富津市公民館運営審議会会議録
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会議の名称

令和元年度 第３回富津市公民館運営審議会
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開催日時

令和元年 12 月 26 日（木）
午前 10 時 00 分 ～ 午前 10 時 50 分

3

開催場所

富津市中央公民館 多目的室
議題
（1）令和２年富津市成人式について
報告

4

審議等事項

（1）富津市民文化祭 2019 の結果報告について
（2）令和元年度富津市民文化事業「ふっつ学びの門」
の結果について
その他
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出席者名

○ 公民館運営審議会委員
鳩飼 直、進藤 利男、渡邉 直樹、
大河原 紀子、 寺﨑 洋子、山室 文功、
落合 愛子、溝口 久美子、髙橋 栄二、
大野 泰代、川名 泰、石井 光一、渡辺 早苗
○ 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
○ 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
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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

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５人）
教育部 公民館 中央公民館
電話 0439（65）2251
別紙のとおり
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令和元年度 第 3 回富津市公民館運営審議会会議録
発言者

発

言

内

容

午前 10 時 00 分開会

（事務局）
渡邉公民館長

・定刻となり開会を宣言する。
・出欠席者数の報告。出席者 13 人、欠席者数 2 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 挨拶》

（事務局）

つぎに、笹生教育部長から挨拶を申し上げる。

渡邉公民館長

笹生部長

（事務局）
渡邉公民館長

《部長 挨拶》

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

異議なし。

（議長）

異議なしと認め、会議録署名人に溝口久美子委員と落合愛子委員を

石井委員長

委員一同

指名してもよろしいか。

異議なし。
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（議長）
石井委員長

異議なしと認め、会議録署名人に溝口久美子委員と落合愛子委員を
指名する。
議題に入る。
議題（１）令和 2 年富津市成人式の開催についてを議題とする。
事務局から説明をお願いする。

（事務局）
森田係長

【議題（1）令和 2 年富津市成人式の開催について説明する】
・日時 令和 2 年 1 月 12 日（日）午後 2 時 開式
受付：午後 1 時 15 分から
ホール内で午後 1 時 30 分から午後 1 時 50 分までスライドショー
を上映する。
・会場 富津市富津公民館 ホール
・式典を午後 2 時から午後 3 時までの 1 時間を予定している。
・式典終了後、ホール内と公民館内の階段を使って記念写真撮影を
行う。
・今年度の該当者数は富津市内外で合計 468 名
（市内 434 名、市外 34 名）
。
・式典概要
司会進行は齋藤誠也氏、木村美月氏が行う。開式のことばを副実
行委員長の秦野茜音氏が行う。国歌斉唱の指揮者を平野雄大氏、
ピアノ伴奏を宮崎紗英氏が行う。主催者代表挨式辞を高橋市長が
行う。来賓祝辞を浜田衆議院議員、吉本千葉県議会議員、平野市
議会議長から頂く予定になっている。招待者紹介と祝電披露の
後、実行委員長挨拶を林憧哉氏が行い、登壇者を客席に案内して
前半部分は終了となる。
その後、成人記念行事を成人式実行員が執り行う。内容としては、
市内観光を題材とした数当てゲームを行う。
最後に、二十歳への手紙の送付について事務連絡を司会が行い、
閉式のことばを矢谷浩子氏が行い、実行委員会のお礼の挨拶で終
了する。終了時間は午後３時頃を見込んでいる。
・実行員委員の役割名簿については資料の 2 頁でご確認いただきた
い。
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（事務局）
森田係長

