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船橋市教育委員会会議４月定例会会議録 

 

１．日  時  平成２１年４月１６日（木） 

開 会  午後４時００分 

閉 会  午後４時５５分 

 

２．場  所  教育委員室 

 

３．出席委員  委  員  長        篠 田  好 造 

委員長職務代理者       山 本  雅 章 

委     員        中 原  美 惠 

委     員        石 坂  展 代 

教  育  長        石 毛  成 昌 

 

４．出席職員  教育次長           西 﨑  勝 則 

管理部長           松 本   清 

学校教育部長         阿 部   裕 

生涯学習部長         須 藤  元 夫 

管理部参事兼総務課長     高 橋  忠 彦 

学校教育部参事         

兼総合教育センター所長 福 田   衛 

生涯学習部参事兼社会教育課長 山 田   清 

財務課長           武 藤  三恵子 

施設課長           千々和  祐 司 

学務課長           松 田  重 人 

指導課長           加 藤  邦 泰 

保健体育課長         水 野  平 吾 

文化課長           狩 野  桂一郎 

        青少年課長          大 野  栄 一 

生涯スポーツ課長       小 泉  秀 俊 

 

５．議  題  

第１ 前回会議録の承認 

 

第２ 議決事項 
 議案第２１号 船橋市社会教育委員の委嘱について 

 議案第２２号 船橋市公民館運営審議会委員の委嘱について 

 議案第２３号 船橋市スポーツ振興審議会委員の委嘱について 

 議案第２４号 平成２１年度船橋市教科用図書選定委員会規約の制定について 

  

第３ 報告事項 

（１）平成２１年度新規事業及び拡充事業等について 

 （２）平成２１年度ふなばし市民大学校について 

（３）平成２１年度ロビーコンサートについて 

（４）第４２回船橋市少年少女交歓大会について 

（５）その他 
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６．議事の内容 

【委員長】 

 ただいまから教育委員会会議４月定例会を開会いたします。 

 初めに、会議録の承認についてお諮りいたします。 

 ３月３０日に開催いたしました教育委員会会議３月定例会の会議録をコピーしてお手

元にお配りしてございますが、よろしければ承認したいと思います。ご異議ございませ

んでしょうか。 

 

【各委員】 

 異議なし。 

 

【委員長】 

 異議なしと認めますので、当該会議録について承認いたします。 

 それでは議事に入りますが、議案第２１号、議案第２２号及び議案第２３号は、人事

に関する案件ですので、船橋市教育委員会会議規則第１４条第１項第１号の「任免、賞

罰等職員の身分取扱いその他の人事に関する事項」に該当し、議案第２４号は、教科書

採択に関する案件ですので、同条第１項第５号の「会議を公開することにより教育行政

の公正または円滑な運営に著しい支障を生ずるおそれのある事項」に該当いたしますの

で、非公開としたいと思います。 

 また、議案第２４号につきましては、関係職員以外はご退席願いますことから、同規

則第９条に基づき、議事日程の順序を変更することとし、議案第２４号を報告事項

（５）の後に繰り下げることといたします。ご異議ございませんでしょうか。 

 

【各委員】 

 異議なし。 

 

【委員長】 

 異議なしと認めます。 

 当該議案を非公開とし、議案第２４号を報告事項（５）の後に繰り下げることといた

します。それでは議事に入ります。初めに、議案第２１号について、社会教育課、説明

願います。 

 

議案第２１号「船橋市社会教育委員の委嘱について」は、社会教育課長から説明後、

審議に入り全員異議なく原案どおり可決された。 

 

【委員長】 

 続きまして、議案第２２号について社会教育課、説明願います。 
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  議案第２２号「船橋市公民館運営審議会委員の委嘱について」は、社会教育課長か

ら説明後、審議に入り全員異議なく原案どおり可決された。 

  

【委員長】 

 続きまして、議案第２３号について、生涯スポーツ課、説明願います。 

 

