
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和３年度鎌ケ谷市生涯学習審議会第２回会議書面開催意見回答一覧

議　題

№ 委員名 意見 意　見　等
回答
の要

回　　答 意見 意　見　等
回答
の要

回　　答 意見 意　見　等
回答
の要

回　　答 意見 意　見　等
回答
の要

回　　答

１ A委員 なし 不要 なし 不要 なし 不要 なし 不要

２ B委員 あり

　大変な苦労の中、様々な事業
を実施してきたことが、いただ
いた書類からよく分かりまし
た。ただ、朗読会等、あきら
かにコロナ禍において実施が不
可能なものは別として、工夫を
していけば実施可能なものも一
部ですが有るように感じまし
た。これから、アフターコロナ
に向けて、ノウハウを積み重ね
ていくことが必要な時期である
と思います。少しずつでも様々
な事業を実施することが出来た
ら良いと思います。コロナ禍以
前のデータが手元に無いので分
からないのですが、予算が０円
と記載されているものについて
は、以前もそうだったのでしょ
うか？０円とされいるもののな
かには予算的に０円だと難しい
ものも含まれているように感じ
ました。

要

　コロナ禍での事業実施につきましては、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、市
の基本方針に基づき開催の判断を行い、やむなく中止となった事業もありましたが、書面
会議、WEBミーティングを使用したオンライン形式での講座の開催及び人数制限を行うな
どの対策をした上で実施をしてまいりました。
　アフターコロナに向けて、ご意見を頂戴しましたとおり、工夫をしながら令和４年度の
事業を実施してまいりたいと考えております。
　予算計上のない事業につきまして、公民館まつりなど、ボランティアの皆さんやサーク
ルからの参加費などで運営しているものについては、例年、予算計上はしていない事業と
なります。また、指定文化財の管理など職員で対応できる事業及びパソコン講座等の市民
ボランティアとの共催による事業につきましても、例年予算は計上せず対応しておりま
す。
　また、図書館整理等業務委託として、一括で発注しているものにつきましても同様に
行っております。

　伝統的に、社会教育を支えて
いる団体ですし、しっかり活動
されている団体だと思いますの
で、特にこちらについては意見
は有りません。

不要 あり

　子ども司書の制度は、様々な
自治体で先行して行っており、
子ども自身の伝える力、図書へ
の関心等、様々なことを育むこ
との出来る良い仕組みであると
思います。

不要 なし 不要

３ C委員 なし 不要 なし 不要 なし 不要 なし 不要

4 D委員 あり

（令和３年度事業報告につい
て）
　コロナ下の中、できるだけ可
能な範囲で　工夫し開催できた
かと思います。きらりホールの
活用はかなりできたと思いま
す。
①「家庭教育支援事業」の中
の、「父親を対象とした家庭教
育支援事業」の機会、対象者の
拡大が期待されます。
②「青少年の安全」の中の「目
安箱」のＰＲがもっと必要なの
でしょう。
③「児童の読書意欲への応援」
は、今後も全面的に活動を活発
化する必要があると思います。

（令和４年度事業計画につい
て）
　上記に記載させていただいた
内容を引き続き継続していただ
ければと思います。
④こども科学大会のようなイベ
ントを企画しては？

要

①父親を対象とした家庭教育支援事業について、家庭教育の自主性を尊重しつつ、保護者
に対する学習の機会及び情報の提供など、家庭教育を支援するために必要な施策を講ずる
ための事業展開や企画等を今後も検討してまいります。
　
②青少年インターネット目安箱の認知度アップのため、小中学生に配付のタブレットを活
用し、ワンクリックで目安箱につながるアイコンを表示するなど、周知方法について検討
してまいります。
　
③令和４年度事業計画については、これまで実施してきた事業を継続するとともに、今年
度策定しました「鎌ケ谷市子どもの読書活動推進計画（第二次）」に位置付けました、子
ども司書養成講座及びブックスタート事業のフォローアップ事業など、具体的な実施方法
の検討や関係部署等との調整を行ってまいります。
　
④現在、各学習センター等において青少年育成に関する講座等は実施しておりますが、ご
提案いただきました科学の分野も含めまして、市民の学習ニーズに沿ったイベントの企画
を検討してまいります。

