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平成３０年度 第３回 四街道市社会教育委員会議 会議録 

 

 

 日時：平成３１年３月２６日（火）午前１０時００分から午前１１時４５分 

 場所：四街道市青少年育成センター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）、竹澤英樹、西村隆徳、吉田英夫、

白濱咲苗、猿田重昭、西岡とし子、川東知也、金子篤正、多田謹次、田汲明、

菊地鐐二郎、豊田恵子 

（事務局） 髙橋信彦教育長、荻野武夫部長、内海正憲社会教育課長、菅野敏明主査、    

遠藤智久係長、田島衣織社会教育主事兼係長、齊藤泰子主査補 

 

 

１．開会（開会の言葉：内海社会教育課長） 

 

２．委員長挨拶  ― 委員長挨拶 ― 

 

３．教育長挨拶  ― 教育長挨拶 ― 

 

※会議の公開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会議は公開とする。 

 ②会議録の作成については、発言者を明記し、要点筆記とする。 

 ③議事録署名人については、委員長・副委員長を除いて名簿順に２名と 

する。（豊田委員・竹澤委員） 

 ④傍聴者を確認（傍聴人はなし。） 

 

５．議題 

（１）四街道市芸術文化振興助成金交付要綱の改正について 

  

遠藤係長   ― 説明（資料№１参照）― 

        

 江﨑委員長  事務局から説明がありました件について、ご質問、ご意見をお願いします。 

 

吉田委員   基本的事項に変更はなく、わかりやすい様式に変更ということですよね。 

       変更した根拠は何ですか。 
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内海課長    これまでの様式は、助成対象経費と助成額の記載しかなかったため、事業

全体の規模が見えにくいものでした。予算書、決算書を添付はしていたが、

一目で事業にかかる費用を見やすくしたものです。助成金の手続き等の変

更は一切ありません。 

 

吉田委員    様式の変更は「関連性がわかるようにした。」という改善点であることが

わかりました。 

 

川東委員    事業に対する効果と助成事業費に対する効果では、効果の度合いに何か差

ができるのではないでしょうか。 

 

内海課長    総額があって事業費が出されるものですので、全体的な効果の指標に影響

があるものとは考えておりません。 

 

江﨑委員長   他にご意見がなければ、この様式変更を行い、平成 31 年 4 月 1 日施行と

いうことになります。よろしいでしょうか。 

 

委員全員    異議なし。 

 

（２）四街道市社会教育事業補助金交付要綱の改正について 

  

田島係長 ― 説明（資料№2 参照）― 

 

江﨑委員長   3 年の時限のある要綱の見直しを図り、今回新たに、施行期日と失効日を

定めるものということですが、説明に対して、ご質問、ご意見をお願いし

ます。 

 

金子委員    今回は、附則の施行期日を変えるだけですね。 

 

内海課長    附則の施行期日と失効期日を変更するものです。 

 

金子委員    3 年前も同じような手続きを経たということですね。 

 

内海課長    3 年前は団体ごとの要綱があったものを、社会教育事業補助金として１つ

の要綱を制定しました。補助事業につきましては、補助を行うにふさわし

い事業内容か、また、適正な運営を行っているかを見極めたうえで、補助

をするものであり、市全体で３年毎に交付要綱の見直しを行うものと定め

られているものです。当課で補助を行っている団体については常日頃より、
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検証を重ねており、例えば２年前には、補助金額の削減などを行った経緯

があります。審議していただき、補助の必要性がない場合には、要綱廃止

となる場合もありますが、事務局としては、検証の結果、補助の必要性が

あると認められるため、この要綱に基づき交付していきたいと考えていま

す。 

 

金子委員    わかりました。 

 

江﨑委員長   よろしいでしょうか。他にありませんか。 

 

田汲委員    各団体が要綱を持っていたということですが、どのようなものですか。 

 

内海課長    ガールスカウト活動補助金要綱等、それぞれに要綱が定められていました。 

        社会教育団体ということで要綱を定め、社会教育事業補助金交付要綱とし、 

社会教育委員会議に諮ったうえで見直しを進めさせていただいておりま

す。 

 

