
令和４年度 第２回小櫃･上総地区公民館運営審議会 次第 

日時： 令和４年９月１３日(火)午後３時～ 

                         会場： 小櫃公民館 和室 

                            上総公民館 ２階会議室１ 

                           （ 両会場をＺｏｏｍでつなぐ）  

 １ 開会  

 ２ 公民館長あいさつ

 ３ 議事

 （ １） 令和４年度事業中間報告（ ４月～８月）  

      ①小櫃公民館事業中間報告（ 資料1-1）  

      ②上総公民館事業中間報告（ 資料1-2）  

 （ ２） Ｉ ＣＴを利活用した公民館事業の新しいあり方について 

      ①小櫃公民館モデル事業「 小櫃まるごと博物館構想」の関連事業「 小櫃学」（ 資料2-1）  

      ②上総公民館モデル事業「 サークルリーダーICT講習会」  

       ・ 外部評価取りまとめ（ 資料2-2）  

       ・ 内部評価（ 資料2-3）  

       ・ 総合評価票（ 資料2-4）  

 ４ その他 

   （ １） 令和４年度第３回審議会のスケジュールについて 

   （ ２） 君津地方公民館運営審議会委員連絡協議会について 

    （ ３） 千葉県公民館研究大会について 

 ５ 閉会 



資料1-1 

1-2 

令和４年度事業中間報告（４月～８月） 

・小櫃公民館事業中間報告 

・上総公民館事業中間報告 



資料1-1 

令和４年度小櫃公民館事業中間報告（４～８月） 

１ コミュニティ活性化事業 

〇学校支援・連携事業／地域団体連携事業「長谷川ホタル谷フェスタ」 

 ・４月２８日（木）小櫃小3年生総合的な学習の時間（ホタルクイズ出題） 

 ・６月９日（木）小櫃小3年生総合的な学習の時間（調べ学習発表と解説） 

 ・７月１９日（火）２年生向けにホタルの発表会を予定したが２学期に延期 

 ・長谷川ホタル谷フェスタ（６月４、５、１１、１２、１８、１９日）後援 

２ 青少年教育事業 

〇子どもひろば 

 ・８月５日（金）歴史Kids隊 ～土器作り体験～（７名） 

  上総小櫃中学校の生徒２名を職場体験として受入れ、講師といっしょに小

学生の土器作りを手伝ってもらった。 

 ・８月２５日（木）科学実験 低温の世界 冷たい世界へご招待（９名） 

  木更津工業高等専門学校の教師による液体窒素を用いた科学実験を実施 

３ 課題解決学習推進事業 

〇おびつスマイルサロン“いーね”

 ・毎月第３金曜日１３時半～１５時 小櫃地区社会福祉協議会と共催 

 ・内容は①レク、②ちょっとためになる時間、③おしゃべりタイム、④歌 

・６月１７日「身近にできるかんたん体操」（渡辺政基氏/理学療法士）27名 

・７月１５日「減塩について」（君津市食生活改善協議会）28名 

・８月１９日「食中毒を予防する生活と手立て」（君津市健康づくり課）21名 

・市が包括連携協定を結んでいる明治安田生命による健康チェックブース 

・サロン終了後、運営委員会にて振り返りと今後についての話し合いを実施 

 ○小櫃地区防災講座 

 ・６月１９日（日）参加者50名（自治会役員等48名、市議2名） 

 ・講話「災害に備えるために」（君津市危機管理課） 

  説明「ダムの洪水調節等に関する説明」（亀山・片倉ダム管理事務所） 

  救命・AED講習「一次救命処置」（君津市赤十字奉仕団）＊2会場で実施 

 ・参加者満足度87.94％ 

 ・後日、自治会回覧にて動画配信のお知らせ 

  動画視聴用URL  https://youtu.be/6-9UytKXorI

  ※一次救命処置（BLS）は日本赤十字社HPにて視聴可能 
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資料1-2 

