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会議次第 

１  開会 

２ 委嘱状交付 

３  教育長挨拶 

４  新委員の紹介 

５  職員の紹介 

６  議事 

  （１）平成２９年度佐倉市社会教育関係事業の概要について 

            ①教育委員会  社会教育課 

      ②教育委員会  文化課 

      ③健康こども部 児童青少年課 

      ④健康こども部 生涯スポーツ課 

  （２）平成２９年度佐倉市社会教育委員関係行事について 

７ その他 

  （１）（仮称）佐倉図書館等新町活性化複合施設整備事業の進捗状況 

  （２）公民館使用料の見直しについて 

８  閉会 

 

 



１ 開会 

○事務局 

 本日は、お忙しい中、お集まりいただきまして、ありがとうございます。 

定刻となりましたので、ただいまより、 

平成 29 年度第 1 回佐倉市社会教育委員会議を、開催いたします。 

 佐倉市社会教育委員設置条例の第 4 条第 2 項で、定例会は、年 2 回これを招集する

と定めておりますが、本日は、その第 1 回目となります。 

なお、本日、村上委員は、都合により欠席しております。 

 

２ 委嘱状交付 

○事務局 

 会議をはじめるにあたり、教育長より委嘱状の交付を行います。 

 新しく委員になられた方は、順に教育長が参りますので、ご起立いただき、委嘱状

をお受け取りください。 

 

 （委嘱状交付） 

 

３ 教育長挨拶 

○事務局 

 それでは、会議に先立ちまして、佐倉市教育委員会教育長、茅野達也より、ご挨拶

申しあげます。 

 

 （教育長挨拶） 

 

○事務局 

 ありがとうございました。 

 

４ 各委員の紹介 

○事務局 

 続きまして、佐倉市社会教育委員を委嘱した 3 名の委員に、名簿の順で、自己紹介

をお願いしたいと思います。 

 

（各委員、自己紹介） 

 



５ 職員の紹介 

○事務局 

 続きまして、職員の紹介をさせていただきます。 

 

 （職員、自己紹介） 

 

６ 議事 

○事務局 

 それでは、会議に入る前に、本日、傍聴を受付けましたところ、傍聴の申し出はあ

りませんので、このまま進めます。 

佐倉市社会教育委員設置条例の第 5 条第 2 項で、議長は会議を総理し、会議を代表

すると定めておりますので、木原議長に、この後の議事の進行を務めていただきます。 

それでは、木原議長、よろしくお願いいたします。 

 

○議長 

木原でございます。よろしくお願いいたします。 

委員の定数 15 人に対して、本日の出席は 14 人です。よって会議は成立いたしまし

た。これより会議を開きます。 

まずは、議事録署名人ですが、名簿の順番で、渡辺菊江さん、小川美津子さん、こ

ちらの二人にお願いをします。 

 それでは議事（1）平成 29 年度佐倉市社会教育関係事業の概要について とありま

す。 

 このことについて、事務局の説明を求めます。 

 

