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船橋市教育委員会会議９月定例会会議録

１．日 時 平成２２年９月２８日（火）

開 会 午前１０時００分

閉 会 午後１１時４０分

２．場 所 教育委員室

３．出席委員 委 員 長 山 本 雅 章

委員長職務代理者 石 坂 展 代

委 員 中 原 美 惠

委 員 篠 田 好 造

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

文化課長 武 藤 三恵子

社会教育課長 小 川 佳 之

生涯スポーツ課長 小 泉 秀 俊

青少年課長補佐 阿 玉 一 夫

５．議 題

第１ 前回会議録の承認

第２ 議決事項

議案第４８号 平成２２年度教育功労表彰について

議案第４９号 船橋市民ギャラリー及び船橋市茶華道センターの指定管理者候補者の選定につ

いて

議案第５０号 船橋市総合体育館及び船橋市武道センターの指定管理者候補者の選定について

第３ 臨時代理

報告第３号 平成２１年度船橋市一般会計決算（教育に関する事務に係る部分）について

第４ 報告事項

（１）平成２２年度船橋市小・中学校第３２回サマーコンサート実施報告について

（２）平成２２年度音楽コンクールの結果について

（３）平成２２年度第３０回船橋市中学校英語発表会の結果について

（４）平成２２年度船橋市中学校演劇部夏の発表会の結果について
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（５）平成２２年度船橋市小・中・特別支援学校「夢・アート展」実施報告について

（６）熱中症について

（７）第４６回船橋市中学校総合体育大会駅伝の部実施要項について

（８）船橋市・津別町青少年交流事業実施報告について

（９）第３３回船橋市いけばな展について

（１０）第４８回船橋市美術展覧会市展について

（１１）２０１０ スポーツの祭典について

（１２）船橋アリーナスポーツフェスティバルについて

（１３）２０１０船橋市民マラソン大会について

（１４）その他

第５ 委員長選挙及び委員長職務代理者の指定

６．議事の内容

【委員長】

それでは、定刻になりましたので、ただいまから教育委員会会議９月定例会を開催いたします。

私、任期最後の座長ですので、よろしくお願いいたします。

初めに、会議録の承認についてお諮りします。

８月１９日に開催しました教育委員会会議、８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。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４８号及び「委員長選挙及び委員長職務代理者の指定」につ

いては、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４９号、議案第５０号並びに報告第３号については、同

規則第１４条第１項第４号の「市長又は議会に対する意見の申出及び市長その他の関係機関との協

議等を必要とする事項」に該当しますので、非公開としたいと思います。

また、議案第４８号については関係職員以外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し、報告事項（１４）の後に繰り下げたいと思います。ご異議ございませんか。

【各委員】

異議なし。
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【委員長】

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４９号について、文化課、説明お願いいたします。

議案第４９号の「船橋市民ギャラリー及び船橋市茶華道センターの指定管理者候補者の選定

について」は、文化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５０号について、生涯スポーツ課、説明をお願いいたします。

議案第５０号の「船橋市総合体育館及び船橋市武道センターの指定管理者候補者の選定につ

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】

それでは、臨時代理の報告第３号について、財務課、報告お願いします。

報告第３号の「平成２１年度船橋市一般会計決算（教育に関する事務に係る部分）について」

は、財務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。

初めに、報告事項（１）から報告事項（５）について、続けて指導課、報告をお願いいたします。

【指導課長】

夏休み期間中に行われました発表会、コンクールの結果についてご報告申し上げます。

資料８３ページからご覧いただきたいと思います。

まず、初めにサマーコンサートです。７月２１日から２３日までの３日間、船橋市民文化ホール、

改装されました後のホールを使わせていただいてコンサートが行われました。参加人数につきまし

ては、ページの下のほうをご覧いただきたいと思います。１日目に中学校器楽の部、１，４０９名

参加しております。それから２日目、小学校器楽の部に児童１，５８２名が参加しました。それか

ら３日目、小・中学校合唱の部には１，０２５名の児童生徒が参加して行われました。３日間の期

間中、具合が悪くなった生徒が２名ほど出ましたが、無事にサマーコンサートを終了しましたので、

報告させていただきます。

続きまして、８７ページに飛んでいただきたいと思います。恐れ入ります。

８月２８日、土曜日に行いました中学校英語発表会でございます。今年度は第３０回という記念

の年でもありましたし、それから船橋市の英語教育の一端をぜひこの発表会の機会に市民の方々に

も見ていただきたい、聞いていただきたいということで、例年葛飾公民館で行っていました会場を、
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本年度は中央公民館、少し広い会場を押さえ実施させていただきました。

