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平成２５年度第１回四街道市公民館運営審議会 会議録 

 
日 時  平成２５年５月３０日（木） ９時３０分～１１時４０分 

場 所  四街道公民館 ホール 

出席者  委員  阿部猛、北野美子、福井孝、遠西勝、吉田義一、田口康子、上條直恵、 

石川和子、星野悦郎、古市クニ子、越部智彦、千徳孝司  （敬称略） 

事務局  櫻井教育部次長、竹内四街道公民館長、秋葉副主幹、中嶋主査補、久保木主査補 

欠席者  押田香代子委員、河野清水委員 

 

 

会議次第 

１．開  会 

２．会長あいさつ 

３．教育長あいさつ 

４．職員紹介 

５．議  題 

  １）平成２４年度主催事業等の報告について 

２）平成２４年度利用状況等の報告について 

３）平成２５年度主催事業等の開催状況について 

６．その他 

  １）事務局から報告事頄 

７．閉  会 

 

 

 

１．開 会 

秋葉副主幹：定刻となりましたので、これより「平成２５年度 第１回 四街道市公民館運営審

議会」を開会いたします。 

本日、委員総数１４名に対し、出席委員１２名で過半数に達しておりますので、会議が成立

いたしましたことをご報告いたします。 

なお、塚本
つかもと

幸男
ゆ き お

委員が退職されましたことにより、４月２６日の教育委員会会議で承認を頂

いて、大日小学校の阿部
あ べ

猛
たけし

校長先生が新しく委員に就任されましたので、ご紹介させていた

だきます。 

阿部委員：     ≪挨拶≫ 

 

２ 会長あいさつ 

秋葉副主幹：会議次第に従いまして、星野会長よりご挨拶をお願い申しあげます。 

星野会長：     ≪会長挨拶≫ 
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３ 教育長挨拶 

秋葉副主幹：本日は教育長、教育部長が公務のため出席することが出来ませんので、教育部次長

の櫻井よりご挨拶を申し上げます。 

櫻井次長：     ≪次長挨拶≫ 

 

４ 職員紹介 

秋葉副主幹：職員の紹介を四街道公民館長よりさせていただきます。 

竹内館長：     ≪職員紹介≫ 

秋葉副主幹：本日の審議会の資料についてご確認させていただきます。 

本日配布しました資料は、 

・平成２５年度第１回四街道市公民館運営審議会次第 

なお、「審議会の次第」につきましては、事前に配布したものを一部修正しましたので、さし

かえをお願いします。 

・市指定管理者選定評価委員会関係の資料（千代田と旭公民館 2種類） 

「市指定管理者選定評価委員会関係の資料」につきましては、審議会終了後に回収させてい

ただきますので、よろしくお願いします。 

・平成２５年度教育施策     

また、事前に配布させていただいた資料として 

・平成２４・２５年度「公民館要覧」 

・平成２５年度行事報告書（資料１）    

以上ですが。お手元におそろいでしょうか。 

それでは、会議次第５．議題に入ります。初めに議事録署名人の指名について申し上げま

す。議事録署名人として、会長と、名簿項で前回は遠西
とおにし

委員にお願いしましたので次の吉
よし

田
だ

委員のお２人にお願いしたいと思います。 

これからの会議の進行は、公民館条例第１９条の規定により、会長が議長となる旨、規定

されておりますので、よろしくお願いいたします。 

星野会長：それでは、規定に従いまして、議長を務めさせていただきます。どうぞ、よろしくお

願いいたします。ただ今、事務局から議事録署名人の指名依頼がございましたが、議事録署

名人は会長と委員１名とのことでございますので、指名させていただきます。議事録署名人

を吉田委員さんにお願いしたいと存じます。 

次に、議題の審議に先立ちまして、「四街道市審議会等の公開に関する指針４」により本会議

の公開・非公開の決定につきましてお諮り致します。原則、公開でございますが、審議の内

容によりましては、非公開とすることも可能でございます。本日、本審議会で、ご審議頂く

議題、お手元にありますようにこれらを考慮しまして、公開とさせて頂きたいと存じます。

賛成の方は、挙手をお願いいたします。 

委 員：     ～全員挙手～ 

 



3 

 

