
平成２６年度 第４回四街道市社会教育委員会議 会議録 

 

日時：平成２７年２月２４日（火） １０：００～１２：００ 

場所：市役所 こども保育課２階会議室 

 

出席者：江﨑委員長、窪副委員長、仲田委員、江口委員、吉田委員、西岡委員、原名委員、古川

委員、木戸委員、多田委員、坂東委員、鈴木委員、市川委員、岡部委員（１４名） 

事務局：教育長、久留戸部主幹、竹内課長、渋谷ＧＬ、真田ＧＬ、高石主査補、石渡主任主事、石

川主事補 

 

欠席者：猿田委員（１名） 

 

（課長） これより平成２６年度第４回社会教育委員会議を開会いたします。最初に四街道市社会 

教育委員設置条例第５条第２項に規定しております過半数の出席がございますので、本日の

会議が成立いたしますことを申し上げます。続きまして江﨑委員長より挨拶をいただきたいと

存じます。 

（委員長）今年度最後の会議となりました。本日は助成金等の審査よろしくお願いします。 

来年、千葉県で全国社会教育大会が開催されます。来年に向けた準備余がすでに始まって

います。またご協力をお願いします。 

本日は、ご多用の中お集まりいただきましてありがとうございます。 

慎重なご審議をよろしくお願いします。 

（課長）ありがとうございました。次に高橋教育長よりご挨拶を申し上げます 

（教育長）本日はご多用の中、出席いただきましてありがとうございます。任期期間最後の会議だと

思います。この２年、会議に留まらず関東大会、県大会、印社連等社会教育行政にご尽力い

ただき感謝申し上げます。本日は、前回に引き続き芸術文化振興助成金、昨年より見直しを

図っている社会教育団体補助金についてご審議をお願いいたします。 

（課長）教育長は他の公務のため退席させていただきます。 

これ以降の進行につきましては、江﨑委員長にお願いします。 

（委員長）それでは次第の会議の公開についてお伺いします。今回の資料をご覧いただき、特に 

非公開とする必要はないと思われますので、公開したいと考えますがいかがでしょうか。 

（一同）異議なし 



（委員長）では、公開とします。次に会議事録署名人２名は、順番で吉田委員と仲田委員にお願い 

します。 

傍聴者はいらっしゃいますか。 

（高石）傍聴者はいません。 

（委員長）了承しました。 

では、次第５の報告事項について、 

最初に私から２点参加報告をさせていただきます。 

配布資料をご覧ください。平成２７年新成人のつどいが 1 月１１日に開催されました。内容は資

料の通りですが、対象人数が８２５人で２０年前の２分の１になっており少子化の深刻さを感じました。 

昨年度より私語が少なく良かったと思います。 

次に、印旛郡市社協連会議があり、２６年度の事業報告と、（３）は平成２７年度、事業予定およ

び予算に資料の訂正をお願いします。また、２８年度に１０月２６日から２８日に全国社会教育研究

大会があります。今年の大会は大分市で開催されますが、１，２００名の規模だそうです。分科会に

分かれ発表を行います。今現在、全大会は千葉県文化館、分科会はポートスクエアー隣接のホテ

ルでと、スローガンまでは決まっています。主催県なので、社会教育委員の活動、様々な報告等の

担当者を決め準備をすることになります。皆さんにはまたご負担をかけますが、予めお願いをいた

します。私からは以上です。 

各委員さんから報告はありますか。 

（江口委員） 

みそら小学校で市民団体３４団体が一同に会して行われました。教頭先生にもご尽力いただき、

また、教育委員長の参加もあり大変盛会で、子供たちが今回もとても活躍してくれました。 

まじゃりんこが市の指定事業になっておりますが１０年目になります。一昨年４月にまとめたまじゃり

んこのスタンス、具体的な実践例をまとめたものです。ぜひご覧になっていただきたいと思います。 

（委員長）ほかにございますか。なければ議題に入ります。まずは、四街道市芸術振興助成金につ

いて、事務局の説明をお願いします。 

（澁谷）資料説明 

（委員長）一件毎に審議いただきます。前回より出し直した資料よりご意見をお願いします。 

（古川委員）予算書印刷費について、印刷部数と配布方法など詳しく記入してほしい。 

記録費６２，０００円に対して、広報費が少ないように思う。広く周知してほしい。 

（委員長）ポスター、チラシの印刷部数は聞いていますか。 

（課長）確認はしていません。 



（委員長）どのようなところに、ポスター、チラシを配布するかわかりませんが、いま疑問点がだされ

ました。ほかにございますか。 

（吉田委員）資料６ページ審査基準に記録費とあります。こちらの団体では CD３２名、DVD２０名と

ありますが、これはよろしいのですか。 

