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平成28年４月野田市教育委員会会議録 

◇日  時 平成28年４月27日（水）午後１時30分開会 午後２時25分閉会 

◇場  所 野田市保健センター ４階 404会議室 

◇出席委員 東條三枝子教育長 高橋保教育委員 伊藤稔教育委員 飯田芳彦教育委員 

      永瀬大教育委員 

◇説明職員 杉山一男生涯学習部長 伊藤公夫生涯学習部次長（兼）社会教育課長 中村利夫

教育総務課長 上原定夫青少年課長 寺田幸生興風図書館長 植竹広幸社会体育

課長補佐 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 

長妻美孝学校教育部参事（兼）学校教育課長 高橋宏之給食センター所長 鈴木

和則学校教育部主幹（兼）学校教育課長補佐  

 

◇書  記 小関秀章教育総務課長補佐（兼）財務係長 

 

◇付議事件 

   （１）野田市公民館運営審議会委員の委嘱について 

   （２）野田市文化センター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 

   （４）野田市青少年補導員の委嘱について 

   （５）野田市スポーツ推進審議会委員の委嘱について 

   （６）野田市スポーツ推進委員の委嘱について 

   （７）野田市立図書館協議会委員の委嘱について 

   （８）野田市小中学校結核対策委員会委員の委嘱又は任命について 

   （９）野田市通学区域審議会委員の委嘱について 

   （10）学校歯科医の委嘱について 

   （11）野田市心身障がい児就学指導委員会委員の委嘱又は任命について 

 

◇教育長の報告事項 

・教育総務課 

   （１）平成28年第１回野田市議会定例会の報告について 

・社会教育課 

   （１）自主文化事業「ミュージックフェスタ2016」の結果について 

・青少年課 

   （１）平成28年度オープンサタデークラブの実施について 

   （２）平成27年度子ども安全情報の配信結果について 

   （３）第61回青少年柔剣道大会の結果について 

・興風図書館 

   （１）図書館子どもまつりの実施報告について 

・指導課 

   （１）全国学力・学習状況調査について 

   （２）野田市学習到達度調査について 

   （３）新規採用教職員研修会について 

   （４）小中学校陸上競技大会について 
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◎東條教育長 

   ただいまから、平成28年４月教育委員会定例会を開会します。 

   会議の前に、平成28年４月１日付けで職員の人事異動がございましたので、職員の紹介

をお願いいたします。 

   各部長からお願いいたします。 

◎杉山生涯学習部長 

   それでは、生涯学習部の職員からご紹介します。 

   生涯学習部次長兼ねて社会教育課長兼ねて視聴覚教材ライブラリー所長兼ねて鈴木貫太

郎記念館館長兼ねて勤労青少年ホーム館長、伊藤公夫でございます。 

◎伊藤社会教育課長 

   伊藤です。よろしくお願いいたします。 

◎杉山生涯学習部長 

   続きまして、教育総務課長、中村利夫でございます。 

◎中村教育総務課長。 

   中村です。どうぞよろしくお願いします。 

◎杉山生涯学習部長 

   続きまして、社会体育課長、横島司でございますが、本日所用のため欠席しております。

かわりに社会体育課長補佐、植竹広幸でございます。 

◎植竹社会体育課長補佐 

   植竹でございます。よろしくお願いします。 

◎杉山生涯学習部長 

   青少年課長、上原定夫でございます。 

◎上原青少年課長 

   よろしくお願いします。 

◎杉山生涯学習部長 

   興風図書館長、寺田幸生でございます。 

◎寺田興風図書館長 

   寺田と申します。どうぞよろしくお願いします。 

◎杉山生涯学習部長 

   最後に、私、生涯学習部部長の杉山一男でございます。よろしくお願いいたします。 

   以上で、生涯学習部の職員の紹介を終了いたします。 

◎長谷川学校教育部長 

   続きまして、学校教育部職員について、私から紹介いたします。 

   まず、学校教育部次長兼ねて指導課長、桑原辰夫でございます。 

◎桑原指導課長 

   よろしくお願いします。 

◎長谷川学校教育部長 

   学校教育部参事兼ねて学校教育課長、長妻美孝でございます。 

◎長妻学校教育課長 

   よろしくお願いします。 

◎長谷川学校教育部長 

   学校教育部給食センター所長、高橋宏之でございます。 
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◎高橋給食センター所長 

   高橋です。よろしくお願いいたします。 

◎長谷川学校教育部長 

   学校教育部主幹兼ねて学校教育課長補佐兼ねて学務係長、鈴木和則でございます。 

◎鈴木学校教育課長補佐 

   鈴木です。よろしくお願いします。 

◎長谷川学校教育部長 

   最後に、私、学校教育部部長の長谷川昌男です。どうぞよろしくお願いいたします。 

   以上で、職員の紹介を終わりにします。 

◎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飯田委員にお願いいたします。よろしくお願いいたします。 

