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平成２７年度 第３回社会教育委員会議 会議録 

 

     日 時：平成２７年１１月２４日（火） ９：３０～１１：３５ 

     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 小川治秀 委員 市川正夫 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     

    

   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について 

 ７ そ の 他 

     

 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、私から参加報告をさせて頂きます。 

        ―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 あとで、またその他のところでも設けたいと思います。あと、第 

        ５８回の全国社会教育研究大会と市民文化祭について事務局の方か 

        ら説明があると聞いておりますがよろしいでしょうか。 

 

  事務局(田島） 学習振興グループの田島です。今回の研究大会の事務局となって 

        おります。お手元の協賛金のお願いの資料をご覧頂きたいと思いま 

        す。私どもの印旛管内と千葉市が 1つのブロックになりまして開会 

        式のアトラクション、大会行事、講演会、シンポジウムなどを担当 

        する予定です。今、実行委員として江崎委員長に会議等出席頂き大 

        会事務を進めている状況です。先程、委員長からも有りましたが皆 

        様の支援無くしては成功できないので、今年度であらかたどの位の 

        資金が集まるのか事務局で把握するために皆様にご協力をお願いす 

        るものです。 

        ―以下資料により説明―  

 

  事務局(課長) 委員長、引き続き市民文化祭についてご説明致します。 

 

   江﨑委員長 はい。お願いします。   

 

  事務局(齋藤) 文化振興グループの齋藤です。私からは市民文化祭についてご報 

        告いたします。お手元に平成２７年度市民文化祭行事参加人数表を 

        お配りさせて頂きました。で、実は１１月３０日に最後の実行委員 

        会がありまして、その際報告されるものについては一部数字が入つ 
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        ておりませんがご了承ください。 

        ―以下資料により説明―  

 

    江﨑委員長 今、事務局から２点、報告がありましたが、全国社会教育研究大 

        会については協賛金、広告料を集めなければなりませんが、プログ 

        ラムの中に広告を出して頂ける団体があれば、是非ともお願いした 

        いと思います。他に何かご質問はございますか。 

 

  吉田(英)委員 市民文化祭については、2,000名の増ということで努力されている 

        ようですが、何か特長的なものとかは？    

   

   江﨑委員長 事務局お願いします。  

 

  事務局(石川) 文化振興グループの石川です。今年度実行委員さんも参加者を増 

        やすべくご尽力頂き、１階のホワイエで学びの広場を行なっている 

        団体が集まって、遊びの広場と言う子ども向けの体験学習を玄関前 

        広場で行ないました。そのようなことでお子さんの参加者が増えた 

        ようです。 

 

  事務局(課長) その件に関して、ここに居られる社会教育委員の猿田委員さんに  

        は四街道市レクリエーション協会のセクションで、ただ今石川から 

        お話有りましたとおり、精力的に活動頂きまして感謝申し上げます。 

        11月 3日は文化祭ピークの日ですが、天気が回復し、玄関前での魚 

        釣りなどゲーム大会でお子さんと保護者の方が多く集まりました。 

 

    猿田委員 今お話が出ましたので補足致しますが、今回初めて遊びの広場を 

                やってみました。今までは、団体がそれぞれの持分でやっており、 

        そこを、子ども達が回っていたのですがそれぞれの道具を持ち寄っ 

        て行なったので数は数え切れなかったのですが実際にはこの数より 

        多いのではないかと思います。それと、もう 1つ良かったのは参加 

        団体講師の交流が深まったことだと思います。ご協力ありがとうご 

        ざいました。 

 

   江﨑委員長 はい、他にございますか。なければ議題に入ります。四街道市芸 

        術文化振興助成金について事務局から説明をお願いします。 

 

６ 議 題 

   

  事務局(齋藤) 文化振興グループの齋藤です。お手元に配布いたしました資料に 

        基づきまして説明いたします。1枚目の資料、平成 22年度から 27年 

        度までの実績を参考までにまとめたものです。2枚目以降が今回の応 

        募に係るものです。これにつきましては 9月 15日から 10月 14日の 

        間で広報、ホームページで募集いたしました。その結果、1件の応募 

        がございました。              
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        ―以下資料により説明― 

        以上、審査基準第 8条によりご審議をお願いします。 

 