 議案第２３号「船橋市スポーツ振興審議会委員の委嘱について」は、生涯スポーツ

課長から説明後、審議に入り全員異議なく原案どおり可決された。 

 

【委員長】 

 続きまして、報告事項に入ります。 

 報告事項の（１）については、管理部、学校教育部及び生涯学習部の３部からそれぞ

れ報告をお願いいたします。 

 初めに、管理部、報告願います。 

 

【管理部長】 

 お配りしました資料別冊の７ページをご覧ください。 

 平成２１年度新規事業及び拡充事業等について、管理部から「１．学校の耐震化及び

大規模改修の実施」、「２．デジタルテレビ整備事業」について説明いたします。 

 ８ページをご覧ください。管理部所掌事務といたしまして、平成２１年度新規及び主

要事業並びに関係予算等について概要説明いたします。 

 管理部では、教育施策「ふなばしの教育」の基本目標を実現するために設定いたしま

した推進目標の中で、「ゆとりある生涯学習環境の整備」を主軸としております。施策

として、学校施設の整備や充実がうたわれておりますが、主なものといたしまして、

小・中学校の校舎、体育館の耐震化や小学校の校舎増築及び校舎等の大規模改修などが

ございます。 

 初めに、校舎体育館の耐震関係につきましては、すべての校舎、体育館についての耐

震診断が昨年度、平成２０年度に終了いたしました。今後は耐震補強設計並びに耐震補

強工事に重点を置き、進めてまいります。 

 平成２１年度は、耐震補強工事を実施する前段階として、耐震補強設計を行いますが、

資料にお示ししましたとおり小学校は校舎２校、体育館３校、中学校は校舎１校、体育

館４校の計１０校を実施いたします。予算額は５，５１２万１，０００円でございます。 

 次に耐震補強工事でございますが、今年度並びに３月補正分を含め小学校は校舎６校、

体育館３校、中学校は校舎３校、体育館２校の計１４校を実施いたします。予算総額は

１１億８，７２８万円でございます。こうした耐震関係予算の総額は１２億４，２４０

万１，０００円でございます。 

 なお、校舎改築の西海神小学校につきましては、今年度も引き続き基本及び実施設計
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等を進めてまいります。 

 次に、校舎等の大規模改修でございます。校舎、体育館等の劣化調査の結果をもとに

平成１８年度に作成した校舎等改修整備計画に基づきまして、順次改修に努めていると

ころでございます。今年度は、小・中学校８校で予算総額３億６，７７２万円でござい

ます。今後とも耐震改修及び校舎等の大規模改修を順次進めてまいります。 

 次に、財務課でございます。平成２３年度７月でアナログ放送が停波し、地上デジタ

ル放送へと移行します。このことにより学校の設備、備品に関しまして中学校の理科室

と視聴覚室等にデジタルテレビを整備するほか、教育的効果を向上させるため、教材提

示用カメラを設置してまいります。 

 さらに、国の平成２０年度３月の補正予算を活用し、小学校１年生のすべての教室に

も整備してまいります。この総額が５，９２８万円でございます。 

 管理部からは以上でございます。 

 

【委員長】 

 ただいま報告がありましたが、何かご質問、ご意見等ございますでしょうか。 

 

【施設課長】 

 申しわけございません。資料の訂正をお願いいたします。 

 ８ページの「１．耐震補強設計」、「小学校」の「体育館」のところで、「薬円台南

小学校」と記載しておりますが、「薬円台小学校」に訂正をお願いいたします。 

 

【委員長】 

 耐震診断は全部終わったということですが、小学校５４校、中学校２７校の耐震の補

強設計はこれで全部終わるわけですか。 

 

【施設課長】 

 耐震の診断につきましては、昨年度ですべて終了いたしました。 

 まだこれから校舎、体育館ともに、設計を立てているものが多数あり、その上でまた

工事を発注していきます。３段階のやっと１段階が終わったというところでございます。 

 

【委員長】 

 そうすると、平成２１年度にここに記載されている小・中学校の耐震補強工事が終わ

ったとして、進捗としては何％ぐらいになりますか。 

 