   会議録承認の件に入ります。 

   平成28年３月定例会の会議録について、確認をお願いします。 

   ご異議ございませんでしょうか。 

◎全委員 

（異議なし） 

◎東條教育長 

   では、異議なしと認めまして、３月定例会の会議録につきましては、承認をいたします。 

   議案に入ります前に、本日、議案第10号 学校歯科医の委嘱について、議案第11号 野

田市心身障がい児就学指導委員会委員の委嘱又は任命について、この２件が追加議案とし

て提出されました。 

   この２件を本日の議案として追加し、会議を進めたいと考えますが、よろしいでしょう

か。 

◎全委員 

（異議なし） 

◎東條教育長 

   ご異議ございませんので、追加議案として審議することといたします。 

   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。 

   （書記議案朗読） 

◎東條教育長 

   事務局から説明をお願いいたします。 

   社会教育課長。 

◎伊藤社会教育課長 

   議案第１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、野田市小中学校校長会及び野田市青少年相談員連絡協議会で推薦のあった委員

について変更があったため、その残任期間について新たに委嘱しようとするものでござい

ます。 

   委嘱しようとする委員は、野田市小中学校校長会からは加藤宏明氏、同じく青少年相談

員連絡協議会からは平峰由里子氏でございます。 

   委嘱期間は、野田市公民館の設置及び管理に関する条例第５条第３項の規定により、前

任者の残任期間である平成28年５月１日から平成29年６月30日まででございます。 
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   なお、今回の委嘱により、委員25名中、男性委員が11名、女性委員が14名で、女性委員

の登用率は56％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。 

   以上です。 

◎東條教育長 

   議案第１号について、質問等ございますでしょうか。 

   残任期間ということの２名でございます。 

   よろしいでしょうか。 

   それでは、議案第１号についてお諮りをいたします。 

   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でしょうか。 

◎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 

   事務局から説明お願いします。 

   社会教育課長。 

◎伊藤社会教育課長 

   議案第２号 野田市文化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。 

   本案は、野田市文化会館の設置及び管理に関する条例第18条第１項第２号の規定により、

関係行政機関の職員として選出されておりました職業安定所野田出張所長の人事異動に伴

い、新たに山口祐司氏を委嘱しようとするものでございます。 

   委嘱期間は、野田市文化会館設置及び管理に関する条例第19条第１項の規定に基づき、

前任者の残任期間であります平成28年８月31日までとなっています。 

   なお、女性委員の登用率につきましては、委員総数15名中、男性７名、女性８名の

53.3％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よろしくお願い申し上げます。 

   以上です。 

◎東條教育長 

   議案第２号につきましても、やはり残任期間、１名ということでございます。 

   ご質問等ありますでしょうか。 

   ございませんか。 

   では、議案第２号についてお諮りいたします。 

   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でしょうか。 

◎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。 
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   （書記議案朗読） 

◎東條教育長 

   では、事務局から説明お願いします。 

   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。 

   本案は、野田市青少年センター設置及び管理に関する条例第７条第３項第２号の規定に

よりまして、青少年関係行政機関の代表者として選出されておりました小中学校校長会代

表及び柏児童相談所所長並びに清水高等学校校長につきましては、任期途中ではあります

が、人事異動に伴い変更になりましたことから、新たに就任されました小中学校校長会代

表、大保一成氏、柏児童相談所長、奥野智禎氏、清水高等学校校長、小松一正氏、以上の

３人を委嘱しようとするものでございます。 

   委嘱期間は、野田市青少年センター設置及び管理に関する条例第７条第４項に基づきま

して、前任者の残任期間であります平成29年５月31日までとなっております。 

   なお、女性委員の登用率につきましては、委員総数11人中、男性５人、女性６人で、

54.5％となっております。 

   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 

   議案第３号につきまして、ご質問等ございますでしょうか。 

   これにつきましても、残任期間ということで３名の委員でございます。 

   ございませんでしょうか。 

   無ければ、議案第３号についてお諮りをいたします。 

   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。 

   次に、議案第４号を議題といたします。 

   （書記議案朗読） 

◎東條教育長 

   では、事務局、説明をお願いいたします。 

   青少年課長。 

◎上原青少年課長 

   それでは、議案第４号 野田市青少年補導員の委嘱について、ご説明申し上げます。 

   本案は、野田市青少年センター管理規則第４条第２項の規定によりまして、青少年相談

員連絡協議会より青少年相談員の中から選出していただいておりました青少年補導員10名

のうち１名について、青少年相談員の任期満了に伴い28年３月31日をもって青少年相談員

を退任されましたことから、新たに後任として青少年相談員連絡協議会より選出推薦され

ました宮田優氏を委嘱しようとするものであります。 

   委嘱期間は、野田青少年センター設置及び管理に関する条例第７条第４項に基づきまし

て、前任者の残任期間であります平成29年５月31日までとなっております。 
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   なお、女性委員の登用率につきましては、補導員総数118人中、男性82人、女性36人で、