英語発表会の結果につきましては、５番、表彰のところを見ていただきたいと思いますが、暗唱

の部、スピーチの部、それぞれそのような結果になっております。

なお、第１位、市長賞をとっております４名の生徒につきましては、１０月１５日に地区大会が

県の教育会館で行われますので、そちらのほうに出かけることになっております。

それから、課題となっておりました参加生徒に対するコメントですが、やはり今年度も時間がな

かったものですから、会場で一人一人にコメントをするということはできませんでした。しかし、

昨年度の反省を生かしまして、一人一人について短いコメントでありますが、教育委員会から各学

校の教科担任の先生を通して生徒のほうに伝えてもらうような形をとらせていただきました。

今年度は３０回目ということ、それから船橋は今、英語に力を入れているということで、小学校

２校の児童に当日参加していただいて、英語のスピーチをしてもらったり、あるいは寸劇のような

形のものを発表してもらいました。非常に好評をいただきました。ありがとうございました。

続きまして、８９ページ、演劇部夏の発表会でございます。

８月６日、７日、金曜、土曜日でございますが、船橋市民文化ホールで行われました。７番の参

加校のところをご覧ください。市内の公立の中学校に千葉日大一中、それから市外から松戸市立第

一中学校、それから東海大学付属浦安中学校の参加を得まして２日間行いました。参加人数はそこ

に記してありますが、演劇を発表した生徒も含めて９００名ということです。

それから、９１ページをご覧ください。「夢・アート」展でございます。これも例年実施している

ものでございますが、今年度は８月７日から２５日まで、アンデルセン公園内にあります子ども美

術館２階の部屋を借りまして展覧会を行いました。出品総数が５５９点、それから来館者につきま

しては４，６６５人となっております。

それから、７番、その他のところにアンケート結果ということで載せましたが、恐れ入ります、

大変よかった、よかった、ふつう、その後すぐ、大変よくなかったと入っているんですが、よくな

かったというのが間に入りまして、そこに３人加えていただきたいと思います。

この感想の内容ですが、いろいろな方がいろいろな形で記していただいていますが、二、三読み

上げたいと思います。「皆さんの絵は年齢相応に大変上手で、毎年関心している。１学年上がると格

段に進歩し、子どもたちの成長に感動します」というような、これは毎年来ていただいている方の

感想でございます。

それから、ちょっとこれは来年度の反省事項なんですが、多分自分の絵が飾られた子の感想かと

思うんですが、「作者の氏名が小さくて見にくい、３度見に来たが大きくしてもらいたい」というよ

うなことがありました。それから、「学年代表だけでなく入賞作品も飾ってほしい」などいろいろ感

想をいただきましたので、これらをまた来年度実施するにあたって生かしていきたいというふうに

考えております。

最後になりますが、コンクールの結果、まだすべて今年度のコンクール終わったわけではありま

せんが、途中報告ということでよろしくお願いいたします。毎年夏に集中的に行われます吹奏楽コ

ンクールですが、今年も県大会に小学校、中学校、それから市立の船橋高等学校が出場しましたが、

その中で法田中学校と市立船橋高等学校はマーチングの部門で県代表になり、１１月２１日大阪城
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ホールで行われる全国大会に出場することになりました。

