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船橋市教育委員会会議１月定例会会議録 

 

１．日  時  平成２６年１月１６日（木） 

開 会  午後３時００分 

閉 会  午後４時１５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         鎌 田  元 弘 

        委     員         篠 田  好 造 

教  育  長         松 本  文 化 

 

４．出席職員  教育次長            松 田  重 人 

        管理部長            石 井  雅 雄 

        学校教育部長          藤 澤  一 博 

生涯学習部長          瀨 上  きよ子 

        管理部参事兼教育総務課長    二 通  健 司 

        学校教育部参事兼学務課長    古 橋  章 光 

生涯学習部参事兼社会教育課長  小 川  佳 之 

財務課長            廣 瀬  清 美 

施設課長            小 川  良 平 

指導課長            松 本   淳 

        保健体育課長          三 浦  勤 治 

総合教育センター所長      鈴 木  正 伸 

文化課長            武 藤  三恵子 

青尐年課長           中 村  義 雄 

生涯スポーツ課長        石 井  義 男 

      

５．議  題  

第１ 前回会議録の承認 

第２ 報告事項 

（１）平成２５年第４回船橋市議会定例会の報告について 

（２）全国高等学校サッカー選手権大会の結果報告について 

（３）平成２５年度船橋市小・中・特別支援学校造形作品展「子供たちの色・形・夢」 
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について 

（４）平成２５年度船橋市小・中・特別支援学校児童生徒書写展覧会について 

（５）平成２５年度船橋市学校給食展の開催について 

（６）平成２５年度船橋市特別支援教育振興大会 合同発表会・合同作品展について 

（７）平成２６年船橋市成人式の実施報告について 

（８）平成２５年度２８ｔｈふなばし生涯学習フェアについて 

（９）第１８回ふなばし音楽フェスティバルについて 

（１０）平成２５年度第２６回船橋市文学賞の結果報告について 

（１１）第３２回船橋市小学生・女子駅伝競走大会について 

（１２）その他 

 

６．議事の内容 

【委員長】 

 ただ今から、教育委員会会議１月定例会を開会いたします。 

 はじめに、会議録の承認についてお諮りします。 

 １２月２５日に開催しました教育委員会会議１２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。 

 はじめに、報告事項（１）について、管理部、報告願います。 

 

【管理部長】 

 報告事項（１）、平成２５年第４回船橋市議会定例会について、ご報告いたします。

別冊資料１ページをお願いいたします。今回から資料の形式を変更してございますので、

よろしくお願いいたします。 

 はじめに、会期でございます。１１月２２日に開会し、２９日間の会期により開催さ

れ、１２月２０日に閉会をいたしました。 

 １１月２２日の開会日には、会議案の認定第１号、決算認定を掲げておりますが、平

成２５年第３回市議会定例会において決算特別委員会に付託された平成２４年度一般会

計の決算認定について、まず採決されました。この決算特別委員会につきましては、１
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１月５日から１１月１２日までの間の４日間で審査され、委員会での採決結果につきま

しては可決となっておりました。本会議初日に委員長より報告がなされ、その後に採決

に移り、結果につきましては決算特別委員会の採決同様、可決となりました。決算認定

につきましてはそのような結果でございます。 

 その後、こちらの２に掲げております会議案につきまして、市長から上程しました議

案についての提案説明が行われました。教育委員会関連としまして会議案に掲げてあり

ますとおりでございますが、まずは先ほど申しました平成２４年度一般会計の決算認定

につきまして、議案につきましては平成２５年度船橋市一般会計補正予算、船橋市立坪

井小学校校舎増築工事請負契約の締結について、船橋市立前原中学校校舎改築工事請負

契約の締結について、船橋市西図書館建替工事請負契約の締結について、議案第９号に

つきましては専決処分の承認を求めることについて（平成２５年度船橋市一般会計補正

予算）。 

 次に、諮問第１号、審査請求についてでございます。こちらにつきましては、船橋市

教育委員会が行った退職手当の返納命令処分に対する市長への審査請求がございました。

こちらに対する諮問という形で上程されました。 

 次に、議案第１１号としまして、平成２５年度船橋市一般会計補正予算、こちらにつ

きましては追加議案として上程されました。この内容につきましては従前ご説明いたし

ました小・中学校の耐震補強工事関連の補正予算でございます。 

 以上、第４回市議会定例会におきまして教育委員会がかかわった議案等でございます。 

 これらの議案に対します質問等でございますが、３の議案質疑における主な質問事項

としまして、掲げてありますとおり管理部関係でございますが、先ほど申しました耐震

補強工事の補正予算、坪井小学校校舎増築工事請負契約の締結について、また前原中学

校校舎改築工事請負契約の締結について、これらについてここに列記のとおりの質問が

ございました。 

 ２ページをお願いいたします。 

 上段のほうですが、追加議案質疑、こちらにつきましては先ほど申しました小・中学

校の耐震工事に伴った補正予算の質問の内容でございます。 

 その次に生涯学習部になります。船橋市西図書館建替工事請負契約の締結についての

質問を掲げております。 

 次に、一般質問でございます。一般質問における主な質問事項につきましては、管理

部、学校教育部、生涯学習部への主意通告に基づいた質問がございました。 

 最終ページ、４ページをお願い申し上げます。第４回市議会定例会の採決結果を別表

で今回記載しております。先ほど申しました退職金の返納命令処分における所管につい

ては総務部ということで、まず総務委員会によって審査されました。結果は各会派賛否

含めて全会一致で可決という形になりました。 

 次に別表２でございます。文教委員会が１２月１３日開会されまして、付託されまし
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た先ほど申しました議案３件につきまして審議されました。その結果につきましてはこ

