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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３回定例会 

 

２ 開 催 日 時  令和２年１２月１５日（火）午後３時００分～午後５時００分 

 

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】１６名 

陶山 隆司  村上 淑子  兼近 裕美   西澤  功  青木    健 

市川 一成  井上 茂男  鈴木  正  清水 正夫  秋元  豊 

渡利  明  安藤  清康   岩田 眞爾   清水 弘美    鶴岡 俊之 

山下 紀世美（波岡公民館よりＺＯＯＭ参加） 

【公民館長】１５名（中央・富来田を除いた館長はＺＯＯＭでの参加） 

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 『諮問「これからの地域における公民館の役割について」』に対する 

      答申の中間報告について 

議案第２号 新しい生活様式を踏まえた公民館活動について 

      ・Ｒ２年度の進捗状況 

      ・オンライン事業の取組と活用 

議案第３号 令和３年度の新たな事業について 

     （これまでの全体事業「木更津市公民館実践交流集会」から新たな全体 
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事業へ） 

          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 

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した。 

青木委員長より挨拶が行われた後議事に入る。 

 

＜議案第１号 『諮問「これからの地域における公民館の役割について」』に対する答申の中間報告 

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『諮問「これからの地域における公民館の役割について」』に対する

答申の中間報告について審議いたします。 

ちょうど一年前の定例会で、館長から公運審へ諮問をいただき、答申検討委員会

を設けて 7人の委員からの意見をいただきながら進めてまいりました。本日は、み

なさんのお手元に中間報告を示させていただいておりますが、鶴岡俊之委員長から

概要等の説明をお願いいたします。 

鶴岡 俊之 委員： お手元の資料をご確認ください。事前にご確認いただいているかと思いますので

全て読み上げることはいたしませんが、これまでの話し合いの要点について説明さ

せて頂きます。 

まずは今回の経緯についてですが、昨年の１２月１２日に、公民館の館長から諮

問を受けました。その後７回の検討委員会を行いました。第２回はコロナの影響か

ら書面会議となりましたが、それらを経て、事務局と打ち合わせを行いながら、各

委員からの意見を集約し、第４回で章立てを行いました。その上で、各章ごとに執

筆を分担し、担当者ごとに書いた文面を持ち寄って答申を作成していきました。そ

の後、取りまとめと調整を行い、本日の文章が出来上がっています。 

          そもそものお話なのですが、答申を行う主体は公民館運営審議会全体としてのも

のになりますので、内容については検討委員会で作成させて頂きましたが、本日中

間報告の内容を全体で確認させて頂き、３月の公運審にて答申したいと考えていま

す。 

          答申を受け取るのは公民館長ですが、教育長をはじめ教育委員会にも本答申を受

け止めて頂ければと考えています。本日この場でご確認頂き、最終的には検討委員

会に一任頂く形となりますが、修正を行う上でのご意見を頂ければと思います。文
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章表現や言葉の内容に関しましては、検討委員会内でも回数を重ねて事務局を交え