30.5％と委嘱前と変動はございません。 

   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 

   議案第４号につきまして、ご質問等ございますでしょうか。 

   これにつきましても、残任期間ということでございます。 

   ございませんか。 

   それでは、議案第４号についてお諮りをいたします。 

   議案第４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でしょうか。 

◎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４号は原案のとおり可決されました。 

   次に、議案第５号を議題といたします。 

   （書記議案朗読） 

◎東條教育長 

   事務局から説明お願いいたします。 

   社会体育課長補佐。 

◎植竹社会体育課長補佐 

   それでは、議案第５号 野田市スポーツ推進審議会委員の委嘱について、ご説明申し上

げます。 

   本案は、スポーツ基本法第31条の規定、都道府県及び市町村に、地方スポーツ推進計画

その他のスポーツの推進に関する重要事項を調査審議させるため、条例で定めることによ

り審議会その他の合議制の機関を置くことができるに基づき、野田市スポーツ推進審議会

を設置し、委員を委嘱しているところですが、平成28年４月30日の任期満了に伴い、新た

に委嘱するものでございます。 

   推進審議会の概要を申し上げますと、審議会を年間３回開催し、５月にスポーツ団体の

補助金の交付、７月に地区運動会の補助金の交付、２月に社会体育基本方針事業計画その

他年度によるスポーツ推進計画についてご提案し、ご承認いただいております。 

   委員の定数は14名で、任期は平成28年５月１日から平成30年４月30日までの２年間とな

ります。 

   委員の推薦枠は、中央、東部、南部、北部、川間、福田、関宿、二川、木間ケ瀬の９地

区から各１名、野田市体育協会、野田市スポーツ推進委員連絡協議会、野田市小中学校体

育連盟、特定非営利活動法人野田レクリエーション協会、それに公募から各１名の計14名

となっております。 

   なお、委嘱後の女性委員の登用率につきましては、委員総数14名中、男性７名、女性７

名で、女性委員の登用率は50％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申し上げます。 

   以上でございます。 

◎東條教育長 

   議案第５号につきまして、ご質問等ございますでしょうか。 

   高橋委員。 
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◎高橋委員 

   公募で、檜山敏江さんという方が選ばれているんですが、この方のプロフィール、簡単

に教えていただけますでしょうか。 

◎東條教育長 

   社会体育課長補佐。 

◎植竹社会体育課長補佐 

   この方、スポーツクラブ等で管理栄養士さんをやってございます。その関係から、市の

介護予防教室や栄養指導、運動指導等の業務にも携わっているということで、健康運動指

導士の資格を27年に取得しております。そのような関係から、適した人材であるというふ

うに解釈し、委嘱の議案の中に入っていただいたところです。 

   以上です。 

◎高橋委員 

   ありがとうございました。 

◎東條教育長 

   よろしいですか。 

   他にいかがでしょうか。 

   ございませんでしょうか。 

   無いようでございますので、議案第５号についてお諮りをいたします。 

   議案第５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でしょうか。 

◎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５号は原案のとおり可決されました。 

   次に、議案第６号を議題といたします。 

   （書記議案朗読） 

◎東條教育長 

   では、事務局から説明をお願いします。 

   社会体育課長補佐。 

◎植竹社会体育課長補佐 

   それでは、議案第６号 野田市スポーツ推進委員の委嘱についてご説明申し上げます。 

   本案は、スポーツ基本法第32条の規定により、野田市スポーツ推進委員を委嘱しており

ますが、平成28年３月31日の任期満了に伴い、４月１日から委員45名の委嘱について、３

月の教育委員会定例会でご承認いただいておりましたが、野田市小中学校体育連盟より推

薦のありました今井清人氏について、３月の教育委員会定例後、転勤の連絡がありました

ので欠員となっておりましたが、野田市小中学校体育連盟より、新たに委員として新妻健

氏のご推薦がありましたので、委嘱しようとするものでございます。 

   委嘱期間は、平成28年５月１日から平成30年３月31日までとなっております。 

   なお、委嘱後の女性委員の登用率につきましては、委員45名中、男性25名、女性20名で、

女性登用率44.4％で変わりません。 

   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。 

   以上でございます。 

 



