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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  令和３年３月２６日（金）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 多目的ホール 

 

４ 出席者氏名 【公民館運営審議会委員】２０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  関口 由美子 

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 

【公民館長および出張所長】１６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）  山下要一郎 （金田出張所） 

【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

について 

議案第２号 令和２年度公民館事業報告について 

（１）令和２年度公民館重点目標・施策に対する取組結果 

（２）各公民館の事業概要について 

          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２０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４回定例会を開会する。 

 

＜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」に対する答申について＞ 

 

青木  健委員長： それでは、議事を進めさせていただきますので、宜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」に対する答申に

ついて 』に入ります。 

 昨年度第 3回定例会に館長より諮問された「これからの地域における公民館の役

割について」答申検討委員会を設置して答申を作成いたしました。 

 それでは、館長を代表して星野中央公民館長へ答申書をお渡しいたします。答申

検討委員会委員長の鶴岡俊之副委員長より今回の答申について説明をさせていた

だきます。鶴岡副委員長よろしくお願いします。 

 

鶴岡俊之副委員長： それでは説明させて頂きます。概要につきましては中間報告等で委員の皆様には 

ご報告してありますが、こちらが最終版となります。 

 はじめにの箇所では、公民館が地域にとってなくてはならない教育機関で大きな 

役割を果たしているということを書いてあります。一方でとありますが、平成３０ 

年度の原則有料化、それから平成３１年度の金田公民館の廃止・指定管理者制度の 

導入といった事柄から周りの環境も大きく変わってきているということについて 

触れながらも、状況や環境に適応して、そうした中でも変わらない役割を果たして 

欲しいということで、この答申を出しております。 

今回、諮問頂いた内容には二つの視点があり、一つには今日の地域が抱える課題 

と公民館の現状という視点、現状がどうなっているのかという視点です。それから 

二つ目として、課題や現状を踏まえて公民館としてはどういった役割を果たすべき 

なのかという事柄を公運審の立場から記載しております。 

 答申の作成につきましては１３ページに記載されているメンバーで、１２ページ 

に書かれている通り、書面会議等を交えながら、章立ての作成などの基本的な部分 

から取り組みました。 

 中身について触れていきますと、現状につきましては、人と人の繋がりの希薄化 

という点と、新規開発による人口の偏在化という二点から述べています。人と人の 
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繋がりの希薄化につきましては皆さんも実感としてあるかと思いますが、元々地域 

に住んでいた住民と新たに転入してきた住民との交流が難しいということ、その他 

には地域に対する愛着心・帰属意識の変化、つまり心の問題について記載してあり 

ます。地域と深く関わることに消極的な人が増えて来ているのではないかというこ 

とも記載してあります。 

 また、もう一つは新たな開発による人口の偏在化と少子高齢化です。少子高齢化 

については全国的な傾向ではありますが、特に木更津市においては請西東や請西南 

といった新たに開発された地域があり、公民館の対象区域が従来通りである事など 

から、人が多くいる地域に公民館が存在しないという状況であり、環境が良いとは 

言えないことを述べさせて頂きました。 

 そしてそうした状況を踏まえながら、二つ目の視点として、公民館がどのような 

役割を果たしていくべきかということについて８項目から述べていきます。ここで 

は公民館の重要性の再認識、こうあってほしいという希望、それから先ほど述べた 

課題の解決策として書いています。 

 一つ目の教育機関としての役割については、特に新しい利用者をいかに増やして 

裾野を広げていくかということが必要になるとして述べました。二点目の青少年に 

関する意義としては、学校との連携強化の必要性について述べています。三点目の 

地域の人材育成に関する事柄については、核となる公民館の重要性について触れた 

上で、それを支援していく公民館職員の充実が必要であると述べ、社会教育主事有 

資格者の配置希望について、改めて述べています。四点目の情報の集約・発信場所 

につきましては、非常時においては勿論、平時においても行政からの情報を地域へ 

発信し、また逆に住民の声を集約し、取り組んでいく上でも重要な役割を担う事に 

ついて触れています。五点目は、地域防災を支えていく役割について触れています 

が、残念ながら施設の老朽化が課題となっている面もありますので、いざという時 

に機能できるように改修整備を進めて頂きたい旨を述べています。六点目、地域の 

団体を繋ぐコーディネーターとしての役割ということで、多様な主体・団体を繋げ 

ていくことについて、特に年に一度の文化祭で出来るような繋がりについてこれを 

日常的な役割にまでもっていくことが重要であると述べています。またまちづくり 

協議会の活動についても、全市に設置を進めていくということで、公民館としても 

支援していくことが大きな役割になるということを述べています。また SDGs、持続 

可能な開発の１７目標については、特に目標４と１１について、公民館の持つ多様 

な主体をつなぐ機能が貢献できるのではないかと述べています。七点目として、人 

と人との繋がりを強くする役割については、特に将来にわたって若者をいかに活動 

に巻き込んでいくかが重要になると述べています。そして最後に公民館の適正配置 

ということで、平成２９年に出された公共施設再配置計画におきまして、八地区を 

基本に統合、また小中学校との複合化を基本とする、という基本方針については、 

その過程において熟慮し、慎重に検討しなければならないと申し上げました。単純 
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に、１５存在しているものを８にした場合は地域の力が損なわれるのではないかと 

いうことです。また、一方では先述した通り公民館が存在しない人口急増地区など 

もある事から、全ての地域を網羅できるような適正配置を検討していく必要がある 

と述べています。そしてまた、下から四行目に書いてありますけれども、市が直営 

する、職員を配置した公民館を公運審としては希望するということで述べました。 

 おわりにの項目では、現在の新型コロナウィルスによって他者との関わりを再認 

識することができたということ、人と人を繋げる役割がますます不可欠になること 

を再認識できたということで、時代に応じた柔軟性のある運営を期待しますという 

形で締めくくっております。 

 以上で私からの説明を終わります。館長の皆様、よろしくお願いいたします。 

 

星野隆弘中央公民館館長： 答申書を確かに受け取りました。これからの公民館運営、事業展開に活かしてい 

きます。 

 

＜議案第２号 令和２年度公民館事業報告について 

（１）令和２年度公民館重点目標・施策に対する取組結果 

（２）各公民館の事業概要について 

 

青木 健 委員長： 議案第２号「令和２年度公民館事業報告」に入ります。最初に令和２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。 

