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船橋市教育委員会会議２月定例会会議録 

 

１．日  時  平成２６年２月１４日（金） 

開 会  午後２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 

生涯学習部参事兼中央図書館長  鈴 木   隆 

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 議決事項 

議案第１号 平成２６年度職員の人事異動方針について 

議案第２号 平成２６年度船橋市一般会計予算（教育に関する事務に係る部分）につい
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て 

議案第３号 平成２５年度船橋市一般会計補正予算（教育に関する事務に係る部分）に

ついて 

議案第４号 船橋市教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例につ

いて 

議案第５号 船橋市立船橋高等学校授業料等徴収条例の一部を改正する条例について 

議案第６号 非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正す

る条例について 

議案第７号 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費

税法の一部を改正する等の法律等の施行に伴う関係条例の整備等に関する条

例（教育に関する事務に係る部分）について 

議案第８号 船橋市社会教育委員の定数等に関する条例の一部を改正する条例について 

議案第９号 船橋市公民館条例の一部を改正する条例について 

議案第１０号 船橋市青尐年問題協議会条例の一部を改正する条例について 

議案第１１号 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について 

 

第３ 報告事項 

（１）平成２５年度夢を育む虹のコンサートについて 

（２）英語能力実態調査について 

（３）平成２５年度船橋市学校給食展の報告について 

（４）平成２５年度船橋市特別支援教育振興大会「合同発表会」実施報告について 

（５）平成２５年度船橋市図書館所蔵資料展「空から見た房総－浮世絵・地図・絵画よ

り－」について 

（６）「音楽のまち・ふなばし千人の音楽祭」実施報告について 

（７）北井一夫写真展について 

（８）第５８回成人の日記念船橋市民駅伝競走大会の報告について 

（９）第３２回船橋市小学生・女子駅伝競走大会の報告について 

（１０）平成２６・２７年度船橋市スポーツ推進委員委嘱状交付について 

（１１）その他 

 

６．議事の内容 

【委員長】 

 それでは、ただ今から教育委員会会議２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いたします。 

 １月１６日に開催しました教育委員会会議１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。 
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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、先ほど事務局から「一般職の職員の給与に関する条例

の一部を改正する条例について」の議案が追加議案として提出されました。本日の議事

日程において当該議案を議案第１１号として追加したいと思いますが、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、そのようにいたします。 

 また、議案第２号から議案第１１号までについては、船橋市教育委員会会議規則第１

４条第１項第４号に該当しますので、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】 

 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。 

 はじめに、議案第１号について、教育総務課、説明願います。 

 

【教育総務課長】 

 議案第１号「平成２６年度職員の人事異動方針について」、ご説明いたします。 

 資料の１ページをご覧ください。平成２６年度職員人事異動方針を読み上げます。 

 まず、１、行政効率を高め、活力と調和のある行政運営が行われるよう適材適所の人

事を推進する。 

 ２、行政運営の適正化を図るため、管理能力及び指導能力等に優れた適格者の登用に

努め、職員の意欲向上を図る。 
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 ３、行政組織の充実、刷新及び職員の意欲の向上を図るため、人事の更新に努める。 

 ４、市費負担学校職員にあっては、学校教育の一層の充実と経営効率の向上を図るた

め、年齢・経験等を考慮し、原則として同一校に概ね５年（新規採用者は概ね３年）勤

務する者を中心に積極的な異動を推進する。 

 以上、前年度の職員の異動方針と変更点はございません。よろしくお願いいたします。 

 

【委員長】 

 ただ今、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。 

 質問ですが、市費負担学校職員というのはどういう方を指しますか。 

 

【教育総務課長】 

 学校にはご存じのとおり、県費で負担する教員、また事務職員等と市費で負担する学

校職員がおります。主な職種としましては、学校の事務職員であるとか、図書事務や理

科事務職員、給食の調理員、栄養士等でございます。 

 

【委員長】 

 そういう方も新規は３年とか、そういうふうに決まって異動しているのですね。給食

の方についてはどうなのでしょうか。 

 

【教育総務課長】 

 給食調理員につきましては、委託を進めるということから、新規の採用は行っており

ませんが、一部職種では新規の採用も行っておりますので、そういうものについては新

規のところは３年で考えております。 

 

【委員長】 

 ありがとうございました。 

そのほか何かご質問等ございますか。よろしいですか。 

 それでは、議案第１号「平成２６年度職員の人事異動方針について」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。 
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議案第１号については原案どおり可決いたしました。 

 続きまして、議案第２号の審議に入りますが、議案第２号から議案第１１号までにつ

きましては、当該議案を審議するに当たり、はじめに教育総務課から説明をお願いいた

します。 

 

