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平成27年６月野田市教育委員会会議録 

◇日  時 平成27年６月24日（水）午後２時30分開会 午後３時30分閉会 

◇場  所 野田市保健センター ４階 404会議室 

◇出 席 者 東條三枝子教育長・高橋 保教育委員・伊藤 稔教育委員・永瀬 大教育委員 

◇説明職員 釜田正雄・生涯学習部長（兼）社会教育課長 杉山一男・生涯学習部次長（兼）

教育総務課長 横島司・社会体育課長 上原定夫・青少年課長 相島一美・文化

センター長 寺田幸生・興風図書館長 長谷川昌男・学校教育部長 桑原辰夫・

学校教育部次長（兼）指導課長 長妻美孝・参事（兼）学校教育課長 

 

◇書  記 松田 隆・教育総務課長補佐 

 

◇付議事件 

   （１） 野田市社会教育委員の委嘱について 

   （２） 野田市公民館運営審議会委員の委嘱について 

   （３） 野田市青少年センター運営審議会委員の委嘱について 

 

◇教育長の報告事項 

・教育総務課 

   （１）平成27年度耐震工事関係の進捗状況について 

・社会体育課 

   （１）第65回千葉県民体育大会野田市代表選手団団旗授与式の実施について 

   （２）総合公園水泳場開場関連について 

・青少年課 

   （１）第41回野田市子ども釣大会の結果について 

・文化センター 

   （１）戦後70周年記念事業映画「日本のいちばん長い日」試写会について 

・指導課 

   （１）小学校・中学校陸上競技大会の結果について 

   （２）アスリートと学ぶ環境教室について 
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◎東條教育長 

ただいまから平成27年６月教育委員会定例会を開会いたします。 

本日は飯田委員がご欠席でございますので、ご報告をいたします。 

なお、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第14条第３項の規定により、会議は成

立をしております。 

◎東條教育長 

それでは、会議を始めます。 

本日の会議録署名委員を永瀬委員にお願いいたします。 

会議録承認の件に入ります。 

平成27年５月定例会の会議録につきまして、確認をお願いいたします。 

ご異議ございませんか。 

◎全委員 

（異議なし） 

◎東條教育長 

ご異議なしと認め、５月定例会会議録につきましては承認をいたします。 

それでは、議案の審議に入ります。 

議案第１号を議題といたします。 

（書記議題朗読） 

◎東條教育長 

では、事務局から説明をお願いいたします。 

生涯学習部長。 

◎釜田生涯学習部長 

議案第１号 野田市社会教育委員の委嘱について、ご説明申し上げます。 

本案は、委員の任期満了に伴い、社会教育法第15条第２項の規定に基づき、社会教育委

員を委嘱しようとするものでございます。 

社会教育委員の職務につきましては、社会教育法第17条において、社会教育に関し教育

委員会に助言するため、社会教育に関する諸計画を立案すること、教育委員会の諮問に対

し意見を述べること、職務を行うために必要な調査研究を行うこととされ、これまでに社

会教育に関する提言や協議を通して、野田市の社会教育行政に助言をいただいております。 

委員構成につきましては、野田市社会教育委員の設置に関する条例第３条の規定に基づ

き、学校教育の関係者として小中学校校長会より１人、社会教育の関係者として社会教育

団体、関係団体等の推薦があった６人、家庭教育の向上に資する活動を行う者としては、

子育てや家庭教育等の相談事務に従事する者として、野田市青少年センターや県において

不登校の児童・生徒や保護者を中心に相談や支援活動を行っているスクールカウンセラー

１人、学識経験のある者として４人、合わせて12人でございます。 

公募に応じた市民につきましては、女性委員１人の募集を行いましたが、応募者がござ

いませんでした。 

新規の委員は、社会教育の関係者として、小中学校ＰＴＡ連絡協議会から推薦のあった

土生谷武昭氏、学識経験のある者として興風会館館長の佐藤秀夫氏、元流山市教育委員会

教育長の鈴木昭夫氏の３人でございます。 

その他の委員の方々は、前回からの継続でございます。 

任期は、平成27年７月１日から平成29年６月30日までの２年間でございます。 

今回の委嘱において、男性委員７人、女性委員５人となり、女性委員の登用率は41.6％
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となっております。 

よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願いいたします。 

◎東條教育長 

ただいまの件について、ご質問等ございませんか。 

無ければ、議案第１号について採決をいたします。 

議案第１号について、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。 

◎全委員 

（異議なし） 

◎東條教育長 

ご異議なしと認めます。 

よって、議案第１号は原案のとおり可決されました。 

次に、議案第２号を議題といたします。 

（書記議案朗読） 

◎東條教育長 

事務局から説明をお願いします。 

生涯学習部長。 

◎釜田生涯学習部長 

議案第２号 野田市公民館運営審議会委員の委嘱について、ご説明申し上げます。 

本案は、委員の任期満了に伴い、社会教育法第30条第１項の規定に基づき、公民館運営

審議会委員を委嘱しようとするものでございます。 

公民館運営審議会委員につきましては、社会教育法第29条において、館長の諮問に応じ、

公民館における各種事業の企画実施について調査・審議するものとされています。 

審議会では、年度の公民館基本方針をご提案し承認をいただくほか、公民館の利用状況、

前期・後期の主催講座の予定、応募状況、実施状況等についてご審議をいただいておりま

す。 

委員構成につきましては、野田市公民館の設置及び管理に関する条例第５条の規定に基

づき、学校教育の関係者として小中学校校長会より１人、社会教育の関係者として社会教

育関係団体より推薦のあった２人、家庭教育の向上に資する活動を行う者として青少年相

談員１人、学識経験のある者として野田公民館を除く10カ所の公民館から推薦のあった方

20人、公募に応じた市民１人の合わせて25人でございます。 

公募につきましては、１人の募集に対し、応募人数が３人ございましたので、小論文、

面接審査の結果、選考基準点数の上位の人をお一方決定いたしました。 

新規の委員は、社会教育の関係者として、女性団体連絡協議会から推薦のあった川嶋幸

子氏、家庭教育の向上に資する活動を行う者として、青少年相談員の島村悦子氏、学識経

験のある者として、公民館を拠点に地域活動されている筑井正氏、林正子氏、小林美うみ

氏、公募に応じた市民として生形之道氏の６人でございます。 

公募に応じた市民として選出されました生形氏につきましては、むらさきの里野田ガイ

ドの会や手話サークルけやきの会に所属し、幅広く地域活動を行っており、これらの活動

を通して公民館を利用するなど、公民館に対する理解も深い方でいらっしゃいます。 

なお、その他の委員の方々は、前回からの継続でございます。 

任期は、平成27年７月１日から平成29年６月30日までの２年間でございます。 

今回の委嘱により、男性委員11人、女性委員14人となり、女性委員の登用率は56％とな

っております。 
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よろしくご審議の上、ご決定賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

