 名の

参加がありました。また、秋に行っている「いわねイーストふれあい祭り」は、

防災をテーマとして、地区の防災対策に向け、地区住民が、顔見知りになること

も目的として、今年度も開催いたしました。岩根公民館からは以上でございます。 
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山本鎌足公民館長： 鎌足公民館では地域の生涯学習・社会教育活動の拠点として活気ある公民館活動

を実施するとともに、地域住民との協働または同じ目標を掲げる各種団体を支援し、

心豊かな青少年育成や人づくり。地域づくりをめざしています。鎌足地区では、3

年前（H28.12）に鎌足地区まちづくり協議会発足にあたり、地域課題のアンケート

調査を実施しています。その中で、①少子高齢化にともなう人口減少、②後継者不

足、③鳥獣害被害の増加、④耕作放棄地の増加、⑤市街地や病院への足の確保など

があげられています。 

「まちづくり協議会」はこれらの課題に主体的に取り組んでいます。公民館はこれ

らを積極的に支援し、地域住民に鎌足の魅力を再認識していただき、郷土愛を醸成

し、活気ある鎌足をつくるために、地域内外に情報を発信していく必要があると考

えています。鎌足公民館では、これらの地域課題とリンクした事業を展開していま

す。「伝統ほうき作り研究」では、公民館そばの畑でほうきもろこしを栽培し、そ

れを使って座敷ぼうきをつくることで、伝統を継承し、耕作放棄地を減らすことを

目的としており、30 代～40 代の参加者が中心となっています。「鎌足むかし発見講

座」では、地域の古文書調査や 仏像調査を通して地域の歴史を掘り起こしていま

す。「環境講座」では、この地域でしか体験できないことを織り交ぜながら、より

大きな環境についても考えていけるように構成しています。「子ども体験事業」つ

いては、地の利を生かして地域の水田からとれた藁や竹などを使った工作を行い、

子ども達にこの地域ならではの魅力を感じてもらっています。公民館事業は、地域

の特性を生かした様々な切り口で、住民が正面から取り組みにくいまちづくりにつ

いて関心をもってもらえるような環境をつくっていきたいと考えています。 

 

 

山田 治子委員長： ありがとうございました。それでは、これより委員の方々から質問、または意

見を求めます。質問や意見等のある方は、挙手をしてからご発言願います。 

 

鶴岡 栄次郎委員： 鶴岡です。1 年間多くの事業に取り組み、どうもご苦労様でした。中央公民

館長にお聞きします。先程説明のなかで、公民館使用料についてだいだい 1,400

万円ほど見込めて、そのうち 380 万円ほど備品購入に充てるというお話があり

ましたが、この 4 月から公民館の使用料をとるようになって、使用料について

各公民館が懇談会等を行っていると思います。そのなかで、料金関係について

どんな意見があがっているか、そういったものがあればお聞かせ願いたい。 

 

山田 治子委員長： はい、お願いいたします。 

 

石井中央公民館長： はい。使用料の件でございますけれども、中央公民館でもこの 2 月に利用者
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懇談会を行いました。その席で出された意見が多々ございますけれども、使用

料につきましては、良い悪い半々ほど、仕方がないという意見も含めてご意見

を頂いております。なかには、もう一度無料の原則に戻してほしいという意見

もございます。ただ実際に管理にお金がかかっているというところで、少しで

も協力をしたいという声も半分ぐらいございまして、おおむね理解できるでき

ない、半々ぐらいの意見がございました。以上でございます。 

 

山田 治子委員長： いかがでしょうか、鶴岡委員。 

 

鶴岡 栄次郎委員： ありがとうございます。波岡公民館でも利用者懇談会があった時に、あるサ

ークルから、波岡公民館の 1 番広い部屋が集会室で、1 時間あたり 400 円です。

それで、体操関係をやるところは人数が少なくても広い場所を使うわけです。

そんななかで、1 時間単位の料金になっていますから、できたら 30 分ごとに

してもらえると、準備とか片付けとかその 30 分のうちにできるので、自分た

ちが出すお金も少なくてすむので、30 分ごとにできないかという意見もありま

した。以上です。 

 

山田 治子委員長： ありがとうございました。他にいかがでしょうか。 

 

石井中央公民館長： 基本的には公民館含め、市の施設すべてが 1 時間単位の使用料という形にな

っております。その関係で今まで 2 時間半活動していた団体が 2 時間になった

り、準備を含めて 3 時間活動しようと配分していることは承知しております。

市全体が 1 時間ということでありますので、検討するのが難しいということで

ございます。以上です。 

 

山田 治子委員長： よろしいですか。他にはいかがでしょうか。はい、北村委員。 

 

北村 和則 委員： 各公民館で使用料をとるようになって、今まで利用していたサークル等が割

合にしてどの程度減ったのか。その点をお聞きしたいのと、380 万円で備品を

購入するというお話がございましたけれども、各公民館全部において備品を購

入するのか、その点をお聞かせ願いたいと思います。 

 

山田 治子委員長： では、石井館長お願いいたします。 

 

石井中央公民館長： まず全体的な利用人数でありますけれども、約 1 割減の利用に今年度はなっ

ております。これについて有料化が要因なのか、はたまた高齢化等が要因なの

か、また中央公民館は仮移転がございまして、すべてこれが有料化が原因で 1
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割減となったかどうかについてはまだ調査をしておりませんので、少し検討さ

せていただきたいと考えております。備品につきましては、全 16 館で 380 万

円ということで、今年度必要な備品を各館から上げていただいて、その備品を

優先順位をつけて購入しております。今日 3 月議会が通りましたので、来年度

につきましても 324 万の備品購入費がついておりますので、これについても優

先順位を検討しながら、割り振って全館で使っていこうと考えております。以

上です。 

 

北村 和則委員 ： その 324 万という金額はどうやって算出されたのですか。 

 

石井中央公民館長： 歳入がいくらかということで協議をしておりまして、今年度歳入が 1,900 万

円となる予測をしておりまして、2 割の 380 万円分備品を購入しました。来年

度につきましては、1,620 万円の歳入の 2 割が 324 万円となっております。歳

入の 2 割を備品で購入させて頂く形に来年度もなっております。以上です。 

 

山田 治子委員長： よろしいですか。 

 

北村 和則委員 ： ありがとうございました。 

 

山田 治子委員長： では続いて、金田・中郷・富岡・文京公民館お願いします。 

 