【教育総務課長】 

 議案第２号から議案第１１号までの１０議案につきましては、市長が平成２６年第１

回船橋市議会定例会に上程する議案を作成するに当たり、地方教育行政の組織及び運営

に関する法律第２９条の規定に基づき、教育委員会に意見を求められたことから、船橋

市教育委員会組織規則第３条第３号の規定に基づきご審議いただくものです。 

 なお、各議案につきましては担当課から説明させていただきました後、ご審議をお願

いしたいと思います。 

 

【委員長】 

 それでは、議案第２号について、財務課、説明願います。 

 

    議案第２号「平成２６年度船橋市一般会計予算（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、議案第３号について、財務課、説明願います。 

 

   議案第３号「平成２５年度船橋市一般会計補正予算（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、議案第４号について審議いたします。 

 教育長は自己にかかわる議案ですので、ご退席をお願いいたします。 

 

（教育長退場） 

 

【委員長】 

 それでは、議案第４号について、教育総務課、説明願います。 
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   議案第４号「船橋市教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条

例について」は、教育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、議案第５号について、学務課、説明願います。 

 

   議案第５号「船橋市立船橋高等学校授業料等徴収条例の一部を改正する条例につ

いて」は、学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、議案第６号について、指導課、説明願います。 

 

   議案第６号「非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を

改正する条例について」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】 

 続きまして、議案第７号について、社会教育課、説明願います。 

 

   議案第７号「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うため

の消費税法の一部を改正する等の法律等の施行に伴う関係条例の整備等に関する

条例（教育に関する事務に係る部分）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８号について、社会教育課、説明願います。 

 

   議案第８号「船橋市社会教育委員の定数等に関する条例の一部を改正する条例に

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９号について、社会教育課、説明願います。 

 

   議案第９号「船橋市公民館条例の一部を改正する条例について」は、社会教育課
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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１０号について、青尐年課、説明願います。 

 

   議案第１０号「船橋市青尐年問題協議会条例の一部を改正する条例について」は、

青尐年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１１号について、学務課、説明願います。 

 

   議案第１１号「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につい

て」は、学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。 

 はじめに、報告事項（１）及び報告事項（２）について、指導課、報告願います。 

 

【指導課長】 

 それでは、資料が本冊の３ページでございます。 

 教育委員会会議１２月定例会の際にご報告いたしましたが、こども音楽コンクールの

文部科学大臣奨励賞選考会の結果を資料に掲載させていただいておりますので、そちら

から先にご報告申し上げます。 

 まず、資料７の（３）の①高根東小学校の音楽部、それから（５）の③の葛飾中学校

の管弦楽部が文部科学大臣奨励賞、こちらは全国第１位の賞を受賞いたしました。また、

（３）の②高根中学校の吹奏楽部が審査員特別賞を受賞いたしまして、この審査員特別

賞というのは全ての部門にあるわけではなく、本当に惜しく、僅差であり、１位になれ

なかった学校に特別に授与されるものだということでございます。船橋の小中学校から

文部科学大臣奨励賞が２校、審査員特別賞が１校ということは、本当に快挙ということ

でございます。 

 続きまして、資料の夢を育む虹のコンサートについてでございます。これは今年度、

音楽の各分野で活躍した学校によります演奏会でございます。３月８日（土）、船橋市

民文化ホールで開催いたします。学校によっては現在インフルエンザが流行しておりま

すが、そういう健康・安全面につきましてもきちんと対応いたしまして開催いたしたい

と考えております。 

 教育委員の皆様におかれましては、大変お忙しい中かと思いますが、船橋市の今年度
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の音楽の集大成でございますので、ぜひお越しいただき、熱い演奏をお聞きいただけれ

ばと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 続きまして、資料の５ページでございます。本年度の船橋市英語推進事業の新規事業

