富津市公 民 館 運 営 審 議 会 会 議 録
1

会議の名称
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開催日時

3

開催場所

令和元年度 第１回富津市公民館運営審議会
令和元年５月 30 日（木）
午前 10 時 00 分 ～ 午前 11 時 20 分
富津市中央公民館

多目的室

議題
（1） 富津市公民館運営審議会委員長の選出について
（2） 富津市公民館運営審議会副委員長の選出について
（3） 君津地方公民館運営審議会委員連絡協議会理事の選出
について
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審議等事項

（4） 平成 30 年度事業結果について
（5） 令和元年度事業計画について
報告
（1） 令和元年度教育費当初予算額（公民館関係）について
その他
（1） 富津市公共施設再配置推進計画（素案）について
○ 公民館運営審議会委員
鳩飼

直、進藤

大河原

利男、渡邉

直樹、

紀子、山室

文功、梅原

淳、

石井

ひでみ、落合

愛子、髙橋

栄二、

大野

泰代、川名

泰、石井

光一、渡辺

早苗

〇 事務局
5

出席者名

岡根教育長、笹生教育部長、當眞生涯学習課長、
渡邉公民館長、長谷川係長、森田係長、勝主任主事
〇 指導員
・社会教育指導員
伊藤指導員、森田指導員、池田指導員
・家庭教育指導員
飯島指導員
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公開又は非公開の別

7

非公開の理由

8

傍聴人数

9

所管課係

10

会議録（発言の内容）

公開

・

一部非公開

0 人（定員
教育部 公民館

中央公民館係

電話 0439（65）2251
別紙のとおり
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・

非公開

5 人）

令和元年度
発言者

（事務局）
渡邉公民館長

第１回富津市公民館運営審議会

発
午前 10 時 00 分開会

言

会議録

内

容

定刻となりましたので、始めさせていただきます。
本日は何かとお忙しい中ご出席いただき、誠にありがとうございま
す。
本日、進行を公民館長の渡邉が務めさせていただきますので、よろし
くお願いします。
開会に先立ち、3 月 31 日付けをもって富津市公民館運営審議会委員
の任期が満了し、先般皆様には新たな委嘱を依頼し、ご承諾を頂いたと
ころであります。
なお、委嘱状につきましては、本日の議事の前に交付させていただく
ことになっております。
それでは、只今から委嘱状の交付をさせていただきます。
岡根教育長が皆様のところに伺いまして交付させていただきますの
で、その場で、ご起立願います。
（渡邉公民館長が名前を読み上げ、岡根教育長が委員に委嘱状を交付す
る。）
〇鳩飼 直様 〇進藤 利男様 〇渡邉 直樹様
〇大河原 紀子様 〇山室 文功様 〇梅原 淳様
〇石井 ひでみ様 〇落合 愛子様 〇髙橋 栄二様
〇大野 泰代様 〇川名 泰様 〇石井 光一様
〇渡辺 早苗様
※欠席の齋藤 進様と溝口 久美子様には後日、委嘱状を交付しま
す。
ただいま委嘱状の交付をさせていただきました。
よろしくお願いします。
ここで、新たに委員になられた方もおられますので、自席にて自己紹
介をお願いします。
はじめに、鳩飼委員からお願いします。

各委員
（事務局）
渡邉公民館長
事務局職員及び
社会教育・家庭
教育指導員

《各委員自己紹介をする》
ありがとうございました。
続きまして、事務局職員の紹介を行います。
《事務局職員及び社会教育・家庭教育指導員の職員を自己紹介する》
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（事務局）
渡邉公民館長

以上で、事務局職員の紹介を終わります。
ここで、会議の公開について説明させていただきます。
本会議は、富津市情報公開条例第 23 条第 1 項の規定により公開とな
ります。
このため、後ほど会議録署名人 2 名を決めていただきたいと思いま
す。
また、会議録作成のため録音をさせていただきますので、ご了承願い
ます。
会議に先立ち、出欠席の報告をさせていただきます。
本日の出席委員は 13 名、欠席委員は 2 名でございます。
従いまして、過半数以上の出席がございますので、富津市公民館及び
市民会館の設置及び管理等に関する条例施行規則第 31 条の規定により、
会議は成立します。
ただいまから、令和元年度第 1 回富津市公民館運営審議会を始めさせ
ていただきます。
はじめに、岡根教育長より挨拶を申し上げます。

岡根教育長
《教育長挨拶》
（事務局）
渡邉館長

ありがとうございました。
これより、議事に入りますが、委員長が選任されるまでの間、慣例に
より教育長が仮議長として議事を進行してもよろしいでしょうか。

各委員
異議なし。
（事務局）
渡邉公民館長
（仮議長）
岡根教育長

ありがとうございます。
岡根教育長は議長席に移動願います。
それでは、委員長が選任されるまでの間、仮議長を務めさせていただ
きます。
議題（1）富津市公民館運営審議会委員長の選出についてを議題とい
たします。
委員長は、富津市公民館並びに市民会館の設置及び管理等に関する条
例施行規則第 28 条第 2 項の規定で、委員の互選によるものとなってお
ります。
選任の方法は、慣例により委員からの推薦で行いたいと思いますが、
よろしいでしょうか。