竹内金田公民館長： 閉館に伴い最後の年となり、「ありがとう金田公民館」を常に意識しながら

各種事業を展開してまいりました。特に新旧住民の出会いと交流の場・心と心

をつなぐ憩いの場として公民館が大きな役割を担うことができるように次の 2

点に力を入れました。 

1 つ目は、コミュニティーカフェの開催です。かねだコミュニティーカフェ

は、金田地区まちづくり協議会が主催して、2 年目となりました。今年は、各種

ミニイベントを取り入れることで多くの参加を促し、新旧住民の交流の場とし

て機能できるようにしました。そして、金田地域交流センターになってもずっ

と続いていくことを願い、推進委員や地域のボランティアによる運営を中心に

進めてまいりました。 

2 つ目は、地域課題事業「なかよし倶楽部」の取り組みです。乳幼児を持つ

若い母親の子育て支援事業として年間 23 回実施しました。年度末には 80 組を

超える登録がありました。急増する新住民の孤立した育児を支援することは金

田地区にとって最優先事業であり、母親の居場所の提供であり、乳幼児に関す

る家庭教育の場と捉えました。コミュニティーカフェの日に合わせて事業を実

施することで、旧住民との交流を積極的に奨励しました。また、市の保健師に
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よる育児相談の機会を設け、不安を取り除けるようにしました。どちらの事業

も次年度も続けられるように申し送ります。金田地域交流センターでも、世代

を越えた多くの人々が集い、絆を深めることができる事を期待しています。こ

れで金田公民館は閉館となります。ありがとうございました。 

 

加藤中郷公民館長： 中郷公民館館の成果と課題についてご報告いたします。資料の 12 ページか

ら 13 ページを中心にかいつまんで説明します。本年度は事業の重点目標を 4

点掲げました。ここでは主に、重点目標の 1 番目、そして 3 番目についてご報

告いたします。 

 まず、1 つ目は、「地域の関係機関や団体との連携を深め、青少年教育事業の

充実を図る。」についてです。中郷地区は、子どもの数が減少している中、中心

となる青少年育成協議会や青少年相談員・青少年補導員との連携を一層深め、

地域の他団体の協力や理解を得ることにより、地域全体で青少年の育成に取り

組むことができました。「生き生きこども地域活動促進事業」として「中ＧＯ！

探検オリエンテーリング大会」さらに、サタデースクールや放課後子ども教室

として「中郷子ども教室」「中郷梨っ子くらぶ」を実施しました。子ども達と住

民の参加者数も延べ 557 人にのぼります。 

  次に、「市民による地域活動への支援」についてですが、地区の区長会を中

心に多くの団体・機関が各役割を認識しながら活動しています。公民館は、こ

こに掲載の 6 団体の事務局となっています。特に、本年度「中郷中学校閉校記

念事業」については、年度当初寄付活動から始め、市教育委員会の援助を得て、

記念碑建立と記念誌の発行を行うことができました。そしていよいよ来たる 24

日（日曜日）に記念碑除幕式と閉校記念式典を市教委の指導と協力のもと、行

う予定です。市内では前例の無い統合であり、手探りで地域住民と、再編課や

学校との間に立ち、事務局として、両者の要望や意向を双方向に伝えつつ、進

めてきました。今月 31 日をもって中郷中学校は 72 年の歴史に幕を閉じること

になります。また、これから来年度にかけて大きな課題が 2 つあります。 清

川中学校との統合に伴い青少年育成協議会を清川地区住民会議と統合するため

の準備を、生涯学習課のもと東清公民館とともに進めていく事。もう一つは、

昨年暮れから区長会と進めている、「まちづくり協議会」の設立準備です。両方

とも地域にとって重要な課題となります。 

 

桑田富岡公民館長： まず、当館の運営方針ですが「富岡地区における生涯学習・社会活動の拠点

として、地域に根ざした公民館活動を推進する」ことを掲げ、その実現に向け、

重点項目として「子どもから高齢者まで、誰もが利用しやすく親しまれる公民

館づくり」、「地域とともに歩む公民館活動の推進」など 4 つの重点項目を基に

地域の文化祭や利用者合同移動研修会、各種教室などを推進して参りました。 
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事業の特徴としましては、当館では陶芸サークルがとても盛んで、陶芸サーク

ルのベテラン方を講師に地域の方を対象に「大人陶芸教室」や地域の小学生を

対象に富来田公民館との共催で「子ども陶芸教室」を実施しています。また、

「わくわく子ども自然体験教室」、「わくわく子どももの作り教室」も共催で実

施しています。また、高齢者が多い地区でもありますので健康教育事業としま

して本年度は「糖が脂肪になるって本当！？～糖質異常症について詳しく知ろ

う～」と題し、ここの特定診断結果を基に学習したところです。 

 

吉田文京公民館長： 本日は事業の重点目標①「サタデースクール事業」と、重点目標⑤「地域講

座」についてお話させていただきます。 

まず①のサタデースクール事業の主な事業は「子ども体験教室」と「文京公

民館チャイルドボランティア」がございます。「子ども体験教室」の内容は、「映

画鑑賞会」「篠笛づくり」「七宝焼き」です。伝統文化への関心を高めるねらい

で「篠笛づくり」を企画したところ応募者が殺到し、ニーズの高さを感じまし

た。「チャイルドボランティア」は公民館まつりの運営や協力、また老人ホーム

や障がい者施設の訪問、地域交流餅つき大会などを行いました。市のレク協会

の協力を得て、事前研修を行い、訪問先では、好評を得ることができました。

子どもたちが高齢者や障がい者と直接接し、歌や踊り、プレゼントやメッセー

ジを手渡すことは貴重な体験だったと思います。これらの事業に共通して言え

ることは、子どもたちの事業に、大勢の大人が関わったということです。保護

者や地域の方々、レク協会やボランティア、高齢者学級やサークルの方々が協

力をしてくださいました。今後もこの連携をさらに進めていきたいと思います。

課題としては、参加者の拡大と、企画・運営を少しずつ子どもたちに委ねてい

くことだと考えます。新年度は地域の子ども会とも連携する方向で話し合いを

進めています。 

⑤の「地域講座」の「未来思考船」という事業です。コーディネータを中心

に座談会形式で行い、地域の魅力や夢を語り合い、地域づくりを考えていこう

とするものです。今年は実際に太田山を散策したり、木更津高校の協力を得て

高校生と意見交換をする機会を作りました。どんなに小さなことでも私にもで

きる小さな活動を模索してきましたが、自分たちができることを、取り組んで

いこうとする気運が少しずつ出始めていますが、今後、参加者が企画、運営す

るように取り組んでいきたいと思います。住民会議主催の「通学合宿」は今年

で 16 回目を迎えました。桜井公民館を会場に多くの地域の方々のおかげで終え

ることができました。地域との連携では、今年度特新たに、公民館まつりで「拓

大紅陵高校書道部」、未来思考船で「木更津高校」の協力をえることができまし

た。これまで小中との連携を進めてまいりましたが、さらに地元の高校とも連

携を進めていきたいと考えます。以上で文京公民館の報告を終わります。 
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山田 治子委員長： ただいまの館長の説明に対して、ご質問やご意見のある方はお願いいたします。 

