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社会教育課：高橋副主幹・富田主査・笠松主事 

作 成 者  社会教育課：笠松 

 

会議次第 

１  開会 

２ 教育長挨拶 

３  報告 

  （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 

      ⑤社会教育委員関係行事 

  （４）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佐倉市立公民館の使用料について 

４  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２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２回目となります。 

 なお、本日、石井委員と幾田委員は、都合によりご欠席しております。 

 

２ 教育長挨拶 

○事務局 

 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。 

 

３ 報告 

○事務局 

 それでは、会議に入る前に、本日、傍聴を受け付けましたところ、１４名から傍聴

の申し出がございましたので、これより入室をいたします。 

 

（傍聴人入室） 

 

 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。 

 佐倉市社会教育委員設置条例第６条第２項で、会議は、委員の過半数の出席がなけ

れば開くことができないと、定めております。 

 委員の定数１５人に対して、本日の出席は１３人です。よって、会議は成立いたし

ます。 

 ただちに会議を開きます。 

 まずは、議事録署名人の指名を行います。名簿の順番により、 

沼尻潤さん、渡辺聰さん、こちらの二人にお願いをします。 

それでは、会議次第の３、報告、平成２９年度佐倉市社会教育関係事業の報告、を



事務局よりお願いします。 

 

○事務局 

 今年度の社会教育課関係の事業につきまして、報告をいたします。 

お手元の会議資料、１ページをご覧ください。 

最初に、家庭教育事業でございますが、家庭の教育力推進事業では、１１月７日に

家庭教育講演会を実施いたしました。子育て科学アクシスの上岡勇二先生を講師にお

迎えし、１５１名の参加がございました。 

 子育て講座事業につきましては、ご覧のとおり各小中学校で実施しております。 

 

 次に、資料２ページ目をご覧ください。 

地域教育事業では、通学合宿を実施いたしました。わくわく通学合宿では、王子台

小の児童２１名が、３泊４日の日程で佐倉西高校のセミナーハウスに宿泊しました。

チャレンジ通学合宿では、内郷小の児童２３名が、３泊４日の日程で、岩名運動公園

前の青少年センターに宿泊しました。事業実施にあたりましては、施設の関係者の皆

様、地域の方々、順天堂大学や千葉敬愛短期大学の学生の方々にもご協力いただいて

おります。 

 次に、佐倉子ども交流合宿 IN 弥富では、市内他地域の児童同士のつながりを深める

ことを目的とし、また、小規模特認校である弥富小学校や弥富地区の魅力を知る機会

として、市内全小学生を対象として実施しております。 

 

続いて、佐倉学事業ですが、資料の訂正が、２か所ございます。 

まず１点目ですが、佐倉学リレー講座について、「全７回」と記載しておりますが、

「全８回」です。もう１点は、「第５回目まで」とありますが、「第７回目まで」に修

正をお願いいたします。お詫びして訂正いたします。申し訳ございませんでした。 

 佐倉学リレー講座は、昨年度は７回行いましたが、今年度は、津田仙生誕１８０年

記念の特別編と、夏休みに、子どもたちが参加できる番外編を実施しましたので、全

８回となります。これまでの参加者は、９６２名となります。 

佐倉学の事業では、公民館等の会場でリレー講座を行っております。また、公民館・

図書館でも事業の推進を図っているところでございます。 

 

 続きまして、人権教育事業でございます。 

人権教育に関する講演会を２回実施しました。１回目は、ジェントルハートプロジ

ェクト理事の小森美登里さんをお招きし、いじめに関する講演会を実施いたしました。

２回目は、イオンタウンユーカリが丘のホールをお借りし、部落差別問題に関する講

演会を開催いたしました。 

 

 続いて、資料３ページ目、学校開放事業でございます。 



 市内小中学校の体育館、校庭、ミーティングルームなどの開放事務を行うとともに、

夏休み期間中の学校プール開放を根郷中１校で行いました。 

 利用状況ですが、１０月末時点で約３３万人の利用がありました。今年度末までの

利用人数は、６３万人と見込んでおります。 

以上、簡単ではございますが、報告とさせていただきます。 

 

