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船橋市教育委員会会議８月定例会会議録 

 

１．日  時  平成２６年８月１８日（月） 

開 会  午後２時００分 

閉 会  午後２時５５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 

学校教育部長 古 橋  章 光 

生涯学習部長 瀨 上  きよ子 

学校教育部参事兼指導課長 松 本   淳  

生涯学習部参事兼社会教育課長 小 川  佳 之 

生涯学習部参事兼青尐年課長 鈴 木    隆 

財務課長 廣 瀬  清 美 

施設課長 小 川  良 平 

学務課長 棚 田  康 夫 

保健体育課長 向 笠  真 司 

総合教育センター所長 赤 熊  一 英 

文化課長 田久保  里 美 

生涯スポーツ課長 石 井  義 男 

教育総務課長補佐 度 会  益 己 

 

５．議 題  

第１ 前回会議録の承認  

第２ 議決事項 

議案第４５号 教育に関する事務の管理及び執行状況の点検及び評価について 

議案第４６号 平成２６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４７号 船橋市立小学校設置条例の一部を改正する条例について 
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議案第４８号 船橋市学校給食費に関する条例について 

議案第４９号 船橋市立若松中学校給食棟増築工事請負契約の締結について 

議案第５０号 船橋市立船橋小学校・船橋放課後ルーム改築工事請負契約の変更につい

て 

議案第５１号 （仮称）行田２丁目多目的運動広場等整備工事請負契約の締結について 

 

第３ 報告事項 

（１）平成２６年度全国高等学校総合体育大会の結果報告等について 

（２）平成２６年度市・県・関東中学校体育大会の結果報告について 

（３）平成２６年度 青尐年キャンプ及び津別町交流事業実施報告について 

（４）その他 

 

６．議事の内容 

【委員長】 

 それでは、ただいまから教育委員会会議８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します。 

 ７月１８日に開催しました教育委員会会議７月定例会及び７月２８日に開催しました

教育委員会会議臨時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。 

 

【生涯スポーツ課長】 

 委員長、大変申しわけございません。生涯スポーツ課ですけれども、前回の教育委員

会会議の報告事項の中で、プール開放の報告をした際、鎌田委員及び石坂委員から質問

された中で、お答えのほうが尐し間違っておりましたので、今回、その報告をさせてい

ただきたいと思いますけれども、よろしいでしょうか。 

 

【委員長】 

 お願いします。 

 

【生涯スポーツ課長】 

 まず初めに、鎌田委員からの「ちびっこスイミング教室も業務委託に含まれています

か」というご質問の中で、「ちびっこスイミング教室は募集をかけて、協栄で対応できる

ということでお願いしました」とお答えしましたが、実際にはプール開放入札後、決定

しました京浜企業と協栄に相談したところ、京浜企業については、ちびっこスイミング

はできないという返答があり、協栄に相談したところ、対応できるということで、別途、

委託をお願いしました。この点を訂正させていただきたいと思います。 
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 もう一点は、石坂委員のほうから、プールの開放の日程の件で、８月１１日から１５

日までの期間ですが、「例年、そういう形でしたか」という質問がありました。「学校で

７月中は使っているということで、８月にさせていただきました」とお答えしましたが、

例年、プールの開放は７月末ごろ開放しております。今年は高校総体が８月上旬にあり、

職員がプール巡回できないということで、８月中旬からお願いしましたというふうに訂

正をお願いしたいと思います。 

 それからもう一点、「ことしの８月１１日から、例年水泳大会をやっていますよね」と

いう質問で、「はい、やっております」と答えておりましたが、例年、８月上旬には運動

公園でやっております。この点もあわせて訂正をお願いするとともに、ご承認のほうを

よろしくお願いしたいと思います。 

 以上です。 

 

【委員長】 

 ありがとうございました。 

 それでは、今の内容を今月の会議録に入れてもらうということで、前回の内容は訂正

しないで、そのままでよろしいですか。 

 

【事務局】 

 はい。７月の会議録はそのまま載せさせていただいて、８月の会議録で訂正させてい

ただきます。 

 

【委員長】 

 わかりました。それでは、今のことも踏まえて、会議録の承認はよろしいでしょうか。 

 

【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４６号から議案第５１号までについては、船橋市

教育委員会会議規則第１４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。 
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【委員長】 

 異議なしと認めますので、当該会議録を非公開といたします。 

 それでは、議事に入ります。 

 初めに、議案第４５号について、教育総務課、お願いいたします。 

 

