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船橋市教育委員会会議１１月定例会会議録

１．日 時 平成２２年１１月１８日（木）

開 会 午後１時００分

閉 会 午後１時５０分

２．場 所 教育委員室

３．出席委員 委 員 長 石 坂 展 代

委員長職務代理者 中 原 美 惠

委 員 篠 田 好 造

委 員 山 本 雅 章

教 育 長 石 毛 成 昌

４．出席職員 教育次長 西 﨑 勝 則

管理部長 石 井 雅 雄

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 二 通 健 司

学校教育部参事兼

総合教育センター所長 魚 地 道 雄

財務課長 泉 對 弘 志

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

社会教育課長 小 川 佳 之

文化課長 武 藤 三恵子

青少年課長 村 山 茂

生涯スポーツ課長 小 泉 秀 俊

飛ノ台史跡公園博物館長 江 口 勇 一

総合教育センター教育支援室長 市 川 清 吾

市民文化ホール館長補佐 有 村 和 夫

５．議 題

第１ 前回会議録の承認

第２ 議決事項

議案第５８号 平成２３年度船橋市立船橋特別支援学校高等部第１学年入学者募集要項につい

て

議案第５９号 船橋市心身障害児就学指導委員会委員の委嘱について

第３ 報告事項

（１）市立船橋高等学校全国大会出場等の報告について

（２）平成２２年度第２４回船橋市小中学校合唱発表会について

（３）第４６回船橋市中学校総合体育大会（駅伝の部）の結果報告について

（４）第２０回教育フェスティバル実施報告について

（５）第５６回船橋市合唱祭について
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（６）ＢＡＮＤ ＳＴＡＮＤ ＦＵＮＡＢＡＳＨＩ 社会人ビックバンドの祭典について

（７）開館１０周年記念企画展≪第１部≫表紙を飾った土器たちⅡ～レンズを透して見た縄文世

界～について

（８）２０１０船橋市民マラソン大会について

（９）その他

６．議事の内容

【委員長】

ただいまから教育委員会会議１１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。

１０月２８日に開催しました教育委員会会議１０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。

すみません。私から一点つけ加えさせてください。会議録２０ページの真ん中より少し上の私の

発言で、「参考にまでなんですけれども、葛飾小学校ですと、そういった通訳も含めて帰国生徒の保

護者会があるんですね。その保護者会の人に学校がお願いをして、その間を取り持ってもらうよう

にしています。」というところがあるのですが、現在もこうされているかどうかわかりませんので、

私がＰＴＡにいた平成１２、３年ごろの話なので、そのように訂正させていただきたいんですけれ

ども、よろしいでしょうか。

「参考にまでなんですけれども、平成１２、３年ごろだったと思うんですが、私がＰＴＡにいた

ころの葛飾小学校ですと、そういった通訳も含めて、帰国生徒の保護者会があったんですね。その

保護者会の人に学校がお願いをして、その間を取り持ってもらうようにしていました。」というよう

に過去形でよろしくお願いいたします。

ご異議ございませんか。

【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５９号は船橋市教育委員会会議規則第１４号第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」に該当しますので、非公開としたい

と思います。ご異議ございませんか。

【各委員】

異議なし。

【委員長】
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異議なしと認めますので、そのようにいたします。