星野会長：全員挙手でございます。全員賛成と認め、平成２５年度第１回四街道市公民館運営審

議会を公開とさせていただきます。次に、会議議事録作成のため本審議会を録音させていた

だきたいと存じます。また、「四街道市審議会等の公開に関する指針７」の運用基準により、

発言者名につきまして、原則として記名するものとすると規定されておりますので、会事録

には発言者名を明記させて頂きたいと存じでますが、ご了承頂きますようよろしくお願い申

し上げます。次に、会議録の公開につきましては、「四街道市審議会等の公開に関する指針８」

により、会議結果を公表するよう努めるものとすると規定されておりますと共に、先程、本

審議会を公開すると、ご決定頂きましたので、会議録も公開したいと存じますが、ご了承の

程、よろしくお願い申し上げます。次に、事務局、傍聴人はいらっしゃいますか。 

中嶋主査補：傍聴人が１名、いらっしゃいます。 

星野会長：傍聴人の入室を許可します。 

≪ 事務局が、傍聴人を席に案内する ≫ 

星野会長：傍聴される方へ申し上げます、事務局から渡された傍聴要領を遵守の上、傍聴されま

すようお願いいたします。 

 

５ 議題 

１）平成２４年度主催事業等の報告について 

星野会長：では、次第に従い議事を進めたいと思います。議題１）平成２４年度主催事業等の報

告について、事務局から説明を願います。 

竹内館長：     ～資料に基づき説明～ 

星野会長：ご質問、ご意見、ご要望等、いかがでございましょうか。 

田口委員：公民館まつりの来館者数は、どのようにカウントした数でしょうか。 

竹内館長：カウンターで数えたりパンフレットを配布した数により集計しました。 

北野委員：３館合同でチャレンジスクール等の講座を実施しておりますが、四街道公民館と旭公

民館の参加者が尐なく、千代田公民館の参加者が多い状況です。千代田公民館で多く開催し

ているので、地域性の問題なのか、あるいはお知らせの仕方が違うのか、そこらへんをお聞

きしたいと思います。 

竹内館長：昨年度は、５月に第１回を開催し、本年２月まで８回実施しました。今年は、四街道

公民館は１０月以降、耐震補強工事、エレベーター設置工事を予定しており、１１月から休

館になりますので、本年度については千代田公民館で実施する予定です。募集の方法につき

ましては、公民館だよりで募集をして、その後、４月の校長会で募集のお知らせをお願いし

ました。また、学校へ伺ってポスターを貼らせていただき、ＰＲさせていただきました。本

年度は、講座の名称をチャレンジスクールに統一して実施しますが、昨年度より若干増えま

して、２７名の方が応募されました。 

星野会長：只今、学校へポスター等をお届けしてＰＲしたというお話がございましたが、前回の

公民館運営審議会で、北野委員から文字だけのポスターでは理解しにくいので、文字以外の

絵を入れてお届けした方が、より子どもさんたちに理解してもらえるのではないかという趣

旨の要望がありましたが、どのようなポスターを作っていただいたのでしょうか。 
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久保木主査補：イラストの入ったもので、Ａ３カラー刷りのポスター及びそれを白黒Ａ４に縮小