   江﨑委員長 ご意見を頂く時に 1つお願いがあります。ご意見を出すときは先 

        ず結論をお願いします。結局どちらなのか最後までわからない場合 

        がありますので、そのあとにその理由についてお願いします。では 

        今、事務局から説明がありましたが何かご質問はございますか。 

 

  吉田(英)委員 質問なんですが、この団体は 35周年とありますが過去にはありま 

        すか。 

 

   江﨑委員長 はい、過去にとありましたが。 

 

  事務局(課長) この琴宏流、千葉支部では過去にはございません。で、資料の№1 

        にありますように 23年度に琴宏流四街道支部での 30周年記念演奏 

        会がございます。 

 

   江﨑委員長 23年度に四街道支部として 30周年の演奏会で申請助成している、 

        千葉支部としては今回初めてと言うことですね。 

 

  吉田(英)委員 千葉市でやったときもこちらに申請があったんですか。 

 

  事務局(齋藤) 千葉市でやったことはないです。確認ですけど、今回申請があが 

        っているのは琴宏流千葉支部と言う名称で、過去に 23年度に上がっ 

        てきているのは同じ琴宏流の四街道支部です。で代表者は同じ方な  

        のですが実施しております。 

 

   江﨑委員長 よろしいですか。四街道支部の名称で 23年度助成しており、今回 

        千葉支部の名称で申請しているが代表者は同じと言うことです。 

        他にご質問はございますか。 

 

     沖委員 17ページの琴千会の歩みを見ますと 1991年に 10周年、1996年に 

        15周年、1999年に 18周年、2001年に 20周年と、また、2000年に 

        20周年全国大会などとありますが、これについては助成金活動はあ 

        ったんでしょうか。 

  

   江﨑委員長 はい、事務局いかがですかね。 

                

  事務局(齋藤) はい、助成金の利用はありません。 

 

    江﨑委員長 そう言う申請がなかったと…、他にございますか。 

 

    猿田委員 この名簿を見ますと市内 75名の市外 1名とありますがこれは四街 

        道市内が 75名で四街道市外が 1名と言うことですね。 
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  事務局(齋藤) はい、その通りです。 

 

   江﨑委員長 18ページ、手書きの名簿がありますが 76名中 1名を除き四街道 

        市内と言うことですね。他にございますか。 

 

  事務局(齋藤) 社会教育課としましては受付時点では名称が違っておりましたの 

        で別の団体として判断して受け付けたのですが 23年度の過去の名簿 

        と付け合せるとその際の名簿が 99名で今回が 76名、実際には大半 

        が重複しており、その事実が大分経ってから判ったものですからそ  

        の辺も含めて今回ご審査頂くものです。 

 

   江﨑委員長 23年度の際は 99名全員が四街道市内？ 

 

  事務局(齋藤) はいそうです。 

 

   江﨑委員長 今回は 1 人だけ千葉市、ただ名称は千葉支部と言うことですよね。 

            使い分けているんですかね。 

 

  事務局(石川) 千葉支部と四街道支部は会としては別に活動しております。会員 

        の方で重複される方もいるんですが、四街道支部は四街道で活動し 

        ていて、千葉支部は 1名が市外ですが、主催者の柳川先生の門戸を 

        広く設けたいと言う方針で作られたのが千葉支部です。 

 

   江﨑委員長 会員はどの位重複しているのですか。 

 

  事務局(石川) はい、おおよそ今回の 76 名中で 3 分の 2 程度が重複しております。 

    

   江﨑委員長 千葉支部の 3分の 2程度の方が四街道支部に名を連ねているとい 

        う事実、それから趣旨が千葉支部として広げるため活動範囲が広い 

        のでそう言うことですか。 

    

  吉田(英)委員 四街道支部と千葉支部の審査基準は共通なのですか。 

 

  事務局(齋藤) 同じです。  

  

  吉田(義)委員 ちょっと事務方の説明に違和感があるのですが、つまり先程の説 

        明では四街道支部が先にあって門戸を広げるために千葉支部が出来  

        たと、しかし、会の歩み、会則を見ると 1989年に千葉支部が出来て 

        いてその後に四街道支部と思えるのですがその辺いかがでしょうか。 

      

   江﨑委員長 ただ今の吉田委員の疑問にはいかがでしょうか。 

 

  事務局(石川) 17ページをご覧ください。四街道支部は 1982年琴千会の前身であ 
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        るさくら会として活動が開始され、その後 1989年に琴千会千葉支部 