それでは、議事に入ります。

初めに、議案第５８号について、総合教育センター、説明願います。

【総合教育センター所長】

資料の１ページをご覧ください。

議案第５８号「平成２３年度船橋市立船橋特別支援学校高等部第１学年入学者募集要項について」

ご説明いたします。

船橋市立船橋特別支援学校管理規則第２２条の高等部に入学する生徒の募集及び入学者の選抜の

方法について、必要な事項は教育委員会が別に定めることになっており、船橋市教育委員会組織規

則第３条第１４号に基づきまして議決いただくものでございます。

募集要項につきましては、昨年度とほぼ同様の内容になっております。

ご審議のほどよろしくお願いいたします。

【委員長】

ただいま説明がありましたが、何かご意見、ご質問等ございますでしょうか。

【篠田委員】

昨年も聞いたと思いますが、募集定員の若干名というのは何人ぐらいでしたでしょうか。

【総合教育センター所長】

この場合、この選考が落とすための選考ではないという意味のもとで用いておりますので、人数

について具体的な数字は特に申し上げられません。

【山本委員】

一つ教えていただきたいんですけれども、最後の選考に関する費用のところで、入学選考料を無

料とするというのは、今年高校の授業料が無償化されたことに関係はありますか。それとも例年ど

おりですか。

【総合教育センター所長】

これは本年度からというわけではございません。例年そのようにしております。

【山本委員】

そうですか、わかりました。

【委員長】

それでは、議案第５８号「平成２３年度船橋市立特別支援学校高等部第１学年入学者募集要項に
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ついて」を採決いたします。ご異議ございませんか。

【各委員】

異議なし。

【委員長】

異議なしと認めます。

第５８号については、原案どおり可決いたしました。

一点つけ加えさせてください。特別支援学校、中学部・高等部のある金堀校舎にお邪魔したこと

があるんですけれども、学校へ行く途中の曲がり角がすごくわかりづらいと思いました。アンデル

セン公園に向かって行く道がありますよね。

【総合教育センター所長】

三咲駅から真っすぐアンデルセン公園に行く道があります。

【委員長】

その道からアンデルセン公園に行く手前を右に曲がりますよね。私はそこがすごくわかりづらく

て何往復もしてしまいました。あのあたりには看板などは立てられないのでしょうか。それとも、

既にありますか。

【山本委員】

看板は養護学校から特別支援学校へと直していますか。以前伺った時はまだ直っていなかった気

がします。

【総合教育センター所長】

養護学校と表示した案内看板が曲がり角にありましたが、表示を特別支援学校に改修するため、

現在は撤去され、改修の準備をしているところでございます。

【委員長】

よろしくお願いいたします。

続きまして、議案第５９号について、総合教育センター、説明願います。

議案第５９号「船橋市心身障害児就学指導委員会委員の委嘱について」は、総合教育センタ

ー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。
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初めに、報告事項（１）について、学務課、報告願います。