の表のとおり、採決結果は可決でございます。 

 別表の３、予算特別委員会に付託された議案でございます。これらも全て可決という

結果になっております。 

 これらの表の右側、本会議最終日でございます。審査請求につきましては、地方自治

法に基づいて議会からの結果につきまして、早めの期間がございましたので、１２月３

日に採決されております。文教委員会及び予算特別委員会につきましては、１２月２０

日、最終日という形で採決がなされました。結果につきましては、それぞれ委員会の採

決結果と同様の結果で本会議最終日において可決されております。 

 第４回定例会におきましては以上のとおりご報告申し上げます。 

 なお、先ほど質問事項を列挙させていただきましたが、学校教育部におきまして、３

ページ、小・中学校のいじめ対策につきまして教育委員長答弁ということで、今回市民

社会ネットの議員から委員長の答弁を求めたいということがありましたので、委員長に

ご出席いただきまして、答弁をいただいたところでございます。 

 以上、内容につきましてご報告させていただきます。また、質問事項に対する答弁に

つきましては、各部からご質問ありましたらお答えさせていただきたいと思います。 

また、今回お手元に別の資料を配付させていただいていると思います。そちらをお願

いいたします。 

 今、市議会定例会の正式な会議録というのは、次の定例会までに作成されます。それ

をもって正式な会議録になってまいりますが、現在、開かれた市議会ということで、本

会議等のやりとりにつきましてビデオでの記録を見ることができます。お手元に資料と

しましてホームページから本会議の録画放送をご覧いただけるような形で、操作手順を

コピーさせていただいております。 

 また、各議員のそれぞれの主意通告の項目及び議員の方の写真という形で今、新たに

ホームページのほか会議録等の閲覧についても、これまで以上のものになってきており

ますので、先ほどの質問のやりとりにつきましては、クリックしていただければ、実際

にどういうやりとりを行ったかということが確認できますので、こちらを活用していた

だければと思います。ただし、正式な会議録につきましては後に作成されますので、そ

れをもって正式なものとなりますので、よろしくお願いいたします。 

 

【委員長】 

 具体的な説明でこれはどうですかと質問すると、各担当部署からお答えしていただけ

るのでしょうか。 

 

【管理部長】 

 今の報告の中の質問につきましては、各部で答えさせていただきます。 
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【委員長】 

 これだけ見るのは大変ですね。今渡されて、すぐこれはどうだというのがちょっとわ

からないですけれども、委員の皆様はどうですか。 

 

【管理部長】 

 申し訳ありません、補足させてください。 

 こういうシステムとして新しくなりましたので、そのお知らせといいますか、どうい

うやりとりがあったかというのを確認できる機会ということで、今回資料を配付させて

いただいております。今どうこうという形ではなく、正式な会議録が作成されるまでの

間は、ホームページを見ていただければやりとり等確認できるということでお知らせし

たものでございます。よろしくお願いしたいと思います。 

 

【委員長】 

 市議会定例会についてはそちらを見るようにということですか。 

 

【管理部長】 

 見るようにということではございません。確認したいことがあれば、現時点で確認で

きるということでご了解をお願いしたいと思います。 

 

【委員長】 

 そうですか。 

私の考えなんですけれども、答弁ばかりではなくて、この質問に対してはどう答えら

れましたかというのをお聞きしたいなという感じもいたしますが、今の今ですので、次

回でもまた、これはどうですかということを、どういうふうに答えられたかということ

をお聞きしてもいいかなという気もするんですが、いかがでしょうか。 

 

【管理部長】 

 それは結構でございます。また今、質問事項等ありまして、どういう形というのは各

部で今回答えられるようにとは事前に対応しておりますので、もし質問がありましたら

お答えいたします。 

 

【委員長】 

 わかりました。 

今、管理部長からそういうお話があったのですが、ぱっと目を通して委員の皆様方で、

これはどうなのかということをお聞きになりたいなど、ありますでしょうか。 
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【石坂委員長職務代理】 

 今まで市議会定例会の報告があり、こういう質問があったということで羅列してあっ

て、それに対してどう事務局がお答えになったかというのがわからなかったので、結構

中途半端というか、いつもどうなんだろうと思っていたところが私はありましたので、

ホームページを見るということを特にしませんでしたけれども、市議会のホームページ

というのは質問された方の写真と内容が掲載されているということで、とても丁寧で非

常に見やすくなったと思います。 

 一つお願いしたいなと思うのは、資料４ページの議案、最初が諮問第１号、審査請求

についてということで、その隣に総務委員会の方々の賛成反対ということが載っていま

すけれども、私はどちらかというと、この件名についての主な内容という欄があったほ

うが資料としてはわかりやすいと思いますので、誰が賛成、誰が反対かという本会議の

採決結果はこれでいいんですけれども、それよりも諮問第１号についての主な内容とい

う欄があると非常に助かると思います。 

 

【管理部長】 

 今回こういう形で形式を変えてご報告させていただきました。今、委員よりありまし

た諮問につきましては、市長のほうへ審査請求という形で、参考として今回ここでご報

告させていただいております。先ほど申しましたとおり、本会議等の正式な会議録は次

の議会までに作成されてまいります。そちらが正式な形になってまいりますので、そこ

でのやりとりがどうであったか、作成されました会議録を確認するのが本筋だとは思っ

ております。 

 ビデオにつきましては確認という意味で見てくださいという形でございますので、正

式な本会議の会議録が作成された時点で、どういう内容で行っていたんだろうというこ

とを確認していただくしかないと思っております。 

 ただ、この時点でどのようなやりとりを行っているかと、私どもが確認する場合はこ

ちらのビデオを見る、あるいは議会へ問い合わせるという形をとっておりますので、な

るべく報告に当たってその時点で内容等記載できるものについては、今後どういう形で

いくか勉強してまいります。その点についてはご理解いただきたいと思います。 

 

