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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  令和２年９月３０日（水）午後３時３０分～午後５時００分 

 

３ 開 催 場 所  木更津市立中央公民館 多目的ホール 

 

４ 出席者氏名 【公民館運営審議会委員】１９名 

唐鎌  勲  陶山 隆司  村上 淑子  兼近 裕美   北村  和則 

西澤  功   青木    健   市川 一成  井上 茂男  鈴木  正 

清水 正夫  秋元  豊  山田  治子    渡利  明  安藤  清康 

岩田 眞爾  清水 弘美   山下 紀世美 鶴岡 俊之 

【公民館長】１５名 

星野 隆弘 （中央公民館）   佐々木 英之（東清公民館） 

水越  学 （富来田公民館）  安藤 道由 （清見台公民館） 

大河原 敏雄（岩根公民館）   渡邉 祐二 （畑沢公民館） 

佐藤 千明 （鎌足公民館）   玉川  剛 （岩根西公民館） 

加藤 高明 （中郷公民館）   吉田 貞利 （西清川公民館） 

石井 一彦 （富岡公民館）   矢野 直明 （波岡公民館） 

簑島 正広 （文京公民館）   米澤 雅史 （桜井公民館） 

鈴木 修一 （八幡台公民館）    

【事務局職員】４名 

         松本 明子 （中央公民館副館長） 

         西原 達平 （中央公民館主任主事） 

萩野 雄大 （中央公民館主事） 

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 公民館における新型コロナウィルス感染症防止対策の経過と現状に

ついて 

議案第２号 コロナ禍における公民館事業の実施について 

議案第３号 『諮問「これからの地域における公民館の役割について」』 

      の答申作成進捗状況について 

          報告事項  （１）令和２年度公民館運営審議会関連諸事業について 

               （２）その他 
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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１９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した。 

青木委員長より挨拶が行われた後、事務局より今年度から新任された委員および館長を紹介した。 

   令和２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 公民館における新型コロナウィルス感染症防止対策の経過と現状について＞ 

 

青木  健委員長： 議長を務めさせていただきますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

議案第１号「公民館における新型コロナウィルス感染症防止対策の経過と現状につ 

いて」に入ります。昨年は台風でしたが、今年に入ってからは新型コロナウィルス 

感染症対策のため、公民館は今までにない対応をして来られました。これまでの対 

応などについて星野中央公民館長より皆様へご説明をお願いします。 

 また議案第２号「コロナ禍における公民館事業の実施について」も関係がござい 

ますので、一括してお願いいたします。 

 

星野 隆弘中央公民館長： それでは、議案第１号と第２号につきまして、一括で説明させて頂きます。 

 はじめに、新型コロナウイルス感染症に対するこれまでの公民館の対応と現状に 

         ついてご説明いたします。 

          新型コロナウイルス感染拡大防止のため４月と５月の２ヶ月間は全館を臨時休館 

し、６月２日から施設の使用を再開いたしました。 

 施設の利用にあたっては、本市の新型コロナウイルス感染拡大予防に関する基準 

や全国公民館連合会から示されたガイドラインなどを踏まえて作成した公民館の 

感染予防ガイドラインに基づき、感染防止対策に努めているところでございます。 

具体的な感染防止対策でございますが、館内が密になる状態を避けるため、６月 

は使用回数を１回に限定して貸出を行いました。７月以降は、回数制限を設けない 

こととし、利用者に対し、検温や手指の消毒、活動中の換気、使用後の消毒の徹底 

をお願いするとともに、使用時間は２時間を上限に、使用人数は各部屋の定員の二 

分の一以内とするなどの対応を取っております。 

 この間、国・県の動向や健康危機管理対策本部の方針に基づき、団体の使用制限 

を緩和するため、６月１６日にガイドラインを更新いたしましたが、７月に入り再 

び感染者が増加に転じたため、再度ガイドラインの見直しを行い、８月１日以降は、 

合唱、詩吟、カラオケなど大きな声を発する活動、管楽器などの演奏、ペアで組ん 

で行うダンス、調理や飲食を伴う活動、乳幼児の親子活動など、飛沫感染や接触感 
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染のリスクが高い活動は、当面の間ご利用を控えていただくなど、ご理解とご協力 