【教育総務課長補佐】 

 議案第４５号「教育に関する事務の管理及び執行状況の点検及び評価について」、ご説

明いたします。 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２７条の規定により、教育委員会では毎

年、前年度の教育行政事務の管理及び執行状況について、学識経験者の知見を活用して

点検・評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに

公表することとなっております。今回の報告書では、平成２２年に策定しました船橋の

教育、教育振興ビジョン及び教育振興基本計画に記載している事務事業のうち、特に重

点的に取り組む事項を含む施策、これに該当する事務事業を対象としております。 

 また、点検評価を行うに当たり、知見をいただく学識経験者につきましては、昨年度

からお願いしております千葉大学高大連携専門部会特任教授の五十嵐和廣氏に加え、千

葉工業大学の教授であります草野滋之氏、元社会教育指導員であります池田美智子氏に

お願いしております。８月４日に３名にお越しいただきまして、ご意見をいただいてお

ります。 

 では、この報告書の内容について、簡単にご説明いたします。別冊の「教育に関する

事務の管理及び執行状況の点検及び評価に関する報告書（案）」をご覧ください。 

 まず１ページ目、こちらにはこの点検・評価の趣旨や点検・評価の実施方法を掲載し

ております。そして、２ページから７ページには教育委員会及び教育委員の活動状況を

掲載しております。 

 次に、８ページには船橋の教育の体系図を掲載しております。その体系図の右側に施

策の項目を掲載しておりますが、この太字、アンダーラインの部分の施策が特に重点的

に取り組む事項の施策であります。この施策に該当する事務事業が今回の点検・評価の

対象となっております。 

 次に、９、１０ページでは、点検・評価シートについての説明をいたしております。

そして、１１ページから１４ページには、点検・評価の対象となった事業の一覧表を掲

載しております。そして１５ページからが事務事業点検評価シートとなっております。

なお、今年度からこの評価シートは新しい様式に改めております。 

 最後のほうの１０１ページから１０３ページには、学識経験者の方々からのご意見を

掲載しております。１０４ページ、１０５ページには、教育関係予算の概要を掲載して

おります。 
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 この報告書につきましては、９月の市議会定例会に提出した後、ホームページ等で公

表する予定でございます。 

 説明は以上です。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。ただいま説明がありましたが、何かご意見、ご質問等はご

ざいますでしょうか。 

 この前、勉強会でこちらのほうからも指摘させていただいたのですが、それを踏まえ

て、その辺も大体直っているかなという感じがしますけれども。 

 いかがですか。 

 

【鎌田委員】 

 前回もちょっと申し上げたと思うのですが、それぞれの部署でＡ、Ｂ、Ｃと自己評価

をしていくわけですけれども、その評価の基準を部署の内部だけではなくて、できるだ

け共有したレベルを設定して、というようなところは多分していただけたのかなと思い

ます。その辺、何か補足することがありましたらお願いいたします。 

 

【教育総務課長補佐】 

 教育委員さんによる検討会の中で、なるべく客観的にできるように、数値化できると

望ましいというような形もあったのですけれども、なかなか数値化は難しくて、なるべ

く数字を載せるようにということで頑張ってはみたのですが、ここに掲載してあるとお

りです。数値による客観的な、誰でも一目瞭然の評価というのはまだまだできないので

すけれども、なるべくできるようにと努力はいたしているところです。 

 

【委員長】 

 そのほか、何か。 

 

【石坂委員長職務代理】 

 ２７ページの下の段の、子供の読書活動推進計画の評価のところですけれども、２４

年度もＢで、２５年度もＢなのですが、今回の全体のシートのバランスというか、私の

感覚ですけれども、これはＡでよろしいのではないかというのがあります。 

 その理由としては、評価のところにも貸出冊数が目標は２４０万冊で、実際には２６

１万冊以上あったということは、事業概要に書いてある読書活動が十分充実されてきた

ということになると思うので、そういうところは増えていいのではないかとちょっと思

いました。いかがですか。 
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【委員長】 

 指導課長、お願いします。 

 

【指導課長】 

 ありがとうございます。実はここは、課の方針として、読書活動には非常に力を入れ

ておりまして、さらに読書活動を進めたいということで、貸出冊数は目標を超え、それ

から、かなり子供たちが本を読んでいるという実態も出てきて、本が好きだということ

もわかってきているのですが、さらに指導課のほうで考えているのは、図書のシステム

の問題とか内容の充実、公共の図書館との連携ということで、課題を若干残しているの

で、いろいろ担当とも話し合ったのですが、ことしの評価は恐らくＡになるだろう、と

いうようなところでＢにしているところでございます。 

 