（課長）内訳は資料１３ページに記載されているとおりです。 

（吉田委員）それは支障ないということですか。 

（課長）この事業に関係した記録費ということで問題はありません。 

（吉田委員）このようなものを他の団体も出していますか。 

（課長）団体によって異なりますが事業の経費なので問題はありません。 

（委員長）CD、DVDの記録費については問題がないということですが。 

（吉田委員）記録だけれども、こういう範囲で配布しなければいけないという必要性があると認めた

わけですね。 

（課長）しなければいけのいということはないが、要望の内容です。 

（吉田委員）要望を認めたということですね。 

（課長）それを本日審議していただきたいということです。 

（吉田委員）認めたということではない。 

（課長）はい。 

（委員長）記録したものを、参加者に記念として配布する費用ということですね。他にご意見はあり

ますか。 

（岡部委員）補助金総額の限度があるのか、上限ですね。それと、ジョイントコンサートは開催地が

千葉市ですが、隣接市での事業は補助金対象となっていますが、そのいきさつが分かれば伺いた

い。 

（委員長）隣接市については、マンドリーノチェリーの次に審議したいと思います。 

上限につてお願いします。 

（課長）資料３ページ第４条、上限は５０万円、助成対象経費の２分の１以内で上限は５０万円です。 

（岡部委員）伺いたいのは全体の予算額です。 

（課長）予算額はその都度財政課と協議し、予算化しているが足りない場合は補正要望することも

あります。上限について、資料８ぺージに審査基準が規定されております。 

（委員長）この団体の事業は周年事業なので上限は２０万円。今年度の予算額はいくらですか。 

（課長）予算は１４４万円です。 

（委員長）今年度は、すべての申請を承認したとしても予算範囲内ですね。 



（課長）来年度も１４４万円の予算見込みです。 

（岡部委員）わかりました。 

（吉田委員）余った予算は返すのですか。 

（課長）基金での事業なので支出が少なければ、いま３，９００万です。 

（吉田委員）予算を超えてしまった事例はありますか。 

（課長）いままでありません。基本的には予算範囲内でということになっています。 

（吉田委員）周年行事とは、１０年を目途としてですか。１５年、３０年は新しく申請できますか？ 

（課長）資料７ページ第４条にあるとおり現時点では、１０周年毎にとなっています。 

（吉田委員）同じ団体が申請できる？ 

（課長）申請があればできます。 

（委員長）ポスター、チラシ部数が疑問ですが、前回より説明されています。承認してよろしいです

か。 

（木戸委員）周知方法に、ポスター、チラシを新聞にとありますが、折り込みにはお金がかかると思

いますが。 

（古川委員）掲載依頼ではないでしょうか。 

（澁谷）記事の原稿依頼ではないかと思います。 

（岡部委員）記事にしてもらうということでしょう。 

（澁谷）掲載されるかはわかりませんが、お金はかかりません。 

（木戸委員）わかりました。 

（窪委員）事業目的の書き方が大雑把だと思う。地域の中に音楽をどのように発展させていくかとか、

どのように貢献するかがわからない。記録も自分たちのため、個人的自分たちのものにしているよう

に思える。 

（江口委員）事業目的について、もう少し整理してださないと、助成金を受ける事業として位置づけ

られている意義がないと思う。事務局の助言が大切だと思う。 

（委員長）毎回このことが問題にされているが、１０ページの特記事項にあるとおりですが、実際に

は意識して記入されていない経緯があり、来年度への課題ですが、事務局にはより一層特記事項

について十分留意していただきたいとお願いします。 

（課長）わかりました。 

（古川委員）５分でも各団体が説明する機会があるとよいのではと思います。 

（委員長）貴重な予算なので、個人の自己満足に使われるのは助成する意味が薄れてしまう。 

この場で説明していただくというシステムにはなっていないので、検討課題に挙げたいと思います。 



では、この申請について、１２万８千円を承認してよろしいでしょうか。 

（一同）意義なし 

（委員長）では要望額承認とします。次の案件、カグミアンドカンパニージョイントコンサートについ

て事務局の説明をお願いします。 

（渋谷）資料説明 

（岡部委員）補助金というのは「まちおこし」という意味合いもあると思うが、隣接市での開催となると、

例えば、市民ギャラリーが狭いため、千葉市の花の美術館で行うとか、歯止めがなくなるのではと

気になりました。隣接市での開催も補助金対象となったいきさつがわかればお伺いしたい。 

（委員長）このことについては、経緯があるとおもいますがわかりますか。 