 

星野隆弘中央公民館館長： 令和２年度の公民館（全体）の取組の結果について、ご報告いたします。 

 今年度は、昨年３月に発出された１回目の緊急事態宣言が解除された後、６月２ 

日から団体貸し出しを開始し、公民館で作成した新型コロナウィルス感染拡大防止 

ガイドラインに則り、サークル活動などへの使用制限を行うとともに、体温を計測 

するサーマルカメラや手指消毒用の足踏みディスペンサー、靴底消毒用マットなど 

を全館に設置し、感染拡大防止対策に万全を期すよう努めてまいりました。また、 

スリッパ履きでご利用いただいております岩根、中郷、富岡、八幡台、東清の５館 

については、感染防止対策の一環とともに利用者の利便性向上を図るため、来年度 

４月からの一斉土足化に向けて、利用者への周知や準備を行いました。 

現在の開館状況でございますが、年明け後の２回目の緊急事態宣言発出に伴い、 

１月７日から午後８時までの開館時間の短縮、その後、市内高齢者福祉施設で集団 

感染（クラスター）が発生したことなどから、１月２１日以降は再び臨時休館とし、 

期間が延長となった緊急事態宣言の解除を受けて、３月２３日（火）から使用を再 

開したところでございます。 

 ２月末現在の全館の利用件数は、主催事業、団体、その他を合わせて８、３０３ 

件、利用者総数は、のべ７９、１６６人となっております。 
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次に、事業でございますが、全館昨年の９月から今年度計画しておりました事業 

         のうち、感染防止対策を徹底できるものから順次開始をいたしました。実行委員会 

主体の地区文化祭や感染リスクの高い高齢者教室、乳幼児の親子を対象とした事業 

は中止、青少年事業についても慎重に判断し、多くの館が実施を見合わせました。 

市民との協働により全公民館で取り組んできた公民館実践交流集会は、感染防止 

のため開催を見合わせましたが、平成８年度に始まった第１回木更津市公民館のつ 

どいからの歩みを冊子にまとめた資料集を作成いたしました。 

 また、来年度以降の取組方針について検討し、これまでの各公民館の活動成果を 

広く発信し、地域の魅力や各公民館を紹介しながら利用者層の拡充を目指す新たな 

公民館連携事業として、「てくてく木更津わくわく散歩～公民館発！地域の魅力１ 

６選～」を企画いたしました。来年度４月１日から市広報や HP等で公開し、募集 

を開始する運びとなっております。 

 開館４０周年を迎えた鎌足、中郷、文京、八幡台公民館、開館３０周年を迎えた 

西清川公民館の周年記念事業につきましては、各地区の実行委員会で内容や実施方 

法を検討していただき、式典や記念イベントなどは行わず、主に記念誌の発行や感 

謝状の贈呈など感染防止に配慮しながら、可能な取り組みを行いました。 

 地区まちづくり協議会の設置につきましては、市民活動支援課と連携し、中央地 

区、清見台・大田地区、清川地区の３地区で新たに組織を立ち上げるとともに、残 

る二中地区、畑沢地区、波岡地区についても、早期設立のための支援を行いました。 

千葉県大会実行委員会を組織し、君津地方職員を中心に事務局となって準備を進 

め、昨年の１１月に船橋市を会場に予定しておりました第６０回関東甲信越静公民 

館研究大会千葉大会は、苦渋の決断により開催を断念することとなりましたが、代 

替事業として、全体会の内容を収録し全公連 Youtube チャンネルで配信したほか、

DVD や分科会の内容などを掲載した大会報告書を作成し、県内外の公民館をはじめ

関係者に配布いたしました。木更津市の実践事例として、公民館実践交流集会や中

郷まちづくり協議会、ハッピーメーカー必ず実行委員会によるサカサマ学級の取り

組みが紹介されております。 

 

青木 健 委員長： つづいて、令和２年度の各公民館事業概要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、３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５館５館６館に分けてお願いします。 

また、説明はいずれも簡潔にお願いします。 

では、中央・富来田・岩根・鎌足・中郷公民館お願いします。 

 

星野 隆弘中央公民館館長： 中央公民館の今年度の主な取り組みについて申し上げます。 

９月以降に開催した事業ですが、スマートホン入門講座、健康講座、防災をテー 



6 

 

マにした市民講座、小中学生の親を対象にした家庭教育学級、郷土史講座、ポラ 

ンの広場、コミュニティカフェは、一般募集は行わずにスタッフによる会議のみ 

実施いたしました。 

 また、コロナ禍で集まることのできない親子のために、こあらの会や各公民館 

にご協力いただき、自前で編集した「スクスク動画」を６月以降１１回にわたり、 

市の公式 Youtubeチャンネルで配信いたしました。 

 加えて、オンライン事業に挑戦し、ZOOMを利用した親子料理教室＠ホームキッ 

チンやヨガサークルの実演体験会、乳幼児を持つ親対象のリモート子育て学習会 

をそれぞれ単発で行いました。リモートによる事業は初めての試みでもあり、周 

知方法、進め方、参加者のネット環境など準備段階での反省点や課題も多々あり 

ますが、遠隔地からの講義やブレイクアウトルームを活用した参加者どうしの話 

し合いなど、コロナ禍での人のつながりを実感できる取り組みとして担当者も手 

ごたえを感じており、今後（来年度）もオンラインのメリットを活かして、対面 

が可能な事業と併用しながら、積極的に活用していければと考えております。 

第一中学区住民会議については、総会及び情報交換を主とした全体会議は行い 

ましたが、世代間交流イベントとなっております「わがまち探検ぽんぽこラリー」 

は中止し、その代わりに、初回から前回までの取組をまとめた記録集を作成し、 

データをホームページで公開するとともに、地域の関係者に配布いたしました。 

昨年度から継続しておりました避難所運営マニュアル作成委員会は、「第一小 

学校避難所運営マニュアル」が完成したことから一旦解散し、引き続き地域主体 

で、第一中学校区の防災に取り組んでいくことを目的にまちづくり協議会設立準 

備会を立ち上げ、昨年１１月末に市内９番目となる「中央地区まちづくり協議会」 

を設立いたしました。今年度は、地域内の小中高等学校の児童・生徒から防災標 

語を募集したり、災害時に有効活用できる非常用発電機や簡易式トイレなどの防 

災備品を購入するなど、引き続き、地域防災力を高めていくための取組を柱に活 

動していくこととなっております。 

 他の公民館につきましては引き続き各公民館長から報告させていただきます。 

 