【委員長】 

 そのほか何かございますか。 

 

【鎌田委員】 

 委員長が答弁なさったいじめ対策というところなんですけれども、先ほどのインター

ネットを見ればわかるのかもしれませんが、教育委員会としてどういう策を講じている
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かということについての質問なのか、それとも委員長としてどういう認識なのかという

ことの質問なのか、その辺はどうなのでしょうか。 

 

【委員長】 

 最初聞いていたのは、いじめに対してどう思うかという総論的なことを私は聞かれた

ので、具体的なことについては部長のほうから答えていただいて、私はいじめに対して

どう考えるかということをお答えいたしました。 

 

【鎌田委員】 

 委員長の認識と具体的な措置の両方をお答えなさったということですね。 

 

【委員長】 

 そうですね。対策についてと言われても具体的なことはなかなかわかりませんので。 

 

【学校教育部長】 

 ご説明いたします。こちらは市民社会ネットの三宅議員からの質問でございました。

内容としては、いわゆるいじめ対策について、いじめの問題について総合的な考え方と

して、教育委員会としてはどのように考えているのか委員長の見解を問いたいというよ

うな内容でございました。教育委員会会議の中でも委員長がいじめに関して触れられた

件がございましたので、そこのところを踏まえてその意味、どういう内容でという問い

でございました。 

 こちらについて委員長から、いじめについては古くて新しい問題であり、ずっと社会

に長い間あるものということで、当事者同士の問題、それから家庭や地域の問題、そし

てマスコミを含めた社会の問題、この３つの視点から課題があるというようなことで答

弁をしていただきました。 

 当事者同士の問題の要因としては、子どものコミュニケーション能力が不足している

というような現状があるのではないかということ、それから親の責任としては、やはり

学校任せにしてはいけないのではないかということ、そして社会の問題としては、やは

りインターネットやメールの問題など、非常にいじめを助長しているような背景が今の

世の中にあるということ。このような３つの要素が重なって今のいじめ問題が起きてい

るのではないかということ。 

 これらについては、今後そのいじめ防止対策推進法ができることによって、かえって

上手な持っていき方をしないと、いじめというフレーズだけで一人歩きをすると非常に

混乱が生じるという意味で心配をしているところですというような内容で、委員長から

ご答弁をいただいたと認識しております。 
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【鎌田委員】 

 わかりました。ありがとうございます。 

 

【委員長】 

 そのほか何かございますか。 

 

【篠田委員】 

 耐震補強工事は今年度末までに、割合にしてどのぐらいまで終わる予定なのでしょう

か。 

 

【管理部長】 

 割合ということでございますが、昨年の平成２５年４月１日現在で耐震化率というの

を出しました。その時点で本市においては６５％でございました。 

 今年度、耐震補強工事を行っておりますが、契約不調で工事を行えない部分がありま

すので、そちらを除いて耐震補強工事終了すると、本年度末では７４％まで耐震化率は

持っていけるという形でございます。 

 

【委員長】 

 そのほか何かございますか。 

 私のほうから。前は議員の名前を書いてその質問内容というふうに書いてあったんで

すけれども、質問の後ろに議員の名前も括弧ででも入れてくれたほうが、どういう人が

どういう考え方なのかというのがわかるので、参考になると思いますけれども。 

 

【管理部長】 

 わかりました。 

 

【委員長】 

 それからもう一つ。審査請求を棄却するという裁決案が可決されるとどうなるのでし

ょうか。 

 

【教育総務課長】 

 審査請求を棄却するという裁決案を可決するということは、教育委員会がした処分に

問題がないということで可決したということでございます。当事者側としては、この審

査請求についてさらに再審査請求ができるということになっておりまして、先日、県に

再審査請求が出されたということで、引き続きこの件については続いていくということ

でございます。現在、ステージが県に移っているという状態でございます。 
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【委員長】 

 わかりました。それではよろしいですか。 

 続きまして、報告事項（２）について、学務課、報告願います。 

 

【学務課長】 

 それでは、本冊１ページをご覧ください。２年ぶりの出場となりました船橋市立船橋

高等学校の全国高等学校サッカー選手権大会の結果についてご報告いたします。 

 今年度、夏のインターハイを制し、冬の選手権もと期待のかかりました今大会ですが、

１月２日、大分県代表の中津東高等学校を１対０で、１月３日、茨城県代表の水戸啓明

高等学校を４対０で退け、国立競技場での試合を目指し、１月５日、昨年準優勝の京都

府代表の京都橘高等学校とベスト４をかけ、対戦いたしました。前半は両者ともに０対

０でしたが、後半に２点を入れられ、０対２で惜しくも敗退となり、ベスト８の結果と

なりました。お寒い中、会場に足をお運びいただいた皆様方には感謝申し上げます。あ

りがとうございました。 

 なお、体育科で３年生の主将で５番をつけておりました磐瀬君と、１０番をつけてい

た石田君は、卒業後、Ｊ２の「京都サンガフットボールクラブ」への入団が内定してお

りますので、引き続き応援をお願いいたします。 

 次に、資料にはございませんが、１月１２日に京都市で行われました「皇后盃全国都

道府県対抗女子駅伝競走大会」に、千葉県代表として高橋教諭がコーチとして派遣され、

２年生の中野さん、１年生の関谷さんが招集され、３年生の田嶋さんが第７区を、卒業

生の松﨑さんが第１区を、同じく卒業生の津田さんが第４区を走りました。結果は、健

闘いたしましたが、千葉県は第１４位でございました。 

 また、今度の日曜日、１９日には広島市で行われます「天皇盃全国都道府県対抗男子

駅伝競走大会」に中村教諭がコーチとして派遣され、３年生の安井君が第１区を、２年

生の伊勢君が第４区でエントリーされており、２年生の佐藤君も招集されております。

男子も１２時１５分よりＮＨＫで放送予定ですので、ぜひ応援をお願いいたします。 

 以上、市立船橋高等学校のご報告でございます。 

 