○事務局 

今年度の文化課関係の事業につきまして、報告をいたします。 

資料は４ページ、５ページとなります。 

はじめに市民文化祭事業でございます。今年度は９月３０日にオープニングイベン

トを開催しまして、その後、１１月２６日までの約２か月間にわたりまして、市民音

楽ホールを中心に、２６会場で２１行事を行い、１６,０３８人の参加をいただいてお

ります。 

次に、文化普及事業でございます。 

１つ目が日本映画の名作を上映する「キネマの夕べ」でございますが、今年度も年

間６回開催しまして、合計６３６人の方にご来場いただきました。 

２つ目のロビーコンサートにつきましては、市役所のロビーにおきまして、お昼の

ひと時、３０分程度、音楽を鑑賞していただくミニコンサートを開催しております。

毎月１回程度の開催で、今年度も８回開催しております。３月にも１回開催を予定し

ております。 

３つ目の『風媒花』につきましては、３０号を発行しております。こちらは、文化

芸術に対する関心や理解、知識を深めていただくとともに、文化関連事業の内容など

を記録保存するために発行しております。今年度は平成２８年度中の事業等を対象に

まとめております。今回の特集は「佐倉で暮らす」ということで、佐倉の風土を活か

した建築や江戸・明治から昭和の暮らしについて掲載しております。 

続きまして、文化関係団体の育成ですが、市民文化祭で中心的な役割を担っていた

だいている文化団体連絡協議会をとおして、各団体の文化事業の支援、育成を行って

おります。 

次の国際理解促進事業は、佐倉日蘭協会への事業支援をとおして、佐倉と歴史的な

つながりの深いオランダとの児童による交流事業を行っております。１年おきに佐倉

とオランダを訪問し合って交流を続けており、今年度は昨年１１月４日から１３日の

１０日間の日程で、市内の小学校５・６年生１２人がオランダを訪れ、それぞれホー

ムステイをしながら、アンネフランク小学校の子供たちと活発な交流を行いました。 

続いて、佐倉市文化財審議会でございます。 

この審議会は、市内にある文化財の指定や保存・活用を図っていくための指導や助

言をいただくことを目的に開催しております。今年度は５月に会議を１回開催し、臼

井田宿内砦の文化財調査についての報告等をしております。また、今月２回目の会議

を予定しております。 



次に文化財普及啓発事業ですが、こちらは、旧堀田邸や武家屋敷を年４回特別公開

するほか、武家屋敷での甲冑試着会、また、毎年恒例の「観月の夕べ」、旧堀田邸の庭

園を活用したヨガ教室やぶらり佐倉検定など、様々なイベントを開催しております。 

その他にも、講演会や学習会の開催に加え、今年度は、リーフレット「めぐる た

ずねる しる佐倉」を作成した他、小中学校の授業や公民館等での講座などに、職員

を講師として派遣し、普及、啓発に努めております。 

続きまして５ページの指定文化財等の保護管理でございます。 

こちらは、市内にあります市や県の指定文化財などに対して、それらを保存・継承

している所有者や団体の方へ補助金交付等を通じて文化財の保護に努めております。 

次に、埋蔵文化財の保護事業につきましては、開発によって失われてしまう可能性

のある埋蔵文化財を保護するため、土地の造成工事などに対して、事前の指導や協議

を行い、必要に応じて試掘や確認調査、発掘調査を行っております。 

文化財施設管理運営につきましては、文化課が所管し一般公開しております旧堀田

邸、佐倉順天堂記念館、３棟の武家屋敷を適切に保存・管理するとともに、映画・テ

レビ等の撮影に使用いただき、施設の有効活用を図っております。 

続きまして、史跡井野長割遺跡保存整備についてですが、国の史跡「井野長割遺跡」

の整備を進め、積極的な活用を図っていこうとする事業でございます。今年度は、遺

跡のある井野小学校の授業への講師派遣をはじめ、イオンタウンでのイベント開催や

史跡見学会開催などを通じて、遺跡の周知に努めました。２月１０日には、見学会を

現地で予定しておりますので、お時間がありましたら、ぜひご参加いただければと思

