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平成２７年度 第２回社会教育委員会議 会議録 

 

     日 時：平成２７年７月３１日（金） １０：００～１２：００ 

     場 所：市役所こども保育課２階会議室 

 

出席者 委員 江﨑俊夫 委員長 窪ケイ子 副委員長  

       小川治秀 委員 吉田英夫 委員 仲田朋子 委員 吉田義明 委員 

       沖雅子 委員 森邦子 委員 猿田重昭 委員 西岡とし子 委員 

       原名由里子 委員 木戸幸子 委員 多田謹次 委員 坂東佶司 委員 

        

欠席者    市川正夫 委員 

    

   事務局 教育長 髙橋信彦 教育部長 豊田充 社会教育課長 金親信治 

       副主幹 池田千代子 副主幹 齋藤毅 主査 中嶋和彦 

       社会教育主事 田島衣織 主任主事 石渡典子 主事 石川愛恵 

    

   傍聴人 なし 

 

 

― 会 議 次 第 ― 

 

 １ 開   会 

 ２ 委員長挨拶 

 ３ 教育長挨拶 

 ４ 会議の公開等について 

   ① 会議の公開 

   ② 会議録署名人の指名 

 ５ 報 告 事 項 

 ６ 議   題 

   （1）四街道市芸術文化振興助成金交付に係る審査基準の改正について 

 ７ そ の 他 

    ・平成２７年度公民館事業について 

    ・印旛郡市社会教育振興大会について 

 ８ 閉   会 
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１ 開 会 

 

２ 委員長挨拶  ― 委員長挨拶 ― 

 

３ 教育長挨拶  ― 教育長挨拶 ― 

 

４ 会議の公開 ①会議の公開・非公開については公開とする。 

  等について ②会議録署名人については委員長を除いて名簿順に２名を署名人と 

        する。 

        以上について承認される。 

 

５ 報 告 事 項 

   江﨑委員長 はい、先ず最初に報告事項、僭越ですが私から参加報告の経過を     

        作りましたのでそちらをご覧ください。 

        ―以下資料(参加報告)により説明― 

         私からの報告事項は以上です。他に皆様から報告事項はございま    

        すか。 

 

      全員 なし 

 

   江﨑委員長 事務局の方からはありますか。 

 

  事務局(課長） 特にありません。 

 

６ 議 題 

   江﨑委員長 では、議題に移ります。四街道市芸術文化振興助成金交付に係る 

        審査基準の改正について事務局から説明をお願いします。 

 

  事務局(齋藤) 文化振興グループの齋藤です。よろしくお願いします。議題の 

       （1）四街道市芸術文化振興助成金交付に係る審査基準の改正について 

        ご説明いたします。資料につきましては事前にお送りしております 

        資料 1と 2、それと本日お配りした資料の 3です。こちらの要綱に 

        もありますようにこの助成金の交付につきましては市民が行う芸術 

        文化活動に要する経費について市が助成金を交付するという趣旨の 

        ものです。27年度につきましては 3事業に交付を決定しているとこ 

        ろです。交付までの流れについて簡単にご説明いたします。これか 

        ら 28年度事業の募集が始まりますが 9月の市政だよりに募集案内を 

        掲載いたします。希望団体から交付の要望書を提出頂き、その後そ 

        の内容について社会教育委員会議でご審議頂き、内定と言う流れに 

        なります。で、今回の審査基準の改正につきましては昨年、審査を 

        頂く際にご指摘頂いた内容について修正、改正したものを今回お示 

        しさせて頂きました。詳細につきましてこのあと文化振興グループ 

        の石川からご説明させて頂きますのでよろしくご審議の程お願いし 

        ます。 
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   江﨑委員長 はい、ではお願いします。 

 

  事務局(石川) 文化振興グループの石川です。資料 3が今回ご審議をお願いする 

        四街道市芸術文化振興助成金交付に係る審査基準改正案の新旧対照 

        表でございます。こちらを基にご説明させて頂きます。変更箇所と 

          いたしましては、第 4条第 1項第 1号、第 5条第 1項第 2号、第 5 

                条第 2項の 3点でございます。 －以下資料説明－ 

 