（課長）市外で行った事業は周年事業となっています。周年事業はその年度に行う事業ですので、

市内の会場が確保できない等の理由で、隣接市で行った事例がありました。今回は企画事業とし

て要望書が提出され初めてのケースです。 

（窪委員）メンバー構成が市内２８名、市外２５名と市民がほとんどを占めていない。 

（吉田委員）２２ページに昨年の資料がありますがこれは申請されていますか。実績ですか。 

（委員長）昨年は助成していましたか。 

（渋谷）これは参考資料として提出されたもので助成金の申請はしていません。 

（吉田委員）助成金事業ではないのですか。 

（渋谷）はい。参考資料として提出されたもので助成はしていません。 

（吉田委員）昨年は自分たちでできたということですね。隣接市での開催について特別な理由とあ

りますが事務局としてどのように理解していますか。 

（課長）資料７ページ審査基準にありますが、市外での開催は特別な理由がある場合のみとなって

おり、やむをえない理由がある場合となっています。 

（吉田委員）この事業の企画の性格から、やむをえないという判断でしょうか。 

（課長）今回は要望ということで申請され、ここで審議をお願いします。 

（江口委員）１８ぺージの計画書に、「来場者数と音響効果を考慮して」とありますが、これだけの理

由で、市外で開催する意味があるのかという問題と、事業名ですが、「カグミアンドカンパニー」とあ

り「カグミ」は指揮者の名前です。この方は他の３団体とも関係があり、つまりこの方を中心としたグ

ループによる音楽コンサートです。しかも出演料として３０万円となっています。この辺り、いかがな

ものかと感じます。 

（委員長）資料に四街道と習志野の指導にあたっている岡田香美（おかだ かぐみ）とあります。 

この方を中心としたコンサートといえますが、これについて申請時に事務局とのやり取りがありまし



たか。 

（課長）指導者は団員ではないので、そのような質問はしませんでした。 

（委員長）実行委員会形式で代表者は渋谷さんですね。 

（吉田委員）２０１４年、１月２４日に後援四街道市教育委員会となっているチラシが２２ページにあり

ますが、先ほどこれは助成金事業ではないといっていましたが、どこがお金を出しているのですか。 

千葉市にも同じような助成金要綱があると思いますが、あるいは習志野市とか。 

（委員長）昨年この事業は四街道市教育委員会が後援していますが、お金が絡んでいるわけでは

ないのですね。 

（課長）後援は共催とは別で名前を載せるだけです。 

（委員長）文化活動の一環としては、市として後援しているということですか。 

（課長）文化振興と関係しているということで後援申請の内容が整っていれば後援となります。 

（吉田委員）では、もしわかれば、どのようなところからお金が出てやったかですね。 

（委員長）先ほど江口委員からご指摘があった、７ページの第５条、市外の場合特別な理由がある

場合のみとするという、これについて他にご意見はありますか。京葉銀行プラザの音響効果、それ

だけを理由にするには無理があるのではというニュアンスの意見がありましたが。 

（吉田委員）善意に解釈するなら四街道市民を含めた全県的に。 

（委員長）ご指摘あった点が要かなと思いますが。 

（吉田委員）見込まれる代表者数が四街道、全県的にとれるような期待をしたいが？？？ 

（委員長）この団体はこれまでもこのような要望申請をしていますか。 

（渋谷）今回は実行委員会形式ですが、平成１８年に３団体中の１団体から申請されています。 

（委員長）それは周年行事ですか。 

（課長）平成１８年に実施していますが、当時は今のように細かい規定はありませんでした。 

（委員長）平成１８年に３団体中の１団体か助成金を受けているということですね。 

（課長）はい 

（渋谷）併せて平成２０年度に実行委員会の１団体から要望が出されていますが不採択となってい

ます。 

（委員長）どのような理由で不採択でしたか。 

（渋谷）周年事業に該当しないという理由でした。 

（委員長）１０年、２０年という区切りの行事ではないということですね。 

（古川委員）要綱の第４条に市外での実施は総額の４分の１以内とあり、市内実施を優先していま

す。 



（委員長）市内と市外で差をつけ、できる限る市内での実施をとしています。 

今回は音楽関係ということもあり総額が非常に大きく、４分の１以内と言っても３０万円を超えてしま

います。 

（鈴木委員）ひとつ確認ですが、一事業につき５０万円が限度とありますが、市内実施で総額２分の

１で５０万円、市外４分の１で５０万円が限度と理解してよろしいでしょうか。そうすると、市外でやっ

たほうが有利になりますが。上限５０万円をどのように理解するか。市外でやったほうが大きな事業

