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平成２６年度第２回緑区公民館運営審議会議事録 

 

１ 日 時  平成２７年３月１０日（火) 午後２時００分～午後３時３０分 

２ 場 所  千葉市誉田公民館 多目的室 

３ 出席者  委 員   ８人 

        牧野 來世志 委員（委員長） 伊藤 晴代 委員（副委員長） 

        稲生 はるみ 委員      伊原 俊二 委員 

        戎谷 雄二 委員       加藤 勝治 委員 

丸島 昭男 委員       山本 泰雄 委員 

       事務局   ７人 

        矢口館長（誉田公民館）    笹本館長 （椎名公民館） 

        加瀬館長（土気公民館）    内山館長 （越智公民館） 

        山本館長（おゆみ野公民館） 

笠原副館長（誉田公民館）   吉野主査（誉田公民館）  

 

４ 次 第   

（１）開会 

（２）緑区公民館運営審議会委員長あいさつ 

（３）誉田公民館長あいさつ 

（４）議事録署名人の選出 

（５）報告事項 

   報告事項１ 平成２６年度緑区公民館使用状況について 

  報告事項２ 平成２６年度緑区公民館図書室利用状況について   

   報告事項３ 平成２６年度緑区公民館主催事業について  

（６）議題 

議題１ 平成２７年度緑区公民館主催事業計画（案）について 

（７）その他 

（８）閉 会   

 

５ 議事の概要 

（１）開会 

（２）緑区公民館運営審議会委員長あいさつ 

（３）誉田公民館長あいさつ 

（４）議事録署名人の選出 

委員長より、戎谷委員・加藤委員を選出する。 

（５）報告事項 

  ①報告事項１ 平成２６年度緑区公民館使用状況について 

   緑区各公民館の使用人数について事務局から順次報告した。 

  ②報告事項２ 平成２６年度緑区公民館図書室利用状況について 
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誉田公民館図書室及び越智公民館図書室の蔵書冊数、貸出状況等について 

事務局から順次報告した。 

  ③報告事項３ 平成２６年度緑区公民館主催事業について 

   緑区全体事業報告、各公民館主催事業報告を事務局から順次報告した。 

（６）議題 

議題１ 平成２７年度緑区公民館主催事業計画（案）について 

緑区全体事業計画（案）、各公民館主催事業計画（案）を事務局から順次 

説明し、承認された。 

 

６ 会議経過 

（１）報告事項１「平成２６年度緑区公民館使用状況について」 

牧野議長 平成２６年度緑区公民館使用状況について説明を求める。 

事務局  平成２６年度緑区公民館使用状況について、各公民館長より説明。 

   牧野議長 質問、意見を求める。 

   山本委員 選挙の投票所の人数を使用者にカウントするのはどのような理

由からでしょうか。選挙がある年とない年で使用者数が変わると、

使用者を増やそうとする努力が評価されなくなるのではないで

しょうか。 

矢口館長 投票所も公民館を利用するという考えで、教育委員会から使用者

にカウントするようにと言われています。使用者数に差が出ます

が、人数を把握して説明できるようにしています。 

牧野議長 他の公民館でも投票所になっているのですか。 

矢口館長 誉田以外では土気公民館と、稲毛区の山王公民館の３館が投票所

になっています。 

丸島委員 当審議会で使用状況など細かいデータを出していただき、安定し

た状態で地域の皆さんが公民館を利用してるのがわかりますが、

ひとつの疑問として、このように常にデータを出すということは、

公民館利用者をもっと増やしたいという気持ちからだと思いま

すが、それなら利用者増のためにどのような方策を講じているの

でしょうか。事業報告で説明があると思いますが、主催行事や団

体が行う行事、この２つに関係して使用人数を増やすための方策

を考えているなら、他館の参考にもなります。 

矢口館長 誉田公民館では、主催事業以外に誉田中学校、誉田小学校、特別

支援学校の作品を夏や冬に展示したり、書初めを展示して、市民

センターの利用者にも作品を見てもらっています。 

また、新しい取り組みとして、公民館で活動しているアマチュ 

アの音楽サークルによるお昼のロビーコンサート等を開催し、利

用者に生の音楽を聴いてもらうなど、利用を高める方策を行って

います。 

内山館長 越智地区は世帯数が減っていることから、２月、３月に利用団体
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の会員募集の内容紹介を一覧にまとめて自治会に配布しました。 