コピーしたものを各学校へ配布しました。 

吉田委員：公民館要覧２２ページの図書室利用状況ですが、貸し出し人数の欄で８月から３月ま

での分で、「人」ではなく数字が記載されているが、間違いですか。 

竹内館長：記載間違いですので、右側の数字を「人」に訂正をお願いします。 

吉田委員：図書室の利用で、本を貸し出して返却されなかったことはあるんですか。 

竹内館長：図書室の貸し出し状況につきましては、会議次第の「２）平成２４年度利用状況等の

報告」で、ご説明させていただきます。 

星野会長：事業を推進する中で、アンケート調査を行っていると思いますが、それぞれの公民館

ごとでも事業ごとでも結構ですが、意見はどのようなものがありますか。 

中嶋主査補：講座の最後にアンケートをとっています。高齢者大学の場合ですと、館外学習を楽

しみにしておりますので、館外学習の具体的な行先の要望が多いです。また、次年度に計画

してもらいたい内容が記載されております。 

星野会長：アンケート調査の結果については、事務局の方で検討いただき、翌年の事業に反映す

るように努力をお願いしたいと思います。 

上條副会長：毎年の公民館まつりのアンケート調査ですが、設問にいろいろ書かれていますが、

どのようにして整理されているのでしょうか。 

竹内館長：アンケートにつきましては、いろいろな意見の内容を検討しまして、翌年度の公民館

まつりなどの参考にさせていただいております。 

星野会長：その他、ご質問、ご意見等はございますでしょうか。 

田口委員：公民館要覧を見ますと、長寿大学、福寿大学の高齢者向けの講座は、非常に人気が高

くて飽和状態です。いろいろ事情等があると思いますが、コースを拡大していくとか別コー

スを設けることの検討をご提案させていただききますが、いかがでしょうか。 

竹内館長：3 公民館でそれぞれ６５歳以上の方の長寿大学、福寿大学、あさひ寿大学がございま

すが、四街道公民館が一番参加者が多いです。四街道公民館ですと、平成２４年度の要覧、

１７頁に記載されていますが、初回が一番参加者が多くて１４９人の方に参加をしていただ

いております。四街道公民館では毎年１６０人位の応募をいただいておりますが、定員は１

００人ですが、会場のホールは１５０人くらいまでは参加できます。バスで行く館外学習も

多い場合は３台で行きますので、今の人数ですとこのような形で開催は可能と考えておりま

す。 

星野会長：その他、ご質問、ご意見等、ご要望等はございますでしょうか。 

遠西委員：公民館運営計画が一番重要なところだと思います。いろいろな事業を開催しています

が、こういう目的とか生涯学習の大切な部分を事業の中で尐し時間を取っていただいて触れ

ていく、生涯学習として捉えていただく時間を持つようにした方がいいと思いますので希望

します。 

星野会長：２５年度の公民館運営計画は、どのような場で市民の方の目に触れるような方法をと

っておられるのでしょうか。要覧以外でお知らせするようなことをされていらっしゃるので

しょうか。 
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竹内館長：公民館要覧の５頁にあります公民館運営計画につきましては、要覧に記載させていた