水越 学富来田公民館館長： 令和２年度の公民館の取り組み・成果と課題についてですが、今年度は全て 

の館と同様にコロナ禍での緊急事態宣言に伴う使用制限の影響から、当初に掲げ 

た目標や課題を達成するべく多くの事業が実施できませんでした。また、公民館 

を利用するサークル団体活動にも大きな影響がおよび、利用率は激減し、メンバ 

ーが高齢者で構成されるところなどは会を解散するところもありました。 

主催事業においては地域の小中学校の臨時休校との兼ね合いからの青少年事 

業の中止高齢者学級においては感染リスクの高さから中止、また飲食や移動を伴 

う事業も軒並み全て中止となりました。 

幸いにも２度目の緊急事態宣言が発令されるまでの（年末～新年）間に地域へ 
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向けての事業が、いくつか実施できたことは幸運だった思います。中でも、地域 

の無形文化財でもある竹細工職人の伝統技術を学ぶ「花籠」講習が実施できたこ 

とは公民館が取組む地域振興につながる新年度への新しい事業と期待されます。 

また、この機会にこれまで余り積極的にデジタル化への意欲を示さなかった高 

齢者の方達のデジタル化への意識が高まってきた事があります。スマホ講座にお 

いては近年にない申込数があり抽選を行う事となりました。結果的には実施は出 

来なかったものの来年度の課題も見えた様に感じられます。 

 

大河原 敏雄岩根公民館館長： 岩根公民館より、今年度の事業の取り組み状況について報告いたします。 

 今年度も、「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」ということを運営方針として掲げ、取り組んで来ました。 

 新規事業として、「親と子のコミュニケーション講座」を計画し、課題であった 

「若い人の利用を増やす」ことを重点としました。しかし、新型コロナウィルス 

の影響により、歌や会話等、声を発する活動ができず、苦労しました。 

 闇雲に中止するのではなく、形態を工夫して、できることをやっていこうとい 

うことで色々考えましたが、「集まること」ができなくなり、中止せざるを得なく 

なりました。 

事業によっては、学級を２つに分け、２回に渡って実施するといった工夫をし 

ましたが、講師にも苦労をかけてしまい、今後考えていかなければならない課題 

が残りました。 

 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」や秋に行 

っている「いわねイーストふれあい祭り」も中止となり、地域の方々の交流の場 

をどのように工夫するかという課題も残りました。 

 Ｚｏｏｍ等によるオンライン講座も今後取り入れていく予定ですが、参加希望 

者すべてが端末を有しているわけではないため、逆に、手紙等によるやりとりも 

企画していこうと考えています。 

 

佐藤 千明鎌足公民館長： 令和２年度は新型コロナ感染拡大による二度の閉館があり、文化祭、かまフェ 

スなどの行事、各種主催事業の中止や制限付き実施等、感染防止対応に追われた 

一年でした。 

 そのため、地域住民との協働、各種団体の支援、心豊かな青少年育成など地域 

の生涯学習・社会教育活動の拠点としての公民館活動を十分進められませんでし 

た。 

 そのような中にあって、本年度は鎌足公民館開館４０周年という節目の年でも 

ありました。 

 前年度から準備を始めていたこと、そして、記念誌の発行が事業の主で記念式 

典は予定していなかったこともあり、新型コロナによる大きな影響もなく進める 

ことができました。 

 記念誌は、主催事業「鎌足むかし発見講座」の積み重ねてきた地域内調査によ 
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って発見・記録された成果である地域の歴史資料を中心として編集し、貴重な内 

容のものとなりました。関係者の皆様に感謝申し上げます。 

 数少ない主催事業ではありましたが、富来田・中郷・鎌足の３館連携事業とし 

て来年度実施する市公民館連携事業「てくてく木更津わくわく散歩」の試験的実 

施を行うことができました。それぞれの地域の良さを掘り起こす良い企画で、参 

加者の好評を得ました。来年度の取り組みに活かしていきたいと思います。 

 また、まちづくり協議会との連携・支援では、生活環境部会との協働による「鎌 

足をきれいにする日」の実施や、「お花畑プロジェクト」の推進を図ることができ 

ました。 

 さらに、地域振興部会鎌足の足プラン作成 WG とは、地域内の新たな交通シス 

テム導入に向けて、市当局やバス・タクシー事業者との協議などを積極的に進め 

ることができました。 

 防犯・防災部会とは、参集、情報伝達・収集などの震災初期の対応から避難所 

開設までの動きを各団体関係者と確認する実践的な訓練を実施することができま 

した。 

 新型コロナの影響で十分な活動ができなかった本年度ですが、状況が落ち着い 

て公民館活動が再開された後は、「『地域力の向上を支える』鎌足公民館」の方針 

のもと、今後も地域に愛される公民館を目指し、積極的に事業の推進を図ってい 

きたいと思います。 

 

加藤 高明中郷公民館館長： 中郷公民館の今年度の取り組みについて報告いたします。今年度、実施でき 

た事業は８つほどあります。その中のいくつかについてご説明します。 

 まずは、40 周年記念事業です。式典については中止とし、記念誌作成のみの 

実施となりました。昨年７月に記念事業実行委員会の「記念誌部会」を立ち上 

げ進めて参りました。お陰様で、来月上旬には冊子ができあがる予定でありま 

す。記念誌の目玉として、地域住民から写真を募集し「地域の好きな風景」や 

「残しておきたい記録写真」というコーナーで掲載しました。委員の皆様お１ 

人１人に送付しましたので、ご覧いただければ幸いです。事務局として、この 

記念誌がこれまでの活動の総括となり、今後の持続可能な公民館活動の礎とな 

ることを願っています。 

 次に、デジタル社会に備えた地域住民対象の「スマホ教室」の実施です。一 

昨年度に始めたスマホ教室ですが、館内で活動するサークルの中の方々がロビ 

ーでスマホをいじりながら、お互いに疑問点を出し合っているのを見かけまし 

た。高齢者にスマホの流行は来ていてしむしろ高齢者こそ孤立などしないよう 

必要なものだと職員間で話し、２日間講習会を行いました。延べ 30 名の参加 

者がいました。 

 その中には、スマホを購入したが難しくて使い方が分からない人や、これか 

らスマホに切り替えを考えている人達でそのニーズを実感しました。 

 最後に、土足化に向けた取り組みについてです。中郷公民館は、これまで入 

館時スリッパに履き替えての活動で行ってきました。館のつくりもそのように 
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なっています。来年度から土足化するためには、大きく行動様式と意識の変化 