【委員長】 

 ただ今、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。 

 よろしいですか。 

 それでは、続きまして報告事項（３）及び報告事項（４）について、指導課、報告願

います。 

 

【指導課長】 
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 それでは、本冊３ページをご覧ください。平成２５年度小・中・特別支援学校造形作

品展「子供たちの色・形・夢」についてでございます。 

 本年度も「子供たちの色・形・夢」をテーマに、２月４日（火）から１０日（月）に

かけまして船橋市民ギャラリーを会場に開催いたします。この作品展の経緯につきまし

ては資料のとおりでございますが、立体作品の発表の場として図画工作、美術教育を進

める上で貴重な機会となっていると考えております。 

 平面作品については夏に行いました「夢・アート展」がございます。平成５年２月以

降、市民ギャラリーを会場に小・中・特別支援学校合同で開催されるようになって、今

回でこの作品展は２２回目を迎えます。 

 今年度の出品予定数は約３，８００点でございます。各学校ごとにブースを設けまし

て作品を陳列いたします。ここ数年、来館者数が７，０００名を超える状況が続いてお

りまして、大変多数のお客様を迎えております。昨年は特に多く、９，０００人を超え

る状況で、本作品展に対する期待の大きさを感じております。多くの児童生徒、また市

民の皆様に造形の楽しさを伝えていければと考えております。 

 続きまして、５ページをご覧ください。平成２５年度船橋市小・中・特別支援学校書

写展覧会についてでございます。１月２１日（火）から２６日（日）までの６日間、午

前１０時から午後５時まで船橋市民ギャラリーにおいて、船橋市小・中・特別支援学校

書写展覧会を開催いたします。本展覧会は、昭和２０年代に書き初め展として始まった

ものが発展してきているものでございます。現在は各学校、各学年１点ずつの代表作品

で、合計で４１４点を展示する予定でございます。また、出展作品の中から市長賞、市

議会議長賞、教育長賞、特選、金賞等を授与いたします。昨年度の入場者数は２，０８

５名でございました。本年度も広報ふなばしや市のホームページに掲載し、広く市民の

皆様に展覧会の開催をご案内したところでございます。 

 以上でございます。 

 

【委員長】 

 ありがとうございました。 

 ただ今、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。 

 

【石坂委員長職務代理】 

 「子供たちの色・形・夢」の造形作品展ですけれども、昨年も申し上げたのですが、

やはり４，０００点近くの出品がありますので会場が狭いかなと感じたんですけれども、

今年は広くなったのでしょうか。 

 

【指導課長】 

 広さそのものは大きな変わりはないのですが、各学校にブースを設けまして、その範
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囲内でお願いしたいということで作品を募っているのですが、やはり各学校たくさん出

展したいということで、それはとてもうれしいことですし、展示スペースは広げればま

だ広がるだろうなとは思うのですが、現状どおりで、今後また開催していきたいと思っ

ているところです。 

 ブースそのものは、大規模校が若干大きいというところはあるのですが、大体同じ大

きさで仕切って、スペースをお分けしているところでございます。 

 

【委員長】 

 石坂委員、よろしいですか。 

 

【石坂委員長職務代理】 

 会場は今後もそれほど広くなる感じはなさそうですけれども、ブースがあるというこ

とで、結構重なるような形で展示されるので狭いかなと毎年感じるところですので、で

きれば尐しずつでも展示するスペースを広げていただければと思います。 

 あと、これは開催中７日間ぐらいですか、７，０００人ぐらいの方がいらっしゃると

いう、１日で１，０００人ぐらいの方がいらっしゃるということですので、できるだけ

見やすい形で展示をお願いしたいと思います。 

 

【指導課長】 

 いつも土曜日・日曜日が非常に混雑いたしまして、ご不自由をおかけするところでご

ざいます。できるだけ工夫して展示したいと考えております。 

 

【委員長】 

 そのほか何かございますか。 

 基本的な質問で申しわけないんですけれども、市長賞とか市議会議長賞、教育長賞と

ありますね。教育長賞はもしかしたら教育長の意見もかなり反映されているのかと思う

んですけれども、総理大臣賞とか国でもあるんですけれども、市長とか市議会議長とは

関係しているのでしょうか。それとも名前だけでしょうか。 

 

【指導課長】 

 市長に直接選んでいただくとか議長に選んでいただくということはございません。審

査員がいらっしゃいますので、審査員の方に一番いい作品というか、すばらしい作品に

ついては市長賞とか、その賞ごとに決めていただくという形をとっております。 

 

【委員長】 

 優勝、準優勝とか、そういう感じですね。 
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【指導課長】 

 はい。 

 

【委員長】 

 わかりました。 

 そのほか何かございますか。 

 それでは、よろしいですか。 

 続きまして、報告事項（５）について、保健体育課、報告願います。 

 