でございます英語能力実態調査の結果について、ご報告申し上げます。 

 本市の英語教育の成果と課題を客観的に把握するとともに、生徒の学習意欲の向上を

目的に、今年度初めて実施したものでございます。 

 この調査を通しまして、一つには生徒自身が今まで学んできた英語力を把握するとと

もに、さらに向上させようとする意欲を高めてほしいということ、２つ目には英語科の

先生方に授業の見直しや改善に生かしてほしいと、そういうことでございます。教育委

員会としましては、経年変化を把握することで市全体の英語力のレベルを上げていくと

いうことを狙いとしております。 

 使用したテストは、日本英語検定協会策定の「英語能力判定テスト」でございます。

３番のところですが、３年生におきましては英検３級から５級レベルのＤセット、１年

生は原則として英検４級、５級レベルのＥセットを使用いたしました。１年生につきま

しては、英検３級の取得者については希望した場合には３年生のＤセットを受けられる

ということにしてございます。全体で１年生、３年生を合わせて９，４３６名がこのテ

ストを受けております。 

 結果についてでございますが、英検レベルの判定の状況は、中学校３年生の３級レベ

ル、またはそれ以上の判定は全体の３４．５％、中学校１年生でテストＥを受験した生

徒の５級レベル、またはそれ以上の判定は全体の６４．３％でございました。中学校３

年生、１年生ともに、特にリスニングと語彙、熟語、文法の正答率が高いということで

ございます。この結果につきましては、非常にいい結果ではないかと思っております。 

 参考資料のところに中学校３年生の英検３級以上を取得している生徒の割合というこ

とを載せてございますが、平成２５年で船橋市の中３の生徒が英検３級を持っているの

は２６．７％ということでございます。それ以上のレベルがあるということの割合が３

４．５％ということになっております。この結果につきましては、既に各学校に配付さ

れておりまして、それぞれ授業改善の資料として活用していただいているところでござ

います。 

 本市では平成１８年に内閣府から英語教育特区の認定を受けまして、平成１９年度よ

り小学校１年生から６年生まで英語教育を導入いたしました。今の１年生、このテスト

を受けた１年生が小学校１年生から６年生まで英語を学習しているということでござい

ます。本市の英語教育活動が充実しているあらわれだということで認識をしているとこ

ろでございます。 

 この中で課題としましては、読解の分野につきまして、ややほかの分野に比べて低い。

全体的に見て低いというわけではないのですが、ほかの分野に比べて低いというところ

はありますので、今後、読解の分野に力を入れていく必要があるのかなと思っていると



－9－ 

ころです。全国というか、国全体の流れとして、リスニングとか表現力を高める教育を

しているわけですが、そういう意味では読解が低くなってくるのかなという認識はある

んですが、その部分については尐し考えていきたいと思っております。 

 今後、継続的にこの調査を行いまして、英語によるコミュニケーション能力の向上を

図ってまいりたいと考えております。 

 

【委員長】 

ただ今、報告がありましたが、何かご意見、ご質問等ございまでしょうか。 

 

【石坂委員長職務代理】 

 夢を育む虹のコンサートについてですけれども、こちらのほう、すばらしい結果でし

たので多くの方に演奏を聞いていただきたいなというところですが、こちらは午後１時

開演ですけれども、何時くらいまでですか。 

 

【指導課長】 

 終了時刻はすみません、把握してございません。４時ぐらいには終わるんじゃないか

と思いますが、確認してご連絡いたします。 

 

【石坂委員長職務代理】 

 行ってみたいと思いますので、教えてください。 

 あと、ＰＲといいますか、この演奏会のお知らせはどういうふうにやられていますか。 

 

【指導課長】 

 こちらは広報と、今後ホームページに載せたいと考えております。かなり有名なとい

うか、注目を浴びていますので混雑が予想されますが、広報紙のほうに載せてございま

す。 

 

【石坂委員長職務代理】 

 関係してらっしゃる方が多いというのもありますので、相当の混雑があると思います

けれども、あまり音楽に興味のない方々にもお知らせしていただければなと思います。 

 それともう一つ、英語能力実態調査ですけれども、中学１年生の方たちはすごくラッ

キーといいますか、船橋市が特区を受けて以来、ずっと授業としてやってこられてよか

ったんじゃないかと思います。ただ、英語教育推進事業としては聞くとか話すとか、ど

ちらかというとコミュニケーションをとるということに重きを置いてやってきたんじゃ

ないかなと思うので、この筆記の正答率が高いとかそういうのももちろんいいんですけ

れども、話すほうのレベルというか、そういうチェックはこの時点ではやられていない
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ので、今後やられたりということはあるのでしょうか。 

 

【指導課長】 

 ここのテストではスピーキングはありませんので、いわゆる英検の級として認定され

ることはございませんが、テストそのものは時間がかかるので難しいかと思います。そ

この部分については授業の中で進めていくということになろうかと思います。 

 

【石坂委員長職務代理】 

 わかりました。 

あと、英語が苦手だという子も出てきているんじゃないかと思うんですね。 

その辺の対応策はどのようなことを考えていますか。 

 

【指導課長】 

 このテストは非常に有効でございまして、分野で個々の生徒の実態がわかってきます。

それで、各学校で個人それぞれの育てていくべきところがわかってきますので、きめ細

かい指導方法の改善策ができるんじゃないかということを考えております。 

 

【石坂委員長職務代理】 

 よろしくお願いします。 

 