 

北村 和則 委員： 金田公民館の次年度の課題及び展望のところに、新金田地域交流センターへ

公民館業務を移行、と書いてありますが、交流センターができまして、今まで

通り金田公民館の館長、そして公民館運営審議委員は置くのでしょうか。それ

をお尋ねしたいと思います。 

 

山田 治子委員長： はい、お願いいたします、石井館長。 

 

石井中央公民館長： 金田公民館につきましては 3 月末で閉館ということで、公民館の位置づけが

交流センターの中にございませんので、館長はおりません。金田地区選出の公

運審については置く予定で作業が進んでおります。 

 

北村 和則 委員： ありがとうございます。 

 

山田 治子委員長： 他にいかがでしょうか。では村上委員。 

 

村上 淑子 委員： 各公民館みんなそうだと思いますが、事業を計画する時に住民の希望とか職員の

方が色々と検討しあって事業を実施する方向で行くと思いますが、16ページの文京

公民館の 1の目標のところの事業名の一番最後の「里山で遊び隊」の説明が何もな

かったのですが、「参加協力者なく中止」というのが、資料を見ていて気になりま

した。事業の内容と住民への周知の仕方や時期など、なにかこれについて説明をお

願いいたします。 

 

山田 治子委員長： では、お願いいたします。 

 

吉田文京公民館長： 私の説明が足りなくて申し訳ありません。もう一冊事業報告書というのがありま

して、そちらの 41ページの 6番に書かれているのですが、「野山歩き隊」という地

域講座として子どもたちを集めて実施しました。遊ぶというよりも大人の方と一緒

に 4回ほどハイキングに行ったため、サタデースクール事業としての「里山で遊び

隊」ではなくて、地域講座の「チャイルド野山歩き隊」という形で取り組みました。

これは子どもたちと大人たちとの話、要望のなかで一緒に行うといこうことで、こ

の事業になりました。 

 

村上 淑子 委員： 盛んにできたわけですね。4回ですか。 
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吉田文京公民館長： 4回です。1回目はうまくたの里をみんなで歩いたり、鎌倉、上野、横浜と 4回行

きました。 

 

村上 淑子 委員： 参加者協力者なく中止が嫌に耳に残ります。 

 

吉田文京公民館長： 表現が悪かったです。 

 

村上 淑子 委員： ここに書くべき事業ではなかったということですね。 

 

吉田文京公民館長： そうです。別の講座として行ったということです。 

 

村上 淑子 委員： わかりました。 

 

山田 治子委員長： では続いて、八幡台・東清・清見台・畑沢公民館お願いします。 

 

鈴木八幡台公民館長： 今年度は、耐震補強改修工事のため、7 月から 1 月末までの 7 か月間閉館とな

りましたが、貸館業務以外は、各公民館や自治会の集会所等をお借りしてほぼ例年

通り事業を実施することができました。各サークルの活動場所についても便宜を図

っていただきありがとうございました。本日は、4 つ目の重点目標である「地域の

コミュニティづくり」について報告させていただきます。本地域では、高齢化の進

む地区と子育て世代の多い地区との二極化が進んできています。そこで、地域住民

の出会いの場・交流の場づくりが重要と考え、「文化祭」と「まちづくり協議会」

の取組を推進してきました。文化祭は、例年の時期に実施できないため、「今年は

取りやめては」という意見もありましたが、2 月 9・10 日に公民館のリニューアル

記念も兼ね、実施することができました。初日は、心配していた雪にみごとに当た

りましたが、多くに方に参観いただき、多くの交流・学び・笑顔がみられた 2日間

となりました。まちづくり協議会は 3年目を向かえ、防災を中心に取り組み、公民

館が避難所となった時に、60人が 3日間過ごせる備品・飲料水等の準備や避難所マ

ニュアルの作成が終了しました。併せて、3 地区の住民を対象に、避難所開設訓練

や防災教室の実施、3 地区の交流会や地区夏祭りへの協力など 3 地区の交流が深ま

っているのを感じています。来年度は、新たに「コミュニティカフェ」の実施を考

えているところです。以上で報告とさせていただきます。 

 

髙橋東清公民館長： 東清公民館の高橋でございます。よろしくお願いします。資料の 21頁から 23頁

をごらんください。4 つの重点目標を持ちましたが、中でも青少年教育事業につい

ては、力を入れました。ワクワク教室というサタデースクール事業は工夫をしてみ

ました。夏休みの宿題解決につながるポスターつくり教室や冬休みの書初め教室の



12 

 

開催をしたことです。書初め教室では、木更津総合高校書道部のみなさんの力を借

りました。他に、お飾り作りも地元有識者のみなさんの力で実施しました。たんけ

ん遠足では、前期に国立劇場の｢歌舞伎鑑賞教室｣への参加。後期は上野公園から湯

島天神を見学し、東京大学のリニューアルされた生協の学食を体験し、東京大学構

内探検と地下鉄大江戸線乗車と日テレタワーの見学とゆりかもめの乗車をしまし

た。先頭車両に陣取り変わり行く景色に見入っている子どもたちの姿が印象的でし

た。乗り物に乗車するということは乗り過ごしが心配なのでなかなか実施に躊躇す

ることでしたが、これもボランティアの 3人の力を借りることが大きいです。青少

年育成会議では、花いっぱいの運動一環で、鎌足桜保存会さんから桜の苗木を寄付

いただき、東清小学校の 6 年 4 人・5 年生 7 人で、東清公民館の駐車場に植樹しま

した。ほかに。他の公民館では余り企画のない「芸術鑑賞講座｣では、美術館・劇

場等の移動研修ばかりでなく講師を呼んで実施することを取組みました。課題とし

て、家庭教育学級への参加希望者が少ないので、今後の運営方法を検討する必要が

あります。更に、先ほど、中郷公民館から報告がありましたように、青少年育成会

議の統合に関して、生涯学習課の指導で、1 年間かけて調整する会議をすすめるこ

とです。雑っぱくですが、以上で報告を終了します。 

 