【保健体育課長】 

 本冊の７ページ及び８ページをお願いいたします。平成２５年度船橋市学校給食展の

開催についてご説明いたします。 

 今年度も１月２４日（金）、船橋市民文化ホールにおきまして開催いたします。学校

給食展は、学校給食の意義や役割について市民や保護者の皆様に理解していただくとと

もに、家庭や地域との連携をもとに、「食に関する指導」の内容を充実させることを目

的として昭和５８年より開催され、今年で３１年目を迎えます。 

 午前の部、講演は１０時２０分から行われ、講師は野菜ソムリエの南谷志保さんです。

南谷さんはベジフルビューティアドバイザーや食育マイスターなどさまざまな資格を持

っており、子育ての経験を生かし、小・中学校での野菜を取り入れた食育授業に積極的

にかかわり、学校教育にも大きく貢献されております。 

 午後の部は、習志野台第二小学校と御滝中学校が「学校給食の様子」を発表します。

小学校は給食の準備や楽しく会食している様子を、中学校ではＡ献立、Ｂ献立、お弁当

の３つから１つを選択し、全員がランチルームに集まり、楽しく食事をしている様子を

紹介いたします。 

 次に、西船橋葉物共販組合に所属する「チームうぐいす」の発表をしていただきます。

「チームうぐいす」は小学校や中学校で食育推進ボランティアとして活動しており、そ

の内容を紹介していただきます。 

 最後に、学校において食育がどのように推進されているかについて、高根東小学校と

八木が谷中学校に実践発表をしていただきます。お時間がございましたら、委員の皆様

にもご出席いただけたらと思います。よろしくお願いいたします。 

 

【委員長】 

 ただ今、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。 

 

【鎌田委員】 
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 ご案内いただいたのですが、ちょっと時間調整できなくて参加できませんが、船橋市

学校給食会というのが主催ですが、この会はどういう方々の構成でどんな活動をなさっ

ているか教えていただければと思います。 

 

【保健体育課長】 

 小・中学校の栄養職員代表３名、給食主任代表３名、保護者３名、それからその顧問

であります校長先生が役員として４名で構成し、船橋の給食についての課題を研修し、

市内学校給食の健全な発展を促進することを目的として活動していく団体です。 

 

【委員長】 

 そのほか何かございますか。 

 

【石坂委員長職務代理】 

 「チームうぐいす」についても、尐しお伺いできますか。 

 

【保健体育課長】 

 西船橋にあります、多くは小松菜を栽培している農家の方々が組織している共販組合

の中で、若手の方々が９名、小松菜を栽培するだけではなく、栽培の手順だとか、どの

ような調理方法がおいしいだとか、また、流通にかかわるまでを子供たちにぜひ知って

もらおうという食育活動を行う若手の農家の皆さんです。 

 「チームうぐいす」のうぐいすは、小松菜の若いころは「うぐいす菜」という、色が

うぐいす色になっているので、そのうぐいすをいただきました。「チームうぐいす」の

皆さんもまだお若いので、このことからも「チームうぐいす」と名付けました。子供た

ちに食の大切さを伝えています。また、食育推進で今年全国の表彰を受けておりますの

で、そのような紹介も広めていきたいと思います。 

 

【委員長】 

 よろしいですか。 

 そのほか何かご意見、ご質問等ございますか。 

 

【石坂委員長職務代理】 

 船橋特産の船橋にんじんとか、あと海苔やスズキも漁獲量が日本一とかお話もありま

した。梨は今はないですけれども、学校給食展ではそういった船橋特産品のご紹介など

もあるのでしょうか。 

 

【保健体育課長】 
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 本来、外にブースをつくってそういった季節の旬のものを紹介していただくことも考

えたんですが、ちょうど今の季節に合ったものがないことと、そこまで十分話し合いが

煮詰まっていないという、この２点で今回その方向で行いましょうということで、今年

度は外のブースは考えておりません。今後は検討していきたいと思います。 

 

【委員長】 

 そのほか何かございますか。 

 よろしいですか。 

 それでは、続きまして報告事項（６）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】 

 本冊９ページをご覧ください。船橋市特別支援教育振興大会合同発表会並びに合同作

品展の開催について、ご報告いたします。 

 船橋市特別支援教育振興大会は、今年度４９回目を迎えます。市内の特別支援学級と

特別支援学校合同の発表会、作品展と、教育講演会の３つの行事を通して特別支援教育

の理解と充実を図っております。今年度の合同発表会は２月８日に船橋市民文化ホール

にて開催されます。小・中学校の特別支援学級は、近隣の学校が合同で１つの演目を、

県立船橋特別支援学校は小学部の児童がビデオで出演し、市立特別支援学校は小学部の

低学年・中学年・高学年、そして中学部、高等部に分かれて発表いたします。小学部と

中学部は児童生徒が全員出演し、高等部はダンス、和太鼓、合唱合奏のグループがそれ

ぞれ発表いたします。児童生徒の熱のこもった演技や歌などをぜひご覧いただきたいと

思います。 

 また、２月１４日から１７日まで、ららぽーとの隣にございますビビット南船橋にて

合同作品展が開催されますので、こちらもあわせてご覧いただきたいと思います。よろ

しくお願いいたします。 

 

【委員長】 

 ただ今、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。 

 よろしいですか。 

 それでは、続きまして報告事項（７）及び報告事項（８）について、社会教育課、報

告願います。 

 

【社会教育課長】 

 はじめに報告事項（７）、「平成２６年船橋市成人式の実施状況について」、ご報告

いたします。 

 委員の皆様にはお忙しい中ご出席いただきましてありがとうございました。 
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 それでは、お手元の資料別冊の５ページをご覧ください。 