式典終了後の各中学校単位で記念写真撮影をするが、今回は記念品
は実行委員によりステンレスタンブラーとしたため、実行委員の自由
撮影となる。
記念品をステンレスタンブラーにしたため、受付業務を簡素化する
ことができ、今まで市職員が行っていた受付業務を新成人に担ってい
ただく。
成人式当日は、公運審の委員の皆様にも会場係としてご協力いただ
きたい。
3 頁の「令和 2 年度富津市成人式職務分担表」をご覧いただきたい。
会場係の職務については、受付を終了した人を順次ホール内に誘導
し、新成人を地区別に誘導する③会場内外の警備については、館内に
お酒や危険物を持ち込んだ場合は公民館事務室で預かるのでその旨
を伝えていただけるようにお願いする。舞台上の椅子等の設置ならび
に片付けは職員で行う。
新成人が全員、着席したら委員の皆様は、２階席の前列に、公運審
の席を設けてありますので、そこに、着席をしてもらいたい。
今年度も富津警察署にご協力をいただけるようになっている。蛍雪
の方々は公民館駐車場と埋立記念館周辺に待機して取り締まりをす
るようになっている。
以上で成人式についての説明を終わりにする。

（議長）

事務局から成人式についての説明が終了したので、質疑にはいる。

石井委員長

質問や意見はあるか。

（事務局）

補足になるが、委員の皆様の集合時間は午後 0 時 30 分に富津公民

森田係長

館へ集合していただくようにお願いする。
ステンレスタンブラーについては表面に「祝 成人」と彫られたも
のになります。当日、拝見していただければと思う。
また補足になってしますが、令和 4 年に成人の年齢が 18 歳に引き
下げられる。それに関連して、事務局で調査をしている。
これまでの、第 1 回目の実行委員会のメンバー、第 2 回目の実行員
会のメンバー、そして今年度の実行委員会のメンバーにアンケート調
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（事務局）
森田係長

査を実施して、実施時期を新成人としての意見を頂戴している。
まだすべてのアンケートを回収できていないが、2 月の公運審の場
で議題として挙げたいと思っている。
現在の中学校 3 年生が対象となるので、知り合いにいれば情報収集
をお願いしする。
また、県からアンケートの結果が出まして、千葉県の調査では 14
団体が 20 歳での成人式を計画しているようです。18 歳へ変更する団
体は今のところ無かった。検討中の団体は、21 団体。未検討が 19 団
体。富津市は検討中ということで回答しました。
現時点でのアンケートの結果は、ほとんどの方が学生であり、18
歳での受験シーズンでの開催は大変、厳しいという意見があり、20
歳のままでの開催が望ましいと意見がある。

（議長）
石井委員長

ありがとうございました。
他に質問や意見はあるか。
委員長の私から質問をする。
例年、落ち着いてはきているが、何か情報はあるか。

（事務局）
森田係長

特に情報は入ってきてはいないが、今年の成人式は大きな混乱はな
く、警察の方々も館長と一緒に説明に伺い昨年同様に取り締まりを強
化していただくことと富津公民館の門を式典開始とともに閉めて取
り締まりが必要な車はそこでシャットダウンする形をとりたいと思
う。

（議長）
石井委員長

ありがとうございます。
他にご意見、ご質問はあるか。
他に無いようなので、以上で質疑を終了する。
議題（１）令和 2 年富津市成人式の開催については、事務局からの
説明のとおり、承認することで異議はあるか。