ながら詰めておりますので、基本的には表現や言葉の内容については間違いはない

かと思いますが、何かお気づきの点がありましたらご指摘をお願いします。 

          特に１ページの「はじめに」の部分については、非常に大切な部分ですので、こ

の場でご確認頂き皆様と共有を図れればと思います。（「はじめに」を読み上げる。） 

          中身に関してはポイントのみの報告となります。視点１では課題と現状を挙げ、

視点２でそれらに対して公民館がどう取り組むべきかというながれで記述してあ

ります。 

          大項目１の（１）、①については、新しく引っ越してきた方と地元の人が関わる

事の難しさとして、３ページに記載してあります。②については地域の役割の担い

手が減少していることや、人と人の繋がり方が変化して特定の目的でつながった団

体が増えていること、そうした団体を地域づくりにどう取り込んでいくのかという

点を記述してあります。人と人の繋がりが希薄になっているのではないか、という

項目です。 

          （２）につきましては施設のハード的な視点から現状に触れております。今回は

特に具体的な地区を挙げて、真舟地区や請西東、請西南といった新たに開発された

地域の近隣に公民館がなく利用環境が良い状況にない点について記述してありま

す。 

          続いて大項目２について、１の課題に対して公民館がどのような役割を担うのか

という形で、８項目について記述しています。 

まず（１）では、教育機関としての役割に焦点を当てています。誰しもが利用で

きる教育機関であるという点について、利用状況の数字等を踏まえながら、その裾

野をより広げていくことが必要であると述べています。 

続いて（２）では、青少年の利用を増やすという課題について、学校だよりに公

民館情報を掲載することや、公民館だよりを各学級や教室に掲出して頂くことなど

を提案をしながら、学校と公民館の交流と連携をより強固にしてほしい旨を記述し

ています。 

（３）については、地域の人材育成に貢献する大きな役割があるという点です。

前半部分では、地域における人づくりについて述べ、公民館を地域での新たな人材

の発掘育成の場であるとして、地域社会の発展や継続的な活動について、公民館活

動への参加を通して行われる旨を述べています。そして後半部分においては、そう

した人材を育成するためには公民館の職員が重要な役割を担うという点について

述べております。公民館の職員にはコーディネーターの役割を果たせる職員、社会

教育の専門知識を有する人材の配置や育成を求めたい旨を述べています。 

（４）については、特に昨年の台風の際に情報の発信場所としての価値が見直さ

れたことから、そうした点に触れながら述べています。また、それに伴い、地域住

民から聞かれた声についても取り上げています。その上で（５）で各地域の避難所
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運営マニュアル作成の取り組みなど、地域防災において公民館が果たす役割につい

て述べています。 

          （６）では地域の各団体を繋ぐコーディネーターとしての公民館の役割について

触れています。文化祭などでの取り組みをつなげていくことの必要性や、今後大き

なウェイトを占めていくであろうまちづくり協議会への支援について記述いたし

ました。また、国連で採択されている１７つの成長目標である SDGs の視点で公民

館が果たし得る役割について触れています。 

          （７）は人と人との繋がりを強くする役割を記載してあります。年齢を問わずだ

れもが利用できる教育機関であることから、全ての世代の人に公民館活動に参加し

て頂くことが重要だと述べています。 

          （８）の適正配置につきましては、現状の地域配置が必ずしも人口分布等に一致

していないということを述べております。こちらについては皆さんも特に興味があ

るかと思われますので、皆さんと一緒に確認をしたいと思うのですが、平成２９年

の公共施設の再配置計画で今後８地区を目安に行うとされている公共施設の再配

置について、公運審としては、熟考し慎重に検討しなければならず、原則小中学区

を基本に身近な生活圏を前提とした公民館配置を継続していくことが望ましいと

しています。その上で、今後施設の多機能化や複合化等も視野に、人口急増地区に

おける新たな公民館建設も含めて、全ての地域を網羅できる再配置について検討し

ていく必要がある、としています。 

また、市の直営により、職員が配置されている公民館を学校区単位で配置して欲

しい、場合によっては新たな公民館建設も検討して欲しいという形で、再配置計画

への公運審としての意思表示をしております。 

          最後の「おわりに」の項目では、新型コロナウイルスの感染拡大によって生活環

境が一変しましたが、その中でも他者との触れ合いの重要性が再認識された点につ

いて触れ、これからも時代に応じた柔軟な公民館運営を期待している点を述べてい

ます。冒頭で述べた現状と課題に対し公民館の役割を再認識した上で、最終的には

こうあってほしいと述べています。特に公民館の適正配置については、基本的には

小中学校区を基本とするという強い思いをもとに、時代に沿った柔軟な対応も求め

られるが、公民館が引き続き、地域にとってなくてはならないものとしてあり続け

ることを我々は期待するという意見で締めております。 

          以上で中間報告とさせて頂きます。 

青木 健 委員長： ありがとうございました。では、答申検討委員以外の方からご意見を伺っていき

たいと思います。ただいまの報告で質問や確認しておきたいことがございましたら、

お願いします。 

清水 弘美 委員： 西清川公民館の清水と申します。検討委員の皆さんお疲れ様でした。読ませて頂

いて全て共感できる内容でしたので、特に意見はありません。期待される公民館と

しての役割については網羅されているように思います。ありがとうございました。 
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岩田 眞爾 委員： 岩根西地区の岩田です。内容的には特にありません。経験も浅く、諮問を受けた