 １月１３日の成人の日に市民文化ホールにおいて例年のとおり午前と午後の２回に分

けまして式典等を行いました。当日は非常に天候に恵まれまして、早くから新成人がホ

ール入り口にあふれる状況でしたので、午前の部、午後の部とも５分早めまして開場い

たしました。 

 今回の成人式は例年に比べまして非常に会場にお越しになる方が多く、ホールのロビ

ーや会場入り口付近は大変混雑しておりましたが、職員をはじめ、警備員や成人式Ｏ

Ｂ・ＯＧの働きによりまして、ホール内での式典と２０歳のアピールにつきましては比

較的静寂の中で進行し、無事午前・午後の部とも終了することができました。参加者で

ございますが、午前の部が１，９４８名、午後の部が１，７５５名で、合計３，７０３

名。対象者が５，４０４名のところでございましたので、全体の参加率は６８．５２％

で、昨年と比べますと約４１０名、５％増えているという状況でございました。 

 なお、式典第２部での２０歳のアピールでは、お琴の厳かな演奏で始まりまして、そ

の後、総勢４０名の吹奏楽のジャズ、それからＪポップスのグループ、それからアメリ

カンロックのグループ、最後がラップということで、多彩な発表がありまして、フィナ

ーレでは船橋成人手締めによりまして、会場と舞台が一体となって成人となって新たな

門出をお祝いしました。 

 また、中央公民館６階講堂では、よりみち広場が開催されまして、コーヒーコーナー

や似顔絵コーナー、写真撮影コーナーや中学校の恩師からのメッセージコーナーなど、

大変好評で、講堂が大混雑となる状況でございました。一時は入場制限をかけようとい

うところまでいっぱいになってしまいました。今回そちらのよりみち広場も１，８９９

名の新成人等が来場されました。 

 また、今回も成人式ＯＢ・ＯＧのメンバー３０名が会場整理や受け付け、よりみち広

場などの裏方としてボランティアでお手伝いくださり、また、ライオンズクラブの皆様

が寒い中、敷地の入り口で成人おめでとうとお声をかけてくださって、お祝いをしてく

ださいました。 

 成人式については以上でございます。 

 続きまして、第２８回生涯学習フェアの報告をさせていただきます。資料は本冊の１

１ページになります。 

 本フェアは市民大学校を中心に、同校の学びのコーディネーター学科、現在では生涯

学習サポーター学科と名称を改めましたが、そちらの受講生と今年度からスポーツコミ

ュニケーション学科の受講生も加わって、それぞれの学科の修了生で組織する団体のご

協力をいただきながら企画・運営するものでございます。 

 今年度は「学びをゆたかにつなげよう」をテーマに、２月１日から２月２２日までの

間に５つの事業を開催いたします。内容といたしましては、２月１日（土）に「落語の

新時代～落語の魅力と楽しみ方～」をテーマに、日本の伝統芸能の一つである古典落語
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の魅力についての講演と、真打ちの金原亭世之介師匠の古典落語の鑑賞や、７日の金曜

日にはコミュニケーションスキルアップの体験学習、８日（土）ではシャンソンのコン

サート、２２日（土）では市内を２コースに分けた早春ウォーキングなどを開催いたし

ます。 

 既に昨日から、１月１５日から受け付けを開始しておりまして、順調に応募が来てお

り、落語については往復はがきでございますが、既に定員をオーバーしているような状

況でございます。委員の皆様にはお時間等、都合がお合いになりましたら、ぜひご参加

いただければというふうに思っております。 

 

【委員長】 

 ありがとうございました。 

 ただ今、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。 

 

【鎌田委員】 

 成人式にはじめて参加させていただき、大変すばらしい成人式だなというふうに感じ

ましたが、特に成人式のＯＢ・ＯＧの皆さんが同席されて、大変すばらしい仕組みだと

思うので、ぜひこれも継承してほしいですね。なぜこういうＯＢ・ＯＧとの連携がうま

くいっているのか、そこら辺の感触がありましたらぜひお教えいただければと思います。 

 

【社会教育課長】 

 このＯＢ・ＯＧは最初のスタートは平成１６年の成人式に出席した子たちが集まって、

翌年から手伝いをはじめてくれたという状況で、その次からずっと年代を置いて皆さん

集まってきていただいています。やはり職員とのつながりが大事かなということで、年

２回ぐらいボウリング大会を行ったり、バーベキュー大会を夏に行ったりなど、そうい

ったことでつながりながら準備を進めているという状況です。既に今年もボウリング大

会、教育長はその後の親睦会にも参加していただきましたが、そういった形で職員とも

交流を深めながらつなげていくという状況です。今年も成人式終了後の打ち上げも職員

だけではなく、ボランティアの皆さんにも声をかけて、そのときは１０名参加していた

だいて、一緒に打ち上げをしたというふうに、親睦を図っているところです。 

 

【鎌田委員】 

 大変すばらしいことだと思います。 

 

【委員長】 

 そのほかいかがですか。 
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【石坂委員長職務代理】 

 今年の成人式はお天気に恵まれて、去年のことを考えると本当によかったです。式の

最中も新成人の方たちはきちんとお話を聞かれていらっしゃいました。もちろんその裏

方で社会教育課の方ですとか、警備の方ですとか、成人式のＯＢ・ＯＧの方、たくさん

の方のご協力があったからだと思いますけれども、私が改めて感じましたのは、市長さ

んが新成人の方たちに一緒に頑張りましょうとおっしゃって、まさにそういう機会、若

い人たちに向けて機会をつくろうとしていらっしゃるのかなというのが伝わってきたん

ですけれども、小さいころからも将来そういう考え方が持てるようにとか、そういう教

育の仕組みを、私たち教育委員会で考えていけば、自然とつながっていくのかなと。生

涯教育といいますか、すごく重要だなというのを改めて感じた日になりました。本当に

お疲れさまでした。ありがとうございました。 

 