令和４年度上総公民館事業中間報告（４～８月） 

１ コミュニティ活性化事業 

 〇第５０回上総地区文化祭 

 ・６月１０日（金）企画会議（前年度役員対象）：代替事業ではなく、令和２年度 

以降、延期している第５０回文化祭として実施する方針を決定 

 ・６月２９日（水）第１回実行委員会：上記方針の承認、役員選出 

 ・８月 各部門打合せ（館内・館外・ホール舞台・音楽発表会） 

 ・８月２４日（水）第２回実行委員会：今後の日程確認、部門別打合せ報告等 

２ 青少年教育事業 

 〇子どもデイキャンプ（８月６日実施） 

 ・新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえ行った「子どもキャンプ」（１泊２日）

の代替事業。感染状況を注視し、時間短縮（半日）や内容変更をして実施 

 ・参加者：小学４～６年生 １２名 

 ・内容：モルック大会・カレー作りと試食・肝試し 

 ・満足度調査結果：時期・時間帯・回数・内容で、７５％が「良い」、２５％ 

  が「やや良い」と回答しており、コロナ禍でも可能な範囲で有意義な体験 

  活動ができたといえる。

３ 課題解決学習推進事業 

〇さわやか学級（高齢者学級） 

 ・６月９日（木）開級式・オリエンテーションを行い、今年度の学級長など役員 

を決定。講座は「ストレッチ＆体操で健康増進」を実施（参加者：３１名） 

・７月２１日（木）講座「合唱ピアノ＆レクリエーションで心と体を豊かに」を 

実施（参加者：２５名） 

 ・８月１７日（水）講座「スマートフォンの使い方講座 ～スマートフォンの活 

 用、インターネットの利活用」を実施（参加者：１５名） 

４ 分館事業 

（１）松丘分館事業（趣味教養講座）  

・６月１９日（日）「チェーンソー・刈払機のメンテナンス講習会」を実施 

（参加者：２０名） 

・満足度調査結果：８５％が「良い」、１５％が「やや良い」と回答 

（２）亀山分館事業 （趣味教養講座） 

・７月２８日（木）「老後の睡眠 ～夜間頻尿と睡眠負債を学ぼう～」を実施 

  （参加者：１３名） 

 ・満足度調査結果：６１.５％が「よい」、３０.７％が「やや良い」、７．７％が

「どちらともいえない」と回答
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資料2-1 

2-2 

2-3 

2-4 

ＩＣＴを利活用した公民館事業の新しいあり方に

ついて 

・小櫃公民館モデル事業「小櫃まるごと博物館構 

 想」の関連事業「小櫃学」 

・上総公民館モデル事業「サークルリーダーICT 

 講習会」 



資料2-1 

「小櫃まるごと博物館」構想推進会議と小櫃学の延期について（報告） 

１．小櫃まるごと博物館構想推進会議 

７月２０日 構想推進会議開催（構想推進員6名） 

・自己紹介の後、意見交換を行った結果、数多くあ

る小櫃地区内の地域資源について、再度、整理を

行い記録化していく。当面、白山神社の神楽から

扱っていくと良いのではとの提案。 

・後日、構想推進員より事業イメージの提案（構想

推進→企画→運営）や地区ごとの取り扱い資源に

ついて情報提供。 

 ＊「構想推進員」と「構想運営員」の2階層での事業実施 

・構想推進員には、事業実施のためのアドバイスや地域情報等をいただく 

・構想運営員には、地域資源の記録化を公民館と一緒に進めていく 

＊第48回小櫃地区文化祭特別企画にて、小櫃まるごと博物館構想の紹介を行う予定 

２．関連事業「小櫃学」の準備と延期の経緯 

５月１７日 講師の曽我氏(文化財主事)と打ち合わせ（企画内容の大枠を決定） 

６月１３日 小櫃小学校へチラシ配布＝募集開始 

７月  ５日 君津市公式LINEにて配信 

７月  ７日 自治会回覧による周知 

７月１４日 講師と現地の下見・時間配分確認 

７月１５日 生涯学習バス使用申請書提出 

※この時点で17名申し込み 

（直接申し込み10名、申し込みサイト5組7名） 

７月２５日 コロナウイルス「オミクロン株BA.5」 

による感染急拡大を受け、延期決定 

 ※参加予定者28名（構想推進員、公運審）に連絡 