田汲委員    要綱の文言がありますが、中身はかわっていないということですか。団体

名が変わったというだけですか。 

 

内海課長    団体によっては活動が違うので、具体的な事業を明らかにし、全ての団体

に当てはまるような内容で要綱を作りました。基本的な考えとしては、

社会教育団体として活動していて、事業費が補助対象として要綱に合致

するかどうかという視点は変わりありません。 

 

田汲委員    各団体は補助金をもらうのにどのような申請が必要なのですか。 

 

内海課長    補助金交付申請書に必要事項を記載し、必要な資料を添付して、その内容

を精査するものです。第 4 条の「市長が別に定める。」につきましては、

補助金交付規則がありますので、この交付要綱に定められていないもので、

規則に該当するものにつきましては、該当させるという意味です。 

 

田汲委員    申請しなさいとは、どこに書いてあるのかを聞いているのですが。 

 

内海課長    資料２（趣旨）の中に、交付規則について書かれており、この交付規則に

申請基準が書かれています。 

 

田汲委員    申請様式など資料があればわかりやすかったです。 
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内海課長    補助金交付規則は様式を含めかなりの量になります。また、まったくこの

規則と同じ形で要綱を作っているわけではありません。 

 

田汲委員    どこに申請してよいかがわからなかったもので質問しました。結構です。 

 

江﨑委員長   よろしいでしょうか。他にないようでしたら、次に移ります。 

 

 

（３）平成 31 年度社会教育関係事業について 

  

田島係長・遠藤係長・菅野主査   ― 説明（資料№２参照）― 

 

内海課長    訂正をお願いします。 

        資料冒頭、教育費の総額は、今年度予算額 31 億 7,315 万 5 千円、前年度

は 28 億 8,202 万 4 千円となっており、2 億 9,113 万 1 千円の増額となっ

ております。失礼いたしました。 

 

江﨑委員長   生涯学習推進費の増減ですが、21 万 4 千円増ではなく減ではないでしょ

うか。 

 

田島係長    その通りです。失礼いたしました。 

 

江﨑委員長   訂正をお願いいたします。 

事務局から説明がありました件について、ご質問、ご意見をお願いします。 

 

金子委員    先ほどの教育費の訂正で、もともと書かれていた 10 億ほどの予算は、何

の予算なのでしょうか。 

 

内海課長    社会教育費等、教育費の中の予算のうち保健体育総務費総額となっており

ます。 

 

金子委員    では、資料から削除したほうがわかりやすいです。 

 

内海課長    資料より削除願います。 

 

金子委員    資料の社会教育費の内訳と社会教育課事業費をあわせると数字が違うの

ではないか。社会教育費の総額の内訳を教えてほしい。 
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内海課長    社会教育費には社会教育総務費、公民館費、文化財保護費、生涯学習推進

費のほか、図書館費、青少年育成センター費が含まれています。なお、社

会教育費の内訳の詳細については下段に書かれているとおりです。 

 

金子委員    社会教育総務費などのほかに、社会教育課事業費や、図書館費などが入っ

ているのではないですか。 

 

田島係長    入っております。社会教育総務費が複雑になっており、社会教育費の詳細

が下段に記載されております。 

 

江﨑委員長   もう一度整理してください。 

 

遠藤係長    社会教育費は、社会教育総務費、公民館費、文化財保護費、生涯学習推進

費、図書館費、青少年育成センター費となっており、この 6 つの事業費か

ら構成されています。そのうち、社会教育総務費 1 億 178 万 5 千円から、

米印以下の事業費を引いたものが、社会教育課事業費となっております。 

 

金子委員    社会教育課事業費と再度記載されていることで、紛らわしくなったと考え

られます。 

 

遠藤係長    図書館費、青少年育成センター費を上段の社会教育費に書き加えることで

よろしいでしょうか。 

 

金子委員    それならばわかりやすいです。 

 