        ががスタートしました。従って前身を含めると四街道支部の方が先 

        に活動していたと言うことになります。 

 

   江﨑委員長 はい、17ページの資料のとおり四街道支部が先と言うことですが 

        いかがでしょうか。 

 

   吉田(義)委員 はい、前身を含めて四街道支部の方が先と言うことで了解です。 

 

   江﨑委員長 他にございませんか。 はい。 

 

     森委員 四街道支部と千葉支部では審査するときの基準はないんですか。 

        前回 23年度に四街道支部で申請してなぜ今回千葉支部なのでしょう 

        か。一般市民の感覚としてよくわからないのですが何か理由がある 

        のでしょうか。違和感があるんですが。   

      

   江﨑委員長 大元は同じで会員も重複していて違和感があると…。 

 

  事務局(課長) 前回、第 2回の社会教育委員会議で要綱と審査基準についてご審 

        議頂き、決定しております。で、資料の 8ページ第 4条第 1項（2） 

        で記念事業、周年事業はおおむね 10周年以上とあります。この辺で 

        団体は申請をされたと思いますが、四街道の場合周年では該当出来   

        ないので千葉支部での申請かと思われます。従ってその辺も含めた  

        中で皆さんにご審議頂くものです。 

 

   江﨑委員長 ただ今、事務局から説明がありましたが四街道支部で申請した場 

        合却下されてしまうので、千葉支部で申請してきたと言う云々はあ 

        くまでも事務局の想像ですよね。あくまでも中立の立場で規則に法 

        り審議に委ねるという説明です。 

               

    原名委員 だとすると、5年前に四街道支部が 30周年で 5年後に千葉支部の 

        35 周年ときれいに周年に合うのもちょっと首をかしげてしまいます。 

 

    吉田(英)委員 １つの団体が 10周年以上であれば申請して却下されるかはともか 

        くその都度出来ると言うことですかね。    

 

  事務局(齋藤) 2001年に 20周年をやっておりますので、計算上は来年 35周年に 

        なります。 

 

    原名委員 四街道支部は 5年前に 30周年をやっているんですよね。 

 

  事務局(齋藤) ですから、今回は千葉支部の 35周年の申請です。 

   

  事務局(課長) 先程の原名委員のご質問ですが、四街道支部は 23年度に助成して 
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        それ以前は助成金の支払いはございません。で今回千葉支部は別と  

        判断して受け付けておりますので、それを皆さんにご審議頂きたい 

        と思います。 

 

   江﨑委員長 はい、では他にご意見はございませんか。結論を出さなければな 

        りません。事務局としてもＯＫならばこの団体からもどうこうはな 

        いと思いますが、却下した場合、その理由を説明しなければなりま 

        せんよね。今までのご意見ご質問の中では違和感があるという方が 

        多いようですが…。 

 

  事務局(課長) 皆さんのご意見を聞いて私達としては今回は許可しないとなる理 

        由については申請の代表者が同じであり、メンバーの方達の多くが 

        重複すると、また活動はほとんど同じであって 23年度に四街道支部 

        で助成を出しておりますので、概ね 10年とするなら今回は無理と言 

        わざるを得ないという判断理由になるかと思います。 

 

     森委員 いつも八木原サロンという千代田地区でこの方達に演奏して頂い 

        ているんですね。いつも協力頂いておりますし、やる気をもっと 

        持たせてあげたい人達ですし…ちょうど真ん中の周年なので迷って 

        しまいます。ごめんなさい、先に賛成かどうかを言わなければいけ 

        ないのですが。賛成のような気もしますけど。 

  

  吉田(英)委員 違和感ということで質問が出ておりますが四街道支部、千葉支部 

        の名称を変えているのは、もし四街道支部で申請した場合、23年度 

        で助成を受けており、通り難いかなということで千葉支部で申請し 

        ているのかもしれませんし、ただ先程の話で 3分の 2以上の四街道 

        市民が居るわけでしょう。ですから申請資格は成立するのではない 

        でしょうか。判断要件を見ますとこれは記念事業ですから総合的に 

        見れば私は良いのではないかと思います。それと、この申請は 9月 

        から 10月の期間の広報から出てきた申請ですよね。 

 

  事務局(課長) はい、そうです。 

 

  吉田(英)委員  これからも申請は出てくる可能性はあるんでしょうか。 

 