○事務局 

 社会教育課関係の事業計画、予算概要、補助金につきまして、説明をいたします。

お手元の、佐倉市社会教育委員会議資料の 1 ページをお願いします。 

 まずは、家庭教育事業でございます。全校 35 校で、家庭教育学級を開設しています。

11 月には、家庭教育講演会を実施する予定でございます。 

また、中学生を対象とした子育て理解講座や、小中学校入学前の保護者を対象とした

子育て講座などの学習機会を設定しております。 

 続いて、次の段の地域教育事業ですが、6 月に、王子台小学校児童を対象に、佐倉

西高等学校のセミナーハウスにて、「わくわく通学合宿」を実施いたしました。通学合

宿は、子どもたちの宿泊体験を通し、自主性や社会性、協調性を伸ばし、｢生きる力｣

を育むことを目的としております。その他には、「チャレンジ通学合宿」、「佐倉子ども

交流合宿 ＩＮ弥富」の開催を予定しております。 



 公開講座については、千葉敬愛短期大学では、夏休みの小学生を対象に講座を計画

しています。 

 佐倉学では、郷土に根付いた文化を学び、将来に生かすことを目的に、多様な講座

を開催しております。今回、「佐倉・城下町 400 年記念事業」に合わせまして、リレー

講座を今年度も開催いたします。 

2 ページの人権教育事業では、人権問題の正しい理解と、差別の解消に向けた講演

会の開催、啓発等を行います。 

 また、同和対策集会所の維持管理を、引き続き実施いたします。 

 次は、下から 2 番目となりますが、年間 70 万人前後の利用がある学校開放事業につ

きましては、市内小中学校の体育館、校庭などの開放事務を行っています。現在、小

学校 21 校に管理指導員を配置し、安全管理を図っております。 

 各事業の予算額については、資料の 3 ページとなっております。 

3 ページ下段に補助金を記載しております。 

 最後に、お配りした『佐倉の教育』について、説明いたします。 

社会教育の関係では、ただいま説明した社会教育課の事業のほかに、公民館・図書

館・音楽ホール・美術館事業を掲載しておりますので、ご覧ください。 

また、社会教育関係以外にも、学校教育関係事業もございますので、併せてご覧い

ただければ幸いです。以上でございます。 

 

