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会  議  録 

会  議  名 令和元年度第 1回野田市文化センター運営審議会 

議題及び議題

毎の公開又は

非公開の別 

１ 令和元年度文化会館、欅のホール小ホール及び勤労青少年ホ

ーム利用状況（10月末現在）について（公開） 

２ 令和元年度文化会館委託文化事業実施状況（10月末現在）

について（公開） 

３ 令和２年度文化会館委託文化事業計画（案）について 

（公開） 

日    時 
令和元年 11月 26日（火） 

午前 10時から午前 10時 55分まで 

場    所 野田市勤労青少年ホーム ２階 講習室 

出席者氏名 

委員  石原 和子、沖田 多恵子、工藤 達、久保 周平、 

佐藤 文則、清水 拓司、染谷 智子、田口 哲規、 

武田 信一、成瀬 猛 

事務局 佐藤  裕 （教育長） 

宮澤 一弥（生涯学習部長） 

    川野 尚武（生涯学習課長） 

    峯崎 光春（生涯学習課長補佐） 

    高林 雅行（生涯学習課生涯学習振興係長） 

    大倉  純 （生涯学習課主任主事） 

    須田 雅也（生涯学習課主任主事） 

    尾島  孝 （生涯学習センター長 指定管理者 野田市

文化会館・欅のホール活性化共同体） 

    竹澤 理津子（文化会館長 指定管理者 野田市文化会 

館・欅のホール活性化共同体） 

欠席委員氏名 
委員  有賀ヒメ子、須賀田貞彦、田中 浩之、中村 悦子、 

野口 恭子、山本由紀子 

傍 聴 者 無し 
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議    事 

令和元年度第１回野田市文化センター運営審議会の会議結果（概要）は、次の

とおりである。 

１ 開会 

  事務局から会議が成立していることの報告及び会議の公開、会議録作成の 

ための録音機の使用、傍聴者についての説明並びに会議資料の確認を受ける。 

２ 会長挨拶 

   久保会長が挨拶を行う。 

３ 教育長挨拶 

   佐藤教育長が挨拶を行う。 

４ 議事 

久保会長 議題（１）の「令和元年度文化会館、欅のホール小ホール及び勤労青 

少年ホーム利用状況（10月末現在）について」、議題（２）の「令和元年度 

文化会館委託文化事業実施状況（10月末現在）について」は、報告事項で関 

連があるので一括説明とさせていただく。事務局より説明をお願いしたい。 

 なお、当審議会の活性化を図りたいので、委員からはきたんのない意見を

出していただきたい。 

生涯学習課長   ≪ 資料説明 ≫ 

久保会長 ただ今、事務局から説明があったが、質問があったらお願いしたい。 

成瀬委員 各施設の利用状況について報告いただいたが、毎回、結果報告という

形であるため、審議会というものでありながら審議することが少ない。公募

委員という立場で意見を述べたいと考えているが、何もできない状況にあ

る。野田市が、市民に対してどのような文化芸術を広めていくのか、指定管

理者にはどのようなことを求めているのか知りたいと考えている。 

前回の審議会でもお願いしているが、文化センター等の運営や指定管理の

原点や目的を知りたいので、現指定管理者との契約書を見せていただきた

い。 

生涯学習課長 早急に基本協定書等の写しを調製し、委員の皆様にお渡しする。 

成瀬委員 文化会館の委託事業の関係であるが、私も当審議会の委員となってい

るため、どのような事業を行っているのか、先日、文化会館での公演を鑑賞

してきた。非常に盛況であった。また、市民割引なのかチラシの半券を持参

すると割引されたということで、来場者には好評であった。このような方法

は非常に良いものと考える。 

   今後、委員として意見を述べるに当たり参考としたいので、各種公演の状

況を確認させていただけると有り難い。 
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   また、事業計画を決定するに当たり、アンケート等を取っていると思う

