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５ 議題及び公開又は非公開の別 公開
議案第１号 令和元年度公民館文化祭（まつり）及び視察研修の実施について
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(グループ討議)
報告事項

（１）各種選出委員からの活動経過報告
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（２）その他
・第７１回千葉県公民館研究大会について
6 傍聴人の数
7 会議概要

0人
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１６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。
令和元年度木更津市立公民館運営審議会第２回定例会を開会する。
＜議案第１号 令和元年度公民館文化祭（まつり）及び視察研修の実施について＞
事務局より、各公民館から報告をいただきたいところだが、本日は台風１９号接近に伴い、開催
予定の文化祭については、館長からの説明は省略し、事前配布した資料をもとに審議いただきたい
旨説明する。
青木

健 委 員 長： それでは議事に入ります。議案第 1 号令和元年度公民館文化祭、及び視察研修の
実施についてです。実施内容については、中止の富来田公民館、富岡公民館、延期
の中郷公民館の 3 館に絞らしていただきます。はじめに富来田公民館お願いします。

水越 学富来田公民館長： 富来田地区でございますが、先日の１５号の台風の被害で、市内各所それぞれ被
害はあったと思います。特に富来田地区については非常に被害が甚大でございまし
た。停電の期間も非常に長く、台風が過ぎ去った後、富来田地区の文化祭について
は、まちづくり協議会と区長会と、文化祭実行委員会が連動しながら地域の行事を
開催しているということで、それぞれの長と話し合いを行いました。その結果です
けども、年内中の富来田地区の行事、一番直近で言いますと、コスモスフェスティ
バルなどもすべて中止となりました。やはり今はそういう状況ではないのではない
という話になりまして、富来田地区につきましては、今回第４０回を予定をしてい
たのですが、今年度については中止となりました。その代わり、来年度、オリンピ
ックイヤーにちなみまして、盛大にやったらどうかというような話が出ましたので、
今年度については中止ということになります。また富岡公民館の方の文化祭につい
ても、富来田地区ということで、地域全体で話をした結果ということで、富岡につ
いても、中止という方向に流れておりますので、ご了承願いたいと思います。
青木

健 委 員 長： はい、ありがとうございました。富岡公民館、何かございますか。
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桑田 清行富岡公民館： 先ほど説明がありましたけども、９月１２日木曜日に第 1 回文化祭実行委員会を
予定していました。ところが、台風の関係で延期となりました。思った以上に、被
害が大きくて停電も続きました。実行委員会をいつやるかということで、とてもそ
ういう状況ではありませんでした。そこでやっと落ち着いた１０月１日火曜日に、
役員会、これは実行委員長、副委員長、事務局が集まって文化祭の方向性を話し合
いました。そこで出ましたのは、被害の大きさ、日常生活に苦労している住民がた
くさんいる、ということを一番大事に考えました。そして、地域の祭礼がほぼ中止
になりました。地域の祭礼が中止になっている時に、文化祭をやるのはどうだろう
かということで、その席で、今年は中止にしようということで決定しました。この
決定を１０月２日、次の日から実行委員が手分けをして、全宅訪問をし、中止を伝
えました。皆さん反応としては仕方がないという反応でした。
青木

健 委 員 長： 中郷公民館お願いします。

加藤 高明中郷公民館長： 中郷地区も富来田地区、富岡地区と同様に、この台風１５号の被害は大変甚大で
ございました。完全に復旧するまではまだまだ時間と労力はかかりそうです。その
ような中で、あるサークルが発表を目指して作成活動をずっと続けていましたが、
そのサークルから台風被害で自分の家も、或いは農業地も作業地も、復旧がなかな
か思うようにいかない。そんな中で、制作活動になかなか気が向いていかない、集
中できないということで、今回の文化祭については、参加を辞退したい、というよ
うな申し出がありました。そこで、まちづくり協議会や、公民館運営協力委員会等
の役員を集めまして、いろいろ意見を聞きました。その中で、やはり文化祭という
のは、サークルが一生懸命やっていることが、地域住民の目を引き、そして地域住
民が見に来てくれたり、参加してくれたりすることになるだろうと。そのサークル
の人たちが、それでもこの日にやるしかない、決まっているからしかたがないとい
うような気持ちでやっていては、あまり良くないのだろうというような意見が出て
きたりしました。主体であるサークルが、活気があるからこそ、文化祭が盛り上が
って充実していくのだろう、というようなことで改めてこの話し合いの中で文化祭
の重要性を考えさせられたわけです。それではどうしようかということになって、
今年の６月にまちづくり協議会が中郷地区では立ち上がりましたので、第１回目と
して１１月３０日に、音楽会をまちづくり協議会で開こうということになっていま
した。これは中郷小学校を会場に、隣の袖ケ浦市在住のプロのソプラノ歌手の方を
呼んで、そして音楽会を開くということで、そしたらそれとジョイントしてやろう
と、会場も当初から同じ予定だったので、１１月３０日に文化祭を開催する予定で
います。ただ、舞台発表は開催出来ず、ソプラノ歌手の発表だけであとは展示部門
を中心にやっていきたいと考えております。
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青木