○事務局 

文化課関係の事業計画および予算概要、補助金につきまして、ご説明をいたします。

資料は、4 ページから 7 ページになります。 

それでは、今年度の事業計画から順に説明をさせていただきます。 

事業計画では文化課所管の事業を、その内容によって 14 に分けて掲載しておりま

す。 

一番上にあります「市民文化祭事業」から 4 つ目の「国際理解促進事業」までが、

6 ページに記載の予算概要のうち、社会教育総務費に該当いたします。 

これらの 4 つの事業は、芸術文化の振興に関するものでございます。 

 最初の「市民文化祭事業」は、毎年秋に開催をしている「市民文化祭」に関するも

ので、今年も市民音楽ホールでのオープニングイベントを皮切りに、市内の各会場で、

さまざまな事業を実施するものでございます。 

 続いて、「文化普及事業」ですが、こちらはまず、「キネマの夕べ」として、日本映

画の名作を上映する映画会を市民音楽ホールで年 6 回開催しております。 

また、市役所のロビーでは、毎月 1 回程度、お昼のひとときを活用した「ロビーコ

ンサート」を開催し、気軽に音楽を楽しんでいただいております。 

 その他、芸術文化の普及のため、1 年間に行われた文化関係行事等をまとめた情報

誌「風媒花」も発行しております。 

 「文化関係団体の育成」では、市民文化祭で協力いただく文化団体連絡協議会への



活動支援を行っております。 

 次に「国際理解促進事業」でございますが、こちらは佐倉が幕末からオランダとの

関係が深いという歴史的なつながりから、佐倉日蘭協会が開催する佐倉オランダ児童

交流事業などの支援を行うものです。 

これまで 30 年近く続いているこの児童交流は、お互いの子どもたちがそれぞれの

国、学校などを隔年で訪問し合っています。今年も 11 月に、佐倉の児童がオランダを

訪問し、アンネフランク小学校の子供たちと交流する予定となっております。 

 5 番目以降につきましては、文化財に関する事業でございます。6 ページの予算概要

では、文化財保護費に該当いたします。 

「佐倉市文化財審議会」では、文化財の保存活用上の助言や指導をいただくほか、

文化財の指定などの調査や審議をお願いしております。 

その次の「文化財普及啓発事業」では、佐倉市の文化財について広く周知し、活用

するため、旧堀田邸や武家屋敷、順天堂記念館を見学いただいているほか、観月の夕

べや甲冑試着会など様々なイベント等を開催しております。 

「指定文化財等の保護管理」では、指定、登録文化財の適切な管理を行うとともに、

所有者等への管理費用等の一部助成を行っております。 

「埋蔵文化財の保護事業」では、埋蔵文化財の保護を目的に、民間事業者等が土地

造成をする際に、事前の相談を受け、必要に応じて調査などを行っております。 

続いて 5 ページですが、2 つの「史跡の保存整備」があります。国指定史跡の井野

長割遺跡と本佐倉城跡、それぞれの保存整備に関するものでございます。現在は、ど

ちらも草刈りや樹木の伐採といった定期管理、また現地見学会を開催するほか、検討

委員会などで、具体的な整備内容、整備計画などについて検討をしているところでご

ざいます。 

 次の「市民文化資産保全活用」につきましては、市民がその地域などで大切に保存

継承されてきた文化資産を選定し、市民の協力によってその保全と活用を進め、確実

に将来に引継ごうとする取り組みです。 

 「旧川崎銀行佐倉支店保存整備」は、昨年度から 2 か年で取り組んでおります県指

定文化財である旧川崎銀行佐倉支店の耐震補強、外壁等の修復工事です。 

 次の「佐倉城下町 400 年記念事業」につきましては、平成 22 年から 8 年間で実施し

ている取り組みで、今年度が最終年度になりまして、市立美術館での総合展示や「武

家の弓術・刀術の演武会」などを実施する予定です。 

 最後が「日本遺産活用推進事業」です。こちらは、昨年 4 月に佐倉市のほか、成田、

香取、銚子の北総四都市が日本遺産に認定されたことに伴って、城下町佐倉の魅力発

信をするための事業となります。 

6 ページの予算概要につきましては、先ほどご説明した取り組みにつきまして、事

業別に予算額を細かく分けて記載してあります。 

 なお文化課では、市民音楽ホールと市立美術館の連絡調整も行っておりますので、

両施設についての予算も併せて掲載しております。 



それぞれに今年度も多くの方にご来場いただけるよう、市民音楽ホールでは、内外の

一流演奏家によるコンサートや演劇、美術館では収蔵作品展をはじめ「ミテハナソウ

展」や「自転車の世紀」など様々な事業を予定しております。 

 最後になりますが、次の 7 ページでは、補助金について掲載しております。 

「佐倉日蘭協会助成補助金」は、先ほどご説明いたしました佐倉日蘭協会に対する佐

倉オランダ児童交流事業などへの事業補助となります。  

次の文化財保存事業補助金は、指定や登録を受けた文化財の適正な保存管理、活用

を図るため、文化財の所有者等が行う文化財の維持管理などに要する経費に対して、

予算の範囲内で補助金を交付するものです。 

文化課の事業につきましては、以上でございます。 

 

