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別紙のとおり
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５人）

令和３年度
発言者

（事務局）
平野公民館長

第１回富津市公民館運営審議会
発
言
内
午後 2 時 00 分 開会

会議録
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をいただき、ありがとうございま
す。
本日の進行を公民館長の平野が務めさせていただきますので、よ
ろしくお願いいたします。
開会前に先立ち、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
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
だくこととなっております。
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、お受け取り下さい。
私から、お名前を読み上げますので、その場でご起立願います。
（平野公民館長が出席委員の名前を読み上げ、岡根教育長が委嘱状
を交付する。）
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、長嶋委員からお願いいたします。

各委員
（事務局）
平野公民館長
事務局及び指導員
（事務局）
平野公民館長

（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。
（岡根教育長はじめ事務局・指導員

自己紹介をする）

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、会議録作成のため録音させていただきますので、ご了
承願います。
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（事務局）
平野公民館長

会議に先立ち、出欠席の報告をします。
本日の出席委員は 11 名、欠席委員は 4 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に及び管理等に関する条例施行規則第 31 条の
規定により、会議は成立いたします。
ただ今から令和 3 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
（事務局）
平野公民館長

各委員
（事務局）
平野公民館長
（仮議長）
岡根教育長

各委員
（仮議長）
岡根教育長
石井委員
（仮議長）
岡根教育長
各委員

（教育長挨拶）
ありがとうございました。
これより、議事に入りますが、委員長が選任するまでの間、慣例
によりまして、教育長が仮議長として議事を進行してよろしいでし
ょうか。
異議なし。
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。
異議なし。
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、お願いします。
川名泰委員を推薦します。
ただいま、川名泰委員を委員長にと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。
なし。
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（仮議長）
岡根教育長
各委員

他に推薦がないようですので、ここでお諮りします。
川名泰委員を委員長に選任することでよろしいでしょうか。
異議なし。

（仮議長）
岡根教育長

ご異議もないようですので、委員長は川名泰委員に決定しまし
た。
ここで、委員長に選任されました川名泰委員は承諾のごあいさつ
をお願いいたします。

川名委員長

（委員長承諾のあいさつ）

（仮議長）
岡根教育長

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。

（事務局）
平野公民館長
川名委員長

川名泰委員は委員長席にお願いします。

（委員長席に着席）

（事務局）
平野公民館長

これより先は、川名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を 2 名
決めていただきたいと思います。
それでは、川名委員長お願いいたします。

（議長）
川名委員長

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
（議長）
川名委員長
（議長）
川名委員長

各委員

異議なし。
ご異議もないようですので、会議録署名人は、石井ひでみ委員と
池田昌昭委員を指名します。
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
についてを議題といたします。
副委員長の選出については、委員長と同様で委員の互選によるも
のとなっています。
選任の方法は、委員長と同様で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。
異議なし。
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（議長）
川名委員長

推薦となっていますが、
「誰々さんを推薦します。」と言うのは難
しいと思いますので、こんな形でやってくださるという方は、いま
せんでしょうか。

當眞委員

一期の方や初めて委員になられた方が多いと思いますので、経験
のある二期目以上の方から選出するのはいかがでしょうか。

（議長）
川名委員長

當眞委員から二期目以上の委員から副委員長をお願いできない
かと、お話がありましたが、二期目以上の委員の中で、推薦いただ
ければと思います。
私も委員の一人ですので、梅原委員か長嶋委員のどちらかにお願
いできればと思いますが、いかがでしょうか。
梅原委員いかがですか。

梅原委員
（議長）
川名委員長

受諾します。
梅原淳委員から副委員長を受諾する旨、返事がありましたが他に
推薦したい人はいますか。
他に推薦がないようですので、ここでお諮りします。
梅原淳委員を副委員長に選任することでよろしいでしょうか。

各委員
（議長）
川名委員長

梅原副委員長
（議長）
川名委員長

各委員
（議長）
川名委員長

異議なし。
ご異議もないようですので、副委員長は梅原淳委員に決定いたし
ました。
ここで、梅原淳委員は副委員長席に移動し、あいさつをお願いし
ます。
（副委員長あいさつ）
ありがとうございます。
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いたします。
理事の選出は 3 名となります。
前回の時は、委員長と副委員長と委員の中から 1 名が選出された
と思いますが、今回も同じ方法で選出してもよろしいでしょうか。
異議なし。
今までと同様な意見で通していきたいと思います。
それでは、委員 1 名から残りの理事を選出していきますが、いか
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（議長）
川名委員長
當眞委員
（議長）
川名委員長