【委員長】 

 よろしいですか。 

中学３年生、３級レベルの人が３分の１ぐらい。４級とか５級とか、それ以下の人の

割合、いい人は書いてあるんですけれども、４級、５級の下というのは中学３年生でど

のぐらいの割合いるんですか。 

 

【指導課長】 

 ３級レベル以上というのはこの人数です。残りが４級、５級になります。区分につい

ての細かいものは手持ちがないので、後ほどお持ちいたします。 

 

【委員長】 

 わかりました。上はこんなにたくさんいるんだよということだけれども、３分の２が

やっぱりどれぐらい問題があるかということを把握していただければと思います。 

 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（３）について、保健体育課、報告願います。 
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【保健体育課長】 

 平成２５年度船橋市学校給食展の報告について、別冊１の１、２ページをお願いいた

します。 

 １月の定例会でご案内のとおり、１月２４日（金）に船橋市民文化ホールにおきまし

て６７８名の参加者のもと、船橋市学校給食展が開催されました。午前中は主に保護者

や教職員を対象に、野菜ソムリエの南谷志保様の講演を実施しました。参加した保護者

からは、野菜を食べる大切さ、野菜の種類の豊富さなどについて、わかりやすい講演内

容でとてもよかったとの感想が寄せられて好評でした。 

 午後の部の前半は、小中学校における給食の様子について、ビデオ映像を中心に紹介

しました。配膳から片付けまで具体的によく理解できた、食事の様子や献立を知ること

ができた、有意義だったと、こちらも好評でございました。 

 また、西船橋葉物共販組合「チームうぐいす」の活動報告につきましては、「チーム

うぐいす」の活動はすばらしく、ぜひうちの学校にも来ていただきたい、子供たちにそ

の内容を知らせたいという声が多くあり、今後も「チームうぐいす」さんとの連携を深

めていきたいと感じました。 

 後半の小中学校の実践発表につきましては、具体的な取り組みを紹介することができ、

地域の中で食育を推進することの大切さを伝えることができました。 

 ロビーでのパネル展示では、地産地消の食育や栄養士の心を込めた取り組みに理解を

得ることができました。また、献立サンプルではとてもおいしそうとの感想が多く寄せ

られていました。準備は大変でしたけれども、実物展示の良さを改めて確認いたしまし

た。 

 今回の給食展の参加者は昨年よりも７０名ほど増えました。また市長さんのご挨拶も

いただき、全体を通して成功裏に終わることができました。給食展開催につきまして、

心温まるご支援、ご協力をいただきまして誠にありがとうございました。今後とも船橋

市学校給食会や栄養士会、関係機関との連携・協力を密にし、より充実した学校給食展

になるよう努力してまいります。 

 

【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。 

 それでは、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】 

 報告事項（４）船橋市特別支援教育振興大会「合同発表会」について、ご報告いたし

ます。 

 ２月８日（土）に船橋市民文化ホールで開催される予定でありました合同発表会でご
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ざいますが、前日の段階で開催当日の大雪が予想され、交通機関の乱れや朝の集合及び

帰宅時の安全面に不安があることから、前日の段階で中止の決定をいたしました。 

 なお、合同発表会が中止となり大変残念ではございますが、本日１４日から１７日

（月）まで、ららぽーと隣にございますビビット南船橋１階にありますアトリウム広場

にて、今年度の特別支援教育振興大会の締めくくりとなる合同作品展が開催されており

ます。市内の特別支援学級、特別支援学校の児童生徒が制作いたしました力作が多数展

示されておりますので、ご覧いただきたいと思います。 

 

【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。 

 

【石坂委員長職務代理】 

 この合同発表会も１年間かけて子供たちや先生方が一生懸命頑張ってこられた発表の

場でしたので、中止は本当に残念でした。何とかやることはできないんですか。 

 

【総合教育センター所長】 

 まず、大変残念ではございますが、延期しての開催は予定しておりません。理由でご

ざいますけれども、この時期学校では行事も多く、また本日から始まった合同作品展の

開催の準備、あるいは運営もございます。さらに特別支援学級や特別支援学校の中学３

年生は支援学校高等部の入学者選考の時期でもございますので、予備日は設定しており

ません。また、会場の確保の面でも市民文化ホールを予備日として押さえることは大変

難しい状況にございます。ただ、ここまで頑張って練習してきた成果を発表するという

機会も大事でございますので、例えば特別支援学校においては本日、保護者の方を対象

に発表会を開催するということや、他の学校におきましても発表の機会を検討している

学校もあると聞いております。 

 

【委員長】 

 ありがとうございました。そのほかよろしいですか。 

 続きまして、報告事項（５）について、中央図書館、報告願います。 

 