各委員
異議なし。
（仮議長）
岡根教育長

ご異議もないようですので、委員からの推薦で行います。
推薦したい方がいらっしゃいましたら、お願いいたします。

大野委員
石井光一委員を推薦いたします。
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（仮議長）
岡根教育長

ただいま、石井光一委員を委員長にとの推薦がありましたが、他に推
薦したい方がいらっしゃいましたら、お願いします。

各委員
なし。
（仮議長）
岡根教育長

ほかに推薦がないようですので、ここでお諮りいたします。
石井光一委員を委員長に選任することでよろしいでしょうか。

各委員
異議なし。
（仮議長）
岡根教育長

ご異議もないようですので、委員長は、石井光一委員に決定しました。
ここで、委員長に選任された石井光一委員より承諾のあいさつをお願
いします。

石井光一委員長
《委員長承諾のあいさつ》
（仮議長）
岡根教育長

（事務局）
渡邉公民館長

ありがとうございました。
委員長が選任されましたので、ここで仮議長の職を降ろさせていただ
きます。
ご協力ありがとうございました。
石井光一委員は、委員長席にお願いいたします。

石井光一委員長
（委員長席に移動。）
（事務局）
渡邉公民館長

（議長）
石井委員長

これより先は、石井委員長に議長をお願いし、会議を進めていただき
たいと思いますが、副委員長の選出の前に、会議録署名人 2 人を決めて
いただきたいと思います。
それでは、石井委員長お願いします。
それでは、会議録署名人の指名についてでありますが、慣例により、
私から指名することで、よろしいでしょうか。

各委員
異議なし
（議長）
石井委員長

ご異議もないようですので、会議録署名人は、進藤利男委員と渡辺早
苗委員にお願いいたします。
続きまして、議題（2）富津市公民館運営審議会副委員長の選出につい
てを議題とします。
副委員長の選出の方法について、委員からご意見がありますか。
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大野委員
委員長の指名で良いと思います。
（異議なし。と呼ぶ者あり）
（議長）
石井委員長

ただいま、委員長からの指名とのご意見があり、ご異議もないようで
すので、そのようにします。
副委員長に川名泰委員を指名します。
お諮りいたします。
川名泰委員を副委員長に選任することに、ご異議ございませんか。

各委員
異議なし。
（議長）
石井委員長

ご異議もないようですので、副委員長は、川名泰委員に決定いたしま
した。
ここで、川名委員は、副委員長席に移動し、あいさつをお願いします。

川名泰副委員長
（副委員長席に移動して、副委員長あいさつをする。）
（議長）
石井委員長

ありがとうございました。
次に議題（3）君津地方公民館運営審議会委員連絡協議会理事の選出
についてを議題とします。
理事の選出は 3 名となります。
確か前期は、委員長と副委員長及び学識経験者の中から 1 名が選出さ
れたと思いますが、今回の選出方法はいかがいたしましょうか。

石井委員
前回と同じ方法でお願いしたらいかがでしょうか。
（異議なし。と呼ぶ者あり）
（議長）
石井委員長

前期と同様に、との意見があり、ご異議もないということですので、
前回と同様に、理事 3 名の選出は、委員長、副委員長及び学識経験者の
中から 1 名を選出することとします。
それでは、学識経験者の中から、1 名を選出したいと思いますが、選
出の方法は、慣例により委員からの推薦で行いたいと思いますが、よろ
しいでしょうか。

各委員
異議なし。
（議長）
石井委員長

ご異議もないようですので、委員からの推薦で行いたいと思います。
推薦したい方がいらっしゃいましたら、お願いいたします。

石井委員
渡辺早苗委員を推薦します。
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（議長）
石井委員長

ただいま、渡辺早苗委員を理事にとの推薦がありましたが、他に推薦
したい方がいらっしゃいましたら、お願いいたします。

各委員
なし。
（議長）
石井委員長

他に推薦もないようですので、お諮りいたします。
君津地方公民館運営審議会委員連絡協議会の理事は、委員長の私、副
委員長の川名委員と渡辺早苗委員の 3 名を選出することにご異議ござ
いませんか。