だくだけで広報等へのお知らせはしておりません。 

星野会長：前回、公民館運営計画の公開に関する提案をさせていただきましたが、背景には社会

教育法第２８条に公民館職員の研修について規定がございます。すでに、千代田、旭両公民

館が指定管理者に管理が委任され、２６年度以降は３公民館全ての公民館につきまして指定

管理者が管理することになります。職員の研修について、まず、どのような方法でご指導し

ているのでしょうか。  

竹内館長：職員の研修というのは、外に出かけていく研修のことでしょうか。職場での研修のこ

とでしょうか。 

星野会長：研修は、館内・館外を含めて職員として職務を遂行するために必要な知識や接遇を含

めた研修について、ご指導されていらっしゃいますか。 

竹内館長：職員研修につきましては、２６年度からの３館への指定管理者制度導入に備えまして、

昨年度２名、今年から３名に増員した嘱託職員について、３公民館の主催講座の業務を市職

員と共に行って職場研修を行い、講座担当者の育成に努めています。また、職員につきまし

ては、印旛地区、あるいは県の公民館連絡協議会で開催される研修等に参加しております。 

星野会長：研修で、主催講座担当の嘱託職員の方とともに、指定管理者に２公民館の管理を依頼

して施設の管理をしている訳でございますが、例えば職員の方に対しては接遇のような研修

が必要ではないでしょうか。今後も公民館の管理が適切に管理できるように、主催講座担当

の職員だけではなくて、指定管理者に対しても窓口の職員に対して研修を行う必要があると

考えます。と申しますのは、施設管理公社では、正規職員と非正規職員がいます。そういう

中で接遇が適切に行われているのかどうか。施設管理だけではなくて公民館はどのような使

命を持っているのかを考えますと、やはりトータルに見て研修は必要ではないか。さらに、

先程、遠西委員さんから質問のありました公民館運営計画に掲載されている事頄について、

民間企業によりましては、受付のところに社訓もしくは経営方針を掲げている企業が多ござ

います。この公民館運営計画は、公民館マネージメントポリシーとして大変内容の充実した

ものです。研修の一環として、例えば、公民館運営計画のこの内容を、事務局、各公民館の

事務室に拡大して額に入れて掲示して、公民館の使命、役割を毎日見ることによって、研修

の一環として寄与するものと思います。この公民館運営計画を利用されてみたらいかがでし

ょうかということで申し上げました。いかがでしょうか。 

竹内館長：公民館運営計画につきましては、毎年公民館要覧に掲載させていただいております。

こちらは、公民館の運営につきまして基本的なものでございますので、事務室や分かりやす

い場所に張りまして、常にこれを確認するようにしたいと思います。 

星野会長：指定管理者は単なる箱物の管理、施設の管理だけという意識ではなく、公民館全体の

運営がどのようになされているか、内容の充実したものでございますので、公民館の事務所

内等に掲示することによって資質向上に寄与するようにご努力を宜しくお願いします。 

星野会長：ご質問、ご意見、ご要望等ないようでしたら次の議題に移らさせていただきたいと思

います。 
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２）平成２４年度利用状況等の報告について 

星野会長：それでは、続きまして、議題２）の平成２４年度利用状況等の報告について、事務局

の方から説明をお願いします。 

竹内館長：    ～資料に基づき説明～ 

星野会長：それでは、ご質問、ご意見等、いかがでございましょうか。 

吉田委員：図書室の利用で、本を貸し出して返却されないことは、あるのですか、ないのですか。 

竹内館長：定期的な点検をしておりますが、不明ということで具体的に盗難かどうかということ

については分からないです。 

秋葉副主幹：貸出期間を１度延長して１ヶ月まで貸出期間がありまして、それを過ぎますと定期

的に督促等を行って返していただくようにしておりますが、残念ながら、返ってこない本が

あることは事実でございます。また、公民館図書室におきましては、数は多くはありません

が盗難等によって不明になってしまったと思われるものがあるのも事実でございます。 

星野会長：そのことについて、参考までにご説明申し上げますと、私は、図書館協議会の委員も

務めておりますが、吉田委員さんのご質問にありますことを図書館協議会で申し上げており

ます。今から１７年前でしょうか、東京都の町田市立図書館が開館して５年間に１億３千万

円分の図書が紛失しました、盗難に遭いました。ということが朝日新聞の一面の記事に掲載

されました。その後、ＢＤＳという「図書盗難防止システム」がありますが、国内の各図書

館で設置されるようになり、このようなシステムを四街道市立図書館にも設置してもらえな

いかということを、２４年度も図書館協議会で提案しました。 

越部委員：部屋別利用状況ですが、毎年稼働率は、どうしたら上げられるのかという質問が出ま

すが、これを見ますと使用する側の実態、感覚とかけ離れている感じがします。要覧では利

用時間が朝９時から夜９時までとなっています。その中で混んでる時間帯、使われていない

時間帯に差があるのではないかと思いますが、その辺はどのように感じていますか。 

竹内館長：その月によってもいろいろ違いますが、一般的には、５時までは各部屋の予約が多く

入っておりまして、夕方５時過ぎは予約が尐ない場合が多いという状況です。 

越部委員：利用する側から、空いている時間帯、曜日が分かるようなシステムを考えていただけ

ないか提案いたします。 

竹内館長：システムにつきましては、導入する前に年間利用の予約方法をどのようにするのか決

めないといけないのですが、たとえば文化センターの場合ですと、システムで何か月か前か

ら申し込んで、申し込みが重なった場合は抽選するという方法もあります。初めにどのよう

に利用の予約をするかということを決めまして、その後に予算を財政当局と協議していかな

ければなりませんので、今後いろいろ検討させていただきたいと考えております。 

星野会長：前回の審議会で私は、インターネットでの申し込みについて検討していただけないか

と要望させていただきましたところ、多くの申し込みがあった場合に抽選としなければなり

ませんので、なかなかインターネットでの申し込みは公民館には採用しにくいというお話が

ありました。それ以上、私は申し上げませんでしたが、参考までに申し上げますと、佐倉市

や成田市では公民館の受け付けはインターネットで行っていますので、越部委員さんの要望

も含めてご検討をお願いしたいと思います。 
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３）平成２５年度主催事業等の開催状況について 