【委員長】 

 ありがとうございました。 

 そのほか、ございますか。 

 

【鎌田委員】 

 確認をさせてください。教育委員会の中で自己点検をして、自己点検が正当に行われ

ているということの評価を学識経験者がされたという理解でよろしいのでしょうか。 

 

【教育総務課長補佐】 

 学識経験者３人そろっていただいての検討会なのですが、まず、皆さんのほうから個々

の事業について質問がありまして、それについて各課で答えております。最後に、総体

的に、全体的に各学識経験者の方のご意見ということで頂戴しているのですが、委員さ

んがおっしゃいました全体が正当に評価されているのかという視点でのご意見はござい

ませんでした。 

 

【鎌田委員】 

 いや、多分、そういうようなことがされているという前提で、第三者評価というか学

識経験者の評価が位置づけられているのではないですかね。それでいいと思いますけれ

ども、それを前提とした上で、さらにこういうところもご留意いただきたいというご意

見かなと解釈したのですが、それで間違っているでしょうか。 

 

【教育総務課長補佐】 

 学識経験者の検討会などで、特にこの評価はおかしいのではないかとか、そういうご

意見はありませんでしたので、まずはそれが正当だというのが前提でご意見を伺ったも
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のと認識しております。 

 

【委員長】 

 ありがとうございました。そのほか何かございませんか。 

 前にも私、運営委員会のときにお話ししましたが、評価が一番大事で、その評価のと

ころは、こうこうこうだからこういうふうにしたというふうな書き方が非常にわかりや

すいというふうに私の意見として載せさせていただきました。大部分の課は、こうこう

こうだからＡ評価としたと書いてくださっているので、非常に読みやすくなったなとい

うふうに感じます。数値化できなくても、そういう根拠を示して、最後に結論としてＡ、

Ｂというふうな書き方が読みやすいし、いいなと思ったのですが、２、３の課で、あえ

てそこを全然無視というか、書いていないところもあったのですが、書き方としては、

読み手としてはそのほうが理解はしやすいかなと感じました。 

 そのほか、何か意見ございますか。 

 

【篠田委員】 

 評価をしているわけですけれども、この評価をもとに、一番最後、学識経験者の方が

書いていますが、教育委員会として現場の先生方をどれだけフォローしていってあげる

かというために、この評価の表を使っていただきたいなと。要は最終的には、未来を担

う子供たちのためにということになるので、せっかくのものを、現場の教師の方が一番

大変だと思うんですよ。 

 私の知っている方の息子さんも、教員をやられている方がいるのですが、そのお父さ

んは、うちの子供は本当に大変だなと見ていて思うという話をされていました。ですか

ら、教育委員会として、点検・評価をもとにしてよりよい教育ができるように、現場の

教師の方を支えてあげるようなことを考えてやっていただければなと思います。 

 

【委員長】 

 ありがとうございました。 

 では、よろしいですか。 

 それでは、議案第４５号「教育に関する事務の管理及び執行状況の点検及び評価につ

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】 
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 異議なしと認めます。議案第４５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４６号について、施設課、説明をお願いいたします。 

 

議案第４６号「平成２６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、施設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４７号について、学務課、説明をお願いいたします。 

 

 議案第４７号「船橋市立小学校設置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、全員異議なく可決された。 

 

【委員長】 

 続きまして、議案第４８号について、保健体育課、説明をお願いいたします。 

 

 議案第４８号「船橋市学校給食費に関する条例について」は、保健体育課長から説明

後審議に入り、全員異議なく可決された。 

 

【委員長】 

 続きまして、議案第４９号について、保健体育課、説明をお願いいたします。 

 

 議案第４９号「船橋市若松中学校給食棟増築工事請負契約の締結について」は、保健

体育課長から説明後審議に入り、全員異議なく可決された。 

 

【委員長】 

 続きまして、議案第５０号について、施設課、説明をお願いいたします。 

 

 議案第５０号「船橋市立船橋小学校・船橋放課後ルーム改築工事請負契約の変更につ

いて」は、施設課長から説明後審議に入り、全員異議なく可決された。 

 

 続きまして、議案第５１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５１号「（仮称）行田２丁目多目的運動広場等整備工事請負契約の締結について」

は、生涯スポーツ課長から説明後審議に入り、全員異議なく可決された。 

 