各委員
異議なし。
（議長）
石井委員長

（事務局）
森田係長

ご異議もないようですので、君津地方公民館運営審議会委員連絡協議
会の理事は、委員長の私、石井と副委員長の川名委員、渡辺委員の 3 名
を選出することに決定しました。
次に、議題（4）平成 30 年度事業結果についてを議題とします。
事務局より、説明を求めます。
議題（4）平成 30 年度事業結果にご説明します。
資料 4 頁をご覧ください。
この資料は、各館の利用状況を「件数」と「人数」でまとめた表とな
っており、平成 26 年度からの推移も載せております。
昨年度の状況を申し上げます。
中央公民館では、年間 1,721 件 23,004 人の利用、富津公民館では、
年間 1,070 件 48,832 人の利用、峰上地区公民館では、年間 170 件
2,494 人の利用、市民会館では、年間 1,443 件 22,145 人の利用でし
た。
内訳は、区分となっておりますので、ご覧ください。
次に、5 頁をご覧ください。
この資料は、各館の主催事業及び サークル活動を「回数」と
「人数」でまとめた表となっております。
中央公民館では、主催事業 106 回 1,481 人の利用、サークル 924 件
8,281 人の利用。富津公民館では、主催事業 120 回 2,277 人の利用、
サークル 529 件 4,521 人の利用。市民会館では、主催事業 131 回
2,607 人の利用、サークル 831 件 8,288 人の利用でした。
次に、6 頁をご覧ください。
この資料は、文化祭の 結果をまとめた表となっております。
文化祭では、３日間の参観者数 合計 14,271 人でした。
次に、7 頁をご覧ください。
この資料は、成人式の結果と、ふっつ学びの門の結果、埋立記念館の
利用者数をまとめた表となっております。
成人式は、出席者 322 人 出席率 73.7％でした。
ふっつ学びの門の参加者は、大人 538 人、子ども 19 人、計 557 人で
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した。
埋立記念館の 30 年度 利用者数は、2,425 人でした。
以上、簡単ではございますが、説明といたします。
よろしくお願いいたします。
（議長）
石井委員長
事務局からの説明は終わりました。
委員の皆さんから、ご質問等はございますか。

各委員
（議長）
石井委員長

（事務局）
長谷川係長

無いようですので、以上で質疑を終了します。
議題（4）平成 30 年度事業結果については、事務局からの説明のとお
り、承認することでご異議ございませんでしょうか。
異議なし。
異議なしと認めます。
各館は充実した学級講座の運営に努めてください。
次に議題（5）令和元年度事業計画についてを議題といたします。
事務局より説明願います。
議題（5）令和元年度事業計画についてをご説明します。
資料 8 頁をご覧ください。
この資料は、市の公民館運営審議会と 4 市で構成する君津地方公民館
運営審議会委員連絡協議会の年間事業計画を合わせた一覧表となって
おります。
今年度、初めて委員になられた方もおりますので、君津地方公民館運
営審議会委員連絡協議会について、簡単にご説明します。
会員は富津市、君津市、木更津市、袖ケ浦市、４市それぞれの公運審
委員全員 75 名で構成となっております。
このうち当市からは、石井委員長、川名副委員長、渡辺委員の 3 名が
理事として先ほど、選出されました。
また、この協議会は輪番で幹事市を担うこととなっており、今年度と
来年度の２年間、富津市が幹事市となっております。
それでは、上から順に説明いたします。
（計画表を読み上げる）
このうち委員全員が対象となる内容につきましては、明日、5/31 の定
例総会、 8 月下旬の市の第 2 回公運審会議、10 月の全体研修会、11 月
の千葉県公民館研究大会、12 月下旬の市の第 3 回公運審会議、1 月の成
人式及び富津市民文化事業「ふっつ学びの門」、2 月下旬の市の第 4 回公
運審会議、君津地方公民館連絡協議会との合同研修会となっておりま
す。
次に、資料 13 頁から 15 頁に、中央公民館、富津公民館、市民会館の
今年度の主催事業計画 一覧を載せております。
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（議長）
石井委員長

