
 

報 道 資 料  
平成 29 年７月 31 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 まつど吹奏楽応援団の概要 

（１）楽器の寄附募集 

 近年、市内小中学校の児童・生徒の吹奏楽・管弦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、全国の自治体で初の試みとして、「子どもたち

の笑顔のために」を合言葉に、平成２８年９月１日より「まつど吹奏楽応援団」を立

ち上げました。眠っている管楽器の寄附を募集したところ、６２名の方々より寄附の

申し出がありました。 

今年度も引き続き、平成２９年８月１日から１０月３１日まで寄附募集をします。 

なお、学校からのニーズに応えて、今年度は木管楽器・金管楽器に加えて弦楽器も

募集します。 

 

 

（２）概要 

この事業では、市民・民間等で遊休楽器となっている管楽器と弦楽器の寄附を募集

します。そして、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、市が楽器店に修繕・メンテナンスの依頼をし、市内小中学校の児童生

徒が使用できるようにします。 

 

 

２ 事業の目的と特色 

（１）吹奏楽活動の更なる充実 

 楽器の充実を図り、吹奏楽活動の活性化を目指します。 

（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・事業者（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。 
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３ 募集する楽器の種類 

 市内小中学校の吹奏楽活動および管弦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・弦楽器に限定して募集します。 
（１）木管楽器 
ピッコロ フルート クラリネット バスクラリネット 
ソプラノサックス アルトサックス テナーサックス バリトンサックス 
オーボエ ファゴット 

（２）金管楽器 
トランペット コルネット フリューゲルホルン トロンボーン 
バストロンボーン ホルン アルトホルン バリトン 
ユーフォニアム チューバ 

（３）弦楽器 
バイオリン ビオラ チェロ コントラバス 

 

４ 寄附の募集期間  

平成２９年８月１日（火）～平成２９年１０月３１日（火） 

 

 

５ 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。 

 

 

６ 平成２８年度の結果 

① 申込者数６２人（うち寄附者５０人） 
申出者６２人の内訳 

  市内４８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 

 寄附者５０人の内訳 
市内４０人、千葉市４人、船橋市１人、柏市１人、流山市１人、 
大網白里市１人、御宿町１人、板橋区１人 

② 申込楽器数６７件（うち寄附受入件数５４件  受入不可件数１３件） 
 受入不可件数の内訳 
 不受理 ２件（管楽器ではなかったため） 
 取下げ ２件（申出後、取下げ） 
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 修理不可・費用に見合わず ９件 
 受入楽器の内訳 
木管楽器 ３０件                  

・フルート   ２０件 ・クラリネット  ６件 
・アルトサックス ２件 ・テナーサックス ２件  
金管楽器 ２４件 

・トランペット １６件 ・トロンボーン ３件 
・ユーフォニアム ２件 ・コルネット  １件 
・ホルン     １件 ・アルトホルン １件 
 
 
７ 平成２８年度の市内小中学校の活躍 

 別紙「平成２８年度 音楽部活動における児童生徒の活躍」参照 

 

 

８ 予算と１台あたりの想定修繕費 

 ①予算 

  小学校用修繕費 ２００，０００円 

  中学校用修繕費 ２００，０００円 

        計 ４００，０００円 

  

②想定する修繕費 

１台あたりの修繕費を２万円から５万円と見込み、１０台から１５台を見込んで

います。 

 

 

９ 市内協力楽器店 

 ・株式会社 伊藤楽器 

 ・株式会社 シブヤ楽器 

 ・島村楽器 株式会社 

 

 
【問い合わせ先】 

生涯学習部 教育財務課 「まつど吹奏楽応援団」 
 ☎０４７－３６６－７４６０ 
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 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

第六中 金賞　本選進出 金賞　県代表　 金賞

　　　・県教育長賞

　　　・朝日新聞社賞

　　　・県文化振興財団賞

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 優秀賞

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

合奏第二 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

学校名　 千葉県大会

第六中 銀賞

新松戸南中 銅賞

６　管楽合奏コンテスト

中学校
Ｂ

中学校

中学校
合唱

５　合唱コンクール（合唱連盟）

校種別部門

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

Ｂ

6　日本学校合奏コンクール

校種別部門

中学校

平成２８年度　音楽部活動における児童生徒の活躍
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※一部抜粋

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
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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活動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活動を支援するために、市民・事業者・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。 
その名も「まつど吹奏楽応援団」です。 
まつど吹奏楽応援団は、市民・市内の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。昨年度においては、６２名の

方々より寄附のお申し出をいただきました。 
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部・管弦楽部で

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」、一緒に吹奏楽活動を応援してみ

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。 
 （１）木管楽器 
ピッコロ フルート クラリネット バスクラリネット 
ソプラノサックス アルトサックス テナーサックス バリトンサックス 
オーボエ ファゴット 
（２）金管楽器 
トランペット コルネット フリューゲルホルン トロンボーン 
バストロンボーン ホルン アルトホルン バリトン 
ユーフォニアム チューバ 

 （３）弦楽器 
バイオリン ビオラ チェロ コントラバス 

 
 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、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。 
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３ 募集期間 
平成２９年８月１日（火）～平成２９年１０月３１日（火） 

