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会議の名称

2

開催日時

3

開催場所

令和元年度 第２回富津市公民館運営審議会
令和元年 10 月４日（金）
午前９時 30 分～午前 10 時 00 分
富津市中央公民館

多目的室

議題
（1）令和２年富津市成人式の実施について
4

審議等事項

報告
（1）富津市民文化祭 2019 の開催について
その他
○ 公民館運営審議会委員

5

出席者名

渡邉

直樹、大河原

梅原

淳、石井

溝口

久美子、大野

石井

光一、渡辺

紀子、山室

ひでみ、落合

文功、
愛子、

泰代、川名

泰、

早苗

○ 事務局
笹生教育部長、當眞生涯学習課長、渡邉公民館長、
佐野館長補佐、長谷川係長、森田係長
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

6

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

10

会議録（発言の内容）

公開

・

一部非公開

富津市情報公開条例第 23 条第

・

非公開

号に該当

（理由）
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

1

５人）

発言者

令和元年度 第２回富津市公民館運営審議会会議録
発
言
内
容
午前 9 時 30 分開会

（事務局）
渡邉館長

・定刻となり開会を宣言する。
・出欠席者数の報告。出席者 12 人、欠席者数 3 人により、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 条により会議は成立する。
・富津市情報公開条例第 23 条第 1 項の規定により会議は公開にな
る旨説明し、議事録作成の為録音する旨説明する。

石井委員長

《委員長

（事務局）
渡邉公民館長
笹生部長

挨拶》

次に、笹生部長から挨拶を申し上げる。

《部長

挨拶》

（事務局）
渡邉公民館長

議長については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 28 条第 4 項の規定により石井委員長にお願
いする。

（議長）
石井委員長

議題に入る前に、会議録署名人の指名について、慣例により議長
が指名することでよろしいか。

委員一同
（議長）
石井委員長
委員一同
（議長）
石井委員長委

異議なし。
異議なしと認め、会議録署名人には大河原紀子委員と山室文功委
員を指名してよろしいか。
異議なし。
異議なしと認め、会議録署名人には大河原紀子委員と山室文功委
員に決定する。
議題に入る。
議題（1）令和 2 年 富津市成人式の実施についてを議題とする。
事務局からの説明を願う。
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（事務局）
森田係長

【議題（1）令和 2 年 富津市成人式の実施についての説明をする。】
・趣旨 成人に達する若者の新しい門出を祝福し、大人になっ
た自覚を持つ機会となるよう「自らが作る成人式」と
いう意識を高め、厳粛な中にも温かみの溢れる式典と
する
・開催日時 令和２年１月 12 日（日） 午後 2 時 開式
・会場 富津市富津公民館
・対象 平成 11 年 4 月 2 日から平成 12 年 4 月 1 日までに生まれ
た市内在住者及び市外在住者で出席を希望する方
・内容 式典・成人記念行事
（記念品はステンレスタンブラーを贈呈する予定）
受付開始直後からホール内でスライドショーの上映を行い、午後
2 時から実行委員の司会進行により開会となる。
開式のことばを実行委員が行い、国歌斉唱（指揮、ピアノとも協
力者が行う）、主催者代表挨拶を富津市長が行い、来賓祝辞を浜田
衆議院議員、吉本千葉県議会議員、平野富津市議会議長にお願いす
る予定となっている。
成人式記念行事については、実行委委員の持ち込み企画となって
いる。二十歳への手紙について事務連絡のみ行います。
実行委員の閉式のことばで閉会となる。
以上で、成人式についての説明を終わりとする。

（議長）
石井委員長委

事務局の説明が終わったが、何か、ご意見、質問等はあるか。
無いようなので、議題（1）令和 2 年 富津市成人式の実施につ
いて事務局の説明のとおり

石井（ひ）委員

成人式のお手伝いについて、毎回、公運審のメンバーでお手伝い
していたが今回も手伝いをするのか。

（事務局）
森田係長

成人式の手伝いについては、今年度も公運審の委員の方々にお願
いする。

（議長）
石井委員長

他に無いようですので、議題(１)令和 2 年 富津市成人式の実施
について事務局からの説明のとおり承認することで異議はないか。

委員一同
（議長）
石井委員長委

異議なし。
異議がないようなので、議題（1）令和 2 年 富津市成人式の実
施について事務局からの説明のとおり承認する。
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（議長）
石井委員長委