星野会長：それでは、続きまして、議題２）の平成２５年度主催事業等の開催状況について、事

務局の方から説明をお願いします。 

竹内館長：     ～資料に基づき説明～ 

星野会長：事務局からの説明につきまして、ご質問、ご意見、ご要望等、いかがでございましょ

うか。それと、先程チャレンジスクール等の説明がありましたが、応募者が尐ない事業です

が、事務局ですばらしいイラスト入りのポスターを作りましたので、参考までに回してご覧

ください。 

福井委員：チャレンジスクールの応募人数が尐ないということですが、内容をどのように決めて

いるのか。多いということが理想的ではあると思いますが、ただ多ければいいという話と、

内容によってこのあたりでいいのではないかという納得のいく数字があると思います。チャ

レンジスクールは大変良い企画だと思いますが、中身をどのように決めているのか、より多

くの人の考えを取り入れていくことが良いと思いますが、そのへんをお伺いします。 

竹内館長：毎年事業を決定する前に、講座担当者と講師の方が打ち合わせを行い、具体的な内容

を決めています。 

福井委員：担当者は、その講座のエキスパートであるべきでしょうかね。そういうことと、また

講師の方のいろいろご都合があるので、そのような選定の仕方に問題があるのか、ないのか

ということは、考えていないのでしょうか。 

竹内館長：具体的な内容は先程ご説明した通り講師の方と打ち合わせをしながら決めますが、そ

の前に、何月頃にどういう事業を行うかは公民館の中でいろいろ検討して決めます。その後、

具体的な内容は、講師の先生と打ち合わせをして決めるということです。 

福井委員：チャレンジスクールについてのみ、どういう講師を選んで、どういう計画をするかと

いうことを、具体的にお聞きしたいと申し上げているんですが、よろしいでしょうか。 

遠西委員：私は、レクレーション協会の理事をしていて、チャレンジスクール等の講座に関わっ

ておりますので発言させていただきますが、やはり子どもたちの講座ですので、いろいろな

ことを体験するということが一番の目的になっていると思います。その中で、お友達関係を

作っていくということで、前回、子どもが集まらないということでしたが、これは子どもが

尐なくなってきているのが一番の原因だと思います。参加者を集めるのに非常に苦労をされ

ていて、学校にも参加を呼びかけて毎年やっておりますが、やはり今のような形で合同でや

るという方法しかないのかなと現状では思います。内容については、いろいろなものを取り

入れていただいて、いろんなアンケートを取りながら、子どもたちの意見を聞きながら、い

ろんな内容のものを行っていて、このような状態でいいのではないかと思っています。応募

者が尐ない原因は何かなということを検討していく部分はあるかとは思いますが。 

星野会長：今までの運営審議会の中で、遠西委員さんのお話のとおり、子どもたちは塾とかいろ

いろなスポーツを含めてスケジュールが大変忙しいので、その中でチャレンジスクール等の

講座に参加することが大変難しいということだと思いますがいかがでしょうか。 

福井委員：「これでいいんだ」ということから脱しないと同じでしかない。では何が問題かという



8 

 

と、例えば、子どもたちの生活環境がどうなっているかということを、大人としてどの程度

これでいいんだとか理解しているかなと、そういうことを考えないといけないと思います。

土曜日、日曜日に子どもがどういう時間的スケジュールの中で、生活しているのかというこ

とを私たちは、その他にたくさん子どもたちを相手に事業を行っている子供会とかいろいろ

サークルがありますよね。人数が尐なくなってきているのは、そういうところと時間的、あ

るいは曜日的に、競合している。子どもたちには優先項位があり、親も何を優先させるか考

えないといけない。だから、そういう優先項位とか価値観の違いと、若干ずれているのでは

ないかと思いますがいかがでしょうか。 

阿部委員：福井委員のおっしゃたように、子どもたちは、土曜日、日曜日にかなりいろいろなこ

とをやっていて、子ども会、塾やスポーツ関係の団体で活動しています。子どもの人数は、

今尐しずつ増えている学校が多くなってきています。そういう中で、子ども会やスポーツで

活動している子どもたちはいいんですが、活動していない子どもたちもいるので、人数的に

尐なくても残してくれたらありがたいと思います。 

福井委員：子どもたちのやることは、スポーツにしろ何にしろ、継続していかなければ、だめだ

と思います。継続していくことがその子供にとっては大事なことですから。何もしていない

子どもがいるとしたら状況を把握して、参加者は無理矢理に集めなくても、３人でも５人で

も気にしないでやればいいと思います。 

 