   江﨑委員長 ただ今、事務局から説明がございました。資料は 3つありますが 

        資料 3が新旧対照の分かりやすいものと思います。それでは質問で 

        もご意見でも結構ですのでお願いします。 

 

  吉田(義)委員 資料の第 6条の（1）用語についてご説明頂きたいのですが、「ゲ 

        ネプロ」とありますがもっと一般市民に分かりやすい用語に置き換 

        えて頂いたらいかがかとその用語の意味についてもお伺いしたい。 

 

   江﨑委員長 ゲネプロ…これは、私も以前質問したことがありました。お願い   

        します。 

 

  事務局(石川) リハーサルと同様の意味です。 

 

  吉田(義)委員 同じだったら書く必要はないでしょう。皆さんいかがですか。 

  

   江﨑委員長 同じ意味ならそう書く必要はないというご意見ですか。 

 

  事務局(齋藤) 細かく言いますとリハーサルの中にゲネプロは含まれる言葉です。 

                一般的には最終的な稽古と言う意味ですのでリハーサルと言う大き 

        な括りにゲネプロが入るというふうに理解頂ければと思います。 

 

  吉田(義)委員 それで文言上はいかがされるんですか。この行を読む方が一般市 

        民と思って考えてください。 

 

     沖委員 会場を本番と同じようにセッティングして行なうことをゲネプロ  

        と言います。一般的にリハーサルとは音楽発表などの場合で、演劇、 

            ミュージカル、オペラのような本場同様の総合稽古のことをゲネプ 

                ロと言います。 

 

  吉田(義)委員 それは業界用語であって一般市民は私もそうですが、理解できな 

        いんじゃないですか。もっと分かりやすい言葉はないんですか。 

        こういうことは申請する方が見て、先ずは用語が分かりづらいのは 

        いけないと思います。 

 

  吉田(英)委員 要するに審査基準の中にゲネプロと言う言葉は以前から入ってい 
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        てもずっと指摘されなかったわけです。今の説明を聞くとリハーサ 

        ルとゲネプロは共通する部分はあってもより本番に近いものでと、     

        ですから厳密に言うと違うものであり、そういう意味で別々に書か  

        れていると私も今理解しました。 

 

   江﨑委員長 これについては分かりやすく説明をここに入れるのは無理がある 

        というようなことがひとつ有りました。それから、助成金を申請し

てくる団体はゲネプロは当然に意味がわかっているのでわかり易い

言葉に変える必要はないという説明を受けました。 

 

  吉田(義)委員 何度も申し上げますが、申請するのは演劇団体だけでなく他の文 

        化団体もあるのでその場合わからないので、狭い範囲の文言を使っ   

        てはいけないと思います。あらかたの方が理解出来る用語でないと 

        私は始めての委員ですから。それと、その行の頭に公演とあります 

        ね例えば、公演と公演でないものと２つに括るのも案かと思います。 

 

   江﨑委員長 2つに括るとはどういうことですか。 

 

  吉田(義)委員 ６条の（1）に公演、リハーサル、ゲネプロの 3つがありますね。 

        公演そのものでないと言う説明がありましたから、公演そのものか 

        事前練習の２つの用語を使ったらいいのではないかと思います。 

 

   江﨑委員長 用語 2つと言うことはゲネプロはカットするということですか。 

 

  吉田(義)委員 例えば公演及び公演準備とか、公演及び非公演でもいいです。 

        用語はわかり易く。 

 

   江﨑委員長 公演の準備とすると他のもの全てが入ってしまうんですよ。他の 

        要素も、そうすると、直接的経費と練習に係るものは除くとありま 

        すから、練習も含まれるとすると、経費がふくらんでしまうんです。 

        ですから厳密にここで規定しているんです。で、リハーサルとゲネ 

        プロと曖昧にすると申請するときに文言から読み取れないし、なの 

        でそのあたりは以前この場で議論がありました。 

    