【施設課長】 

 全体で４００余りございますので、例えば４棟終わらせても、１％程度進むというこ

とになります。これまで昨年度３６％とお伝えしておりましたが、昨年度末、つまり今
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年の３月末までで約３７％の進捗状況です。これには２年かけて工事を実施しているも

のも含まれますので、１年で工事が１つ終わるということではございません。その棟が

すべて終わった段階で完了という計算の仕方をしますと、まだ３７％程度終わったとい

うところです。 

 

【委員長】 

 地震がいつ起こるか分かりませんが、やはり子どもたちの命にかかわることですから、

予算的になかなか厳しいこととは思いますが、早いうちに完了できればと思います。 

 他に何かございませんか。 

 

【委員】 

 工事は、夏休みなど子どもたちの休みの時期に実施しているのでしょうか。 

 

【施設課長】 

 県の職員も視察に来ていますが、船橋方式といって、船橋市の特徴は夏休みを中心に

その前後を使って工事を実施しております。夏休みには、児童や生徒がいませんので、

その間に振動があるものや音がするものを終了して、前後で仮設をしたり、仕上げをす

るというような計画で進めてまいります。 

 

【委員長】 

 他にはございませんか。 

 

【各委員】 

 なし。 

 

【委員長】 

 それでは、続きまして学校教育部、報告願います。 

 

【学校教育部長】 

 それでは、学校教育部が所管いたします事業の中から、平成２１年度新規及び拡充い

たしました事業につきまして４点ほどご説明いたします。別冊資料の９ページをご覧く

ださい。 

 １点目は、私立幼稚園就園児補助金の引き上げについてでございます。本市では、昭

和５４年度から私立幼稚園に子どもを通園させている保護者の経済的負担の軽減を図る

ために、当該保護者すべてに対して一律に補助を行っております。 

 私立幼稚園の入園料及び保育料につきましては、ここ数年来値上がり傾向にあります

ことから、平成２１年度の補助額につきましては、１人当たり２，０００円増額して、
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３７，０００円といたしました。この金額は近隣８市の中では浦安市に次ぐ額というこ

とになっております。なお、事業費として４億９５９万円を計上しております。 

 ２点目は、本年度、薬円台小学校に市内５カ所目となります発達障害児を対象とした

通級指導教室を開設いたします。通常の学級に在籍する学習障害やＡＤＨＤ等の発達障

害の児童生徒１５名について、４月下旬をめどに受け入れを行い、指導を始める予定で

ございます。事業費は工事費、備品等の購入費を合わせて１，３４３万円でございます。 

 また、市立の特別支援学校におきましては、近年、生徒数の増加で施設が手狭になり、

教育環境が整わなかったことから、平成２１年４月から小学部を旧高根台第一小学校に

移転いたしました。小学部は新入生１４名を含めて総勢６５名となりますが、懸案だっ

た教室不足の問題も解消され、教育活動の充実が図れるものと期待しております。 

 ３点目、小学校給食の調理委託は継続事業でございますが、本年度は新たに習志野台

第一小学校と若松小学校の２校を委託化いたしまして、９月から委託給食を開始する予

定でございます。これにより、小学校の給食調理の民間委託は、５４校中３０校という

ことになります。 

 最後の４点目でございます。市立高等学校の吹奏楽部が文化庁主催事業として１１月

に静岡県で開催されます「第２４回国民文化祭・しずおか２００９」の出演団体として、

千葉県吹奏楽連盟から推薦を受けましたので、千葉県代表として吹奏楽部の生徒１３０

名と引率教諭２名を派遣いたします。派遣にかかわる旅費等の事業費として４０５万 

９，０００円を計上しております。 

 以上でございます。 

 

【委員長】 

 ただいまご報告がありましたが、何かご意見や質問等ございますでしょうか。 

 