当時は委員でもなかったので、異論はありません。ただ、考え方として、触れられ

ている８地区の再編成計画については、もう少し具体的な姿として見えているもの

があるのであれば、それに対して具体的な内容を入れても良いのかなとも思います。 

安藤  清康 委員： 今回の答申とは直接的には関係無いのですが、公民館の適正配置については、今

後は足の問題が出てくると思います。これから公民館長や教育委員会などと話をす

る際には、こうした問題もありますよと併せて伝えていただくことが市民に思いを

伝える上で重要かと思います。 

渡利  明 委員： 清見台の渡利です。読ませて頂いて非常にまとまった文章だと思いました。読ん

でいて感じたのですが、最近はコロナの影響で地域の人間関係が壊れてしまってい

るような気がしています。以前とは環境が変わり、世代の異なる人間とは考え方も

変わっています。そうした中で青少年の問題についても子ども会の減少などがあり、

イベントなどをそれぞれが取り組んでも参加者が減少しているという状況がある。

根本的な部分でどう取り組んでいくのか考えていく必要があると思います。コロナ

による活動の停滞が町内やそうした団体に、より一層の参加者減少を招いてしまう

のでないか、これについては住民側が議論しないと、公民館だけが努力してくれて

も難しいのではないかと、そんな風に考えながら読んでいました。 

鈴木  正 委員： 内容的にはかなり網羅していると思います。ただ、課題はよく見えてきたのです

が、課題への対策面についての記載も、公運審としてもう少し突っ込んだ提案があ

っても良いのかなとも思いました。 

井上 茂男 委員： 金田の井上です。非常に充実した答申で感心しました。公民館の適正配置につい

て、施設の複合化等を踏まえながら提案されていますが、たとえば小櫃川が決壊す

ると避難出来ない公民館があります。一方、真舟地区は前回の台風時に停電になっ

ていないなど、地域によって環境に違いがあります。そう考えると、それこそ真舟・

請西のような人口急増地区に公民館を設計していく意見を寄せ集めていき、施設を

設置していただけると、市としても大きな意義があるのではないかと思います。そ

うした点からも推進できないかと思います。 

市川 一成 委員： 鎌足の市川です。全文読ませて頂いて非常に良いなと感じました。私が特に良い

と思ったのは、公民館の適正配置についてです。役割に関する答申をしていますの

で、その中でどういった場所に配置されて、どのような形式で運営されているかは

特に重要になるかと思います。直営でという記載がありますのでぜひ今後ともその

ように運営して頂ければと思います。また、適正配置の適正という言葉については、

さまざまな受け止め方があるかと思います。本文を読んでいると数的なものが念頭

にあるように私としては懸念しているのですが、小中学校区となっていくと、学校

の統廃合問題などもあります。つまり、数が多いところに公民館や他の施設が集中

し、住民が減少している地域からは無くなってしまうようなことになると、より過

疎化が進んでしまうのではないか。そうなってくると、公民館の役割というのは果
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たして大勢の人のものであって良いのだろうか。やっぱり、ある部分、弱者とは言