  事務局(石渡) 文化振興グループの石渡と申します。先程のお話のリハーサルと 

        ゲネプロの用語なんですけど公演内容が音楽であったり演劇であっ 

        たりそのものによって用語が統一されていないので、あくまで箇条 

        書きとしてリハーサル、ゲネプロという形で掲示させて頂いており 

        ます。で、具体的にも類例としてあげておりますので、実際にどう 

        いうものをやられるかは申請書を頂いた時のお話の中で最終段階の 

        通し稽古のみを対象とするという内容で申請者の方に間違いのない 

        ように説明しておりますし、公演事業以外についてもに事前準備、 

        練習として捉えられるものは除いてと言うことを説明しております 

        ので用語に関しましてはそのままでやらせて頂きたいと思います。 
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  吉田(英)委員 要するに要綱の第２条に（1）から（6）まであるでしょう。例え 

        ば（1）ならゲネプロやらないとか個々のケースによって決まってく 

        るのでそれで総括的にこういう言葉を使っているんじゃないでしょ  

        うか。 

 

   江﨑委員長 事務局に質問なんですが、今までこのゲネプロについて申請者、 

        市民から問い合わせなどありましたか。 

 

  事務局(石川) ございません。 

 

   江﨑委員長 はい、わかりました。いかがですか、ゲネプロは一般市民にわか 

        りづらいと言う意見に対しまた、色々とご意見ありましたが、事務 

        局としてはこのままでやらせて頂きたいという希望がございました 

        がいかが致しましょうか。 

 

  吉田(義)委員 私は、やはりゲネプロという用語を削除して頂きたい。演劇以外 

        の方にも読んだときすっと理解できると思います。 

    

   江﨑委員長 事務局いかがですか。 

 

  事務局(石川) 市民へのサービスと言うことであれば、市政だより、ホームペー 

        ジ上にはゲネプロという文言はございません。要綱、審査基準に文 

        言がありますが、要望書は持参で窓口に提出して頂きますので、そ 

        の際にご質問があればご説明出来るようになっております。 

 

   江﨑委員長 他の方々はいかがですか。 

 

     沖委員 確かにちょっとわかりづらいかとは思うんですが、舞台をイメー 

        ジして頂けるとわかるかと思います。会場が違えば広さなどが異な 

        り例えば舞台の歩幅や照明、音響、裏方なども含めて総合的なリハ 

        ーサルが必要になりそれがゲネプロです。 

 

   江﨑委員長 わかりました。と言うことはこれを削除するのでなく、本番さな 

        がらの非常に重要な予行であるので文言をカットするのはまずいと 

        言うことですか。 

 

     沖委員 はいそうです。 

 

   江﨑委員長 やはり入れておいたほうが良いと言うことですね。 

 

  吉田(英)委員 ちょっと…進行についてですが今回の審議の内容はここでなく、 

        貴重な意見を頂いているんで、こちらは事務局にも考えて頂くとし 

        して本題に絞ってやってもらいたいんです。 
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   江﨑委員長 はい、確かにそうなんですけど、この際、全体で事務局からの提 

        案以外の部分でも改正すべきところは改正しても構わないと思うの 

        でご意見を頂戴していた訳で、結論としてはゲネプロについては削 

        除や文言を変えるということでなく、このままでにしておくという 

        ことでよろしいですか。 

 

  吉田(英)委員 はい。貴重な意見が出ましたので申請の際などはわかり易く説明 

        してあげた方が良いと思います。 

 

   江﨑委員長 他にご意見はございますか。 

 

  吉田(英)委員 前は、要綱の助成金を初めて受けようとする事業を含むとあった 

        文言が実行委員会等を組織して行なうものとするとは実行委員会を 

        通した方がより明確になるということで改善したのですか。 

 

  事務局(石川) 審査基準として以前の文言よりも読む方にわかり易いものになる 

        かと思い変更しました。 

 

   江﨑委員長 ただ今、案の趣旨を説明して頂きました。第５条の２項（1）から 

        (3）この 3つについてはいかがですか。条件をつけると言うことで 

        よろしいですか。これについてもご説明をお願いします。 

  

  吉田(英)委員 それと、（1）（2）（3）のどれか１つにあてはまればいいという 

        ことですか。 

 

   江﨑委員長 そうですね、ではお願いします。 

 

