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 平成２７年度 第４回社会教育委員会議 会議録 

 

     日 時：平成２８年２月２２日（月） ９：３０～１１：１５ 

     場 所：四街道市保健センター３階第２会議室 

 

出席者 委員 江﨑俊夫 委員長 窪ケイ子 副委員長  

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    小川治秀 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 

   ・ 平成２８年度予算概要(案)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、私から委員長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。後もう１点報告事項がありますの 

         でこちらについては窪副委員長よりお願いします。 

 

   窪副委員長 はい、印旛郡市社会教育委員連絡協議会の研修会に委員長の代理 

        で参加しておりますので報告致します。 

        ―以下資料(研修会報告)により説明― 

   

    江﨑委員長 他に皆様から報告などございますか。ただ今私を含め２名からご 

        説明致しましたが何か質問などございますか。 

 

      全員 なし 

 

   江﨑委員長 全国社会教育研究大会につきましては、あとでまた事務局の方か 

        らの補足で質問があればお願いしたいと思います。では議題に移り 

        ます。次第６（1）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）文化振興グループリーダーの齋藤です。 次第の６につきまして私 

        から説明いたします。資料の１としてご用意しております。先ず前 

        回ご説明しましたとおり１月１５日から２月４日の期間で市の広報 

        紙とホームページ等により芸術文化振興助成金の追加募集を行いま 

        したが、残念ながら新たな申請はありませんでした。また、前回の 

        第３回社会教育委員会議から継続審議となっておりました、資料１ 

        にあります、大正琴琴宏流琴千会千葉支部 35周年記念演奏会に対す 

        る助成金につきましては、社会教育課と琴千会さんと疑義となって  

        いた点についてあらためて協議をさせて頂きましたが、琴千会さん 
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        から申請を取り下げるという申し出がございました。今回受付け時 

        の対応で若干混乱が生じてしまいましたが、今後につきましてはよ 

        り調査、精査に努めていきたいと思っております。説明については 

        以上です。 

 

   江﨑委員長 はい。ただ今の件につきましてご意見ご質問はありますか。前回 

        問題となった案件については取り下げということです。 

 

      全員 異議なし 

 

７ その他 

    

      江﨑委員長 では次にその他になりますが、平成２８年度予算概要（案）につ 

        いてお願いします。 

 

  事務局(課長) はい、この後第１回市議会定例会が開催されます。従いましてお 

        配りした平成２８年度予算概要（案）については、この会議が終了 

        しましたら回収させて頂きますことをご了承ください。それでは、 

        私からは教育費全体予算と社会教育課の額についてお話して、その 

        後各事業でリーダーから説明させて頂きます。最初に教育費全体の 

        予算額でこちらには明示されておりませんが、2,603,944,000円で 

        前年度 27年度との比較で 4,340,841,000円から 1,736,897,000円、 

        28年度は教育費全体で 40％の減額となっております。但しこちらに 

        ついては、27年度に大規模な小中学校の空調設備設置工事や栗山小 

        学校の工事などがあり、教育費全体のものであります。社会教育課 

        の所管としては社会教育総務費の予算項目になりますが、28年度 

        107,484,000円、27年度は 123,166,000円で差額は 15,682,000円、 

        社会教育総務費としては 12.7％の減額となっております。減額につ 

        いては全体の額でありまして、放課後子ども教室推進事業などにつ 

        きましては、294,000円の増額になっております。これまで 3団体に 

        委託して開設していたものが新たに 28年度 1団体を加える予定で、 

        このように増額のものもあります。全体としては、12番の市民文化 

        祭事業で前年度事業費から 524,000円の減額となっております。ま 

        た 15番公民館管理運営事業についても減額となっておりますが今ま 

        でこちらで主催事業を持っていたものを管理と主催を一括とするも 

        のです。あと、18番の埋蔵文化財発掘調査事業についても前年度事 

        業との比で 774,000円の減額です。経常経費の削減の取り組みの中 

        でこのようになっております。詳細については各リーダーからご説 

        明致します。 

 