【中央図書館長】 

 平成２５年度船橋市図書館所蔵資料展の開催について、ご説明いたします。 

 この資料展は、図書館が所蔵しております浮世絵や絵図などの貴重資料の現物を展示

するものでございまして、今回の展示は市民ギャラリーにおきまして３月４日（火）か

ら９日（日）までの６日間、「空から見た房総」をテーマといたしまして、下総、上総、

安房の３つの国を描いた浮世絵や地図、絵図などを中心に、約４０点を展示し、空から
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見た房総を紹介してまいります。ご都合よろしければぜひご覧いただきたいと思います。 

 

【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。 

 それでは、続きまして報告事項（６）及び報告事項（７）について、文化課、報告願

います。 

 

【文化課長】 

 それでは、資料の９ページ、報告事項（６）「音楽のまち・ふなばし千人の音楽祭」

の実施報告でございます。 

 お机の上には当日のプログラムを置かせていただきました。去る２月２日の日曜日に

船橋アリーナにおいて開催いたしました。今回から名称に「音楽のまち・ふなばし」を

冠しまして、また特別ゲストとしてさだまさしさんを迎えての千人の音楽祭となりまし

た。参加者数は４，２１６人、出演団体は５８団体、小中高校生から成人の音楽団体、

そして一般公募の市民の方々２，２８３人による演奏が繰り広げられました。 

 まず、千葉ジェッツのチアリーダーの演技で始まり、管弦楽、吹奏楽、合唱、ゴスペ

ル、邦楽など、さまざまな形態での演奏、そしてゲストさだまさしさんの巧みなおしゃ

べりと歌声に酔いしれました。 

 そして最後、グランドフィナーレですが、最高に盛り上がりまして、そのフィナーレ

の最後は「恋するフォーチュンクッキー」と「船橋ドドンパ」で演奏者と会場が一つに

なりまして、感動に包まれた音楽祭でした。 

 今回、入場方法を変更したため、トラブル等心配されたんですけれども、大きな混乱

もなく終了することができました。 

 続いて、報告事項（７）、こちらの資料につきましても、お机の上にチラシを置かせ

ていただきました。「写真家と小説家のフナバシストーリー」というチラシですけれど

も、このチラシの下のほうをまずご覧いただきたいと思います。北井一夫写真展「フナ

バシストーリー」ということで、北井一夫氏は船橋在住の写真家で、長年まちを愛し、

その移り変わりを見つめた北井氏の写真展、２月１９日から３月２０日まで、市役所１

階の美術コーナーで開催いたします。 

 北井氏は木村伊兵衛写真賞の記念すべき第１回目の受賞者でもあり、昨年６月には日

本写真協会賞「作家賞」を受賞されて、日本を代表する写真家です。明日から船橋市の

写真展が始まるんですが、こちらの審査員を第１回目から３５年間務めていただいてお

ります。 

 実は１９８０年代、船橋市が新興住宅地として発展し、まちが大きく変化していった

時代、その様子をプロの写真家の目で記録してほしいと船橋市が北井氏に依頼しまして、

１冊の写真集「フナバシストーリー」が完成しております。３０年前に現像したオリジ
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ナルプリント１７９点を現在市が所蔵しております。今回はその中から４１点を厳選し

て展示いたします。団地の生活を中心に、市井の人々の何げない生活の様子を切り取っ

た一コマ、当時の懐かしい船橋の風景をぜひご覧いただきたいと思います。 

 また、この写真展の期間中、特別企画といたしましてギャラリートークショー「写真

家と小説家のフナバシストーリー」を開催いたします。３月９日の日曜日午後１時から、

市役所１階ロビーにて、写真家の北井一夫氏と船橋にお住まいでご活躍の小説家、森沢

明夫氏、このお２人をお招きしまして生い立ちや創造活動、そして写真家と小説家の目

で見た船橋の魅力などを自由に語っていただきます。日曜日、特別に１階ロビーを開放

しての開催となりますので、多くの方々にご来場いただくよう、これからＰＲしてまい

ります。 

 

【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。 

 

【石坂委員長職務代理】 

 千人の音楽祭ですけれども、もしかしてなくなるかもというお話がございましたので、

今年また新たにスタートしたということなので、とても良かったと思います。今年も本

当にさまざまな大編成の演奏がありましたし、いろんなジャンルの音楽を一度に聞くこ

とができて、とても楽しい１日を過ごすことができました。またこれに関しましては、

準備から本番まで、これまでもだったと思うんですけれども、実行委員会の方ですとか

市船の皆さんが本当に頑張っていました。本当に感謝するところです。ありがとうござ

いました。 

 