をお願いし、感染防止対策に万全を期しているところでございます。 

 また、利用者の利便性を高め、感染リスクを少しでも抑えるため、土曜・日曜、 

夜間の利用団体が活動日に使用料を支払えるようにする方法として、土曜・日曜、 

夜間の管理委託業務の中に、アクアコインによる使用料の収納事務を追加いたしま 

した。中央公民館は、7月から土曜・日曜、夜間の支払いが可能となっており、他 

の公民館についても１１月から実施する予定です。 

 次に、議案第２号「コロナ禍における公民館事業の実施について」でございます 

が、公民館が事務局を担う住民会議やまちづくり協議会などは、実施可能な少人数 

での会議を中心に行い、参加者が概ね３０人を超える総会など大勢が集まる会議は 

書面会議で開催し、利用者懇談会などは、数回に分けるなど工夫しながら実施して 

おります。 

 また、各館が主催する講座・教室等につきましては、内容や方法、人数、会場な 

どを精査し、感染防止対策が十分可能なものについては、９月から開始したところ 

です。今年度は１５館全館で実施する予定でございます。実施にあたり、感染リス 

クの高い高齢者を対象とした教室や乳幼児の親子を対象とした催し、保育を伴うも 

のは当面の間中止とし、青少年に関する事業は、地域の活動状況等を考慮し、小中 

学校と協議した上で、慎重に判断することとしております。文京、桜井、清見台、 

岩根西の各公民館で毎年行っております通学合宿は、中止いたしました。 

 なお、現在公民館で活動することができない乳幼児の親子を対象に、家庭で気軽 

に遊びを楽しめる「スクスク動画」を作成し現在まで５回を実施しました。市の公 

式ＹｏｕＴｕｂｅ「きさづプロモチャンネル」で配信しており、今年度末まで継続 

する予定です。 

 昨年度全館で実施いたしました初心者向けスマートフォン講座は本市の ICT施策 

推進や電子地域通貨アクアコインの普及促進を図る観点から、今年度も引き続き複 

数の館で実施、または、実施する予定でございます。 

 利用者をはじめ地域住民が一堂に会して行われる公民館まつり（地区文化祭）に 

つきましては、感染防止のため、全ての地区で中止いたします。 

 今年度は、鎌足、中郷、文京、八幡台の各公民館が開館４０周年、西清川公民館 

が開館３０周年を迎え、記念事業に取り組んでおりますが、感染リスクの高い式典 

などは行わず、いずれの地区も記念誌の発行を主な事業として取り組んでおります。 

まちづくり協議会に関する進捗状況でございますが、令和３年度までの全地区設 

置を目標に取り組んでおり、市民活動支援課と密接に連携しながら、現在、中央地 

区が年内中、清見台地区が年度内の設立に向けて準備を進めており、さらに、清川 

地区、畑沢地区などでも地域内で協議が行われているところでございます。 

最後に、今後の取組でございますが、施設の使用に関しては、さらなる感染リス 

クの低減化をはかるため、利用者が活動日以外は極力公民館に足を運ばなくても 
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済むよう、申請方法の工夫や、夜間、土・日曜の利用団体に対するアクアコインの 

利用促進など、引き続き感染防止対策の徹底に努めます。その上で、社会状況や近 

隣市の動向などを注視しながら、全ての団体が１日も早く通常どおり活動できるよ 

う、ガイドラインの見直し時期とその内容について検討してまいります。 

さらには、オンライン会議の開催や、リモートによる事業の研究など、新しい生 

活様式を踏まえた公民館の取組についても、検討してまいりたいと考えております。 

以上でございます。 

 

青木  健委員長： ただいま星野中央公民館長よりご説明をいただきました。まずは議案第１号「公 

民館における新型コロナウィルス感染症防止対策の経過と現状について」に関する 

質問や確認したいこと、ご意見などはありますか？ 

 

北村  和則委員： 感染拡大予防のガイドラインに関して説明がありましたが、飛沫感染・接触感染 

のリスクが高いものとして複数のサークル活動が記載されているのですが、資料に 

記載されている留意事項を満たすことができれば、名前を挙げられているサークル 

でも活動できるのでしょうか。例えば私は社交ダンスを行っていますが、接触せず 

に型の練習を行うなども出来るのですが、そうした場合の対応はいかがでしょうか。 

 

星野 隆弘中央公民館長：ただいま北村委員がおっしゃった通りです。実際に社交ダンスのシャドー練習など 

具体的に公民館に相談に来ているサークルもあり、そうした団体については活動の 

中身を検討しながら貸与を判断しています。 

 

佐藤 千明鎌足公民館長： 鎌足公民館も同じようにシャドーで練習している社交ダンスサークルがあります。 

また他に詩吟の団体で詩を吟じずに読むだけという活動についても許可を出して 

います。 

 

北村  和則委員： 最終的にはそれぞれの公民館で判断するということでよろしいでしょうか。 

 

星野 隆弘中央公民館長： お見込みの通りです。留意事項の順守を前提に、各館で利用方法等を伺いながら 

判断しています。 

 

北村  和則委員： わかりました。 

 

青木  健委員長： では、続けて議案第２号「コロナ禍における公民館事業の実施について」に関す 

         る質疑をお願いします。 

 

北村  和則委員： 今年度は各公民館で周年事業を計画している館もあったかと思いますが、どのよ 



5 

 

うに動いているのでしょうか。 

 

佐藤 千明鎌足公民館長： 鎌足公民館は式典等を行わず、記念誌のみの発行です。記念誌は本日配布させて 

頂いております。また、その記念誌に載せきれなかったデータについては別途 USB 

を使って配付するという形を取っています。 

 

鈴木 修一八幡台公民館長： 八幡台公民館です。本館は記念誌の発行と記念樹の植樹式を計画しています。 

 

簑島 正広文京公民館長： 文京公民館です。４０周年記念誌の発行を計画しています。 

 

