
令和３年度北部公民館事業計画 

 

1．地域の状況 

北部公民館管区は、市の北東部に位置し、八千代市と隣接しており、昭和 29年に船橋市と合

併した旧豊富村内にある。本地域は、古い伝統が残る地域で、果樹栽培や畑作などの農業を中

心としており、豊かな自然が残る貴重な地域である。アンデルセン公園をはじめ、千葉県立船

橋県民の森や大神保青少年キャンプ場などがあり、市民の憩いの場となっている。令和 3 年 4

月 1日現在の管区内人口は 5,887人で、少子高齢化が進んでおり 65歳以上の高齢者が 36.93％

を占め、市内でも高齢化が高い地域となっている。また、管区内の小･中学校は各 1校だけで、

児童数、生徒数とも減少傾向にある。 

2．地域の課題 

(1)小学校(6学級 156人)･中学校(6学級 113人)の児童生徒の数も少なく、小学校から中学校へ

の進学もほとんど同じ顔ぶれで、同年代での交流が少なく、かつ地域住民との交流も限られ

ている。 

(2)高齢化率(36.93％)が高く、市民ヘルスミーティングの結果からも運動機能低下者の割合が

高く、認知症･閉じこもりの者の割合も高い地域である。 

 (3)管区内区域は広範囲にわたっており、公共交通機関も少なく外出するには不便な地域である。 

(4)新型コロナウイルスの影響で外出する機会が減り、ますます閉じこもりや運動機能低下が進 

む可能性がある。また公民館利用サークルも高齢者が多く、活動できず廃止に追い込まれて 

いる可能性がある。 

3．重点目標 

(1)児童生徒の数は減少傾向にあるが、保護者同士は近所づきあいも良く、公民館事業にはよく

参加していただいている。今後も地域の団体などと連携･協力し、公民館事業や地域の行事を

共催で実施することで、地域での世代間交流と豊かな地域づくりを目指していく。 

(2)行政機関や地区社会福祉協議会などと連携･協力をし、高齢者の健康寿命を延ばし健康で健

やかな生活を過ごせるような事業を企画し、高齢者の社会参加と健康の維持･増進を図る。 

(3)地域の方々が楽しんで参加してもらえるような魅力ある事業や地域の特色を活かした事業

を企画し、地域の拠点として遠くへ行かなくても多様な学習機会を提供することで地域の活

性化を図る。 

(4)文化祭などへの参加や発表の機会を提供することでサークルの支援･育成を図っていきたい。 

 (5)北部地区公民館の基幹館として地区館との連携を図り、広域事業の実施や施設管理などの支

援に努める。 

 



 

 

令和３年度二和公民館事業計画 

1．地域の状況 

二和公民館は新京成線二和向台駅前に位置しており、駅周辺を中心に概ね住宅化されてい

るが地区内には農地も点在している。 

地域の北端部に昭和 49 年 4 月に設置され、平成 3 年 10 月 1 日、現在地に北図書館･二和連

絡所(現出張所)との複合施設として新築移転オープンした。管区内には小学校 2 校、高等学

校 1 校があり、二和東、二和西の令和 3 年 4 月 1 日現在の世帯数は 6,987 世帯、人口は

16,128 人で、65 歳以上の人口比率は 26.54％であり市全体の 24.01％を上まわる。利用者は

二和地区を中心に、咲が丘、三咲などの隣接地域に加え、交通の便等、立地条件にも恵まれ新

京成沿線の市内各地域や鎌ケ谷市など広範囲から来館している。 

2．地域の課題 

(1)管区内に児童ホームの設置がないため、就園児の保護者が交流できる場の提供や異年齢の

青少年が交流できる機会の提供が必要である。 

(2) 二和東、二和西の高齢化が数年にわたり 2％程度上回る中、高齢者の引きこもりを防ぐ対

策に併せ、生きがいづくり・仲間づくりの場を提供と共に、新型コロナウイルスの影響に

よる体力低下が懸念されるため、体力のを維持と健康づくりの場の提供が必要である。 

(3)台風被害など災害の規模が年々大きくなっており、不安も大きくなっている。まずは自主

防災意識を高め、自主避難をする際には新型コロナウイルス感染予防を含めた準備等につ

いて周知する必要がある。 

3．重点目標 

(1)二和地区社会福祉協議会や管区内の学校等と連携し子育て事業の充実に併せ、異年齢の交

流事業を実施していく。 

(2)高齢者の引きこもりや孤立防止につながる事業を実施するとともに、健康づくりにも重点

を置き、生きがいづくりや仲間づくりの場を提供していく。 

 (3)二和地区自治会連合会と連携し、災害時における各家庭での備えや自治会等の備蓄品につ

いて確認できる機会を提供し、自宅避難や自主避難時の留意点を学べる事業を実施していく。 

(4) 音響・照明等の機能を有する講堂を、文化･芸術活動推進のため積極的に活用し、主催事

業の充実を図るとともに、各種団体によるコンサートや発表会等の利用を支援する。 

 