星野清見台公民館長： 清見台公民館は、今年度掲げた四つの重点目標（家庭教育・子育て支援の充実、

青少年教育の充実、地域文化の振興と交流、地域の課題解決の推進）のうち、“関

係機関等との連携による地域の課題解決”に関する事業についてご報告いたします。

まず、平成 27 年度から継続的に実施している「防災講座」についてですが、前年

度受講者のアンケート結果や地域のニーズ等を踏まえ、「自分の身は自分で守る」

を基本テーマに、防災・減災に向けた日頃の備えや災害弱者に対する支援を主な内

容として 4回行いました。さらに、これまでの講座の実績をもとに、各地区の取組

の現状や課題について自主防災会関係者と協議を重ね、昨年 6月に地域内の９つの

自治会と各避難所関係者等の協力を得て、清見台・太田地区防災連絡協議会を立ち

上げました。防災に対する地域の連携を進めるために、公民館が中心となって積極

的な支援を行っております。具体的には、各地区の防災の取組に関する情報交換を

はじめ、各町内会に所属する世帯を対象とした防災アンケートを実施し、危機管理

課の助言を得ながら、清見台公民館の避難上運営マニュアル作りに取り組みました。

この 3月に清見台公民館のマニュアルが完成したことから、来年度はこれを基にし

た清見台公民館の避難所訓練や太田中学校・清見台小学校のマニュアルづくりに繋

げていく予定です。その他には、地域で様々なボランティア（清見台小スクールガ

ード、清見台小放課後子ども教室遊びっこクラブ、木更津プレーパークの会、赤十

字奉仕団、子ども食堂、認知症カフェ）を行っている方々の話をお聞きしながら、

気軽に交流し合う清見台わいわいひろば～地域のボランティアを囲んでのひとと

き～を 3回に分けて実施いたしました。清見台周辺も徐々に高齢化が進み、一人暮



13 

 

らしの世帯も増加しており、参加者の感想や意見を参考に、次年度も地域の潜在的

なニーズを探りながら、今後、公民館としてどのような支援ができるか検討してま

いりたいと考えております。 

 

西嶋畑沢公民館長： 畑沢公民館の、今年度の事業の成果と課題について、ご説明いたします。畑沢公

民館では 5つの重点目標を掲げ、事業に取り組んでまいりましたが、時間が限られ

ていますので、重点目標 4の「地域課題解決のため住民の主体的な企画・運営によ

る講座を解説し、学習を深めるとともに地域に向けてのアクションの方策を探る」

について、重点的に説明させていいただきます。この目標に該当する事業は、開設

2 年目となります、地域まるごと健康カレッジと今年度新たに立ち上げました「地

域ボランティア入門講座」です。今回は「地域ボランティア入門講座」について詳

しくご説明させていただきます。講座開設にあたり、畑沢地域の 1番と課題は何か

考えたところ、高齢夫婦世帯や高齢独居世帯の増加に伴う諸問題ではないかという

仮説をたて、また既存のボランティア団体である「畑沢さつき会」のスタッフ減少

と高齢化という機能の弱体化を克服するための学習機会の充実に焦点を当て、同講

座を立ち上げました。立ち上げにあたり 5 月に企画委員を募集し、2 回の企画会議

を開催いたしました。学習プログラムを企画委員とともに作り、9 月の開講にこぎ

つけました。どれくらい受講希望があるか大変不安でしたが、定員の 20 名の応募

があり順調に回を重ねることができました。受講生はみな熱心で、出席率も良く、

地域のために自分は何ができるかを真摯に考え、行動に移したいと考える人が多か

ったように感じました。1 年目の本年度は入門編として、まずボランティアの理念

についての講義や、実際にボランティアを市内各地で頑張っている方のお話を聞い

たり、認知症サポーター講習など様々な角度からボランティアについて学習しまし

たので、来年度以降はテーマを絞って、防災あるいはコミュニティカフェ、またそ

の他皆で相談しながら学習を深めていけたらと考えております。畑沢公民館からは、

以上です。 

 

山田 治子委員長： ただいまの館長の説明に対して、ご質問やご意見のある方はお願いいたします。 

 

秋元  豊 委員： 畑沢公民館の件で、地域ボランティアの入門講座で 20人集まったということです

が、新規の方はいらっしゃいますか。そういった講座をやるとだいだいすでによく

活動している人たちが来るのが本音なのですが、基本的には新しい人を探し出さな

くてはいけないのが現実なので、その辺を教えてください。 

 

西嶋畑沢公民館長： はい。新規事業ですので、受講生はある意味全員新規なのですが、畑沢さつき会

のスタッフメンバーが 3 分の 1 ほど入ってくださいまして、またその他様々な学

級・講座にも参加している方、サークル活動をやっている方もだいたい 3分の 1ほ



14 

 

どは、目新しい講座ということで入ってくださいました。そしてこれまでまったく

公民館に足を運んだことのない方が 3分の 1ほど来てくださいました。この学級の

方は、7 回の講座でしたが、その合間に畑沢さつき会の高齢者サロンが何回か、ク

リスマスサロンが 12 月の末に、それからひな祭りサロンというのが 3 月の頭にあ

りましたので、その 2回のサロンに初めて地域から参加した方が呼びかけましたと

ころ、スタッフの補助のような形でサロンに参加してくださいました。高齢者の話

し相手になっていただいたり、色々な準備作業などにも、スタッフの方たちととも

に参画してくれました。ただそのままさつき会に入るかというとまだそこまでの段

階には至っていないというように伺っています。 

 

山田 治子委員長： よろしいでしょうか。はい。他にいかがでしょうか。村上委員。 

 

村上 淑子委員 ： 清見台公民館の、25ページの下半分の④の目標等についてですが、考慮した点・

成果・今後の展望の文章の中にアンケートという言葉がたくさん出てきています。

各館やっていると思いますが、このアンケートという言葉は他では見なかったと思

いますが、自分自身を考えても回答する側になるとなかなかアンケートって面倒く

さいと思って項目を言葉で答えるものよりも、選択する項目のところだけ答えてし

まいがちですが、このアンケートは、対象者：前年度受講生と書いてありますが、

文章化したり、人数的にもここに挙げるような成果のある細かいアンケートの作成

をされているのでしょうか。 

 

山田 治子委員長： はい、お願いいたします。 

 

星野清見台公民館長： 先程お話したのは、防災の講座の件で例を上げましたが、防災講座は全 4回あ

りまして、それぞれの回でテーマや内容が違いますので、行った内容について毎回

どうだったか、受講者の反応や効果を確認するためのアンケート、そして他の事業

では、一つの事業が終了した時点で、一年間を振り返ってどうだったかという内容

のアンケートや感想を一言書いてもらうということはやっています。おそらく他の

公民館でも同じようなことはやっていると思いますが、それをもとに皆さんで話し

合いをして、また来年度の事業を公民館のなかで相談をして、新しい取り組みを考

えたり、継続したり、見直しをしたりするということをやらしていただいていると

ころです。以上です。 

 