が必要になってきます。例えば、２階視聴覚室のじゅうたん張りの床や調理室 

への土足には問題が生じます。それを解決すべく管理人と話し合いを続けてま 

いりました。結果、必要に応じて部分的にスリッパに履き替える様にしたり、 

感染予防の観点から掃除の方法や道具も見直し現在その準備中です。来月の公 

民館だよりで地域住民や利用者に周知し、中旬から試験的に実施していく予定 

でございます。 

 

青木 健 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。 

 

北村 和則 委員： 富来田公民館の館長さんに伺いたいのですが、１３ページの№17に富来田地区 

まちづくり協議会の記載で、地域交通のふくちゃんバスというものがありますが、 

この稼働率などはどうなっていますでしょうか。他のまちづくり協議会の人たち 

も興味があるでしょうから、解る範囲でお教え頂ければと思います。 

 

水越 学富来田公民館館長： 基本的には富来田地区まちづくり協議会の担当部門が運営しております。補助 

金が出ている事業であり、独立した活動を行っています。毎週水曜日と金曜日の 

二日が運行日となっており、当初は５０名より少ない程度の会員という形で聞い 

ていましたが、希望者が非常に増えており、現在５５名で運営しているとのこと 

です。ただし、こちらは福祉バスではありませんので、基本的には自分で乗って 

自分で降りるという形で運用しております。バスの行き先につきましては、特に 

富来田地区の場合は久留里線との兼ね合いもあり、市内のタクシー協議会と市の 

担当課で協議を重ねているところです。公民館としては直接のオペレーションに 

は関わっておりませんが、補助金管理やチラシ配布等による事業周知という形で 

活動を支援しています。 

 部会長の話では、病院への希望者が非常に多いということで市内の全ての病院 

に行けるように行き先を増やせないかという思いもあるようですが、やはり民間 

の事業者の方々との兼ね合いもあり調整が必要になっているようです。そうした 

点や運転手の不足が見え始めたことなども含めて、今後どのような形で運用され 

ていくかについては流動的な面もあり、まちづくり協議会の一つの課題であると 

いうように認識しております。 

 

青木 健 委員長： 他にございますでしょうか、なければ先に進めたいと思います。 

では続いて、富岡・文京・八幡台・東清・清見台公民館お願いします。 

 

石井 一彦富岡公民館館長：  今年度は、コロナ禍のなか、他の公民館同様、富岡公民館でも、富来田公民 
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館との共催事業である青少年事業や高齢者学級、また地区文化祭など、多くの事

業を変更、中止することになり、例年通りの計画では進みませんでした。 

 また、年度初めの４月、５月に地域の団体の総会が、臨時休館により開催でき 

ず、各種団体の方々、区長会や地区社協、まちづくり協議会等の地域の人たちと 

の顔合わせや交流ができなかったことや、地域あげての地区文化祭が開催できな 

かったことなど、公民館にまったく利用者、住民の声が聞こえないという異例の 

状態が続き、一年を通じて地域の人と疎遠になってしまったという感がぬぐえず、 

混乱の中での我慢の年でした。 

 そのような中、ガイドラインの範囲内で、三密を避け、大きな部屋を使用し、 

成人の「陶芸教室」を６月から開始予定でしたが変更し、９月から開催しました。 

日常の生活が一変する中で、月１回ですが、身近な地域の学びの場である公民館 

で、対面で話し合いをしたり、笑い声が聞こえたりすることで、やはり人と人と 

が触れ合うことや、人と人とのかかわりの大切さを再認識することになったと感 

じています。 

 来年度の公民館事業につきましては、「公民館は、人と人とをつなげるために活 

動してきたわけです」ので、もちろん公民館職員と地域の方々とのつながりもあ 

わせて、人と人とのつながりを回復するための事業を展開していくことを目標に、 

取り組んでまいりたいと考えております。 

 

簑島 正広文京公民館長： 令和２年度の主な事業といたしましては、「親子で芋掘り体験」を家族レクレ 

ーションとして実施しました。実施方法は、2日間かけ家族で 1回、40分程度の 

時間を使い、分散して行いました。参加者は１０家族・大人 14名・子ども 13名 

となりました。土日の開催日となりましたので、父親の参加も見られ、評判は良 

く、若い世代の方々にも公民館活動を知ってもらえる一助となりました。 

 また、文京公民館は昨年 10月で 40周年を迎えました。実行委員会を 3回、記 

念誌編集部会を３回実施しています。40周年記念事業につきましては、「記念誌 

の刊行」だけです。 

 Online事業の取り組みと活用としては小学校家庭教育学級第 3回の「カモミー 

ル」では、エスタシオンホールディングスの鈴木喬裕氏をお招きし、「ITC教育 

を学ぼうという」ことで、ICT教育や Zoomの活用と体験について学びました。具 

体的には、スクラッチという学習用プログラミング体験の話や Zoomの基本的な使 

い方を参加者のスマホで Zoom体験をしました。参加者からは、学校でのプログラ 

ミングの取り入れ方についての話にもう少し時間を割いてほしかったという意見 

がある一方で、Zoomも知らなかったので、今後 PTA会議等で使えそうという意見 

もあり、充実した講座となりました。 

 防災学習の取り組みといたしましては、市からの防災用品の支給やコロナ禍で 

の避難対応を考えるため、危機管理課の職員を招き、12月に「防災学習会」を開 
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催しました。内容は 3部構成としました。初めに、講義を行いました。文京公民 

館は洪水浸水想定区域の指定となっていることから、避難計画としてのマイタイ 

ムラインについて説明いただきました。次に、「要援護者支援計画について」とい 

う DVDの視聴をしました。最後に実践形式して、２つのグループに分かれて、段 

ボールパーテーションの組み立ての実践を行いました。また、参加者が自主的に、 

簡易トイレや木更津市の敬老祝いとしての防災グッズを持参し、展示説明をして 

くださいました。参加者からは、「段ボールパーテーションは、初めてだったので、 

受講してよかった」、「市は、市民に身近な防災の情報をもっと発信してもらいた 

い」などの感想や意見がありました。公民館としても防災意識の高い参加者が多 

かったというような印象を持ちました。 

 