令和３年度海老が作公民館事業計画 

1．地域の状況 

海老が作公民館のある大穴地区は、船橋市の北部に位置し、江戸時代に旧大穴村の新田とし

て開拓された地域であり、小字名の｢海老が作｣を伝承のため館名としている。 

昭和 45 年頃からの宅地開発により急激に人口が増加したが、現在は農地等の市街化調整区

域と住宅地が混じり合う景観を見せている。管区は大穴南、大穴北、大穴町全域で、対象人口

は令和 3年 4月 1日現在 6,323世帯、13,852人、65歳以上の人口比率は 38.88%と市内でも 1、

2を争う高齢化率の高い地域である。 

 

2．地域の課題 

(1)高齢化率が市内でも高い地域であり、今後更に高齢化が進んでいくことが予想される。新型

コロナウイルスの影響から高齢者の外出や交流の機会が減少したため、介護予防の促進や高

齢者孤立の予防に重点を置くことが求められている。 

(2)青少年と高齢者以外の年代の公民館利用者が少ない。各利用団体の高齢化が顕著であり、活

動の継続が困難になってきている。 

(3)周辺に青少年や子育て世代が気軽に安心して集う場所が少なく、地域でのコミュニケーショ

ンが得にくい環境となっている。 

 

3．重点目標 

(1)地域の関係諸団体との連携を図りながら｢住んで良かった、住み続けたい｣地域づくりのた

め、地域を知る学習の機会やふれあいの場を提供するとともに、市民のニーズを取り入れる

ため市民協働による公民館活動を展開していく。 

(2)地域の課題である深刻な高齢化に対応していくため、高齢者の仲間づくり、生きがいづくり、

デジタルデバイド対策に関する学習･諸活動の推進を図る。 

(3)地域の健康づくりを推進するため、誰もが気軽に参加でき、親しめるようなスポーツ活動の

機会提供に努める。 

(4)多様な分野の学習や芸術文化を提供し、より多くの市民に公民館を通じて生涯学習に触れる

きっかけづくりを行う。  

(5)青少年育成団体や学校、児童ホーム等と協力しながら、青少年の活動の場を確保するととも

に、「作る」「身体を動かす」「新たな仲間と遊ぶ」ことの楽しさを体得できる取組を実施して

いく。 

(6)地域の集いの場として、施設の安全や感染症予防に配慮するとともに職員の接遇向上を図り、

地域から親しまれる公民館経営に努める。 



 

令和３年度小室公民館事業計画 

 

1．地域の状況 

小室町は船橋市の北端に位置し、生活圏は北総の一部であり、隣接する印西･白井の両市と

の関わりも深い。また、宅地造成で行われた小室台の発掘に際して古墳時代のものとみられる

鉄製の長刀やメノウ製の匂玉、琥珀製の管玉等も発掘されており、この発掘により旧石器時代

から中世に至るそれぞれの時代に小室地区に人々の営みがあったことが証明されている。 

従来、農村地帯であった同町に千葉ニュータウンの一部が造成され、昭和54年3月に入居が

始まると、わずか368人ばかりであった人口は、令和3年4月1日現在3,218世帯、6,656人となっ

ている。新規住宅建設は引き続き行われており、子育て世代の入居も多く、人口は増加傾向に

ある。小室地区は、自然の林が残り、公園や緑地が適度に配置された落ち着いた環境である。 

 

2．地域の課題 

(1)地域に商業施設等は少なく、公民館が住民の交流･学習拠点として担うべき役割は多い。 

(2)管区の 15歳未満の割合は令和 3年 4月 1日現在 13.67%で市全体の 12.65%より高い割合で、

子育て世代が増加している地域である。 

(3)管区の高齢化率は令和3年4月1日現在31.66％で市全体の24.01%より高く、孤立、閉じこもり、

認知症、運動機能低下等の割合が年々高くなっている。また、新型コロナウイルス感染拡大

の影響により人との会話の機会も減少し、さらにこの傾向が顕著になっている。 

(4)新型コロナウイルス感染拡大の影響で、子育て世代も閉じこもりの傾向にあり、地域のつな

がりの希薄化が進行している。 

 