各委員

がでしょうか。自薦他薦を問いません。

過去の事例に基づいて選出していただければと思います。
過去の事例と申しますと、委員の中からと申しますと、今までは
学識経験者の委員の中から選出されています。
名簿を見ますと米村委員から當眞委員までとなっています。
君津 4 市の公民館運営審議委員の集まりになり、3 名が役員とし
て活動します。
當眞委員から学識経験者の中から選出してはどうかという意見
がありましたが、それでよろしいでしょうか。
はい。

（議長）
川名委員長

それでは、学識経験者の中から推薦がございましたら、お願いし
ます。

米村委員

委員長と副委員長が男性ですので、女性の中から選出されてはい
かがですか。

（議長）
川名委員長

女性の中から選出ということですが、誰かやってもいいよという
方はいますか。

大野委員
（議長）
川名委員長

石井委員

各委員
（議長）
川名委員長

各委員

石井ひでみ委員を推薦します。
石井ひでみ委員の名前が挙がりましたが、他にいらっしゃいます
か。
他にいらっしゃらないようですので、石井ひでみ委員いかがです
か。
受諾します。

拍手。
それでは、拍手をもって異議なしとします。
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、副委員長の梅原委員と石井ひでみ委員の 3 名を選出することに
ご異議ございませんか。
異議なし。
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（議長）
川名委員長

そのように決定しました。
次に、議題（4）令和 2 年度事業結果についてを議題といたしま
す。
事務局より説明を求めます。

（事務局）
森田館長補佐

それでは、令和 2 年度事業結果について報告します。
資料 4 ページをご覧ください。
この資料は、各館の利用状況を「件数」と「人数」でまとめた表
となっています。平成 28 年度からの推移も掲載しております。
昨年の状況を申し上げます。
中央公民館では、年間 879 件、8,018 人の利用。富津公民館では
年間 462 件、7,277 人の利用。峰上地区公民館では年間 68 件、2,084
人の利用。市民会館では年間 569 件、11,676 人の利用でした。
内訳は区分表となっていますので、ご覧ください。
次に 5 ページをご覧ください
この資料は、各館の主催事業及びサークル活動を「回数（件数）」
と「人数」でまとめた表になっております。
中央公民館では、主催事業 46 回、452 人の利用、サークルは 476
件、3,795 人の利用。富津公民館では、主催事業 45 回、656 人の利
用。サークルは 264 件、2,077 人の利用。市民会館では、主催事業
32 回、370 人、サークルは 302 件、3,120 人の利用でした。
次に、6 ページをご覧ください。
この資料は、富津市民文化祭、成人式の結果と埋立記念館の利用
者数をまとめた表となっています。
富津市民文化祭は、10 月 30 日から 11 月 1 日までの 3 日間、成
人式は 1 月 10 日に対象者 437 名をそれぞれ予定しておりました
が、いずれも中止となっております。
埋立記念館の利用者は 761 人でした。
以上簡単ではございますが、説明といたします。
よろしくお願いします。

（議長）
川名委員長

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でしょうか。
無いようですので、以上で質疑を終了します。
議題（4）令和 2 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か。

各委員
（議長）
川名委員長

異議なし。
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 3 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。
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（事務局）
渡辺係長

（議長）
川名委員長

池田委員

それでは、資料 7 ページをご覧ください。
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
民館運営審議会委員全 75 名で構成されています。
このうち、当市からは川名泰委員長、梅原淳副委員長、石井ひで
み委員の 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ます。
令和 3 年度の幹事市は、木更津市です。
それでは、上から順に説明します。
このうち、委員全員が対象になる内容につきましては、丸印をつ
けてあります。
【5 月】 本日
第 1 回公民館運営審議会 会議
【9 月】 9 月未定
君公運営審連 全体研修会
9 月下旬 第 2 回公民館運営審議会 会議
【10 月】10 月下旬 富津市民文化祭 2021
【12 月】12 月中旬 富津市民文化事業「ふっつ学びの門」
12 月下旬 第 3 回公民館運営審議会 会議
【1 月】 1 月
成人式
【2 月】 2 月未定
君公運審連・君公連合同研修会
【3 月】 3 月下旬
第 4 回公民館運営審議会会議
となります。
次に、資料 14 ページと 15 ページに、中央公民館と富津公民館の
今年度の主催事業計画一覧を掲載しております。
市民会館につきましては、ワクチン接種会場のため、主催事業は
中止となっておりますので、掲載資料から除いています。
事業計画一覧については、昨年度末の審議会にて説明し、すでに
承認を頂いたものとなっております。
今回は再度、掲載資料として綴じております。
以上、簡単ではございますが、説明とします。
よろしくお願いします。
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。
事務局から説明がありましたが、市民会館の事業についてコロナ
ワクチン接種のために文化祭もないということですか。
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（事務局）
渡辺係長
（議長）
川名委員長