  事務局(齋藤) 今回 9月 15日から募集をかけたんですが、この申請が○か×かは 

        別としてこの 1件という状況ですので、それと説明が遅れましたが 

        1月 15日から追加募集を行ないます。      

  

  吉田(英)委員 結論は年度内の全ての申請が出てからの判断で回答ですか。 

        それとも今回の申請は追加募集の前に回答するんですか。   

     

  事務局(課長) 通常では第 3 回の社会教育委員会議をもって申請者に回答します。 
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    原名委員 質問というか、結果は何とも言えないんですが、ここで何周年と 

        か千葉市だ四街道市だを考える時に何が問題なのかと言うと 5周年 

        10周年 15周年 20周年と、その度に出すのかと言うのが毎回問題に 

        なっていてそこが引っかかるところで、名称をちょっと変えて 5年 

        後に出せるのかと言うことではないでしょうか。あとはクリアして 

        いると思います。活動としても出してあげたいという気持ちはあり 

        ますがそれをしてしまうと今までの話し合いが台無しになってしま 

        うと思うんです。 

 

   江﨑委員長 はい、本質的な指摘がございました。 

       

    仲田委員 全体的に財政的に厳しい中で 20万円とかを出すと言うのは恵まれ 

        ていると思うんですね。活動を盛り上げていきたいという気持ちは 

        とても分かるんですけど現場では凄く厳しい財政状況の中で働いて 

        いる人もたくさんいるわけですよね。毎年大体 3件位申請を受けて 

        いるかと思うんですですが、全体の予算を市としてはどの位の年数 

        で消化されて、今後どういう見通しで進めていくのか、今回のよう 

        に周年の問題で引っかかることによって申請が出てこなくて活性化 

        も出来ないとなるとそれはまた問題ですし、その辺の考え方はどう 

        なんでしょうか。 

 

   江﨑委員長 これ、基金の取り崩しをしているんですよね。 

 

   事務局(課長) はい、そうでございます。予算は 3800 万円から 3900 万円位です。 

        で、審査基準と照らし最大で 50万円の助成です。先程の原名委員か 

        らありました周年事業については先ず 10年なんですが最大で 20万 

        円、その他の企画事業については最大で 50万円です。そういう中で 

        通常は 3から 4事業の申請があり毎年審査しておりますが、今回は 

        たまたま募集でこの 1申請しかこなかったということです。ですか 

        ら見通しといっても基金ですので、その都度の申請によります。 

 

   江﨑委員長 ふるさと創生事業の際の、5000万円の基金事業ですよね。で利子 

        がついてその利子でうまく運用するというのが趣旨だったと思うの 

        ですが、今は利子はほとんどなく原資を食いつぶしている状況です 

        ね。今回 20万円拠出すれば今後予算が先細りしていくのは間違いな 

        いです。ですから今回助成しなければ次年度に持ち越していくこと 

        になります。 

 

   吉田(義)委員 状況をお伺いしたいんですが、事業の記録費用については助成の 

        対象になると伺っておりましたが、今回の事業が音楽系ということ 

        で健常な方だけでなく、目の不自由な方、障害のある方もおられる 

        と思いますので、そうであれば、音源だけとか、また映像などの記 

        録を残しメディアを提出して頂きたいということを私は前回の会議 

        でもお話しましたが、そういったことの指導を窓口ではされている 
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        のかお伺いします。 

 

   江﨑委員長 内容についてですね。 

 

  事務局(石川) 今までの申請団体の例なども含めまして音源を取って提出して頂 

        くよう説明いたしました。会としてはまだ検討段階なので、今回の 

        予算には入っておりません。以上です。 

 

   江﨑委員長 はい、要望はしてあると。 

 

  吉田(義)委員 せっかく 20万円の助成をするのであれば、当日その場に行けない 

        方でも例えば公共の図書館に教育委員会経由で音源とか映像が提出 

        されていれば役に立つなと思いまして状況を聞かせて頂きました。 

 

   江﨑委員長 では、大分時間も経過しております。周年行事の助成について本 

        質的なところでご意見がありました。30周年で平成 23年度に四街道 

        支部として助成を受けて今度は名前を変えて 3分の 2の会員が重複 

        しているということで千葉支部で 35周年の申請ということです。 

        この扱いについてどうするかと言うことですが、迷っておられる方 

        もいらっしゃいます。私もどうしようかと思います。委員長が決め 

        る話ではないので皆さんの総意で決めたいと思います。 

               