  事務局(池田) 学習振興グループの池田です。NO.1からグループの各事業につい 

                てご説明致します。―以下資料(平成 28年度予算概要)により説明―  

 

  事務局(齋藤) 文化振興グループの齋藤です。私からは文化振興グループの事業 



 

4 

        と文化財グループ関係についてご説明致します。 

            ―以下資料(平成 28年度予算概要)により説明―  

    

  事務局(課長) 28年度の当初予算編成にあたって、全庁的に掲げられたのが 3億 

        円の減額です。但しこれは経常経費の中です。そこで全庁あげて総 

        点検を行なうよう職員への指示がありました。先ほど 12.7％の減額 

        と申し上げましたが、全庁的には他の部署でもっと削減されている 

        ところもあります。なお且つゼロ査定もかなりありまして、この場 

        でお話することではないかもしれませんが、復活要求するなど予算 

        確保のために私どもも本当に努力致しましたのでお話させて頂きま 

        した。 

 

   江﨑委員長 はい、ただ今事務局から案ということでご説明がありました。 

        これはあくまでも内示ということで議会に上程されて可決されれば 

        来年度の予算になるということですが何かご意見ご質問はございま 

        すか。  

 

  吉田(英)委員 先ほど教育長さんのご挨拶でも非常に財政が厳しいとありました 

        し、市長部局の財政が厳しければ、当然削減が前提で組まなければ 

        ならないと思いますので、致し方ないと理解できます。 

 

   江﨑委員長 予算に関わることでご意見ございますか。 

 

     沖委員 15番の公民館管理運営事業についてです。いつも公民館のホール 

        を使う音楽団体からよく出る意見なのですが、ホールの舞台が使え 

        ないということです。舞台は使わずホール全体を使うので客席が減 

        るんですよね。舞台が使えれば 200席使えるのですが、なぜかと言 

        うと舞台の音響がホール全体に届くシステムになっていないので舞 

        台が音を吸収してしまって客席に反響しないんですよ。で、市内で 

        生演奏などができるところがとても少なく、公民館が無料という点 

        はあるのですが、それは別として公民館で出来るようにしてもらい 

        たいのですが。そんなに莫大なお金がかかることはないと思うんで 

        すよね。もし無理であれば寄付を募るとかで改修するという余地は 

        ないんでしょうか。 

 

   江﨑委員長 はい、ただ今のご意見は公民館で生演奏が出来ないので改修をし 

        てもらいたいと言うご要望ですよね。で、それについては予算がつ 

        かないのであれば寄付を募って出来ないかという趣旨のご質問でよ  

        ろしいでしょうか。  

 

     沖委員 はい。 

 

  事務局(課長) はい、寄付如何こうは、ともかく要望としては賜りたいと思いま 

        す。但し、先ず総合基本計画があるうえでの実施計画があります。 
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        先程、経常経費でお話しましたが必ず支出するものがあり、これが 

        経常経費であり、総合計画案にあるものが政策経費となります。そ 

        れは 10年、20年の中に随時組み入れていかなければなりません。 

        四街道公民館の工事改修については既に終っており、この計画の中 

        には入っておりません。ホール自体の修繕は入っていないんですね。 

        ということは今後、進めていこうとするならば計画に組み入れなけ 

        ればならず、私たちも努力していくことになります。建物自体は市 

        の管理になりますのですが要望として引き続きあげていくことにな 

        ります。但し、今のお話の音楽関係、芸術関係から寄付を募りたい 

        ということであれば、これは別に市長部局に伝えていきたいと思い 

        ます。 

 

     森委員 お祭りなどでは舞台は利用していないんですか。コーラスとか音 

        楽団体などはいつも使っているように見てましたが…。 

 

     沖委員 使えるものと使えないものがありまして、コーラス団体、演奏会 

        などは客席を使ってます。ダンスなどはマイクを使って舞台で出来 

        るんですが、先程も言いましたとおり生声などは舞台では出来ない 

        んです。   

 

