
報 道 資 料

平成２８年８月２６日

眠っている楽器の募集（まつど吹奏楽応援団）について 

１ 自治体として初めての寄附募集 

（１）自治体として全国初の試み 

 近年、市内小中学校の児童・生徒の吹奏楽での活躍はめざましく、全国大会に出場

するなど、松戸市の魅力の一つとなっています。 

そこでこの活躍を応援するためのしくみとして、「まつど吹奏楽応援団」を平成 

２８年９月１日（木）から立ち上げ、眠っている管楽器の寄附を募集します。 

自治体としては全国初の試みです。 

※ 東日本大震災を契機に、震災で楽器を失った子どもたちへの楽器の寄付活動の取

り組みとして宮城県吹奏楽連盟では「楽器バンク」を立ち上げ、実績を得ていま

す。 

（２）発案の経緯 

 この発案に関しては市役所内部で行っている平成２７年度の職員提案制度に応募

しましたが、本事業が教育財務課の業務内で可能であるとのアドバイスをいただきま

したので、予算化し本年度において実施するものです。 

２ 事業の目的と特色 

（１）吹奏楽活動の更なる充実 

 新規購入する楽器を補完し、市内小中学校の吹奏楽活動の充実を目指すものです。 

（２）愛着のある楽器の継承 

ものを大切にするという“もったいない”の精神にのっとり、市民の愛着ある楽器

を市内小中学校で再び活用します。 

（３）市民・企業（楽器店）・市の協働事業 

協働事業により、子どもたちを応援するしくみであり、吹奏楽や学校への関心を高

めることができます。 

（４）財政上の効果 

寄附をいただき、必要に応じて修繕・メンテナンスを行うことにより保有楽器数が

増え、財政上の効果が期待できます。 
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３ まつど吹奏楽応援団の概要 

（１）名称 

この事業は市民（寄附者）、市内楽器店（８月１９日現在３店が協力同意し、１店

が検討中）行政による協働により成り立っています。それぞれの立場から「子どもた

ちの笑顔のために！」を合言葉に、市内小中学校において吹奏楽で活躍する児童・生

徒を応援する目的で「まつど吹奏楽応援団」と名づけました。 

（２）概要 

事業としては市民・民間等で遊休楽器となっているトランペットやサックス等の管

楽器の寄附を募集します。楽器の使用可否を市内楽器店に鑑定してもらい、寄附受入

を判断します。その後、市が修繕・メンテナンスしてから、市内小中学校の児童生徒

が使用できるようにします。 

（３）予算と１台あたりの想定修繕費 

①予算

小学校用修繕費  ５０，０００円

中学校用修繕費 １００，０００円

計 １５０，０００円 

②想定する修繕費

１台あたりの修繕費３万円前後と見込み、４台から５台を見込んでいます。

４ 募集する楽器の種類

 市内小中学校の吹奏楽活動で使用することを予定していますので、以下の木管楽

器・金管楽器に限定して募集します。

木

管

楽

器

ピッコロ アルトサックス ファゴット

フルート テナーサックス

クラリネット バリトンサックス

バスクラリネット オーボエ

金

管

楽

器

トランペット フリューゲルホルン Ｂ♭チューバ

コルネット トロンボーン Ｅ♭チューバ

ホルン バストロンボーン

アルトホルン ユーフォニアム

５ 寄附の募集期間 

平成２８年９月１日（木）～平成２８年１２月９日（金） 
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寄附者より

申出

電話・メール

又は直接 

教育財務課へ

６ 寄附の方法 

窓口は、松戸市教育委員会生涯学習部教育財務課です。 

≪基本的な流れ≫ 

詳細は別紙「寄附のご連絡から受入までの流れ」をご参照ください。 

【問い合わせ先】

生涯学習部 教育財務課　 ☎０４７－３６６－７４６０

楽器受入

可否の鑑定

（市内楽器

店の協力に

より鑑定）

受入

判断

受入手続

（寄附申込

書の記入）
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教育財務課からお断り

のご連絡をいたしま

す。 

寄附希望者 

楽器の寄附をお考えの方は 

松戸市教育委員会教育財務課まで 

ご連絡をお願いします。 

☎ ０４７－３６６－７４６０ 

教育財務課 
寄附のご連絡を頂いた方のもとに 

楽器店の出張鑑定を教育財務課 

から依頼いたします。 

楽器店 
教育財務課職員立会いのもと 

楽器店が出張鑑定に伺います。 

 