加藤 高明中郷公民館長： 中郷公民館は記念誌の発行を計画しています。 

 

吉田 貞利西清川公民館長： 西清川公民館です。同じく記念誌の発行のみで計画しています。 

 

秋元  豊 委員： 文京公民館の漫画イラスト教室について、これは専門家を呼んで指導してもらっ 

ているのでしょうか。どういった形で実施しているのかをお教えいただきたい。 

 

簑島 正広文京公民館長： 講師については少年ジャンプ等で連載したこともある鈴木さんという方にお願い 

しています。 

 

秋元  豊 委員： 子どもたちの反応はいかがでしたか？ 

 

簑島 正広文京公民館長： イラストに自信のある子が多く参加しており、生き生きとした様子が見られます。 

絵の質についても相当に上手なものとなっています。 

 

秋元  豊 委員： ありがとうございました。 

 

青木  健委員長： それでは次の議事に入ります。議案第３号  『諮問「これからの地域における公 

民館の役割について」』の答申作成進捗状況についてです。答申検討委員会委員長 

の鶴岡委員よりご報告をお願いします。 

 

鶴岡 俊之 委員： 鶴岡でございます。 

 現在、検討委員会では昨年の１２月に社会教育法第２９条第２項の規定に基づい 

て行われた『これからの地域における公民館の役割について』という諮問への答申 

を検討しているところです。 

         本日は年度が替わって新任された委員もいらっしゃいますので、委員内で再度 

共有させて頂く為に、諮問理由について改めて確認させて頂きます。 
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『木更津市の公民館は、長年にわたり市民の生涯学習、地域の社会教育の中核と 

して、原則、一中学校区を対象に、地域の実状に応じた多様な学習機会を提供し、 

住民の生きがいづくりや交流、文化の向上、地域コミュニティの形成に大きな役 

割を果たしてきました。 

しかしながら、今日の地域では、少子高齢化の進展、自治会加入率の低下、若 

者の地域離れや地域活動を担う団体・組織の後継者不足、新旧住民の交流機会の 

減少など、地域コミュニティを維持していくための大きな課題に直面しています。 

一方、これまで地域との繋がりを大切にしてきた公民館も、利用者の高齢化やサ 

ークル会員数の減少、日常的な関わりが薄い青年層や働き盛り世代への取組など、 

多くの課題を抱えています。 

こうした中、平成２８年度には、「木更津市公共施設再配置計画」が策定され、 

今後の公民館のあり方が示されるとともに、「使用料・手数料等の見直しに関す 

る基本方針」に伴い、平成３０年度からは、公民館使用料が原則有料となりまし 

た。また、平成３１年４月には、金田公民館を金田地域交流センターに機能移転 

するなど、本市の公民館を巡る状況は、近年大きく変化してきています。 

この間、公民館では、平成２８年３月に出された木更津市公民館運営審議会に 

よる答申「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」を 

尊重し、地域課題の解決と地域自治の充実に向けた取組の推進に努めてきました。 

住民の生涯にわたる学習ときずなづくり、コミュニティづくりなどを支える身近 

な地域の拠点として、公民館の重要性は、ますます増してくると考えます。本市 

の公民館が、この先も地域を基盤とした活動を展開していくためには、こうした 

諸々の課題や現状を踏まえた上で、これからの公民館像について、慎重に検討す 

る必要があることから、諮問いたします。』とのことでした。 

また、検討にあたって（１）今日の地域が抱える課題と公民館の現状（２）住 

民の学習とコミュニティづくりの拠点としての公民館の役割という二つの視点 

に注目するようお話を頂いております。 

 令和２年１月３０日（木）に第１回会議が行われ、新型コロナウィルス感染症の 

影響による書面会議等を挟みながら、本日までに５回の会議を行いました。書面会 

議となった第１回定例会で集めた意見なども加えながら、多く挙げられたキーワー 

ドから答申の章立てを作成し、それぞれが作業を分担して原稿を作成しているとこ 

ろです。 

 検討委員会のメンバーにつきましては、村上淑子委員、北村和則委員、青木健委 

員、清水正夫委員、秋元豊委員、山田治子委員、私鶴岡俊之で務めさせて頂いてい 

ます。 

 今後につきましては１１月中に事務打ち合わせを行い、１２月の第３回定例会に 

て中間報告を行う予定です。その後、皆さんからのご意見を踏まえながら、年明け 

３月の第４回定例会にて答申を行う予定となっています。 
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     今回の活動の特徴として各委員がゼロベースから答申を作り上げているところ 

です。ご協力をよろしくお願いいたします。 

 

青木  健委員長： ただいまの鶴岡答申検討委員会委員長の報告に対して、ご質問やご意見のある方 

はお願いいたします。 

 ご質問等、特にないようでしたら、本日予定されていた議案については承認され 

たものといたします。 

今年は、すべての地区の地区文化祭が中止となりました。地区文化祭の運営の蓄 

積が地域づくりを支える活動につながっていることを思いますと、今年は非常に残 

念ではありますが、コロナ後は、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。 

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２年９月３０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  健 


