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平成28年６月野田市教育委員会会議録 

◇日  時 平成28年６月22日（水）午後１時３０分開会 午後２時閉会 

◇場  所 東葛飾教育事務所東葛飾研修所内２階会議室 

◇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 横島司社会体育課長 上原定夫青少年課長 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

孝学校教育部参事（兼）学校教育課長  

 

◇書  記 小関秀章教育総務課長補佐（兼）財務係長 

 

◇付議事件 

   （１）野田市青少年補導員の委嘱について 

   （２）審議会等の公募委員を拡充するための関係条例の整備に関する条例の原案につい

て 

 

◇教育長の報告事項 

・社会教育課 

   （１）文化センター運営審議会委員の公募について 

・社会体育課 

   （１）平成28年度第１回野田市スポーツ推進審議会の概要について 

   （２）第66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 

   （３）総合公園水泳場開場関連について 

・青少年課 

   （１）第42回野田市子ども釣大会の結果について 

   （２）ペアレンタルコントロール講習会の開催について 

・指導課 

   （１）小学校・中学校陸上競技大会の結果について 

   （２）組体操中止に伴う、代替演技について 
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◎東條教育長 

   ただいまから、平成28年６月教育委員会定例会を開会いたします。 

   本日は傍聴人はおりません。 

   それでは、会議を始めます。 

   本日の会議録署名委員を高橋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28年５月定例会の会議録について、確認をお願いいたします。 

   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 

   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。 

   議案に入る前に、本日、議案第２号 審議会等の公募委員を拡充するための関係条例の

整備に関する条例の原案については、議会提出案件でございます。議会前でございますの

で非公開で会議を進めたいと考えますが、いかがでしょうか。 

◎全委員 

（異議なし） 

◎東條教育長 

   ご異議ございませんので、本日の議案第２号につきましては非公開で会議をいたします。 

   なお、会議の進行上、教育長の報告事項終了後に審議することといたします。 

   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。 

   （書記議案朗読） 

◎東條教育長 

   事務局から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１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。 

   議案の１ページでございます。 

   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８条の規定により、教育委

員会が委嘱しております青少年補導員のうち、青少年センター管理規則第４条第１項第３

号の規定により東部小学校よりＰＴＡ関係者から選出され、青少年補導員となっておりま

した関根弘明氏におかれましては、一身上の都合により、任期途中でありますが変更願が

提出されましたので、補導員の残任期間について、新たに選出されました深井知之氏を委

嘱しようとするものでございます。 

   委嘱期間は、野田市青少年センター設置及び管理に関する条例の規定に基づきまして、

前任者の残任期間であります平成28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、女性登用率につきましては、男女の入れ替わりがございませんので、補導員総数

