
平成３０年度 第２回佐倉市社会教育委員会議 

会議録 

日   時  平成３１年２月７日（木） １５：３０～１６：３０ 

場   所  佐倉市立佐倉図書館２階講座室 

委   員 

（出席：１２名）石田 賢治・市村 尚義・小林 慎一朗・渡辺 菊江・ 

木原 義春・沼尻 潤・渡辺 聰・渡邉 久子・安保 昌浩・村上 勲・ 

髙橋 莞爾・郷 有紀 

（欠席：３名）石井 久雄・小川 美津子・吉村 真理子 

事 務 局 

 茅野教育長・亀田健康こども部長・高橋社会教育課長・ 

鈴木文化課長・徳屋佐倉図書館長・細井児童青少年課長・ 

櫻井生涯スポーツ課長 

社会教育課：富田副主幹・石橋主査・黒浜主査補・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３０年度佐倉市社会教育関係事業の報告 

            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 

  （２）その他 

      ①公民館の利用状況について 

      ②（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 

 

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、誠に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３０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、小川委員、吉村委員は、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、６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名に対して、本日の出席委員は１２名でございます。よって、会議

は成立いたします。 

 これより会議を開きます。 

 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、市村尚義さん、小林

慎一朗さん、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３０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、１１月に家庭教育講演会を実施いたしまし

た。今年度は、市川児童相談所の渡邉直所長を講師に迎えたところ、２１３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、ご覧のとおりです。 

 続いて、資料２ページ、地域教育事業につきましては、チャレンジ通学合宿を実施

いたしました。千葉敬愛短期大学の学生にお手伝いいただき、内郷小の児童が、３泊

４日の日程で青少年センターに宿泊しました。次に、他校の児童同士がつながりを深

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の魅力を知る機会として、

市内全小学生を対象とした交流合宿を行いました。 

続いて、佐倉学事業につきましては、７月１４日に、ノーベル生理学・医学賞を受

賞された、大村智先生をお招きし、「私の歩んできた道」と題した佐倉学特別講演会を

実施いたしました。５００名を超える参加があり、参加者からは大変好評でした。 

 続いて、人権教育事業でございます。 

今年度は、日本ゴールボール協会理事の池田貴さん、強化指定選手の金子和也さん

をお招きし、障害者の人権や共生社会に関する講演会を実施いたしました。１２５名

の参加があり、体験会も実施しました。 

 続いて、資料３ページ、学校開放事業でございます。学校開放につきましては、市

内小中学校の体育館、校庭などの開放事務を行うとともに、夏休み期間中の学校プー

ル開放を根郷中で行いました。利用状況ですが、１２月末時点で約５６万人の利用が

ありました。３月末では、７０万人となる見込みです。 

以上です。 

 

○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。 

会議資料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すが、今年度も市民文化祭を市民文化祭実行委員会に委