います。 

次に史跡本佐倉城跡保存整備についてですが、こちらも国の指定史跡となっており

まして、定期的な草刈や樹木の剪定を実施するほか、史跡が佐倉市と酒々井町にまた

がっていることから、酒々井町と協力する中で、取り組みをすすめております。史跡

見学会を３月に予定しております。 

次に市民文化資産保全活用についてです。 

市民文化資産選定制度というのを設けておりまして、地域住民により長く保存、継

承されてきた歴史・文化・自然を貴重な「資産」として、市民の手で未来に伝えてい

こうというものです。今年度は、「臼井八景発祥の地 円応寺」を選定したほか、秋祭

りでおなじみの御神酒所７件についても、新たに市民文化資産に選定しております。 

旧川崎銀行佐倉支店保存整備事業ですが、美術館のエントランスであり、県指定文

化財であるこの建物の耐震補強や改修を平成２８年度から２か年で実施いたしました。 

佐倉・城下町４００年記念事業につきましては、今年度が最終年度ということで、

２月から３月にかけて、美術館での企画展やシンポジウム、城址公園での弓術や刀術

の演武会などを予定しております。 

最後になりますが、日本遺産活用推進事業です。 

平成２８年４月に佐倉を含めた４市が日本遺産に認定されたことを受けまして、の

ぼり、ポスター、チラシを作成したほか、各種イベントを通じて、日本遺産制度の周



知及びその構成文化財について広く PR に努めております。今年度もそごうギャラリー

でパネル展示を実施いたしました。 

簡単ではございますが、以上でございます。 

 

○事務局 

児童青少年課からは、所管している３つの団体への支援活動と成人式について、ご

報告させていただきます。資料６ページをご覧ください。 

 はじめに、子ども会育成連盟事業ですが、現在、佐倉市子ども会育成連盟には、 

３４団体が加盟し、１,７８５名の会員が活動しています。事業としましては、子ども

会の中で子どもリーダーを育成する「ジュニアリーダー初級認定講習会」を実施し、

小学校５・６年生３５名が受講しました。２月１８日に行う９回目の講習会をもって、

今年度の資格認定講習は終了となります。 

次に、子ども会を支える育成者向けの講習会につきましては、ゲーム講習会、クリ

スマス講習会を実施しました。ゲーム講習会は、子ども達が簡単に取り組める工作や

ゲームのやり方を育成者の方に学んでいただく機会でございます。また、クリスマス

講習会では、子ども会活動の定番であるクリスマス会の運営、装飾づくり等について

学んでおります。 

次に、青少年相談員事業でございます。主な活動としまして、ソフトドッジボール

大会、昔あそび大会、３月４日に開催予定の綱引き大会がございます。 

続きまして、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、主に

各地区での非行防止パトロールを実施しているほか、地域のつながりを目的とした「地

域交流まつり」や親子での農業体験「畑の学校」を実施いたしました。畑の学校は、

お父さんの参加も多く、申込開始数日でキャンセル待ちとなり、好評をいただいてお

ります。 

最後に成人式でございます。１月８日成人の日に市民音楽ホールで開催いたしまし

た。対象者１,６６１名のうち、１,２２５名の参加、７３.８％の参加率でした。 

新成人からなる、運営委員が式典の内容や記念品について検討しました。今年度は、

式典で新たに、恩師によるスライドショーを企画し、恩師や懐かしい校舎が映し出さ

れると会場から歓声があがるなど、好評でした。記念品につきましては、新たに「ボ

ールペン」と運営委員のメンバーが自分たちで取材、編集、執筆を行い作成しました

手づくりの記念誌の２点です。本日、記念誌をお手元に配布させていただきましたの

で、ご覧ください。内容は、恩師の皆様からのメッセージや、佐倉の魅力特集、佐倉

ゆかりの著名人からのメッセージとなっております。 

児童青少年課からは以上でございます。 

 