わないまでも、そういうような部分にも光を与えていかないと、全体としての公民

館というものが成り立っていかないのではないかと、そんな気がしました。 

西澤  功 委員： 富来田の西澤です。答申についてはよく検討されていると思いました。公民館の

役割について思うのは防災の点で、昨年の台風の際に援助を行いましたが、公民館

の職員がどれだけ少ないかということを骨身にしみて感じました。昔から防災の拠

点と言われていますが、いざとなった時にいかに人材が少ないかということをまざ

まざと感じました。だんだんと職員が減っているような気がしていますが、出来れ

ばもう少し人を増やしてほしいと感じています。 

兼近 裕美 委員： 保育ボランティアこあらの会から参加している兼近です。こあらの会は公民館が

子どもたちとお母さんたちとで行う行事のお手伝いをしていますが、自分たちの地

域から出向いて色々な地域でお母さんたちの交流を深めている場面もあり、とても

よい活動だと思います。乳幼児の子どもを持つお母さんたちの集まりがその後小学

生の子どもを持つお母さんの集まりになり、そして更にその後と一生続いていきま

す。公民館の配置によってそうした繋がりにも変化が生じるかと思うのですが、お

母さんたちがよい繋がりを続けていければと感じています。 

陶山 隆司 委員： 文化協会の陶山です。中間報告については十分に良い内容で作り上げて頂けたと

思います。非常に良い文章だと思いますので、あとは受け取って頂く館長が十分に

精査して、我々が文章に書いた以上に、十分に中身を反映して頂ければありがたい

と思います。 

青木 健 委員長： ありがとうございました。では、１月に検討委員会を開く予定ですので、皆様か

らのご意見を加えて最終調整を行っていきます。その後資料等を整え、最終的には

３月の定例会にて館長へ答申としてお渡しする予定です。また、この他にもご意見

がある場合は、１２月中に事務局までご意見をお寄せいただければと思います。 

 

＜議案第２号 「新しい生活様式を踏まえた公民館活動」について＞ 

 

青木 健 委員長： では、続いて議案第２号「新しい生活様式を踏まえた公民館活動」についてに入

ります。各公民館事業の令和２年度の進捗状況、特に、コロナの感染対策を行いな

がら実施している事業やオンライン事業の取組の報告を中央公民館長からお願い

します。星野館長からお願いいたします。 

星野 隆弘中央公民館長： 中央公民館の星野です、どうぞよろしくお願いします。私の方からは別刷りの議

案第２号について説明させて頂きます。１５公民館と金田出張所の活動状況につい

てまとめた冊子が配られているかと思いますので、詳細につきましてはそちらをご

覧いただき、何かご質問があればその館の館長から回答いたします。私の方からは

全体を通して今年度のコロナ禍における現状の取り組みについて申し上げさせて

頂きます。 
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最初に利用状況ですが、ご存じの通り今年度は新型コロナウイルス感染症の影響