【文化課長】 

 本当にこの千人の音楽祭は、皆様の協力なしではできませんし、これからも継続して

いくということで決定していますので、皆さんの応援をお願いしたいと思います。 

 

【委員長】 

 そのほか何かございますか。 

 続きまして、報告事項（８）から報告事項（１０）までについて、生涯スポーツ課、

報告願います。 

 

【生涯スポーツ課長】 

 資料は１１ページから１４ページをご覧になりながらご説明していきたいと思います。 

 まずはじめに、第５８回成人の日記念船橋市民駅伝競走大会の報告です。 

 １月１９日（日）に開催しまして、ここにもあるとおり、中学校２７チーム、高等学



－15－ 

校８チーム、一般の部３８チーム、総数７３チームで５９１名の参加がございました。

当日は天候にも恵まれ、運動公園陸上競技場をスタートし、北部のほうを経由しながら、

最終的には総合体育館のアリーナを目指すという６区間１９．６キロの駅伝になります。 

 全員が襷をつなぎフィニッシュしたと報告したいところなんですけれども、資料の１

４ページ、一般の部の最後の３８番目のチームなんですけれども、６区の区間の平田さ

んという方が棄権されたという報告がありまして、今回は全員がフィニッシュしたこと

にはならなかったという状況でございます。 

 また、当日は沿道、大勢の方が各選手たちに熱い視線を送っていたということになり

ます。 

 この中で資料１３ページ、中学生の部では旭中学校が６大会ぶりの４回目の優勝、そ

れから上の高校生については市立船橋高等学校が１３連覇、それから一般の部なんです

けれども、１４ページになりますけれども、こちらは陸上自衛隊第１空挺団が６連覇達

成したということになっております。 

 なお、沿道、道路を走りますので、警察並びに総勢４００名を超える運営スタッフの

ご協力により、事故もなく無事に終了することができました。 

 それから、次のページになりますけれども、船橋小学生・女子駅伝競走大会の報告に

なります。ページにつきましては１５ページから、結構ボリュームありまして、２３ペ

ージまでをつけさせていただいております。 

 こちらも２月１日（土）、運動公園の陸上競技場の中で開催しまして、当日も天候に

恵まれ、ここにも資料を載せておりますけれども、小学校５４チーム、女子も５４チー

ム、合わせて１０８チーム、それから中学校は２７チーム、それから高校については５

チーム、一般については９チーム、合わせて１４９チームの参加があり、１，０６３名

の出場がございました。５区間を争い、１７ページを見ていただきたいんですけれども、

小学生の男子の部については八栄小学校、女子の部については法典小学校、それから中

学校の部については海神中学校、それから高等学校については市立船橋Ａがそれぞれ優

勝。その下、一般の部は行田公園走友会が昨年に続き優勝したと。資料についてはそこ

に載っております。 

 なお、当日については事故等もなく無事に終了できたことを報告します。 

 それで、次の１８ページと１９ページを見ていただきたいんですけれども、先ほど中

学校については海神中学校が優勝、高校については市立船橋が優勝なんですけれども、

この海神中学校で１区を走りました笹野さん、これは昨年の市民大会でも報告しました

けれども、今回も１位で３．１２キロ走ったんですけれども、右側の高校生を見ていた

だきたいんですけれども、市立船橋、１区を走った藤本さん、これが１０分３０秒。中

学１年生の笹野さんは１０分１２秒で走ったと。これは昨年の市民大会も非常にスピー

ドランナーで走っている。ここがちょっと私、印象があったのかなというふうに思って

おります。あとは中身についてはご覧いただきたいと思います。 
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 それから次、資料の２５ページから２７ページになります。平成２６・２７年度のス

ポーツ推進委員委嘱式が４月５日行われます。今現在２００名の方がおりますけれども、

スポーツ推進規則によりまして、今年の３月３１日をもって２年間の任期が満了という

ことになります。 

 今、２６・２７年度のスポーツ推進委員の候補を各連合町会等自治会に依頼しており

まして、２７ページに載せてありますとおり、定員２００名のところ２月４日現在で１

８５名おりましたが、昨日３名までふえまして、今現在１８８名にふえております。委

嘱が４月にあることから、これからもまだふえる状況にあります。 

 一応それぞれの区域・地区設定をしておりますので、この中からそれぞれの人数を出

していただく予定でおります。また、４月以降、委嘱があっても欠員のところが出てき

た場合には、その都度委嘱状をお渡しして活動をお願いする予定でおります。 

 

【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。 

 続きまして、報告事項（１１）その他で、何か報告したい事項などがある方がいらっ

しゃいましたら、ここで報告をお願いいたします。 

 