鈴木 修一八幡台公民館長： 今年度は、他の公民館と同様、コロナ禍のため、四季の杜音楽会や文化祭、ひばりカフ 

ェなど地域交流事業が実施できませんでした。実施できた主催事業は25回と計画の3分 

の１以下の実施状況となり、利用者数も前年と比べて約1万5千人減という厳しい状況で 

した。 

 そんな状況下でしたが、青少年関係の事業では、「遊び塾なみはち」や野外での「キッ 

ズシアター」「お飾りづくり」。子育て支援事業としては、「ひばり家庭教育学級」・「思春 

期家庭教育学級」。地域の教育課題への取組として「健康講座」・「大人の教養講座～かな 

書道教室～」などを感染防止に配慮しながら行ってきました。 

 また、新しい生活様式を踏まえた活動として、自宅からでも参加できる取組として実施 

したのは、一つは、4月～5月にかけて休校中の児童を対象として行った『コロナに負け 

るな、俳句で吹き飛ばせ‼俳句コンテスト‼』です。これは、地域の方の「家で自粛してい 

る子供たちに「休校だからこそ活動の提供を！」」という思いに答えて実施したものです。 

 二つ目は、5月から6月にかけて実施した『コロナに負けるな、大募集‼上烏田・八幡台・ 

羽鳥野の好きなところ・よいところ』という事業です。コロナ禍で不要不急の外出自粛が 

呼びかけられる中、改めて地域を振り返り、故郷の魅力を再発見する機会としたいという 

思いで行いました。「八幡台神社の彼岸花と星空」とか「夏祭りの時のみんなの協力体制」 

「子供たちの元気なあいさつ」子供たちからは「登校・下校中に挨拶をしてくれるところ」 

など幅広い視点から応募を頂きました。 

 応募いただいた内容は、公民館だよりや館内掲示、冊子にまとめるなど広く知ってもら 

うようにし、ふるさとの良さを改めて感じたとか共感の声を多くいただきました。 

 また、本館は、本年度開館40週年に当たり、記念式典等はできませんでしたが、記念

事業実行委員の方を中心に、植樹式、感謝状の贈呈、記念誌の刊行などの記念事業を実

施してきました。その中で、地域の人たちと八幡台公民館のかかわりを改めて見直し今

後の活動につなげていこうと「八幡台公民館って知っていますか」というアンケートを

地元小中学校生対象、隣接幼稚園の保護者対象、地域住民対象に行いました。集計結果

は記念誌にも掲載予定ですが、今後に生かしていきたいと思います。 
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佐々木 英之東清公民館館長： 令和２年度東清公民館では、子どもから高齢者まで誰もが気軽につどい、学ぶ 

ことができる社会教育活動の拠点として、２１の事業を実施する計画でしたが、 

コロナ禍のため秋の地区文化祭をはじめ「さわやか学級」等の高齢者関係事業等 

が実施できませんでした。そして最終的に、サタデースクール等の青少年教育事 

業を２、家庭教育事業として小中学生のママ講座、ふるさと歴史講座等の成人教 

育事業を５、そして利用者懇談会等、その他の６事業の合計１４の公民館事業を 

実施しました。 

 今年度の事業の特色と成果としては、まず第１に、昨年度からの懸案であった 

地域の防災・減災に関する市民講座を東清川地区区長会と共同で開催することが 

できたことです。そして、地区まちづくり協議会の設立に向け、講座と並行して 

何回か区長会議が開催され、その後「準備会」において検討を進めた結果、「（仮 

称）東清川地区まちづくり協議会」が３月末に発足する予定です。 

 第２に、コロナ禍の多くの制約の中で、また、外出の自粛等のさまざまな生活 

の変化に対応する形で公民館事業が取り組まれたことです。当初の計画になかっ 

た新規事業として、心と体をリフレッシュするための「１日健康教室」や「初心 

者のための１日スマホ入門講座」を開催したほか、家庭教育学級の学習や住民会 

議の全体会議の中で、コロナ禍における子どもたちのネット依存やインターネッ 

トトラブルの問題等が積極的に取り上げられました。また、「ふるさと歴史講座」 

の受講生を中心に主体的な調査・記録活動として「石造物調査隊」をスタートし 

ました。 

 しかし、団体・サークル等の利用状況については、年間で実質的に７カ月しか 

開館できず、さらに多くの制約があったため、例年の２割～３割程度しか利用が 

ありませんでした。特に、料理、詩吟等の内容制限や２時間という利用時間の制 

限により３０サークル中、８サークルがほとんど利用できないという状況でした。 

なお、地区文化祭については、その開催をめぐって利用者懇談会や公民館運営 

協力委員会で数回にわたって検討を重ね、最終的に８月末に中止することになり 

ましたが、実施の可否だけでなく、地区文化祭の意義について地域の中で再確認 

できたことは大きな成果だといえます。 

 第３に、４月から中郷中学校と清川中学校の統合に伴い清川地区・中郷地区青 

少年育成住民会議が新たにスタートしたことです。残念ながら東清地区では多く 

の子どもたちが参加する事業は実施できませんでしたが、今後も東清川分会、中 

郷分会として地域の特色を生かして活動していくことになっています。 

 最後に、公民館の施設整備についてです。一昨年の台風の影響で屋根と笠木等 

が大きく変形・破損し、和室で雨漏りが生じたため、１月から２月にかけて屋根 

等の改修工事が行われました。劣化したアスファルトシングル葺きの屋根を新た 

にガルバリウム鋼板で覆うことで、何十年かぶりに明るいえんじ色の屋根がよみ 
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がえりました。また、当館は開館して約４０年となり、施設の経年劣化がかなり 

激しかったのですが、併せて、外壁等の一部も補修していただき、大変助かりま 

した。 

 なお、利用者の利便性を高めるため、４月から他の４公民館と一緒に土足化す 

ることになっております。  

 