○事務局 

児童青少年課で実施している、青少年育成関係の主な事業についてご説明いたしま

す。資料 8 ページをご覧ください。 

 事業は、主に 4 つでございます。ひとつは子ども会育成連盟支援事業でございます。 

子ども会育成連盟は子ども会の育成を図り、子ども会活動を通じて青少年の健全育成

に寄与することを目的としている団体であります。地区ごとの単位子ども会によって

構成されております。今年度の主な活動といたしましては、資料のとおりとなります

が、その 1 つが、ジュニアリーダー初級認定講習会です。これは、小学 5・6 年生を対

象として、申込みのあった 35 名に対しまして、子ども会のお兄さん・お姉さんとして

のリーダー役を担っていただこうと、来年 2 月まで、合計 9 回の講習を開催するもの

でございます。 

次の育成者講習会につきましては、大人の育成者を対象に、ゲームの内容や進め方

を学ぶ講習会とクリスマス会の運営、装飾づくり等の講習会を実施するものでござい

ます。 

次の、子ども会中央交流フェスティバルにつきましては、今年は 10 月 22 日、日曜

日に、市民体育館で開催する予定でおります。 

 2 つ目が成人式事業となります。これは佐倉市が教育委員会と連携し、実施する事

業であります。来年 1 月 8 日の成人の日に市民音楽ホールで実施する予定となってお

ります。昨年度の対象者は、1,666 名で参加者が 1,208 名、参加率は 72.5％という状

況でした。今年度の 4 月末現在での新成人の対象者は 1,657 人で、昨年度よりも 9 人

減少している状況となっております。 

 また、成人式の運営にあたりましては、新成人の有志を中心とした運営委員会を６

月に設置し、会議を毎月開催する予定です。この運営委員会では、今年度の成人式を、

親や恩師への感謝の場、旧友との集いの場、自らの生き方を振り返る場と位置付け、

思い出に残る式となるよう、式典や記念品の内容について検討しているところでござ

います。 

 3 つ目でございますが、青少年相談員事業でございます。青少年相談員は地域での



様々な活動を通じ、青少年の健全育成を図ろうとする市民の皆様でございます。 

 今年度の主な活動といたしましては、6 月 25 日に実施いたしましたソフトドッジボ

ール大会、また、年が明けてから行います昔遊び大会、綱引き大会がございます。 

先般行われましたソフトドッジボール大会は、小学校 4･5･6 年生を対象に４２チー

ム約 400 人の子どもたちの参加がありまして、保護者等を含め、多くのご参加をいた

だき盛大に開催されました。 

 最後に、青少年育成市民会議事業でございます。青少年育成市民会議は、少年非行

を防止するため、国の呼び掛けによって昭和 57 年に設立した団体であり、市内７地区

の住民会議が中心となって、地域の中で子どもたちの健やかな育ちを応援しています。 

 主な活動といたしましては、6 月～11 月にかけて、親子農業体験である「畑の学校」

を開催いたします。今年度は親子 34 組 127 名のご参加をいただいて、じゃがいもや落

花生、さつまいもの栽培を通じて、子どもたちが土に親しむ機会を提供いたしており

ます。 

 また、地域の見回り活動として、各地区において「防犯パトロール」を随時実施し

ている他、各地区の特色ある事業として、地域のつながりを目的とした「地域交流ま

つり」や青少年を取り巻く課題について話し合う「トーク大会」等を開催しておりま

す。 

 各事業の予算額につきましては、次の 9 ページのとおりとなっております。同じペ

ージの下段に、補助金につきましても併せて記載しておりますので、ご覧いただけれ

ばと思います。以上でございます。 

 