     森委員 千代田公民館の公民館まつりを見に行くんですが、いつもコーラ 

        スなど舞台でやっているのを見ていますので四街道公民館もそうだ 

        と思っていましたし、そういうことがあるとは思いませんでした。 

        プロフェッショナルな方からだと反響しないとかなのかもしれませ 

        んが、一般市民からもそういう声もなく、なので総合計画にもあが 

        らなかったのではないでしょうか。 

 

   江﨑委員長 はい、ただ今の沖委員さんから舞台での生演奏が出来ないという 

        ことでの改修の要望は事務局では受け止めてよろしいんですか。    

 

  事務局(課長) はい、基本目標があります。その中に社会教育施設の整備という 

        項目が２１番にあります。そこでは公民館の整備充実というものが 

        謳われております。読み上げますと「老朽化した公民館の設備改修  

        などにより快適な環境整備を行なうとともに指定管理者と円滑な管 

        理運営をおこなう」ということなのですね。ですから決してやらな 

        いということではなく、要望として受けさせて頂きます。但し、何 

        時、何年後までに出来ることではないのであらためてお答えさせて   

        頂きます。それと委員長、先程、20年と申し上げてしまいましたが 

        総合計画は 10年であり、さらに前期後期の 5年でその中で見直しを 

        行なっております。お詫びして訂正いたします。 

 

   江﨑委員長 この件についてはよろしいですか、 

 

     沖委員 はい、わかりました。 
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   江﨑委員長 他にございますか。 

 

    猿田委員 はい、先程の課長からのお話で復活の折衝とても大変だったと思 

        います。限られた予算の中でのご努力に感謝申し上げます。私達、 

        公民館を使わせて頂いている立場なのですが指定管理している財団 

        と社教が綿密に連携しており、限られた予算の中で、財団への事業 

        へ少しづつ移行していったり工夫が見られ、また話合いの場が頻繁 

        にされていることを洩れ聞いておりました。今の沖さんのご要望に  

        ついてもすぐに出来ることではないと思いますが耳を傾けて頂き財 

        団も教育委員会もさらに連携を密にしていっていただけたらと感謝 

        とともに要望いたします。 

       

   江﨑委員長 他にございますか。        

 

     沖委員 公民館の使用料を取るような話を聞いているのですが…。 

 

   江﨑委員長 はい。使用料ですね。  

 

  事務局(課長) 昨年の 4月以降に市の内部で経営改革会議というものが設置され 

        ました。その中で先程も経常経費についてお話しましたが、経常収 

        支の具体的な改善策の話が出てきております。決定ではないのです 

        が、31年度に手数料、使用料を見直す予定です。で、他の自治体に 

        ついても実際に取っている自治体はあり、ですから四街道も、まだ 

        具体的ではないのですが今後その方向で進んでいくことにはなりま 

        す。  

 

   江﨑委員長 時期ははっきりしないけど見直す方向であるということですね。 

        他には、はいどうぞ。 

 

     沖委員 昨年の 10月と 12月に四街道市の建物の老朽化改修委員会という 

        のがありまして、それに 6人が参加したのですが全員が使用料を取 

        ることには賛成だったんです。で、千葉市や佐倉市の施設を使って 

        いる方が多くて、珍しく四街道は使用料を取っていないので受益者 

        負担で良いのではと思います。 

      

   江﨑委員長 他では取っている所があると…他にはございますか、はいどうぞ。 

 

  事務局(課長) 28年度に入って第 1回の社会教育委員会議がありますが、その時 

        に事業計画と確定した予算については事務局で説明していきたいと 

        思います。  

 

   江﨑委員長 予算についてはよろしいでしょうか。では、確定した予算につい 

        ては新年度の会議の中で示されるということですので、以上で終わ 
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        ります。次にその他でお願いします。はいどうぞ。  

 