○事務局 

 生涯スポーツ課所管の平成２９年度事業について報告をさせていただきます。 



資料は、７ページから８ページでございます。 

はじめにスポーツ大会事業でございます。平成２９年度は、１２月末日までに、掲

載のとおり２１の大会を佐倉市体育協会と共に、小学生から一般の方まで、延べ 

７,４３３人の方の参加をいただき、開催いたしました。なお、去る１月１９日には、

長野県の志賀高原スキー場において、市民スキーが行われ、４９名の方が参加されま

した。 

今後の予定でございますが、３月１１日に市民ボウリング大会、そして３月２５日

には、第３７回佐倉朝日健康マラソン大会を予定しております。マラソン大会は、現

在１２,２８８人の方のエントリーをいただいております。 

 

次に郡・県民体育大会事業でございますが、 

７月１日から８月２６日にかけて、酒々井町を主会場としまして、第６８回の印旛郡

市民体育大会が開催され、佐倉市は７年連続の総合優勝を飾りました。２位が印西市、

３位が四街道市でございました。 

種目ごとの佐倉市の優勝種目は、ソフトテニス男子、女子、卓球男子、バスケット

ボール男子、相撲、ソフトボール男子、女子でございました。 

第６７回の県民体育大会につきましては、佐倉市からも印旛郡市の代表として、多

くの選手が出場いたしまして、印旛郡市は男女総合で６位となっております。 

第８８回の印旛郡市駅伝競走大会につきましては、１２月３日に開催され、中学か

ら一般まで、全体で６５チーム４１６人の参加があり、一般の部では、１０チーム中

１位が成田市、２位が四街道市、３位が白井市で、佐倉市は５位でございました。 

 

次に、８ページ、スポーツ教室事業でございますが、はじめの「みんなでエンジョ

イ・ニュースポーツまつり」は、市民体育館において軽スポーツの体験会を実施した

ものでございます。 

次に、４回目となります長嶋茂雄少年野球教室につきましては、昨年度に引き続き、

長嶋氏のご厚意によりまして、往年の巨人軍の名選手７人の方々をお招きして少年野

球教室を開催いたしました。今回は、東北復興支援の一環として、岩手県宮古市の少

年野球チームにも参加していただき、午後には、講師と宮古市の合同チーム対佐倉市

少年野球チーム選抜のエキシビジョンマッチを開催し、大変、盛況でございました。 

次の「さくらスポーツフェスティバル」につきましては、６月の「ニュースポーツ

まつり」と同様、軽スポーツに加えて、よりゲーム的な要素を多く取り入れまして、

体育の日にちなんだ行事を開催したものでございます。また、障害スポーツの普及を

目的として、ブラインドサッカー体験教室も開催しました。 

次のトップアスリートバレーボール教室は、中学校のバレーボール部員を対象とい

たしまして、１２月２４日に佐倉市民体育館で開催いたしました。講師は、アテネオ

リンピック日本代表の大山加奈選手でした。 

このほか、ピラティス、バランスコーディネーション、アロマストレッチ、ヨガ、



ストレッチポール、親子体操などの教室を開催し、市民が運動に接する機会を提供い

たしました。また、２月１０日及び２月２４日には朝日健康マラソン参加者を対象に、

NPO 法人ニッポンランナーズから講師を招いての、マラソンクリニックも予定してお

ります。 

次のスポーツ団体支援事業につきましては、１つ目として、地域や職場などに用具

を貸し出しまして、ニュースポーツの普及を図るものでございます。本年度はこれま

でに３１３件の依頼がございまして、市民体育館を利用される方への貸し出しも多く

ございました。その下の各種団体の助成・育成につきましては、佐倉市体育協会と佐

倉市スポーツ少年団に対し、それぞれ活動事業補助金を交付しております。 

次の各種事業の共催・後援につきましては、公共性のある事業に対して、佐倉市と

して共催または後援を行ったものでございまして、現在までに２２の事業がございま

す。 

 

次に、指導者育成・支援事業につきましては、各種競技種目ごとに指導者を登録い

たしまして、地域やサークルなどからの要請に対して、指導者を派遣する制度でござ

います。本年度は３件の指導者派遣がございまして、現在４５名の方が指導者として

登録をされております。 

 