また、隣のいきいきセンターで男の料理教室を行っていますが、

１年間が終わると団体としてまとめて継続できないか、講師の方

にお願いし、この１８日に新しくグループをつくることになりま

した。 

加瀬館長 土気地区は子育てサークルが増えています。主催事業で行った団

体を独立した団体として育てていき、また、隣の土気小学校の文

化祭に出かけて、お琴や生け花などを小学生に教えたり、今年か

ら中学生が勉強しに来たり、そういう子がやがて公民館を使うよ

うになるなど、つながりが持てるとよいと思います。 

笹本館長 椎名地区は区域が小さく住民も少なく、また、椎名公民館にはロ

ビーがありません。平成２４年度までは主催講座は１６回くらい

でしたが、２５、２６年度は主催講座を多く実施してそこからサ

ークルを立ち上げていったり、管内の小学校に公民館だよりを配

って子どもの事業を多く扱うようにしています。 

牧野議長 部屋がいっぱいになりませんか。 

加瀬館長 土気公民館は小さい部屋が４つしかありません。年間の使用人数

は２万人程で、３５９日の開館で１日約６０人の使用ですが、入

れる人数はもっと多いので、使用者が増えればうれしく思います。 

矢口館長 誉田公民館では、ロビー奥にある低いテーブルの場所で照明を明

るくして使わせたり、職員の目が届く所として事務室前の会議室

など、小中学生に空いている部屋を午後５時まで使わせています。 

 

（２）報告事項２ 「平成２６年度緑区公民館図書室利用状況について」 

牧野議長 次に、平成２６年度緑区公民館図書室利用状況について説明を 

     求める。 

   事務局  平成２６年度緑区公民館図書室利用状況について、誉田公民館長 

        及び越智公民館長より説明。 

   牧野議長 質問、意見を求める。 

   伊原委員 誉田公民館図書室では、２６年度１月末で、開館２８９日で１日

１００冊以上の貸出と、かなりの数字ではないでしょうか。越智

公民館図書室も１日６０冊程度の貸出があり、公民館図書室とし

ての機能を十分に果たしているのではないでしょうか。また、新

規登録者数以外にも、地区の人口から、どのくらいの人が利用登

録しているのかを見ることも意味があるのではないでしょうか。 

山本委員 奈木台には、移動図書館が月２回、第１、３火曜日に来て、１時

間程度開館し、団地の人が借りています。 

 

（３）報告事項３ 「平成２６年度緑区公民館主催事業について」 

牧野議長 次に、平成２６年度緑区公民館主催事業について説明を求める。   
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   事務局  平成２６年度緑区公民館主催事業について、誉田公民館副館長及