あり

　コロナ下の中、工夫する中、
有効活用を引き続きお願いいた
します。

不要 あり

　内容が充実しており、よい計
画だと思います。学校での活動
として、私は五本松小学校で読
み聞かせのボランティア活動を
行っております。他の学校に
も、この活動が広がればよいな
と思っております。

要

　市内９小学校における読み聞
かせボランティアの実施状況に
つきましては、全小学校におい
て、お話の会、地域の方、保護
者及びＰＴＡ役員等いずれかの
方々が、定期的に活動を実施さ
れております。

なし 不要

5 E委員 なし 不要 なし 不要 なし

　意見ではありませんが、子ど
もたちに本を親しんで、少しで
も少しづつでも、豊かな読書経
験をしてもらえる様に、イベン
トやディスプレイを考えて日々
工夫しているのが分かります。
ボランティアさんや学校図書館
との連携も順調で、これからも
鎌ケ谷の子どもたちの未来のた
めに、計画に従って活動を推進
していって下さい。

不要 なし 不要

6 F委員 なし 不要 なし 不要 なし 不要 なし 不要

7 G委員 なし 不要 なし 不要 あり

　小中学生の図書館利用が少な
いのが、アンケート調査で感じ
ています。長年、図書館にて利
用させていただいていますが、
小学生、中学生共、市の図書館
内で会いません（夕方、休日
等）。学校には図書室がありま
すが、アンケート調査でわかる
ように図書利用は少ないように
感じます。小中学生の生徒さん
に本に興味をもってもらい、読
書を増やしてもらうにしても、
ただ蔵書を増やせばよいという
事ではないと思います。図書館
は本を借りる場所だけでなく、
学ぶ場所でもあります。学べる
場所作りが必要だと思っていま
す。蔵書と学ぶ場所の設置は
セットだと思います。読書ので
きる場所(コーナー）、特に小中
学生が読書出来る場所が必要で
す。小中学生の学びは、グルー
プで集まり学習する事が学びの
意欲を高められると思っていま
す。そのため、市の図書館に
は、小中学生が集まれるテーブ
ル、イスを設置した場所作りを
望んでいます。

要

　図書館では、１階に一般コー
ナー、2階に児童コーナー及び参
考資料室を配置しております。
このような中で、児童コーナー
には、中高生を対象としたＹＡ
（ヤングアダルト）コーナーを
設け、これらの年代を対象とし
た図書、情報発信のためのス
ペースや椅子等を配置しており
ます。また、合わせて、小中学
生専用のグループ学習室も配置
しております。今後も限られた
スペースの中で、小中学生の図
書館利用の利便性向上に努めて
まいります。

なし 不要

議題（１）報告事項
ア　令和３年度生涯学習関係事業報告及び令和４年度生涯学習関係事業計画について

議題（１）報告事項
イ　令和４年度社会教育関係団体に対する補助金交付について

議題（１）報告事項
ウ　鎌ケ谷市子どもの読書活動推進計画について（第二次）

議題（１）報告事項
エ　審議会等出席状況について
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回　　答

議題（１）報告事項
ア　令和３年度生涯学習関係事業報告及び令和４年度生涯学習関係事業計画について

議題（１）報告事項
イ　令和４年度社会教育関係団体に対する補助金交付について

議題（１）報告事項
ウ　鎌ケ谷市子どもの読書活動推進計画について（第二次）

議題（１）報告事項
エ　審議会等出席状況について

8 H委員 あり

①東部学習センターが全面改修
工事を行なって行っている様で
すが（昨年１２月）、来年度は
施設として再開できるのでしょ
うか。事業計画として１２月に
東部ふれあい祭りが入っていま
すが、それまでには間に合うで
しょうね。（予定の記述がほし
いです。）
②コロナ禍で工夫しながら実施
されている事業もあるが、残念
ながら中止になっているものも
多く、予算がついているものに
ついて、執行できなくているは
ずですが、その支出はどうなっ
ているのか。次年度に繰り越さ
れると本当はよいのですが。
③事業計画で予算がついている
事業について備考欄に明細が記
入できるとよいですが。