【委員長】 

 よろしいですか。 

 

【篠田委員】 

 本当にすばらしい成人式をありがとうございました。今年はとくに来場者数が多かっ

たようなんですけれども、今年の場合ですとホールに入れなくてもロビーですとか、２

階とか、希望者は全員入れたんでしょうかね。 

 

【社会教育課長】 

 例年あふれるような状況ではございますが、会場の外でお友達とお話ししたり、６階

の講堂とか２階のリハーサル室もモニター室になっていますので、そこに行っていただ

ければ十分大丈夫だったのですが、今年に限ってはそういうわけにはいかなくて、モニ

ター室もあふれてしまい、６階の講堂もあふれてしまったという状況でありまして、非

常に悩ましいところでした。参加していただけるのは非常にうれしいんですが、これ以

上出席率がよくなってしまうと、今後尐し方向を変えなくてはいけないかなと思ってい

ます。毎年、心配しているところで、今年については非常に天気がよかったというとこ

ろが参加率が上がった要因なのかなと思っています。 

 また、例年こういうことをやっているということが知れ渡ってきて、式典よりも２０

歳のアピールを見たいと言ってくる方がいらっしゃって、どうもそこら辺が浸透してき

たので出席率も上がってきているのかなという状況でございます。 

 

【篠田委員】 

 ありがとうございます。キャパの問題もありますから仕方がないと思いますが、事故

がないようにお願いしたいと思います。移動交番も出ていただいておりましたが、来ら
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れる方が多いということは本当に良いことなんですが、今年の状況を見ますとちょっと

心配かなというところがありましたので、事故がないように考えなければいけないとい

う、その辺をちょっと頭に置いていただければなと思います。 

 

【委員長】 

 私からも、成人式に携わっていただいた皆様、ありがとうございました。 

 私は毎年感じているんですけれども、よくテレビやなんかでいろんな地域の成人式が

映し出されるんですけれども、著名な人を呼んで対談したり、それから、あとはただ遊

びみたいな、アトラクションのようなものではなくて、船橋市の成人式は本当にいい意

味で地味で、いい成人式かなと思いました。こういうふうにやっているから会場で騒ぐ

人もいないという感想を持っています。 

 これからも大体スタンスとしては同じような感じでやっていっていただいたらいいの

かなと思います。よろしくお願いします。 

 ほかによろしいですか。 

 続きまして、報告事項（９）及び（１０）について、文化課、報告願います。 

 

【文化課長】 

 報告事項（９）、資料は別冊の７ページになります。第１８回船橋音楽フェスティバ

ルについて、全体のパンフレットができましたので、ご報告いたします。 

 まず表紙をあけていただいて１ページには、「音楽のまち・ふなばし 千人の音楽

祭」をはじめ、市民文化ホール、勤労市民センター、きららホールで行われるコンサー

トをご紹介しております。２ページ目からは市内の各公民館、今年は１８カ所になりま

すけれども、それぞれ地域ふれあいコンサートのご紹介です。各地域の実行委員会が趣

向を凝らしたコンサートを企画しております。 

 委員の皆様の机の上に１月１５日号の広報ふなばしを置かせていただきました。今回、

表面・裏面と両面を使いましてこの２月の音楽月間の紹介、または市内の小・中学校の

活躍を紹介していただいております。 

 また、この音楽フェスティバルの全体パンフレットの表紙なんですけれども、佐々木

悟郎さんというイラストレーターの方の絵なんですが、第１回目からポスター、チラシ

をお願いしている船橋ゆかりのイラストレーターということで、現在、１階のロビーで

悟郎展ということで１回目からの作品、また船橋百景というイラストもお描きいただい

ていますので、そちらの作品をご紹介いたします。 

 続きまして、報告事項（１０）、こちらは本冊の１３ページになります。船橋市文学

賞について、受賞者が決定いたしましたので、ご報告いたします。 

 こちらにありますとおり、文学賞３名、佳作１６名が決定いたしました。今回、詩の

部門と俳句の部門では文学賞の該当者なしということで、その分、佳作の人数がふえて
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おります。今回は児童文学の佳作で桜井美月さん、この方は市場小学校の６年生。詩の

部門の渡部力輝君は千葉日大第一中学校の１年生が受賞ということになりました。今回

の応募総数は２４７点で、昨年よりも４６点増えまして、このような数字になっており

ます。ただ今、これらの作品を１冊の作品集にまとめる作業を進めておりますが、３月

の末には各図書館、公民館に配本し、閲覧・貸し出しができる予定になっております。

なお、授賞式及び選者を囲んでの懇親会を３月２９日に予定しております。 

 

【委員長】 

 ありがとうございました。 

 ただ今、報告がありましたが、何かご意見、ご質問等ございませんか。 

 「千人の音楽祭」の名前が変わるという話を聞いたのですが、これは変わったんです

か。 

 

【文化課長】 

 名前は、やはりこれまで引き継いできた「千人の音楽祭」という名称を使いたいとい

うことで、これからもっともっと盛んにしていきたいという思いを込めて「音楽のま

ち・ふなばし」をつけました。 

 

【委員長】 

 わかりました。 

 さだまさしさんがいらっしゃるので、例年になく申し込みは多いと思うんですけれど

も、以前は早く並んだ方が会場に入れるということだったと思いますが、これを知らな

い方が混乱しないかどうかちょっと心配なんですけれども、いかがでしょうか。 

 