託しまして、９月末からの約２か月間にわたり、市内２６会場で２１行事を実施しま

した。 

次の文化普及事業では、日本映画の名作を上映する「キネマの夕べ」、市役所での

ロビーコンサートの実施、また情報誌「風媒花」の発行を行いました。 

続いて文化関係団体の育成では、佐倉市文化団体連絡協議会に、次の国際理解促進

事業では、佐倉日蘭協会のオランダとの児童交流事業を始めとする活動に対しまして

それぞれに協力・支援をしております。 



次に佐倉市文化財審議会でございます。 

今年度は６月に会議を開催し、大佐倉の「八幡神社本殿」と鏑木町の「麻賀多神社

本殿」につきまして、市の指定文化財に相応しいとの答申を審議会からいただきまし

て、佐倉市指定有形文化財として指定しております。 

文化財普及啓発事業につきましては、旧堀田邸や武家屋敷などで、日頃公開してい

ない部分を年数回特別公開したほか、甲冑試着会や「観月の夕べ」、旧堀田邸の庭園を

活用したヨガ教室や演奏会など、様々なイベントを開催しております。 

その他にも、小学校や公民館等に職員を講師として派遣するなど、普及、啓発に努

めております。 

続いて、指定文化財等の保護管理でございます。 

こちらは、市内にある市や県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。 

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

埋蔵文化財の保護を目的に、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。 

その下、文化財施設管理運営につきましては、文化課所管の文化財施設を適切に保

存・管理し一般公開しております。なお、現在、武家屋敷の駐車場奥に多目的トイレ

の設置工事を行っているほか、近々、旧河原家南側の茅の葺き替えを昨年の北側に引

き続き実施してまいります。 

続きまして、国の史跡井野長割遺跡保存整備についてですが、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。先日の２月２日にも、見学会を実施し、

遺跡の見学のほか、火おこしやクルミを割るなど縄文時代の生活体験を行ったところ

でございます。 

国の史跡本佐倉城跡保存整備では、定期的な草刈や樹木の剪定を実施したほか、指

定２０周年を迎えたことから、史跡がまたがっている酒々井町と協力して、記念講演

会を２月１６日に、史跡見学会を３月１６日にそれぞれ予定しております。 

次に市民文化資産保全活用についてです。 

この市民文化資産選定制度は、地域住民により長く保存、継承されてきた地元の風

習や文化財などを貴重な「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、その制度の周知等に努めました。 

次に、歴史的建造物保全整備事業でございますが、今年度、新町にございます「旧

駿河屋」の土地建物を、貴重な文化財の保全、整備のために購入いたしました。 

最後になりますが、日本遺産活用推進事業です。 

これまで、日本遺産「北総四都市江戸紀行」として認定された４市と県で共同して

ＰＲ活動を行っておりますが、佐倉市単独でも関係所属と連携して日本遺産の制度や

構成文化財の周知を進めるとともに、文化財の修復等にも努めているところでござい

ます。 



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。資料はお手元の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、 

３３団体が加盟し、１,６９９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３０名が受講しました。２月１１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ております。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、小学校４年生から６

年生を対象としたソフトドッジボール交流大会を実施し、４８チーム、４３１名の参

加がございました。秋には、小学校４年生から中学校３年生を対象に綱引き大会を実

施し、１６チーム、１４４名の参加がありました。青少年相談員も、チームを結成し

て、エキシビションで、子どもたちと交流を深めることができました。また、各地域

でたこづくり講習会を行い、つくったたこで遊ぶ場として開催しているたこあげ大会

は、子ども６８名、大人６２名の参加がございました。 

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」や講演会、親子での農業体験をする「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、３８組１５１名の申し込みがあり、受付開始数日でキャ

ンセル待ちとなるなど、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１４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１,６３４名のうち、１,２１７名の参加、７４.５％の参加率でした。前

年度よりも０.７％増加をしている状況です。 

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。恩師によ

るスライドショー、新成人によるスピーチを企画しました。運営委員が恩師を訪ね、

新成人へのメッセージをいただき、自分たちで編集するなど、手作りのスライド 

ショーは、見ている新成人から歓声が上がるなど、好評でした。また、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は、恩師からのメッセージ、佐