市民会館は文化祭の会場としてなく、市民会館の主催教室講座に
ついては、今年度はありません。
他にありますか。

千明委員

市民会館についてですが、ワクチン接種会場はとして使用するた
め、サークル活動については 6 月 1 日から 12 月 27 日までの日程
がなくなってしまいましたが、土曜日と日曜日だけなのに全てなく
してしまうのは疑問に思いました。

（事務局）
平野公民館長

各団体にご迷惑をかけているの承知しております。
当初は、週 3 日行うことと、ホールだけではなく全館使用したい
という旨がワクチン接種班から連絡がありました。そのため、準備
や片付けが入ってしまうと、使用できる日が少なくなってしまうた
めです。
サークル等の団体につきましては、中央公民館や富津公民館を使
用する形をとっていただいて、主催教室講座については講師と相談
をした結果、中途半端になってしまうため、市民会館の主催教室講
座はなしとさせていただきました。
ワクチン接種が早く終わり、市民会館が通常使用できれば、戻し
ていきたいと思いますので、ご理解いただければと思います。
また、浅間山に地域交流センター「カナリエ」と言う施設があり
ます。そこでは、土曜日と日曜日も使用できますので、空いていれ
ばそちらも利用してくださいということも承っていますので、団体
登録したうえで利用していただければと思います。

（議長）
川名委員長

旧天羽老人憩の家が地域交流センター「カナリエ」という施設に
なって利用できるそうなので、ご承知おきください。
他にありますでしょうか。

岡根教育長

違う話になってしまいますが、みなさん、ワクチンの集団接種会
場の予約状況と見ていると思いますが、市民会館の予約枠が満杯に
なっていない状況です。市役所では予約枠がいっぱいになっていま
す。
高齢者の方がかかりつけ医に行っている可能性がありますが、市
民会館を開けていますので、「市民会館でのワクチン接種枠が空い
ているよ。」と呼びかけをしていただければと思います。

（議長）
川名委員長

ありがとうございます。
他に質問等はありますでしょうか。
無いようですので、以上で質疑を終わります。
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（議長）
川名委員長
各委員

議題（5）令和 3 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。

（議長）
川名委員長

ありがとうございます。
それでは、次に報告（1）令和 3 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。

（事務局）
渡辺係長

資料 8 ページをご覧ください。
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。
【歳入】では、
「23.市債」が 1,100,000 円の減額となっておりま
す。
昨年度、中央公民館空調機改修工事に伴うものです。改修工事は、
すでに終了していますので、本年度は計上ありません。その分、減
額となっています。
【歳出】では、3 館の備品購入費と事業をご報告いたします。10
ページをご覧ください。
中央公民館管理運営費の中で、「17.備品購入費」682,000 円を計
上しております。内容は、第 3 会議室空調機設置を実施します。
11 ページをご覧ください。
富津公民館管理運営費の中で、「17.備品購入費」837,000 円計上
をしております。内容は、講義室エアコン設置を実施します。
13 ページをご覧ください。
市民会館文化事業の中で、
「18.市制施行 50 周年記念事業」
「ふっ
つ学びの門」についてですが、本年度は 1,500,000 円の予算措置と
なっております。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 4,772,000 円、歳出合計 90,344,000 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。

（議長）
川名委員長

事務局からの説明が終わりました。
質疑に入ります。委員の皆さんから、ご質問等ございますか。
無いようですので、質疑を終わります。
予算の適正な執行をお願いいたします。
それでは、その他に入ります。
委員から何かありますか。
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各委員
（議長）
川名委員

無し。
委員からは無いようですので、事務局からありますか。

（事務局）
平野公民館長

予算についてですが、わかりづらい点があったと思います。不明
な点については、次回の公運審のときにお伺いしますので、今日は
持って帰っていただいて、ご覧いただければと思います。
次回、第 2 回公民館運営審議会については、サークル等の使用で
部屋が空かなくなってきていますので、日時を決めさせていただ
き、9 月 30 日（木）午後 2 時から行いたいと思います。よろしく
お願いします。

（議長）
川名委員長

ありがとうございました。
他に無いようですので、これ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を感謝申し上げ、本日の会議を閉じさせてい
ただきます。

（事務局）
平野公民館長

ありがとうございました。
以上を持ちまして、令和 3 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。

（午後 2 時 52 分
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閉会）

