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令和元年度 第１回千葉市中央区公民館運営審議会議事録 

 

１ 日   時 令和元年７月３日（水）午前１０時００分～午前１２時０８分 

 

２ 場   所 千葉市松ケ丘公民館 ２階 講堂 

 

３ 出 席 者（委 員） 

            伊藤委員、内山委員、尾後貫委員、向後委員、駒井委員、飯島委員 

原田委員、桝田委員、水谷委員、大塚委員、都築委員、大内委員 

（事務局） 

        生涯学習振興課：土肥課長補佐、柴崎主査、久保木主任主事、 

教育振興財団  ：小林松ケ丘公民館長、平山生浜公民館長、平野新宿公民館長 

高橋宮崎公民館長、松本葛城公民館長、山口末広公民館長 

布施椿森公民館長、藤沢川戸公民館長、高見星久喜公民館長、

川口松ケ丘公民館副館長 

 

４ 議   題  

（１）報告事項 

ア.平成３０年度中央区公民館利用状況について 

 イ.平成３０年度事業報告について 

 ウ.令和元年度公民館事業計画について  

（２）協議事項 

 ア.令和２年度の事業計画について 

 イ.公民館の利用促進について 

 

５ 議事の概要 

（１）報告事項 

  ア.平成３０年度中央区公民館利用状況について 

    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、了承された。 

  イ.平成３０年度事業報告について 

    各公民館の主催事業及び中央区事業の実施内容、受講状況等説明し、異議なく了承され 

た。 

ウ.令和元年度事業計画について 

    特になし 

 

６ 会議経過 

   ・開会 
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   ・運営審議会委員長挨拶  

   ・生涯学習振興課長補佐挨拶 

   ・委員長により、議事進行。 

 

駒井委員長   議題の審議に入り（１）報告事項、ア.報告事項平成３０年度中央区公民館利 

用状況等について事務局から説明を求める。  

         松ケ丘館長   議事（１）ア.平成３０年度中央区公民館利用状況について、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 

公民館図書室の貸出し状況について説明する。 

駒井議長   質問、意見を求める。 

桝田委員   生浜の貸出しの範囲は、地域または地域外どの程度の範囲の方でしょうか。 

生浜館長   立地的には緑区が近いが、ほとんどは生浜地域の方だと思われます。  

松ケ丘館長   プライバシー保護の観点から、図書貸出し情報は保持していないので、図書 

館システム上でも、調べることができない仕様です。 

原田委員   2 点ほど質問があります。 

1 つは、生浜・星久喜公民館は、利用者数内訳で「その他」の利用が多いよ

うに見受けられるのはなぜでしょうか。 

星久喜館長   昨年、今年と工夫を重ね、談話室に図書を置くほか、他に地域の方の作品を 

展示したりしています。また、子どもの居場所作りで、談話室を開放したの 

が、人員増に繋がったと考えらます。 

生浜館長   その他特にはありませんが、地域の方に気軽に寄っていただいています。 

       また、地域の方に、公民館を大事にしていただいています。  

原田委員   2 ページ目から葛城、末広、川戸公民館では、減少傾向が見受けられるのは

なぜでしょうか。 

葛城館長   当館は、9 館のうち、1 番利用者数が少ない館で、理由としては、すぐ近くに 

町内会館があり、そちらでサークル活動をしている団体があります。また、 

近くに科学館・美術館・博物館もあること、坂が多いこと、駐車場が狭いこ 

となどが、減少要因と考えられます。 

末広公民館   昨年度利用者数は、前年度比 96.3%で 3.7%の減ですが、もっとも大きな要 

因は 9・10・12 月の減少が大きかったためです。9 月は、家庭教育講座等、 

昨年は、残暑厳しく台風も多かったため、人が集まりませんでした。一番の 

要因は、公民館祭りで、1 昨年度 1,145 人から昨年度 753 人となり、その理 

由は、クラブサークルと公民館の数え方が違っていたためです。また、12 月 

には、講師の方の怪我や病気などで講座が中止になったことも、原因と思わ 

れます。 

川戸公民館   千葉市でも、全体で利用者が減少していますが、公民館サークルの高齢化やサ 

        ークルの減少が大きいと考えています。 

原田委員   新宿・宮崎・星久喜は、逆に増加していますが、要因は何でしょうか。 



 

3 

 