【学務課長】

市立船橋高等学校全国大会出場等の報告についての資料をご覧ください。

まず、吹奏楽部が１１月２１日に大阪城ホールで開催されます第２３回全日本マーチングコンサ

ートに神奈川県、茨城県、栃木県、千葉県の数多くの高等学校の中から東関東代表として昨年に引

き続き出場をいたします。

なお、定期演奏会は１２月２６日の日曜日に行われる予定で、３年生最後の演奏会となりますの

で、ぜひ足を運んでいただければと思います。

次に、男子陸上長距離部が１２月２６日に行われます全国高等学校駅伝競争大会に９年ぶり１６

回目の出場を果たし、京都の都大路を走ることになりました。女子は成田高校にわずかな差で及ば

ず、男女のアベック出場には至りませんでしたが、男女ともに多数の選手が区間記録をとるなど活

躍をいたしました。

なお、先日の予選会では、第１区と第７区に船橋市立旭中学校出身の生徒が出場をしております。

１２月２６日はＮＨＫテレビにおきまして、女子が９時２０分から、男子は１２時半から放送さ

れる予定でございます。

次に、男女バレーボール部ですが、今年度から３年生も出場できるようにと、開催の月が１月に

変更になった春高バレーの愛称で親しまれております全日本バレーボール高等学校選手権大会への

出場をかけて決勝に臨んだのですが、負けてしまいました。残念ながら全国大会への出場はかない

ませんでした。

また、夏の全国高等学校総合体育大会を制したサッカー部は、全国高校サッカー選手権大会の出

場に向け、１１月２１日に流通経済大学附属柏高校と決勝を行う予定でございます。

また、ラグビーにつきましても、全国高等学校ラグビーフットボール大会出場に向け、１１月２

０日に同じく流通経済大学附属柏高校と決勝を行う予定でございます。今後とも応援をよろしくお

願いいたします。

以上です。

【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。

【各委員】

なし。

【委員長】

続きまして、報告事項（２）について、指導課、報告願います。

【指導課長】
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資料の７ページをご覧ください。

平成２２年度第２４回船橋市小中学校合唱発表会についてご報告をさせていだたきます。

先週１３日土曜日に船橋市民文化ホールにおいて第２４回の合唱発表会を開催いたしました。当

日は天気にも恵まれましたし、昨年のようにインフルエンザなどの流行がなかったため、出場予定

すべての学校が発表を行いました。

当日の人数は、午前が７６２名、午後が７０４名、合計１，４６６名となりました。保護者席を

２階に設けましたが、午前も午後もほぼ満席の状況でございました。

当日、講師としてお招きしました東京学芸大学名誉教授の中村義春先生から船橋の学校の力は全

体的に高く、底辺がほとんどない状況であるという話をいただきました。私も１日会場で発表を聞

きましたが、プログラムの中には、小室小中学校のように小中合同で出場した学校もありました。

合同練習などではさまざまな問題もあったと思いますが、本市で推進しております連携教育の成果

等もとらえることができたと思います。

その中でも音楽が盛んな船橋ということで、当日、教育長にごあいさつをいただきましたが、さ

らに盛んな音楽教育ができるよう指導、助言してまいりたいと思っております。今後ともご指導を

お願いいたします。

以上で報告を終わります。

【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。

一点質問ですが、このプログラムの一番下に鑑賞曲とありますけれども、各発表の合間に東京混

声合唱団の方がこの６曲を歌ってくださったんですか。

【指導課長】

今委員長がおっしゃったとおりで、教育委員会で予算を組みまして、東京混声合唱団を呼んで、

プロの演奏も鑑賞しております。それぞれ午前と午後のプログラムの最後にプロの合唱団の演奏を

聞く時間を２０分から３０分ぐらい設け、毎年鑑賞しております。

【委員長】

聞き合うということで、子どもたちにとって良い１日だったでしょうね。

ありがとうございます。

続きまして、報告事項（３）について、保健体育課、報告願います。

【保健体育課長】

資料１１ページからの報告事項（３）第４６回船橋市中学校総合体育大会駅伝の部の結果報告を

させていただきます。

１０月３０日土曜日に実施の予定でしたが、台風接近による大雨のため、３１日の日曜日に実施

いたしました。場所は夏見の運動公園です。
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上位入賞校は１１ページ、１２ページのとおりでございます。

男子は６区間のうち５区間で大会新記録、チームでも１位の高根中学校と２位の飯山満中学校が

大会新記録でした。女子も５区間中２区間で大会新記録ということで、男女とも選手の頑張りがあ

りました。

次に、資料１３ページの市の代表が参加しました県駅伝大会の報告をさせていだたきます。

１１月１０日水曜日、県立柏の葉公園で県内の各地区の代表４８校が参加して行われ、船橋市代

表校の成績は、１３ページに示しているとおりでございます。男子の高根中学校５位入賞は、これ

までの船橋歴代の最高位が９位でしたので、それを上回る成績でございました。また、男子は６区

間のうち２区間で船橋の選手が区間賞をとることができました。県大会では、男子は高根中学校１

校が入賞、女子は船橋中学校、習志野台中学校の２校が入賞ということで、次年度はこの入賞校数

分多く県大会に出場できる予定でございます。委員の皆様のご声援、応援ありがとうございました。

以上でございます。

【委員長】

ありがとうございました。

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。

【各委員】

なし。

【委員長】

続きまして、報告事項（４）について、総合教育センター、報告願います。

【総合教育センター所長】

資料１５ページ、報告事項４の第２０回教育フェスティバルについてご報告させていただきます。

２日間の来館者総数は、昨年度より５４５人増の２，６９７人でした。篠田委員を初め多くの来

賓の方々にもお越しいただくことができ、大変感謝しております。

社会科作品展と科学論文・工夫作品展の表彰式では、石毛教育長を初め学校教育部長、審査にか

かわりました審査委員の先生方にもご出席いただき、表彰授与を行うことができました。

また、今年から新たに加えた市立特別支援学校の紹介コーナーや児童生徒の作品展示、そして市

立船橋高等学校の学校紹介コーナー、同校教員による理科教室なども大変好評で、多くの方々にご

覧いただいたり、体験していただくことができました。来年度は今回の成果と課題を踏まえてさら

に充実させ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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篠田委員、感想をお願いします。