それから、ＴＢＳの子ども音楽コンクールというコンクールがございます。これの結果を資料に

載せておきましたけれども、特に顕著なところは、合唱が非常に優秀な成績をおさめた学校が多く、

東日本に出場する学校もありますし、あるいは地区大会を抜けて千葉県の大会でいい成績をおさめ

て、そこで終わったという結果ではありますが、特に、合唱は力が伸びてきていると感じました。

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、ご質問ございますでしょうか。

【石坂委員】

中学校の英語発表会については、ありがとうございました。しかし、やはりその場で一人一人に

コメントを言っていただきたいと思いますので、またご検討いただければと思います。ほかのコン

クール関係についても毎年夏休みに入ってすぐ、親も子もとても楽しみにしています。総体もこの

辺に入ってきますので、少し日にちをずらすということは可能でしょうか。

【指導課長】

できればその形をとりたいのですが、先ほどもお話をしたように、夏に文化系の場合、例えば吹

奏コンクールがやはり並行して行われているものですから、それとの兼ね合いで、どうしてもサマ

ーコンサートは夏休みに入るとすぐに行っていかないと、サマーコンサートでやったことをもとに

吹奏楽コンクールのほうに出ていくための機会でもあるものですから、出場する学校からすると、

期間を総体とずらすというのは大変難しい状況です。

【委員長】

ありがとうございました。

そのほか何かご意見、ご質問ございますか。よろしいですか。

続きまして、報告事項（６）及び報告事項（７）について、保健体育課、続けて報告をお願いい

たします。

【保健体育課長】

資料９３ページ、報告事項（６）の熱中症について説明いたします。

気象庁が統計を開始しました１８９８年以降の１１３年間で最も暑い夏を記録しました今年の猛

暑ですけれども、船橋市内の児童生徒の熱中症発生状況を示したものを資料に載せさせていただき

ました。この資料のように７月の中学校総体ではゼロ、夏休み中５件、９月から学校が始まってか

ら４件の救急搬送の報告がありました。いずれも軽症です。また、９月に行われました中学校の体

育祭、小学校の運動会についても熱中症の報告はありませんでした。
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教育委員会からの各学校への対応につきましては、ここに記載してありますように、各通知とか、

あるいは部活動専門部への直接指導、それから９月７日には市内全校を直接訪問しまして、各校の

熱中症の対応状況を把握したり、水分補給だとかグラウンドを使用する場合の水まき等についての

指導を行いました。

今後についてですが、１０月に行われる学校安全対策委員会で熱中症を議題にします。この安全

対策委員会は、医師、消防局、それから養護教諭、栄養士、校長会等の代表からなるメンバーで、

それぞれの立場から今年度の夏、猛暑の中どういう状況だったのかということについて意見交換を

しまして、次年度以降の対策の方向づけとする予定です。

次に、資料９５ページ、報告事項（７）の第４６回船橋市中学校総合体育大会駅伝の部の実施に

ついて、要項の概要を説明いたします。

この大会は、過日、７月１７日から行われました市の中学校総体の駅伝の部として行われる大会

です。例年ですと実施時期は、もっと早いのですが、国体や工事の絡みで若干例年より遅い時期に

なりました。実施日は１０月３０日土曜日、午前中です。市の運動公園陸上競技場で行われます。

男子が６区間１８．６キロ、女子が５区間１１．９キロのコースでタイムを競います。男女とも３

位までが市の代表として１１月１０日に行われる県大会に出場します。応援のほどよろしくお願い

します。

以上です。

【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、ご質問ございますでしょうか。

【中原委員】

熱中症に関しては本当に数も少ないですし、軽症で、大きな事故がなくてよかったと思います。

今年は異常だとは思いますけれども、来年度以降のこともきちっと手が打てるようにご検討いただ

けるということなので、安心しています。熱中症が終わるとすぐインフルエンザというような状況

なので、大変だと思いますけれども、対策よろしくお願いします。

【保健体育課長】

ありがとうございました。また、来年度の方向づけをしたいと思いますし、インフルエンザのこ

とについても気をつけていきます。

【委員長】

ありがとうございました。

そのほか何かございますか。特によろしいですか。

続きまして、報告事項（８）について、青少年課、報告をお願いいたします。
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【青少年課長補佐】