健 委 員 長： はい。ありがとうございました。次に金田地域交流センターの山下さん、お願い
します。

山下 要一郎金田出張所長： ただ今ご紹介がありました通り、文化祭の主体が指定管理者の三幸ですので、江
澤センター長がここに来て、ご説明申し上げたいところなのですが、自主避難所の
運営をすでに始めているところでございまして、どうしてもこちらに伺えないとい
うことで、私が代わりにご説明させていただきます。今日お手元に配らせていただ
きました青いチラシが文化祭のチラシになります。これも事前に配布することがで
きなかったことを、お詫び申し上げます。金田地域交流センターの第１回の文化祭
ということで、１０月２７日午前９時から１５時まで開催を予定しています。その
チラシの裏に細かい日程が載っていますが、以前から金田公民館で活動していたサ
ークル、加えて市内のサークル、それから交流センターになってはじめて使用する
ようになったサークル等含めて、公民館時代から比べると少し多くの団体が参加し
てくれていること、それから金田公民館時代にはなかった発表部門を文化祭に導入
して、他の公民館と同じように発表部門・展示部門の２部門で行えること等が金田
公民館時代の文化祭と比べて違うところだと思っております。
今、まちづくり協議会を中心とした実行委員会で鋭意準備をしておりますが、初
めてのことですので、手探りのなか、また台風の被害のなか、なかなか準備も整わ
ずに急ピッチで進めているところです。幸いにも１０月２７日に視察で寄っていた
だく予定になっていますので、新しい金田の文化祭をぜひその目で見ていただけれ
ばありがたいと思います。そして、視察に来ていただいている時間に、金田地域交
流センターの愛称を発表する式典もありますので、視察に来られる方はもちろん、
お時間のある方は時間に合わせて当日足を運んでいただけるとありがたいと思い
ます。
青木

健 委 員 長： ありがとうございました。各公民館の文化祭につきまして、ご質問やご意見のあ
る方いらっしゃいますでしょうか。北村委員。

北村

和 則 委 員： 質問ではございませんけど、今回また台風１９号が猛烈な猛威を振るって、明日
あたりから日曜日にかけて来る予報が出ています。こういった災害で多大な被害が
出た場合、また各公民館が避難場所として使われた場合、再度２週間ぐらい避難所
として、ブルーシートなどいろいろな災害用物資の配布場所となると思います。ま
た、各公民館まつりは、今月末から開催されるところが多いと思います。台風１９
号の被害が拡大した場合のことを考えると、ただいま富来田と富岡が中止というこ
とを聞きましたが、それ以外の公民館も、被害が拡大した場合は中止ということも
考えられるということでしょうか。お聞きしたいと思います。
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青木

健 委 員 長： 石井中央公民館長、お願いします。

石井 一彦中央公民館長： 今後中止などが考えられるかというご質問だと思いますが、基本的には実行委員
会方式を採用しておりますので、地域の方々と公民館が、一緒になって実施するか
しないかについて、それぞれの地域で検討がなされていくのではないかと思ってお
ります。昨日、中央公民館も実行委員会が行われました。その中では１１月２日、
３日でありますけれども、実施していこうというような方向で検討されております
ので、今後この１９号の被害がどのぐらいになるかということも頭に入れながら、
各地域でも検討がなされていくのではないかと思っております。
青木

