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平成 30年度第２回千葉市中央区公民館運営審議会議事録 

 

１ 日   時 平成 31年３月 15日（金）午後１時 00分～午後２時 50分 

 

２ 場   所 千葉市松ケ丘公民館 ２階 講堂 

 

３ 出 席 者（委 員） 

            駒井委員長、伊藤副委員長、飯島委員、内山委員、大内委員、大塚委員、 

大西委員、向後委員、鎮守委員、都築委員、原田委員、桝田委員、水谷委員 

（事務局） 

        生涯学習振興課：山田課長、柴崎主査、石毛主査補 

教育振興財団  ：高橋松ケ丘公民館長、平山生浜公民館長、平野新宿公民館長 

高橋宮崎公民館長、鈴木葛城公民館長、山口末広公民館長 

布施椿森公民館長、千本松川戸公民館長、高見星久喜公民館 

長、立石松ケ丘公民館副館長、山本松ケ丘公民館主事 

 

４ 議   事 

（１）報告事項 

ア 平成 30年度公民館利用状況について（１月末現在） 

イ 平成 30年度公民館事業報告について（１月末現在） 

        （２）協議事項 

ア 平成 31年度公民館事業計画について 

        （３）報告事項 

千葉市公民館設置管理条例の一部改正について  

 

５ 議事の概要 

        （１）報告事項 

ア 平成 30年度公民館利用状況について（１月末現在）各公民館の利用 

人数、利用回数、前年との比較について報告した。 

            また、生浜公民館図書室の利用状況など報告した。 

イ 平成 30 年度公民館事業報告について（１月末現在）中央区事業及び

各公民館の主催事業の実施内容及び受講状況等を報告した。 

        （２）協議事項 

ア 平成 31年度公民館事業計画について 

平成 31 年度の中央区の事業計画及び各公民館の事業計画を説明し、了

承された。 

 

（３）報告事項 

   千葉市公民館設置管理条例の一部改正について、条例改正の趣旨及び改 

正内容を説明した。 
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６ 会議経過 

   ・開会 

   ・運営審議会委員長挨拶 

   ・生涯学習振興課長挨拶 

    

 

駒井議長  ・議事の審議に入り、議事（１）報告事項のア平成 30 年度公民館利用状

況について（１月末現在）事務局に説明を求める。  

         

事務局  ・議事（１）報告事項のア平成 30 年度公民館利用状況について（１月末

現在）会議資料に沿って、全般的な利用状況、利用回数及び利用者数に

ついて説明する。また、生浜公民館図書室の貸し出し状況について説明

する。 

 

     駒井議長  ・質問、意見を求める。 

 

    原田委員  ・中央区公民館利用状況に利用人数の内訳の「その他」の利用者数が全体 

の２割ほどを占めているので、データ上よろしくないと思います。「その 

他」とは地域団体ですか。 

 

松ケ丘公民館長  ・「その他」欄の利用者は、町内会等の利用者です。 

 

原田委員  ・利用状況の内訳欄を追加したほうが良いのではないですか。 

 

生涯学習振興課長  ・地域団体等の表記にするなど、分かりやすくしていきたいと思います。 

 

大西委員  ・新規図書の購入方法について基準等はありますか。 

 

松ケ丘公民館長  ・中央図書館からの情報を参考にしています。また、利用者からの希望が 

あれば購入を検討します。 

 

駒井議長  ・質問、意見を求める。 

 

各委員    なし 

 

駒井議長   ・議事（１）報告事項のイ平成 30 年度公民館事業報告について（１月末

現在）事務局に説明を求める。 

 

事務局  ・議事（１）報告事項のイ平成 30年度公民館事業報告について（１月末 



 

3 

 

         現在）中央区事業及び各公民館の主催事業の実施内容及び受講状況等を 

説明する。 

 

駒井議長  ・質問、意見を求める。 

 

都築委員  ・公民館だよりを各館で発行していますが、千葉市公民館情報誌や市政だ  

 よりにも、公民館の情報が掲載されていますが、公民館だより、市政だ 

より、千葉市公民館情報誌の今後のねらいとしてどのような方向性を考 

えていますか。 

 

生涯学習振興課長  ・千葉市公民館情報誌は、千葉市教育振興財団が２月に創刊しました、こ 

の情報誌には各公民館の講座情報が掲載されています。この情報誌は偶 

数月の発行予定であり、公民館で開催される全講座の情報を掲載し、２ 

万部の発行予定です。配付箇所は、公民館、コミュニティセンター、区

役所、スポーツ施設などの市内各所に配付します。また、千葉市教育振

興財団のホームページにも掲載してあります。 

          ・市政だよりは、全戸配布ではありますが、紙面の都合上公民館の全講座 

を掲載するのは、不可能なので、千葉市公民館情報誌を発行します。 

     公民館だよりは、各公民館の情報を地域の方たちに知っていただけるよ 

うに各公民館で掲示等をしています。 

 