【委員長】 
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 引き続きまして、報告事項に入ります。 

 初めに、報告事項（１）について、生涯スポーツ課及び学務課、報告をお願いいたし

ます。 

 

【生涯スポーツ課長】 

 生涯スポーツ課です。本冊の３ページを見ていただきたいと思います。第６７回全国

高等学校総合体育大会男子バスケットボール競技大会の結果及び概要について、ご報告

します。 

 委員の皆さんのご理解、ご協力のもと、８月１日に開会式を迎え、２日から７日まで

の試合並びに閉会式まで、大きな事故もなく無事に終了できました。ありがとうござい

ました。 

 それでは、３ページを見ながら。もうご承知かと思いますけれども、男子１位につい

ては福岡大学附属大濠高等学校、２位については明成高校、３位は洛南と桜丘高校にな

っています。 

 当日の観客数、これは延べ人数なのですが、市立運動公園体育館については３日間行

われまして、延べ１万６，８００人。それから船橋アリーナにつきましては６日間で５

万８，９００人。合わせて７万５，７００人というふうになっています。 

 ちなみに、※印で八千代のほうを２万８，７００人と載せているのですが、この数え

方はどういうふうに数えたかわからないので、あくまでもこれは参考にしておいていた

だきたいと思います。 

 それから、大会運営に携わっていただいた方ということで、競技役員ということで約

１，０００名を超える方、それから運営役員、これは小中学校の教員、スポーツ推進委

員、ママさんバスケットボールのクラブのボランティアの方が約８４０人。それから補

助員ということで、これは船橋の近隣の高校生のボランティアの方になりますが、約１，

９７０人。合わせて３，８００人の方がこの大会運営に携わっていただいたという報告

をさせていただきます。 

 なお、次のページについては、参考までに男子と女子の結果の勝ち上がり表をつけさ

せていただきました。あわせまして、その後に市立船橋高等学校のそれぞれの成績表を

載せてありますので、参考までに見ていただければと思っております。 

 

【学務課長】 

 学務課長です。本冊の７ページです。高校総合体育大会の市立船橋高等学校の出場者

の結果でございます。 

 東京、千葉、神奈川、山梨で開催された総合体育大会でした。市立船橋高校からはそ

こにあります７種目において出場いたしました。 

 体操競技が団体優勝。個人総合で３年生の谷川航君が優勝。１年生の湯浅賢哉君は６
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位に入賞ということでございました。 

 また、陸上競技におきましては、男子の８００メートル、１，５００メートルで前田

恋弥君が優勝。その活躍もあり、男子総合第８位ということで入賞いたしました。 

 水泳競技におきましては、８月１７日から２０日までということで、習志野の国際水

泳場で予定されております。こちらの結果につきましても、追ってご報告をいたします。 

 総合体育大会とは別なのですが、８月１２日に県の吹奏楽コンクールで市立船橋高等

学校吹奏楽部が金賞を受賞し、９月６日に開催されます東関東大会に出場することが決

まりました。あわせてご報告いたします。 

 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（２）について、保健体育課、報告をお願いいたします。 

 

【保健体育課長】 

 別冊１をご覧ください。中学校体育大会の記録です。 

 ７月１９日から始まりました船橋市中学校総合体育大会におきましては、委員の皆様

にもご参加いただきまして、ありがとうございました。おかげさまをもちまして、天候

にも何とか恵まれまして、予定どおり延期もなしに終えることができました。 

 また、その中から県大会に出場する選手、その結果を下にまとめてあります。また、

関東大会までは終了いたしましたので、関東大会の結果をこちらに記載してあります。 

 まず県大会の結果ですけれども、１３ページから載っています。特に１枚目、１３ペ

ージは団体の部でございますけれども、この中で、県大会で上位に入賞して関東大会に

出場するという団体の種目が多く出ています。特にバレーボールは、男子、飯山満中学

校が優勝、高根中学校が３位、ともに関東大会。女子は行田中が準優勝、三田中学校が

３位ということで、関東大会に男女合わせて４校が出場いたしました。 

 バスケットボールにつきましては、前原中学校が優勝で関東大会出場、女子は八木が

谷中学校が準優勝ということで、関東大会に出場でございます。 

 また、柔道につきましては、葛飾中学校の男子が３位、八木が谷中学校の女子が３位

で、ともに関東大会に出場。 

 そして、バドミントンは八木が谷中学校が男子３位で関東大会に出場しています。 

 その次のページからは、個人戦のほうで結果が書いてあります。同じように関東、全

国等、欄外には書いてありますけれども、関東大会の結果につきましては、２７ページ、

２８ページに載せてあります。 
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 関東大会は、団体では上位に進むというのはなかなか難しかったのですが、個人のほ