3．重点目標 

(1)地域住民の様々なニーズを捉え、ライフステージに応じた多様で的確な学習機会の提供に努

める。 

 (2)青少年教育の充実を図るため、小室地区青少年健全育成連絡協議会や各種団体、学校等と連

携し、青少年の体験学習等健全育成を図る。 

(3)増加傾向にある子育て世代が、地域とふれあい、地域に愛着がもてるように、併設している

児童ホームと共に各種活動の機会を設ける。 

(4)高齢者が、心身ともに健康で潤いのある生活を送れるよう､地区社会福祉協議会や各種団体

と連携し、参加者同士の交流の場と健康増進を図る学習機会の提供に努める。 



様式４ 

令和３年度八木が谷公民館事業計画 

                            

1．地 域 の 状 況 

八木が谷公民館管区は、市の北西部に位置し、北は白井市、南は二和、西は鎌ヶ谷市、東

は神保町に接している。この地区は、元来山林と田畑を主とする旧豊富村の農村地区で、昭

和 45年以降急激に人口が増加し、現在は古くからの集落の中心部を除いてほぼ全域が宅地化

され、住宅が密集した地域となっている。対象人口は令和 3年 4月 1日現在 23,824人で高齢

化率 35.70%と市内でも高齢化率が高い地域である。立地は、新京成電鉄三咲駅、又は二和向

台駅より北へ徒歩約 20 分の場所に位置し、管区内には保育園 1 園、幼稚園 2 園、小学校 3

校、中学校 1校が設置されている。交通不便地域解消事業により平成 25年度から小型バスが

運行している。 

 

2．課 題 

(1)新型コロナウイルスの影響により、活動の制限を受けた高齢者の要介護リスクが高くなる

ことが懸念される。 

(2)少子高齢化が進む地域であり、子供同士の交流や高齢者等の異なる世代との交流が希薄

になっている。 

(3)利用者の固定化、高齢化が進み、利用率の低下の一因となっている。 

 

3．重 点 目 標     

(1)地域の実情や要望を踏まえながら、地域住民の健康づくりや生きがいづくりのための事業

を実施する。 

(2)子供同士や世代間の交流、様々な体験をとおし地域への愛着や地域活動への参加意識を育 

む事業を地域の諸団体と連携し実施する。 

(3)より多くの住民に｢集い、学ぶことの楽しさ｣を経験できる事業を展開し、公民館の新たな

魅力を発信する。 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和３年度三咲公民館事業計画 

  

1．地域の状況 

三咲公民館の管区である三咲地区は市の北西部に位置し、明治初期頃までは下野牧と呼ばれ

初富(鎌ケ谷市)二和(船橋市)に続く 3 番目の開墾地であることから｢三咲｣と呼ばれるようにな

った地区である。管区は三咲 1～9 丁目、南三咲 1～4 丁目、三咲町の約 2.3 ㎢が対象となって

いる。この三咲地区の人口は緩やかな増加傾向にあり、令和 3年 4月 1日現在、世帯数は 7,311

世帯、人口は 17,146人である。 

立地は新京成三咲駅から歩いて 10分、新京成バス三咲東郵便局から歩いて 1分という交通の

便に恵まれた位置にあり、児童ホーム、老人憩いの家併設ということもあり、対象区域以外の

沿線住民にも幅広く利用されている。 

 

2．地域の課題 

 (1)地域の高齢化率が 25.5%とやや高い状態にあり、また、閉じこもり者・認知症リスク者・物

忘れの多い者の割合も高いため、対策を講じていく必要がある。また、30分以上歩く者の割

合が低く、運動をする機会が減っている高齢者が多い。さらに新型コロナウィルスの影響で

ますます高齢者の閉じこもり傾向・運動不足の状況が進み、認知症のリスクも高まっている

と考えられる。 

(2)地域の町会・自治会、また公民館の利用サークル等、組織・団体の役員・メンバーの高齢化

が進み、後継者が不足し、存続が難しい状況になってきている。 

(3)20代から 50代までの比較的若い世代の公民館の利用が少ない。 

(4)三咲地区に学校が全くないので、学校と連携して事業等をするには近隣他地区の学校と連携

を取る必要がある。 

 

3．重点目標 

(1)地域の高齢者の運動機能の向上・健康寿命の延伸、生きがいづくりに寄与する事業を実施し、 

 高齢者が心豊かにすごせる場を提供する。また、社会福祉協議会と協力しながら、高齢者 

 の参加しやすい事業を実施し、地域で閉じこもり傾向にある高齢者の参加を促す。 

(2)社会教育関係団体・地域団体の活動の支援を行い、社会教育関係団体の育成に努める。 

(3)併設している児童ホームと連携・協力して、子育て支援事業を実施し、地域の子育て世代が

交流できる場を提供する。 

(4)近隣地域の小学校・児童ホーム・地域団体と協力して、青少年が体験・学習できる事業を実

施し、青少年の健全育成や居場所づくりに寄与する。 

(5)今後、大きな災害が起こることを想定して、地域住民を対象に災害対策に関する事業を実施 

し、災害に備えるための知識と対策方法を共有する。 



(6)現代的課題や地域の課題に取り組む事業、住民の学習ニーズに対応する事業を実施し、成人

向け事業の充実を図る。 



【様式４】 

令和３年度松が丘公民館事業計画 

  