倉の魅力特集、佐倉ゆかりの著名人からのメッセージを作成し、大変好評でした。 

以上でございます。 



○事務局 

 生涯スポーツ課所管の平成３０年度事業につきまして、報告をさせていただきます。 

資料は７ページから８ページまででございます。 

資料につきまして、大変申し訳ございませんが、一部訂正をお願いいたします。７

ページの表の、大会名ですと下から４つ目、第３８回佐倉朝日健康マラソン大会の実

施日につきまして、３月２５日と記載がございますが、３月２４日の間違えでござい

ます。大変申し訳ございませんが訂正をお願いいたします。 

それでは、はじめにスポーツ大会事業でございます。平成３０年度は、１２月末日

までに、掲載のとおり２０の大会を佐倉市体育協会と佐倉市とで共催いたしまして、

小学生から一般の方まで、延べ７,２１７人の方の参加をいただき、開催いたしました。 

市民スキーにつきましては、資料作成時点で今後と表示しておりますが、去る１月 

１９日・２０日に長野県、志賀高原スキー場で行われ、４２名の参加をいただいてお

ります。市民ボウリング大会は３月１０日に行われる予定でございます。 

続いて、市主催事業といたしまして、第６５回佐倉市制記念駅伝競走大会を１１月 

２３日に実施し、市後援事業といたしまして、第３８回佐倉朝日健康マラソン大会を、

３月２４日に開催する予定でございます。マラソン大会につきましては、現在 

約１３,０００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、第６９回の印旛郡市民体育大会が富里

市を主会場として開催され、佐倉市は８年連続の総合優勝を飾りました。 

第６８回の県民体育大会につきましては、佐倉市から印旛郡市の代表として、多く

の選手が出場いたしました。なお、印旛郡市は男女総合で４位となっております。 

第８９回の印旛郡市駅伝競走大会につきましては、１２月２日に開催され、中学生

から一般まで５１４人の参加があり、一般の部で佐倉市は、１２チーム中３位でござ

いました。 

次に、スポーツ教室事業でございます。 

「みんなでエンジョイ・ニュースポーツまつり」及び「さくらスポーツフェスティ

バル」につきましては、軽スポーツの体験を主としたイベントで、幼児から一般、高

齢者の方まで多くの方の参加をいただきました。 

次に、今年度第５回目となります長嶋茂雄少年野球教室につきましては、体調の関

係から長嶋さんは欠席となりましたが、往年の巨人軍の名選手１０名の方々をお招き

して開催いたしました。今回も、東北復興支援の一環として、福島県いわき市の少年

野球チームにも参加をしていただきました。午後には、講師同士の対戦や講師・いわ

き市合同チーム対佐倉市少年野球選抜チームとのエキシビションマッチを開催し、大

変盛況でございました。 

次のトップアスリート教室につきましては、２月２日、３日にアメリカ陸上ナショ

ナルチームのコーチ２名をお招きし、陸上クリニックを印西市と合同で開催いたしま

した。なお、参加人数は佐倉市の中学生が１５３名、佐倉市の小学生７５名でござい

ました。 



このほか、ピラティス教室やヨガ教室、をはじめとする各種スポーツ教室を年間通

して開催し、市民が運動に接する機会を提供いたしました。 

次のスポーツ団体支援事業につきましては、地域や職場などの団体へボッチャやグ

ランドゴルフなどのニュースポーツ用具の貸し出しといたしまして、今年度は１６１

件の貸し出しをしております。また、佐倉市体育協会や佐倉市スポーツ少年団等に対

し、それぞれ活動事業補助金を交付しております。 

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あり、今年度は現在までに１９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、スポーツリーダーバンクといたしまし

て、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、指導者を派遣する事業でございます。本年度は４件の指導者派遣がござい

まして、現在４７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、それぞれ指定

管理者となっており、平成３１年４月１日以降につきましても引き続き指定管理者と

なる予定でございます。 

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ページが資料となっております。 

 前回、７月３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２５日の

印旛郡市社会教育振興大会では、ユーラシア２１研究所理事長の吹浦忠正氏による「オ

リンピックに携わって～世界の国旗、地球を結ぶ私たちの国旗～」と題した講演があ

りました。 

以上、報告いたします。 

 

○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。事業報告について、ご質問はございますか。 

 

○委員 

 はい。お尋ねしておきたいのですが、社会教育課の子育て講座事業で、学校に出向

いたかたちになるのかと思いますが、内容について、ご説明をいただきたいと思いま



す。資料１ページの子育て講座事業です。この中身を教えていただきたいです。 

 