  吉田(英)委員 埋蔵文化財発掘事業に関連するかわかりませんが、先日、千葉県 

        教育振興財団の栗田則久さんという方が来て、3万 5千年前の旧石器 

        時代千葉県に最初に住んだのは四街道市であると云う趣旨のお話を 

        していて、色々な文化財が発掘されているのですが四街道市には博 

        物館がなくてあちらこちらに預けていると…周辺の八街市などには 

        博物館的なものがあるのに四街道にはないので、市の方に働きかけ 

        てはどうですかという話がありました。社会教育委員会議でお話し 

        てよいものか判らなかったのですが、如何でしょうか。 

  

  事務局(課長) 実は、四街道市郷土歴史館設立期成会という団体が 27年度に設立 

        され、補助金を受けて活動しております。只今、吉田委員がおっし 

        ゃったように市内に歴史資料館をと動いております。活動としては 

        講演会を年 3回開催し、資料館設立の気運を盛り上げようとしてお 

        ります。社会教育課の関わりとしては講演会のお知らせ、子ども達 

        の学習講座のお知らせなど行なっております。で、28年度も継続し 

        て行ない、予定としては四街道市の歴史を市政だよりでご紹介する 

        事を計画しております。  

 

    江﨑委員長 事務局の方でも把握しているようですね。はいどうぞ。 

 

  事務局(齋藤) 期成会についてはただ今課長からあったとおりですが先程吉田委 

        員からありました栗田先生のお話と、四街道が特別に多く資料をも 

        っているということでは何ともいえません。ただ言える事は発掘調 

        査というのは、そもそも開発に伴ってそこの遺跡が無くなってしま 

        うので、例えば道路を造るとか宅地造成するなどの事前調査であっ 

        て全国で行なわれている発掘調査のほぼ 99％はこのかたちです。 

        学術的調査はほんの 1％に過ぎません。で、四街道では URの事業で 

        物井、美しが丘など大規模な住宅造成が多かったという経緯があり 

        その結果、過去大規模発掘調査により多く遺物も出てきています。 

        URの事業は国に準ずる事業ですから県の調査組織が調査をし、その  

        調査結果は県が資料を保管しますので四街道の市民が直接目にする 

        機会が少ないというのも事実かと思います。 結果そうなっていると 

        いうことでご理解いただければと思います。 

 

   吉田(英)委員 市民の皆さんも講演会などを企画しているようですよね。八木原

小 

        の空教室などを記念資料室でしょうか。栗田さんも退職して今まで 

        自分が専門でやってきたことの知識で恩返しをしたいと熱っぽく話 

        されておりましたが。  

      

      

     沖委員 市民の歴史への興味に関連してなんですが、去年の 8月に鹿放ヶ   
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        丘の開拓を主題にしたミュージカルを開かせて頂き、2千人弱のお 

        客様に見て頂きました。その内容は昭和 20年 8月の終戦の前に満蒙 

        開拓で満洲に行かされるはずだった 14歳から 17歳の少年達が鹿放 

        ヶ丘に来て開拓した歴史です。それを脚本化して舞台で演じたとこ 

        ろ大変な反響を頂きました。そこで感じたことは当市は新住民も多 

        く、四街道にこのような歴史があることを知らないのではないかと 

        思います。なので、もっと知ってもらえば郷土への愛着も沸いてく 

        るのではないかと思います。     

 

   江﨑委員長 郷土の歴史についてもっと見直す…学校ではやってますよね。 

        先程、石器時代のお話も有りましたが遺物を保存して公開して市民 

        が見られるようにまた、学校教育でも学習できるよう整備して欲し 

        いと言うご意見ということですね。はいどうぞ。 

 

  事務局(田島) 社会教育の立場でお話させて頂きます。27年度生涯学習のなかの 

        市民大学講座でそのような要望がたくさん出ていることを把握して 

        おります。今年度初めて古代から近現代までの 5時代に分けて専門 

        の先生をお呼びして郷土学習が郷土愛の源になるという事を前もっ 

        てテーマとして進めてまいりました。その結果やはり四街道を知ら 

        なかったという方からの講評が大きく、また出席率も良い講座とな   

        りましたので、今後とも成人教育の中でもそのような郷土に関する 

        講座を充実させていきたいと思っております。また 28年度につきま 

        しても特に興味の多かった時代に焦点を当て提供して行く予定です。 

 