桝田委員  ・新宿公民館の植草学園との共催事業の応募者が少ないが、学生の動員は 

ありましたか。 

 

新宿公民館長  ・学生の動員はありませんでした。 

 

桝田委員  ・あまりにも参加者が少ないのは、講師に失礼ではないですか。 

          ・ＰＲ不足だったのではないのでしょうか。 

 

生涯学習振興課長  ・この講座は植草学園と千葉市教育委員会の共催事業として今年度初めて 

実施した事業でありまして、植草学園より新宿公民館で開催したいと要 

望がありましたので、新宿公民館で出前講座を実施しました。定員不足

はＰＲ不足と認識しております。 

 

大内委員  ・公民館の講座等への参加について、呼びかけをしないと集まらなくなっ 

た。公民館の講座を知らない人たちが多いので、ツィッターやフェイス 

ブックを活用して公民館の利用が増えたら良いと思います。 

          ・呼びかけによりより多くの人達が公民館に集まってほしいと思います。 

 

生涯学習振興課長  ・公民館だよりにより地域の人達が公民館の情報を得ています。 
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          ・今までは紙ベースの情報だったが、一部の公民館では、ツィッターやフ 

ェイスブックを利用して公民館の情報を発信しています。 

          ・黒砂公民館では、ツィッターで講座等の情報を発信しております。 

 

原田委員  ・新宿公民館の「子ども会ジュニアリーダー養成講座」や星久喜公民館の 

「おとまりＩＮ星久喜」は、子ども会を対象にした事業であり、現在、 

横のコミュニケーションが減少してきているので大変ですが頑張ってく 

ださい。 

 

伊藤副委員長  ・宮崎公民館の「初めての味噌づくり」や「プラレール体験会」は、応募 

率が２００パーセントを超えているが、どのような対応をしましたか。 

 

宮崎公民館長  ・「初めての味噌づくり」の講座は、応募者全員が参加できるよう、講師に 

頼んで実施日を追加しました。また、「プラレール体験会」は、部屋を一 

日中開放していたので、人数が増えました。 

 

伊藤副委員長  ・星久喜公民館の「星の子土曜クラブ」の意味を教えてください。 

 

星久喜公民館長  ・子供のための体験講座の名称です。 

 

大西委員  ・末広公民館の「寒川小児童の提案事業」は、どのような事業ですか。 

        

末広公民館長  ・寒川小学校児童に「どうしたら公民館に人が集まるようになるのか」を 

         テーマに提案してもらい、その中から二つの講座を公民館が企画した講 

座です。 

 

駒井議長  ・質問、意見を求める。 

 

各委員    なし 

 

駒井議長   ・議事（２）協議事項ア平成 31 年度公民館事業計画について事務局に説

明を求める。 

 

事務局  ・議事（２）協議事項ア平成 31年度公民館事業計画について中央区の事 

業計画及び公民館における事業計画を各公民館から説明する。 

 

駒井議長  ・質問、意見を求める。 

 

水谷委員  ・椿森公民館で、サークルの会員が減少しているとのことですが、松ケ丘 

公民館のクラブ連絡会の会員も減少してきています。公民館のイベント 
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も大事ではあるが、平日のクラブ活動も大事ではないかと思います。 

          ・文化祭の発表者が減少しているので、中央区の全公民館のクラブ連絡会 

の代表が２月に松ケ丘公民館でクラブ連絡会がどのように発展してい 

くのかを話し合った。 

          ・サークルがクラブ連絡会に入るメリットがないので、クラブ連絡会の良 

いところをアピールできるように、千葉市教育委員会には、クラブ連絡 

会が発展するような企画をしてほしい。 

 

生涯学習振興課長  ・ご意見ありがとうございます。 

          ・クラブサークル会員の高齢化により会員が減少しているのは、中央区だ 

けではなく全市的な課題であります。 

          ・クラブ連絡会のメリットや特典を付けるのは難しいが、地域に根ざした 

講座を増やしクラブサークル会員の減少に歯止めをしたいと思っていま 

す。 

伊藤副委員長  ・館長同士の話し合いの場はありますか。 

 

松ケ丘公民館長  ・毎月各区の中核公民館の館長による「中核館長会議」を開催しています。 

          ・中核館長会議の翌日に中央区館長会議を開催しています。 

 

原田委員  ・宮崎公民館で浴衣の着付け教室が８月の開催予定であるが、開催時期は 

花火大会の前の７月に実施してはどうですか。 

 