７月３０日 小櫃学延期 

＊延期予定日 

１０月１６日（日）９：３０～１２：３０ 

※対象は参加予定者28名を優先 
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資料2-2 

上総公民館モデル事業「サークルリーダーＩＣＴ講習会」外部評価まとめ

１．計画・準備

（１）事業の目的や課題設定は適切か  

【外部評価】４：５名 ３：３名 ２：０名 １：０名  平均：3.63

４  

   ・スマホの現在の普及を思えば、便利な機能を知り使えるようになることは重要と思う。知ら

なかったり、やりたくてもできない人にとっては有意義な事業だといえる。グループの中で

１~２名ができるだけでも効果は波及すると思う。 

   ・ＬＩＮＥの使用が日常的になった今、ＬＩＮＥアプリを用いての運営を提案し、活用方法を

学習する機会を提供することは、活動に役立ち、適切だと思う。 

   ・年配の人で、スマートフォンを持っていても、ＬＩＮＥアプリを使ったことがないという人

が結構いると思うので、課題設定は適切だと思う。 

   ・入門編として、ニーズと課題をつかみ適切な計画。 

   ・事業目的はよかったと思う。 

３ 

   ・日常生活の中に活かせるものを学び・経験する機会を公民館が地域に提供できている。 

   ・サークルリーダーの参加者は役に立った人が多いようだが、グループの人たちまで伝わる

かどうか。 

   ・サークルや団体の役員の方がLINEアプリの活用方法を知ることは、活動する際にもとて

も便利なので、良かったと思います。 

【内部評価】４ 

  新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として、接触機会を減らしたサークル・団体の活動

に資すること及びサークル・団体の役員の高齢化による負担増の軽減の２つを目的とし、コ

ロナとサークル活動の減少という地域課題に沿ったテーマ設定だったといえる。 

（２）周知方法は適切か 

【外部評価】４：１名 ３：６名 ２：１名 １：０名 平均：3.00

４ 

・自治会の回覧板で回せば、一度は、目にするので適切だと思う。 

３ 

・「公民館が地域のICT普及の役割を担う。」という方針を地域に示して日常的に相談等に対

応するようになれば、年間計画に基づいて講習会等を企画して、地域のニーズに対応できる

のではないか。 
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資料2-3

実施段階ＮＯ 評価項目

上総地区内の回覧、公民館サークルへの配布を実施し、公民館サークル以外の地域団体からも複数の
参加者があったことから、対象とする地区内のサークル・団体役員への周知はおおむね網羅できたと考
えている。

協力団体（きみぱそくらぶ）が作成したテキストを使用して指導をいただいたが、実際のサークル運営に
ＬＩＮＥアプリを活用している経験を活かした内容となっており、理解しやすかった。また、講師以外にも
きみぱそくらぶの会員が、参加者２～３人に１人ついて質問等に答えたため、大きなつまずきはなく予

定していた内容を終えることができた。

公民館サークルや各種地域団体の役員が参加し、練習の際にペアになった人とは顔見知りになることが
できた。一方で、各団体の運営に際しての課題や、学んだ成果を話し合う時間などを計画していなかっ
たため、広がりや連携は十分に図られているとは言えなかった。

アンケート摘果から、ＬＩＮＥアプリをサークル・団体運営に活用したいという意識づけはすることができ
た。一通りの技術を学ぶことはできたが、成果と課題を話し合う時間などを計画していなかったため、
学んだ内容がどこまで身についたかを参加者・講師・公民館が互いに確認することはできなかった。

参加者アンケートでは、ほとんどが「大いに役に立った」と回答し、今後の団体運営においては「グルー
プ機能を活用したい」と回答していたことから、参加者のニーズに合致していたと考えられる。一方で、
「繰り返し勉強したい」という回答もあり、同じ内容を２回に分けて、よりゆっくりと学んだり、前回学ん
だことを復習したりする形態も求められていると感じた。