118名中、男性81名、女性37名で31.4％で変更ございません。 

   ご審議の上ご決定を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

   以上です。 
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◎東條教育長 

   ただいまの件について、ご質問等ございますでしょうか。 

   無ければ、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、教育長の報告事項に入ります。 

   報告事項に対するご質問等については、報告事項の説明終了後に一括してお受けしたい

と思います。 

   それでは、最初に社会教育課からお願いいたします。 

   社会教育課長。 

◎伊藤社会教育課長 

   野田市文化センター運営審議会委員の公募についてご報告いたします。 

   資料は１ページから３ページになります。 

   公募委員の導入につきましては、市政への市民参加の促進を図るため、平成24年４月20

日に策定された審議会等への公募委員の導入に関する基本方針に基づき、委員の任期満了

にあわせて順次、公募委員を導入してきたところでございます。 

   今回、基本方針の見直しがあり、原則として１つの審議会等に２人の公募委員を置くこ

とになったことから、文化センター運営審議会委員につきましても公募委員２名を募集す

るものです。 

   前回までの公募委員募集では、女性登用率50％を目指すことから女性委員１名を募集し

たところですが、前回応募がなかったことを踏まえ、今回は男女の別なく２名を募集する

ものでございます。 

   応募の資格としましては、20歳以上で選挙権を有し、市内に１年以上居住し、公募によ

り本市の審議会等の委員についていることがなく、市の議員、常勤職員でなく、平日の会

議に参加できる方で、「文化センターに期待すること」をテーマとした小論文及び個別面

接により選考いたします。 

   募集期間につきましては、７月１日金曜日から７月２９日金曜日までとし、募集案内を

市報７月１日号、15日号及び市のホームページに掲載し、あわせて募集ポスターを梅郷、

清水公園、七光台の各駅の自由通路内掲示板及びまめバス車内で掲示いたします。 

   なお、任期満了に伴う委員の委嘱につきましては、平成28年９月１日から２年間の任期

でございますので、８月の教育委員会定例会に上程する予定で事務作業を進めております。 

   よろしくお願い申し上げます。 

   以上です。 

◎東條教育長 

   次に、社会体育課からお願いします。 

   社会体育課長。 

◎横島社会体育課長 

   社会体育課から３点ご報告させていただきます。 
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   １つ目は、平成28年度第１回野田市スポーツ推進審議会の概要についてご報告いたしま

す。 

   資料の４ページから５ページになります。 

   当日は、委員定数14人のうち13人の出席をいただきました。初めに、今回は５月１日の

改選に伴いまして委員の委嘱式を行いました。 

   議題としまして、平成28年度におけるスポーツ団体への補助金交付について諮問いたし

ました。内容は、野田市体育協会に対して合計617万3,000円を交付しようとするもので、

この補助金について承認、答申をいただきました。 

   次に、地区運動会補助金の交付につきまして、平成28年度分の補助金の諮問をさせてい

ただき、承認、答申をいただきました。 

   次に、平成27年度体育施設の利用状況について、その他としまして野田市総合公園陸上

競技場の改修工事等について報告させていただきました。 

   ２つ目は、第66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。 

   資料はございません。 

   ５月24日木曜日、午後７時15分から興風会館小講堂にて、第66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、昨年

度から野田市体育協会評議員会の会議前に実施することとしたものです。 

   当日は、教育長から副団長である野田市体育協会副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。 

   ３つ目は、野田市総合公園水泳場開場関連についてご報告いたします。 

   資料はございません。 

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

備を進めており、安全確保のためプールの排水口、流水プール吸い込み口ふたの確認を注

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24日に千葉県薬剤師会

検査センターにおいて予定をしております。この結果につきましては市のホームページに

掲載する予定でございます。 

   なお、開場期間は７月２日土曜日から９月４日日曜日まで65日間となっております。 

   報告は以上でございます。 

◎東條教育長 

   次に、青少年課からお願いいたします。 

   青少年課長。 

◎上原青少年課長 

   それでは、青少年課より２点ご報告させていただきます。 

   報告事項の６ページをご覧いただきたいと思います。 

   第42回野田市子ども釣大会の結果についてでございます。 

   平成28年６月４日土曜日、快晴のもと、（旧）野田市関宿クリーンセンター調整池にお

きまして、第42回野田市子ども釣大会並びに共同開催しております第37回野田市障がい者

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129人、障がい者75人の合計204人で、保護者、

介助者等を含めますと546人の参加がございました。 

   お手元に入賞の結果を、そして７ページ、８ページに大会の写真を添付させていただき
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ました。 

   次に、報告事項の９ページでございます。 

   ペアレンタルコントロール講習会の開催についてご報告いたします。 

   本日お配りしましたお手元に講習会の案内を資料として配付をさせていただきました。 

   青少年問題協議会より平成28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、教師をはじめ青少年育成団体の方を対象に開催をいたします。 

   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、特に児童・生徒の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

ご意見がございましたので、昨年から参加人数に制限がありますが、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