安藤 道由清見台公民館館長： 他館と同様に、乳幼児を対象とした子育て広場「このゆびとまれ」、高齢者学級 

「はつらつ学級」が実施できなかったほか、「笑顔カフェ in清見台公民館」も飲食 

を伴うということで開催できませんでした。 

 また、住民会議と共催で行う通学合宿や、不特定多数の人を集めてしまうスマイ 

ルフェスタ、かるた大会、なわとび大会、清見台音楽祭、文化祭といった交流を主 

とするものもできず、合計９事業の開催を断念しました。 

 清見台公民館では、前年度の冬の感染流行を考慮して、定期的なものを除いて、 

主に９月から 12月までの間に主催事業を集中させて実施しました。サタデー事業 

の「キッズわくわくチャレンジ教室」は、接触を避けるため人数を限定して、同じ 

内容を午前と午後に分けて実施しました。今までと違った開催時間も設定したこと 

により、来たことがなかった児童の参加も見られるといった効果が認められました。 

「ふるさと学級」は、郷土の歴史等を学ぶ講座ですが、普段の講義は間隔をあけて 

実施していましたが、移動教室はまなび号のコロナ禍の定員を上回るために、同じ 

コースを２回に分けて案内しました。結果として、２回目の人数は僅かで 1回目に 

集中するなど、開催にあたっての課題も見られましたが、閉級式を除いて実施する 

ことができました。 

 また、ストレスがたまる状況の中で、怒りと上手に付き合おうということで、「ア 

ンガーマネジメント講座」を実施し、心の健康づくりに取り組んだほか、「スマホ 

講座」は応募者が多数であったため、２回１セットの講座を受けることができなか 

った人を対象に１回限りの「スマホ基礎講座」を新たに設置し、住民のニーズに対 

応したほか、新しい参加者も多く来館し、新規利用者の開拓にも繋がりました。 

そのほか、まちづくり協議会と防災検討準備会の立ち上げにつきましては、遅れ 

ていたが、９月から 12月まで毎月 1回の会議を開催し、防災部会・青少年部会の 

設置を優先して設立に至った。今年度の設立を考えていたため、12月までで協議す 

べきことを終わらすことができたことは大きかったです。残念ながら３月６日の設 

立総会は書面での開催となってしまいましたが、３１団体が参加して発足しました。 

また、コロナ禍でも待ってはくれない防災に関しては、防災連絡協議会を４回開 

催し、地域連携のあり方などを意見交換したほか、地区防災講座の開催は１月とな 

ってしまったため、感染拡大の影響で講演会は中止となったが、準備過程で災害弱 

者の支援についての問題意識の共有はできました。さらに、新型コロナ禍の避難所 

運営について検討したほか、防災連絡協議会にて段ボールパーテーションの組み立 
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て体験を実施するなど、災害に備えるための準備を進めることができました。 

 

青木 健 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。 

よろしければ、続けて、畑沢・岩根西・西清川・波岡・桜井公民館・金田出張所 

お願いします。 

 

渡邉 裕二畑沢公民館館長： 例年、ハートフル王国として子ども達に王国を建国させ、子ども達が運営する事業 

を開催していましたが、集うことが難しいため、青少年健全育成会議の事務局及び青 

少年相談員共催し、ステンドグラス風アート作品募集を実施しました。内容は、参加 

希望の小中学生に材料を配布し、在宅で作品を作成。地域に根差す公共施設である公 

民館の窓ガラスに展示し、地域の方が遠目で公民館を見て、子ども達のアートで癒さ 

れ、元気付ける事業を行いました。 

 感染症予防が可能な事業及び参加希望のあった事業、おやじ専科（定年後のおやじ 

の集まり）、そよかぜ学級（小中学生を持つ保護者の講座）、健康カレッジ（健康を保 

つための成人教育）、はたざわ歴史講座（郷土を学び郷土愛を深める成人教育）を講 

話を主体にすべての講座を学級生と相談しながらプログラムを作成し、開催しました。 

 公民館前の道路は、通学路であり路線バスのルートでもあります。多くの子供たち 

が往来します。状況に応じて交通安全も含めて道路の見回りをしています。中学校長 

も気にしているところでありますが、たばこのポイ捨て、飲食ごみの不法投棄が時折 

行われるので清掃も行っています。直接的に公民館事業とは関係ありませんが、ごみ 

を拾っていると、近隣住民の日頃から地域活動をしている方が、自然にごみ拾いでて 

くれるという光景を見ました。臨時休館だからこそ、地域の実情を考え、ちょっとし       

た行動をおこすことも、公民館としては地域活動の刺激になるではないかと感じまし 

た。 

 

玉川 剛岩根西公民館館長： 本年度、岩根西公民館では５点の重点目標のもと１９の事業を計画を設定し、地域 

住民のふれあいの場、最も身近な学習・文化活動の拠点としての活動を計画しました。 

しかし、 コロナ禍の状況の中、木更津市健康危機管理対策本部からの指示を受け、 

通学合宿や文化祭、防災訓練、各種主催事業等、多くの活動が中止や大幅な変更を余 

儀なくされました。 

 そんな中、 コロナ禍における活動を模作しながら、地域住民の皆様とのつながり 

が途切れないよう、ガイドラインの範囲内で安心・安全を最優先に７つの事業を実施 

することができました。 

 また、公民館だより「きずな」」や「まちづくり協議会だより」、社会福祉協議会だ 

より「広報友愛」等を積極的に発行し広報活動の充実につとめました。 

 更に、各サークルのみなさまや、高齢者教室の「ふれあい学級」のみなさまに折に 

触れて「はがき」を出して公民館との関わりが途切れないように工夫をしながら取り 
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組みました。 

しかし、コロナ禍の影響で解散や活動休止になってしまったサークルも出てしまっ 

たことも事実です。活動再開に向けて、入念な事前準備・計画の立案をすすめ、「岩 

根西地区まちづくり協議会」や「青少年育成岩根西地区住民会議」など、それぞれの 

地域団体と連携しながら、子どもからお年寄りまで地域住民のふれあいの場として、 

また社会教育活動の拠点としての公民館活動を推進していきたいと思います。 

 