◎東條教育長 

ただいまの件につきまして、ご質問等ございますか。 

ございませんか。 

無ければ、議案第２号について採決いたします。 

議案第２号について、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。 

◎全委員 

（異議なし） 

◎東條教育長 

ご異議なしと認めます。 

よって、議案第２号は原案のとおり可決されました。 

次に、議案第３号を議題といたします。 

（書記議案朗読） 

◎東條教育長 

ただいまの件につきまして、事務局から説明をお願いします。 

青少年課長。 

◎上原青少年課長 

それでは、議案第３号 野田市青少年センター運営審議会委員の委嘱について、ご説明

申し上げます。 

議案の６ページでございます。 

青少年センター運営審議会委員の任期満了に伴いまして、５月定例会において11名の委

員構成のうち、公募委員を含め10名の委嘱についてご決定をいただいたところでございま

すが、第７条第３項の規定により、１号委員の青少年関係団体の代表者のうち、野田市青

少年補導員連絡協議会からの推薦による委員１名につきましては、補導員の任期満了によ

る委嘱替え、並びに総会の関係上、委員の推薦が６月８日付で提出されましたので、今回

１名の委嘱をお願いしたいとするものでございます。 

記載のとおり、青少年補導員連絡協議会代表としまして推薦のありました窪田洋子氏を

委嘱しようとするものでございます。 

委嘱期間は、平成27年７月１日から平成29年５月31日までとなっております。 

なお、女性委員登用率につきましては、目標50％に対しまして、今回の委嘱により総数

11人中男性４人、女性７人で、女性登用率は63.6％でございます。 

よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。 

◎東條教育長 

ただいまの件について、質問等ございますか。 

ございませんか。 

無ければ、議案第３号について採決いたします。 

議案第３号について、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。 

◎全委員 

（異議なし） 

◎東條教育長 

ご異議なしと認めます。 

よって、議案第３号は原案のとおり可決されました。 

以上で、本日の議案審議を終了いたします。 
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次に、教育長の報告事項に入ります。 