      江﨑委員長 はい、ではこの件についてはよろしいですね。はいどうぞ  

 

     森委員 1月 10日の成人の集いに所用で行けなかったのですけど、で今、 

        成人の集いは実行委員は若い人がやっていますよね。私たちの時代 

        には成人式では必ず選挙に行きましょうという話が出ていたのです 

        が、18歳以上から選挙権が与えられるようになるなか今は成人式で 

        はどのようになっているのかちょっとお聞きしたいんですが。 

 

  事務局(課長) 今年の成人の集いの中では 18歳以上の選挙権云々の話は特にあり 

        ませんでした。但し学校教育の上では今後色々あると思います。     

 

   江﨑委員長 はい、部長さんの方で何かありますか。 

 

    教育部長 はい、新たな形なので、今後小学校、中学校と高校と段階を踏ん 

        だなかで文科省でも少しづつ教育を進めてますし、市でも中学生模 

        擬議会など政治について少しでも身近に考えるよう進めているとこ 

        ろです。 

   

  吉田(英)委員 高等学校では既に授業の中で選挙について取り入れており、選挙 

                の体験活動など行なっているのを見ております。また、私も市の選 
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                挙管理委員会に問い合わせて 18歳以下に引き下げられる関係の講義 

                など行なってもらえるのか、聞いてみたところ大丈夫との返事を頂 

                きました。そのように授業の中で生徒に学ばせる機会はいくらでも 

                あると思います。 

 

   江﨑委員長 はい、これについてはよろしいですか。はいどうぞ。 

  

    事務局(課長) 先程の予算の概要についてですが、全体の事業と減額については 

               お話しましたがこの事業の中だけではわかりにくい部分があるのでご 

               説明致します。15番の公民館の管理運営事業についてですが、経営改 

               革会議のなかで重点取組み項目が有りました。今現在は 3公民館は指 

               定管理をしており、指定管理するものと社会教育課が行なう主催講座 

               とが予算項目にありました。これを、主催講座経営企画会議の方針の 

               中で主催事業を統合するよう指導がありました。そこで私達はそのよ 

               うなものではない、あくまで社会教育法上での位置づけがあり且つ、 

               指定管理を 5年間と定めているのでその管理料の変更はありえないと 

        言う考えでしたが、公民館の主催事業の経費を少しでも削減する方策 

        を考えて欲しいと言う話です。その中で、公民館主催事業で 514,000 

        円を削減したのですがこの主催事業を来年度は現在委託している財団 

               に業務委託し契約を取り交わします。但し、社会教育課長が館長を併 

               任しておりますし、職員も必ず 1名の職員を社会教育課に置きます。 

        あくまでその業務を委託するもので、主催講座は今までどおり変わら 

        ず行います。資料の中では判りづらいのですが、28年度はそのよう 

        にることをご報告いたします。 

 

    江﨑委員長 昨年度の予算の詳しい補足説明ということですね。他にございま 

                せんか。なければその他のその他で。はいどうぞ。 

 

     沖委員 3月 13日文化センターでマッチ売りの少女の市民ミュージカルが 

        行なわれますのでお願いします。 

         －チラシを配り内容説明－    

 

   江﨑委員長 他になければ終わりにします。 

     

  事務局(課長) 次回の開催についてお話します。28年度の第 1回会議についてで 

        すが、6月の予定ですが場合によっては 5月の開催もあり得るかと思 

        いますのでご承知ください。 

 

    猿田委員 振興大会などもあるので 5月でもよいかと思います。 

 

 

８ 閉 会 

 

  事務局(課長) 以上をもちまして第 4回の社会教育委員会議を終了します。 