  
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電話でご連絡をお願いします。その際、

楽器の種類等を伺います。 
ご連絡いただいた後、教育財務課窓口まで楽器をお持ちいただくか、ご都合がつく日

にご自宅に職員が楽器を受け取りに伺います。 
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、郵送または教育財務課窓口までご提出ください。 
寄附の受入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。 
 

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、児童生徒が吹奏楽活動で使用することが前提と

なっております。寄附の受入に際しては、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、市内楽器店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 生涯学習部 教育財務課 「まつど吹奏楽応援団」担当 
〒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 
E - m a i l mckyouikuzaimu@city.matsudo.chiba.jp 
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楽器名　 規格

ピッコロ ＹＰＣ－３２

ＹＦＬ－２１２

ＹＦＬ－３１２

ＹＦＬ－３７２

ＹＦＬ－５１７

ＹＣＬ－２５５

ＹＣＬ－４５０

ＹＣＬ－６５０

バスクラリネット ＹＣＬ－２２１Ⅱ

ソプラノサックス ＹＳＳ－６７５

ＹＡＳ－２８０

ＹＡＳ－３８０

ＹＡＳ－４８０

ＹＡＳ－６２

ＹＴＳ－３８０

ＹＴＳ－４８０

ＹＴＳ－６２

ＹＢＳ－４１Ⅱ

ＹＢＳ－６２Ⅱ

オーボエ ＹＯＢ－４３２Ｍ

４４３

４４５

４４７Ｅ

ＹＴＲ－２３３０

ＹＴＲ－３３３５Ｓ

ＹＴＲ－４３３５ＧＳⅡ

ＹＣＲ－２３３０Ⅲ

ＹＣＲ－２６１０ＳⅢ

ＹＣＲ－４３３０ＧⅡ

フリューゲルホルン ＹＦＨ－８３１０Ｚ

ＹＳＬ－３５４

ＹＳＬ－４５５Ｇ

ＹＳＬ－４５６Ｇ

ＹＳＬ－６４０

バストロンボーン ＹＢＬ－４２１Ｇ

ＹＨＲ－３１４Ⅱ

ＹＨＲ－５６７Ｄ

ＹＨＲ－３２２Ⅱ

ＹＡＨ－２０３Ｓ

ＹＡＨ－８０３Ｓ

バリトン ＹＢＨ－３０１

ＹＥＰ－２０１

ＹＥＰ－３２１

ＹＥＰ－６２１Ｓ

チューバ ＹＢＢ－１０５

Ｎｏ．２１０

Ｎｏ．２３０

ビオラ Ｎｏ．２

チェロ Ｎｏ．７２ｆ

コントラバス ＯＹＢ-７

弦
楽
器

バイオリン

バリトンサックス

テナーサックス

　　　　　　　　　　　　　　　※本表は「ヤマハ学校用楽器・機器カタログ(2017年版）」および
　　　　　　　　　　　　　　　　「スズキ総合カタログ2017」に基づき作成しています。

募集楽器リスト(参考規格）

コルネット

フルート

クラリネット

木
管
楽
器

トランペット

金
管
楽
器

アルトサックス

ファゴット

ホルン

アルトホルン

トロンボーン

ユーフォニアム
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寄附のご連絡から受入までの流れ

寄附希望者 

教育財務課 

楽器店 

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 

ご連絡頂いた後、教育財務課まで楽器をお持

ちいただくか、ご都合がつく日にご自宅に職員

が楽器を受け取りに伺います。 

教育財務課から、楽器店に楽器の鑑定を依

頼し、使用の可否を判断します。 

楽器の受入ができる場合 
 

教育財務課から寄附受入の旨をご

連絡致します。「寄附申込書」を郵送

致しますので、必要事項を記載の上、

ご返送ください。 

寄附受入・学校へ配備 
 

寄附申込書の受理をもって、寄附受

入となります。寄附頂いた楽器につ

いては教育財務課より責任もって学

校に配備致します。 

楽器の受入ができない場合 
 

教育財務課からお断りのご連絡をし、

ご都合のつく日に楽器のお返しに伺

います。 
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市内協力楽器店 

 
 

業者名 代表者 住所 電話番号 FAX

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

047-367-
2260

04-7147-
0166

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

047-387-
1566

047-387-
1577

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

0120-
485-310

0120-
485-312
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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29年8月1日（火）～10月31日（火） 

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 

 松戸市教育委員会 生涯学習部 教育財務課 「まつど吹奏楽応援団」担当 

 〒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 

 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 

 

金管楽器 

 

弦楽器 

 

ピッコロ フルート クラリネット バスクラリネット 

ソプラノサックス アルトサックス テナーサックス バリトンサックス 

オーボエ ファゴット     

トランペット コルネット フリューゲルホルン トロンボーン 

バストロンボーン ホルン アルトホルン バリトン 

ユーフォニアム チューバ    

バイオリン ビオラ チェロ コントラバス 

寄附ってどうしたらいいの？     

寄附申込の際は、松戸市教育委員会

教育財務課まで、電話でご連絡をお願

いします。その際、楽器の種類等をお

聞き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

日にご自宅に受け取りに伺います。な

お、ご自宅での受け取りが不都合な場

合は、教育財務課までご連絡ください。 

詳細については、松戸

市教育委員会ホーム

ページの「お知らせ」

をご覧ください。 

 まつど吹奏楽応援団とは？ 

市内小中学校の吹奏楽活動を応援する

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！！」 
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