
平成 28年度 第 2回四街道市社会教育委員会議 会議録 

 

日時：平成 29年 2月 21日(火) 10時 00分～11時 25分 

場所：四街道市役所第二庁舎 2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）、佐々木猛、市川正夫、吉田英夫、 

        吉田義明、沖雅子、森邦子、猿田重昭、西岡とし子、原名由里子、木戸幸子、

多田謹次、板東佶司 

（事務局） 髙橋信彦教育長、小髙博信部長、内海正憲社会教育課長、齋藤毅主幹、 

       久保木直樹主査、田島衣織社会教育主事兼主査補、石川愛恵主事 

 

１．開会（開会の言葉：内海社会教育課長） 

  定刻となりましたので、これより平成 28年第 2回社会教育委員会議を開催いたします。 

  会議に先立ちまして、本日の出席委員 14名、過半数に達しており、四街道市社会教育 

委員設置条例第 5条第 2項の規定により、本日の会議が成立いたしますことを報告し 

ます。 

        

２．委員長挨拶 

  おはようございます。ご多用の中、お集まりいただきありがとうございます。 

前回の会議は昨年の 5月 31日でした。今年度 2回目となります。 

委員の皆様におかれましては、今年度最後の会議となる予定です。 

任期につきましては今年の 5月 31日までですが、おそらく最後の会議になろうかと思 

います。 

本日の議題は、芸術文化振興助成金の 1件です。審議のほど宜しくお願いいたします。 

その他にて、委員の皆さんからのご意見、お感じになっていること等話し合う場を設け 

たいと思っております。 

報告事項では、私の出席した会議、事業について詳細をお話します。 

  どうぞ宜しくお願いいたします。 

 

３．教育長挨拶 

おはようございます。平成 27年 6月に委嘱をさせていただいてから、約 1年 8ヶ月が 

経過しました。 

余談になりますが、アイスホッケーのスマイルジャパンの特集が放映されておりました。 

スマイルジャパンのモットーは、どんな困難であろうとも、どんな辛いことであろうと 

も、仲間と一緒に笑顔で乗りきるという決意を持ってチームを運営してきたそうです。 

私も皆様と共に、どんな困難も笑顔で乗り切る、またそれが良い結果を生み出すと信じ 

ています。これまでの皆様の、ご尽力に感謝申し上げます。 

本日は、任期中の最後の会議になろうかと思います。 



この間、定例会議での審議のほか、平成 27 年度から準備に入りました、第 58回全国 

社会教育振興大会千葉大会が昨年 10月、千葉県文化会館等で無事成功裏に終わった 

と報告を受けております。 

江﨑委員長におかれましては、大会実行委員として準備段階から何度も行われた企画 

会議、及び当日の運営等大変ご苦労様でした。ありがとうございました。 

委員の皆様におかれましては、大会行事のほか分科会において、学校教育支援の推進、 

家庭教育支援の充実、地域の教育力の向上、社会教育委員の役割、災害に強い地域づ 

くりと、社会教育の課題を多岐に捉えたテーマにそれぞれ参加され、全国の社会教育 

委員の皆さんや、社会教育関係者の皆さんと社会教育に関する活発な意見交換がかわ 

されたことと存じます。 

この、貴重な大会を通じて得られたものは、今後の委員皆さんの活動の一助となるこ 

とを願うと共に、本市の社会教育の進展に資するものと信じております。 

本日は、文化振興助成金についてご審議を賜りたいと思います。宜しくお願いいたし 

ます。 

 

４．委員及び職員紹介（社会教育課長より順次出席者の紹介あり。） 

 

５．会議の開催等について 

（江﨑委員長の議事進行により、下記についての承認を得る。） 

①会議の公開 

江﨑委員長より提案あり。 

委員全員異議なし。 

②会議録の作成及び議事録署名人について 

江﨑委員長より発言者を明記する提案あり。 

委員全員異議なし。 

   江﨑委員長より議事録署名人を名簿順に、木戸幸子委員、多田謹次委員の 2名とする 

提案あり。 

木戸幸子委員、多田謹次委員了承。 

  ③傍聴者の確認 

   1名。 

           