報告事項に対する質問につきましては、報告事項の説明終了後に一括してご質問をお受

けしたいと思います。 

それでは、最初に教育総務課からお願いいたします。 

◎杉山教育総務課長 

平成27年度耐震工事関係の進捗状況について申し上げます。 

今年度は、中央小学校記念館、木間ケ瀬小学校管理特別教室棟、二川小学校普通教室棟、

関宿中学校格技場、清水台小学校体育館、柳沢小学校体育館、岩木小学校体育館の耐震改

修工事を行います。 

５月24日に入札を行い、契約の手続が完了いたしました。 

なお、議会案件の清水台小学校の体育館につきましては、６月議会に審議をお願いし、

６月10日に議決を得ることができております。 

つり天井等の改修工事についても、既に契約を締結しております。 

以上申し上げた工事につきましては、今後、夏休み期間を中心に、児童・生徒の安全を

確保しつつ工事を実施してもらいます。 

この他に、継続事業である宮崎小学校の改築工事を進めております。 

また、非構造部材の照明器具の取りかえにつきましては、現在発注に向けての現地調査

を進めているところで、完了次第、執行手続を進めたいと考えております。 

以上でございます。 

◎東條教育長 

次に、社会体育課からお願いします。 

◎横島社会体育課長 

社会体育課から、２点ご報告させていただきます。 

資料はございません。 

１つ目は、第65回千葉県民体育大会野田市代表選手団団旗授与式の実施について、ご報

告いたします。 

５月28日木曜日午後７時15分から、興風会館小講堂にて、第65回千葉県民体育大会野田

市代表選手団団旗授与式を実施いたしました。 

千葉県民体育大会の激励については、これまで例年９月に野田市代表選手団結団式とし

て実施しておりましたが、参加団体、参加者の減少が続き、結団式の趣旨が薄れてしまっ

たことから見直しを図ったものであり、昨年は教育長室で団旗授与式を実施し、今年度か

らは野田市体育協会協議委員会の会議前に実施することとしたものです。 

当日は、教育長から団長である野田市体育協会会長に千葉県民体育大会野田市代表選手

団の団旗を授与し、激励を行いました。 

２つ目は、総合公園水泳場開場関連について、ご報告いたします。 

水泳場につきましては、開場に向けて、例年どおり適切な管理運営事務の実施に向け準

備を進めており、安全確保のため、プールの排水口ふた、流水プール吸い込み口のふた等

の確認を注水前に実施しております。 

総合公園水泳場の清掃、給水後のプール水放射性物質検査を、６月26日金曜日に千葉県

薬剤師会検査センターにおいて予定しております。この結果につきましては、市のホーム

ページに掲載をする予定です。 

なお、開場は７月４日土曜日から９月６日日曜までの65日間となっております。 

報告は以上です。 
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◎東條教育長 

次に、青少年課長からお願いします。 

青少年課長。 

◎上原青少年課長 

それでは、青少年課より報告させていただきます。 

報告事項の１ページでございます。 

第41回野田市子ども釣大会の結果について、ご報告いたします。 

平成27年６月６日土曜日、野田市関宿クリーンセンター調整池におきまして、第41回野

田市子ども釣大会並びに、共同開催しております第36回障がい者釣大会を開催いたしまし

た。 

当日の参加者数につきましては、児童・生徒118人、障がい者70人の合計188人で、保護

者、介護者等を含めますと約380人の参加でございました。 

お手元に入賞者の結果を配付させていただきました。 

なお、障がい者の皆様につきましては、楽しんでいただくことを目的としておりますの

で、順位づけはしておりません。 

以上でございます。 

◎東條教育長 

次に、文化センターからお願いします。 

文化センター長。 

◎相島文化センター長 

戦後70周年記念事業である「日本のいちばん長い日」試写会について、ご説明申し上げ

ます。 

野田市では、平和の尊さを再認識する機会として、戦後70周年記念事業の開催に当たり

まして、配給会社のアスミック・エース株式会社及び松竹株式会社のご協力により、関連

企画としまして、８月４日に文化会館にて、映画「日本のいちばん長い日」の試写会を実

施いたします。 

現在、ホームページ、６月15日号市報により、試写会応募者の募集中であり、定員は

500組1,000名で、締め切りは７月10日となり、応募者多数の場合は抽選となります。６月

24日現在の応募者数は357件714名となっております。 

また、映画の試写会と８月８日の全国公開に合わせ、この映画を活用し、野田市内の関

係機関・団体が相互に連携し、野田市の歴史、魅力を広く内外に発信するため、５月29日

に第１回映画「日本のいちばん長い日」を応援する会会議を開催し、議題としましては、

設立趣旨、規約案、平成２７年度事業計画案、平成２７年度収入支出予算案を上程し、全

て事務局案のとおり可決・決定され、「日本のいちばん長い日」を応援する会が発足しま

した。会長には野田市長、副会長には野田商工会議所の会頭、野田市関宿会会長、監事に

は、野田市観光協会会長・関宿を語る会代表が就任されました。 

事業内容については、映画を活用した歴史、魅力を内外に発信するため、ポスターの掲

示及びチラシの配布等のＰＲ活動、それと、８月８日全国上映の特別鑑賞券、１枚当たり

1,100円、2,000枚の販売の協力となっております。 

以上でございます。 

◎東條教育長 

次に、指導課からお願いします。 

指導課長。 
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◎桑原指導課長 

それでは、指導課所管の事業につきまして、資料の項目に沿い、ご説明申し上げます。 