吉田 貞利西清川公民館館長： 西清川公民館はコロナ禍の中、市の公民館利用のガイドラインに沿って１年間 

公民館運営を進めてまいりました。そのため、予定していた多くの主催事業は中 

止せざるをえませんでした。 

 この間取り組んだ事業の一つが、「防災アンケート」の実施です。「まち協づく 

り協議会」が主催で区長さんをはじめ、地域の皆さんの防災に対しての意識調査 

を行いました。これは昨年の台風、大雨の自然災害の際、多くの住民が被害に遭 

いました。公民館も避難所になり、これまで経験しなかった壁にぶつかり、今後 

の対応の参考にするための調査でした。アンケートは所定の用紙はもちろん、イ 

ンターネットからの回答や公民館だよりに QRコードを掲載して誰でも参加でき 

るようにし、５３名の方に回答をいただきました。今後、この結果を生かした取 

り組みをどのように進めていくのか検討していきます。 

 西清川公民館は今年度、開館３０周年を迎えましたが、このような状況で式典 

などは中止し、記念誌の発刊のみを行うこととしました。実行委員会は記念誌を 

発刊する記念誌部会５名で進めました。記念事業として、「再発見 心に残るお 

気に入りのふるさとの風景 西清川地区（三中学区）のここが好き‼」という事業 

を行いました。この事業は「西清川公民館」が主催で、共催が「開館３０周年実 

行委員会」と「三中学区青少年健全育成会議」というかたちで取り組みました。 

大勢の人を集めることができませんが、たくさんの地域の思い出やエピソードを 

集める取り組みです。「お気に入りの場所」、「他の人に見てもらいたい場所」、「自 

慢できる場所」など心に残るふるさとの思い出を募集しました。木更津三中の生 

徒の皆さんの協力も得て、地域の方も多数応募してくれました。３月下旬に発刊 

予定の記念誌で紹介させていただきます。来年度の活動については、コロナの拡 

大状況を鑑みながら、「三中学区青少年育成会議」、「西清川まちづくり協議会」、 

「小中学校」など地域の諸団体と連携、協力をして進めてまいります。 

 

矢野 直明波岡公民館館長： 波岡公民館から令和 2年度の取り組んだ事業について報告いたします。波岡公 

民館では「未来に地域の絆深めよう なみおか」を目標とした運営方針のもと、 

計画では２０の事業を行う予定でしたが、新型コロナウィルス感染拡大防止のた 

め休館を余儀なくされ、縮小した事業開催となりました。人と人との接触が難し 

い中でも、月 1回の公民館だより発行、また発行日に合わせてホームページの更 
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新を定期的に行い、情報の発信に努めました。９月から公民館主催事業を徐々に 

開始、サタデースクール「遊び塾「なみ・はち」ではソーシャルディスタンスを 

意識したチラシ・事業実施（水鉄砲づくり・ランタンづくり・リースづくり）を 

行いました。次世代の機器に対応できるために取り組んだスマートフォン入門講 

座では定員１５名で実施したところ、多数の申し込みがあったため、再度開設を 

行い２回行いました。その他思春期家庭教育学級、波岡郷土史講座、お飾りづく 

り教室の実施を 1月の緊急事態宣言までの間実施しました。 

 波岡公民館からは以上です。 

 

米澤 雅史桜井公民館館長： 本年度、桜井公民館では、「家庭教育、子育てに関わる事業の充実」「子どもた 

ちのさまざまな体験学習に積極的な取り組み」「中高年の学習活動の充実」「地域 

内世代間交流の推進」「町内会や地区内各種団体と連携し、地域の豊かな文化づく 

りの拠点としての公民館活動の充実」の５点を重点目標に公民館活動を計画しま 

した。 

 しかしながら、新型コロナウィルス感染拡大により、公民館の利用制限や臨時 

閉館、主催事業の変更や中止に追い込まれてしまいました。 

 このような状況の中、市ガイドラインを基準として事業実施の可否を判断しま 

した。また、木更津第二中学区の小中学校４校と協議し児童・生徒の参加につい 

て協議しました。更に、地域住民、各サークルの皆様と連絡を取り合い、安心・ 

安全を最優先に、「コミュニティカフェ」、「人とつながりもの作り講座」、「お飾り 

作り講座」など６つに絞って事業を行いました。 

 また、文化祭は中止となりましたが、希望するサークルには作品展示スペース 

を確保しました。 

 休館中の取り組みですが、職員作業により、ベンチ５基の座面交換、和室障子 

の交換、樹木伐採や草刈りなどを行いました。 

 この間、残念ながら、７つのサークルが解散しました。更にいくつかのサーク 

ルが活動を休止しています。 

 今後は、コロナ完全収束までの公民館活動を見据えて、地域住民の皆様、利用 

団体の皆様などと連携し、段階的に活動を再開し、ZoomなどＩＴを活用した新た 

な事業の開発などを進め、これまで以上に充実した公民館活動を推進していきた 

いと思います。 

 

山下 要一郎金田出張所所長： 平成３０年度末の金田公民館閉館により、令和元年度から金田出張所が主管と 

なって、「金田地域生涯学習振興事業」として、金田地区の社会教育、生涯学習活 

動に取り組んでおります。 

 さて、令和 2年度の事業ですが、他の公民館と同じように多くの事業がコロナ 

ウィルス感染症蔓延防止のため、中止になってしまいました。 
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 その中でも、3つの事業を行うことができました。 

 「マザーズカフェ」は子育てに悩みを抱える保護者を対象とした教育相談事業 

です。少人数の事業ですが、十分にスペースを確保し、感染対策を行い実施しま 

した。つぎに「かねだ市民講座」ですが、健康、防災、消費者問題など身近な暮 

らしの話題をとりあげ、4回でしたが実施することができました。これについて 

も、参加者が密にならないよう、大きな部屋を会場として実施しました。最後に 

「おかざりづくり教室」ですが、これも原則親子での参加とし、それぞれの作業 

スペースに余裕をもって確保するなかでの実施となりました。 

 いずれの事業も継続的な実施には至らず、交流という点では物足りないものと 

なってしまいました。 

 また、ここ数年金田地区の大きな課題として取り組んできた「乳幼児の保護者 

を対象とした取り組み」と「主に飲食を介した新旧住民の交流の取り組み」を全 

く実施することができませんでした。これについては、来年度以降、できる方法 

を模索していきたいと考えております。 

 昨年度、今年度と十分に事業を実施できない中、交流センターも最初の指定管 

理期間の最終年である 3年目を迎えようとしています。改めて、センターを運営 

する指定管理者と連携し、教育委員会とも協議を重ねながら、今後の金田地区の 

社会教育、生涯学習のあり方について考えていく予定です。 

 

