
 
 

報 道 資 料  
平成 28 年 11 月 29 日 

 

まつど吹奏楽応援団について 

 
１ 寄附の受入状況（１１月２５日現在） 

 市では、平成２８年９月１日より「まつど吹奏楽応援団」を立ち上げ、眠っている

管楽器を募集しました。 
 市民向けにホームページやチラシ、「広報まつど」等を通じて広報活動を進めたと

ころですが、８月に行なった市の定例記者会見後、新聞報道等で取り上げていただい

たこともあり、広く市内外の皆様から、当初予想の１０倍ものお申し出をいただきま

した。 
皆様からお申し出いただきました楽器は、市内の楽器店により鑑定を行って使用の

可否を判断していますが、修理すれば遜色なく使えるものが多く、また一つ一つの楽

器は子どもたちを応援する気持ちの込められた大切なものです。 
（１）申出者５８人の内訳 
  市内４４人、千葉市４人、船橋市１人、浦安市１人、柏市１人、 

市川市１人、流山市１人、佐倉市１人、印西市１人、大網白里市１人 
御宿町１人、板橋区１人 

（２）申出楽器数 ６３件 
（一人の方が複数の楽器申出をしてくださることもあるため） 

  うち受入可能楽器数   ３０件 
    受入不可楽器数（※） ８件（取り下げ２件、不受理２件、不可４件） 
    現在鑑定中の楽器数 ２４件 
    未回収        １件 
 ※募集をしていなかった種類の楽器だったため不受理となったもの（リコーダー

等）。また、鑑定結果により修理が不可能と判断されたものを含みます。 
（３）受け入れた楽器の種類 ３０件 

木管楽器 １６件 
・フルート   １０件 ・アルトサックス １件  
・クラリネット  ４件 ・テナーサックス １件 

金管楽器 １４件 
・トランペット １０件 ・コルネット   １件  
・ホルン     １件 ・トロンボーン  ２件  
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（４）鑑定中楽器の種類 ２４件 

木管楽器 １４件 
・フルート   １０件 ・アルトサックス １件  
・クラリネット  ２件 ・テナーサックス １件 

金管楽器 １０件 
・トランペット  ６件 ・ユーフォニウム ２件  
・アルトホルン  １件 ・トロンボーン  １件  
 

２ 市にとっての財政上の効果 

（１）当初予算と１件あたりの想定修繕費 

 ①予算 計 １５０，０００円 

  内訳 小学校用修繕費 ５０，０００円  中学校用修繕費 １００，０００円 

 ②想定する修繕費 

  １件あたりの修繕費３万円前後。 

（２）金員の寄附による補填 

まつど吹奏楽応援団事業に賛同していただきました市民の方から、修繕費にあ

てる金員として２０万円をいただき、予算に充当し計３５万円となりました。 

（３）事業を開始してからの不足する予算への対応 

予算が不足する分に関しては、教育財務課に配当されている予算で、適宜楽器

修理を行ないますが、最終的に不足となった場合は３月補正を考えます。 
（４）財政上の効果（修繕依頼をした３０件分の状況） 

 

全体の評価額 ３，１４５，８６５円（楽器店による評価額の合計） 

全体の修繕費   ８４７，７０６円 

差額（全体評価額－全体修繕費） ２，２９８，１５９円 

 

（５）楽器の修理例 

  フルート修理 

  （アルタス Ａ９０７Ｅ） 

 修理代 ２３，７６０円 

  修理の内訳 タンポ交換 

        バランス調整 

        ヘッドコルク交換 

        管内洗浄 

 

 

 

※ 全ての楽器は管内洗浄を行なっています。 
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３ 学校への配備予定 