村上 淑子委員 ： 大事なことなので。ありがとうございます。 

 

山田 治子委員長： 後はよろしいですか。はいどうぞ。 
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北村 和則委員 ： 清見台公民館長にお聞きしたいのですが、清見台公民館に体育館がございますよ

ね。それは公民館が管轄しているものでよろしいのですか。それと体育館の稼働率

はどの程度なのか、その点を聞かせていただきたい。 

 

山田 治子委員長： はい、お願いいたします。 

 

星野清見台公民館長： 清見台公民館は清見台コミュニティセンターの付属体育館なので、所管は教育

委員会で、清見台公民館のほうが公民館と同じように管理・運営をしております。

そのため、清見台公民館のサークル利用者と体育館の団体利用者は同等の扱いで、

清見台公民館には関係団体連絡協議会という利用者の組織がありますが、その中に

どちらのサークル利用者も入っております。それから稼働率につきましては、体育

館については利用人数はここ数年若干減っていましたが、29 年度、30 年度は少し

持ち直して増える傾向にあるように伺っています。稼働率について、毎日午前・午

後・夜間いずれかの定期団体が入っていますが、毎週必ず全部入っていて新規の団

体が入れないという状況ではないと認識しております。以上です。 

 

北村 和則委員 ： ありがとうございます。 

 

山田 治子委員長： では続いて、岩根西・西清川・波岡・桜井公民館お願いします。 

 

玉川岩根西公民館長： 岩根西公民館の平成 30年度事業の重点目標は全部で 5点ございますが、説明の

時間に限りがございますので、その中でも、特に成果が見られました事業について

ご説明申し上げます。特に重点目標、『公民館を中心とした地域自治の振興、また

通学合宿事業を促進させる。』についてご説明いたします。これにつきましては、

まちづくり協議会を始め、また通学合宿につきましても、これまで通りあくまでも

公民館は主導することなく、側面から支援するという形に配慮しました。その結果、

地域の住民やボランティアが主体となった自主的かつ主体的な運営がなされてい

ます。特に、昨年の 2月にお試しでプレオープンしたコミュニティカフェにつきま

しては、まちづくり協議会の主催ではありますが、珈琲講座受講生 自らが、『岩西

おしゃべりカフェ』と言うネーミングを付け、スタッフとなり熱心に運営していま

す。9月から毎月 1回のペースで、定期オープンしています。また、『上総ふまねっ

との会』に運営をお願いしている『ふまねっと運動講座』とカフェを同じ会場で併

せて開催することにより、地域住民のサロン、または交流の場として定着・発展す

ることを期待しています。以上をもちまして、岩根西公民館からの報告は終わりま

す。 

 

渡辺西清川公民館長： 30年度事業の重点目標は、5点でございました。当館は昨年の 7月から今年の
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1 月末までの 7 ヶ月間、空調設備の改修工事により閉館となりましたが、どの項目

も、開催時期や場所を調整して、概ね例年通りに実施ができたと感じております。

その中で、特に成果が見られた二つの事業につきまして、ご説明申し上げます。最

初に、重点目標 4点目の文化祭の関係でございますが、工事の関係で開催が危ぶま

れましたが、地区社協主催の「ふれあい会」と合同で、第 3中学校で開催できまし

て、規模は縮小になりましたが、例年どおり、手つきの餅の模擬店などには行列が

できて、大盛況でございました。何よりも、継続して開催できたことに、改めて地

域の絆の強さを感じることができました。続きまして、重点項目 5点目の中にあり

ます、「まちづくり協議会」の関係でございますが、今年度も毎月 1 回の防犯パト

ロールを実施いたしましたが、夏休みと冬休みの期間中には、この他に、各地区単

位でのパトロールの実施をお願いいたしまして、「地域の子どもたちの安全」に貢

献をしていただきました。また、視察研修でございますが、今年度は、6 月に東京

ガス本社と扇島の液化天然ガスの貯蔵基地、10月には、東京消防庁の本所防災館と、

2 回実施いたしまして、地域の更なる防災への関心を深めることができたと感じた

ところでございます。なお、各項目の実施した内容・成果・課題等につきましては、

資料のとおりでございますが、それぞれの課題が見えた部分につきましては、来年

度に活かしていきたいと考えております。 

 

石井波岡公民館長： 波岡公民館です。事業重点目標に対する取り組み・成果と課題の、5 点目「公民

館活動を通して得た学習成果を地域活動へ活かすための支援と働きかけに努める」

というところの、「備え人養成講座」について重点的に説明させていただきます。

この講座は、当館を避難所とする 5 自治会の協力を得て、第 1 回 6 月 10 日を皮切

りとし、12月 9日の第 6回でマニュアルは完成しました。今後は前年度にマニュア

ルが完成している波岡中学校で、今年度一部の自治会で訓練を行ったものを、管内

の全自治会で行い、どの程度マニュアルの通りに動けるのか確認していければ良い

と思います。もちろん、今後、周知徹底や修正を重ねていかねばなりません。今後

の課題として、まちづくり協議会の防災部会として、いまだ発足していない「まち

づくり協議会」設立の足がかりとしたいと思っています。 

 

篠原桜井公民館長： 今年度も，子供から高齢者まで市民の皆様方に親しまれる公民館を目指し、職員

は【進んで挨拶，お互いにしあう】、そして、【何かひと言掛け合う】ことをベース

としながら取り組んできました。利用者にも上記と同じ事をしていただければとお

願いしています。従来からの課題であります、「若い世代も公民館に」を念頭にお

き活動しました。そのために、従来からの事業である子ども祭(文化祭，クリスマ

ス会)を子どもの実行委員会が企画運営し子どもの体験活動を充実させました。ま

た，今年度から子育てで悩む母親が親子で自由に参加でき交流できる『子育てフリ

ー広場』を開催し，自分たちの企画で運営しています。このことにより，親子教育
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学級の入級等に繋がってきました。他に，昔の桜井地区で行なわれた海苔作りが体

験できる『桜井海苔まつり』では，子どものころ体験した地域の方も手伝いに来て

くれ，さらに，地域のボランティアさんが海苔を使った｢味噌汁｣｢酢の物｣｢海苔雑

炊｣を振舞い，満足した参加者から来年の実施を願われました。他に四季の星空観

察会は定着し多くの方々が参加してくれるようになり，子どもから高齢の参加者ま

での交流にも繋がっています。このことで，子ども達の活動の場や親世代，高齢者

までの広い世代で元気で明るい声が聞こえています。 

 