要

①東部学習センターは、現在、空調設備の更新をはじめ、屋上防水、外壁改修及びトイレ
の洋式化などの改修工事が行われております。工事期間は、令和3年12月1日から令和４
年7月末までとしており、改修工事後の東部学習センターは令和4年8月1日から再開を予
定しております。工事が予定どおり終了しましたら、令和４年１２月の東部ふれあいまつ
り等、計画どおり事業を実施する予定です。

②予算編成につきましては、市の予算すべてにおいて単年度ごとに精査を行い、予算要求
を行っております。次年度に必要な予算につきましても、引き続き、持続可能な行財政運
営を大前提とし、効果的な事業展開を進めてまいります。

③予算要求を行っている来年度事業計画につきまして、来年度の会議資料からは、資料を
より見やすくするため備考欄に予算の詳細を記入できるよう工夫してまいります。

あり

　芸術文化団体との連携の文化
団体の育成の予算に２３万円計
上されているが、補助金で鎌ケ
谷市芸術文化協会に２３万円要
望があがっているが、何故本予
算に請求しなかったのか。同額
というのが不思議である。

要

　芸術文化関係団体等活動補助
金につきましては、当初予算に
２３万円予算要求を行い、予算
計上されているところです。補
助金の２３万円という金額は市
の予算で決められた枠の金額と
なります。

・第二次計画は、具体的資料、
視覚的にはグラフ等が使用され
わかりやすいし、とても良い大
切な推進計画が出来上がったと
思う。広告など広報活動が必要
だと思うので予算をもっと計上
しても良いのではないか。少な
すぎる。
・子どもの読書活動に関するア
ンケート調査がとても集計等大
変だったと思いますがわかりや
すい良い資料だと思います　。
・高学年になる程本を読まなく
なるが、試験勉強などあるから
仕方がない時期ですが、耳から
自然と入ってくる様な機器の活
用が出来ると良いです。

要

・図書館では、年報「鎌ケ谷市
の図書館」、「図書館だよ
り」、「ＹＡ新聞」、「アク
ティブライフ」、ホームペー
ジ、ツイッター及び各行事の開
催ポスター等を活用し情報発信
に努めております。今後も引き
続き情報発信の方法について検
討してまいります。
・「耳から自然に入ってくる様
な機器の活用」につきまして、
このような機器を図書館から貸
出しを行う場合には、様々な問
題が想定されますので、今後の
調査、研究の課題とさせていた
だきます。なお、図書館では、
耳で聞いて楽しんでいただける
本として朗読ＣＤの所蔵がござ
いますので、ご活用をお願いい
たします。

なし 不要

9 I委員 なし 不要 なし 不要 なし 不要 なし 不要

10 J委員 あり

　令和４年度生涯学習関係事業
について気の付いたことを記述
します。学習情報の収集と提供
の区分で学習情報提供の充実の
中に指導者情報の提供とありま
すがここで提案です。令和３年
度の実施状況を見ますと指導者
情報の更新を行い、市ＨＰに掲
載となっています。しかし現状
を見ますと、この情報について
の市民からの活用は多くはない
ような気がします。逆にもっと
市民に伝えたい学習内容に優れ
た講師が掲載されていれば、ま
た講師としてもっと活動しても
らいたい人がいれば、行政の方
からもっと積極的に当該講座を
設定して、受講を市民に働きか
けるような行動を考えたらどう
でしょうか。指導者情報を作っ
た後、その活用は市民に任せる
というような、待ちの状態では
余りにももったいなく、もっと
この情報を活かすことを考える
べきだと思います。

要

　ご指摘のとおり、市ホームページに公開している指導者情報活用の推進につきましては
今後の課題として考えており、事業の活用方法や周知方法を検討してまいります。

なし 不要 なし 不要 なし 不要

11 K委員 なし 不要 なし 不要 なし 不要 なし 不要

12 L委員 なし 不要 なし 不要 なし 不要 なし 不要

13 M委員 なし 不要 なし 不要 なし 不要 なし 不要