２

１プログラムは、目的達成に資する内容になっているか ４

（１）事業の目的や課題設定は適切か ４ ３ ２

関係者の広がり、連携は図られているか ４ ３ ２ １

ＩＣＴを利活用した新しい公民館事業のあり方について

サークルリーダーＩＣＴ講習会

上総公民館（内部評価）

１
計画・準備

２
当日

テーマ

モデル事業名

記入者氏名

評価票記入要領をご確認の上、各項目について記入をお願いいたします。

達成度（４段階評価）　当てはまるものに〇印を記入
４…大変よくできている（おおいにあてはまる）
３…まあまあよくできている（まあまああてはまる）
２…あまりできていない（あまりあてはまらない）
１…全くできていない（全くあてはまらない）

小櫃・上総地区公民館運営審議会事業評価票（令和４年度）

１

評価の理由・意見・感想等

新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として、接触機会を減らしたサークル・団体の活動に資するこ
と及びサークル・団体の役員の高齢化による負担増の軽減の２つを目的とし、コロナとサークル活動の
減少という地域課題に沿ったテーマ設定だったといえる。

周知方法は適切か ４ ３

３
事後

１４ ３ ２

３ ２

１

（２）

内部評価
（職員による評価）

（２）

（１）

（１）事業目的は達成されているか ４ ３ ２ １

（２）市民や参加者のニーズに合っていたか
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資料2-2 

   ・回覧により地域の方に知ってもらっていたので良いと思います。 

   ・口コミ、回覧、ポスター（ちらし）様々な手段を重複させても、アンテナの低い人には届き

にくいと思うが、最善を尽くされていると思う。 

   ・文書の回覧・配布だけではなく、市のホームページへの掲載、活動場所での呼びかけも必要

ではないか。 

   ・３方面、良いかと思う。なお、今後、公民館と利用団体代表とのメールのやり取りも併用し

て研修の周知を図るのも一考かと。（既実施であればすみません） 

   ・定員20名のうち参加者が10名であった。案内についての方法を検討すべき。 

２ 

   ・回覧などで募集したようだが、他の募集はしたのか。 

【内部評価】３

  上総地区内の回覧、公民館サークルへの配布を実施し、公民館サークル以外の地域団体から

も複数の参加者があったことから、対象とする地区内のサークル・団体役員への周知はおお

むね網羅できたと考えている。 

２．当日

（１）プログラムは、目的達成に資する内容になっているか  

【外部評価】 ４：２名 ３：６名 ２：０名 １：０名平均：3.25

４ 

・講師（全体説明者）に補助者（個人別対応スタッフ）の体制で行った点は目的達成に配慮が

なされていた。 

・プログラム内容は評価できる。 

３ 

   ・プログラムは目的を達成していると思う。 

   ・サークルや団体の役員の方に対して、きみぱそくらぶの方が一人ひとりていねいに教えて

いたので良かったと思います。 

   ・アンケート結果からみると「講師がよく教えてくれた」とあるので、良かったのではと思

う。マニュアル（テキスト）を見てやるだけではできない方もいると思うので。 

   ・Ｗｉ－Ｆｉ接続に戸惑う様子が見られた。個々に差があるので、今後はレベル別に行うこと

も検討してはどうか。 

   ・なっていると思う。 

   ・事前によく打合せをされ、その狙いを考えた内容。なお、全体の指導と個別の指導に当たら

れる講師の方々の対応にややちぐはぐさが見られ、もったいないと感じた。 
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資料2-2 