○事務局 

 こちらの事業につきましては、中学校３年生を対象に、県の助産師会と連携をとり

まして、各学校へ出向いて講座を行っております。内容は、助産師から命の大切さ、

妊婦さんの大変さなどについてご指導いただきます。その後、経産婦と申しまして、

赤ちゃんを産んだお母さんと赤ちゃんに、実際にお越しいただいて、その中でお母さ

んが妊娠中・出産・子育てで大変だったこと、楽しいことを中学校３年生に向けて授

業を行っているものでございます。 

 

○委員 

 生徒向けということですか。 

 

○事務局 

 はい。 

 

○委員 

 資料６ページの上から３番目、青少年育成市民会議となっていますが、青少年育成

住民会議の誤りではありませんか。 

 

○事務局 

 ７地区にある住民会議は、「住民会議」ですが、７つの住民会議を取りまとめている

大元は、「市民会議」という名前でありますので、青少年育成市民会議という事業名で

す。 

 

○委員 

 青少年育成住民会議についてですが、志津地区青少年育成住民会議の場合、平成 

２９年度、交付金として３５７,０００円いただいております。この交付金の使用用途

として、市として規程はありますでしょうか。たとえば、謝金はいくらまで、など規

約はございますか。 

 

○事務局 

 予算の使用の細かい規程について、特に大きくは定めておりません。 

 

○委員 

 青少年育成住民会議の会計でいくつか気になる点がございますので、ご報告すると

ともに、使用用途として大丈夫なものなのか回答をいただきたいと思います。 

 まず１点目、小学生が参加する軽スポーツ大会の景品として、ファストフードの金



券が商品として配布されております。２点目、おやじのソフトボール大会という名目

で開催されているソフトボール大会の試合ごとのＭＶＰの景品について、図書カード

が配布されています。３つ目、おやじの座談会という名前の会が、志津駅南口の居酒

屋で開催されているのですが、実際は、男性陣の飲み会です。飲み放題４,０００円の

ところ、参加者の自己負担は３,０００円で、１,０００円は住民会議が負担していま

す。飲み会、しかも参加者が男性に限定されているものに、使用は可能なのでしょう

か。本件に関しては、募集においても、チラシを学校でまくのか、男性のみの税金を

使った飲み会をしてよいのか、女性のＰＴＡから数多くの質問が出ていますので、ご

回答をお願いいたします。 

 

○事務局 

 小学生のファストフードの金券と、ソフトボール大会のＭＶＰの図書カードにつき

ましては、そのものがいけないという規程としては定めておりませんので、金額が適

正範囲のなかであれば、問題ないと考えております。飲み会の関係ですが、おやじの

座談会という名称で集めている、というふうに聞いております。やはり、子育てをし

ているのは、お母さんだけではなくて、男性も育児参加をされているので、父親同士

の育児の悩みですとか、交流する場所がほしいという主催の目的をもって活動してい

ると伺っております。会費につきましては、４,０００円のところ自己負担が 

３,０００円で、１,０００円が公費から、とおっしゃられておりますが、このことに

ついては、私どももきちっと適切に調査をさせていただきたいと思いますので、追っ

て回答させていただきたいと思いますが、そのようなかたちでもよろしいでしょうか。 

 