６．その他について 

星野会長：それでは、５．議題を終わりまして、６のその他の事頄に移らせて頂きます。 

その他の報告について、事務局から何かありますか。 

竹内館長：～「四街道市立公民館条例及び施行規則の一部改正」について資料に基づき説明～ 

星野会長：それでは、ご質問、ご意見等、いかがでございましょうか。 

委 員：     ～質問、意見等なし～ 

星野会長：ご質問、ご意見等が無いようですので、次の説明をお願いします。 

 

竹内館長： ～「指定管理者制度を導入した千代田・旭公民館の平成 23年度評価結果」について

資料に基づき報告～ 

星野会長：それでは、ご質問、ご意見等いかがでございましょうか。 

越部委員：評価資料４の指定管理の執行状況ですが、市民要望の対応の欄に住民票の申請及び交

付に伴う取次とありますが、実績がありましたら説明してください。 

竹内館長：千代田・旭公民館において指定管理者業務として行っておりますが、詳しい報告は受

けておりません。 

福井委員：指定管理者が引き継ぐときに公民館という名前は、変更するとかしないとかの話は出

なかったのでしょうか。 

竹内館長：公民館の名称については、四街道市立公民館条例に規定されています。また、指定管

理者を募集する場合には、仕様書を作成しますが、その中で、何々公民館というように名称

が記載されておりますので、指定管理者の応募者からのそういう質問等もありませんでした。 
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星野会長：千代田・旭公民館の市民要望とその対応の中で、ニーズに合った新規講座の開催が求

められていると記載されていて、具体的に新規事業がいくつか開催されておりますが、それ

以外に新しい講座の開催を求めているという趣旨だと思いますが、そのへんのいきさつをお

話いただけますか。 

竹内館長：この資料は平成２３年度の実施内容になっております。自主事業につきましては、千

代田・旭公民館とも、平成２３年度は実施事業は尐ないですが、平成２４年度は寺子屋や映

画鑑賞会等を実施し、充実した内容になっています。 

星野会長：他にご質問、ご意見等ありませんでしょうか。 

無いようですので次の説明をお願いします。 

 

竹内館長：     ～「平成 25年度教育施策」について資料に基づき説明～ 

星野会長：それでは、ご質問、ご意見等、いかがでございましょうか。 

阿部委員：公民館利用者の平成２９年度の１日当たりの数値目標について、公民館要覧の人数を

日数で計算すると、この目標をもう達成している状況ではないかと思いますが、どのように

してこの目標数値を算出したのか教えていただけますか。 

竹内館長：平成２３年度の利用者数を基に１年当り１％増加で計算しました。現状は２３年度で、

平成２９年度目標は６％増加で見込んだ数字が入っています。平成２３年度までの過去５～

６年度利用者数の推移を見ますと、増加と減尐を繰り返しておりますことから、１年当り１％

の増加を見込みました。この教育施策に記載されている数値目標については、四街道市教育

振興基本計画の目標数値を使用しましたが、最終的に平成２５年３月に完成しました。平成

２３年度から２４年度まで２年間で作成したもので、本年度に入ってこの数字を変更するこ

とはできません。 

阿部委員：毎年増加するとは限らないと思いますが、目標数値としては、もう尐し高くてもとい

うことを考えました。 

星野会長：他にご質問、ご意見等ありませんでしょうか。無いようですので、それでは、公民館

運営の全般について、何かご質問、ご意見等はございませんでしょうか。 

遠西委員：基本的な運営方針に基づいて進んでいくわけですが、人づくりについて、どうやった

らそれができるかを施策としてやっていただければと思います。最近、いろんな団体の補助

金も尐なくなっていて公民館自体も尐なくなっていると思いますので、ボランティア的な人

がいないと、今後、継続していくかいう問題もあります。それと、先程も尐し触れましたが、

千代田公民館でいろいろ事業を行っていますが、ほかの地域に行くと何をやっているのかわ

からないので、公民館だよりで PR をしていただけたらと思いますので、要望させていただ

きます。 

 

 

７．閉 会 

星野会長：以上で、本日の議題等をすべて終了しました。皆様からいただきました貴重なご意見

を事務局のほうでさらに検討を加え、よりよい公民館運営に努めていただきたいと思います。
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これをもちまして、平成２５年度第１回四街道市公民館運営審議会を閉会いたします。 

委員の皆様、どうもお疲れ様でした。 

 

 

 

 

 