   吉田(英)委員 参考までに全員が他市民である場合の申請資格はあるんですか。 

 

  事務局(齋藤) それはだめです。  

 

   江﨑委員長 どうしましょう。多数決ですか。 

 

  吉田(英)委員 四街道市民プラス他市民であれば資格はあるんですか。 

 

  事務局(齋藤) はい有ります。 

 

    木戸委員 収支の方を見ますと、楽してやっているような気がするんですよ。 

        支出のところで宗家へ 30万円、講師への謝金が 15万円、また会議 

        費に 24万円と、こういうところをもう少し節約すればと思います。 

        どうでしょうか。助成金を当てにし過ぎではないでしょうか。 

 

  事務局(課長) 貴重なご意見ありがとうございます。私達事務局としては助成対 

        象経費と助成対象外経費を分けて見ております。 

 

   江﨑委員長 いかが致しましょうか。認めても良いのではという意見もありま 

        したし、ちょっとこれはという意見もあります。 

 

     沖委員 審査基準で教室とか個人はだめというとことがありますけど、宗 
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        家家元制度のお稽古事にも該当するのかとも思うのですが…。   

 
          

  事務局(課長) 委員長、先程齋藤リーダーからもお話ししましたが、このあと追 

        加募集がございますので、それと一緒に第 4回の社会教育委員会議 

        がありますので、協議中ということで審議を継続するということは 

        可能でございます。先送りということが。 

 

   江﨑委員長 はい、先送りするという場合には、問題点を明確にした上で先に 

        進まないとまた堂々巡りになってしまいますので、どんな点が問題 

        かを明らかにしないといけないと思いますが。はいどうぞ。 

 

    坂東委員 事務局の提案が公平中立ということで何でも取り入れることは大 

        切なことだと思うんですが、審査基準と照らしてどこがどうなって 

        どういう問題があるかということをきちんと捉えて団体と折衝して  

        いるかプロセスが見えてこないんですよ。先程、委員長がおっしゃ 

        ってた想像出来るということは、きちんと確かめておかなければい 

        けないと思うんです。その辺が曖昧なので皆さんの意見が分かれる。 

        色々な考え方がありますから、私も事務をしていたのでわかるので 

         すが、審査する側は審査基準以外無いので、想像が入る余地は全く 

                無いはずなんですよ。ですから事務局、審査基準に照らし厳しく判  

                断されていないと思います。それを勘ぐって団体に聞くのは事務局 

        の仕事なので今度また提案されるということですのでお願いします。 

 

   江﨑委員長 ありがとうございます。 

 

  事務局(課長) 委員おっしゃるとおりでございます。第 4回ではきっちり事務局 

        で説明できるように致します。 

             

   江﨑委員長 ぜひとも申請者に云って頂きたいのは、貴重な予算の中で 20万円 

        を助成するわけですから、以前 23年度に 30周年で助成しており、 

        今回千葉支部という名前で申請されるにつき委員からは疑問点が出 

        ており、本質的なところでは 10年が区切りであろうと、これは委員 

        会としてもしっかり堅持したい、また支出内容についても厳しい意 

        見があったと…このあたりをきっちり質して頂きたいと思いますが 

        よろしいでしょうか。でないと次回も前へ進まないので…。 

         

  事務局(課長) はいわかりました。 

 

   江﨑委員長 はい、これについてはよろしいですか。第 4回でということで、 

        また別件が出てくる可能性もありますので、ではそのようにさせて 

        頂きます。他にございますか。 

 

     沖委員 先程、委員長から助成金の源が文化振興基金の 5000万円でそれを 
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        切り崩している現状というお話をされましたが、で社会福祉協議会 

        では募金を絶えずやっておりますよね。それと同じように文化振興 

        基金も募金というのはどうなんでしょうか。昔ですが広報で見た記 

        憶もあるのですが、絶えず募金を呼びかけないといずれ基金が底を 

        ついてしまうと思うのですがいかがですか。これは提案ですけど。 

    

   江﨑委員長 これについてはいかがでしょう。 

 

  事務局(課長) はい、文化振興基金の募金については出来ません。あとは別の形 

        での募金ということでそれは調査してみますが財政上出来ません。  

 