健 委 員 長： よろしいでしょうか。

北村

和 則 委 員： わかりました。やはり今回被災されている人が、市民の中で多数いると思います。
今回 19 号がまた来て、二次被害がかなりの数が出ると思います。そういった場合
やはり被災されている人のことを考えると、やってる公民館がある、やらない公民
館もあるというのは、少し考えなくてはいけないのでは、と私個人的に思います。
今回１９号の台風が甚大な被害を出した場合は、公民館まつりとしては、市として、
被災者のことを考えると、少し考えなくてはいけないと、私は思いますので、その
辺をお汲み取り願いたいと思います。

青木

健 委 員 長： ほかにご質問、ご意見等ございますでしょうか。はい、山田委員。

山田

治 子 委 員： 予算についてですが、あまり今まで気にしていませんでしたが、５館ほど２０万
円もいかないで開催している公民館があります。一番驚いたのは富来田公民館と桜
井公民館がそれぞれ１９万円と１８万円で開催しています。結構公民館として規模
が大きいと思うのですが、何をどのように心がけて、その少ない予算で開催してい
るのかというのをお聞きしたいです。何年か前に、八幡台公民館が 11 万ぐらいで
開催していることにびっくりしてお聞きしたら、十分出来ていますということだっ
たんですけど、富来田公民館と桜井公民館を考えたときに、結構盛大な文化祭なの
で、なおさらお聞きしたいと思いますが、教えていただけますか。

青木

健 委 員 長： はい、では水越館長。

水越 学富来田公民館： 富来田公民館を私の方から。私も実は今年初めて富来田公民館の館長になったの
で、初めての文化祭を経験するはずだったのですが、今お話した通り、中止になっ
てしまいました。この予算規模なのですけども、富来田地区はまちづくり協議会を
中心として、納涼大会、またコスモスフェスティバル等々のいろんなイベントがセ
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ットされています。さらに地域の商工会が、公民館のお祭りの中に入っている実態
がありまして、模擬店だとか、その商工会の方からの収入、副収入とでもいいまし
ょうか、そういうものが入ってきたりしています。あと広告料。地域の区長さんな
どが非常に積極的です。納涼大会などを見ていますと、今年私初めて出ましたが、
随分と広告料といいますか協賛金を集めていただいたということもありましたので、
そのあたりを文化祭等に振り分けていただいて、やっている印象を受けております。
実際私が経験していないので何とも言えないのですが、そういう部分から見ても、
予算規模が比較的富来田は豊かなのかなという印象を受けております。
山田

治 子 委 員： ありがとうございました。桜井はどうでしょう。

米澤 雅史桜井公民館長： 桜井公民館の米澤です。私も今年度ここへ来て、経験はしていないのですが、富
来田と同じで、サークル連絡協議会に参加しているサークルの方たちが、文化祭の
中で、模擬店などを行っております。その中の収益等も使わせていただいておりま
す。そういった形で他の公民館よりも少なくなっていると理解していただきたいと
思います。以上です。
山田

治 子 委 員： ありがとうございました。あとは富岡、八幡台、西清川も１０万円台ですが、皆
さんも同じような状況でしょうか。西清川も結構派手に模擬店等もやっていますが、
そういう収益もあってのことなのかと思います。いろいろと皆さんご苦労しながら、
また地域の方と協賛しながら進めている文化祭なのだということが、よくわかりま
した。ありがとうございます。

青木

健 委 員 長： 他にご意見、ご質問等ございますでしょうか。ないようでしたら、議案第１号に
ついては承認されたものといたします。公民館の地区文化祭運営の蓄積が地域づく
りを支える活動につながっています。それぞれの地域で、実りのある取り組みが展
開されることを期待しております。
１０月２７日の視察研修では、各地域の特色や公民館の新しい取り組みを拝見で
きればと思います。委員の皆様は、是非、出席をお願いいたします。また、今回お
伺いすることのできない公民館につきましても、個人的に足を運んでいただければ
幸いですので、よろしくお願いします。