び各公民館長より説明。 

   牧野議長 質問、意見を求める。 

   稲生委員 越智公民館の親子料理教室は、２年続けて中止とのことですが、

どのような内容で、どのような料理を予定していたのでしょうか。

また、椎名公民館の門松づくりは室内で５時間と長いですが、問

題はなかったのでしょうか。 

笹本館長 門松づくりは、午前９時から午後までの予定でしたが、昼食も取

らずに続けて完成しました。 

内山館長 親子料理教室はパンケーキを作る予定でした。 

伊藤委員 越智公民館では、夏休みに親子でというと、参加者が来ないよう

な状況です。レシピは緑保健福祉センターの保健師と協力して作

りました。 

戎谷委員 ２点あります。まず感想ですが、部屋の中の講義だけでなく、す

みよい町づくり事業にある誉田公民館のロビーコンサートやお

ゆみ野公民館の音楽サークル発表会など、公民館で活動している

サークルが培った文化を発信するような事業は、オープン参加で

人も多く集まり、地域の元気や活気ある公民館を支えていると思

います。 

緑区公民館では歴史の講座が多く、散策などにより、郷土に対す

る住民理解につながり、地域の文化を発信していくことにつなが

ると思います。このような講座は大事で、次年度も公民館が文化

発信型のような事業を行うと、地域や利用者に喜ばれ、また、サ

ークルも活動の場を広げることができてうれしいのではないで

しょうか。 

次に、おゆみ野公民館では、ふれあい広場として子どもの居場所 

を提供していますが、利用者にカウントしているのでしょうか。

図書室もですが、子どもの居場所として公民館の役割が拡大して

いくので、他館でも考える参考として教えてもらえればと思いま

す。 

山本館長 小学生をカウントしています。事務室の向かいにあり職員の目が

届きますので、１階にある会議室１を開放しています。平日は午

後１時から５時まで、土・日・祝日は午前９時から午後５時まで

です。遊び道具として、トランプ、オセロゲーム、将棋、けん玉、

知恵の輪などを用意し、また、カードを使ったゲームも認めてい

ます。ただし、ゲーム機は禁止しています。 

七夕では子どもたちが飾りつけをして、短冊に願い事を書いたり、 

クリスマスでは、サンタへのお願いを書くなど、にぎやかです。

教育委員会としても、子どもの居場所づくりとして、提供できる

部屋があればなるべく提供するという動きがあり、条件が合えば、
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他館でも実施するところが出てくると思います。 

 

（４）議題１ 「平成２７年度緑区公民館主催事業計画（案）について」 

牧野議長 平成２７年度緑区公民館主催事業計画（案）の説明を求める。 

事務局  平成２７年度緑区公民館主催事業計画（案）について、誉田公民

館副館長及び各公民館長より説明。 

牧野議長 質問、意見を求める。 

伊原委員 魅力ある事業を企画するには苦労があると思いますが、子育てや

科学については市長が進めていますし、生涯学習拠点施設として

ニーズを把握し、新規事業をどういうふうに編み出しているので

しょうか。 

加瀬館長 他館の実績を参考に、こんなの面白いのでは、というものを取り

入れたり、講師謝礼は無料で、生涯学習センターからボランティ

ア講師情報の冊子が届きますので、参考にしています。 

矢口館長 事業の案内や講師の紹介など、生涯学習振興課から発信されるこ

ともあります。地域性や予算のこともあり、無料ならいいのです

が、サークルで活動している方に講師をお願いしたりしています。 

山本委員 私も越智公民館の男の料理教室に参加しましたが、企画が１回で

は楽しむには足りないので、何回かに連続してできないかと思い

ます。 

内山館長 新しい団体を作るには、半年から１年位かけてグループを作る必

要があります。越智公民館では継続できる体制ではないので、半

年くらいで６回できないか、緑区健康課に相談しています。 

丸島委員 利用者数を増やすための１つの方法として、講座を増やすことが

ありますが、各館の予算は決まっていて簡単に増やせません。事

業計画案を見ると土気公民館では１７回、椎名公民館では３７回

と、ばらつきがあります。椎名公民館では、予算を使わないで講

師謝礼のない事業を計画しているのでしょうか。 

笹本館長 ボランティアや地域の方にお願いして、無料で行っている部分が

あります。 

全委員  議題１「平成２７年度緑区公民館主催事業計画（案）について」 

     承認する。 

 

（５）その他 

委員長 事務局から何かありますか。 

  事務局  ありません。 

  委員長 委員から何かありますか。 

  事務局  ありません。 

  委員長 以上で本日の運営審議会を終了します。 

 



 

- 6 - 
 

 

 

 

                                          問い合わせ先 

                      千葉市教育委員会生涯学習部 

                      誉田公民館 ℡ 291－1512 

 

 