○事務局 

生涯スポーツ課の事業について、ご説明申し上げます前に、資料の差し替えがあっ

た件につきまして、お詫び申し上げます。誠に申し訳ありませんでした。 

では、説明いたします。 

私共、生涯スポーツ課の事業は、スポーツを通じての市民の皆様の健康の保持増進

と、青少年の健全育成が主な目的でございます。 

 資料の 10 ページから 12 ページでございます。最初のスポーツ大会事業につきまし

ては、掲載のとおり、年間を通じまして様々な大会を計画しております。平成 29 年度

は 23 の大会を予定しておりまして、大会の運営には、市の体育協会の各専門部の方々

に、主管をお願いしております。 

次の郡・県の大会関係でございます。第 68 回印旛郡市民体育大会につきましては、

7 月 1 日に酒々井町のプリミエール酒々井文化ホールで総合開会式が執り行われ、順

次、17 競技 25 種目が開催されます。この大会の上位者が印旛郡市の代表として、8

月中旬から随時、種目ごとに開催される第 67 回千葉県民体育大会へと進んでまいりま

す。また、先ほど追加させていただいた第 88 回印旛駅伝競走大会が、12 月 3 日に岩

名運動公園の陸上競技場を拠点として開催されます。 

次のスポーツ教室事業は、ふだんスポーツに親しむ機会の少ない方に、気軽に親し



んでいただくために、軽スポーツの教室を開催いたします。 

なお、2 番目のトップアスリート教室につきましては、趣旨が異なりまして、こち

らは競技力のアップを目的に、一流選手による技術指導をいただく予定でございます。

例年、種目を変えて実施しておりまして、昨年度は、1 月 28 日に、元全日本ダブルス

チャンピオンでもありました坂本竜介選手と岸川聖也選手にお越しいただき、卓球教

室を開催いたしました。今年はバレーボール教室を 1 月頃に開催する予定でございま

す。なお、講師につきましては、現在のところ未定でございます。 

次のスポーツ団体支援につきましては、各種のスポーツ連盟、協会といった団体と

市が連携をいたしまして、それぞれの団体の発展・充実に向けた協議や、補助金の交

付等をいたしております。 

次の指導者育成・支援事業につきましては、地域のスポーツ活動を支援するために、

スポーツリーダーバンクに指導者を登録いたしまして、要請に応じて派遣するもので

ございます。 

最後に、スポーツ施設の管理運営事業と施設整備事業につきましては、市民体育館

や岩名運動公園など、市内の体育施設を充実させ、また、気軽にご利用をいただくた

めに、管理運営の委託先であります指定管理者と連携をいたしまして、様々なサービ

スの工夫に努めております。 

資料の 12 ページは、ただいまご説明申し上げました、それぞれの事業費の一覧で

ございます。 

以上、簡単ではでございますが、生涯スポーツ課の所管事業につきまして、説明さ

せていただきました。 

 

○議長 

 ただいま、社会教育関係の事業計画、予算、補助金について、事務局から説明があ

りました。 

 このことについて、何か質問はありますか。 

 

○委員 

８ページの成人式事業について、運営委員の成り手が少ないという噂を聞くが、今

年度は、いかがでしょうか？ 

 

○事務局 

 今年度は募集をしたところ、定員を超えて 11 名の応募がありました。このメンバー

で実施する予定なのですが、メンバーの友達で、司会が上手い友人とか、声をかけて

いるようで、最終的に、もしかしたら、もう少し増えるかもしれません。 

 

○委員 

 さきほどの、茅野教育長のお話とは反対で、若者が積極的に取り組んでおり、安心



いたしました。 

 

○議長 

 よろしいでしょうか。他にございますか？ 

 では、ちょっとよろしいでしょうか？ 

 宮小路の武家屋敷、年間、何人くらいの利用があるのでしょうか？ 

 

○事務局 

 武家屋敷３棟合わせて、平成 28 年度は、22,613 人でございます。 

 

○議長 

 組織が違うけど、歴博は、どれくらいなのでしょうか？ 

 

○事務局 

 今、手元に資料が無いので、確認して、後ほど回答いたします。 

 

○議長 

 歴博を誘致したとき、地域活性化の見地と経済効果を考えるなら、歴博は、最低で

も月に 5 万人は訪れるという話でしたので、それからすると、ちょっと淋しいかぎり

だなあと、思ったものですから。 

 

○議長 

 よろしいでしょうか。 

 それでは、本件について、承認されるかたの挙手をお願いします。 

挙手全員であります。 

よって、本件については、承認いたします。 

 

○議長 

次に、議事の（2）として、平成 29 年度佐倉市社会教育委員関係行事について、と

あります。このことについて、事務局の説明を求めます。 

 

○事務局 

 平成 29 年度、佐倉市社会教育委員関係行事について、説明をいたします。 

資料 13 ページをご覧ください。 

 例年同様の事業となりまして、昨年度、千葉県で開催された全国社会教育研究大会、

本年は、北海道開催となります。 

このほか、配布資料のとおりですが、平成 29 年度、印旛郡市社会教育振興大会は、

8 月 26 日土曜日、午後 1 時 30 分から、富里市の富里中央公民館を会場に、開催され



ます。14 ページから 15 ページが振興大会の案内となっております。 

 今大会では、玉川大学教授の笹井宏益氏を講師に迎えて、講演「現代の家庭教育を

考える」があるほか、八街市の事例提案もございます。 

出欠確認等詳細につきましては、お配りした通知文をご覧ください。 

みなさまには、ぜひ、ご参加をお願いいたします。 

 また、千葉県の社会教育振興大会ですが、戻りまして 13ページの 7番になりますが、

例年実施し、昨年度のみ全国大会の関係で開催されませんでしたが、本年度は、会場

を、柏市の「さわやかちば県民プラザ」に移して開催されます。 

こちらは、追ってご案内申しあげます。以上でございます。 

 