７．報告事項 

（１）委員長報告 

・印旛郡市社会教育委員連絡協議会関連会議及び事業について 

・四街道市青少年健全育成大会について 

・国社会教育研究大会千葉県大会関連会議及び大会について 



他県からの参加者の感想について：全体会でのアトラクションに出演した市立柏高等 

学校のマーチングや全国大会で初めて取り入れた分科会でのグループワークは大変 

好評であった。 

また、四街道市からは社会教育委員以外にも多くの参加申込みがあった。 

・新成人のつどいについて 

私語が多く見受けられた。 

現在は 20歳で成人式を実施しているが、民法改正法案で成人年齢が 18歳に引きさげ

られることによって、成人式を 18 歳で行うとすると、その移行期の持ち方が悩まし

い。 

全国的な流れに注視しつつ、成人のつどいの在り様が再度問われる契機となることが

考えられる。新成人自らが成人者としての自覚を持って臨める式典になることを期待

する。 

 

江﨑委員長 その他、委員の方から何か報告事項はありますか。 

        ないようでしたら、議題に入ります。 

 

６．議題 

（１）四街道市芸術文化振興助成金について 

   「平成 29 年度芸術文化振興助成金交付要望申請一覧」「四街道市芸術文化振興助成

金要望書一式」の資料に沿って、齋藤主幹（文化振興グループ兼文化財グループリ

ーダー）より、助成金の募集方法、申請までの経緯、申請事業の内容について説明

を行った。 

 

江﨑委員長  これから審議に入りますが、条件を出させていただきます。 

       資料№9をご覧ください。実行委員の中に沖委員が含まれております。 

       事業の当事者であるため、ご発言をひかえていただきたい。 

       本事業について細かな説明を求められ、事務局の回答が不十分であるなどの

場合には、説明補助をお願いしたい。 

大変申し訳ありませんが、承認を求める際には議決権がありません。 

確認事項があります、「資料№１」と照らし合わせ、要網については「資料

№１１」審査基準については「資料№１２」をご覧ください。 

本申請内容は、要網並びに基準を満たしているものであることをご確認くだ 

さい。 

 それでは何かご意見、ご質問等ございましたら挙手願います。 

 

猿田委員    実行委員の名簿には掲載されておりませんが、事業の申請以降、実行委員会 

よりお声かけがあり、本事業の関係者となりましたので、自主的に発言等を 

辞退いたします。 



江﨑委員長  わかりました。 

 

吉田(義)委員  事業の目的について「障がいのある方との共演により、相互理解を図る。」 

       と記載されていますが、主催者はどのような障がいを持たれている方を想定 

されているのでしょうか。 

 

江﨑委員長  「資料№3」の事業目的、事業の意義・効果についての①についての質問が 

ありました。 

 

内海課長   具体的に細かい障がいについては把握はしておりません。 

当事者の方から説明頂けると助かります。 

 

吉田(英)委員  いろいろな障がいをお持ちの方を想定しているということですか。 

 

内海課長   今までに参加されたされた方には、いろいろな障がいをお持ちの方がいらっ 

しゃるということは把握しております。 

 

吉田(英)委員  本事業に参加希望の方は、皆受け入れるという体制で臨まれているという 

ことでしょうか。 

 

内海課長   はい。関わりを持っていくということは確認しております。 

 

吉田(義)委員  障がいを持つ方と一緒に演じるというイメージを持ったので、いわゆる体 

幹機能障害だとか、起き上がれない、歩けない等重度の障害や、視覚障害の 

方が演じる側にまわるとなると、どの程度、障がいについての想定をされて 

いるのか説明がほしい。 

 

内海課長   基本的に公募をし、市民の方であればどなたでも出演できます。 

       「資料№5 趣旨書」にも「主人公には『障がい者の人を』と考えている」 

       と記載されているので、障がいのある方の共演は間違いありません。 

       障がいの状態については、募集の段階でして報告を受けておらず、把握して 

おりません。 

 

吉田(義)委員  健常者と障がいをお持ちの方とが共に舞台に立ち、脚光を浴びるという機 

会を提供するイベントとなるでしょうから、趣旨は非常に宜しいと思います。 

審査側としては、障がいのある方について具体的にどのような方を想定され 

ているか知っておかなければならないと思います。 

       具体的にこういう団体に声をかけています、市内の施設のどなたかに出演を 



お願いをしています等、ただ障害のある方の共演と言われても、貴重な基金 

をつぎ込むということは、直ちに了承するということは言いがたい。 

もっと、具体的なイメージを持てるような申請内容であってほしい。 

結論が先で、出演者の決定が後でとなりますと、助成金を決定した後に違う 

結果が出てしまうのは、順番としてよろしくないと思います。 

もう少し、広い意味で障がいをお持ちの方という言い方ではなくて、「ここ 

で想定される障がいをお持ちの方とは○○の障がいをお持ちの方です。」と 

説明できれば、審査しやすいと思います。 

 