【内部評価】３

 協力団体（きみぱそくらぶ）が作成したテキストを使用して指導をいただいたが、実際の

サークル運営にＬＩＮＥアプリを活用している経験を活かした内容となっており、理解しや

すかった。また、講師以外にもきみぱそくらぶの会員が、参加者２～３人に１人ついて質問

等に答えたため、大きなつまずきはなく予定していた内容を終えることができた。 

（２）関係者の広がり、連携は図られているか  

【外部評価】４：２名 ３：６名 ２：０名 １：０名平均：3.25

４  

   ・きみぱそくらぶによる、丁寧な教え方はよかった。今後の協力も、不可欠だと思う。 

   ・アンケートからは、サークル内での連絡で有効に活用したいという考えがよく伝わる。 

３ 

   ・コロナ対策で制約があったと思われるが、最後の段階で参加者から感想や今後の活用プラ

ンなどを聞き、参加者の意見交換を行えばより効果があったのではないかと思う。 

   ・きみぱそくらぶの方々は親切に教えてくれたようだが、時間が少ないと思うが個人指導の

時間があるとよいと思う。 

   ・サークルや団体の役員の方が、これをきっかけに、今後も多くの人とつながりが持てるよう

になるとよいと思いました。 

   ・新規のメンバーが参加されているのであれば、広がりは見られる。 

   ・きみぱそくらぶの方々が、解らない人に直ぐに対応していたので良かったと思う。 

   ・関係団体が不明なため、連携が図られているか不明。 

【内部評価】２

公民館サークルや各種地域団体の役員が参加し、練習の際にペアになった人とは顔見知り

になることができた。一方で、各団体の運営に際しての課題や、学んだ成果を話し合う時間

などを計画していなかったため、広がりや連携は十分に図られているとは言えなかった。 

３．事後

（１）事業目的は達成されているか 

【外部評価】４：１名 ３：７名 ２：０名 １：０名 平均：3.13

４ 

    ・アンケート結果からも、達成されていると思う。 

３ 

    ・開催した当日はこの程度でよいと思うが、今後どのように活用が図られているか経過を

観察し、そこで生じている課題等への対応やバージョンアップへの対応を継続していく
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ことが、事業目的を達成するということだと思う。 

    ・参加者の感想を見ると達成されていると思う。 

    ・サークルや団体の役員の方は、とても満足されていたので良かったと思います。 

    ・達成されていると思う。（受講された方が、こりずに挑戦して、手法をマスターして活用

できれば達成になる） 

    ・感想を見ると、とてもよかったという声が多いので、ほぼ達成されていると思う。 

    ・当日の全体進行と個別指導にいわゆるメリハリが欠けてしまったところもあるが、その

目的は届いたものと思う。 

    ・参加人数20名の計画に対し達成率５０％であった。内容が良かったため、何か集約方法

の検討が必要。 

【内部評価】２

アンケート結果から、ＬＩＮＥアプリをサークル・団体運営に活用したいという意識づけ

はすることができた。一通りの技術を学ぶことはできたが、成果と課題を話し合う時間など

を計画していなかったため、学んだ内容がどこまで身についたかを参加者・講師・公民館が

互いに確認することはできなかった。 

（２）市民や参加者のニーズに合っていたか

【外部評価】４：４名 ３：４名 ２：０名 １：０名 平均：3.50

４ 

    ・「繰り返し学びたい」との感想や、キャッシュレス決裁等の次のステップを希望している 

     アンケート結果から、合っていたと思われる。 

    ・LINEの個人利用から、団体利用に活用の幅が広がり、参加者のニーズに合っていたと思 

     う。 

    ・ICTの有効活用が求められている中での研修であり、実施後のアンケートには参加者の 

     満足度がうかがえる。 

    ・内容はよかったと思う。 

３ 

    ・開催した当日はこの程度でよいと思うが、今後どのように活用が図られているか経過を 

     観察し、そこで生じている課題等のニーズにどのように対応していくのかが、肝心な部 

     分だと思う。 

    ・参加者のニーズに合っていると思うが、時間が少ないと思う。 

    ・サークルや団体の役員の方にとって、とても便利なアプリなので、地域に住んでいる他の 

     人にも教えられるようになると、もっと良い活動になると思いました。 

    ・ほとんどの方はよかったと言っていますが、１人の方は、横文字が多くて良く判らなかっ 

     たと言っていたので、どうかなと思った。 
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【内部評価】３