によりまして、４月と５月はまる２か月が休館となりました。サークルや団体の活

動については６月から再開したところです。利用回数につきましては、１０月３１

日までで、５，１１５件の利用を頂いています。利用者数につきましては延べ４９，

７７０人となっております。参考までに、各団体から頂いている公民館使用料の額

面につきましては、これも１０月３１日末の数字で３１９万５，６１０円、これは

公民館だけの数字であり清見台公民館の付属体育館については含まれておりませ

ん。 

続いて、今年度の主な公民館事業ですが、主な特色ということで５点ほど申し上

げたいと思います。１点目は屋内で行う教室や講座につきましては、感染防止対策

の徹底に努めるということで、今は全国的にはコロナ第三波の中で少しずつ悪化し

てきており、これがどこまで続くのか先が見えない状況になってきており、特に施

設の中では飛沫感染対策や、接触感染、利用者同士が密にならないように十分配慮

しながら実施をしているということで、公民館のガイドラインに則って実施をして

いるところです。募集定員は概ね半分、実施時間も概ね２時間以内、検温、マスク

の着用、手指の消毒、ソーシャルディスタンスの確保を徹底しながら実施しており

ます。それから、乳幼児の家庭教育学級、高齢者学級については中止としておりま

す。中学生や小学生、青少年を対象としたサタデースクール事業につきましては、

各公民館で判断をして頂くこととなっておりますが、十分慎重に取り組んでいると

ころです。家庭教育学級や郷土史講座、健康講座、特に健康講座に関しましては感

染症予防に関する座学なども取り組んでいます。コロナ禍での運動不足やストレス

解消に繋げられる体験的な講座も行われています。 

また、野外での事業、屋内よりも屋外の方が感染リスクは低くなることから、十

分対策を行ったうえで地域のウォーキングやまち歩きといったイベントも行われ

ているところです。 

          ２点目は公民館でしかできない取り組みということで、こちらは公民館に集まら

なくてもできる取り組みということで、既にもう取り組まれた事ですけれども、「コ

ロナに負けるな俳句を作ろうコンテスト」、「コロナに負けるな八幡台の好きなとこ

ろ良いところ」、いずれも八幡台公民館ですが、まちづくり協議会との共催、併せ

て４０周年記念事業ということで、俳句のコンテストは小学生を対象に募集、好き

なところ良いところは地域の方に募集して、その作品を公民館に掲出するという取

り組みを行っています。もう一つ八幡台の方では「戦後７５周年の体験を次の世代

に語り継ぐための戦争体験」を募集して、それをまとめて冊子にしたものを小学校

に進呈したりと、そういった取り組みも行われています。 

同じように、西清川公民館でも開館３０周年記念事業の一環で、「西清川のここ 

が好き、地域の魅力や心に残る思い出を募集」ということで、これも地域から募集

したものを公民館だよりや記念誌に掲載するという取り組みをしています。畑沢公
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民館では「ステンドグラス調アートグラスの作成」ということで、これは住民会議