山田 治子委員長： ただいまの館長の説明に対して、ご質問やご意見のある方はお願いいたします。 

 

澤邊 賢司 委員： 防災関係のことでお聞きしたいのですが。波岡公民館の「備え人養成講座」です。

今お聞きしましたところまちづくり協議会の組織がないということですが、それな

のにかなり上級な講座を開いているということで大変羨ましいのですが、こちらの

方で何か組織として講座を中心的に引っ張っているもの、もちろん公民館主体でや

っていると思いますが、自治体なのか、自主防災組織がやっているのか、その辺を

お聞きしたいのですが、よろしくお願いします。 

 

山田 治子委員長： 波岡公民館長、お願いいたします。 

 

石井波岡公民館長： 波岡公民館のカバーする地域は大久保団地と団地ができる以前の土地が 4つあり

まして、大久保団地は自主防災会が 7つの各町内会にあります。その方たちが、狭

い範囲で動いていたのを、もっと統合して動いていかなくてはならないのでは、と

いうのが動きやすかったというのがあります。それと昔からの波岡村・波岡町の時

代の区にはそういったものができていない、そういった人たちも取り込んで一緒に

やっていかなくてはいけないのでは、ということで、良い機会になったのではない

かと思います。後は鶴岡委員のほうが補足があればしていただけると思います。 

 

山田 治子委員長： 何か補足がありますか。 

  

鶴岡 栄次郎委員： 今館長が説明した通りなのですが、波岡公民館で「備え人養成講座」でマニュア

ルを作ったというのは、まずはじめに木更津市が市の避難所運営マニュアルを作っ

たから、各避難所、小学校、中学校、それから公民館に作っていこうというのがあ

りまして、5 月に公民館長の方から、公民館でもマニュアルを作りましょうという

お話がありました。それに伴って、波岡の場合は波岡中学校も避難所としてありま

すが、そこについては 3年前に大久保団地の 7町会と連合自主防災会の石川さんと

いう人がいまして、東京消防庁で働いていた方で、凄く活動力、実行力がある方で

す。その人がいたので、波岡中学校については避難所運営マニュアルを作ろうとい
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うことで作ってありました。今度は公民館もマニュアルを作らなくてはいけないと

いうことになり、公民館でもマニュアルを作りましょうと話が公民館からありまし

た。中学校の場合には大久保団地の 7町会の防災会と連合自主防災会でつくりまし

たが、公民館については、下烏田、中烏田、それから大久保、そして滝沢地区があ

りますが、ここの人も入れ込まなくてはいけないということで、公民館のほうから

そこの区長に声かけをしてもらい、区長さんを集めてもらいマニュアルを作ったと

いうことです。ただ、先程館長の方から話がありましたけれども、マニュアルが出

来たというだけで、それが実際どう動けるかというのは来年以降にかかっています。

以上です。 

 

山田 治子委員長； よろしいですか。なにかご意見ありますか。はい、鶴岡委員。 

 

鶴岡 栄次郎委員： よろしいですか。波岡公民館ですが、35ページの重点目標のところで、談話コー

ナーで市民ギャラリーとあります。私は工作はあまりやらないので、市民ギャラリ

ーにはあまり関心がありませんでしたが、成果・課題ということでこうして上がっ

ていますので、見てあれっ、思いました。確かに市民ギャラリーについては、出来

た時に公民館だよりでお知らせがありました。ただ、それ各月発行される公民館だ

よりの片隅にでも、今市民ギャラリーでどんなことが展示されているかというのが

あると、主要サークル利用者だけではなく、行ってみようと思う人が出てくると思

いました。公民館だよりのなかで市民ギャラリーの現在の展示のお知らせがあると

良いと思いました。これは意見でした。もう一点意見があります。今避難所運営マ

ニュアルの話がありましたが、今年避難所運営マニュアルについて、各公民館の業

務として取り組んだところは、中央・波岡の 2館だけがこの事業報告書に書いてあ

ります。それで、危機管理課の方に、他の公民館で避難所運営マニュアルを作って

いるところはありますか、と確認したところ、まちづくり協議会で作っているとこ

ろが多くありまして、鎌足、金田、八幡台、清見台、桜井。ここの公民館はまちづ

くり協議会が主体でマニュアルを作られています。全部で 6 つの公民館について、

マニュアルが出来上がりつつあるところと、出来上がったところがあるようです。

ただ、16館ありますので、他の館についてもぜひ来年度以降マニュアルをつくって

いただきたいと思います。何故マニュアルが必要であるかというと、洪水等で避難

所を開いているところもあると思いますが、大災害が起こった際に住民の人たちの

感じ方・避難所への来る手段が全然違いますので、混乱をきたさないように、マニ

ュアルを作っておいてください。木更津は震度 6が来るといわれていますので、早

急に取り組んでいただきたいと思います。5 月の時も言いましたが、8 年前の大震

災があったときに千葉県も被害を受けております。その被害を受けたところの公民

館の職員たちがどんなことを思ったか、どういった行動をしたかというのが資料と

してあります。「千葉県内の公民館は東日本大震災にどう対応したか」。千葉大の教
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育学部で作ったものがありますので、これをぜひ見ていただきたいと思います。こ

の本の中に 12 の提案があるのでそれを見てくださいと前回言いましたが、木更津

についての提案しか見てくれません。木更津は東日本大震災の時、被害がなかった

ので、提案の中では「マニュアルを作れ」としか書いていません。そうではなくて、

被害があったところの公民館がどう対応したかをじっくり読んでいただいて、それ

から公民館の避難所運営マニュアルをつくっていただければと思います。もう 1点

ですが、公民館運営審議委員として去年、今年と会議に参加させていただいいます

が、感じたのは、公民館経営方針・重点目標と事業計画とで何故 2つに分けなくて

はいけないのかということです。一つにまとめてしまってもよいのではないかと思

います。ぜひそうしていただきたいと思います。以上です。 

 

山田 治子委員長： では続いて、「木更津市公民館実践交流集会“子ども達は地域で育つ”」～地域

とともに盛り上げる青少年事業～の実施結果についてお願いします。 

 

山口富来田公民館長 ：説明 

 

山田 治子委員長： ありがとうございました。それでは、これより委員の方々から質問、または意見

を求めます。質問や意見等のある方は、挙手をしてからご発言願います。 

 

 質疑応答  

 