鑑定が訪問先で行える場合 鑑定が訪問先で行えない場合 
 

教育財務課から後日、ご回答

をさせていただきます。 

楽器店が、楽器をお預かり

して鑑定します。 

OK NG OK 

寄附のご連絡から受入までの流れ 
 

教育財務課から寄附の

受入をさせていただく

ご連絡をいたします。

寄附申出書の記載をし

ていただきます。 
 
 

教育財務課職員が楽器

の受け取りに伺いま

す。 
寄附申出書の記載をし

ていただきます。 

教育財務課からお断り

のご連絡をし、楽器の

お返しに伺います。 
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まつど吹奏楽応援団 募集要項 
 
１ 目的 ～子どもたちの笑顔のために～ 

近年、松戸市内にある小中学校における吹奏楽の活躍はめざましく、昨年度において

も全国大会に出場するなど、子どもたちの活躍は松戸市の魅力です。 
教育委員会では市内小中学校の吹奏楽を支援するために、市民・民間・行政等の協働

により今は使用していない遊休楽器を活用しうるしくみを作りました。 
まつど吹奏楽応援団は、市民・民間企業またはサークル活動等において吹奏楽で使用

していた遊休楽器に焦点を絞って寄附を募ります。寄附いただいた楽器は市でメンテナ

ンスを行い市内小中学校の吹奏楽で活躍する児童・生徒に提供し、更なる活躍の一助と

することを目的としています。 
  皆様にとって愛着のある楽器を手放すことは容易ではなく、なかなか決断できないこ

とかもしれません。しかし、その楽器を活用することが松戸市の子どもたちの笑顔につ

ながります。 
今、皆様の協力を結集し「子どもたちの笑顔のため」、一緒に活躍を応援してみません

か。 
 
２ 対象となる楽器 
  各学校からの要望に基づき、本年度は下記の楽器を募集します。詳細につきましては

別紙リストをご覧ください。 
楽器の種類 

木

管

楽

器 

ピッコロ アルトサックス ファゴット 
フルート テナーサックス  
クラリネット バリトンサックス  
バスクラリネット オーボエ  

 
金

管

楽

器 

トランペット フリューゲルホルン Ｂ♭チューバ 
コルネット トロンボーン Ｅ♭チューバ 
ホルン バストロンボーン  
アルトホルン ユーフォニアム  

  なお、別紙リスト記載（募集楽器リスト）の規格は最新のカタログ等に記載されてい

るものです。参考規格としてご覧いただき、製造年月日が２０００年代からのもので、

使用可能な楽器がありましたらご検討いただけますようお願いします。 
  一部の部品が足りない場合など、完品でない場合であっても補修可能か検討しますの

で、お気軽にお問い合わせください。 
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３ 募集期間 
平成２８年９月１日（木）～平成２８年１２月９日（金） 

  
４ 申込方法 

寄附申込は、松戸市教育委員会教育財務課までご連絡をお願いします。その際、楽器

の種類・状態・購入時期・品番を確認しますのでお知らせください。 
ご連絡いただいた後、ご都合がつく日に市内楽器店の協力のもと、ご自宅等に出張鑑

定に伺います。なお、ご自宅での出張鑑定が不都合な場合は、教育財務課にご連絡くだ

さい。 
寄附決定までの流れにつきましては、別紙「寄附のご連絡から受入までの流れ」をご

参照ください。 
寄附の受入が決定しましたら、教育財務課からその旨を通知致します。別紙寄附申込

書に必要事項をご記入の上、郵送・メール・ファックスで送付又は持参により提出して

ください。 
 
５ 注意事項 

下記の場合は寄附をお受けすることができませんので、あらかじめご了承ください。 
① 受入をすることで市に多大な財政負担がかかる場合 

修繕により使用ができる場合には、市費により修繕をして使用しますが、市

の財政的負担が過重に生じる場合には、寄附をお断りすることがあります。 
② 寄附申出品の有効活用が図れない場合 

学校に寄附して頂く楽器は、児童生徒が吹奏楽で使用することが前提となっ

ております。寄附受入に際しては市内楽器店協力のもと、吹奏楽演奏に使用で

きるか否かを判断するために一旦お預かりし、専門家の視点により使用可否の

判断を行います。 
この判断に基づき使用に適さない場合には、有効活用が図れないとして寄附

をお断りすることがあります。 
 

６ 申込・問い合わせ先 
松戸市教育委員会 教育財務課 
〒２７１－８５８８ 松戸市根本３５６ 京葉ガス F 松戸ビル ６Ｆ 
電 話 番 号 ０４７－３６６－７４６０ 