【篠田委員】

研究作品の中には社会問題を子どもなりによく捉えていたものもありましたし、我々大人が勉強

させられたところもありました。子どもたちの自由な発想がきちんと発表できるこのような場を、

ぜひ今後も設けていただければと思います。また、多くの子どもたちがそうしたものに応募しやす

いような環境を整えてほしいと思います。

以上です。

【委員長】

ありがとうございます。

続きまして、報告事項（５）について、文化課、報告願います。

【文化課長】

資料１７ページになります。船橋市合唱祭のご案内です。

平成２２年１２月５日日曜日、船橋市民文化ホールにおいて、教育委員会と船橋市合唱連盟共同

で開催いたします。午前の部が１０時から午後の部が２時から、各部１９団体、計３８団体の参加

になります。ここにあります団体は出場順ではなくて、順番については、当日抽選で決定すること

になっております。

この合唱祭ですが、合唱の楽しさを紹介し、団体相互の交流を図ることを目的に、昭和２９年か

ら行われまして、今回５６回を数えます。ほとんどの団体は地域の公民館等で活動されておりまし

て、日ごろの練習の成果を発表する場となっております。

以上です。

【委員長】

ありがとうございます。

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。

【中原委員】

参加される団体数は例年と同じような状況ですか。増減しているのでしょうか。

【文化課長】

ほぼ同じ参加団体数です。

【中原委員】

なぜかというと、枠に対して下に余白が何行分かあいているので、予定団体が減ってしまったの

ではないかと気になりました。そういうわけではないのですね。
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【委員長】