委員一同

異議なし。
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（議長）
石井委員長

異議なしと認める。
それでは次に次第 5「報告」に移る。
報告（１）富津市民文化祭 2019 の結果について、事務局から説明
を願う。

（事務局）

富津市民文化祭 2019 の結果について報告する。

長谷川係長

11 月 1 日から 11 月 3 日までの 3 日間、富津公民館・中央公民館・
市民会館を会場に、
「富津市民文化祭 2019」を開催した。
また、去る 12 月 18 日の富津市民文化祭実行委員会第 2 回役員・正
副部門長会議において結果について報告をした。
詳細については、お手元に配布した資料のとおりとなるが、主な事
項については、説明させていただく。
5 頁をお開きください。富津市民文化祭 2019 参観者および出演・
出展者数等をまとめた表となる。
全会場での参観者の総数は、13,299 人であり、昨年より 972 人の
減少となる。
出演・出展者数は 2,969 人で 420 人の減少。
芸能等の曲数は 219 曲で 73 人の減少。
子どもまつり部門の種目数は、47 種目で 4 種目の増加。
展示部門の展示数は、2,150 点 790 点の減少。
資料には掲載していないが、昨年と比較すると、総合社会体育館は、
今回、台風被害により実施していない
富津公民館は、9,915 人で 600 人の減少。
中央公民館は、2,280 人で 543 人の減少。
市民会館は、1,104 人で 777 人の増加であった。
各会場のトータルでは、昨年より 972 人の減少となっている。今回、
減少の主な要因としては、総合社会体育館の展示が実施できなかった
こと、並びに富津公民館の芸能祭を実施しなかったことが挙げあられ
る。
また、収支決算についても、さきに行われた第 2 回役員会・正副部
門長会議にて承認さている。
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（事務局）

お手元の資料に記載はないが、収入総額は市からの交付金 800,000

長谷川係長

円、支出総額は 680,908 円で、差額残額 119,092 円は、既に市へ返納
しております。
次にアンケート結果について、報告する。
6 頁から 7 頁に全体及び各会場のアンケート結果を掲載している
時間の関係もあるので、主なもののみ説明させていただく。
6 頁をご覧いただきたい。参観者の【住まい】については、回答件
数は、総合社会体育館を除いた 3 会場で 68 件、前年比 164 件の減少。
内訳としては、
1.「富津地区の方」が 40％ 前年比 2％増加。
2.「大佐和地区の方」が 19％ 前年比±0％。
3.「天羽地区の方」が 31％ 前年比 3％増加。
4.「君津市の方」が 7％ 前年比 2％減少。
5.「1 から 4 以外の方」 3％ 前年比 4％減少。

次に【この文化祭を何で知りましたか？】については、同じく 3 会
場で 68 件で前年比 186 件の減少。
「市ホームページ」が 6％ 前年比 1％減少。
「広報ふっつ」が 28％ 前年比 9％減少。
「ポスター・チラシ」が 25％ 前年比 7％増加。
「防災無線」が 0％ 前年比 2％減少。
「その他」が 41％ 前年比 4％増加となった。

次に【芸能祭】については、満足度を「とても満足」から「とても
不満」まで 5 段階で評価し回答いただいたものとなる。
総合社会体育館、富津公民館を除いた、中央公民館、市民会館の 2
会場での集計となる。回答は 33 件で前年比 16 件の減少となる。
「とても満足」 52％ 前年比 5％増加。
「やや満足」 27％ 前年比 5％増加。
「普通」 18％ 前年比 11％減少。
「やや不満」 3％ 前年比 1％増加。
「とても不満」 0％ 前年比±0％となった。
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（事務局）
長谷川係長

次に【催し物】については、総合者合体育館を除いた 3 会場の集計
で、回答は 50 件で前年比 7％の増加。
「とても満足」 44％ 前年比 7％増加。
「やや満足」 34％

前年比 8％増加。

「普通」 22％ 前年比 15％減少。
「やや不満」 0％ 前年比±0％
「とても不満」 0％ 前年比±0％となった。
次に【展示】については、総合社会体育館を除いた、3 会場の集計
で、回答は 46 件、前年 175 件減少となる。
「とても満足」 41％ 前年比 1％減少。
「やや満足」 30％ 前年比±0％。
「普通」 28％ 前年比 2％増加。
「やや不満」 0％ 前年比 2％減少。
「とても不満」 0％ 前年比 1％減少となった。
全体的に「とても満足」又は「やや満足」と回答した割合が多く、高
い評価をいただいている結果となっている。
次に 7 頁をご覧いただきたい。
各会場の意見・要望等についは、
富津公民館 3 件、中央公民館 6 件、市民会館 20 件で、全体で
29 件の意見、要望を頂いた。
各会場とともに、詳細な内容を掲載しているので、後ほどご覧いた
だきたい。
事務局としては、今回のアンケート結果や、さきに行われた役員・
正副部門長会議での反省点、そして本日の公運審でのご意見・感想な
どを踏まえながら、今後、開催される準備委員会と共に、次回開催に
向けて、なお一層の充実を図って参りたいと考えている。
以上、報告とさせていただく。