まず、小学校・中学校陸上競技大会の結果について、ご報告いたします。 

過日、教育委員の先生方には結果を郵送いたしましたが、改めて資料２ページから５ペ

ージの結果一覧をごらんください。 

今年度の新記録は、中学校で２つ、小学校で１つ生まれましたので、ご報告いたします。 

１つ目は、中央小学校５年女子、小川日菜乃さんのジュニア100メートルで、14秒48と

いう資料３ページになります。前の記録は、平成11年、中央小の麻生さんによる14秒84で

ございました。 

２つ目は、南部中３年女子、綿貫亜美さんが、共通200メートルで26秒73でした。資料

５ページになります。前の記録は、平成元年に福田中の朝妻さんによる26秒74でした。 

３つ目は、南部中、共通女子、福井さん、佐藤さん、綿貫さん、山田さんによる４かけ

る100メートルリレーで、49秒88という記録でした。前の記録は、昭和55年、南部中によ

る50秒４、当時は手動記録でございますので、10分の１秒までの記録までしかございませ

んが、35年ぶりの記録更新でございました。 

次に、アスリートと学ぶ環境教室について、ご報告します。資料6ページになります。 

５月27日に関宿中央小学校で、トップアスリート５人の講師によるランニングとサッカ

ーの実技教室、トップアスリートだからこそ環境に対して注意を払ってきたことから、特

に空気と水に関する重要性を子どもたちは学びました。 

千葉県内では初めての開催となりました。 

最後に、資料にはございませんが、教科書展示会に足をお運びいただくのは７月１日水

曜日の午前10時からとなりますことをご報告いたします。 

以上でございます。 

◎東條教育長 

他に報告事項がありましたら、お願いいたします。 

生涯学習部長。 

◎釜田生涯学習部長 

戦後70周年の記念事業につきましては、先ほど文化センター長から、映画「日本のいち

ばん長い日」の試写会の関係についてご説明、報告させていただいたところです。 

それ以外の事業について、ご説明申し上げます。 

まず初めに、鈴木貫太郎記念館特別展につきましては、８月４日から16日までの13日間

開催する予定でございまして、現在、展示する扁額等の選定を進めております。 

また、関宿を語る会との協働で、鈴木貫太郎翁の思い出を後世に語り継ぐ冊子、仮称で

すけれども「貫太郎翁の思い出」の作成を、特別展の開催に合わせて進めております。 

また、平和講演会につきましては、８月22日、関宿総合公園体育館サブアリーナで、元

衆議院議員の古賀誠氏をお迎えして開催する予定となっております。 

以上でございます。 

◎東條教育長 

他にいかがですか。 

青少年課長。 

◎上原青少年課長 

追加報告で申しわけございませんが、ペアレンタルコントロール講習会の開催について、

ご説明、ご報告をいたします。 
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お手元に今年度の講習会の案内を資料として配付させていただきました。 

青少年問題協議会より、平成27年度青少年健全育成活動のテーマとしてご提案いただき

ました３つのテーマのうちの１つであります、子どもたちが安心できる社会環境づくりの

推進についての活動としまして、昨年に引き続き、市内各小・中学校のＰＴＡ、保護者を

中心に、教師を初め青少年育成団体等の方を対象に開催いたします。 

年々、情報機器の進化や子どもたちを取り巻く新たな問題が起きてまいりますので、講

習会の内容も現状に合わせた講習会となっております。 

また、特に保護者に限定するのではなく、一般の人も参加できないかとのご意見もあり

ましたことから、参加人数に制限がございますが、市内の各公民館に講習会の案内を置か

せていただくとともに、市のホームページ、イベントの項目に、講習会の開催について掲

載しております。 

開催期日は７月18日土曜日午後１時半から、市役所８階大会議室において開催いたしま

す。お時間がございましたら、是非ご参加いただければと思います。 

以上でございます。 

◎東條教育長 

それでは、ただいまたくさんご報告ございましたけれども、ご質問等がございましたら

お願いいたします。 

いかがですか。 

高橋委員。 

◎高橋委員 

指導課長さんにお伺いしたいと思います。 

アスリートの皆さんが来てくださって、子どもたちもおそらく、かなり高揚したひとと

きを過ごしたかと思うんですが、子どもたちの声は聞こえてきておりますか。 

もし聞こえてきていれば、どんな声があったのか、教えていただけますでしょうか。 

◎東條教育長 

指導課長。 

◎桑原指導課長 

現在、担当主事のほうが取りまとめをさせていただいておりますが、作文と感想が若干

上がってきておりまして、大変目を輝かせてトップアスリートの講義を聞いたり、実は同

じことを指導者は言っていると思ったら、校長先生も体育出身でございますので、同じこ

とを校長も言っているのですけれども、トップアスリートから聞いたことにより      

非常に子どもたちには入っているということは現場から聞いております。 

以上でございます。 

◎高橋委員 

はい。今の感想をお聞きして、教師にはない魅力があるのだなと。 

その辺も、また今後も生かしていただければ、子どもたちはさらに高い技術とか、そう

いったものを身につけていくのではないかというふうなことを、感想として持たせていた

だきました。 

ありがとうございました。 

◎東條教育長 

生涯学習部長。 

◎釜田生涯学習部長 

関連しまして、今回、昨年の12月議会でも検討している旨のいった関係で、生涯学習部
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としても、特に今回来ているのは、箱根駅伝を走った方が来ているということもありまし