次に、次第 5、報告に移る。
報告(1)富津市民文化祭 2019 の開催について、事務局から説明を
願う。

(事務局)
長谷川係長

報告(1)富津市民文化祭 2019 の開催について説明をする。
・開催期間 11 月 1 日（金）から 11 月 3 日（日）までの 3 日間
・今年度のテーマ 一般及び市内の中学生から募集し
「～新しい時代 新しい富津～」（天羽中学校 3 年 羽山和哉
さんの作品）となった。
・開催日程及び会場について
文化祭役員会・正副部門長会議において総合社会体育館を会場
とする展示部門は中止となる。
台風 15 号の災害によるもので、総合社会体育館にも甚大な
被害があり、現在も施設の利用が制限されている状況を踏まえ
て、総合社会体育館の展示部門役員及び事務局で検討した結
果、本年度の展示は中止とし、実行委員会にて正式に決定とな
った。
他の会場においても、展示出品者・芸能出演者自身が被災し
ている場合も考えられるため、文化祭開催日まではまだ期日が
あるものの、出展の見合わせや、急な欠席、不参加が生じるケ
ースも考えられるため、従来の規模に満たない場合もあり得る
ものと予めご承知おきをいただきたい。
・各会場の催しについて
・富津公民館 11 月 1 日（金） 小中学校音楽の集い
11 月 3 日（日） 子どもまつり
茶席（埋立記念館）
展示では、各種サークル作品、小中学校作品展、保育・幼稚
園児の作品展を行う。
・中央公民館 11 月 1 日（金） 俳句大会・短歌会
11 月 2 日（土） 将棋大会
11 月 3 日（日） 芸能祭・民謡ショー
展示では、各種サークル作品、保育・幼稚園児の作品展を行
う。
・市民会館
11 月 2 日（土） 芸能祭
11 月 3 日（日） 囲碁大会
展示では、各種サークル作品、保育・幼稚園児の作品展を行
う。
富津公民館の芸能祭については、今年は行わないことになった。
理由として、先に開催された実行委員会にて、話し合いが行われ、
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(事務局)
長谷川係長

富津公民館 芸能祭の参観者が少ないことや、音楽のつどい、子ど
もまつりと開催との兼ね合いがあり、3 日間のうち 3 会場で芸能祭
が被らないように実施することが不可能であることが挙げられる。
このことから、富津公民館の芸能祭は行わず、出演者は中央公民
館もしくは、市民会館で受け入れることとし、実行委員会で正式に
決定されている。
・富津市民文化祭 2019 役員について
実行委員長 宮内 和夫氏
副実行委員長 高橋 良充氏
その他の役員は 7 頁の資料のとおりとなる。
公民館運営審議会委員の皆様にも一層のご支援・ご協力・PR な
ど、お願いしたい。
以上で、富津市民文化祭 2019 開催については以上となる。

(事務局)
當眞生涯学習課長

今の報告について補足をする。
総合社会体育館の窓ガラスが 3 枚破損して、そこから雨が吹き込
んでしまい、ガラス片が床に刺さってしまい、床面の半分を張り替
えなくてはいけない状況、また、屋根がはがれてしまって雨漏りが
している状況で復旧工事に時間がかかってしまい文化祭期間中に
なってしまい、今年度の総合社会体育館の展示は取りやめる。

(議長)
石井委員長委

他にないようなので、次第 6
事務局からなにかあるか。

その他に移る。

（事務局）
森田係長

お手元に配布してある、富津市民文化事業「ふっつ学びの門」
について報告をする。
日時が令和元年 12 月 15 日（日）、会場は富津公民館、開場が 13
時から、開演が 13 時 30 分からになる。
チケット販売を開始しているので、委員のご協力もいただたいた
い。
また、歌舞伎を見る機会はあまりないので、この機会にご覧いた
だきたい。

（事務局）
渡邉公民館長

「ふっつ学びの門」のことについて補足する。
「ふっつ学びの門」実行委員会で、今年度は、市内の中学生 250
名を無料招待している。
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（議長）
石井委員長
（事務局）
長谷川係長

（議長）
石井委員長

（事務局）
長谷川係長

ありがとうございます。
他にあるか。
本日、会議の後に視察研修となっている。
場所は、さきに案内している通り行き先は、木更津市金田地域交
流センターとなる。
概略を申し上げる。昨年度末をもって、金田公民館が閉館となり、
4 月 1 日より金田地域交流センターとして稼働している施設となっ
ている。
公民館から地域交流センターに切り替わった経緯や活動状況が
聞けると思う。
この視察研修では、現在、富津市も取り組んでいる公共施設の再
配置計画に関する先進事例として見学していただきたいと思う。
昼食については、金田地域交流センターの目の前が三井アウトレ
ットパーク木更津となっているので、１時間程度の昼食・休憩の時
間を取る。各自で、自由行動をとっていただき、時間になったら、
公用車に再集合していただきたいと思う。中央公民館の帰着時間は
14 時頃を見込んでいる。
ありがとうございました。
他にあるか。

千葉県公民館研究大会について連絡をする。
千葉県公民館研究大会が、令和元年 11 月 13 日（水）、開場は柏
市にあるさわやか県民プラザとなる。
参加ができる委員は予算の都合上 5 名となる。例年通り、先着順
で参加受け付ける。できれば、今日、木更津から帰ってくる間に長
谷川まで連絡をいただければと思う。
その際、第１分科会～第６分科会のいずれか希望する分科会を併
せて申し出ていただきたい。
第１分科会 高齢者と公民館
第２分科会 子ども・子育て世帯・若者（困窮者・子どもの居場
所づくり・学習支援・家庭教育支援）
第３分科会 地域防災と防災教育（仮）
第４分科会 「地域資源の発掘と公民館～地域を支える“人・
文化・絆“をどう育てるか～」
第５分科会 学校と地域の連携
第６分科会 障がい者の生涯学習推進（公民館における可能性）
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（議長）
石井委員長

他にございますか。
無いようですので本日の会議はすべて終了となる。
委員の皆様にはご協力と感謝を申し上げ、本日の会議を閉じさせ
ていただく。

（事務局）
渡邉公民館長

ありがとうございました。
次回の会議は 12 月下旬を予定してるので、出席の検討をしてい
ただきたいと思う。
以上をもって、令和元年度第２回富津市公民館運営審議会会議を
閉会とする。
引き続き、視察研修となるので、公用車へ分乗してくださるよ、
お願いいたします。

（午前 10 時
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終了）