最後に、スポーツ施設管理運営事業並びにスポーツ施設整備事業につきましては、

既存の市民体育館や岩名運動公園、大作公園、直弥公園、青少年体育館などの体育施

設について、指定管理者による管理と運営を行いまして、市民の皆様に対して、快適

なご利用を通して、スポーツの普及に努めているものでございます。市民体育館と青

少年体育館については「株式会社オーエンス」が、岩名運動公園などその他の施設に

ついては「一般財団法人千葉県まちづくり公社」が、それぞれ平成３０年度まで、指

定管理者として指名されております。 

以上でございます。 

 

○事務局 

 今年度の佐倉市社会教育委員関係行事について、報告をいたします。 

 お手元の、佐倉市社会教育委員会議資料の９頁が資料となっております。 

 前回、６月２７日の社会教育委員会議以降に行われた関係行事ですが、 

８月２６日の印旛郡市社会教育振興大会では、玉川大学教授の笹井 宏益氏による「現

代の家庭教育を考える」―学校・家庭・地域の協働の視点から―と題した講演があり

ました。 

 １１月９日の第５２回千葉県社会教育振興大会では、富津市、市原市、千葉市の事

例発表があり、各市の取り組みが紹介されました。基調講演では、「地域創生と社会教

育委員の活動」と題し、全国社会教育委員連合前会長の大橋 謙策氏の講演がありま

した。 



以上、簡単ではございますが、報告とさせていただきます。 

○議長 

 ただいま、今年度の社会教育関係の事業について、事務局から報告をいただきまし

た。事務局、その他はありますか。 

 

○事務局 

その他にあります、（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

について、佐倉市立公民館の使用料について、２点ございます。 

それぞれ担当から説明いたします。 

 

○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、ご報告いたします。 

お配りしました追加資料、「（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」について、をご覧ください。 

こちらは、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

という形で実施しております。 

まず、施設整備の主なスケジュールにつきましては、今年度基礎調査を実施し、こ

れから基本構想・基本計画を策定いたします。来年度は、基本設計・実施設計を行い、

平成３３年度中に開館する予定です。 

今年度実施している基礎調査については、図書館総合研究所と業務委託契約を交わ

しました。市民・利用者ニーズの把握では、ワークショップを都合４回開催したとこ

ろ、いろいろな意見がありました。 

「図書館機能の充実を図るため、本をたくさん配架して、くつろいだ空間で本が読

みたい」 

「明るく爽やかで開放的な感じの図書館が良い」 

「地域の目印となり城下町を連想させる象徴的な図書館が良い」、 

それから、この会議でも意見がありましたように、 

「郷土の歴史資料を充実して欲しい」 

「子どもたちが親しめる図書館が良い」など、です。 

ワークショップ以外にも、図書館及び老幼の館等周辺公共施設の利用者にアンケー

トを行ったり、グループインタビューということで、佐倉中・佐倉高・佐倉東高・子

育て世代・地元商店会と、意見交換を行いました。 

基礎調査における現状の分析などの調査結果は、１ページ、それから次の２ページ

をご覧ください。 

２ページの丸の３つ目、新たな佐倉図書館について、ご説明します。 

図書館については、まず、今ある３つの本館は、今後も継続いたします。 

新たな佐倉図書館については、市民ニーズや社会情勢の変化に対応する機能の充実

を図ります。 



核となる図書館機能と拡充する４つの機能について、ご説明します。 

核となる図書館機能については、まず、大原則でありますが、図書館ですので、幅

広い資料を収集します。そして、多くの利用者が、本を手に取って学ぶための学習空

間という機能を確保してまいりたい。このように考えます。また、将来を見据えた多

様な来館者への対応ということで、バリアフリーに加え、図書館のヘビーユーザーに

も喜んでいただけるよう自動貸出機を整備し、外国人などの観光客にも対応するよう

な機能を整備してまいります。 

拡充する４機能については、保存・展示・相談・その他という４つの機能となりま

す。それぞれが、図書館機能と連携し、多目的な事業が実施できるよう整備を行って

まいります。 

資料に記載しておりませんが、規模については、３,５００㎡程度にしたい、担当

としては、こう考えております。建設候補地については、現時点で、新町の佐倉市駐

車場となっております。 

建設にあたっては、敷地の形状、それから各種行事の継続を踏まえ、施設の配置場

所や外観など、今後、検討していく予定です。 

まもなく、基本構想・基本計画の素案を策定し、市民の皆さんにも意見を聞いたう

えで、最終決定していきたい、と考えているところです。 

以上でございます。 

 