新宿館長   特にありませんが、利便性が良いので一般の方の来館者が多いと考えていま 

す。駐車場は 9 台ですが、公共交通機関を使って他の方面からの来館者があ 

ります。主催事業については、年々より良い講座を目指しています。 

宮崎館長    利便性が良いため、夜間の利用が多いです。特に講堂は、100％の利用率であ 

り、主催事業についても、地域の方の声を聞いてニーズに合った講座の運営 

を心掛けています。 

星久喜館長  小・中の連携が大きかったと考えられます。小学校に公民館から出向き、も 

       のづくりを実施しました。竹トンボや竹飾り出前出張をやった結果、利用者 

が増えたと考えられます。 

原田委員  増加または減少している館がありますが、特に減少傾向がみられる館につい

ては、大変だと思いますが、頑張っていただきたいです。 

伊藤副議長  私自身他の公民館はわからないので、できれば他の公民館を見られる機会が 

あったら良いと思います。それと、各公民館の周りの人口や世帯数なども資 

料にあれば良いと思います。 

駒井議長議事 （１）イ.平成３０年度事業報告について、中央区事業の実施状況及び各公民館 

における実施事業を各公民館から説明を求める。各館長の説明に対し     

質問、意見を求める。 

  水谷委員  公民館の事業報告書を見て、人数が増えているのはクラブ活動だと思われま 

す。クラブ活動でいろいろな問題を抱えていますが、公民館として市として、 

財団としてどのように考えているのでしょうか。 

  松ケ丘館長  利用者には、高齢者が多いため今後、活動にサポートを要するという問題意 

         識は持っていますが、具体的な案は今の段階ではお答えできません。公民館 

         としては、高齢者だけではなく子どもから全世代が使える公民館が大事だと 

思っていますが、子どもの頃から公民館になじみを持ってもらって、成長す 

る段階においても、常に公民館を利用してほしいが、なかなかすぐに明確な 

良い答えはでないのですが、今後は、公民館だけでなく、クラブ連絡会等と 

一緒により良い公民館を目指したいと思います。 

 宮崎公民館長  宮崎公民館でも高齢化が進んでいます。サークルが減っています。 

         サークルとよく話をしますが、高齢化が進んでみんな辞めてしまいます。「ど 

うにかして欲しい」と言われるため、宮崎では、公民館がバックアップして 

主催ではなくサークルと共催という形を取って、大正琴や終活を実施してい 

ます。そのためには、話しやすい窓口を心掛けています。 

 振興課補佐   市全体で運営審議会、利用者、公民館職員からこのような話があるため、市 

としても認識はしていますが、利用者やサークルを増やすなどなかなか難し 

い問題です。現場では、利用者の方と公民館職員の方といろいろ話し合い、 

連携等をしていろいろ取り組んでいただきたいと考えます。また、子どもた 

ちの居場所作りなど子ども達には、公民館が地域の拠点となる施設であるこ 

とを知ってほしいです。何かあったら公民館に行ってみんなで相談をして決 
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めて行ける場所づくりを市として、今後も取り組んでいきたいと考えます。 