（１）学校への希望調査と配備時期 

平成２８年１１月１日から学校へ希望調査を実施し、希望楽器を配備します。

希望楽器が学校間において競合する場合は、抽選で決定します。 

 学校への配備は１２月中に修理・メンテナンスが終わったものから行ないます。 

（２）その他 

 楽器が当事業で寄附されたものであることがわかるようにケースにシールを

貼り付けるとともに、児童生徒向けに応援メッセージを記載した手紙をつける予

定です。 

４ 市内小中学校の吹奏楽部の今年度の活躍を紹介します！ 

（１）市内から２校の中学校が全国吹奏楽コンクールに出場 

松戸市立第四中学校 金賞

 松戸市立小金中学校 銀賞

（２）全国吹奏楽コンクールの概要 

平成２８年１０月２２日（土）に名古屋国際会議場にて第６４回全国吹奏楽コ

ンクールが行なわれました。 

全国大会に選出される中学校は各地区予選に参加した２，８６６校中、わずか

３０校です。松戸市の中学校がこの全国大会に出場するためには、前哨戦として

東関東大会で好成績をとらなければなりません。 

東関東大会では千葉県、神奈川県、茨城県、栃木県の代表が全国大会への３枠

を争いました。今年は３枠全て千葉県勢が占め全国大会に出場しました。 

この東関東大会を勝ち抜いた千葉県勢３校中２校が松戸市から選出されました。

（松戸市立第四中学校、松戸市立小金中学校、柏市立酒井根中学校の３校が東関

東代表です）。 

なお、近隣の柏市立酒井根中学校も金賞に輝いており、東葛地域にある学校は

どの学校もハイレベルといえます。近隣にライバル校があることで切磋琢磨でき

る環境にあるのが、松戸市の吹奏楽部です。 

（３）その他の成績 

市内小中学校が出場した各関東大会以上の成績詳細は別紙参照 

５ 寄附の募集期間 

平成２８年１２月９日（金）まで 

終了期限はまもなくですが、期限まで募集は行ないます。 

【問い合わせ先】

生涯学習部 教育財務課 ☎０４７－３６６－７４６０
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平成２８年１０月３１日現在 松戸市教育委員会

部門 学校名 千葉県大会【予選】 千葉県大会【本選】 東関東大会 全国大会

第一中 シード 金賞　県代表　 金賞

第四中 金賞　本選進出 金賞　県代表　 金賞　代表 金賞

　　　・県教育長賞

　　　・朝日新聞社賞

小金中 金賞　本選進出 金賞　県代表　 金賞　代表 銀賞

Ｂ 第六中 金賞　本選進出 金賞　県代表　 金賞

小学校 Ｃ 横須賀小 金賞　理事長賞

学校名 千葉県大会【予選】 千葉県大会【本選】

牧野原小 優秀賞　本選進出 銅賞

第一中 優秀賞　本選進出 銀賞

第四中 優秀賞　本選進出 奨励賞

和名ケ谷中 優秀賞　本選進出 奨励賞

部門 学校名　 千葉県大会 東関東大会

A 和名ケ谷中 金賞

コンテスト

B 第一中 金賞　ヤマハ賞 金賞

フリースタイル 東関東大会　進出

C 第二中 金賞

パフォーマンス

校種別 部門 学校名　 千葉県大会 東日本大会

重唱 第一中 優秀 進出

第一中 優秀 進出

和名ケ谷中 優秀

第四中 優秀

東松戸小 優秀

重奏 第六中 優秀

合奏第２ 第六中 優秀

新松戸南中 優秀

学校名　 千葉県大会 関東大会

第一中 金賞　教育長賞 金賞

校種別 部　門 学校名 審査結果 全国大会

Ａ 第六中 代表 最優秀賞

第一中 代表 最優秀賞

第四中 代表 最優秀賞

審査員特別賞

小金中 代表 最優秀賞

平成２８年度

　　　　　　音楽部活動における児童生徒の活躍
　　　　　～各関東大会以上の成績～

１　吹奏楽コンクール

中学校　 Ａ

２　ＮＨＫ全国学校音楽コンクール

校種別

小学校

中学校

３　マーチングコンテスト

中学校

４　TBSこども音楽コンクール

５　合唱コンクール（合唱連盟）

校種別部門

Ａ小中・声楽

文部科学大臣奨励賞選考会

文部科学大臣授賞式

１２月２６日（月）江戸川区総合文化センター

仮１月２８日（日）ＴＢＳ放送センター

２月２５日（土）東京オペラシティコンサートホール

６　管楽合奏コンテスト

中学校
Ｂ

中学校

中学校
合唱
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