○委員 

 はい。会計上問題ないとして、今ＰＴＡ内で起こっている問題をご報告させていた

だきます。子どもたちへの金券の配布などは教育上よくないのではないか、今年度、

住民会議を退会する小学校ＰＴＡがいくつか現れています。住民会議にまだ退会届を

出していないものの、ＰＴＡの会議では、決議決定している学校もいくつかあります。

退会する学校がいくつか出てくるなかで、志津地区青少年育成住民会議の存在意義が

あるのか。存在意義がないとＰＴＡから突き付けられているのですから、交付金の 

３５７,０００円は、是非とも違う事業に有効に使っていただきたいと考えております。

このような事態を招いた原因として、ＰＴＡでもいろいろと議論させていただきまし

た。ＰＴＡは選考委員会があります。選考委員、教頭先生が共同で会長・副会長を選

出しています。しかし、住民会議やまちづくり協議会は、公的な資金を使って運営さ

れているにもかかわらず、選考規程などがなく、地域の重鎮などが選ばれ、その重鎮

に全てを任せているので、このような誰が見ても不正なお金の流れが、使用用途を正

せずに運営されているのだという結論にいたりました。住民会議やまちづくり協議会

は、公的なお金で運営されているので、今後は、選考委員会を立ち上げ、公募者を募

らないと、違法なような気がします、というのがＰＴＡの意見となります。 



○議長 

 これは要望ですか。 

 

○委員 

 要望です。 

 

○事務局 

 要望として、お受けいたします。 

 

○委員 

 文化課にお尋ねします。 

 文化普及事業のキネマの夕べについてですが、図書館でも映画会をやっています。

その関係は何ですか。また、作品の選定はどのように進められていますか。 

 

○事務局 

 文化課のキネマの夕べは「日本映画の名作」ということにこだわって行っておりま

す。図書館については、志津図書館の映画会を指しておられるのかなと思いますが、

図書館の事業として、より多くの方に図書館に来てもらおうなどの目的で実施してい

るのではないかと思います。作品の選定は、担当の職員が、その時の時代背景など、

いろいろと考えて作品を決めています。例えば今年度取り上げた「オケ老人！」は会

場が音楽ホールなので、相応しいかなというところです。その他にも会場でアンケー

トをとっていますので、そうしたご意見も参考にして選定しています。 

 

○委員 

 感想ですが、「オケ老人！」を観に行ったときに、ここのホールで、音楽あるいは 

ミュージカルのようなものをやるっていうのは、図書館でやるよりはずっといいわけ

で、ホール自体の機能もあるわけだし、音楽に関するものが多いのだなと思って、観

てまいりました。 

 

○議長 

 ほかによろしいですか。 

 なければ、２のその他について、事務局の説明を求めます。 

 

○事務局 

その他につきまして、公民館の利用状況について、（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の２点、報告がございます。 

それぞれ担当から説明いたします。 

 



○事務局 

私からは、佐倉市立公民館の利用状況について、ご説明いたします。 

前回、有料化に至る経緯や説明会の実施などについて説明いたしました。 

今回は、昨年７月から、有料化後の利用状況について、報告いたします。 

現時点での利用状況につきましては、７月から１２月の間で申しますと、利用件数

は１０,１２４件、利用人数は１５３,２０３人でした。 

また、平成２９年度は、利用件数１０,７０４件、利用人数は１５０,７９４人でし

た。前年度と比較しますと、利用件数は微減、利用人数は増加しております。 

利用者の声といたしましては、主に「必要な時間に借りることができるので、予約

が取りやすくなった」、「使用料が安価で安心しました」、「机・椅子を替えて欲しい」

などです。 

利用者に一定程度ご理解をいただいているものと捉えております。 

今後は、備品の整備などを行い、さらに、利用者サービスの向上に努めてまいりま

す。 

公民館利用状況についての説明は、以上でございます。 

 