【委員】 

 「１．私立幼稚園就園児補助金」の近隣市の状況のところで、補助金額が高いところ

と低いところがありますが、例えば鎌ヶ谷市は公立が多いから補助が少ないとか、浦安

市は公立が少ないから補助が多いとか、何か理由があるのでしょうか。 

 

【学務課長】 

 浦安市は６万円の補助ですが、浦安市は私立の幼稚園数が５園で公立が１４園という

ことで、私立の幼稚園が少ないことから、補助金額が高いのではないかと思います。 

 

【委員】 

 発達障害児通級指導教室の開設について、船橋市内で５カ所目という説明がありまし

たが、特に小学校年代でニーズと今の展開の状況のバランスはどうなっているのかとい

うことをお尋ねしたいと思います。 
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【総合教育センター所長】 

 現在は地域割りで中央と西部、北部に展開しておりますが、新京成沿線の薬円台小学

校に開設を予定しています。また中学校にもう１校、開設したいと考えております。 

 さらに、小学校につきましては、もう少し北の芝山地区に今後もう１校開設したいと

思っておりますので、おおよそ計画はそのように進むのではないかと考えております。 

 

【委員】 

 通級指導教室を希望する子どもたちは増えているのかどうか、そのあたりについては

いかがですか。 

 

【総合教育センター所長】 

 結論から申し上げると、増えております。ただ、通級指導教室に通級するに当たって

は、就学指導委員会の答申を経て通級しますので、その過程で希望が即通級と結びつく

わけではありません。 

 

【委員長】 

 通級の希望がだんだん増えているということですね。 

 

【総合教育センター所長】 

 はい、そうです。 

 

【委員長】 

 他にはございませんか。 

 

【各委員】 

 なし。 

 

【委員長】 

 先日、市立特別支援学校高根台校舎の開校式に出席させていただきましたが、今まで

の小学校の建物をそのまま使用して、体育館も広々と使えていましたし、非常にいい使

い方ができているのではないかと思っております。広々としたところでゆったり教育を

受けられるということは、子どもたちにとっても、保護者とっても本当にいいことだと

思います。 

 それでは、最後に生涯学習部、報告願います。 

 

【生涯学習部長】 

 資料１０ページをご覧ください。平成２１年度の生涯学習部の新規または主要事業に
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ついてお話をさせていただきます。私どもの部はたくさんの事業を抱えておりますので、