  事務局(石川) 今回改正案として提示させて頂いたものですけど、昨年度の会議 

        で皆さんからご意見頂いたものを現状に即するように文言として追 

        加する形で提案させて頂きました。 

 

   江﨑委員長 今までの意見を踏まえて３つの項目に分けたと言うことですね。 

 

  事務局(石渡) 昨年度の会議の際に市外開催か市内開催かが大きな論点だったと 

        思います。その点を改善すべく今回の改正案を作成させて頂きまし 

        た。基本的には記念事業については市民に事業を還元すると言う意 

        味からも市内で開催する事業を助成するのがベストであろうという 

        大筋のお話もありましたので、先ず市内開催対象に視点を置いてお 

        ります。ただ、周辺事業については会の記念事業なのでその年に開  

        催しなければならないと言う理由が発生してくると思います。で、 

        その際に市内で使われるであろう文化センターとか公民館などの公 

        共施設になるかと思うんですが、改修工事等で使用できない場合も 

        想定されますので、第５条の２項の中の３つが理由として出てくる 
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        と思い、上げさせて頂きました。 

 

   江﨑委員長 よくわかりました。公募の委員さんにとっては初めてで今までの  

        経緯がご存知でないかと思いますので、簡単に説明させて頂きます。 

        これまでも助成金については色々に議論されてきたのですが、一番 

        大きな目的は公益性です。市民の税金を使っておりますので出来る 

        限り還元出来る場所、内容で、その辺を重点的に審査してきました。 

        で、昨年度も記念事業の一つで市内の文化センターを使わずに千葉 

        駅前の京葉銀行文化プラザを会場にという事業提案がありましたが、 

        それはおかしいだろうと言うお話があって差し戻すと言うことがあ 

        りました。で毎年同様のことがあり今回条件をつけたと、こういう 

        ことです。 

 

     沖委員 京葉の方をなぜ選ぶのかと言うと音響の効果が全然違うので皆高 

        くてもそちらを選ぶのだと思います。市民への還元はわかるんです 

        がその辺も頭に入れて欲しいと思います。 

 

  吉田(英)委員 スペース的にはどうなんですか。 

 

     沖委員 文化センターは改修で１０００席から９００席になりましたが、 

        京葉は６００席なのでスペース的には問題ないです。 

 

  吉田(英)委員 専門的見地からでは文化センターと京葉では音響装置が全然違う 

        んですか。 

 

     沖委員 そうですね。 

 

    木戸委員 文化センターは多目的ホールなんですよ。音楽や演劇だけではな 

               いので、設備も京葉ホールのようにはいかないのですからそちらで 

        やるなら、ご自分の資金でやるのが当然なんです。先程、委員長さ 

        んが市民の税金の事をおっしゃってましたが、そこでやるから援助 

        してくれというのは、ちょっと虫が良すぎると思います。 

 

     沖委員 それはよく分かるんですが千葉市にはホールが 10くらいあるのに 

        四街道は１つしかないのに大ホール、中ホール、小ホールとあって。 

 

    木戸委員 それは分かっています。 

 

  事務局(課長) 委員長、申し訳ありませんが社会教育委員会議ですので議事録を 

        作成する上でどなたが発言したか収拾がとれなくなるので、指名を 

        お願いします。 

 

   江﨑委員長 私の仕切りが悪くて失礼しました。この件について、個々に細か 

                なご意見が出ましたが、改正案について全体としては如何ですか。 
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                このように改正すると言うことでよろしいですか。はいどうぞ。 

 

    吉田(義)委員 資料３のアンダーライン以外の範囲なんですが、助成対象経費一 

        覧の中の記録費で前年度に何やら問題になっていたように議事録に 

        上がってたかと思いますけど、確かペーパーでなくビジュアルな映 

        像の記録を作られたようです。で、助成する場合当然各申請団体か 

        ら報告書を出して頂くんでしょうけど、記録についてはどのように 

        なっているんでしょうか。報告の中に記録費も申請してあるのなら 

        報告書の一部に添付して頂くことになっているのか、主催団体が保 

        管して終わりというのもおかしな話で、その辺がどこに盛ってある 

        のか。 

 