＜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
意見交換(グループ討議)＞
青木

健 委 員 長： 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
6

いて」意見交換 に入ります。
事前に資料をいただいておりますので、事務局から説明をお願いします。
事務局説明
青木

健 委 員 長： ここで、本日お手元に配りました社会教育委員会議の視察内容（公民館・学校・
図書館等の複合施設の視察、７月４日実施）について、鶴岡俊之副委員長よりご紹
介をお願いします。このあとの話し合いで、参考の一つになるかと思います。
鶴岡委員紹介

青木

健 委 員 長： ありがとうございました。それでは、分かれて話し合いをしてください。
３部屋に分かれてグループ討議(1 時間)

青木

健 委 員 長： では、どのような話し合いがなされたか、各グループの司会進行を務めた館長か
ら報告をお願いします。

渡邉 祐二畑沢公民館長： A グループは、現状の公民館をわかっていただき、いいところ悪いところを話し
ましょうというところから入りました。
まず第一に、一中学校区 1 公民館構想があることが、地域に根ざした公民館とし
て地域の意見が公民館運営に伝わる最大のメリットであるという意見がありまし
た。
また、公民館利用者が、高齢化していることに対して意見が出ました。現状では、
今の公民館でも交通機関を使わないと公民館まで行くことができない場合もあり
ますが、地域の集会所を利用してでも公民館の必要性を伝えていけば、公民館の役
割をもっと浸透させていくようにしていけるのではないかという意見がありまし
た。
また、施設が複合化したら変わっていくのではないかという反対意見がある中、
統廃合して中学校と公民館が複合化することによって、公民館利用者が中学生と顔
を合わせることによって生まれる新たな交流、今仮移転した中央公民館の前は学習
コーナーとして開放されていますが、いい解釈として考えるならば、よい雰囲気が
広がっているように思います。
さらに、複合化、あるいは統合化して公民館が減ると、遠くなって行けない人が
増えるのではないかという意見もありました。
最後に、職員体制の話になりまして、特に非常勤館長は 2 年くらいで終わり、去
られるので、地域に根ざした職員体制を作っていくためにも、なんとかしてしてほ
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しいという意見がありました。
公民館の良さを伝えていくためにも、単に財政難だからという理由だけで複合化
するのではなく、地域に根ざした公民館を作り上げていくために知恵を絞っていく
努力が必要であるという意見がありました。
青木

健 委 員 長： はい、ありがとうございました。次に B グループお願いいたします。

水越 学富来田公民館長： Ｂグループですが、いくつか意見が出ました。その中で、最初に公共施設再配置
計画の８地区を基本に統合についてということで、話をしました。その結果ですが、
少子高齢化ですとか、人口の偏りなんかがあるということで、簡単に８地区に分断
するっていうのは難しいだろうと。それはやはり都市計画や、あと、学校との統廃
合の兼ね合いも考えながら、考えていく必要があるのではないかという話が一つ出
ました。
それとともに、公民館は、今まで学習の拠点ということで、活動をしてきたんで
すが、これからは、プラスアルファー、今回のその防災の関係も非常に注視されて
いる部分もありまして、現在の数を減らすことが果たして、いいのかと。やっぱり
大きな地域にまとめてしまうことが、イコール今の防災のくくりで分けてしまうと
いうことになると、これ以上大きく地域をまとめていくことは難しいのではないの
かという意見が出ています。
それと同時に、防災学習面と、防災面、いわゆる行政面の部分も、考えていく必
要があるということであると、現在の職員の人数、常勤の方が２人だとか、全部で
３人だとかというような体制では、とても今のいろいろな地域の問題を解決してい
くことは難しいのではないかという話が出ました。
大きくまとまった部分での事業展開も必要だし、逆に今まで公民館が培ってきた、
さらに小さなコミュニティーを育てていく、事業体制も作っていかなくてはいけな
いのでないかというような意見も出ました。
あとプラスですけれども、広報活動、特にらづナビなどを中心とした広報活動を、
もっと公民館は活用しながら、地域または市の中へ展開していくことによって、公
民館の存在意義だとか、今の公民館の地位を高めていくことにもつながるのではな
いかというような話がありました。
もう少し話をしていきたかったのですが、雑駁にまとめるとこんな形でございま
す。
青木