４つの課から２つずつに絞って記載させていただきました。 

 最初に社会教育課は、２つの公民館の建替事業を今年度進めてまいります。１番目の

（仮称）坪井公民館の建設事業は、いよいよ建物を建てる段階に入りました。今年度と

来年度の２カ年で継続して建設し、平成２３年４月の開館を目指すということでござい

ます。 

 今年度は、建設の規模はまだ始まったばかりですので、金額的には６，２６０万円で

ございますが、来年度は数字が大きくなります。規模につきましては、これまでも何回

かご説明をさせていただいているかと思いますので、ご覧いただければと思います。 

 次に、法典公民館建替事業でございます。一番古い公民館である法典公民館を建て替

えるための設計を今年度実施いたします。建てる場所は、現公民館の近くで、現在ゲー

トボール場になっているところを予定をしております。その設計の費用は３，２７０万

６，０００円でございます。 

 次に、文化課の事業でございます。ふなばし音楽フェスティバル開催事業は例年２月

を中心に行っている事業で、主なものとして千人の音楽祭、地域ふれあいコンサート、

ストリートコンサート等があり、その費用は８００万円でございます。 

 そして、埋蔵文化財の調査託事業でございます。今年は小室地区の土地区画整理事業

で本調査の委託が予定されており、その予算は６，８００万円余り、そして民間の本調

査委託関係で５，３００万円余りでございます。 

 続きまして、青少年課の事業でございます。船橋市と北海道津別町の青少年の交流事

業で予算額３９３万１，０００円を計上しております。今年度は８月１日から５日まで

の５日間でこちらから子どもたちを津別に連れていく年となっております。 

 そして、子どもの居場所づくり事業「ふなばしハッピーサタデー」ということで、各

公民館で毎月第３土曜に行っている事業でございますが、これに３６６万２，０００円

の予算を計上しております。 

 最後に生涯スポーツ課の事業でございます。現在、運動公園野球場の改修工事を実施

しておりますが、その改修工事が秋口には完成しますので、その完成記念事業として、

１１月３日に記念式典と、社会人野球の欽ちゃん球団と船橋のシニアリトルチームとの

エキシビションを予定しております。その予算額は３２０万円余りでございます。 

 そして、まちかどスポーツ広場整備事業でございます。まちかどスポーツ広場は市内

各所にございますが、そのスポーツ広場の整備事業として４５０万円の予算を計上して

おります。 

 以上でございます。 

 

【委員長】 

 ただいま報告がありましたが、何かご意見、ご質問等ございますでしょうか。 
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【委員】 

 まちかどスポーツ広場は公園のようなものですか。 

 

【生涯スポーツ課長】 

 まちかどスポーツ広場は公園のようなもので、そこで好きなスポーツをして自由に使

える場所でございます。現在１５カ所市内にございます。 

 

【委員】 

 公園で「ボール使用禁止」という立て看板をよく見かけますが、この場所ではボール

遊びなどもできるのでしょうか。 

 

【生涯スポーツ課長】 

 ボール遊びができる場所もございますが、やはり民家が近いような場所では少しご遠

慮いただくようなところもございます。 

 

【委員】 

 うちの近くにあるかどうか分かりませんが、まちかどスポーツ広場が載っている地図

など、場所が分かるような案内はどこかにありますか。 

 

【生涯スポーツ課長】 

 船橋市の「マップふなばし」にも掲載しておりますし、また、ホームページにも掲載

しております。 

 

【委員長】 

 市役所の駐車場にもバスケットボールのリングを設置していましたね。 

 

【生涯スポーツ課長】 

 市役所の大駐車場のまちかどスポーツ広場は３月３１日まで使用できましたが、４月

以降、駐車場の有料化に伴って、駐車場としての使用時間が長くなった関係もございま

して、従来設置しておりましたバスケットボールのリングやテニスの壁打ちを全部撤去

し、スポーツ広場としての用務は終了いたしました。 

 今回、４５０万円の予算額を計上しておりますのは、新たに金杉の方で広場を無償貸

与していただけるというお申し出がございましたので、１６番目のまちかどスポーツ広

場として整備する予算でございます。 

 

【委員長】 

 法典公民館の建替事業で、近くのゲートボール場のところに建て替えるということで
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すが、現在の法典公民館の場所はどのようになりますか。 

 

【社会教育課長】 

 現在の法典公民館は地元の地権者からお借りしている借地ですので、新公民館ができ

た時点で整地してお返しいたします。 

 

【委員長】 

 このゲートボール場は市の敷地ですか。 

 

【社会教育課長】 

 同じく借地で、地権者は同じです。 

 

【委員長】 

 前にも聞いたことがあるかもしれませんが、青少年課の船橋市と津別町青少年交流事

業が始まったきっかけを教えていただけますか。 

 

【青少年課長】 

 昭和５８年当時、船橋ポートライオンズクラブのメンバーの中に、北海道津別町出身

の方がいらっしゃいまして、花嫁募集ということで船橋から訪問したことがそもそもの

始まりだったわけですが、正式に市と交流を始めたのは、平成元年からです。 

 

【委員長】 

 花嫁募集というのは、向こうが花嫁を募集したということですか。 

 

【青少年課長】 

 はい、そうです。 

 

【委員長】 

 ほかにご意見、ご質問等ございますでしょうか。 

 

【各委員】 

 なし。 

 

【委員長】 

 続きまして、報告事項（２）について社会教育課、報告願います。 
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【社会教育課長】 