青木 健 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。 

          よろしければ議案第２号につきましては了承されたものといたします。ありがと 

うございました。 

          公民館長をはじめ職員の皆様におかれましては、今年度は、新型コロナウィルス 

感染拡大防止のため、対面した事業展開が思うように出来ず、制約の中で出来るこ 

とをされたことと思います。また、日々の消毒作業など、いつもとは違う公民館運 

営をしていかなくてはならず、大変なご苦労があることかと思います。一方で、Zoom 

やタブレットを活用した事業の取組みも始まりつつあり、今だからこその事業展開 

が今後のコロナ終息後の事業展開の可能性へつながるのではと感じました。 

 これからも、公民館が身近に感じられ、地域活動の拠点であり続けるために、先 

ほどの答申を来年度事業に活かしていっていただけたらと思います。 

つづいて、各選出委員からの活動報告に移ります。各委員会等の開催状況につい 

て、はじめに、木更津市生涯学習推進協議会について清水委員お願いします。 

 

清水 正夫 委員： 令和２年度は２回の会議が予定されていましたが、コロナ禍によりいずれの回も 

書面会議となりました。直近の会議では、オンラインで取り組んだつながるフェス 

のこと、生涯学習バスまなび号の運用状況、それから市で取り組んでいる出前講座 

につきまして議決を行いました。 
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 以上でございます。 

 

青木 健 委員長： つづいて、木更津市社会教育委員会議ですが、鶴岡副委員長お願いします。 

 

鶴岡 俊之 委員： 明日この場にて会議が行われる予定です。その際、先ほど館長にお渡しした 

答申につきましても報告させて頂きます、以上です。 

 

青木 健 委員長： 次に、木更津市図書館協議会ですが、村上委員よりご報告をお願いします。 

 

村上 淑子 委員： ２月２６日に第２回の協議会が実施されました。令和２年度の報告と、令和３ 

年度の事業計画が議題となりました。図書館協議会からは３点ほどご報告があり 

ます。 

 一つ目は、休館日の変更についてです。今まで木更津の図書館は火曜日が休館 

日ということで運営されてきたのですが、今夏より、月曜休館に切り替える方向 

性であるとのことです。また、祝日の休館扱いにつきましても、開館する方向性 

とのことです。 

 二つ目には電子図書のスタートです。パソコンやスマホで図書が読めるように 

なりました。 

 三つ目には、コロナ禍において、図書の除菌機材を購入して運営されるように 

なりました。 

 以上です。 

 

青木 健 委員長： 次に君津地方公民館運営審議会委員連絡協議会については事務局よりご報告を 

お願いします。 

 

松本 明子中央公民館副館長： 君津地方公民館運営審議会委員連絡協議会ですが、今年度はコロナのため会議 

や総会、役員会を行うのみで、研修などは行う事が出来ませんでした。本協議会 

は２年ごとに公運審委員から会長、職員から事務局長という形で、４市が輪番で 

運営しております。令和３年の新年度につきましては、会長と事務局長が富津市 

から木更津市に回ってきます。まだしばらくはコロナの影響が続くと思われます 

ので、状況を注視しながら活動していく予定です。 

 

青木 健 委員長： 次に公民館研究大会について事務局よりご報告をお願いします。 

 

松本 明子中央公民館副館長： 公民館の研究大会につきましては、公運審としては例年千葉県公民館研究大会 

に研修として参加しているものです。今年度につきましては１０年に一度当番が 

回ってくる全国規模の、関東地区集会の年度だったのですが、コロナの関係から 
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代替開催ということになり、全体会を YouTube にて配信し、また実践発表につ

きましては詳細な報告書を作成する形で取り組み、希望者の方に頒布をさせて頂

きました。 

 また、木更津市からの報告や運営面での協力がありますので、ご報告をさせて 

頂きます。第１０分科会『学校・地域を結ぶ公民館』については中郷公民館鈴木 

玲子さんが、第１２分科会『世代を繋ぐ公民館』は中央公民館の西原達平さんが、

第１４分科会『公民館 Q&A』については富岡公民館の石井一彦館長が、それぞ

れ執筆されています。そして運営につきましては、全体会担当部会長として富来

田公民館の水越館長が担当し、富岡公民館の石井館長が全体会の実践発表をしま

した。また、本大会と関東地区公民館連絡協議会事務局長については私松本が務

めさせて頂き、無事全ての業務が完了したところです。ありがとうございました。 

 

青木 健 委員長： 報告については以上ですがご質問等がございましたら挙手をして発言をお願い 

いたします。 

 特にないようでしたら、以上で本日予定しておりました議案はすべて終了しま 

した。事務局に進行を返します。 

 

松本 明子中央公民館副館長： 慎重審議をいただきありがとうございました。ここで、今期で退職・退任され 

る館長を事務局からご紹介します。 

 

事務局より退職館長を紹介、代表して星野中央公民館館長より挨拶 

 

松本 明子中央公民館副館長： ありがとうございました。次に、今期の委員を代表して、委員長から挨拶をお 

願いします。 

 

青木委員長より挨拶 

 
松本 明子中央公民館副館長： ありがとうございました。つづいて任期５年以上の委員に教育長から感謝状を 

贈呈いたします。 

 

生涯学習課 教育長より４名の委員へ感謝状贈呈、代表して山田治子委員より挨拶 

 

松本 明子中央公民館副館長： ありがとうございました。つづきまして、今期最後の定例会となりましたので、 

本日お越しいただいております高澤教育長ならびに岩埜教育部長より公民館運営 

審議委員会の委員の皆様へ、ごあいさつを申し上げます。 

 

髙澤教育長、岩埜教育部長より挨拶 
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松本 明子中央公民館副館長： ありがとうございました。今期の公民館運営審議会は、台風災害や新型コロナ 

ウィルス感染症拡大防止対応など通常に定例開催ができない中で館長への「答申」 

や公民館の課題等について様々な視点から審議していただくことが出来ました。 

心より感謝申し上げます。 

 さて、新年度の次期令和３年度公民館運営審議会第１回定例会ですが、日程に 

つきましては５月１４日（金）午後２時を予定しております。詳細が決まりまし 

たら、事務局よりお知らせをいたします。 

 事務局からは以上です。 

 

青木 健 委員長： 以上をもちまして令和２年度木更津市立公民館運営審議会第４回定例会を閉会 

いたします。ありがとうございました。 

 

 

令和３年３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 