○事務局 

 （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、説明いた

します。 

追加でお配りした、Ａ４判の「（仮称）佐倉図書館等新町活性化複合施設の整備に

向けた『基本設計』について」をご覧ください。 

上の四角の枠内です。佐倉図書館の整備にあたり、今年度は、設計業務委託などを

実施しています。設計業務委託は、基本設計と実施設計とを一体として、公募型プロ

ポーザル方式により、契約しました。 

設計業務委託における「基本設計」の概要は、以下のとおりです。１番にはスケ 

ジュールを示し、平成３３年度中の供用開始を目指しています。 

２番は、基本設計の概要です。 

①建設場所は、新町駐車場です。 

②計画建物としては、地上３階地下１階を予定しております。③建物概要につきま

しては、まずは、図書館がメインですので、どのような図書館が良いか、市民の皆さ

まの声や司書の声など、いろいろな声を踏まえたとき、「図書館は、１フロアが良いだ

ろう」という答えが導き出されました。理由は、すでに、志津図書館・南図書館も１

フロア、利用者にとっても同じフロアのほうが本を探しやすい、これは、司書も同様

である。さらには、子育て世代の利用者にとっては、子どもに目が届いて本も探せる、

などです。 

また、新しく素敵な図書館を作れば、おのずと多くの来館者が見込まれるので、あ

る程度、駐車場を確保する必要がある、と考えました。加えて、秋祭りなど催事の継

続性の観点から、駐車場というか、平場を確保する必要がある。そのような理由から、



図書館を地下１階とする案が浮かびました。 

地下１階の図書館は、子供から高齢者まで多くの世代が集い、１階には、多くの方々

が交流できる賑やかなスペースを確保します。２階は、市史編さん室や佐倉を学ぶフ

ロアなど調べ学習ができる静かなエリアとして棲み分け、音の問題にも対処できます。

また、３階は、バックヤードです。 

具体的には、図面をご覧いただきます。 

スクリーンをご覧ください。 

最初は、上空から見た配置図です。下が新町通り、上が京成佐倉駅方面となります。

建物を東側へ寄せることで、多くの駐車場が確保できると考えております。 

次は、地下１階平面図です。 

上の斜線部分は、お話テラスとなります。これは、斜面をうまく使い、北側の光を

取り入れるようにしています。書籍については、直射日光で表紙が焼けることを嫌い

ますし、読書の際も、落ち着いた光のほうが本は読みやすいので、図書館としては、

安定的な北側の光は、最高である、と捉えております。 

その下、右側には、主に、児童図書エリアを設けました。円形階段を利用したお話

室や子どもテラスを設けるなど、子どもたちと保護者が一緒になって、本に親しめる

ものと考えております。 

階段を中心に、左側は、一般図書エリアです。音の問題から左と右に分けましたが、

成長していく子どもたちを見据え、ヤングアダルトという中高生が親しむ本を境目に

設けました。また、子供連れの保護者を意識し、暮らしに関するコーナーも、子ども

たち寄りに計画しております。 

年配の方々には、大活字本のニーズがあります。この辺りは、子どものコーナーと

距離を置き、ゆったり本を選べるよう配慮します。さらに、読書啓発などの講座を見

据え、ワークショップや学習室を設けたところです。なお、配架につきましては、今

後さらに検討し、ベストなかたちにしていきたいと考えております。 

続いて、１階部分をご説明します。 

左下が入口です。カフェやフリースペースをしつらえました。エレベーターは、利

用者用が２基、またバックヤード用が１基です。共通ワークショップルームは、おは

なしキャラバンなどいろいろな催し物を予定しております。 

さらに、広場出入口を設け、お祭りや催し物などの際、多くの方々が、円滑に行き

来できるよう工夫しました。 

続いて、２階と３階です。階段またはエレベーターを上がって、（仮称）佐倉を学

ぶエリアとなります。市史編さん室もこちらです。このフロアは、基本的には、静か

な、音が出にくいフロアと捉えております。もちろん、館内の本を、こちらで読むこ

とも可能にしてまいりたい。と、考えております。 

３階については、閉架書庫や施設維持のための機械などを設置する予定です。 

最後に、イメージ模型の写真を見ていただきたいと思います。こちらの写真は、新

町通り側から図書館を見たときの角度になります。 



次の写真は、北側から斜め上に見たものです。こうしてみると、図書館は地下１階

ですが、思ったよりも「地下にあるというイメージではない」と感じられるのではな

いかと思います。 

次に、地下１階の模型です。横長となっておりますので、中央の階段から左側をみ

ると、かなり奥行きがあり、広く感じることができると思います。 

最後に、１階の模型です。写真の中央付近に入口があります。参考として、入口の

右側にカフェ、階段わきはパネル展示をしている様子、右上奥は、共通ワークショッ

プルームで講演会等の活動をしている様子を表しています。 

今後についてですが、今月中に、基本設計を公表する予定です。 

（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きましては、以

上でございます。 

 