が主体となった生き生き子ども地域活動推進事業の一つですけれども、小中学生に

募集をかけ、申し込んでくれた子どもたちに材料を事前に配布し自宅で作成したア

ート作品を公民館に展示する取り組みを行っています。また、先般中央地区まちづ

くり協議会が設立されましたが、防災について取り組んでいくということで、地元

の小中学生や木更津東高の高校生に防災標語の募集をして選出し、地域の啓発活動

に役立てるという企画に取り組んでいます。こうして公民館には集まれなくても地

域の人たち、子ども達から様々なものを募集して公民館をＰＲしていくという取り

組みもしています。 

          ３番目がオンライン事業の試験的な取り組みということで、本日の公運審も各公

民館長にはＺｏｏｍで参加して頂いていますが、オンライン講座を試験的に中央公

民館で実施しております。１２月１２日、先週になりますけれども、清見台公民館

の調理室をお借りして実施しました。まだまだこれから発展的に、改善の余地もあ

るかと思いますが、今回は２組の小学生の親御さんが申し込んでくださり、それぞ

れの自宅のキッチンから参加して頂いて、親子の料理教室を行いました。 

それから、１６日、明日は、中央公民館で夜活動しているヨガサークルの活動日

に併せて、ヨガのサークル体験会を公民館の主催で行う事となっています。申し込

みについては公民館の会場で参加する方式と併せて、先ほどと同じようにＺｏｏｍ

で自宅から参加する方式も取り入れます。申し込みは現在１０名、そのうちＺｏｏ

ｍでの参加は４名ほど申し込んでくださっていますので、Ｚｏｏｍによる講座の第

２弾という形で、こうしたリモートによる事業を試験的に行いながら、色々な課題

や反省点が出てくると思いますのでそういったものを研究しながら、さらに広げて

いければよいかなと考えています。また、ご存じの方もいるかと思いますが、スク

スク動画につきまして。乳幼児の親子向けに、公民館で交流したり遊んだりする活

動ができないので、せめて動画で見ながら過ごして頂ければということで、こちら

も現在７回ほど更新をして、今月１２月に８回目をアップロードする予定となって

います。こうしたオンラインによる試験的な取り組みを中央公民館だけでなく他の

公民館を含めて今後取り組んでいけたらと考えています。 

４点目はオンラインとも関連があるのですが、日常生活のデジタル化、ＩＣＴに

対応していくという意味で、昨年度から各公民館でスマートフォンの操作方法を中

心とした講座に取り組んでいます。今年度につきましても、特に高齢者の方々や一

人暮らしの方々のために、市の安心安全メール、らづナビやアクアコインなど市の

施策の一環として大いに活用して頂きたいという点や、日常生活での情報収集や多

様な機能がアプリで利用できる点をＰＲするため、不慣れな方や今後導入を検討し

ている方を対象として、初心者向けのスマートフォン講座を概ね全館で、既に実施

している館と今後実施する館とがございますが、取り組んでいるところです。 

          最後になりますが、これは直接コロナと関係することではありませんが、まちづ
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くり協議会の事務局を各公民館が担当するということで、現在９地区にまちづくり

協議会が設置されています。１１月末に中央公民館が事務局となって中央地区まち

づくり協議会が設立されました。残りの地区につきましても、清見台公民館の清見

台・太田地区、それとお隣の東清公民館の東清川地区が年度内の設立を予定してい

ます。残りの二中学区、畑沢中学校区、波岡小学校区についても、令和３年度中の

設立を目指して、現在市民活動支援課と調整を図りなら準備を進めているところで

すので、先ほどの答申の中身にもありましたけれども、まちづくり協議会について

も、引き続き支援をしていきたいと考えております。 

          現在の公民館の状況とコロナ禍の中で取り組んでいる事業については以上です。 

青木 健 委員長：  ありがとうございました。ただいま星野中央公民館長より説明がございましたが、

質問や確認したい事、ご意見等ございましたら、挙手をお願いいたします。 

村上 淑子 委員： まず、新しい生活様式に関する事業で、スマホ講座を実施予定とされていますが、 

昔公民館でパソコン教室を開催していた時のことを思い出しました。この各公民館 

で実施するスマホ講座については、講師はどなたが担当されるのでしょうか。 

事   務   局： 前年度に産業振興課と共同開催した際の繋がりを活かし、アンテナショップなど

に直接交渉して、内容を相談しながら講座を作っています。 

村上 淑子 委員： もう一点、公民館の事業により多くの人に参加して欲しいのですが、知らないま 

まで過ごしてしまっている人が多くいます。以前から同様のことを取り上げており、 

今回の資料では募集方法についての記載があります。公民館だより以外の募集方法、 

記載されているほかに地域のスーパーやコンビニに掲出するなど、さまざまな媒体 

を用いた周知について、これからも検討して、広めて頂きたいと思いました。 

青木 健 委員長： ありがとうございました。９月から公民館の主催事業が始まりました。コロナ禍

ということもあり、感染対策をしながら出来る主催事業が始まりました。まだいつ

まで続くかわかりません。公民館運営と感染対策の両立は難しいかと思いますが、

館長の皆様よろしくお願いします。 

 

＜議案第３号 「令和３年度の新たな事業」について＞ 

 

青木 健 委員長： それでは次の議事、議案第３号「令和３年度の新たな事業」についてに入ります。 

昨年度まで公民館の全体の事業として市民と公民館職員の協働で開催してきた木 

更津市公民館実践交流集会ですが、来年度からどのような事業を計画しているか水 

越富来田公民館長説明をお願いします。 

水越学富来田公民館長： 私の方から令和３年度に向けての事業について話をさせて頂きます。資料につい

ては２点用意してあります。令和３年度全体事業というものと、「てくてく木更津

わくわく散歩」というものですが、こちらについて説明していきます。 

現状はコロナばかり目立っておりますが公民館ではアフターコロナに向けた話 

し合いを進めています。例年実践交流集会に取り組んできた全体事業委員会を２班
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に分け、今年度の全体事業について検討するＡ班と、来年度以降の事業を検討する