   F A X 番 号 ０４７－３６６－４３４９ 
E - m a i l mckyouikuzaimu@city.matsudo.chiba.jp 
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学生時代に 

使ってたトランペット・・・ 

もう使わないなぁ 

だけど処分するにはもったいない 

★ 楽器が家の中で眠っている方 

★ 楽器を売ろうと思っている方 

その楽器、松戸市の学校に寄附しませんか？ 

楽器を自分で運ばずカンタンに寄附できます！ 

寄附の募集期間 平成28年9月1日（木）～12月9日（金） 

まつどの子どもたちのために、 

思い出の楽器を再び目覚めさせよう 

 

    申込・問い合わせ先 

    まつど吹奏楽応援団事務局 松戸市教育委員会 生涯学習部 教育財務課 

    〒２７１－８５８８ 松戸市根本３５６ 京葉ガスF松戸ビル ６Ｆ 

    電話番号  ０４７－３６６－７４６０  FAX番号 ０４７－３６６－４３４９ 

    E-mail mckyouikuzaimu@city.matsudo.chiba.jp 

   ＨＰ http://www.city.matsudo.chiba.jp/kyouiku/ 
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こんな楽器を募集しています 
木

管

楽

器

ピッコロ アルトサックス ファゴット 

フルート テナーサックス 

クラリネット バリトンサックス 

バスクラリネット オーボエ 

金

管

楽

器 

トランペット フリューゲルホルン Ｂ♭チューバ 

コルネット トロンボーン Ｅ♭チューバ 

ホルン バストロンボーン 

アルトホルン ユーフォニアム 
※ 製造年月日が２０００年代からのもので、使用可能な楽器がありましたらご検討ください。

寄附ってどうしたらいいの？ 
寄附申込は、松戸市教育委員会教育財務

課まで電話、FAX またはメールでご連絡を

お願いします。故障中のものでも、修繕可

能なものであればお申し付けください。そ

の際、楽器の種類・状態・購入時期・品番

を確認しますのでお知らせください。 

ご連絡いただいた後、ご都合が良い日に

市内楽器店の協力のもと、ご自宅等に出張

鑑定に伺います。なお、ご自宅での出張鑑

定が不都合な場合は、教育財務課にご連絡

ください。 

まつど吹奏楽応援団とは？ 
市内小中学校の吹奏楽を応援するための当該

事業を「まつど吹奏楽応援団」と名づけました。 

応援団は市民・市内楽器店・行政の協働によ

りそれぞれの立場で成り立っています。 

合言葉は「子ども達の笑顔のために！！」

松戸市教育委員会のホーム

ページも是非ご覧ください
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会見補助資料

１ 市内協力楽器店 

協力要請に同意していただいた楽器店 ３社

検討中の楽器店 １社

２ 他市の状況

 新潟県燕市の議会内で議員による質問があったようだが、現時点において実施にはいた

っていないとのことであった。

※ つばめ市議会ノートブックより引用（２０１４年２月１日発行）

長井燕市議からの質問 

２４、２５年度の「夢を奏でる楽器整備事業」については、現状ではまだ不十分さが残

ると思う。今後についてはどう考えるか。

市民に楽器提供を呼びかける「楽器バンク制度」を提案したい。吹奏楽部からは楽器が

足りないという声が出ている。家庭で眠っている演奏に堪えうる楽器を募る制度を、教育

委員会が主体となって取り組んでもらいたい。

回答

 「夢を奏でる・・・」は学校から一定の評価を得た。「楽器バンク制度」は市民と学校を

つなぐ面でも非常に参考となる意見だ。必要性・運用方法を校長会や各校担当から聞き、

研究していきたい。

業者名 代表者 住所

1
㈱伊藤楽器
松戸支店

支店長　大久保　英樹
千葉県松戸市松戸１１
７４番１号

2 ㈱シブヤ楽器 代表取締役　丹羽　元夫
千葉県松戸市常盤平５
丁目２１番地７

3
島村楽器㈱
みのり台店

学販リーダー　菊池　一夫
千葉県松戸市松戸新
田５７６番　アリタビル２
F

4
㈱下倉楽器
千葉営業所

所長　下倉　章敬
千葉県松戸市新松戸
三丁目３０５番地１
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