 

 

8 

◎東條教育長 

   議案第６号にについて、ご質問等ございますでしょうか。 

   ご質問が無いということでございます。 

   議案第６号についてお諮りをいたします。 

   議案第６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でしょうか。 

◎全委員 

（異議なし） 

◎東條教育長 

   ご異議ないものと認めます。 

   よって、議案第６号は原案のとおり可決されました。 

   次に、議案第７号を議題といたします。 

   （書記議案朗読） 

◎東條教育長 

   それでは、事務局から説明お願いします。 

   興風図書館長。 

◎寺田興風図書館長 

   議案第７号 野田市立図書館協議会委員の委嘱について、ご説明させていただきます。 

   図書館協議会委員12名のうち、校長会及び千葉県立関宿高校からご推薦いただいており

ました委員の変更がございましたので、新しい委員２名について、残任期間を委員として

お願いしようとするものでございます。 

   なお、女性登用率につきましてですが、図書館協議会12名のうち、女性委員は７名でご

ざいまして、女性登用率は約58％となります。 

   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 

   議案第７号について、ご質問等ございますでしょうか。 

   ございませんでしょうか。 

   無いようでございますので、議案第７号についてお諮りをいたします。 

   議案第７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でしょうか。 

◎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７号は原案のとおり可決されました。 

   次に、議案第８号を議題といたします。 

   （書記議案朗読） 

◎東條教育長 

   では、事務局から説明をお願いいたします。 

   学校教育課長。 

◎長妻学校教育課長 

   それでは、議案第８号 野田市小中学校結核対策委員会委員の委嘱又は任命についての

提案理由を説明いたします。 

   ４月の人事異動に伴いまして、校長会代表として北部中学校長、島津孝行氏、保健主事

代表として、七光台小学校教諭、宇田川千代美氏、第二中学校教諭、吉本美幸氏、養護教
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諭代表として、北部小学校養護教諭、中川樹里氏に、その残任期間によって新たに委嘱し

ようとするものでございます。 

   残任期間のほうは、平成28年５月１日から平成28年10月31日となります。 

   なお、15名の委員のうち女性委員が６名で、女性委員の登用率は40％となります。 

   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 

   議案第８号につきまして、ご質問等ございますでしょうか。 

   高橋委員。 

◎高橋委員 

   委員さんについての事ではなくて、昨年度、市内の小中学校において結核というような

事例があったかどうか。結構まだ企業においても、病院関係においても発生しているよう

なんで、その辺のことについて、情報を教えていただけますでしょうか。 

◎東條教育長 

   学校教育課長。 

◎長妻学校教育課長 

   今、委員さんのご指摘がありましたとおり、外国からの小学生等も非常に増えておりま

して、精検に進んだものもおるんですが、最終的には結核等の治療を受けている者はござ

いません。ゼロでございます。 

   以上でございます。 

◎高橋委員 

   ありがとうございました。 

◎東條教育長 

   他にございますでしょうか。 

   よろしいでしょうか。 

   無いようでございます、議案第８号についてお諮りをいたします。 

   議案第８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でしょうか。 

◎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８号は原案のとおり可決されました。 

   次に、議案第９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。 

   学校教育課長。 

◎長妻学校教育課長 

   それでは、議案第９号 野田市通学区域審議会委員の委嘱についての提案理由を説明さ

せていただきます。 

   ４月の人事異動に伴いまして、校長会代表として、関宿小学校校長、小松崎明氏、北部

中学校長、島津孝行氏、行政機関の職員代表としまして建設局長、吉川宏治氏にその残任

期間について、新たに委嘱しようとするものでございます。 

   残任期間につきましては、平成28年５月１日から平成28年７月31日までとなります。 
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   なお、17名の委員のうち、女性委員は７名で、女性委員の登用率は41％となります。 