江﨑委員長  障がいのある方という広義な言葉ではなく、もう少し絞っていただきたいと 

いう提案ですが事務局いかがですか。 

 

内海課長   この事業の審査につきましては、要網に沿ったものかどうかということが前 

提で、出演者については把握しておりません。 

公募の段階では、市社会福祉協議会が後援となっていることから、福祉関係 

団体へのお声かけはできているものと認識しております。 

 

江﨑委員長  沖委員、補足説明をお願いいたします。 

 

沖委員    四街道市には県立学盲校があり、県立盲学校は千葉県内で１校だけです。 

     今回のミュージカルでは、プロ劇団銅羅の脚本家小関直人さんが手がけて 

おり作成に当たっては、盲学校を何度も取材をされているということです。 

盲学校の方にも出演依頼をしております。 

現在募集中で、具体的に何人出演されるかは今のところ把握しておりません。 

県内唯一の盲学校という事で、そこを焦点にしております。 

これまで、ダウン症の方、特別支援学校に通われている方の出演によって、 

観客からは、「頑張って演技をされている皆さんに感動した。」という感想を 

いただいています。 

 

江﨑委員長  ありがとうございました。他にありませんか。 

 

板東委員   だいぶ前の話で、現状がどうなっているかわかりませんが、以前四街道中学 

校長のときには、千葉県立盲学校との交流が盛んでした。 

盲学校では、芸術活動が盛んに行われており、音楽、美術、特に陶芸は有名 

でした。 

       四街道中学校が移転後も当時の県立四街道養護学校、盲学校と交流がありま 

した。 

       盲学校は、生徒が活躍する芸術関係のしっかりとした基盤がありました。 



       障がいをお持ちの方も健常者も支えあう社会が求められていると思います。 

       共に活動できる場があるとするのであれば、積極的な参加を呼びかける必要 

性があると思われます。 

 

沖委員    盲学校は、音楽活動としての太鼓も以前は活発に行われておりました。 

また、パラリンピックの種目でもあるブラインドサッカーをいち早く盲学校 

が取りいれたと聞いております。 

ただ、盛んであった陶芸も、太鼓もブラインドサッカーも専門の先生がいら 

っしゃらないということで、今はないと聞いております。 

ただ、盲学校の活動等を基に台本を作ろうかと聞いております。 

 

坂東委員   では、今は芸術関係の活動はないということですね。 

               

沖委員    はい。かつては、陶芸では有名な指導者の先生がいらっしゃいました。 

        

坂東委員   現在は、市内の小中学校と特別支援学校との交流関係はあるのでしょうか。 

あるとしたら、どのような事業なのか委員の中に校長先生がいらっしゃるの 

でお聞きしたい。 

 

江﨑委員長  話題が議題と逸れてしまっているので、後ほど現状をお聞きしたいと思いま 

す。 

       いずれにしても、学校を含めて幅広く障がいのある方にお声をかけていると 

いうことですね。 

この案件につきまして、その他ご意見、ご質問はありますか。 

 

吉田(英)委員  趣旨については、今健常者、障がい者問わず、共生社会を目指して、ひと 

       りひとりが努力しているわけです。 

       本事業については、過去にも実績のある事業ですから、きちんと実情を把握 

したうえで企画していることと思われます。 

先ほどの陶芸の話で、私も平成 12年に県立美術館長を務めていた時に、ふ 

れる美術館ということで、千葉盲学校の陶芸作品を展示いたしました。 

誰もが輝ける場を持ち、そして素晴らしいものには感動をもらうという場面 

があるということが大切であると感じました。 

 

江﨑委員長  他にご意見等ございますか。 

       なければ、この市民ミュージカルの申請につきましては、助成対象額 120 

万のうち助成額 50万で、ご承認いただいたということで宜しいでしょうか。 

吉田(英)委員 料金について。障がい者の方の料金設定はどのようになっていますか。 



江﨑委員長  計画書では、大人 1,500円のところ障がい者の方は 1,000円となっています。 

 