（議長）
石井委員長

事務局から説明が終わったが、何か、ご意見質問はあるか。
無いようなので、次に報告（２）令和元年度 富津市民文化事業「ふ
っつ学びの門」の結果について事務局からの説明を願う。
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（事務局）
佐野館長補佐

令和元年度富津市民文化事業「ふっつ学びの門」について報告する。
お手元の資料 8 頁をご覧いただきたい。
・開催期日 令和元年 12 月 15 日（日）
・会場 富津公民館 ホール
・内容 開場：午後 1 時 00～ 開演：午後 1 時 30 分から
・
【公演】 歌舞伎をもっと身近に感じる 「あんまと泥棒」
・
【内容】
・第一部 歌舞伎ワークショップ「歌舞伎の化粧」
・第二部 演踊「助六」
・第三部 「あんまと泥棒」 歌舞伎世話物
・チケット販売実績及び当日来場者数。
・販売実績
・S 席（3,000 円） 334 枚
・A 席（2,500 円） 116 枚
・B 席（2,000 円）

8枚

合計 458 枚/876 席

・当日来場者数
・S 席 371 人（無料招待をした佐貫中・天羽東中含む）
・A 席 102 人
・B 席

16 人

合計 489 人

※B 席については房総ファミリア新聞に広告掲載して、10
枚を募集しての人数となっているため販売実績と相違
がある。
アンケートは只今、集計中である。
以上、報告とさせていただく。

（議長）
石井委員長

ありがとうございました。
事務局からの報告が終わったが、質問や意見はあるか。
無いようなので、次に、次第 6「その他」に移る。
委員から何かあるか。

委員一同

なし。
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（議長）

事務局からは何かあるか。

石井委員長

（事務局）

お手元に配布している資料をご覧いただきたい。

長谷川係長

令和元年度君津地方公民館運営審議会委員連絡協議会・君津地方公
民館連絡協議会の合同研修会の開催についての連絡となる。
日時：令和 2 年 1 月 5 日（水） 午後 2 時から
（受付：午後 1 時 30 分から）
開場：富津市富津公民館 多目的室
テーマ：
「令和の台風災害と公民館～経験から何を学び何を伝える
か～」
講師：長澤 成次氏
（千葉大学名誉教授・放送大学千葉学習センター所長）
となる。出欠席については 1 月 28 日（火）までに、私、長谷川まで
連絡を頂きたい。
この研修会は、4 市（袖ケ浦市・木更津市・君津市・富津市）の
公民館運営審議委員会と 4 市の公民館連絡協議会の合同実施となる。
また、当市の石井委員長が会長となっていますし、会場が富津公民
館となっていますので、多数の委員の皆様にはご参加いただければと
思う。
講師の長澤氏は君津地方の公民館に関する生涯学習・社会教育に造
詣が深い方なので貴重な話が聞けると思うので、参加いただきたい。

（議長）
石井委員長

長澤氏については、みなさんご存じだと思うが、さまざまな場所に
足を運んで、自分の目で見たものを研究している方ですので、貴重な
話が聞けると思うので、ぜひ、参加していただきたい。
他にあるか。

事務局

なし。
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（議長）
石井委員長

他に無いようなので、これをもって、本日の会議は終了とする。
委員の皆様のご協力に感謝申し上げ、議長の職を降ろさせていただ
く。

（事務局）
渡邉公民館長

ありがとうございました。
以上を持って、令和元年度第 3 回公民館運営審議会会議を閉会とす
る。
次回の会議は 2 月下旬を予定しているので、よろしくお願いする。
本日は、お疲れさまでした。

（午前 10 時 50 分 終了）
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