Ｂ班の体制で活動してきました。本日は令和３年度へ向け、全体事業をどうしてい

くかという点についてお話をさせて頂きたいと思います。 

本日までにＢ班では８回ほど検討会議を開いており、その中で大きく三つの柱を

決めてきました。一つ目は、全体事業（公民館のつどいや実践交流集会）について

は必要に応じて実施していく。二つ目は、市公連として学習プログラムを市民へ提

供する。三つ目は公民館連携事業として、公民館の新たな利用者層を広げていく「て

くてく木更津わくわく散歩」の実施。この三つの柱で来年度事業を推進していく計

画です。 

一つ目については、平成９年から二十数年間に渡って継続してきた木更津市公民 

館のつどい・実践交流集会については、公民館を取り巻く社会環境の変化や公民館 

に求められる新たな課題などを鑑み、本事業の一定の目標を達したという考えから、 

一時休止することとしました。ただしこれは廃止ではなく、公民館の実践・研究課 

題が蓄積された時期を見極めて開催していきたいと考えています。毎年実施するの 

ではなく、具体的にいうと、３年や４年に一度といった形で、実践が蓄積されたタ 

イミングで、間隔を空けて実施したいと考えています。 

二つ目については、近年は社会環境の変化や職員体制の変動などによりこれまで

地区館で取り組んできた学習プログラムを継続していく事が難しくなってきてい

る面があり、学級運営や学習効果などにも少なくない影響を及ぼしています。公民

館として質の高い学習を提供していくことは重要な存在意義でもありますので、公

民館連絡会として、地区館で生じている運営面や学習面、職員配置など環境格差を

踏まえて、地区館の学習事業を補う学習プログラムを企画し、市民に提供していき

たいと考えています。 

三つ目、連携事業の実施については、「てくてく木更津わくわく散歩」です。こ

れまでの全体事業に代わり、公民館が連携して取り組む事業として取り組みます。 

従来の公民館は事業展開を原則地域対象に行ってきていたことなどから、市民へ

の周知については限定的な部分が非常に多くみられました。また、利用者について

も固定化が進み、特定の年齢層が利用の中心となるなど、よく言えば安定的ともい

えますが、停滞した、閉鎖的な一面も持っています。近年のコロナ禍などから更な

る利用者の固定化を招き、団体やサークルの解散が増えております。そこで、公民

館が存在感を示し、新たな公民館利用者層の拡大を図っていく事が必要だと考えて

います。先ほどの答申に関する議論の中で利用者の裾野を広げたいというお話があ

りましたが、まさにその為の活動として計画しています。チラシには事業紹介とし

て書いてありますが、市民向けの紹介として記入しました。 

具体的な周知については、市の広報やホームページなどで市民に周知募集するこ

とを想定しています。日付等については、シーズン１を春の５月１６日（日）、シ

ーズン２を秋の１１月２３日祝日と決めています。全１６館が一斉に掲載しますの



11 

 