○議長 

 ただいま、社会教育委員関係行事について、事務局から説明がありました。 

 このことについて、何か質問はありますか。 

 

（質疑なし） 

 

特に無いようなので、よろしいでしょうか。 

それでは、本件について、承認される方の挙手をお願いします。 

ありがとうございます。挙手全員であります。 

よって、本件については、承認いたします。 

 

７ その他 

○議長 

その他、事務局から、報告・連絡事項などがありますか。 

 

○事務局 

（仮称）佐倉図書館等新町活性化複合施設の整備について、報告いたします。 

お配りした追加資料、1 ページ「（仮称）佐倉図書館等新町活性化複合施設の整備に

ついて」と書かれたものをご覧ください。 

こちらは、（仮称）佐倉図書館等新町活性化複合施設整備事業における今年度の実

施事業についての資料です。今年度は、基礎調査を、業務委託という形で実施します。 

契約方式は、公募型プロポーザル方式で、株式会社図書館総合研究所と契約いたし

ました。基礎調査業務の内容は、現状把握に始まり、市民・利用者ニーズの把握、図

書館機能の検討、複合施設・周辺施設の機能再編検討などを行います。 

また、外部アドバイザーとして、千葉大学の先生とその研究室の学生をお招きし、

専門的立場から、意見や助言をいただきます。 

そして、庁内検討会議も実施し、いろいろと検討を進めてまいります。 



前回、1 月に佐倉図書館で実施した社会教育委員会議において、 

「郷土資料の収集展示」、「市史編さん室との連携」、「自習室・コミュニティスペー

スの確保」、という意見を、皆さんからいただきました。 

 このほか、図書館協議会からは、 

「市一丸となって良い施設を作っていただきたい」、「次の世代の図書館づくりをお

願いしたい」、との意見がありました。 

 佐倉地域文庫連絡会からは、佐倉図書館長に対し、 

「子どもが本と親しむスペースを十分確保してほしい」、などといった要望があが

っております。 

これらの意見は、大変貴重でありますので、いろいろな制限はありますが、反映で

きるよう検討してまいりたいと考えております。 

また、2 ページは、前回 2 月にもお配りしましたが、平成 28 年 2 月市議会定例会で、

可決された「佐倉図書館建替えに関する意見書」でございます。新しい委員さんもい

らっしゃるので、確認のため、お配りいたします。 

 現時点では、老朽化した佐倉図書館の整備につきましては、図書館サービスの充実

を行い、より機能的・多目的な活用が図られ、地域の活性化にも資する拠点施設とな

るよう、充分に検討してまいります。 

以上でございます。 

 

○議長 

 この件に関して、何か、質問など、ありますか？ 

 

（質疑なし） 

 

 よろしいですか？ 

 特に無いようなので、他にありますか？ 

 

○事務局 

その他の（2）公民館使用料の見直しに関して、ご報告いたします。 

追加資料 3 ページをご覧ください。 

平成 29 年 4 月に策定された「佐倉市使用料・手数料の見直しに関する基本方針」

に基づき、公民館使用料の見直しを検討しています。 

現在、佐倉市立公民館の設置及び管理に関する条例の規定では、まず、佐倉市の公

民館使用者は、本市の住民である。と定め、さらに、公民館の使用料は無料である。

と定めています。 

例外として、公民館事業以外での使用や住民以外の使用は、使用料をいただくこと

となっております。 

現時点では、料金体系は、資料の真ん中にある別表３と書かれた表のとおりです。 



この現状に対し、使用料見直しに関する基本方針では、その下にある表のとおり、

現在無料である住民の使用についても「有料を検討」、さらに、全体の料金体系につい

ても、見直しの方針であります。 

ここで、「見直しに関する基本方針」の概要について、説明させていただきます。 

次の 4 ページをご覧ください。「基本方針」の概要です。 

経緯としては、「行革の流れの中で、基本方針が定められたこと。」「すべての使用

料を見直し対象とすること。」「原価はフルコストとし、人件費や物件費なども含める

こと」「年間使用時間等で割り返して、1 ㎡ 1 時間あたりを単価とすること」などが、

定められております。 

このような積算基準に基づき、料金体系の見直しを進めております。 

戻りまして、3 ページをお願いいたします。一番下をご覧ください。現在の検討状

況であります。 

現在の検討状況につきましては、記載のとおり、公民館運営審議会などの意見を把

握する必要があり、方針の決定はその後となるため、引き続き、検討を行っておりま

す。 

以上、現在の状況を報告いたします。 

 