（８）の船橋市・津別町青少年交流事業実施報告について、資料の１０１ページをご覧ください。

去る８月７日から１１日までの４泊５日の日程により実施いたしました船橋市・津別町青少年交

流事業についてでございますが、この事業は生活環境の異なる北海道津別町の青少年とホームステ

イや活動を通じて相互理解を深め、互いの友情と地域間交流の促進を図るとともに、健全な青少年

の育成につなぐことを目的に、平成元年より隔年で交流を実施しているところでございます。今年

は楽しい交流と心に残る思い出づくりをテーマに、船橋市・津別町の小学校５年生から中学校３年

生までの子どもたち、総勢８５名の参加を集め、船橋市少年少女団体連絡協議会の主催により実施

したところでございます。

津別町の子どもたちは８月７日に船橋市を訪問し、市内のホームステイ家庭で２泊をし、そして

８月９日からは船橋の子どもたちと合流をし、一宮少年自然の家に２泊の合計４泊５日の行程で無

事終了いたしました。子どもたちは毎日変化に富んだ生活の中、またそれぞれの場面において楽し

い時間を共有し、相互理解を深めながらこの夏の思い出をつくることができたのではないでしょう

か。次年度は船橋市の子どもたちが津別町を訪問する予定でございます。

以上です。

【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、ご質問ございますでしょうか。

【篠田委員】

大したことではないですが、津別町は北海道網走郡ですよね。船橋はちょうど日本の真ん中で、

北海道は北、それでは、南のほうもあってもいいのではないかなという気がするんです。私は余り

旅行へ行ったことがなくて、北海道も余り行ったことないし、九州も行ったことはありませんが、

北海道はもちろん寒いところの暮らしの経験、南のほうでは暑いところの暮らしの経験ができるの

で、そういった経験を若いうちにしてもらうことは必要なことだと思います。

南の地域の大変さもわかるだろうし、北海道の厳しさもわかるだろうし、船橋がいかに恵まれて

いる地域かというのも実感できるのではないかと思います。縁がないとなかなかそういう機会もつ

くれませんでしょうけれども、北海道だけではなくて南部もご検討いただければと思います。

【青少年課長補佐】

貴重なご意見ありがとうございます。

【委員長】

そのほか何かご意見ございますか。

それでは、よろしいですか。続きまして、報告事項（９）及び報告事項（１０）について、続け

て文化課、報告をお願いいたします。
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【文化課長】

資料の１０３ページ、報告事項（９）です。第３３回船橋市いけばな展、これは日本の伝統文化、

華道を伝承し、芸術文化の振興を図るための教育委員会と船橋市華道連盟が共同で開催するもので

す。本日から１０月３日までの６日間、前期後期に分けまして開催いたします。

昨日生け込みを行いましたが、秋の季節を感じさせるいろいろな花材を使いまして、いずれもす

ばらしい作品に仕上がっておりますので、お時間がございましたらぜひお立ち寄りいただきたいと

思います。市民ギャラリーで行っております。

今回、華道連盟が土日、１０月２日と３日に体験コーナーというのを設けまして、お花代として

３００円のご負担をいただくんですけれども、お子さんから大人まで各流派の先生方が直接指導に

当たりまして華道を体験していただくというコーナーを設けております。

続きまして次のページ、１０５ページの報告事項（１０）です。こちらは第４８回船橋市美術展

覧会市展のご案内なんですけれども、芸術活動の振興を図る目的で、美術連盟と教育委員会が共同

で開催いたします。会員と一般公募の作品展示でございますが、この事業は昭和３８年度から事業

を開始しまして、今回で４８回目を数え、市民の方の芸術活動の発表の場として歴史をつくってき

ました。やはり市民ギャラリーにおきまして、１１月１０日から２５日までを前期後期に分けまし

て、それぞれの部門の展示をいたします。

１１月８日の搬入日に直接、受け付けることになりますので、この日にならないと今回何点作品

が集まるかわからないんですけれども、今回市の行政サービス改善プランの中で事業の見直しを行

いまして、市で行っていた勤労者美術展が昨年をもって打ち切られました。今年度からはこちらの

展覧会に出品する方が多くなるのかなというところで考えております。

以上、申しわけありませんが、もう１点追加でお知らせをしたいんですけれども、よろしいです

か。

【委員長】

はい、お願いいたします。

【文化課長】

昨年に引き続きまして、「第２回船橋市所蔵作品展 椿貞雄とその周辺」と題しまして、１０月１

３日から１７日まで船橋市市民ギャラリーで展示いたします。この展覧会の主催は指定管理をお願

いしている文化・スポーツ公社主催によるものです。今回も船橋市ゆかりの作家を集めまして展示

いたしますので、こちらもお時間がございましたら、ぜひご覧いただきたいと思います。

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、ご質問ございますでしょうか。
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【中原委員】