   江﨑委員長 その前に確認します。今回議題になっている審査基準については 

        改正案でご承認と言うことでよろしいですね。 

       

      全員 異議なし。 

 

   江﨑委員長 ただ今のご意見は全く別件です。交付要綱の資料№2、要綱の４ 

        ページの記録費についてのご意見です。事務局お願いします。 

 

  事務局(石渡) 事務局の石渡がご説明させていただきます。助成金をとられた団 

        体の中で印刷製本費、記録費を含めて助成金の対象として作成され 

        た場合は実績報告の際に必ず提出して頂いており、対象になるか内 

        容を確認した上で助成金を支払う形をとらせて頂いております。 

 

   江﨑委員長 はい、どうぞ。 

 

    仲田委員 話を戻して申し訳ありません。企画事業について以前にも質問し 

        たんですが、今回実行委員会を通すものでは、内容が良いものであ 

        れば毎年でも何回でも申請していいと理解していいでしょうか。 

 

 

   江﨑委員長 ちょっと待ってください。ただ今事務局から記録費についてご説 

        明がありましたがそれでよろしいですか。 

 

  吉田(義)委員 ペーパーで提出のあったものは事務局で保管ということでいいで 

        しょうけど、ただ、ほかのスタイルで例えば視聴覚的な映像、ＤＶ 

        Ｄなどで提出されたとして １セットで提出されたものを倉庫に保管 

        と言うことでよいのか…、例えば図書館の視聴覚機器のある場所で 

        見られるとか、そうでないと、市民の税金が有効に使われたとは思 

        えないのです。 

 

   江﨑委員長 先程の要綱についてはご了解でよろしいですか。 
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  吉田(義)委員 はい。 

 

   江﨑委員長 それと、もう１点の今のお話の記録については図書館なり閲覧で 

        きるようにという要望と言うことでよろしいですか。 

 

   吉田義委員 そうですね。今後も市民に役立つ所に無いといけないと思います。 

  

   江﨑委員長 はいわかりました。それと次の質問で先程の企画事業についてで、 

        これについてはいかがですか。 

 

  事務局(斉藤) はい、毎年受けてます。 

 

   江﨑委員長 はい、企画事業については毎年受けていると言うことですが、先 

        程の審査基準の改正案の第４条の１項１号（1）ですね。 

 

    仲田委員 毎年でも良いものであればと補助すると言うことでよろしいんで 

        すか。 

 

   江﨑委員長 毎年内容を審査してこれが市民のためになるということであれば 

        助成金を出すと言うことですね。 

 

  事務局(課長) 今までも企画事業についてはそのようにしておりましたので何ら 

        変更はありません。但し、今回の事務改正で実行委員会を組織して 

        行うと言う条件をつけました。ただ今仲田委員の質問で毎年という 

        ことであれば何ら変更はありません。 

 

   江﨑委員長 はい、他にございますか。なければ承認でよろしいでしょうか。 

 

      全員 異議なし。 

 

   江﨑委員長 ではこの件につきましては、承認と致します。 

 

  事務局(斉藤) 貴重なご意見ありがとうございます。今日、お示しした資料３に 

        ついては総務課の文書法規のセクションの方に送りますが、文言の 

        チェックをお願いしております。従って内容云々ではないのですが 

        句読点の変更がなされる場合がありますのでご了解ください。 

 

   江﨑委員長 はい、では次第の７その他、平成２７年度公民館事業についてご 

        説明お願いします。 

 

７ その他 

  事務局(池田) 学習振興グループの池田です。先月の第１回の会議で公民館につ 

        いてはご説明していなかったのですが今回資料が出来ましたのでご 

        説明いたします。 
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    － 以下 1公民館管理運営事業、2公民館主催事業を資料に基づき説明 － 
 

         公民館の主催事業内容については中嶋の方から説明いたします。 

 

  事務局(中嶋) 学習振興グループの中嶋です。私からは公民館要覧により平成 

        ２６年度、平成２７年度の主催事業についてご説明いたします。           

     － 以下公民館要覧に基づき説明 － 

 

   江﨑委員長 はい、ただ今事務局から説明がありましたが何かございますか。 

 