   ご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。 

   以上です。 

◎東條教育長 

   議案第９号につきまして、ご質問等ありましたらお願いします。 

   ございませんでしょうか。よろしいですか。 

   無いようでございますので、議案第９号についてお諮りをいたします。 

   議案第９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でしょうか。 

◎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９号は原案のとおり可決されました。 

   次に、議案第10号を議題とします。 

   （書記議案朗読） 

◎東條教育長 

   議案第10号、追加であったものでございます。 

   事務局から説明をお願いいたします。 

   学校教育課長。 

◎長妻学校教育課長 

   それでは、議案第10号の学校歯科医の委嘱についての提案理由をご説明申し上げます。 

   今回、都合上の辞退の申し出のありました下重正子氏の後任として、野田市歯科医師会

から推薦をいただきました、染谷邦男氏を該当の第一中学校の学校歯科医として新たに委

嘱をしようとするものでございます。 

   染谷氏の残任期間につきましては、平成28年５月１日から平成29年３月31日までとなっ

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申し上げます。 

◎東條教育長 

   議案第10号につきまして、ご質問等ございますでしょうか。 

   無ければ、議案第10号についてお諮りいたします。 

   議案第10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でしょうか。 

◎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10号は原案のとおり可決されました。 

   次に、同じく追加の議案第11号を議題といたします。 

   議案第11号につきましては、永瀬教育委員の自己に関することが含まれておりますので、

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第14条第４項の規定によりまして、永瀬委員の

退席を求めます。 

（永瀬委員退席） 

◎東條教育長 

   議案第11号を議題といたします。 
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   （書記議案朗読） 

◎東條教育長 

   事務局から説明お願いいたします。 

   指導課長。 

◎桑原指導課長 

   それでは、議案第11号 野田市心身障がい児就学指導委員会委員の委嘱又は任命につい

て、ご説明申し上げます。 

   本案は、平成28年４月１日の人事異動等に伴い、医師会より永瀬大氏、学校代表から飯

森功一氏、川島久美子氏を委嘱又は任命しようとするものでございます。 

   委員の定数は15名で、このうち女性が６名、女性登用率は40％となります。 

   委嘱期間につきましては、平成28年５月１日から平成28年９月30日です。 

   ご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。 

   以上です。 

◎東條教育長 

   議案第11号につきまして、ご質問等ございますでしょうか。 

   伊藤委員。 

◎伊藤委員 

   この中身については何の問題もないんですけれども、言葉なんですけれども、先ほどの

８号議案と今回の11号議案、委嘱又は任命についてと、他の委員は全部委嘱なんです。何

か違いとかあるんでしょうか。同じ意味、又はですから同じですか。 

◎東條教育長 

   書記、お願いします。 

◎小関教育総務課課長補佐 

   委嘱につきましては、外部団体とかにお願いする場合には委嘱になります。任命につき

ましては、市の職員とかになります。 

◎伊藤委員 

   だから、両方は使わないわけですか。わかりました。 

◎東條教育長 

   以上でございます。 

   他にいかがでしょうか。 

   ございませんでしょうか。 

   それでは、議案第11号についてお諮りをいたします。 

   議案第11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でしょうか。 

◎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11号は原案のとおり可決されました。 

   以上で、本日の議案審議は終了いたします。 

（永瀬委員入室） 

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。 
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   それでは、最初に教育総務課からお願いします。 

   教育総務課長。 

◎中村教育総務課長 

   教育総務課から、平成28年第１回野田市議会定例会における市政一般報告及び一般質問

の概要についてまとめたものを、教育長の報告事項として報告させていただいております。 

   平成28年第１回野田市議会定例会は、３月２日から３月25日まで会期で開催されました。 

   市政一般報告につきましては、教育委員会関係及び関連する事項を抜粋し、配布させて

いただきました。 

   一般質問につきましては、３月10日、11日、14日の３日間で、14名の議員から質問があ

り、そのうち関連のある10名の議員の答弁について、その概要を配布させていただいてお

ります。 

   教育委員会の提出議案といたしましては、平成28年度の当初予算、それと27年度の補正

予算が提出され、可決されました。 

   次に、空調設備設置工事についてでございますが、平成28年度の中学校11校の空調設備

設置工事並びに小学校20校及び幼稚園３園の空調設備設置工事設計業務委託につきまして

は、総務部営繕課で執行することとなりました。なお、中学校のエアコンにつきましては、

平成29年の夏季から、小学校、幼稚園のエアコンにつきましては、平成30年の夏季から稼

働を予定してございます。 

   教育総務課からは以上でございます。 

◎東條教育長 

   次に、社会教育課からお願いします。 

   社会教育課長。 

◎伊藤社会教育課長 

   自主文化事業「ミュージックフェスタ2016」の結果について、報告いたします。 

   文化会館の自主文化事業として実施をいたしました、「ミュージックフェスタ2016」の

結果について、資料、報告事項27、28ページとなります。 

   ３月20日日曜日、文化会館におきまして、参加型事業として「ミュージックフェスタ

2016」を開催いたしました。市内小学校１校、中学校10校、高等学校１校及び県特別出演

柏市立柏高等学校を加え、13校の参加のもとに吹奏楽、管弦楽、ステージマーチングなど

さまざまな演奏が繰り広げられました。 

   当日の入場者は1,073人で、事業収支につきましては、入場料収入の51万4,690円に対し、

公演委託料が50万円で、１万4,690円の収益となっております。 

   なお、この事業をもちまして、平成27年度の自主文化事業５事業を全て終了いたしまし

た。 

   平成27年度自主文化事業基金の結果につきましては、総入場料収入の422万2,010円に対

し、公演委託料によります総支出は421万9,000円となっており、3,010円の収益となって

います。 

   また、文化会館の自主文化事業につきましては、今年度からの文化会館の指定管理者制

度導入に伴い、事業を指定管理者に委託し、文化会館委託文化事業として指定管理者が実

施をしてまいりました。 

   以上です。よろしくお願いいたします。 

◎東條教育長 

   続きまして、青少年課からお願いいたします。 
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   青少年課長。 