すみません。一つ質問ですけれども、この日は何百人と出場する方が多いので、更衣室等は公民

館の会議室などをとって対応されるのですか。

【文化課長】

公民館の会議室を控室にしております。

【委員長】

十分な部屋数は確保できているのですか。

【文化課長】

何部屋予約しているかまでは確認しておりませんが、午前午後と団体を入れかえる際、控室も入

れかわっていただきますし、対応できるだけの会議室は用意できていると思います。

【委員長】

よろしいでしょうか。

続きまして、報告事項（６）について、市民文化ホール、報告願います。

【市民文化ホール館長補佐】

１９ページ、来年の２月２０日に行いますＢＡＮＤ ＳＴＡＮＤ ＦＵＮＡＢＡＳＨＩ 社会人

ビッグバンドの祭典ということで、船橋音楽フェスティバルの一環として文化ホールで行います催

しです。今回で１７回目を迎えます。文化ホールと出演するバンド４団体で実行委員会をつくって

実施しています。

今回新しいバンドとして、一番下ですけれども、ザ・サード・コースト・ジャズ・オーケストラ、

これは三番瀬にちなんだ名前をつけているバンドで、ジャズの愛好者が集まって７年前に結成され

ており、現在１０代から６０代ぐらいまでの方が参加されています。葛飾公民館で主に練習してい

て、地域に密着した演奏活動を目指すということで、今回新しく入っていただきました。

チケットは今日から発売しまして、ゲストにはサックスプレーヤーのＭＡＬＴＡさんをお呼びし

ています。よろしくお願いいたします。

以上です。

【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。

【各委員】

なし。
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【委員長】

続きまして、報告事項（７）について、飛ノ台史跡公園博物館、報告願います。

【飛ノ台史跡公園博物館長】

それでは、開館１０周年記念企画展≪第１部≫表紙を飾った土器たちⅡ～レンズを透して見た縄

文世界～についてご報告いたします。

最後のピンク色のチラシをご覧ください。

飛ノ台史跡博物館では、開館以来広報紙「とびのだい」を毎年３回ほど発行しており、現在３２

号まで発行しております。この表紙に館所蔵の土器や石器を使っておりますが、この表紙に使った

写真と実物の土器や石器を一緒に展示しているものでございます。

チラシの写真を例にしますと、本来ですと真ん中のイノシシの形をした土製品は単独で展示して

おりますが、チラシの写真ですと飛ノ台貝塚から出土したハイガイという貝の上にそれを載せて写

真を撮るというような演出が施されたものでございます。実物の土器や石器と写真を見比べていた

だければより一層楽しめると思いますので、ぜひご覧いただきたいと思います。

会期は、既に先週から始まっておりますが、１１月１２日から来月の１２月１２日まででござい

ます。

以上でございます。

【委員長】

ありがとうございました。

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。

この写真を撮られた神保君雄さんという方は、船橋市の方ですか。

【飛ノ台史跡公園博物館長】

神保君雄さんは、船橋市の職員でございましたが、この３月に退職をされております。アサヒカ

メラというカメラ雑誌があるんですけれども、そちらで特集をされることもあるぐらいカメラマン、

写真家としても有名な方です。実際の写真とその実物を見比べるとよいと思いますので、ぜひお立

ち寄りいただければと思っております。

以上です。

【委員長】

ありがとうございます。

もう一点、入館料のところで、一般１００円、小学生から高校生は５０円で、市内在住小中学生

は無料と書かれていますが、もちろん幼児も無料ということですよね。

【飛ノ台史跡公園博物館長】
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幼児も無料です。

【委員長】

このことは別に記載はしなくても、当たり前ということでしょうか。

【飛ノ台史跡公園博物館長】

義務教育以下の方は無料ということです。

【委員長】

普段も１００円の入館料ですが、やはりこういう企画展も１００円ですか。

【飛ノ台史跡公園博物館長】

入館料は一定でございます。企画展が別の会場ということではございませんので、入館料につい

ては特に企画展だから別料金という定めはございません。

【委員長】

企画展でまた払うのではなく、飛ノ台史跡公園博物館に入るという意味で１００円ですね。

【飛ノ台史跡公園博物館長】

はい。同じスペースに飾ってありますので、入館料を払っていただければすべての展示を見るこ

とができます。

【委員長】

ありがとうございました。

続きまして、報告事項（８）について、生涯スポーツ課、説明願います。

【生涯スポーツ課長】

先週の土曜日１１月１３日に運動公園周回コースで行いました２０１０船橋市民マラソン大会で

ございます。

中学１年女子３Ｋｍ、中学１年男子３Ｋｍ、親子宣言タイムレース２Ｋｍ等８レースを行いまし

た。今年の申込者数は、８レース合わせて１，０４８人でございまして、当日は８７５人の選手が

運動公園周回コースでそれぞれ健脚を競いました。天気にも恵まれまして、すべての選手が大きな

事故もなく完走いたしました。

また、お忙しい中、ご出席をいだたきました石坂委員長、篠田委員、教育長、ありがとうござい

ました。また、スターターもお引き受けいただきましたこと感謝申し上げます。

以上でございます。
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【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。