   江﨑委員長 基金は基金としてそこへ補填することは出来ないということです 

        ね。また財務規則上別会計であると。 

 

     沖委員 別枠でも何か考えてみたいと思いました。    

 

  事務局(課長) ちょっと調べてみますが、寄付金とかになると思います。 

 

   江﨑委員長 調べて頂けるということで、若干まだ時間がありますので、他に 

        なにかございますか。 

 

    坂東委員 この基金につきましては私が事務局をしていた当時に出来たもの 

        です。ふるさと創生事業の 1 億円の内の半分は四街道市の行政資料、 

        フィルムにまとめたもの、残りの 5000万円が基金です。この基金と 

        いうのは利息で資金を出していくものですが、長年経って基金条例 

        の扱い方が現状に合っているか、その辺を市として減っていくのを 

        眺めているだけでなく 5000万円に少しでも近づけるよう積極的に努 

        力をして欲しいですし、先程の提案は凄く良い提案だと思います。 

課長から寄付行為は良いんじゃないかというお話がありましたが、

財政当局とも協議頂きたいと思います。 

 

  吉田(英)委員 過去にも話題に上りましたが、この基金が減少していく方向であ 

        ることの話は市全体には伝わっているんでしょうか。将来的にどう 

        したら良いかということを。       

       

  事務局(課長) それは、毎年財政に報告しておりますし、市長、副市長、教育長 

        当然承知しております。坂東委員がおっしゃっていた基金の見直し 

        につきましては経営改革会議、財政検討会議に諮っております。 

 

  吉田(英)委員 利息が潤沢に付いた時代がありましたけど、基金の発足時には将 

        来的にはそれでやっていけると、基金がなくなったらこの事業は終 

        わりとそういう話になっているんですか。       

      

    事務局(課長) 私はそちらの会議には出席しておりませんので、そういう方向か 
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        どうかは…。 

 

 

  吉田(英)委員 だけれどこういう時代になって、これだけ実績をあげていれば何 

        か財政措置を取って継続出来るような要望が社会教育委員から出て 

        ましたよということを伝えてください。  

 

    事務局(課長) 福祉の方については一度それを繰り入れて方向性を考えているら 

        しいんですが、うちの方もそういう意見が出ておりますので調査検 

        討させてください。 

 

   江﨑委員長 ありがとうございます。はいどうぞ。 

 

    仲田委員 ふるさと創生事業の 1億円の半分は行政資料で残りの半分は何に 

        使うかは各市に委ねられているんですか。 

   

    坂東委員 ええ、そうです。各市によって違います。   

 

    仲田委員 四街道市の場合は決まっているんですか。 

 

  事務局(課長) 市で決定しております。 

   

      仲田委員 それ以外には使えないのですか。 

 

     坂東委員 そのときに基金の管理を教育委員会に委ねられました。それ以外  

        には使えないです。 

 

    仲田委員 わかりました。    

 

    猿田委員 財政難の時代なので、もちろん無駄遣いはいけませんが、やはり 

        四街道市の文化を育てていく、あるいは文化を保障し、支えていく 

        助成制度は大切で残していくのが大事であり今後対策を講じていか 

        なければなりませんがその意味でも文化振興には大変大きな意味を 

        持っていると思います。 

 

    江﨑委員長 はい、大事なお金であることはもう間違いないところです。 

        それでは、時間も経過しておりますので、７のその他に移ります。 

 

７ その他 

 

  事務局(池田) 次回の社会教育委員会議の日程について決めたいと思います。 

        例年ですと２月の第４週となりますが…。 

 

―各委員様々な予定の意見の中、２月２２日又は２４日９時３０分～でまとまる。― 
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    江﨑委員長 では、他にございますか。配布物などもありますが…。 

 

    猿田委員 ―四街道市レクリエーション協会のクリスマス会、 

          わくわく市民活動フェスタ案内と詳細説明― 

 

     窪委員 ―通学合宿実行委員会での結果と詳細の説明―  

 

    木戸委員 ―更生保護助成会の広報誌と詳細説明― 

 

    西岡委員 ―文化芸術フォーラムの案内と詳細説明― 

 

  事務局(田島) ―１２月の人権週間に関連し案内と詳細説明― 

 

８ 閉 会 

 

   江﨑委員長 以上を持ちまして第３回社会教育委員会議を終了します。 

     

    

 

 

 
               

 

 

 
                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