○議長 

ありがとうございました。 

委員の皆さま、何かございますか。 

 

○委員 

 質問が二点あります。 

 一点目は、これまでの年間歳入は、どれくらいなのか？ 

 二点目は、公運審委員の意見を伺うとのことですが、報告できる範囲で教えてほし

い。 

 

○事務局 

 お答えします。 

 一点目の年間歳入につきましては、平成 27 年度決算で、140,770 円です。 

 二点目の公運審意見につきましては、このように方針が示されたことはお知らせし

ておりますが、まだ、意見を把握するまでに至っていないので、把握次第、報告など

してきたいと考えております。 

 

○委員 

 この資料では、6 月下旬に意見をまとめる、とのことですが、まだ意見集約に至っ

ていないということですか？ 

 



○事務局 

 お答えします。 

 公運審意見につきましては、個々の意見は伺っているところですが、公運審全体と

しての意見は、把握するまでに至っていない、という状況です。 

 それから、6 月下旬、ということですが、行政改革本部会議が、明日開催の予定で

して、そちらには「引き続き検討したい」と回答する方向です。 

 

○委員 

 個人的な意見となりますが、基本的には、使用料を取ってもよろしいかな、と考え

ます。無料と有料との線引きですが、区別が非常に難しいのではないでしょうか。公

民館事業以外は有料とした場合、なにが公民館事業なのか、具体的な判断は難しく、

感覚的になってしまうところもあるので、その線引きが難しいところです。また、べ

らぼうに高くする必要はありませんが、管理運営費の問題もありますね。 

ただ、やはり公民館のことですから、公民館運営審議会の意見を集約して、きちっ

と出していただくのが、最先決かなと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

○議長 

 本件については、公民館運営審議会の意見をある程度尊重するのが正しいでしょう。

使用料については、市の基本的な方針になりますので、行政のトップの判断だと思う

んです。 

 社会教育委員、社会教育委員会議とすれば、基本的には、誰でも無料が良いんでし

ょうけれども、全国的な流れを見れば、ハコモノの使用料は、すごくシビアになって

いるので、使用料徴収やむなし、ということになるでしょう。今出た、公民館事業と

の線引きが、やはり難しい。 

 本件については、みんなの意見を聞いていたら、難しくなってしまう。毅然たる態

度にしないと、結局、あれも無料、これも無料となり、形骸化してしまう。 

 よろしいですか？ 

 

○委員 

 限られた予算の中で実施している各種年次計画において、「前年度の課題を踏まえ、

このように改善した」などの点が説明いただけると、より、わかりやすいかな、と思

いますので、ご検討ください。 

それから、佐倉図書館の建設に際しましては、子どもが絵本に触れ合うことは大切

かと思いますので、若いお母さんたちが集う場所、子どもたちが絵本と触れ合う場所

を確保していただけるとありがたいと思います。 

 

○議長 

 事務局、その他、ありますか？ 



 

○事務局 

 議長からご質問いただいていました歴博の入館者数ですが、平成 28 年度で、年間約

18 万人でございます。 

 

○議長 

 最低でも、月 5 万人、年 60 万人は下らないだろう、というお話でした。当初は、地

域も活性化するだろうということでしたが、今、月 2 万人来ているか、どうか、と思

ったものでしたので。 

 

○議長 

では、以上で本日の会議を終了いたします。 

ご協力ありがとうございました。 

 

８ 閉会 

 