江﨑委員長   社会教育総務費と社会教育課事業費の関連性はどうなっているのか。 

        1 億 1,578 万 7 千円は何の数字ですか。 

 

田島係長    社会教育関係事業一覧の最下段にございます金額が、社会教育課で行われ

る事業費の総額 1 億 1,578 万 7 千円となっています。 

 

豊田委員    社会教育関係事業の表について、単位千円を掲載してください。 

 

内海課長    記載するようにします。申し訳ございませんでした。 

 

猿田委員    前回の会議意見の中で全体像が把握しにくいということで、事務局が工夫

した資料であると考えるが、説明する係ごとに事業を掲載し、説明してい

ただくと、もっとわかりやすいのでお願いしたい。 
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内海課長    事業の並び順については、予算書の順番で記載するものでございますが、

委員のご意見を参考に今後検討させていただきます。 

 

金子委員    公民館の増額は、修繕費などが含まれているのか。委託費は変わらずで、

収入の分は修繕費であるという考えでよろしいか。また、来年度から使用

料の収入があるが、この予算書の歳出とは関係ないものか。 

 

江﨑委員長   2 つの質問について事務局、説明をお願いします。 

 

内海課長    まず１つ目ですが、来年度より 5 年間四街道市地域振興財団に指定管理を

引き受けてもらうわけですが、前回契約額は約 3 億 3 千万、今年度、契

約は約４億ということで、約７千万の増額となっております。主な理由と

いたしましては、人件費の高騰等１年間振り分けますと 1,400 万ほど増額

となっています。また、修繕等工事につきましては、大規模改修工事は予

定されておりませんが、各館古い建物となっているため、単年毎に個々の

施設の修繕計画をたて適宜行っていく予定です。 

        続いて歳入につきましては、1,180 万ほどの収入を見込んでいますが、公

民館費に振り分けられ、修繕費等に充てられることとなっております。 

 

金子委員    公民館に還元されるということですね。わかりました。 

 

内海課長    公民館利用者説明会におきましても、公民館の歳入使用料につきましては、

公民館の維持管理に充てていくと説明しております。 

 

江﨑委員長   よろしいでしょうか。他にありませんか。 

 

豊田委員    №７成人式事業において、１２万８千円の減額理由について会場が使用で

きないことを理由に挙げられましたが、内容は変わらないと説明されたが

どのように考えているのか。 

 

田島係長    例年秋口に成人式実行委員会を立ち上げ、事業の内容について決めていく

のですが、その際に実行委員である子どもたちに対して、当年度の会場の

環境や予算などを説明しております。次年度につきましては、文化センタ

ーの使用可能な場所を有効に利用し、例年通りの内容で実施できるよう進

めていきます。 

 

豊田委員    わかりました。 
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江﨑委員長   よろしいでしょうか。他にありませんか。 

 

田汲委員    生涯学習推進費は１４７万８千円であるが、生涯学習推進事業は６２万２

千円であるが、ほかに事業があるのでしょうか。 

 

田島係長    生涯学習推進費は、生涯学習推進事業と市民大学講座事業となっています。 

 

田汲委員    わかりました。 

 

江﨑委員長   よろしいでしょうか。他にありませんか。 

 

吉田委員    消費税分はどうなっているのでしょうか。 

 

田島係長    予算を組む際に、物品購入や委託契約等、9 月までは 1.08 掛け、10 月以

降は 1.1掛けを行っております。 

 

吉田委員    わかりました。 

 

江﨑委員長   よろしいでしょうか。他に無いようでしたら報告事項に移ります。 

 

 

（４）報告事項 

江﨑委員長、菊地委員、猿田委員より報告事項有り。 

事務局 無し。 

 

 

（５）その他 

   委員 無し。 

   事務局 午後の研修会について説明。 

 

 

（６）閉会（閉会の言葉：内海課長）    

内海課長   以上をもちまして、平成３０年度第３回四街道市社会教育委員会議を閉会

致します。ありがとうございました。    

 

 