【文化課長】 

 確かに今までは先着順でご入場いただいていたのですが、今回は抽選で、入場整理券

を交付いたします。いろいろなところで広報はしているんですけれども、主に保護者の

方も多いので、学校を通じて保護者の方にもお知らせしております。 

 

【委員長】 

 恐らく会場の入り口で何かありそうな予感はしますので、そこら辺の対応をよろしく

お願いいたします。 

 そのほか何かございますか。 

 

【鎌田委員】 

 各公民館でもすばらしい企画、特に地域ふれあいコンサートですとか、いろんなイベ
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ントをやると、出席者は高齢者が多いとは思うんですけれども、お子さんはご家族と一

緒に来るとか、市民の各層にわたってなのですが、来場されるお客様の世代は把握され

ているのでしょうか。 

 

【文化課長】 

 各公民館で行われるそれぞれのコンサートの世代や年代までは押さえていないのです

が、１月１５日、この広報に紹介したものと同時で、大体が電話や窓口での受け付けを

開始しまして、どこも整理券を追加で発行したと好評のようですが、その客層まではこ

ちらでは押さえおりません。 

 

【鎌田委員】 

 例えば西部公民館で先着親子７０組１４０名とか、対象によって特に来ていただきた

い層にはそういう呼びかけがしてあるということのようですか。 

 

【文化課長】 

 それぞれの地域で実行委員会が企画しておりますので、その企画に沿った形で行って

いると思います。 

 

【鎌田委員】 

 はい、わかりました。 

 

【委員長】 

 そのほか何かございますか。 

 

【石坂委員長職務代理】 

 毎年、船橋の１月、２月は音楽ですとか芸術ですとか、気軽に私たちが参加できる行

事とか発表の場があって、とても楽しみにしております。また、こういう機会をたくさ

んつくっていただきまして、本当に感謝いたしますし、これからもこういった楽しみを

どんどんつくっていただきたいと思います。 

 

【委員長】 

 そのほか何かございますか。 

 よろしいですか。 

 それでは、続きまして、報告事項（１１）について、生涯スポーツ課、報告願います。 

 

【生涯スポーツ課長】 
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 本冊の１５ページになります。２月１日に行われます、小学生・女子駅伝競走大会の

ご案内です。 

 １６ページを見ていただきたいと思います。今年で３２回を迎える予定になっており

ます。応募については、小学生については男女、それから一般、中学生、高校生につい

ては女子ということで、今募集をかけております。募集期限が今週末ということなので

すけれども、とりあえずわかっているところでは、小・中学校それぞれ小学校５４校、

中学校については２７校、それから高校と一般については、高校は今６校の募集がござ

います。それから、一般については今現在９チームの応募になっている状況にございま

す。まだ申込期間は今週末までなので、若干増えるのかなと思っております。 

 それともう一つ、資料にはございませんが、前回報告しました今週の日曜日に行われ

る市民駅伝競走大会。天気予報によりますと晴れということで、ちょっと安心している

んですけれども、前回応募の数字はお話しできなかったと思うんですけれども、中学校

については２７校、それから高校については８校、それから一般については３８チーム

の応募がございました。当日寒いということは聞いておりますけれども、ぜひ時間があ

れば応援をよろしくお願いしたいと思います。 

 

【委員長】 

 ただ今、報告がありました。何かご意見、ご質問等ございますでしょうか。 

 よろしいですか。 

 土曜日が雪かもしれないという天気予報で、そうすると、会場整備やらが大変なんだ

と思いますけれども。 

 

【生涯スポーツ課長】 

 確かに土曜日、事前準備で職員が５時間ぐらいかけてグラウンド整備等を行う予定で

ございます。ただ、もし大会が中止になりますと、当日の朝６時に最終判断して、各チ

ーム、役員、監督等に伝える予定でおります。 

 

【委員長】 

 ご苦労さまです。 

 そのほか何か。よろしいですか。 

 

【石坂委員長職務代理】 

 先ほどの成人式のことでちょっと、保護者の方から１つこうだったというのがあって、

６階も２階も会場がいっぱいだったときにいらしていた保護者の方なんですけれども、

モニターが小さくて全く見えなかったということだったので、文化ホールのプロジェク

ターですか、それを何かを活用して大画面で見られるとか、そういうことはできますで
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しょうか。 

 

【社会教育課長】 

 モニターは業者に委託しているのですが、今回見ていると、ちょっと引いて撮影する

場面がすごく多かったんですね。あちらをアップにしていただけると結構よく見えるん

ですけれども、全体を映したいがためにかなり引いて撮影していたんですね。私も舞台

袖から見ていて、右側のほうに画面が映っていたと思うんですが、あれがそのままそっ

くりモニター室で見られるので、かなり引いちゃって全く見えない、何をやっているか

わからないということを思ったので、ちょっとそれは委託業者にもお話ししまして、も

う尐しアップで映せるような形でやらせていただければなと思いました。画面の大きさ

は最大のものを使っておりますので、今のところ、さらに大きなモニターを使用すると

いうのはなかなか難しいかもしれないです。 

 

【石坂委員長職務代理者】 

 はい、わかりました。 

 

【委員長】 

 よろしいですか。 

 それでは、続きまして、報告事項（１２）「その他」で、何か報告したいことがある

方は報告願います。 

 よろしいですか。 

 それでは、本日予定していました審議は終了いたしました。 

 これで教育委員会会議１月定例会を閉会いたします。 

 

午後４時１５分閉会 