いけばな展にしても多くの市民の方にご覧いただけるといいなと思うんですけれども、広報は市

の広報にしていくというところで進めていらっしゃるんでしょうか。

【文化課長】

市内公共施設等にポスターの掲示、他にもホームページにお示ししました。

【委員長】

ありがとうございました。

そのほか何かご意見、ご質問ございますか。よろしいですか。

続きまして、報告事項（１１）から報告事項（１３）について、続けて生涯スポーツ課、報告を

お願いいたします。

【生涯スポーツ課長】

文化・芸術の秋の次はスポーツの秋なんですけれども、１０７ページから１１４ページまでお願

いします。

まず初めに、２０１０スポーツの祭典でございます。１０月１７日日曜日、場所は運動公園です。

陸上競技場、体育館、野球場、テニス場、そして自由広場、いろいろなところでそれぞれの催し物

を行います。お時間がございましたらぜひいらしていただきたいと思います。

学校等につきましても、小学校ですけれども、チラシを学校にお願いして配布をしてございます。

それから、１０８ページです。市民一斉歩こうＤＡＹということで、同じく１０月１７日、それ

ぞれの駅から出発して運動公園を目指して歩くという催し物でございます。こちらのほうもどうぞ

よろしくお願いいたします。

次が１０９ページです。船橋アリーナスポーツフェスティバルでございます。今年は１０月１１

日、月曜日の祝日に行います。こちらのほうも催し物をたくさん用意してございますので、ぜひこ

ぞって行っていただきたいと思います。

それから、１１１ページです。２０１０船橋市民マラソン大会でございます。

例年行っております。今年は１１月１３日土曜日、運動公園の陸上競技場、その周回コースを使

って行うことになっております。１０月１日から申し込みを受け付けしまして、１３日必着という

ことでこれから準備をしてまいります。

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、ご質問ございますでしょうか。特に何もございませ

んか。よろしいですか。
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【石坂委員】

文化、芸術とスポーツの秋ということで、たくさんの行事がありまして、楽しみです。あとは、

お天気の心配だけですね。ワイワイまつりは雨天決行なのですけれども、スポーツフェスティバル

は雨天でもやりますか。

【生涯スポーツ課長】

スポーツフェスティバルについては内容によって異なります。例えば消防自動車（はしご車）の

試乗体験は雨天時は中止となります。ミニＳＬも場所の移動を考えております。

【石坂委員】

天気を願います。

【委員長】

ありがとうございました。

そのほか何かございますか。よろしいですか。

【石坂委員】

今のことと絡めてですが、雨天に中止にするとかしないとかいうようなアナウンスは、ホームペ

ージに載りますか。当日行ってみてわかるという感じですか。

【生涯スポーツ課長】

はい。

【石坂委員】

ワイワイまつりのほうには雨天のことが書いてありますけれども、アリーナスポーツフェスティ

バルのほうにはそのことは書いてありますか。

【生涯スポーツ課長】

そちらのほうは主に体育館、アリーナ、サブアリーナを使ってまいりますので、先ほど申し上げ

ましたように、外のミニＳＬとか消防自動車、そういったものについては雨天が関係ございますけ

れども、他のものにつきましては室内でございますので、それほど影響は受けないものと思います。

【委員長】

よろしいですか。

続きまして、報告事項（１４）その他で何か報告したい事項がある方、いらっしゃいますか。
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【生涯スポーツ課長】