◎上原青少年課長 

   それでは、青少年課から３点ご報告させていただきます。 

   初めに、平成28年度オープンサタデークラブの実施についてご報告いたします。 

   報告事項の29ページでございます。申し訳ございませんが、上から５行目、５段目に

「※クラブフェスタ2017 平成28年２月17日」となっていますが、「平成29年」の誤りで

ございまして、誠に申し訳ございません。29年２月17日から19日ということで、訂正のほ

うをお願いしたいと思います。 

   第１、第３土曜日に実施しておりますオープンサタデークラブにつきましては、平成28

年度は17回を計画しておりまして、27会場35クラブ、文化芸術系19クラブ、体育系16クラ

ブで、第１回目が４月16日土曜日にスタートいたしました。４月16日現在の参加申込者数

につきましては、小学２年生から中学生合わせまして1,086人で、昨年同時期に対しまし

て、167人の増となっておりまして、全児童生徒に対する申込率では9.9％と、昨年より

1.6％の増となっております。なお、小学１年生につきましては、後期第１回目からの参

加になりますので、９月に募集する予定となっております。 

   次に、30ページをご覧いただきたいと思います。 

   今年度から１会場１クラブ増となっておりまして、新規クラブとして北部小学校体育館

で、小学生バレーボールが始まりました。２年生から６年生を対象に、96名の参加申し込

みがございまして、第１回目の当日は、各学校、近隣の学校で授業参観等があったために

参加者数は児童70名、指導者７名で実施されまして、準備運動から指導者の模範演技及び

基本姿勢など、ボールを使った練習を行いました。 

   次に、31ページでございますが、当初からの実績の表でございまして、平成27年度の実

績でございますが、開催日数につきましては、前期８回、後期９回の17回でございまして、

26会場34クラブで開催しまして、出席率につきましては、開催したクラブに対しまして

62.8％、延べ出席者数は8,792人でございました。参加申込数につきましては、小学生で

1,106人、中学生18人で、合計しますと1,124人の申込数となりまして、児童生徒数に対し

て9.1％、平成26年度の申込数に対しまして0.1％の減となりました。 

   次に、平成27年度子ども安全情報の配信結果についてご報告いたします。 

   32ページをご覧いただきたいと思います。 

   平成27年度の子ども安全情報配信結果でございますが、平成28年３月31日現在、登録件

数１万3,662件、配信件数31件となりまして、26年度と比較しますと、13件の減となりま

した。種類別発生件数において、特に声かけによるもの、露出によるものがいずれも半数

となったことが、減少した要因として挙げられます。これも、各小中学校初め、地域の各

種団体の皆様の児童生徒の見守りのご協力によるものと考えております。 

   次に、27年度の不審者の特徴でございますが、特に同一犯と思われる事案が同一地域で

複数発生しているといった特徴がございまして、種類別のうち体の一部をつかまれたもの

の５件中南部小で４件、露出によるもの６件のうち５件が七光台小、北部中、岩名中でと

同一犯と思われる事案が発生いたしました。このような発生状況から、野田警察署に不審

者の手口や発生地域が同一地域である特徴を報告し、早急に検挙のお願いとパトロールの

強化を含め依頼を申し上げました。 

   その際、生活安全課長より不審者事案が発生してから迅速に一報をいただきたいと、現

場にいち早く署員を派遣して、不審者を特定して見つけることがとても重要であるといっ

たお話をいただきまして、昨年は校長会及び青少年健全育成団体地区別懇談会や地域の各
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種団体等の参集する会議に出席をさせていただきまして、子ども安全情報の配信状況及び