【学務課長】 

 船橋市立船橋高等学校商業科の活動について、ご報告いたします。資料は今、現物を

回させていただいております。 

 新聞等でご存じの方もいらっしゃるかと思いますが、市立船橋高等学校の商業科の２

年生のうち、商品と流通、マーケティングという授業を選択した１５名の生徒がスポー

ツドリンクの商品開発を専門メーカーと協力し合いながら取り組んできました。１年か

けて商品化し、このたび販売実習までこぎ着けることができました。４月のテーマ探し

から始まり、約３，０００人の市場調査、味の選定、ネーミングの決定、パッケージの

デザイン、販売実習という流れを授業の一環として勉強しています。これから市場に出

てきますので、お目にとまりましたら一度手にとっていただけたらと思います。 

 以上、船橋市立船橋高等学校の活動の報告でございます。 

 

【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。 

 

【石坂委員長職務代理】 

味についての特徴など、何か宣伝はありますか。 
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【学務課長】 

 味ですが、船橋をイメージして梨味でございます。通常、スポーツドリンクはレモン

やグレープフルーツ味が多いのですが、市場調査を行った結果、梨味に決定したという

経緯がございます。 

 

【篠田委員】 

 市立船橋高校のスポーツドリンクですが、実は先週の２月８日（土）、大雪が降った

日なんですけれども、経済部のほうで行いましたふなばし朝市というものを船橋大神宮

で行う予定でした。次回は６月で、来年度になってしまうんですけれども、多分そこで

もブースを使って宣伝する予定でいると思います。本当は初お目見えが２月８日、先週

の土曜日で、多分ケーブルテレビなんかも来て、取材に来たはずなんですけれども、大

雪で中止になってしまいました。市立船橋高校の生徒さんが考えたスポーツドリンクは

期待しておりますし、我々も商業者、いわゆるふなばしセレクションの連中ですとか、

船橋でつくった物産等を集めてやっている朝市なので、一緒にやろうと思っております。 

 そちらのドリンクのことは、さっき言ったユニークな梨の味ということで、なかなか

おもしろいんじゃないかなと思っていますし、実際に先ほど出ましたけれども、商業マ

ーケティングとか原材料のこととか全部調べて作成しましたので、またこれを市船の高

校のみではつくれないわけで、メーカーと共同してそこまでつくり上げたということで、

なかなかすばらしいことなんじゃないかと思っています。売れる売れないは別問題なん

ですけれども、これはまた商売となるとなかなか難しいところがあると思うんですけれ

ども、アイデアは非常にいいんじゃないかなと思っています。 

 あと今日、私何も言っていなかったんで、一言。先ほどの議案第７号で消費税が５％

から８％に上がるということで、こういう議題が出てくるんでしょうけれども、いつも

教育委員会の議題を見ているとこういうものも結構あるわけなんですけれども。確かに

これだけのことをこうやって新旧対照表でやらなければいけないんですけれども、もう

ちょっと簡素化してできないものかなと、我々民間からするとそう思うときがあります。 

 ただ、以前の教育委員会会議では条例の不都合がありましたが、そういうことがあっ

ちゃ困るんですけれども、もうちょっと簡素化できないのかなということもあります。 

 それからあともう一つ、まちかど音楽ステージの件は聞いていて、京成のことでお話

を聞いています。ただ、教育委員会と文化館。特に私は税収の中で見ると、１，９００

億の中で固定資産税とか都市計画税、あと市民税、この部分の税収が多いわけですね。

税収を上げるためには、やっぱりまちの活性化というのが非常に大事なことで、子供の

教育が一番大事なことなので、それと一緒にこの教育委員会では生涯学習部ということ

もあって、文化課とか生涯学習の中で取り上げることの中で、まちの活性化ということ

をひとつ考えてやっていただければと思います。 

 まちかど音楽ステージ的なもの、こういうものをやっていただけると、非常に商工業
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者は喜ぶでしょうし、船橋は人口６１万５，０００人ですか、それが６７万人まで増え

るということなんですけれども、やはりそうやってまちに人が来るように、まちおこし

や活性化のためにこういうまちかど音楽ステージみたいなことはぜひ地元の商業者だっ

たり、会社をやっている人たちと一緒に協力してやっていただければ、まちの活性化に

もつながるし、税収の面でも非常に上がってきて、それがまた教育予算にも使えるとい

うことになってくると思いますので、そういったことを考えてやっていただければなと

思っています。 

 

【委員長】 

 ありがとうございました。 

 他に何かございますか。 

 