 それでは、報告事項（２）「平成２１年度ふなばし市民大学校について」、ご説明い

たします。 

 ふなばし市民大学校は、平成１６年度に２学部８学科の総合型の市民の学習の場とし

てスタートし、今年度で６年目を迎えるところでございます。この４月１１日に市民文

化ホールにおいて、学習意欲が非常に旺盛な本年度の入学者４１４名を迎えて無事入学

式を行ったところでございます。入学式には、篠田委員長にご出席をしていただきまし

てありがとうございました。 

 平成２１年度の入学状況でございますけれども、お手元の資料の表のとおり、「いき

いき学部」につきましては、定員の３３５名が入学しております。 

 また、「まちづくり学部」の入学者は７９名で、今回初めて定員割れがございました。

全体の入学者数は４１４名で、全体の競争率は２．０９倍となりました。 

 参考までに平成２０年度の修了者数は４１６名で、修了率は９２．９％となっており

ます。 

 以上でございます。 

 

【委員長】 

 ただいま報告がありましたが、何かご意見、ご質問等ございますでしょうか。 

 

【委員】 

 今年度のパソコン（Ⅰ）と（Ⅱ）の定員２５名に対して、それぞれ応募者数が非常に

多い中で、実際は定員の２５名ずつしか入学できなかったようですが、今後クラスを増

やされるというようなことはお考えですか。 

 

【社会教育課長】 

 この学科につきましては、現在、視聴覚センターの総合演習室をお借りしており、パ

ソコンの台数がちょうど２５台であることから、この定員になっております。今の段階

では２学科でぎりぎりでございます。今後も、特にこれを増やすという予定は今のとこ

ろはございません。 

  

【委員長】 

 他にはございませんか。 

 

【委員】 

 陶芸学科も恐らく窯とか、いろいろな関係で増やせないかと思いますが、園芸学科は

もう少し増やせそうですよね。 
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【社会教育課長】 

 検討したいと思います。 

 

【委員長】 

 まちづくり学部の、特にスポーツ健康学科については定員割れが生じていて、平成 

２０年度も入学者３３名で修了者が２６名という状況からすると、入る前のこの学科に

対するイメージと実際のカリキュラムの内容に乖離があるのではないかという気がいた

しますが、いかがでしょうか。 

 

【社会教育課長】 

 スポーツ健康学科は水曜日の夜間に講義を行なっているので、１年間学習を続けるの

がなかなか難しいことから、このような数字になっていると思われます。特に先ほども

申し上げましたが、今回初めて定員割れを起こしている状況でございますので、スポー

ツ健康学科については、かなり抜本的な見直しが必要ではないかと考えております。 

 講師の先生方の関係もございますけれども、具体的にはカリキュラムを改めて編成し

直すなど、一定程度抜本的な改善が必要になっていると感じております。 

 以上です。 

 

【委員長】 

 他にご意見、ご質問はございますか。 

 

【各委員】 

 なし。 

 

【委員長】 

 続きまして報告事項（３）について、文化課、報告願います。 

 

【文化課長】 

 「平成２１年度ロビーコンサートについて」でございます。お手元の資料７ページを

ご覧ください。 

 平成２１年度ロビーコンサートの日程と実施内容を示しております。市役所本庁舎の

１階ロビーで実施するロビーコンサートは、昼の憩いのひとときに市民及び職員に爽や

かな音楽と安らぎを提供すること、音楽の生演奏に触れることによって、音楽文化に関

心を持ってもらうこと、市内の音楽関係者に発表の場を提供することなどを趣旨として、

平成５年７月から開催しております。昨日４月１５日のコンサートで１７０回を数えま

した。開催日は、お手元の資料のとおり、原則として８月を除く毎月第３水曜のお昼休

みの１２時２０分から１２時５０分までの３０分間でございます。 
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 本庁舎の１階のロビーを利用したコンサートでございますから、音楽ジャンル等の制

限を設けておりますが、市民の皆様や職員の中に根強いファンが生まれていることから、

身近で生演奏が堪能できるコンサートとして、今後も展開してまいりたいと考えており

ます。以上でございます。 

 