が、その結果についても今後説明に加えてほしい。 

久保会長 毎回、当審議会においては審議事項がないため、議事以外の問題点と

して文化会館での行事がある場合の駐車場不足の問題等を議論していること

が多い。今、出された意見のように他の問題や施策についても当審議会とし

て考えていきたいと思う。 

他に質問等あるか。 

工藤委員 先ほど成瀬委員が発言されたように、状況結果のデータだけを見せら

れても何も意見は言えない。事業計画を決めるに当たっては、過去に聴衆や

参加者から取ったアンケートの結果を参考にしていると思うが、今後は、参

加していない市民からの意見も集めることが必要であると思う。 

生涯学習課長 各種の方法で意見募集を図っていきたい。 

沖田委員 決められたものを承認するだけでは残念だ。 

   説明された委託文化事業を見ると、幼児向け、高齢者向けが多く、小学生

向けが少ない気がする。今後は、事業の決定に参加していきたい。 

成瀬委員 私もより良いものを市民に提供できるよう事業決定に参画したいと考

える。 

久保会長 他に質問はあるか。 

ないようであれば、議題（１）の「令和元年度文化会館、欅のホール小ホ

ール及び勤労青少年ホーム利用状況（１０月末現在）について」、議題

（２）の「令和元年度文化会館委託文化事業実施状況（１０月末現在）につ

いて」は、報告事項であるため、了承願いたい。 

《 承 認 》 

久保会長 次に、議題（３）の「令和２年度文化会館委託文化事業計画（案）に

ついて」を審議する。事務局から説明願いたい。 

生涯学習課長      ≪ 資料説明 ≫ 

久保会長 ただ今、事務局から説明があったが、質問があったらお願いしたい。 

沖田委員 各事業の予定人数及びチケット価格を教えてほしい。 

生涯学習課長 資料 7 ページの１番が予定人数 1,000 人、チケット予定価格が

2,000 円、２番が予定人数 1,100 人、チケット予定価格が 7,000 円から

8,000 円程度、３番が予定人数 900 人、チケット予定価格が 4,000 円、４番

が予定人数 900 人、チケット予定価格が 3,500 円、５番が予定人数 800 人、

チケット予定価格は未定、６番が 200 人、チケット予定価格が前売り 1,000

円、当日 1,200 円、7 番が２回公演で予定人数 1,800 人、チケット予定価格

が 3,200 円、８番が予定人数 1,200 人、チケット予定価格一般が 500 円、高

校生以下が 100円となっている。今後は、資料に記載する。 



 

4 

 

成瀬委員 この公演等は、割引は適用されるのか。また、先日、知人が公演チケ

ットを購入した際、郵送料として 700円かかったと言っていた。 

少し高い気がするが、どのようなことか教えてほしい。 

生涯学習課長 これは、予定価格なので割引等は入っていない。 

   また、700円の郵送料金がかかったということだが、市の 

委託事業とは異なり、貸館業務での公演の場合、販売方法は興行主によるので、

郵送料金がかかったものと思う。 

沖田委員 お金を払って見る人は、割引には敏感だと思う。 

   次の質問として２番のスクリグであるが、ジャニーズの方が出演するため

かチケット価格が高い気がする。親子で見に行くと１万円を超えてしまう。

この公演はどのような世代を対象にしているのか。 

生涯学習課長 小学生以上を対象にしている。 

沖田委員 価格の設定はどのようにしているのか。 

文化会館長 興行主による全国一律の価格設定である。なお、地域で価格が変え 

られるかは不明である。 

田口委員 スクリグは、令和２年９月２日で小学生にとっては、夏休み明けの平

日のため、来場しないのではないか。 

文化会館長 夜公演として実施予定のため、お楽しみいただけると考えている。 

工藤委員 チケット価格が高いと思うので、価格設定の仕方を検討してほしい。 

また、来場者の考えも入れてほしいと考える。 

佐藤委員 事業計画を作成するに当たり、斡旋業者はいるのか。 

文化会館長 これまでの野田市文化会館での実績から、各興行主からの売り込み

はたくさんある。 

清水委員 業者からの売り込みがあるということだが、これまでの皆さんの意見

と同様に、私も委託事業等を決めるに当たって意見を言っていきたいので、

教育委員会からの情報提供を検討してほしい。 

染谷委員 委託文化事業を決めるに当たっては、自分も親子映画鑑賞会などの企

画、運営に携わっており、各種作品を見た上で、好評になると思われる上映

作品を皆で議論し決定するが、多くの者の意見を全て聞いていては決まらな

いことが多い。その目的や方向性を熟知した者が決定しなければならないと

思う。   

結果的には、当日上映してみないと入場者数や反応は全く分からないこと 

が多い。文化会館も同様であると思う。 

先日の親子映画会では、スクリーンに汚れが付いており見る場所によって

は残念な場面があった。 

生涯学習課長 スクリーンの汚れについては確認している。現在、対応を検討中 
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である。 

久保会長 ほかに質問はあるか。 

ないようであれば、議題（３）の「令和２年度文化会館委託文化事業計画

（案）について」は、報告事項であるため、了承願いたい。 

《 承 認 》 

久保会長 次にその他であるが、事務局から何かあるか。 

生涯学習課長 文化会館の空調設備工事を予定しており、２月から５月末まで休 

館となる。 

久保会長 他に何かあるか。 

成瀬委員 この審議会以外で、自分の意見を言う場はあるか。自分が実施して欲 

しい事業をかなえられるように意見を言いたい。 

生涯学習課長 市役所の関係部署にも伝えることはできるので、いつでも言って 

ほしい。 

久保会長 長時間にわたり審議していただきありがたい。 

   これで令和元年度第１回野田市文化センター運営審議会を終了する。 

以上 

 