各委員

各委員
（議長）
石井委員長

（事務局）
長谷川係長

こちらは、昨年度末の審議会にて事業計画として説明し、既に承認を
いただいたものとなっております。
今回は再掲資料として綴じております。
以上、簡単ではございますが、説明といたします。
よろしくお願いいたします。
事務局の説明が終わりました。
質疑に入ります。
何か、ご意見、質問等はありますか。
無いようですので、以上で質疑を終了します。
議題（5）令和元年度事業計画については、事務局からの説明のとお
り、承認することでご異議ございませんか。
異議なし。
ありがとうございます。
それでは、次に報告（1）令和元年度教育費当初予算額（公民館関係）
について、事務局より説明を求めます。
お手元の資料 9 頁をご覧ください。
本年度の当初予算から、教育費の公民館関係を抜粋したものになりま
す。
今回、大きく変わった点をご説明いたします。
9 頁の歳入では、14 款国庫補助金が、2,106 万円が減額となっており
ます。
昨年度、旧市役所第二庁舎解体工事に伴うものです。工事は既に終了し
ておりますので、本年度は計上ありません。その分、減額となっており
ます。
23 款市債が、5,160 万円が減額となっております。
昨年度、旧市役所第二庁舎解体工事分として、1 億 970 万円としており
ました。
今年度は、富津公民館空調機改修工事及びホール棟屋上防水改修工事と
して 5,810 万円の計上となっており、その差額が 5,160 万円の減となっ
ております。
11 頁をご覧ください。
歳出、富津公民館管理運営費の中で、15 項工事請負費に 7,472 万 3 千円
を計上しております。
内容は、空調機改修工事とホール棟屋上防水工事の 2 件を実施いたし
ます。
また、減額の大きいところでは、12 頁の市民会館管理運営費の中で、
旧市役所第二庁舎解体工事が昨年度、終了しておりますので、15 項工事
請負費の 1 億 4 千万円が減額となっております。
このほか、富津市民文化事業「ふっつ学びの門」についてですが、本年
度は 100 万円の予算措置となっております。
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（議長）
石井委員長
石井ひでみ委員

（事務局）
長谷川係長

（議長）
石井委員長

（事務局）
渡邉公民館長

内容は実行委員会にて、決定していくこととなります。
その他の予算につきましては、ほぼ例年通りの予算規模となってお
り、歳入合計 6,244 万 7 千円、歳出合計 1 億 6,188 万 6 千円の予算とな
っております。
以上、簡単ではございますが説明とさせていただきます。
事務局からの説明は終わりました。
委員の皆さんから、ご意見やご質問等はございますか。
9 頁の 20.繰入金についてですが、桁数が足りないと思いますので、
ご確認ください。
こちらの確認不足です。
説明欄はあっていますが、正しくは 21,356 の誤りとなりますので、
訂正いたします。
それに伴い、歳入予算合計が 81,667 千円、比較が△55,784 千円にな
ります。
各自、訂正をお願いします。
予算の適正な執行をお願いします。
それでは、その他に入ります、委員の皆様から何かありますでしょう
か。
委員の皆様からはないようですので、事務局から何かありますか。
その他 富津市公共施設再配置推進計画（素案）について
この公共施設再配置推進計画は公民館に大きく関わりがありますの
で、ご説明します。
市では、市内にある各公共施設の再配置の方針について、現段階の
市考えをとりまとめたものが、富津市公共施設再配置推進計画素案で
あります。
本日は、大枠のみの説明で、次回から議案としてあげさせていただ
きます。
それでは、富津市公共施設再配置推進計画 素案の１頁をご覧くだ
さい。
第1章 計画の概要の １として、背景・目的が書かれております。
《富津市公共施設配置再配置推進計画（素案） 1頁 第1章 計画
の概要 1.背景・目的を読み上げる》
3頁をご覧ください。
対象範囲は、市が保有する123施設の建物が対象です。
その中の大分類で示している、市民文化系施設の文化施設 公民
館・市民会館と社会教育系施設の博物館等の富津埋立記念館が公民館
が保有している施設となっております。
11頁をご覧ください。
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（事務局）
渡邉公民館長

（議長）
石井委員長
（事務局）
長谷川係長

3．施設類型ごとの再配置の方針
（1）市民文化系施設の ○の2段目、「公民館・市民会館は、3館の
必要性について、市の社会教育のあり方と合わせて検討する必要があ
ることから、別途、公民館・市民会館の再配置に係る方針を決定しま
す。また社会教育施設の富津埋立記念館も同様であります」となって
いますので、ここの部分を公民館運営審議会で、次回から検討して頂
きたいと考えています
また、公民館運営審議会の検討結果は、社会教育委員会に報告しま
す。
なお、6 から公共施設再配置推進計画素案の市民説明会を各会場にて
開催しますので、参加頂ければと思っております。
ありがとうございます。
他にありますか。

（議長）
石井委員長

明日、5 月 31 日に開催されます、君津地方公民館運営審議委員連絡協
議会定例総会についてですが、明日、午後 3 時から富津公民館で開催さ
れますので、お間違えの無いようにお願いします。
欠席する方についてですが、委任状の提出を忘れずにお願いします。
また、本日、集金しました個人会費については、明日の総会時に、君津
地方公民館運営審議委員連絡協議会に納め、領収書は、明日発行されま
すので、受付時にお渡しします。
欠席される方については、資料とともに領収書を郵送します。

（事務局）
渡邉公民館長

ありがとうございました。
他に、何にもないようですので、本日の会議はすべて終了いたしまし
た。
委員の皆様のご協力に感謝申し上げ、本日の会議を閉じさせていただ
きます。
ありがとうございました。
以上を持ちまして、令和元年度第 1 回富津市公民館運営審議会を閉会
といたします。
お疲れ様でした。
《午前 11 時 20 分
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閉会》