【委員長】 

 ただいまご報告がありましたが、何かご意見、ご質問等ございますか。 

  

【委員】 

 このロビーコンサートはオーディションのようなものを実施していますか。 

 

【文化課長】 

 年１回、私どもがピアニストや作曲家、オーケストラのバンマス、船橋市小中学校音

楽研究会の会長に視聴していただきまして、１１名の団体を選考しております。 

 

【委員長】 

 他に質問等ございますか。 

 

【各委員】 

 なし。 

 

【委員長】 

 それでは、続きまして、報告事項（４）について、青少年課から報告願います。 

 

【青少年課長】 

 報告事項（４）「第４２回船橋市少年少女交歓大会について」、ご報告をいたします。

お手元の資料９ページのチラシをご覧ください。 

 来月５月１０日の日曜日、船橋市運動公園で少年少女交歓大会を開催いたします。昭

和４３年から毎年実施しており、今年で４２回目になります。 

 当日は、旭中学校の吹奏楽部の演奏をスタートに、よさこいソーラン、キッズダンス、

おばけやしき、カヌー体験、そして巨人軍ＯＢ選手による子供野球教室などいろいろな

催し物を開催いたします。 

 今年度は野球場が改修工事中でございますので、一般参加者を含め約６，０００人の

参加を予定しております。ちなみに野球教室では水野雄仁投手、鹿取義隆投手、上田武

司内野手、西岡良洋外野手の４名の巨人軍ＯＢ選手から指導していただくことになって

おります。雨天でも実施する予定でございます。 

 なお、委員の皆様にも、ぜひお越しいただければと思っております。 
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 以上でございます。 

 

【委員長】 

 ただいま報告がありましたが、何かご意見、ご質問等ございますか。 

 

【各委員】 

 なし。 

 

【委員長】 

 それでは続きまして、報告事項（５）「その他」において何か報告することがある方

は報告願います。 

 

【施設課長】 

 平成２０年度に実施いたしました体育館の耐震診断結果を表としてまとめましたので、

施設課から報告させていただきます。 

 資料別冊の１１ページをご覧ください。この耐震診断結果表には旧高根台第一小学校

を含めて６５校掲載しております。この結果につきましては、今後、昨年の校舎の施設

の工法と同様に、各学校に私どもの職員が出向き、各学校に説明をしてまいります。そ

の後、５月中旬ぐらいをめどにインターネット等で公表いたします。 

 先ほど管理部長からもご説明がありましたが、この数値が低いほど地震による倒壊等

の危険性が高いということで、今年度、小学校では習志野台第二小、高根台第二小、薬

円台小の３校、中学校では、豊富中、七林中、古和釜中、御滝中の４校、合わせて７校

について耐震補強の設計を進めていきたいと考えております。 

 以上でございます。 

 

【委員長】 

 ただいま報告がございましたが、何かご質問等ございますか。 

 

【委員】 

 この表にある学校はすべて避難場所に指定されているのでしょうか。 

 

【施設課長】 

 はい。学校は避難場所に指定されています。ですから、これから耐震設計、耐震工事

等を実施するにあたり、基本的には校舎と体育館の数値を比較して、低いところから順

次進めていこうと考えております。 
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【委員長】 

 他にご質問はございますか。 

 

【各委員】 

 なし。 

 

【委員長】 

 続きまして、議案第２４号の審議に入りますので、関係職員以外の方は退出願います。 

 

（関係職員以外退席） 

 

【委員長】 

 それでは議案第２４号について、指導課、説明願います。 

 

  議案第２４号「平成２１年度船橋市教科用図書選定委員会規約の制定について」は、

指導課長から説明後、審議に入り全員異議なく原案どおり可決された。 

  

【委員長】 

 本日予定しておりました議案等の審議は終了いたしましたが、他に何かございますか。 

 

【各委員】 

 なし。 

 

【委員長】 

 これで教育委員会会議４月定例会を閉会いたします。どうもありがとうございました。 

 

    