吉田(英)委員  そのような配慮がなされていれば結構です。 

 

江﨑委員長  それでは、この議題につきましては承認とします。 

以上をもちまして終了いたします。 

 

窪副委員長  助成金についての意見として、この事業のように 2年越しで素晴らしい企画 

を提出し、助成されている団体もありますが、文化にもいろいろ違う形があ 

ると思います。 

       芸術活動によって皆のお金になり、使っていただけるような助成金があると 

良いなと思います。 

 

江﨑委員長  それでは、「その他」にうつります。 

       先ほど坂東委員から質問のあった、現状市内の小中学校と盲学校との交流に 

ついて、校長先生方よりお話を伺いたいと思います。 

 

佐々木委員  現在は吉岡小学校の校長ですが、昨年まで指導課長として関わっておりまし 

た。 

盲学校について近隣の小中学校とは交流が盛んです。 

また、四街道特別支援学校は中央小が直ぐそばにありますので、中央小の子 

どもたちが授業の中で 1時間ほど特別支援学校に歩いてきて、交流を深めて 

います。 

先生方同士も学校内の見学をしており、中央小学校は学校自体が特別支援に 

ついて理解があると思っております。 

ミュージカルについては、近隣だけではない市内全域に対して募集をかけて 

いることから、このようなことを機に子どもたちが更に障がいについての理 

解を深める、更には市民の方々に障がいのある方に対しての理解が深まると 

いうことは効果があると思います。 

 

江﨑委員長  ありがとうございました。その他に何かございますか。 

 

吉田(義)委員 今回の芸術文化振興の助成については、大変意義のあることと思っておりま 

すが、私が危惧していることは助成金の原資について確か 4千万弱と聞いて 

おります。 

毎年市民からの申請が挙がってきて 50万円の限度額が 4件の場合ですと年 

200万円出金されることになります。 

今、0金利のご時勢で単純計算すると約 20年でこの基金は無くなります。 



私たちの孫世代が二十歳になって、文化振興の志をもったときに、「全部自前 

でやってください。市からの助成制度など何もない。」と言わなければならな 

い事になると、「20年前の社会教育委員は何をやっていたのだ。」と言われか 

ねない。 

何か対策が必要であろうということ、具体的には寄付金等で原資が増えるよ 

うにはならないか、ないのであればこれから何らかの制度を作っていくこと 

を検討すべきだと思います。 

       

内海課長   基金については、単年度で予算化されます。 

28年度につきましては 130万、29年度につきましても 130万円を要望して 

おります。 

「資料№12」の審査基準では、第 7条（1）企画事業については 50万円を上 

限とする、（2）記念事業、周年事業については、20万円を上限とすることと 

なっておりますので、件数がどの程度あるかわかりませんが単年度の予算の 

中で按分することになります。 

どのくらいもつのかといいますと、基金が他の目的で切り崩されない限りは、 

毎年 130万円の計算で、約 30年間は助成することができます。 

運用についてですが、この芸術振興助成基金のほか、市全体として色々な基 

金が設立されており、私どもというよりも市全体で担当部局が、基金の運用 

について考えていくべきであると考えております。 

 

江﨑委員長  以前もこの件については話題になりました。 

       交付要綱も改正され、基金の取り崩しが少なくなるよう随分と審査基準を厳

しくしてきました。ですが減っていくことは避けられない、減らすだけでな

く増やすことはできないかということを事務局は考えていかなければならな

いであろうと思われますし、我々委員も妙案があれば事務局のほうへ提言を

していただきたいと思います。 

 

木戸委員   沖委員にお伺いします。 

       収支予算を見せていただきましたが、殆ど助成金等で公演を賄っているよう 

ですが、出演者の皆さんからは出演料を取られないのですか。 

 

沖委員    参加者募集のチラシをご覧ください。 

       参加費として年長児から小学生まで 5,000円、小学 2年生から学生が 10,000 

       円、大人は 15,000円となっています。 

 

木戸委員   わかりました。チケットは各自何枚か売るのですね。 

 



沖委員    はい。 

 

江﨑委員長  それでは、特に他に無いようですので第 2回社会教育委員会議を終了いた 

します。 