宮崎公民館長  ・浴衣の着付け教室を７月に開催できるか、検討します。 

 

都築委員  ・椿森公民館で実施される公民館で活動しているサークルの方々が講師に 

なり、講座を開催することはサークルの存続にも効果があると思います。 

サークルの会員が講座を実施することにより講座の参加者がサークルに 

入会する可能性があると思います。 

 

向後委員  ・私は、様々なサークルへの講師の派遣を行っています。 

          ・教室等の参加者たちがサークルになったら衰退の道をたどると思ってい 

ます。 

          ・サークルは、講師と生徒も「なあなあ」になっていく恐れがあるので、 

サークルの講師や世話人さんたちへの講座を公民館で企画していただく 

と助かると思います。 

          ・また、フェイスブックの活用もぜひ行ってください。 

 

桝田委員  ・全体を通して事業計画が前年や過去の実績を踏まえて内容を変えてきて 

いることは前向きになっていると思います。また、オリンピックの講座 

は、時宜を得た講座で良いと思います。 
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          ・葛城公民館の小学生のプログラミングの講座は、期待しているので、実 

績が上がるように努力してください。 

          ・星久喜公民館の事業計画は、内容豊富な講座を企画しているので期待し 

ています。 

 

内山委員  ・松ケ丘中学校が青葉の森芸術文化ホールで開催した、能の芸術鑑賞に招 

待されました。主催者が事前に松ケ丘中学校で能についての講習をして 

いただきました。その結果、松ケ丘中学校の生徒は３３人が鑑賞会に参 

加しました。 

          ・土曜・日曜の地域のイベントと部活動が重なることが多かったが、次年 

度からは土曜、日曜のどちらかは、部活動が休みになるので、学校だよ 

り等を利用して公民館の活動を紹介したら、公民館のイベントへの参加 

が増えるのではないかと思います。また、父兄へのＰＲにもなると思い 

ます。 

 

駒井議長  ・質問、意見を求める。 

 

各委員    なし 

 

駒井議長   ・議事（３）報告事項千葉市公民館設置管理条例の一部改正について事務

局に説明を求める。 

 

事務局  ・議事（３）報告事項千葉市公民館設置管理条例の一部改正について条例

改正の趣旨及び改正内容を説明する。 

 

桝田委員  ・市外住民の利用する場合とは、団体ですか、個人ですか。 

 

生涯学習振興課長  ・条例では、市外住民も利用できます。市外住民が利用する場合は、利用 

料金が発生します。 

 

桝田委員  ・私のサークルには、市外住民がいるが、利用料金は発生しますか。 

 

生涯学習振興課長  ・サークルの一部の会員が市外住民の場合には、利用料金は発生しません。 

 

桝田委員  ・公民館の政治的利用については、とても重要なことだと思います。 

          ・政治的利用を許可することは、受け入れる公民館によって判断が違って 

いたら大変なことだと思うので、判断基準について千葉市教育員会の指 

導がありますか。 

 

生涯学習振興課長  ・利用許可をするのは、指定管理者の千葉市教育振興財団でありますが、 
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公民館によって許可の基準が違ってはならないので、許可基準のマニュ 

アルを作成し全公民館に配付しました。 

 

桝田委員  ・外国人の利用の制限はありますか。 

 

生涯学習振興課長  ・条例上は利用の制限はありません。 

 

水谷委員  ・政治的利用を認めると一般利用者への圧迫になるのではないですか。 

 

生涯学習振興課長  ・サークル活動の妨げにならないような予約方法にします。 

          ・定期利用団体を優先し、一般利用者の抽選予約の受付後の先着予約によ 

り利用できるようにします。利用回数は一般利用と同様です。 

 

    原田委員  ・政治的利用団体等の配布資料の中に後援会の申込書等が添えられている 

場合でも許可をするのですか。 

 

生涯学習振興課長  ・資料の 32ページの表にあるように、構成員の勧誘等には許可しません。 

・公民館で市政報告会を行った場合には内容等のチェックはしませんが、 

そのようなことがあった場合には、団体に対して指導したい。 

 

原田委員  ・ある公民館では、過去に公民館を事務所的に使用していたことがあるの 

で、利用許可基準について慎重に判断をお願いいたします。 

 

生涯学習振興課長  ・政治的利用の使用許可については、全公民館に指導いたします。 

 

駒井議長  ・質問、意見を求める。 

 

各委員    なし 

 

駒井議長  ・以上で本日の議事の審議を終了いたします。 

 

 

   ※事務局より議事録作成については、議事内容を駒井委員長の承認より作成する旨、委員 

の了承を得た。 

 

【問い合わせ先】 

生涯学習振興課 

TEL 043-245-5954 