で、一人が参加できるのは最大でも年に２コースまでとなっております。参加対象

は、隠れた目標として在住・在勤１０年以内の方が参加してくれるような事業を目

指しており、なるべく木更津に移住して間もない住民、これから公民館活動に参加

して欲しい方々をメインターゲットとして募集する予定です。各コースについては

要項を守っていれば各館で自由に決めて良い事としており、要項としては『地域の

魅力、歴史・文化・特産物などを取り入れた内容やコースづくりをすること』、『な

るべく地域住民や有識者を企画作成に加えて行うこと』、『時間設定や歩く距離は

各館の判断に任せる』というものとなっています。 

ちょうど本日が各公民館からの企画の締め切り日となっており、１２月１８日金

曜日に各公民館がそれぞれの企画のプレゼンを行う予定です。それぞれの館が工夫

を凝らした企画を披露しますので、委員の皆さんでお時間がある方はぜひ内容を見

に来て頂ければと思います。本プレゼンは職員の研修の場としても位置付けており

ます。 

専門職が減少し、常勤職員１名という館も増えている中で、切磋琢磨が難しい現

状もありますので、そうした場としていきたいと考えています。 

この事業は、これまで公民館が学習活動で蓄えた３０年分の郷土・文化・人材の

ノウハウをそのまま活用することが出来る事業です。また、地域住民を交えて取り

組むことで、市民との協働事業にもなっています。これまで公民館は地域の学習を

視点に活動を展開してきましたが、やはり市の広報で大きく打ち出し、裾野を広げ

ていく事が重要ではないかと考えています。 

その他につきましてはまだ検討中ですが、とりあえず、現状でのイメージとして

記載してあります。また、行政とも連動して動いていければと考えておりますので、

らづ Fitや市長の掲げるオーガニックシティ木更津にあやかり、仮ではありますが、

オーガニックツアーと題するなどして、公民館が市民全体の機関であることを示し

ていければと思っています。 

青木 健 委員長： ただいま水越館長からご説明がありましたが、何か質問などございますか。 

安藤 清康 委員： １２月１８日は何時から実施するのですか？ 

水越学富来田公民館長： 中央公民館Ｂ館３階の多目的ホールで１４時３０分から実施する予定です。全館

の担当職員がそろう予定です。 

青木 健 委員長： 波岡公民館の山下委員、何かご意見等ございますか。 

山下 紀世美委員： 今のところ質問はございませんのでよろしくお願いします。 

青木 健 委員長： 清水委員、答申について補足等あるでしょうか。 

清水 正夫 委員： 検討委員として公民館の適正配置の項目を担当して記入しましたが、検討委員会

で一番議論に時間がかかったのはこの項目でした。いわゆる真舟地区や新興住宅地

に関しては、木更津市の人口の１割近くが集中している地域であり、そこに公民館

が無いということは住民にとって非常に不便ということがあり、そうした点から、

小中学校区を基本とした適正な配置をお願いしたいという表現になりました。 



12 

 

青木 健 委員長： 他に質問・意見等が無いようであれば本日の議案については全て承認されたもの 

といたします。今年は、いつもとは違う年になりました。公民館事業運営の蓄積が 

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、非常に残念ではあり 

ますが、コロナ終息後は、それぞれの地域で、実りのある取り組みが再び展開され 

ることを願っております。 

では、続いて各委員からの報告について、お願いします。 

 

生涯学習推進協議会・社会教育委員会議・図書館協議会・生涯学習フェスティバル 

の開催状況等報告 

 

青木 健 委員長： では、その他の報告事項について事務局からお願いいたします。 

事   務   局： まずは中央公民館長から、お願いいたします。 

星野 隆弘中央公民館長： まず、窓口の密対策として、１２月１日から、メールによる申請について、ホー

ムページからダウンロードして申請できるようになりましたので、ご報告させて頂

きます。また、知らない団体がいる場合は、委員の皆様からも是非お伝えしていた

だければ幸いです。 

続いてもう一点、土足対応への切り替えにつきましてご報告します。コロナに関

連して、スリッパ履きの公民館につきましては、スリッパの消毒作業等を行うこと

となりましたが、これについて、次年度以降は全館での土足利用を開始していきた

いと考えております。具体的にはそれぞれの公民館で利用者懇談会等を通して相談

しながら進めていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

事   務   局： まず、今年の生涯学習功労者表彰の受賞者を紹介いたします。 

公民館運営審議会から、鈴木正委員、安藤清康委員が受賞されましたのでご紹介 

させて頂きます。おめでとうございます。 

もう一点は、第４２回全国公民館研究集会・第６０回関東甲信越静公民館研究大 

会千葉大会、兼ねる 第７２回千葉県公民館研究大会を、コロナ禍のため代替開催

による全体会の収録内容が１１月１９日(木)から全国公民館連合会の YouTubeチャ

ンネルで視聴開始となりました。木更津市実践交流集会の事例発表を富岡公民館石

井一彦館長がしております。しばらくの期間見ることができますので、ぜひご覧く

ださい。 

青木 健 委員長： 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３回定例会を終了いたします。ご協力ありがとうございました。 

 

 

令和２年１２月１５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 