て、社会体育課の職員の染谷さんについて、指導課にお願いして同席させていただきまし

た。 

お互いに名前は知っていたということで、染谷君につきましては箱根を３回も走ってい

るので、その感想を聞きましたところ、やっぱり指導する仕方がとてもうまいというか、

すばらしいということでした。私としては、そういった職員もいますので、これからこう

いったイベントを通して、少しでも子どもたちに夢を与えるような、そういうふうになっ

ていけばということで、生涯学習部も応援しているところでございます。 

以上でございます。 

◎東條教育長 

他の件でも、今の件に加えても何かご質問等ございませんか。 

◎伊藤委員 

それでは、関連して、こういうイベントは初めてなんですか、それとも、毎年企画を立

てて指導課で毎年いろんなテーマで、企画をみんな市内でやっているのか教えてください。 

◎東條教育長 

学校教育部長。 

◎長谷川学校教育部長 

今回の団体につきましては、今回が初めてということですが、聞くところによりますと、

今回の団体も、希望等があれば、申し込んでいただければ、また開催するということです。 

ただ、１年先まで予定が埋まっているということですので、すぐには対応できないかと

思いますが、こういったものに積極的に応募したいと考えています。 

また、千葉県教育委員会も、トップアスリートを利用した活動を行っておりまして、今

募集をかけている最中ですが、今のところ２校から、やはりそういうのに応募したいとい

うことで申し込みがあります。 

昨年度も３校ほどあったのですが、残念ながら当選しなかったということで、実現はし

ませんでしたが、今年度も引き続き応募しています。 

また、過去には、平成21年度等、日本体育協会等もこういう事業を、同様の事業を行っ

ておりまして、平成21年度に２校、それから、平成23年度に３校が、やはりそういうアス

リートを使って、同様の体験活動を行っております。 

教育委員会としましても、できるだけ紹介をして、できるだけ手を挙げていただいて、

続けていきたいと考えています。 

以上です。 

◎東條教育長 

他にいかがですか。 

永瀬委員。 

◎永瀬委員 

小・中学校の記録の一覧を見せていただいて、私も大会を見に行ったのですけれども、

各学校の先生も暑い中、中学校は雨の中、ほとんど、学校の先生たちが主体となって審判

をやられていて、本当にご苦労さまでしたということと、あと、成績上位の方の通信大会

標準記録突破者と総体の標準記録突破者というのが分かれていますが、この大会は、どう

いった、県大会なんでしょうか。それとも関東大会とか、何か、この２つの大会の違いと

いうのはわかりますでしょうか。 
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◎東條教育長 

指導課長。 

◎桑原指導課長 

通信大会という大会自体、おそらく県大会だと思います。それから、総体のほうも同じ

ような、大会そのものが違います。 

その大会に出るためには、この標準記録を突破しなければならないという形で、この中

学の陸上競技大会は正式な記録となりますので、この記録を突破した者は、それぞれの丸

と黒丸のついている者は、それぞれの大会に出場可能ということです。 

以上でございます。 

◎東條教育長 

学校教育部長。 

◎長谷川学校教育部長 

それぞれ標準記録がありまして、通信の場合と総体の場合で多少違っておりますので、

１つしか丸がついていない者もございます。 

以上です。 

◎東條教育長 

他にいかがですか。 

◎永瀬委員 

この一覧表の５ページの、これは中学女子の１年生の100メートル、２年生の100メート

ルの３位の方が同姓同名なので、学校が違いますが、これは偶然こうなっているのですか。 

◎東條教育長 

指導課長。 

◎桑原指導課長 

同姓同名で別の方です。 

◎東條教育長 

高橋委員。 

◎高橋委員 

前回の定例会以降、特に重大ないじめとか、そういう相談事項、そういうものがあった

ら、教えていただけますでしょうか。 

◎東條教育長 

指導課長。 

◎桑原指導課長 

現在、今年度１回目のいじめ実態調査を実施しておるところでございまして、結果がま

とまり次第、ご報告させていただきますが、先月から今月までの間に、重篤と思われるよ

うないじめの報告は入ってございません。 

また、先月の教育会議で申し上げました、１件相談が来ているケースでございますが、

ひばり教育相談カウンセラーと相談を重ねて、それから、学校との連絡をとりながら、様

子を見ておりましたところ、徐々によい方向に向かっていまして、登校支援施設から、本

人が学校へ行く方向で徐々に考え出しております。 

希望としては、９月からはもう一度登校するように、これから準備していきたいという

ことで話は進んでおるところでございます。 

以上です。 
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◎高橋委員 

ありがとうございました。 

◎東條教育長 

他にいかがですか。 

無いようでございますので、以上で教育長の報告事項を終了いたします。ありがとうご

ざいました。 

それでは、以上で本日の教育委員会定例会を閉会いたします。 

 

 

以上会議の顚末を記載し、その相違ないことを証するため、ここに署名する。 
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