【石坂委員長職務代理】 

 今年の１月から最近にかけて、行方不明の女の子、小学生だったり中学生だったり事

件が続きまして、無事に保護されたと報道で聞いて大変安堵しましたけれども、このと

ころすごくヒヤリハットの情報が多く入っていて、毎日のように不審者と小中学生が遭

遇しているようなことでちょっと心配しています。 

 先日のヒヤリハットで、２月１日から防災行政無線ですか、夕方の時間に「七つの

子」の音楽を流して、早く帰りましょうと促すということですけれども、これをまだ聞

いたことがないのですが、よく防災無線って緊急の場合に使われますけれども、なかな

か聞こえなくて、何が起きているかわからないとかよく今までにあったと思うんですが、

「七つの子」に関してはよく聞こえるような何か工夫ですとか、そういう雰囲気づくり

もどんどんしていかないといけないと思うんですけれども、どうでしょうか。 

 

【保健体育課長】 

 相談を受けました危機管理課というところが所管して実施しておりますが、まず音楽

につきまして、それから女性の早く帰りましょうという言葉につきましては、今、委員

がおっしゃったように聞きづらいということがありましたので、それは危機管理課のほ

うでどうにかしなくてはということがありました。 

 音楽につきましては、保健体育課としましては小学校、中学校で扱っている唱歌とい

うんですか、文部省推薦の学校で習っているものをと言ったんですけれども、それがま

たかえられて今の「七つの子」になりました。 

 そういった経緯がありまして、また市民からもよかったねというのとうるさいなとい

うようなことで、そういったお言葉もたくさん集まってございますので、今できること

から改革というか直していくということはご報告いただいております。 
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【委員長】 

 ありがとうございました。 

 

【鎌田委員】 

 参考になればと思うのですが、習志野市と千葉工業大学のコラボというか、協力で、

防災無線が聞きにくいというところがあって、どういうところにスピーカーを設置すれ

ばいいか。反射音が影響したり、風の音とか土地の利用状況で大分違うんですね。そう

いうようなところを、習志野市もそうですが、先日は浦安市も同じような相談があって、

そういうような技術的に処理できる部分もあるので、先ほどのスポーツドリンクで高校

生がコラボをするぐらいなので、大学生とのコラボ、そういうことで解決の方向もある

かなというふうに思います。 

 

【委員長】 

 鎌田委員が教育委員になってくださったんで、ぜひそういうノウハウを生かして一緒

にやっていただいたらいいと思います。 

 そのほか何かございますか。よろしいですか。 

 

【保健体育課長】 

 中野木小学校の調理員からノロウイルスが検出されて、給食を１日停止した件につき

まして、ご報告申し上げます。 

 ２月３日の朝刊でも報道されておりましたように、１月３１日（金）の朝に体調不良

を訴える調理員が３名おりました。すぐに休みなさいという指示があったのですが、３

名もいるということはほかにもいるだろうということで、また後に３名申し出があった

ので、計６名を給食調理従事者から外して、６名を追加した内容で金曜日は給食を行い

ました。すぐに給食室の給食調理従事者には高感度の検査をするようにということを申

し上げましたところ、土曜日の夜に調理員さんの３名からノロウイルスが陽性だという

ことがありました。すぐに保健所、教育委員会、学校、業者が緊急対策委員会を立ち上

げまして、まずは子供たちの健康状態、それから検査の結果等を踏まえまして、子供た

ちには影響はありませんでしたが、大事をとって月曜日の給食は中止にいたしました。

その後、給食室をもう一度消毒、それから保健所が入りまして一人一人の行動様式を確

認し、安全を確認した後、保健所と対応について相談して、火曜日からまた給食をスタ

ートさせてもらいました。 

 ２月４日の火曜日に小中学校の校長研修会がございましたので、直接私のほうから給

食調理従事者に体調不良の者があった場合すぐに連絡をすること、それから保健所と連

絡をとりながら対応しますので、学校長としては定期の定例会を待たずに、調理員さん

の健康観察につきましては常に気を配るということをお願いしました。２月ですのでま
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だまだ気が抜けませんのが、同じことがないように注意していきたいというふうに確認

してまいりました。 

 

【委員長】 

 ありがとうございます。 

ちなみにインフルエンザの状況はどうなっていますか。 

 

【保健体育課長】 

 インフルエンザの患者が一番多かったのは、今のところ１月３１日に１，０３０名、

１７校、２５学級が学級閉鎖がピークかと思います。今現在はインフルエンザの出席停

止が８３１名、１０校、１３学級が学級閉鎖をしておりますので、まだ予断は許しませ

んが、尐し峠は越したかなというふうには考えております。 

 

【委員長】 

 ありがとうございました。 

 他に何かございますでしょうか。 

 それでは、本日予定してい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２月定例会を閉会いたします。 

 

午後４時１５分閉会 