現在、国民体育大会が行われております。船橋ではバスケットボール、アーチェリー、高校野球

でございます。既にバスケットボールと高校野球は９月２６日、日曜日から開始されております。

高校野球につきましては、残念ながら雨の関係で日程が消化できないという状況がございますが、

明日が最終日となっております。また、バスケットボールにつきましては運動公園が本日、総合体

育館が３０日木曜日、最終日となっております。また、アーチェリー競技につきましては、１０月

２日、３日、４日、土日月行われます。土曜、日曜、お時間ございましたらぜひご観覧いただきた

いと思います。その際、双眼鏡等をお持ちでしたら持っていくほうが、アーチェリー競技は楽しめ

るのではないかと思います。

以上でございます。よろしくお願いいたします。

【委員長】

ありがとうございました。

何かご意見、ご質問ございますか。

【施設課長】

臨時代理、報告第３号において訂正をお願いいたします。

葛飾小学校及び西海神小学校において０．３未満の建物の改修をするというところで、現在既に

仮設校舎に両校とも児童が移っていると発言しました。西海神小学校についてはそのとおりですが、

葛飾小学校については現在、仮設の校舎を建設中でございます。これが１２月にできますので、そ

れ以降、子どもたちの移動となります。この移動についても２回に分けて実施する予定になってお

りますので、そこのところ、葛飾小学校はまだ児童が仮設の校舎に入ってないということで訂正を

お願いいたします。

【委員長】

ありがとうございました。

国体の高校の軟式野球についてですが、そうすると決勝はできないんですか。

【生涯スポーツ課長】

今日は２試合が予定されておりますが、９時の段階でやるかやらないかを決めております。また、

明日、今日の結果に基づいて勝ち上がったチームがぶつかっていくということで、恐らく決勝まで

はできないものと思います。その場合には最後に残った、例えば準決勝で勝ち上がった２チームが

あれば、その２チームが同時に優勝と、そういうふうな取り扱いになります。

【委員長】

国体は点数化する必要がありますよね。あれはオープン競技ですか。
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【生涯スポーツ課長】

公開競技です。

【委員長】

そうですか。では、いいわけですか。わかりました。

そのほか何かございますか。

【篠田委員】

少し話を戻していいですか。

指定管理者の３０ページのところなんですけれども、この中で点数を見ていたら、若干ですけれ

ども、施設の貸し出し条件、利用者の支援計画、利用者への公平性、それから経営状況が安定して

いるかの４項目でミズノのグループが上回っているんだと思うんですよ。もちろん、この文化・ス

ポーツ公社が管理者になることはいいことだとは思うんですけれども、民間のいいところはいいと

ころでぜひ取り入れていただいて、５年間あるわけですから活用していただきたいです。

民間の非常識、役所の常識、民間の常識、役所の非常識という言葉が我々の中ではあるんです。

ですから、民間の目というのは大事で、逆に役所の人から見ると常識だけれども、民間は非常識だ

と思うところもあるかもしれない。お互いの立場が違うと当然そういうのが出てくるんですけれど

も、やはり、いいとか悪いとか、官民それぞれが意思疎通して、より良いものにつくっていただき

たいなというのが私の意見です。

それからもう１点、９１ページで、先ほど「夢・アート展」でアンケートがなされたとおっしゃ

っていました。非常にいいことだと思います。できる限りアンケートをとっていただいて、それこ

そ１００のうちの１つでも、１，０００のうちの１つでも、１０,０００のうちの１つでも、何か拾

える非常にすばらしいアイデアがある可能性もありますから、催し物を行うときのひとつヒントに

していただければと思います。

よろしくお願いします。

【委員長】

そのほか何かございますか。

【中原委員】

指導課長から先ほど、いろいろな分野で子どもたちが活躍してくれているという報告がありまし

たし、国体の開会式を見に行っても、子どもたちがたくさん活躍していました。子どもたちの出番

や子どもたちが輝く場所をたくさん用意すると、大変なところもいろいろあると思うんですけれど

も、子どもたちが生き生きと活動する裏で支える保護者、子どもを応援してくれる市民を元気づけ

る機会にもなるというふうに思います。これだけ力のある子どもたちが育ってくれているので、市

民の方の声も聞きながら、応援団にも元気が出てくるような、そういう工夫もしていきたいなと思

いました。
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【委員長】

ありがとうございました。

そのほか何か。よろしいですか。

【石坂委員】

資料の５５ページと５６ページが同じものではないかと思われます。

【委員長】

全く一緒のようですね。

【総務課長】

申し訳ありません。ただいま確認いたします。

【委員長】

そうですね。ただ単純なミスで、抜けている資料がなければよろしいかと思いますのでちょっと

確かめてみてください。

【総務課長】

申し訳ありません。資料につきましては委員ご指摘のとおり、同じものが資料の中に入っており

ました。逆に抜けているものがないか現在確認しておりますので、後ほどご報告いたします。

【石坂委員】

お願いします。

【委員長】

そのほか何かよろしいですか。

では、１つ私から。９月２２日に葛南教育事務所で県教育委員長主催の教育に関する懇談会とい

うことがありまして、各市の教育委員長が出席して、地域に開かれた学校づくり等についてという

テーマで話し合いが行われました。私も船橋市の取り組みについて説明してまいりました。各市と

もみんな、これをやってと強調していたんですけれども、結局同じようなことをやっているという

印象でした。地域に開かれたという古くて新しいような命題については、やっぱり地域というのは

どういうものを考えているかというのが、その定義といいますか、それが大事じゃないかと思いま

す。地域というか、地域の人の中で、父兄を対象にしているかとか、ＯＢを対象にしているか、な

どということをある程度はっきりさせないと、何か話がぼやっとしてしまうのではないかというふ

うに思いました。

学校の校長先生の考え方に温度差があるので、そこら辺がやっぱり一番根本的な問題なのかなと
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いうふうに皆さんおっしゃっていました。こちらサイドからしても、校長先生がどういうふうに考