ができると思うのですが。 

（課長）３ページ第６条の通り、一事業について上限５０万円となっています。 

７ページの審査基準にある通り、原則市内優先で市外の場合は理由がある場合に限る。 

（鈴木委員）市外でやったほうが有利にならないように、審査基準の中に盛っていただかないと大き

な行事の時は、助成金５０万円出るということになるので、審査基準の盛り込まないとその通りに

なってしまうと思うのですが。 

（久留戸）前任者でしたので説明いたします。２年前に改正し、それまでは何でも５０万円でした。

周年事業を５年から１０年にしていずれも２０万円に減らして第１段階としてはそれ以上規定を強め

ませんでした。規定上はいま指摘があったとおり全部 OK になります。ご指摘がありましたので、特

別な理由とは、例えば文化センターが工事により使用できないためとか、ほんとに特別な場合と皆

さんが事情を判断された場合と考えておりますが、いずれにしても３年に一度の見直しで、今後、

見直すという方向性で今のご意見等を踏まえて今後の案件については振興助成金の趣旨に合う

よう検討すると思います。 

（課長）交付要綱ではご指摘されたとおり４分の１でも上限５０万円となっており、今後検討いたしま

す。 

（鈴木委員）四和小の校長ですが、２７年度の予算、消耗品費等減額になっています。四街道市職

員の給料も将来的に見直さなければならないと市長も話していました。厳しい財政の中、同じ教育

委員会予算の中でやっていますので、支出については早急に改正していただくか、またはそれを

見通した形での審議としないと、いままでのゆるいルールで助成して、片や学校では厳しい状況と

いうのは辛いので、どのようにとらえたらよいのかと思います。 

（委員長）切実な問題を抱えている現場の校長先生からの意見ですが、今回、承認するとしたら、

企画なので、来年再来年でてくる可能性があり、承認しなくてはならない。その点が心配です。同

様な実行委員会形式で企画として申請が出る可能性があります。限られた予算の中で、大切なお

金ですから、市民のためにいかに還元して使っていくかを慎重に考えなくてはと思います。 

承認、不承認を判定するには、７ページ第５条（２）でしょうか。市外の場合は、「特別な理由がある



場合のみとする」とあります。申請者へも納得できる判定根拠が必要です。 

（古川委員）予算計上の内容をこちらで検討し、例えばこの費用は助成事業には適さないのでその

部分を減額するというようなことはできないでしょうか。今回改正対応はできないので、減額方法は

できないのでしょうか。上限が記載されていないので判断が難しいとは思うが。 

（窪委員）私は、減額方法ではなく、今回の場合については千葉市や合同の実行委員の中で、ど

のように四街道市民に還元できるかが分からない。今回は、「特別な理由」には該当しないというこ

とを根拠として採択しないほうが良いと思う。 

（委員長）２つご意見をいただきました。減額という方法、特別な理由に該当しないという意見。 

（吉田委員）助成対象経費が、他の団体より非常に大きいです。減額方法ということも必要になって

くると思います。既に認められた案件をみると、１つ目は事業総額８５０万、助成対象額は１５０万で

最高限度額５０万なので、５０万に抑えています。２つ目は助成額４６万、その半分の２０万。 

事業予算が大きければ大きいほど例え４分の１でも助成額も大きくなりこれは課題であり、ここで今

要綱を変えることもできないので状況をみて、全体の額からみて、突出した予算については申請時

に事務局で指導してもよいと思う。 

（委員長）来年以降の課題としてという意見ですが、今回要綱を変更することは出来ないので、要

綱を見て、減額は実際可能でしょうか。 

（課長）申請者が了解すれば可能だと思います。申請を出し直しになります。 

（委員長）出し直しとなると、再度会議を設け審議することになるのですか。 

（課長）こちらからの減額案を了承し、出し直しをすれば妥当だということになると思います。 

（委員長）会議を開くまでではなく、こちらからの案で納得して出し直せば。 

（鈴木委員）内容が改正されない限り、来年度もそのようなやり取りで承認していくということで、今

後見通しもった減額方法ということよろしいですか。基本的に出し直しをすれば承認するということ

になりますが。 

（課長）出し直しということではなく、こちらで認めてくれたらという意味ですが、今まで連続して２年

開催したケースは無く、窓口で説明してご縁量願うようにしています。 

（石渡）今まではそのようなケースが無かったが、申請されたら却下はできません。 

（課長）申請が出れば審議となりますが。 