うにつきましては、県大会で陸上のように標準記録を突破して全国出場。柔道なども県

大会の段階で優勝すると全国というふうに決まっておりますので、そういった形でこの

後まだ全国大会を待っている種目もございます。 

 特に全国大会はやっと陸上競技が始まったところです。香川県丸亀市で８月１７日の

日曜日から開始になりました。やっと本日から種目が始まったところという形です。柔

道については８月２２日、水泳については８月２１日からの予定です。関東の出場選手

も、全国出場の選手も、８月４日に文化スポーツ大会出場激励会におきまして、１７０

名を超える選手が市長の激励を受けて大会出場に備えました。 

 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。 

 よろしいですか。 

 続きまして、報告事項（３）について、青尐年課、報告をお願いいたします。 

 

【青尐年課長】 

 報告事項（３）、「平成２６年度青尐年キャンプ及び津別町交流事業実施報告について」、

ご報告いたします。 

 本冊の９ページをご覧ください。まず青尐年キャンプ事業につきましては、７月２５

日から２７日までの２泊３日の行程で、県立鴨川青年の家を拠点といたしまして、青尐

年１０４人、指導者等３５人の計１３９人が参加して実施いたしました。鴨川での海遊

びやキャンプファイヤー、夕食づくり、また帰り道、富津では強風のため予定していた

地引網にかえて海苔すき体験を行うなど、子供たちはさまざまな体験をしてまいりまし

た。 

 次に、船橋市・津別町青尐年交流事業でございますが、８月２日から６日までの４泊

５日の日程で北海道の津別町青尐年交流団２７人が船橋市を訪れ、１８家庭に分かれて

２泊のホームステイを経験した後、船橋市の青尐年や指導者など７５人とともに、一宮

尐年自然の家を拠点に交流事業を行いました。 

 いずれの事業も晴天で大変暑い中でしたが、実施主体である青尐年相談員や尐年尐女

団体連絡協議会の方々には、天候に合わせたプログラムなど万全に準備をいただいたお

かげもあり、参加した子供たちは１日目、２日目と共同生活を重ねるごとに、団体行動

で約束を守ることや、仲間と協力し合うことなど多くのことを学びながら、友だちをつ

くっていく様子が見てとれました。参加した子供たちにとりまして、こういった経験は

今後の学校や家庭での生活に生かされるものと思っております。 
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 報告は以上でございます。 

 

【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。 

 

【石坂委員長職務代理】 

 青尐年キャンプも津別町青尐年交流事業もですが、こういう楽しそうな写真が載って

いますけれども、どんなものかなみたいな、動画とかは市役所のホームページで見られ

ますか。 

 

【青尐年課長】 

 すみません、ホームページには掲載しておりませんので、どういったことができるか、

ちょっと検討してみたいと思います。 

 

【鎌田委員】 

 青尐年キャンプ事業には、１０４人の４年生から中学３年生が参加されたということ

なのですが、募集はどうされたのかということと、参加費１万４，０００円というのは、

全部実費というか、自己負担分という理解でよろしいのでしょうか。 

 

【青尐年課長】 

 まず募集につきましては、小・中学校へのご案内と市の広報で周知し、募集いたしま

した。また、参加費につきましては、ほぼ実費分を参加費として徴収しております。 

 

【委員長】 

 よろしいですか。そのほか何かございますか。 

 続きまして、報告事項（４）、「その他」で何か報告したいことがある方は、報告をお

願いいたします。 

 

【石坂委員長職務代理】 

 毎年夏は、中学校総体から、サマーコンサートから、演劇や英語発表会とか、さまざ

まなものが行われることが当たり前のようになっておりますけれども、今年も無事にど

の行事も行われて、本当によかったと思っております。 

 子供たちが頑張れる場を大人がいろいろつくってあげるというのは非常に大事だと思

います。そこで子供たちがすごく輝けるといいますか、そういったことができるという

ことで、これからも船橋市みんなで、子供たちのために頑張っていけたらいいなと思い
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ます。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。 

 

【委員長】 

 そのほか何かご意見等ございますか。 

 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。これで教育委員会会議８月

定例会を閉会いたします。ありがとうございました。 

 

午後２時５５分閉会 

 