健 委 員 長： はい、ありがとうございました。次に C グループお願いいたします。

星野 隆弘清見台公民館長：

Ｃグループですけれども、まず、途中で公民館にはですね、大きく三つ大きな機

能があるだろうということで、日々の生涯学習の場としての機能と、それから、地
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域コミュニティーをつくっていく地域づくりの拠点としての機能、それからもう一
つ、今回は台風 15 号でいろいろ共通の意見をいただくと思いますけども、避難所と
しての機能、これが非常に大事だということで、特に今回の台風で、それぞれの地
区公民館が自主避難所として開設をして、例えば、今でもそうですが、ブルーシー
トや土のう袋や災害物資などの配布したり、地域の人達にも供給していく中で、や
はりいろんな人たちが地域で公民館を頼って来るというような現状を見ていると、
特に避難所としての役割を考えたときには、公民館がやはり身近なところに、自分
が住んで身近なところにないと、これは本当に大変なことになる。公民館が身近な
ところにあって、地域の人達が助かっているという話が最初にありました。
その中で、これからの公民館をどういうふうに配置していくのかということです
けれども、例えば、公民館がない時代から比べると、小学校や中学校、人口が増え
て子どもの数が増えて、今まで学校がなかったところに学校ができて、それに合わ
せて学校区に平行して公民館を作るというような流れで来たのですけれども、ここ
に来て、今度は高齢化、そして人口減少、子供の数が少なくなっていくと、学校区
域が再編されて学校が逆に少なくなって、では公民館も同じように減らせばいいの
か、学校が統廃合されなくなったところに、では公民館も必要ないのかというと、
必ずしもそういうふうに、同じように考えていいのかどうかっていうところは、ま
ず、疑問だという意見が出ました。
それと、あと現状では人口が増えている同じ中学校区の中でも、例えば二中学区
や太田中学区のように、請西東、請西南それから真舟のようなところ、中学校区の
中に、文京公民館と清見台公民館だけでは、カバーできないような地域に関して、
真舟にはやっぱり、公民館が必要なのではないかというようなところも含めると、
改めて公民館の再配置を今後きちんと丁寧に考えていく必要があるんじゃないか
という意見がありました。
それはもともと旧来の地域コミュニティーがあるところとの兼ね合いもあるで
しょうから、そういったことを総合的に考えて、統廃合したり縮小していくにして
も、そういったことをきちんと考えながら、よりよい再配置の考え方を示していく
必要があるのではないかなというな意見がありました。
それからもう一つ、今生涯学習課が、住民会議が中学校区に１公民館あるという
ことで、これについても、公民館が事務局で中学校区の中で運営しているので、中
学校区がなくなると当然、中学校が一つだから住民会議も一つにするというのは理
屈としてはわかるのですけども、もともとその地域が別だったところで活動してい
たものを、単純に一つにしてうまくやっていけるのかとか、逆に 1 中学校区 1 公民
館 1 住民会議という、考え方でいくならば、今行政が考えている再配置計画、８地
区を基本に公民館を統廃合するというような考え方と整合性が取れないというこ
とも出てくるので、もうちょっときちんと全体で考えていく必要があるのではない
かということも意見としては出されました。
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いずれにしても、単純に８ありきで、市内を８行政区域に分けて公民館を統廃合
していくというのは、非常に乱暴というか、ちょっと考えが大雑把でないかという
ような意見が出されましたが、その意見に対して皆さんが同じように考えているよ
うでした。
青木

健 委 員： 報告をいただきありがとうございました。これまでの意見を参考にして、これか
らのスケジュールについて事務局から予定がありましたら、お願いします。

事

務

局 ： このあとのスケジュールとしては、これまでの皆様の意見も参考に、館長から諮
問をいただき、諮問検討委員会を作り答申の準備を進めていく予定としたいと考え
ております。よろしくお願いします。

青木

健 委 員：

事務局から話がありましたが、今後諮問、答申を予定したいとのことですので、

委員のみなさま、よろしくお願いします。
次に報告事項について事務局よりお願いいたします。
事務局より報告
青木

健 委 員： 以上ですべての議事が終了いたしました。これをもちまして、木更津市立公民館
運営審議会第２回定例会を終了いたします。
ありがとうございました。
以上で全ての議事を終了し、第２回定例会を閉会した。

令和元年１０月１１日
議事録署名人 木更津市立公民館運営審議会委員長 青木
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健