（委員長）周年行事ではないので企画は毎年申請があっても拒否はできないですね。 

（鈴木委員）今後内容を改正する含みがあるのならば、それに沿ったかたちでの対応を考えないと

厳しいのではないでしょうか。どのような方向性で事務局が今の意見を基に考えていかないと安直

に答えを出して良いものかと思います。 



（課長）今回のこの申請の関係についてでしょうか。 

（鈴木委員）結局、来年また企画として申請してくる可能性があるわけですから、例えば審査基準を

変えていく方向でいるとか、事務局である程度の目安がないと結局来年も同じことではないでしょう

か。 

（課長）審査基準について、周年事業は基本１０年、企画事業については、できれば申請について

制限を設けることを今後検討していきたいと考えています。 

（鈴木委員）制限を設けることを考えた時に、どのような方向性で、見通した形で物差しを作ってい

くのでしょうか。 

（課長）今まで連続はなかったが、もし同じ団体が来年申請したらご遠慮願おうと思っていますが、 

それまでに規定をつくりこの会議で承認していただく必要があると思っております。 

こちらの申請については、「特別な理由」に該当するかということで、減額というよりは、採択不採択

で決めたほうがよろしいかと思います。 

（委員長）実際に減額の場合は予算をひとつひとつ検討しなければならない。例えば指揮者３０万

円は高いので１０万にとか、バンド２４万を１５万にとかひとつずつ査定していかなくてはならないの

で、 

大変な作業になり、そのようなノウハウも持っていないので難しいと思います。 

（原名委員）文化センターの大ホールが市内で一番大きい施設だと思いますが、収容人数が９００

人くらいあると思います。特記事項に「見込まれる来場者数及びホールの音響効果を考慮し」とあり

ますが、見込まれる来場者数が６００人となっており、文化センターでも充分収容が可能ですので、

ここで考えるところはホールの音響効果のみとなると思います。以前にも音響効果という理由につ

いては不採択になった例があったと思いますが、この問題は音楽関係ではけっこう出てきます。 

この件については、音響効果だけを理由とした場合不採択にできると思います。 

（吉田委員）それだけの理由であれば、四街道の文化センターで充分できるのではないでしょうか。

そうしたら、経費ももっと削減できるのではないでしょうか。本来は市内での開催なんです。よほどの

理由がない限り隣接市ではやらないということではないでしょうか。 

（委員長）市民が参加できるような、公益性、公共性を考えなくてはいけない。市民が楽しむという

点では、市文化センターの音響効果についても、プロの歌手もコンサートをやっていますし、市の

文化センターで行っていただきたい。もし、３月１９日が使用できなければ別の日を検討していただ

きたい。市外で開催する特別な理由があるとは認められない、ということで今回は不採択。また、要

綱、審査基準については、来年度見直すということでよろしいでしょうか。 

（一同）異議なし 



（委員長）議題（２）社会教育団体等に対する補助金について事務局の説明をお願いします。 

（真田）資料説明 

（委員長）質問はありますか。 

（吉田委員）改善したということですね。 

（委員長）そうです。貴重な市民の税金を更に厳しく、使い方について細かく規定したということで

す。よろしいでしょうか 

（一同）異議なし 

（委員長）７その他（１）社会教育委員の公募について説明をお願いします。 

（真田）資料説明 

（委員長）委員会等については公募委員を入れるとなっています。応募状況はどうですか。 

（真田）募集は始まったばかりですが、今現在２名の方が応募しています。 

（委員長）よろしいでしょうか。（２）その他についてお願いします。 

（真田）猿田委員の役職名について千葉県レクリエーション協会理事長と修正願います。 

次に、年度末会議の議題は、例年翌年度の事業計画を説明していました。次年度第１回目の会議

で当年度事業について説明する関係で重複するため、また、他に議題があったため今回の議題に

はしていないが、来年度事業概要を簡単に説明します。（資料説明） 

（委員長）詳しい説明は年度明けということになります。資料提供のみということでご意見等は次回と

いうことになります。 

（真田）これについてはまだ３月議会を経ておりませんので、確定しておりませんのでご了承願いま

す。 

（委員長）その他で何かありますか。 

（一同）無し。 

（委員長）第４回の社会教育委員会議を終了いたします。おつかれさまでした。 

 

                                                                        