山田 治子委員長： それでは、議案第 1号につきましては了承されたものといたします。公民館長を

はじめ職員の皆様におかれましては、それぞれの地域の実情や地域住民のニーズに

応じて、地域の課題や住民の生きがいづくりに対応した事業を、住民とともに実施

されており、準備から開催まで大変ご努力されていると思います。 

これからも、公民館が市民にとって身近で、地域の拠り所であり続けるために、

様々な団体・組織、他の行政分野などとの連携を一層深めながら、地域に密着した

事業がますます充実・発展していくことを期待しております。 

 

議案第 2号「地域づくりとこれからの木更津市の公民館事業のあり方について」 

山田 治子委員長： それでは、審議を再開します。次に、議案第 2号「地域づくりとこれからの木更

津市の公民館事業のあり方について」意見交換を行います。 

はじめに、事務局から説明をお願いします。 

 

事 務 局： 第２回、第３回の公運審に引き続き、今回も同じ議案を取り上げさせていただき 

ました。ご提示させていただきました意見交換の題材から意見をいただくというこ 

とで、３点の題材を挙げさせていただき、ご意見をいただきました。 
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１．施設(現在の公民館)とこれからの再配置計画について 

（１）「公民館の配置については、１中学校区に１公民館を基本に進めてきたが、 

耐用年数等による建替えの際は、都市計画の地区区分である８地区を基本に統合を 

進める。」と記載されていることについて、どう考えますか。 

（２）「公民館と学校、その他施設の複合化を進めることにより、地域拠点として

の機能向上を図る。」と記載されていることについて、どう考えますか。 

（３）「金田公民館については、（仮称）金田地域交流センターへ機能移転する･･･」 

について 

２．職員体制について 

いただいたご意見については、みなさんに配布させていただいております資料をご 

覧ください。 

本日は、「３．(公民館)事業について」ご意見をいただきたいと思います。前回 

までにお配りしております資料を使いながら、審議を進めたいと思います。特にご 

覧いただきたい資料をご案内します。 

・公運審が平成２８年３月に答申した「地域づくりとこれからの木更津市の公民

館事業のあり方について(答申)」 

・「今後、木更津市の公民館が取り組むべき事業について」 

（こちらは、公運審答申の抜粋と、その後職員が小委員会で話し合いを進めた「公

民館が今後取り組むべき事業の方針について(提案)」と「地域課題の解決に向けた

地域づくり推進事業」を各公民館が実施していくための基準を記しています。） 

          ・「平成３０年度第３回木更津市公民館職員専門研修会資料集」 

         （こちらは、２月２８日に市内公民館職員で研修を実施したときの資料です。各地 

域の課題を解決するために実施した事業について記しております。） 

そして、さきほどの第１号議案の資料 

・平成３０年度 重点目標に対する取り組み・成果と課題 

・平成３０年度 公民館事業報告書 

もあわせてご用意ください。 

 また、本日資料をお配りさせていただいておりますが「今後、木更津市の公民館

が取り組むべき事業について」こちらについて石井中央公民館長より説明いたしま

す。 

 

石井中央公民館長： お手元の資料をご覧いただきながら、説明を聞いていただければと思います。こ

の資料につきましては、第２回、第３回の公民館運営審議会にてお配りしたものに

なります。まず３ページをご覧ください。こちらは、平成２９年に木更津市立公民

館連絡会の「これからの公民館事業検討委員会」が作成した提案になります。その

中の１．公民館事業方針策定の趣旨の中に“こうした中、木更津市の公民館では、

平成２７年９月に公民館運営審議会に対し、「地域づくりとこれからの木更津市の
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公民館事業のあり方について」の諮問を行い、平成２８年３月に答申を受けまし

た。”とあります。その答申の中身の主な提言として６つ提示されています。この

６つの提言を、公民館運営審議会の皆さんから私たち館長がいただいた形になりま

す。この提言を基に、木更津市立公民館連絡会の「これからの公民館事業検討委員

会」で検討を重ねて平成２９年３月に提案書を作成しました。公民館としましては、

答申を受けましたので短期目標と長期目標に分けて、短期目標は今年度（平成２９

年度～平成３０年度）までにということで、６つの提言のうちの幾つかに関わるも

のについて短期で行うものとし、１つ目に新たな利用者を開拓するためコミュニテ

ィカフェのモデル事業の試行として中央公民館、岩根西公民館、金田公民館、岩根

公民館で実践が行われています。また、八幡台公民館でも来年度実施予定となって

おります。２つ目に公民館 HP の充実ということで、編集委員会を設置し特集ペー

ジを作成する検討をしております。最近、木更津市の HPがリニューアルしました。

当初トップページから生涯学習・公民館のページがなくなっていましたが、市民か

ら公民館のページを探しにくい等の意見もあり、担当課（情報政策課）と協議し再

度トップページに掲載をしてもらいました。３つ目としては、地域課題の解決を目

指した事業の充実ということで平成２９年度には１０館、平成３０年度は１５館で

実施しました。そして先ほどもでましたが、公民館の事業数が多くなっているとい

うことで、事業の見直しや重点的に取り組む事業の検討を各公民館で行っていくこ

とにしております。最後に、全体事業の見直しということで、今年度も実施しまし

たが実践交流流会（以前は公民館の集いや研究集会）は全体で取り組むものとして、

今後も続けていくことを目標に行っております。各事業の見直しについて、今年度

は十分に議論する機会がありませんでしたが、各公民館で議論しながら内容や方法

について工夫を凝らして行ってきております。 

          また、来年度からは中長期目標に掲げたものが始まります。また、教育振興基本

計画の第２期基本計画も始まります。今年度までの第１次基本計画を基に公民館の

事業をどうしたらいいのかを実際に考えていくことになります。特に、教育振興基

本計画の中では地域の課題に取り組む事業を、現在は各公民館１つ１５館で行って

いますが、次の４年間で各公民館が２つの事業を行い、３０事業にしていくと目標

値として設定しております。また、高齢者教育に関する事業についても、現在は高

齢者学級として概ね１５の事業を実施していますが、それ以外に高齢者が地域を元

気にする役割を果たすような事業を各公民館でもう一つ行っていこうという目標

値も設定しております。合わせて家庭教育事業は生涯学習の中心的な事業でありま

すが、今年度は全館で回数としては４３１回実施しましたが、これを４年間で４５

０回まで伸ばすという目標を立てております。青少年教育事業について、今年度は

１６館で３４７回実施しましたが、それを４年後には３７０回に増やすことを目標

にし、家庭教育事業・青少年教育事業を充実させることを考えております。今後、

中長期目標を再度公民館で確認していくわけですが、特にまちづくり協議会の設立
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に向けた学習が大きな重点になるかと思いますので、地域の課題に取り組む事業を