○事務局 

 私からは、佐倉市立公民館の使用料について、ご説明いたします。 

お配りした追加資料をご覧ください。 

公民館使用料につきましては、前回の社会教育委員会議でご意見をいただき、また

公民館運営審議会でもご意見を伺いながら、教育委員会として使用料についての方向

性を検討してまいりました。 

その結果、現在の社会経済情勢及び市の財政状況等を勘案し、公民館をご利用いた

だく方々からも、使用料としてご負担をお願いすることといたしました。 

平成２９年１１月定例市議会で上程・審議していただき、改正条例が可決されまし

た。 

現在、減免基準等の管理規則について、整備を行っております。 

使用料につきましては、１ページの表のとおり、市民団体の使用料と社会教育法第 

２２条にある目的事業以外での使用料の２つの表があります。 

なお、市民団体とは、代表者が市内在住、かつ市内在住者がおおむね半数以上で構

成される団体、又はこれに類すると教育委員会が認めるもので、市内在学も含まれま

す。 

また、社会教育法第２２条の目的事業以外の使用とは、公民館事業以外の使用、例

えば、事業者が健康診断等で、中央公民館のホールを借りたい、といった場合に、現

在でも有料で貸し出しをしておりますが、今後はこの料金表に照らし合わせた値段で



貸し出しをする、ということになります。 

また、市民団体以外の使用は２倍の額となります。 

３０分以下の使用については半額となりますが、基本的に使用申込時間は１時間単

位としております。こちらにつきましては、午前・午後・夜間で貸し出しを行ってい

る館もありますので、その場合は利用時間区分に応じての使用料となります。例えば、

現在、中央公民館におきましては、午前のコマが９時から１２時３０分ということで、

３.５時間で貸し出しを行っております。そのため、０.５時間の料金をどうするかと

いうことですが、例えば２１０円のお部屋を３.５時間お借りする場合は、６３０円に、

半額の１００円を足して、７３０円ということになります。 

次に下の表ですが、各公民館の利用面積区分を表しています。 

 

使用料の減免につきましては、下段のとおりで 

① 市や県等の主催や共催事業、 

② 自治会が総会等を開催する場合、 

③ 学校や保育所等が会議等を開催する場合、 

④ 事業内容に公益性があると認められる場合、 

といったものが対象になるよう、使用料を免除する基準を新たに設けてまいります。 

 

次のページをご覧ください 

こちらの料金表の使用料の算定方法について、ご説明いたします。 

 公民館につきましては、コミセンとは異なり、主催事業等を行っております。 

人件費と物件費については、この施設管理に係る部分のみに基づき、計上をしており

ます。それを、１年間の公民館の管理に要する経費に計上し、総コストが約１億８千

万となります。これを延床面積と年間使用可能時間で割り返しますと、１㎡１時間あ

たりの単価、基本単価５.７８円が算出されます。これに、部屋ごとの面積をかけて、

利用者の方から半分ご負担いただくというようなかたちで使用料を算定し、一定面積

内の平均を使用料として算出しております。 

また、公民館使用料について、公民館利用者への周知は、１月５日から、公民館、

図書館、美術館において、お知らせのポスターを掲示するとともに、お手元の追加資

料を配布しております。 

さらに、１月１５日号のこうほう佐倉への掲載、ホームページでもお知らせを行っ

ております。 

 続いて中段は、現在行われている、使用料に関する説明会の日程となります。 

この説明会では、使用料の趣旨や経緯、算定方法、具体的な料金及び減免関係につい

て説明をしております。 

公民館使用料についての説明は、以上でございます。 

 