    猿田委員 公民館の管理運営事業の中の寺子屋事業ですが、財団が主催して 

        社会教育課がバックアップするとても良い事業と思います。参加す 

        る子どもたちからも人気があり我々も別の角度から受けさせていた 

        頂いております。特に夏休に３公民館に集って具体的に勉強を教わ 

        ったりと言う中で様々な支援の仕方があると思います。ボランティ 

        アの高校生や大学生が勉強をみてあげておりそれは学習支援になっ 

        ていると思いますが、もう少し主催している財団と社会教育課と学 

        校との３者が内容について連携をしてより効果的に子どもたちに反 

        映出来るようにするのが大事なのではないかと思います。例えば、 

        大学生や高校生が算数を教えた場合で、子どもが学校での教わり方 

        と違うと感じたり、こういうことも起こりがちなので支援の仕方の 

        役割分担を見つめることがより効果的なのではないかと思います。 

        良い事業なので一方で評価した上でですが。 

 

   江﨑委員長 はい。事務局いかがですか。 

 

  事務局(課長) 大変貴重なご意見ありがとうございます。年度初めに校長会、教 

        頭会がありまして、財団の方から寺子屋事業の説明に行っておりま 

        す。そういう中でただ今猿田委員からありました高校生、大学生か 

        ら子どもへの教え方についてのご意見が上がったことを事務局とし 

        てはお話を通したいと思っております。また、調査研究したいと思 

        います。 

 

   江﨑委員長 よろしいですか。他にご意見ございますか。では、公民館につい 

        てはこれで終わりにします。次に印旛郡市社会教育振興大会につい 

        てお願いします。 

 

  事務局(田島) 資料は綴じ込みの印旛郡市社会教育振興大会についてをお出し頂 

        きたいと思います。 

    －以下資料詳細説明と当日のタイムスケジュール及び役割分担について諮るｰ 

 

   江﨑委員長 はい、ご協力頂きます委員さんよろしくお願いします。まだ若干 

        余裕もあるようですのでご近所ＰＲなどもよろしくお願いします。 

  事務局(課長) 委員長すみません。事務局からですけど、5の報告事項を時間の 
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        配分を考えて後に回させて頂いてますが、議事録と第３７回青少年 

        健全育成推進大会について、ここで報告させて頂きたいと思います 

        がよろしいですか。 

    

   江﨑委員長 はいどうぞ。 

 

  事務局(池田) 池田からご説明します。先ず１点目の第１回の会議録ですが整備 

        にまだ時間がかかりますが出来あがり次第委員さんの方にお送りし 

        まして確認頂きＯＫが出てからご署名頂きたいと思いますのでよろ 

        しくお願いします。それと２点目なんですが先程教育長からもお話 

        がありました７月４日に第３７回青少年健全育成推進大会が無事終 

        りました。最終的に来場者は６６０名でしたのでご報告いたします。 

        ご協力ありがとうございました。以上です。 

 

   江﨑委員長 はい、では以上で会議の方は終わりと言うことで次回の日程につ 

        いてお願いします。 

 

  事務局(池田) 次回の日程ですが、先程の助成金の応募の〆切が１０月１５日で、 

        そのあとの整理等で１１月下旬の週で考えておりますのでその辺で 

        調整を図りたいと思いますがよろしいでしょうか。 

 

   江﨑委員長 はい、１１月の最終週ですね。 

 

－各委員様々な個人予定で意見ある中１１月２４日（火）９時３０分～でまとまる－ 

 

  事務局(池田) 場所についてはまたご通知をさしあげます。 

 

  事務局(課長) 委員長、沖委員の方から何かあるようですが。 

 

   江﨑委員長 はいどうぞ。 

 

     沖委員 －市民ミュージカルの案内と詳細説明－ 

 

   江﨑委員長 －進行大会開会宣言（案）の詳細説明－ 

 

  事務局(池田)  －千葉県福祉教育研究大会他の案内説明と進行大会の 

                    周知の再度のお願い－ 

 

   江﨑委員長 では、終了でよろしいでしょうか。 

 

８ 閉 会 

  事務局(課長) 以上を持ちまして平成２７年度第２回社会教育委員会議を閉会し 

        ます。 

     