通して、それを契機にまちづくり協議会へ結びつけていこうと考えております。防

災については、避難所ごとの避難所運営マニュアルの作成を進めていきますが、作

ることが目標ではなく、それを通して地域の中のつながりや、人と人との関係づく

りが大事になっていくかと思います。学習・交流を活動に展開する、そういった事

業が今後目指すべき事業なのではないかと考えております。地域の中の人間関係が

希薄化している状況もありますので、今後４年間は「地域力の向上」として人間関

係の構築をいかに図っていくか、人と人との関係づくりをいかにしていくか、更に

は絆づくりをどう進めていくのかを十分に考えた上で、地域活動へつながる学習活

動を展開して参りたいと考えております。 

 

山田 治子委員長： それでは、「地域づくりとこれからの木更津市の公民館事業のあり方について、(公

民館)事業について」ご意見をいただきたいと思います。また、質問・ご確認した

いことがありましたら、お願いします。 

 

秋元  豊 委員： これらの活動に市民がいかに参画するのかが、一番大事になってくるかと思いま

す。公民館職員は多くの事業を行っており、その事業に人を集めるのも大変なこと

かと思います。職員の方の負担を減らすためにも、これを何らかの形で他の団体と

共同で行うなどの手を考えていかなければならないと考えております。家庭教育学

級・幼児学級などに参加すると、その後小学生・中学生になっても公民館へ足を運

んでいます。しかしながら、これらの学級の対象者である若い年層の方は公民館だ

よりなどを回しても、はっきり言って読む方は少ないと思います。一番大事な、家

の中や地域で孤立化している子どもとお母さんは中々参加できないのが現状かと

思います。そこで一つお願いになりますが、幼児については年に１回や２回保健所

で健康診断を行うかと思いますが、その時にこういう講座があるよというのをチラ

シなどで渡して、それを見れば地域に入っていく第一歩になるのではないかと思い

ます。そのような対象者層がよく集まったり、利用する施設など機関にお願いする

などして公民館職員も手を抜かないと、今後４年間で事業を増やすということです

ので、ますます厳しくなっていくのではないかと思います。それと関心がある方は

公民館だよりを見ている方も多いかと思いますが、それ以外の方は口コミで広がっ

ていくことが多いかと思います。合わせて検討していただければ思います。 

 

石井中央公民館長： 広報の仕方については、委員がおっしゃったとおり、ひと工夫ふた工夫していく

必要があると思っております。健康診断、乳幼児検診等の場でのチラシ配付や口コ

ミなど工夫していきたいと思っております。また、公民館だけで事業を行う時代で

はありませんので、提言いただいたとおり NPO の団体なども含めて地域の多様な

団体、教育機関、行政、企業等との連携もしっかりとっていきたいと考えておりま
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す。 

 

 

鶴岡 栄次郎委員： 事業数を増やすというお話がありましたが、今年の計画書の事業数が３２８事業

で、それを増やすということですが、３２８事業内の金田公民館の分を抜いてしま

うと、更に他公民館の事業数が増えるのではないかと思います。 

          もう一点、参加者の募集のところで八幡台公民館が波岡公民館の方に、声をかけ

ている話がありましたが、募集方法として従来だと公民館区の人を対象に募集をし

ていたと思います。これからは、事業数が増えるということで対象区域を拘らず募

集していくということでしょうか。 

 

石井中央公民館長： 原則、基本的な考え方としては各地域の人を対象とした事業と考えております。

ただし例えば複数の公民館で合同で事業を行うことも考えておりますので、そうい

った意味で他地区の人も参加できる事業があってもいいのではないかと考えます。

また事業数を増やすことについては４年間努力をしていこうということですので

頑張っていきたいと考えております。 

 

陶山 隆司 委員： 公民館のホームページについてですが、ホームページを見てみると更新ができて

いない館も見受けられます。これからはどういったタイミング、サイクルで更新を

行う予定でしょうか。 

 

石井中央公民館長： 一月に１回は確認し、古いものについては削除、新しいものについては更新など

をするように進めていきたいと考えております。しかしながら全体でのホームペー

ジ担当がいませんので、各館の職員が合間を縫って行う形になりますが、今後は職

員会議等で確認・指示をしていきたいと思っております。 

 

秋元  豊 委員： ホームページ更新について、職員の方の負担を軽減するためにも、学生などとタ

イアップして行っていくのはいかがでしょうか。そうやって、外部の手を借りると

いうのも一つの手かと思います。私は、八幡台地区に住んでいますが八幡台公民館

の職員の方は、よくやってくれていますが、地域に頼るといいながら頼っていませ

ん。地域に頼ってくれれば意外、協力的に協力してくれる方は多くいます。 

 

石井中央公民館長： ありがとうございます。地域に頼っていく、また地域とともに進めていくという

ことが大事だと職員に話しをしていきたいと思っております。 

 

石井中央公民館長： 先ほど事務局からもお話しましたが、今年度の大きな議題として「再配置計画に

おける公民館のあり方」が一つ大きな柱、そして「職員体制」、本日の「事業」と
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いうことで３つございますが、特に再配置計画については色々な意見がございまし

た。事業につきましても、事業のあり方というのは、施設のあり方と大きく関連し

ていきます。先ほど、これからは自分の地域だけではなくて・・・という意見もあ

りましたが、やはり地域に根ざしながら寄り添いながら、公民館は地域になくては

ならないという考えのもと、今後も事業を展開していきたいと思いますし、職員体

制についても、有資格者を配置していることが木更津市の良さだと思いますし認識

しておりますので、その辺も考えながら事業を展開して参りたいと思っております。 

 

山田 治子委員長： 今年度 4月から原則有料化になり、公民館の使用料が始まりました。これからも

公民館が地域活動の拠点であることに変わりはありませんが、われわれ市民が公民

館をよりよく利用できるよう市民目線の運営について議論を重ねながら、慎重審議

を重ねていく必要があると思います。 

 

報告事項 （1）各種選出委員からの活動報告 

（2）その他 

   各委員からひとこと 

高澤茂夫教育長よりあいさつ 

 

山田 治子委員長： 各公民館の館長のみなさま、それぞれの地域の公民館活動の充実・発展のために

ご尽力くださり、誠にありがとうございました。皆さまにおかれましては、本市の

公民館の運営に、それぞれのお立場からお力を発揮していただきました。あらため

て深く感謝申し上げ、議長の任を降ろさせていただきます。 

これをもちまして、木更津市立公民館運営審議会第 4 回定例会を終了いたしま

す。 

 

以上で全ての議事を終了し、第 4 回定例会を閉会した。 

 

 

平成３１年３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 