1．地域の状況 

昭和 29年千葉郡豊富村が船橋市に編入された当時、松が丘地区は旧豊富･古和釜地区の一部 

であり、地勢は山林と畑が大部分であった。昭和 38年頃から 50年代にかけて住宅地として開

発され、現在の地勢は宅地と少しの農地、点在する公園や緑地となっている。幼稚園１園、小

学校･中学校がそれぞれ１校あり、更に児童ホームも設置されている。住民の方たちは各地より

移り住んだ人々が大多数である。 

管区は松が丘１丁目～5丁目で令和 3年 4月 1日現在の世帯数は 5,962世帯、人口は 12,703

人、65歳以上の人口比率は 39.05％で、市内でも最も高齢化率が高い地域である。 

 

2．地域の課題 

(1)高齢化率が高い地域であり、高齢者が家に閉じこもり孤立していく可能性があるため、生き

がいを持って交流できる場の提供が求められている。 

(2)近年、自然災害が増加しているため、個人個人の防災意識を高め、地域全体の防災意識を向

上させていく必要がある。 

(3)地域の児童･生徒数が年々減少し、子供同士や地域の大人と関わる機会が少なくなっている

ため、異年齢の子供との関わり学ぶ機会や地域の大人と交流できる場が必要である。 

(4)高齢者が新型コロナウイルスに感染した場合、重症化するリスクが高いため、感染予防に関

する取り組みが必要である。 

(5)新型コロナウイルス感染予防のために高齢者の外出する機会が減ることで、運動不足とな

り要介護者が増加する可能性があることから、体を動かすきっかけを作る必要がある。 

   

3．重点目標 

(1)高齢者が自分らしくそれぞれの生きがいを持ち、住み慣れた地域で健やかに暮らし続けら

れるよう、高齢者事業の充実を図る。 

(2)地域における防災学習の充実や非常時の一人ひとりの心構えについて学習する機会を提供

する。 

(3)青少年育成団体や学校・児童ホーム等と連携し、青少年の体験活動や主体性を伸ばしていく

事業に取り組む。また社会教育関係団体や地域住民協力のもと、子供同士や地域の大人との

交流を持つことができる取り組みを実施する。 

(4)地域で、新型コロナウイルスの感染拡大防止に関する知識を習得し、実践できる事業を実施

していく。 

(5)自宅や人混みを避けてできる運動を学び、日々の運動量の増加に繋がる事業を実施する。 



令和３年度坪井公民館事業計画 

 

1．地域の状況 

坪井公民館管区は市の北東部に位置し、八千代市に隣接している。令和 3年 4月 1日現在、

面積約 1.9㎢、世帯数 4,746世帯、人口 12,819人である。 

この地区は昭和 40年の宅地造成、平成 8年の東葉高速鉄道開通、翌年からの土地区画整理事

業により人口が急増した。平成 19年には市内 24番目の地区コミュニティとなった。 

公民館周辺には、幼稚園、小中学校、大学があり教育環境が整備され、少子高齢社会の中で、

高齢者層よりも新たな住民を中心に子育て世代が多いため、15 歳未満人口比率が高い地域であ

る。 

2．地域の課題 

 (1)地震・台風などの自然災害に備えるため、地域住民の防災への意識の向上を図って行く必要

がある。 

(2)15 歳未満の人口比率が高い地域であるため、学校が休みの日の子供たちの体験活動や居場

所づくりの支援が必要である。 

(3)土地区画整理による新しい街には 65 歳未満の人口比率が高いが、従前からの住宅地は高齢

者の比率が多くなってきており、高齢者の生きがいづくり･仲間づくりの支援が必要である。 

(4)新型コロナウイルス感染症の蔓延により高齢者が自宅に引きこもりがちとなっており、人と

のコミュニケーションをとる機会も減り、外出しないことによる運動不足の状況が生じている。 

3．重点目標 

(1)地域住民の防災意識を高めるため、防災学習の場を提供するとともに、地域の防災について

一緒に考える。 

(2)地域の各種団体･機関と連携して子供たちに体験活動や学習の場を提供し、青少年の健全育

成・居場所づくりに取り組む。 

(3)子育て世代･高齢者世代との交流を図り、地域の教育力の向上に向けた事業を展開する。 

(4)高齢者が家に引きこもらないよう、高齢者向け事業を定期的に行い、生きがいづくり･仲間

づくりを支援する。 