不審者に対しては警察署への迅速な一報のお願いをさせていただきました。 

   青少年課といたしましても、引き続き警察署及び各小中学校と不審者に対する連絡調整

を行いながら、子ども安全情報の配信については指導課と協議の上、休日も含めて迅速な

配信及び発生地域のパトロールの強化を行い、不審者の発生抑止、防止に努めてまいりた

いと考えております。 

   次に、第61回野田市青少年柔剣道大会の結果についてご報告いたします。 

   37ページでございます。 

   ４月17日日曜日に、青少年の心身等の錬成を図ることを目的に、第61回野田市青少年柔

剣道大会を野田市総合公園体育館で開催いたしました。参加人数につきましては、選手で

は柔道の部で52名、剣道の部で172名の合計224名の参加がございまして、昨年と比べます

と16名の減でございました。 

   なお、けが等につきましては、救護係に来た選手はおりませんでしたが、柔道中学女子

の部において試合中に顔面を畳で強打したというものが１件ございましたが、特に大きな

痛みやめまいなどの症状もなく、全試合終了後、表彰式に参加できる状態で、翌日、電話

により選手のお母さんにけがの確認をしたところ、めまいなどの症状も痛みもないとのこ

とでございました。その他のけが等については、柔道会及び剣道連盟に確認しましたが、

ございませんでした。 

   大会の成績につきましては、38ページにあります成績表のとおりでございます。 

   以上でございます。報告を終わります。 

◎東條教育長 

   次に、興風図書館からお願いします。 

   興風図書館長。 

◎寺田興風図書館長 

   図書館子どもまつりの実施について報告をさせていただきます。 

   ４月17日日曜日に実施しました図書館子どもまつりについて、概要をご報告させていた

だきます。 

   資料は40ページから41ページになります。 

   この事業は、子どもの読書活動の推進に関する法律第10条に定められた「子ども読書の

日」の趣旨を実現するため、毎年市内の４図書館で実施しているものでございます。 

   全館共通の内容としましては、「としょかんタマゴをさがせ！」というものを実施し、

図書館の児童室の中に隠された卵５個を見つけた人に対して景品、紙風船や縄跳び、クラ

フト紙の飛行機、キーホルダーなど、その中から選んでいただいてプレゼントをいたしま

した。 

   また、当日に本を借りた児童には、オリジナルのしおりを、動物の絵が描かれたしおり

なんですが、これをプレゼントいたしました。 

   としょかんタマゴのほうは、市内で207人の参加がございました。しおりにつきまして

は、248人の児童にプレゼントいたしました。その他、各館ごとのイベントとしましては、

本の展示会、話し会、紙芝居、工作教室などを実施いたしました。 

   また、このほかに興風図書館ではバックヤードツアーということで、図書館内のバック

ヤードを見学していただきました。当日は、強風が吹く天候でしたけれども、このような

取り組みを実施しました結果、延べ858名の児童の方にご参加をいただきました。また、

あわせて興風図書館では、27人のボランティアの方に協力をいただいて実施してございま
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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。 