では一点、先ほどの駅伝もこの市民マラソンも、今年も無事に開催されて本当によかったと思い

ます。市民マラソンに出席させていただきましたけれども、２歳から７２歳までの登録があったそ

うです。１，０００人ぐらいの方が参加する予定で、当日は非常に盛り上がったと思います。その

支えとなりました体育協会の方や大勢の競技役員の方々はお疲れさまでした。

ただ、気になった点があります。中学生の部では、ほとんどの中学校は校名入りのユニホームを

着ていましたが、そうでない学校が２校ほどありました。体操服と思われるところと普通のＴシャ

ツと思われるところです。せっかくの場所ですし、あと１、２校だけということもありましたので、

ユニホームを揃えてあげられたらいいのではないかと思いました。

【生涯スポーツ課長】

わかりました。その辺については聞いてみたいと思います。

【委員長】

ユニホームは学校のお金で買っているのでしょうか。

【生涯スポーツ課長】

大体学校の陸上部が出てきているので、そのユニホームにつきましては、陸上部のものだと思い

ます。私も何人かユニホームを着てない生徒を見かけましたけれども、その生徒たちについては、

陸上部ではなく学校の代表という形で出てきたのではないかと思います。

【委員長】

わかりました。

続きまして、報告事項（９）その他で何か報告したいことがある方は報告願います。

【山本委員】

隣の市川市で１４日に中学生の生徒が自殺した件で、船橋市でもアンケートは行っていると思う

んですけれども、そういうことから把握できた問題などはありませんか。また、市川市では把握し

ていたけれども防げなかったということもあったみたいですが、船橋市は大丈夫でしょうか。

【指導課長】

本市でも年に２回いじめの調査、いじめに関する調査というものを各学校で今取り組んでおりま

す。決して問題がないわけではありませんが、現在のところは各学校で解決している、あるいは教

育委員会にも連絡がきて、内容によっては教育委員会の担当者もかかわって取り組みを進めている

ところでございます。

以上です。
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【委員長】

その調査、アンケートの内容はどのようなものですか。

【指導課長】

児童生徒個々に今の友達関係や普段の生活の中でのことを問うような内容となっております。そ

れを学級担任、あるいは中学校には生徒指導担当の者もおりますので、そういう関係者が見て、必

要に応じてさまざまな手だてを施しているところでございます。

【委員長】

疑問が残るのは、市川市の場合、いじめが続いていることや物を隠されるといったアンケートの

項目に印があったのに防げなかったということです。そのようなことがアンケートに書いてあった

場合は、船橋市はすぐ対応しているんですよね。

【指導課長】

委員長がおっしゃるとおり、各学校でいじめの調査が上がってきたのをよく見て、それに応じて

すぐ対応をしております。今のところ学校からそのことについて困ったことが出たというような報

告は受けておりません。

【委員長】

わかりました。

【中原委員】

今のことに関連するんですけれども、その少し前に小学生の女の子が自殺をしたことといじめと

の関係がやはり報道されておりましたし、あとは近々だったと思うんですが、学校内で教師が生徒

の暴力で傷ついたというようなこともありましたので、久々にそういうことが続いているという印

象があります。こういったことは、しばらく忘れていたようなところがあるので、その辺は落ち着

いているところほど、学校の中での変化を意識することで素早くキャッチし対処することで、後手

後手にならないようによろしくお願いします。

【学校教育部長】

今の件ですけれども、本教育委員会では学校でいろいろな反社会的、非社会的な行動があったな

どの連絡を受けた場合、すぐに指導主事がその学校に行くことはもちろん、生徒指導担当や青少年

センターとも連携しながら各学校に行ってその状況を把握するというようなことをきめ細かくやっ

ております。

また、児童虐待に関するものにつきましては、生徒指導班が各学校を訪問する中で、定期的に把

握するような形で取り組んでおります。
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いじめ関係につきましても、繰り返し文書による通知で学校に意識を高めてもらうことで、何か

事件があったときにはすぐに学校にそれを知らせて、学校で対応していただくというような取り組

みをしております。

今回の件につきましても、県教育委員会とも連携いたしまして、早速、このような取り組みをし

なさいという文書を今日付で各学校向けに作成いたしました。また、命を大切にするキャンペーン

というものを通年で行っているのですが、その強化期間を緊急に改めて設け、アンケート調査でい

じめの実態把握をもう一度やり、いじめがあった場合には各学校独自に学校、学年、学級単位で工

夫して早急にいじめに取り組むようにしていただきます。

いじめの相談機関の電話番号は保護者や児童生徒に周知してはおりますが、もう一度それがすぐ

にわかるように周知していただくということ、心配事があった場合には学校に相談に来ていただく

ということ、すぐに相談できる窓口を学校に設置していただくということ等、改めて通知文を出し

ます。教育長からも学校にも危機意識を持ってもらって対応するようにと指示をいただいておりま

すし、なかなか教育委員会のこういう姿は見えないかとも思うんですけれども、他市のこととはい

えませんので、一生懸命いろいろなことに取り組んでいることをご理解いただきたいと思います。

【委員長】

わかりました。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。

そのほか何かございますか。

【篠田委員】

私から一つよろしいでしょうか。この間、市民マラソンのときにあいさつされた方が、話を聞い

ていない生徒のことを壇上から注意しましたよね。審判長ですか。普通なかなかできないことをや

っていただいて、久々にいいところを見させていただいたと思いました。あいさつの中でマイク外

して大きな地声で生徒に注意されたわけですが、ちょっとしたことだけれども、あのように気がつ

いたときにすぐその場で注意するということは臆せずやっていただきたいと思います。

【委員長】

いじめに関しても船橋市はしっかりやっていただけるということですし、今後ともよろしくお願

いいたします。

そのほかよろしいでしょうか。

【各委員】

なし。

【委員長】

では、本日予定しておりました議案等の審議を終了いたしました。

これで教育委員会議１１月定例会を閉会いたします。
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ありがとうございました。