    向後委員  末広公民館が感謝状をお子さんに出しているのは、すごく良い取り組みだと 

         思います。自分の娘がボランティア活動をしているが、活動によっては、ボ 

ランティア活動として認められないため、大学入学の推薦等の要件になりま 

せんでした。中・高生がボランティア活動をするのには情報がないため、中・ 

高生がボランティアができて、なおかつ公民館の館長に感謝状がもらえるこ 

とは、受験生にとっては利益だと思います。自分の娘が中学生なので、今後 

もニーズはあると思うし、次の世代にも繋がっていくと思います。 

公民館は地域にあり、介護施設等と比べるとボランティアをするハードルが 

低いと思います。いきなり介護施設に行って面倒を見る場合は、責任も大き 

いし、中・高生がドキドキしてしまうと思いますが、公民館なら地域にある 

のでマッチングができるのではないかと思います。 

振興課補佐  公民館の意見、熱く受け止めて今後、考えていきたいと思います。 

  伊藤副議長  末広公民館が、少年教育が多いのはなぜでしょか。 

末広館長  これまでの経緯を見ていくと、地域対象では応募者が少ない状況にありまし 

た。そこで、数年前から小・中学生を対象に講座等を絞ってきました。 

学校と連携し、小学校でやったことを一緒に中学校になってもやっていきた 

いとの要望もあり、子どもボランティアを実施しました。子ともたちが、公 

民館に帰ってきてくれれば、また、親御さんを通して公民館を初年教育の場 

としてもっと認知しご理解いただくのが、館の 1 つの基本方針でした。 

伊藤副議長  公民館で、サークルの連携については何をやっているのかが不透明な気がし 

ます。わかりやすい方法は、何かありませんか。 

振興課補佐  どういった形の資料を提示するかはこれから考えてきたい。 

松ケ丘館長  花見川区役所の中に、みずほハスの花図書館があります。この場所を、地域 

の発表の場として、地域の方に利用していただいています。サークルの活動 

を発表する場所は、他にも探せばあると思います。それも 1 つの方法だと考 

えられます。 

都築委員  各公民館のクラブの一覧表があったら良いと思います。公民館で、何のクラ 

ブがあって、人数などが入ったものがあれば地域性など、分かりやすい思い 

ます。事業報告は細かくて見るのに苦労したが、見開きで 1 つの公民館の 

情報（主催事業・クラブ一覧表）が入っていればとても見やすいと思いまし 

た。公民館によって、事業のばらつきはあるが、私も公民館のクラブの内容 

は知りたいと思いました。 

         家庭教育が、人数があつまらないということですごく減っているのはわかり 

ます。分類の中で、家庭教育・少年教育成人教育・高齢者教育とありますが 

何かしばりはあるのでしょうか。 

 振興課補佐  特に数字的なしばりは、ありませんが、地域に応じて、ニーズに合わせて各 

        館で講座を実施しています。 
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  松ケ丘館長  1つ目のサークルの情報については、窓口で配布し対応しています。また、 

         各公民館のホームページには、サークル一覧は載せてありますが、すべて方 

に行きわたっていないので、広報活動等については、今後考えていきます。 

都築委員  家庭教育で、どこかの学校や PTA と連携で事業を実施しているようですが 

      今後も行うのでしょうか。 

振興課補佐  市としては、出来れば多く実施してほしいと思いはありますが、地域により 

異なるため、今後も、積極的に取り組んでいきます。 

 原田委員  資料の作りについて、お願いがあります。家庭教育・少年教育・成人教育・ 

高齢者教育等ありますが、各館バラバラなため、統一してほしいです。 

         松ケ丘公民館の、11・12番は、講演と研修はどのようなことを行ったのでし 

ょうか。 

  振興課補佐  資料については、分類ごとに示すように、次回以降検討します。 

 松ケ丘副館長  第 1回目は、千葉県のがんセンター院長をお呼びし、講演会を実施しました。 

         第 2回目は、行政書士の日野先生をお呼びし、実施しました。 

   原田委員  対象はクラブサークルの代表者ですか。 

 松ケ丘副館長  サークルの代表者を対象としています。  

   駒井議長  （１）報告事項ウ.令和元年度公民館事業計画について、事務局に説明を求め 

る。 

松ケ丘副館長他  議事（１）イ.令和元年度中央区公民館事業計画について、会議資料に沿って、 

松ケ丘公民館ほか地区館長が説明する。 

     駒井議長  たたいまの説明について、意見があったらお願いします。 

    内山委員  学校では、昨年部活動のガイドラインができ、中学生も部活動時間の制限が 

できたため、土・日については、どちらかにしか活動してはいけないことに 

なっております。また、平日も 2 時間しか部活動をしてはいけないため、 以 

前に比べて中学生にも少し時間に余裕ができました。公民館事業で、小学生 

を対象としたものは多いが、次年度からで結構ですが、今後は、対象を小・ 

中学生と広げれば拡大してほしいと思います。 

星久喜公民館長  昨年、合唱コンクールの練習で利用させてくださいと中学生がきて、利用し 

てらいました。しかし、子ともたちが利用するには、大人がつくと言うこと 

になり、登録などの手続きもあるため、学校と連携をとり使いやすい公民館 

を目指して行ければ良いと思います。 

駒井議長 （２）ア.協議事項.令和２年度事業計画について、ご意見、ご希望等ございま 

したらお願いします。 

伊藤副議長  先ほど言いましたが、他の公民館を視察したいです。 

駒井議長  （２）イ.協議事項.公民館の利用促進について、ご意見、ご希望等ございまし 

たらお願いします。 

桝田委員  それぞれの公民館により、立地条件等は異なりますが、利用者としては、予 

算配分など柔軟で良いと思えます。よりいっそう今後の運営に期待したい 
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と思います。 

向後委員  松ケ丘公民館は、自宅から来やすいが、今後は、輪番で他の公民館で会議を 

実施しては、どうでしょうか？ 

振興課補佐  伊藤副委員長さんのお話にもありましたが、他の館については、広い部屋の関 

係で運営審議会ができない場所もあります。可能な限り委員の皆様が、他の館 

を見られるように考えていきたいと思います。  

駒井議長  以上で本日の議題の審議を終了いたします。 

事務局  本日の議事録については、事務局で（案）を作成し、最終的な確定は委員長 

さんに、一任でお願いしたいと思います。 

 

問い合わせ先 

千葉市教育委員会生涯学習振興課 

℡ 043-245-5954  