◎桑原指導課長 

   それでは、指導課所管の事業等についてご報告申し上げます。 

   初めに、全国学力・学習状況調査についてでございます。 

   資料41ページから44ページをご覧ください。 

   ４月19日火曜日に、全31校の小中学校で、今年度は理科がなく、国語と算数・数学の２

教科で実施いたしました。今後は、指導課で結果を分析し、学力向上の施策に活かしてま

いります。 

   次に、野田市学習到達度調査についてです。 

   資料45ページにありますとおり、算数・数学の知識や能力がどの程度身についているか

を把握分析することで、土曜事業等の施策の効果を検証し、指導改善に役立てる目的で、

年間２回実施します。第１回目を、４月18日月曜日から28日金曜日の間に実施するよう指

示しております。第２回は、平成28年12月頃を予定しております。 

   続きまして、新規採用教職員・市内転入教職員研修会についてご報告いたします。 

   資料46ページをご覧ください。 

   本年度新規採用職員は、昨年度より10名多い58名、他市からの転入職員、これは管理職

と再転入職員を除きますが９名、合計67名の職員を対象に、４月15日金曜日に研修会を行

いました。第１部は、手をつなぐ親の会の方々より、特別支援の観点から人権に関する実

技を交えた講義を行っていただきました。第２部は、学校教育部長、指導課長、学校教育

課長から、教職員の心得や野田市の学校教育の現状と課題について話をいたしました。早

く野田の地になれ、学校現場で力を合わせていただきたいと考えております。 

   ４点目に、小中学校陸上競技大会についてご報告いたします。 

   資料47ページをご覧ください。 

   中学校は６月16日木曜日、小学校は６月８日水曜日に、野田市総合公園陸上競技場で実

施予定でございます。本年度も、野田中央高校、西武台千葉高校の生徒に支援をしていた

だくよう進めております。 

   最後に、資料はございませんが、ご報告いたします。 

   教科用図書東葛飾西部採択地区協議会についてです。 

   今年度から、事務局が野田市が担当いたします。特別支援教育法のいわゆる附則９条図

書の採択のみの年となります。第１回採択地区協議会、５月16日月曜日、第２回は７月６

日水曜日に開催を予定しております。 

   以上でございます。 

◎東條教育長 

   この際、他の報告事項がありましたら、お願いします。 

   ございませんでしょうか。 

   それでは、ただいま報告のありました事項につきまして、ご質問等ございましたら、お

願いします。 

   高橋委員。 
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◎高橋委員 

   議会のほう、大変質問の内容が多くて、大変だったようでございますが、その何か読ま

せていただいたときに、ブラック部活という、ブラック企業、ブラックバイトだとかいろ

いろな意味でブラックという言葉が使われていますが、ブラック部活という言葉が使われ

た議員さんの質問があったようでございますけれども。大体推測はできるんですけど、内

容的にはどういう内容の質問であったのか、それに対して、どういうようなお答えをされ

たのか、かいつまんでお話しいただければと思います。 

   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 

   ブラック企業になぞりまして、学校の部活等がやっぱり休みもなく、そして、給料も出

ない中で行っているということに対して、ブラック部活ではないかというようなご質問で

ございました。 

   答弁といたしましては、学校現場は、子どもたちが活躍できるように指導をしていると

いうことで、本質的に企業で言われているようなブラックである企業とは性格の異なるも

のであるということで、回答いたしました。 

   ただ、やはり教職員の多忙化は大変問題になっておりますので、そのあたり、今後部活

動を休みの日をつくるとか、そういったことはやっぱり考えていかなくてはならないとい

うことで、答弁させていただいています。 

   以上です。 

◎高橋委員 

   ありがとうございました。 

◎東條教育長 

   他にいかがでしょうか。 

   飯田委員。 

◎飯田委員 

   前回の定例会以降、いじめに関するようなご相談がありましたら教えてください。あっ

たら、その進捗状況、改善状況についても教えてください。お願いします。 

◎東條教育長 

   指導課長。 

◎桑原指導課長 

   前回３月23日の定例教育委員会会議以降でございますが、報告は現在ございません。な

お、今年度の第１回いじめ実態調査につきましては、６月の上旬か中旬に実施を予定して

おります。 

   以上でございます。 

◎東條教育長 

   よろしいでしょうか。 

◎飯田委員 

   ありがとうございます。 

◎東條教育長 

   誰か他にございますか。 

   非常に今回は件数がたくさんありまして、多岐にわたってご質問がございました。 
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   ご質問ありませんでしょうか。 

   伊藤委員。 

◎伊藤委員 

   先ほどの全国学力状況調査と野田市の学習到達度調査の件ですけれども、全国学力状況

調査がちょうど４月19日ですか、それで野田市で小学生４、５、６年生、中学１年生の２

回やるということで、１回目はもう全部終わったのでしょうか。それから、２回目が12月

ということですけれども、算数・数学だけで、国語とかの実施は計画があるんですか。 

   それから、野田市の到達度調査、これまで何年ぐらいやって、経過はどんな具合か、も

し資料があれば。 

◎東條教育長 

   指導課長。 

◎桑原指導課長 

   野田市到達度調査につきましては、各学校に日にち設定をお願いしておりまして、28日

までに全て終えるようにということで指示をさせていただいております。 

   野田市到達度調査につきましては、算数・数学の１教科のみで年間２回、その経過、１

回目と２回目の違い、どれだけ数字的に上がってくるのかというところを見たいというこ

とで２回やらせていただいています。こうなりましたのが昨年度からでございますので、

今回２回目、しがたいまして、経年変化が見られるのが今年度からということになってま

いります。 

   今のところ算数・数学のみの計画でございますが、国語はどうだろうかという声は確か

に上がっておりますので、検討していかなきゃいけない点かなと思っております。 

   以上でございます。 

◎伊藤委員 

   どうもありがとうございます。 

◎東條教育長 

   よろしいですか。 

他にいかがでしょうか。 

◎桑原指導課長 

   すみません。昨年度の野田市到達度調査の成果でございますけれども、小学校４、５、

６、それから中学１、２、３年でございますけれども、どの学年もほぼ全国の正答率をや

や上回るという状況が出ておりますので、今年度、さらに期待したいなというふうに思っ

ております。 

   以上です。 

◎伊藤委員 

   これが、全国学力状況調査に反映されるともっといいかなと。 

   どうもありがとうございます。 

◎東條教育長 

   他にいかがでしょうか。 

   永瀬委員、何かありますか。 

◎永瀬委員 

   ありません。 

◎東條教育長 

   それでは、ご質問も無いようでございます。 
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   以上で、教育長の報告事項を終了させていただきます。 

   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といたします。 
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