参加者アンケートでは、ほとんどが「大いに役に立った」と回答し、今後の団体運営におい

ては「グループ機能を活用したい」と回答していたことから、参加者のニーズに合致していた

と考えられる。一方で、「繰り返し勉強したい」という回答もあり、同じ内容を２回に分けて、

よりゆっくりと学んだり、前回学んだことを復習したりする形態も求められていると感じた。 

４．備考

 ・サークル関係者の高齢化により、大役（リーダー）になることが、負担になりつつあると思  

    う。連絡や報告の負担が少しでもなくなることを願います。やり取りの乱用でトラブルが 

    発生しないことを祈りつつ（時間や返信、スタンプ等のルール作りも必要かな） 

   ・講師から、LINEを活用するだけでなく、トラブル回避の説明もあり、よかった。 

   ・館内で、Ｗｉ―Ｆｉを利用できる場所を増やすべきだと思う。Ｗｉ―Ｆｉ整備に費用が掛か 

    ると思うが、検討してほしい。 

   ・（担当者所見にあるように、参加者が全体での説明を聞くよりも近くのサポーターに聞いて 

    先に進んでしまったことに対して）気にかかり、心穏やかではありませんでしたね。とはい 

    え、あのような研修形態ではありがち、今後の計画に役立てたい。 

   ・普段何気なしにLINEの生活で、メル写等つかっているが、復習できる資料であった。今後

公民館運営審議会の連絡手段の検討は？ 
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提出期限：１０月１１日（火）        資料2-4 

上総公民館モデル事業「サークルリーダーＩＣＴ講習会」総合評価票

                     委員氏名              

【本表の記入にあたって】 

・本事業について、事業視察時の様子・評価票取りまとめ結果・第２回審議会で

の議論を踏まえて、総合的な評価をお願いします。 

・総合評価票が、意見書をまとめるためのたたき台となります。モデル事業を通

じて、審議テーマ「ＩＣＴを利活用した公民館事業の新しいあり方について」

を考えていただき、評価をお願いします。 

・総合評価の視点（例） 

 ①モデル事業を踏まえた、今後の公民館運営や事業展開へのＩＣＴ利活用 

 ②モデル事業を踏まえた、サークル・団体支援へのＩＣＴ利活用 等 

・総合評価票の内容を踏まえて、第３回以降の審議会にて、審議テーマ「ＩＣＴ

を利活用した公民館事業の新しいあり方について」の議論を行います。 

10



君教櫃公第５ ９ 号

令和４年９月１３日 

 小櫃・ 上総地区公民館運営審議会委員のみなさま

小櫃公民館

館 長 田村 正

初秋の候、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、 7月30日に予定しておりました小櫃公民館主催事業「 小櫃学―親子でめぐ
る古代の小櫃―」 ですが、君津市内での新型コロナウイルス感染症（ オミクロン株

「 BA.5」） の急拡大を受け、開催を見送らせていただきました。現在の感染状況につ
いては、以前よりも落ち着いてきている状況にあります。

つきましては、下記の日程で小櫃学を開催いたしますので、ご参加くださいますよ

うお願いします。なお、ご都合のつかない場合には、お手数ですが、小櫃公民館まで

ご連絡いただきますようお願いします。

記 

１  日 時 令和４年１ ０月１ ６日（ 日） ９時３ ０分～１ ２時３ ０分

２  場 所 小櫃公民館 講堂 

３  内 容 ①座学「 おびつの古墳」

      ②現地解説（ 白山神社古墳、戸崎古墳群）

      ③座学「 戸崎古墳群の出土品からみえてく るもの」

      ※公民館から古墳への移動は生涯学習バスを使用します

４  持ち物等 筆記用具、歩きやすい格好、水分補給できるもの

５  感染対策について ご来館前に、 検温と体調確認の上、 手指消毒及びマ

スクの着用をお願いします。体調がすぐれない場合

には参加の見合わせをお願いします。

【 問い合わせ】  

小櫃公民館 

担当： 副主査 會澤直也 

℡ ３ ５－２ ４ ８ ８  FAX ３ ５ －２ ４ １ ８  