えて行動されるかというのが一番キーポイントになるのかなと感じました。それから、そのときに

私の意見として、以前から運動会や学校行事は日曜日にすべきで、そういうことが地域の方々に関

心を持ってもらう第一歩と述べてまいりました。

【事務局】

委員長、事務局からよろしいでしょうか。

【委員長】

お願いします。

【事務局】

先ほどの石坂委員のご指摘なんですが、大変申し訳ございませんでした。５５ページと５６ペー

ジは全く同じものでして、ほかに抜け落ちているところはないようです。申し訳ございませんでし

た。

【委員長】

そうですか、ありがとうございました。

続きまして、議案第４８号の審議に入りますので、関係職員以外の方は退席をお願いいたします。

（関係職員以外退席）

【委員長】

それでは、議案第４８号について、総務課、説明をお願いいたします。

議案第４８号の「平成２２年度教育功労表彰について」は、総務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、委員長選挙及び委員長職務代理者の指定に入りますので、関係職員以外の方は退席

をお願いいたします。

（関係職員以外退席）

【委員長】

それでは、委員長選挙及び委員長職務代理者の指定を行います。

初めに、この件に関して、事務局、説明をお願いいたします。
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「委員長選挙及び委員長職務代理者の指定」が行われ、委員長に石坂展代委員が、委員長職

務代理者に中原美惠委員がそれぞれ決定した。

【委員長】

職員を入場させてください。

（職員入場）

【委員長】

ただいま、教育委員会の委員長の選挙及び委員長職務代理者の指定を行いました。新しい委員長

には石坂委員、委員長職務代理者には中原委員が決定いたしましたので、ご報告いたします。

それでは、新委員長と委員長職務代理者にそれぞれごあいさつをお願いいたします。

では、石坂委員、お願いします。

【石坂委員】

１０月から委員長に選出されました石坂です。よろしくお願いいたします。山本委員長、１年間

お疲れさまでございました。

私はまだまだ勉強不足で力不足だとは思いますけれども、よりよい船橋の教育のため、委員の皆

様方、事務局の皆様方と協力して職務に務めてまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いいた

します。（拍手）

【委員長】

では、中原委員、お願いします。

【中原委員】

ただいま委員長職務代理者を仰せつかりました中原でございます。１０月から石坂委員長を補佐

して進めてまいりたいと思います。

石坂さんは緻密でガッツがある委員長ですので、そこのところを支えていきたいと思います。ど

うぞ皆様、よろしくお願いいたします。（拍手）

【委員長】

では、最後に私から。１年間本当にありがとうございました。どうにか、つつがなく職務を遂行

できたかなというふうに思っておりますけれども、これは教育委員会の事務局職員、教育委員会の

幹部の方々、それから当然教育委員の皆様方のご協力があったからだと思っております。

こんなに座長を長く努めるというのは私にとって初めての経験ですし、それから、委員長として

いろんな会議に出させていただいたことがすごくいい経験になったと個人的には思っております。
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ただ、最初のころ市政功労者と教育功労者の表彰の際、最初に松本部長を表彰するときに、表彰状

を逆に渡してしまって指摘されたり、たしか図書館の委員の委嘱状を渡すときに名前を間違えて読

んでしまって、須藤部長が横からちっちゃい声で指摘しているんですけれども、何だかよくわから

なくて、そのまま通してしまったということがありました。何かミスばかりしていたような感じも

いたしますけれども、とにかく１年間いい経験をさせていただきました。誠にありがとうございま

した。これからまた教育委員として１年間船橋の教育に携わっていこうと思いますので、よろしく

お願いいたします。どうもありがとうございました。（拍手）

それでは、本日予定いたしました議案等の審議は終了いたしました。

これで教育委員会会議９月定例会を閉会いたします。ありがとうございました。