 



○議長 

 ありがとうございました。 

報告とその他について、事務局から説明がありました。 

何か質問はありますか。 

 

○委員 

 ６ページのところで、児童青少年課から報告のありました「防犯パトロール」につ

いて、計画は、「随時」で良いと思いますが、報告で「随時」では、様子がわかりませ

ん。その点について、お伺いしたいです。 

 

○事務局 

 防犯パトロールは７地区それぞれで、皆さんが集まれる日を調整して、大体月１回

程度実施しております。来年度、報告を上げる際には、もう少し詳細な報告を記載し

たいと思います。 

 

○議長 

 他に、どうぞ。 

 

○委員 

 その他の報告についてでもいいでしょうか。 

 質問ではないのですが、実は佐倉図書館のワークショップに４回出させていただき

まして、非常に良かったと思うので報告させていただきます。ワークショップは、市

民の方々が熱心で、こういう会をもってもらったのは良かったのではないかと思いま

す。 

今後、他の事業でもこういうかたちをとっていただきたいと思います。 

 

○事務局 

 貴重なご意見ありがとうございます。 

 今後の参考にさせていただきます。 

 

○委員 

 公民館の使用料について、資料の最後に、説明会のことが書かれており、説明会を

現在開催中のようですが、終わったところだけで結構ですので、どのような意見や要

望が出たのか、わかる範囲で教えていただきたいと思います。 

 

○事務局 

 説明会は、本日までで、４地区終了しております。それぞれ、和田・弥富地区です

と、１９名、根郷・臼井地区では８０名程度の出席がありました。条例改正をする前



から説明会をしてほしい、という声もありました。その点につきましては、施策の策

定方針を定めた条例がありますので、その条例に則って進めていると、ご説明させて

いただいているところです。 

 また、今後、１時間単位を基本に料金をいただくことになりますので、現在、午前・

午後・夜間の貸し出しをしている公民館につきましては、皆様のご意見を伺いながら、

時間貸しを行うよう進めているところです。 

 現在説明会を行っているところですが、市民の皆様から、様々なご意見をいただい

ております。すべての説明会終了後、皆様からいただいたご意見に対する対応につき

まして、検討後の状況を公民館で掲示する等により、報告をさせていただく予定です。

できるかたちで対応していきたいと考えております。 

 

○議長 

 ありがとうございました。 

 本件については、公民館運営審議会でも、十分会議されていますか。 

 

○事務局 

 公民館運営審議会につきましても、十分に説明させていただいて、ご意見をいただ

いております。 

 

○議長 

 他にありますか。 

 

○委員 

 佐倉図書館についてですが、設置場所等、どこまで進んでいるのでしょうか。 

 

○事務局 

 設置場所については、今のところ、候補地ですが、佐倉市駐車場、いわゆる新町駐

車場を考えております。建物の規模につきましては、３,５００㎡程度でして、２階建

てにするか、３階建てにするか、建物の向きはどうするか等については、これから、

設計の段階で検討していくところです。現時点では、３,５００㎡程度の規模、新町駐

車場が建設候補地である、ということで進めております。 

 

○委員 

 確認ですが、まだ場所ははっきり決まっていないと、３,５００㎡というのは、今の

佐倉図書館の場所ではできない、ということでよろしいですか。というのも、私も昨

年、佐倉の秋祭りをやりまして、御神酒所や山車も出して、大変盛り上がりました。

なので、その場所がなくなるのは、ちょっと残念だと思います。個人的な考えですが。 

 



○事務局 

 市でもその点につきましては、検討しているところでして、関係部署と連携しなが

ら、いいかたちで継続できるよう検討してまいりたいと考えております。 

 貴重なご意見ありがとうございました。 

 

○議長 

 よろしいですか。 

 

○委員 

 はい。 

 

○議長 

 他に、よろしいでしょうか。 

 よろしければ、以上で、本日の会議は終了いたします。お疲れ様でした。 

 

 

４ 閉会 

 