○委員 

 現在の図書館は、何か活用なさるのですか。 

 

○事務局 

 オープンまでは、閉館を極力少なくしたいので、新しい図書館ができるまでは、こ

のまま使用します。建ったあとに、駐車場として活用する予定です。 

 

○委員 

 公民館の利用状況についてですけれども、まず、利用の件数を口頭でお伝えいただ

いたのですが、数字の資料を配っていただいたほうが、いいなと思いました。報告の

なかで、サービスの向上という前に、有料化の議論が足りなかったと思ったのと、利

用がここまで落ち込んだ、件数が下がったということで、図書館が市民に無料で開放

しているように、公民館も無料であってほしいなと思いました。説明が足りないよう

に感じました。以上です。 

 

○事務局 

 ご意見は、ご意見として承りますが、利用状況については、年度で捉えております

ので、年度途中の経過報告として捉えていただければと思います。 

 

○委員 

 今の件ですが、よろしいですか。私は公民館の運営審議会委員もやっているのです

が、この会議で、私も利用者数が減ったことについて、質問しました。集計をみると、

行政利用が減ったので、減少したとおっしゃっていました。いろいろと利用している

サークルというよりは、行政の利用がだんだん減ってきているとのことです。私は、

有料化に関しては、最終的に賛成したわけですが、あまり混乱はなく、件数としては

減っていないので、私としては、この件に関して、一応納得はしておりまして、公民



館運営審議会では、そのような話題になっておりました。 

 

○委員 

 私の体験をちょっと話させていただきたいのですが、よろしいでしょうか。社会教

育の関係について、私は学校に勤めていたのですが、今、野田市における虐待の問題

が、マスコミなどにも取り上げられていて、児童相談所などがその非を責められてお

ります。私は船橋に勤務しておりましたので、佐倉市とはちょっと違うと思いますし、

行政の組織が違うと思うのですが、いじめや虐待の問題、保護者が抗議されるような

問題はあるわけです。今回は、学校も児童相談所も支えられなかったなという感じに

なっております。船橋の場合は、社会教育と学校教育が連携していて、青少年課と学

校教育の指導課の生徒指導班など、健全育成のマイナスの部分、学校に行っていない

子どもなど、学校教育だけではうまくいかないのですから、そこで社会教育の青少年

センターが関わるということになっていました。青少年センターは児童相談所や警察

にパイプがあります。ネットワークがあって支え合いができる、社会教育が健全育成

のマイナス部分、学校でなかなかできない部分について、補っていくというのが、今

回の件で強く感じていることです。社会教育と学校教育の連携というものを考えてい

ただきたいと思います。 

 

○議長 

 要望ということですね。 

 

○事務局 

 このように問題提起してくださいまして、ありがとうございます。他市のことにつ

いて、触れることは控えたいと思いますが、一番大事なのは、抱えている担当がいて、

それを支えられない事象があるならば、それは払拭しなければなりません。例えば、

佐倉市では、生徒指導担当者、教育センター、児童青少年課もいますので、一つ一つ

ケース会議をして、できるだけ緻密に対応しながらその子どもの様子を見て、対応す

べきは対応していく。警察、児童相談所と、躊躇なく対応するように努めております。

各学校は、定期的に子どもの容態を会議で話して、情報共有するように努めておりま

すから、今後も、子どもたちの命を預かっているという立場で、保護者の気持ちも捉

えて対応していきたいと思います。 

 

○議長 

 よろしいですか。 

 次は、美術館の見学ということになっていますが、事務局よろしいですか。 

 

○事務局 

 はい。 



○議長 

それでは、以上で会議を閉じます。お疲れ様でした。 

 

４ 閉会 

 