開催について掲載をさせていただいております。 

   開催期日は７月３日日曜日午後１時半から、市役所８階大会議室において開催を予定し

ております。お時間がございましたら、ぜひご参加いただきたいと思います。 

   以上でございます。 

◎東條教育長 

   続いて、指導課からお願いいたします。 

   指導課長。 

◎桑原指導課長 

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

   小学校・中学校陸上競技大会の結果について報告いたします。 

   小学校は６月８日水曜日に、中学校は６月16日木曜日に実施しました。 

   過日、教育委員の先生方には結果を郵送させていただきましたが、改めて資料の10ペー

ジから11ページが小学校の記録一覧、さらに本日お配りさせていただきました中学校の記

録一覧をご覧ください。 

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

   １つ目は、七光台小学校５年女子鍋島あいるさんのジュニア100メートルで14秒26とい

う記録でした。資料11ページでは決勝の記録になっておりますが、新記録は予選タイムで

出ております。前の記録は昨年度、中央小の小川さんによる14秒32でした。 

   ２つ目は、本日お配りしました資料からなります。南部中３年女子唐沢舞雪さんが共通

200メートルで26秒61でした。前の記録は昨年度に南部中の綿貫さんによる26秒73でござ

いました。 

   ３つ目は南部中共通男子４×100メートルリレー、松本さん、渡邉さん、山崎さん、上

野さんによって45秒27という記録でした。前の記録は平成26年度、南部中による45秒29で

ございました。 

   次に、組体操中止に伴う代替演技についてでございます。 

   現時点で、関宿小学校を除く小学校19校が５月28日までに運動会を終了しております。

代替演技については、資料12ページと13ページに小学校についてまとめました。主にダン

スや集団行動に変わっております。ダンスに変更した学校が６校、集団行動に変更した学

校が13校です。 

   資料14ページは、小学校19校の運動会の練習から当日までの間に、病院にかかったけが
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の状況をまとめました。組体操の代替種目によるけがが３人、それ以外の種目によるけが

が８人、いずれも骨折はございませんでした。 

   昨年度は、小学校の場合、組体操によるけがが15人、うち骨折２人、それ以外の種目で

は５人がけがをしていましたので、今年度は激減しております。これは組体操に係る一連

の協議を通じて各学校の危機管理意識が高まり、安全への配慮が十分に行われた結果であ

ると考えております。 

   今後も体育の授業を充実させ、学校体育全体で子どもたちの体力向上に努めるように、

６月27日に開かれる予定の校長会議で指示してまいります。 

   資料はございませんが、１点ご報告いたします。 

   先月の教育委員会議で永瀬委員より、特別支援学級から通常学級に、その逆で通常学級

から特別支援学級へ転籍した人数についてのご質問を頂戴しておりました。平成27年度の

数字でご報告いたします。 

   まず、特別支援学級から通常学級への転籍人数は10人、小学校８人、中学校２人。その

逆は１人、小学校１人でございました。 

   最後に、会議終了後、東葛研修所で行われている教科書展示会に足をお運びいただき、

特別支援学級用の一般図書、いわゆる附則９条本の新規８冊について、担当指導主事から

説明させていただきますので、お時間を頂戴できればと思っております。 

   よろしくお願いいたします。 

   以上でございます。 

◎東條教育長 

   この際、他に報告事項がありましたら、お願いいたします。 

   それでは、無いようでございます。 

   ただいま報告のありました報告事項につきまして、ご質問等ございましたらお願いした

いと思います。いかがでしょうか。 

   高橋委員。 

◎高橋委員 

   まず１点、お礼を申し上げたいと思いますが、議案の１号、資料を前回お願いした件で

ございますが、立派な資料、大変時間がかかったのかなというふうに思うんですが、申し

訳ありません、大変そういう資料をつけていただきまして、ありがとうございました。こ

れがお礼でございます。 

   教育長の報告事項についてここで質問させていただきます。よろしいですか。 

◎東條教育長 

   高橋委員。 

◎高橋委員 

   新聞記事から質問をさせていただきたいんですが、新聞記事の中に部活動に休養日をと

いう、こういう新聞記事を目にしました。近々通知を出しますという先取りの新聞記事が

あって、通知がまず来ているかどうか、これを確認させていただきたいんですが、文科省

から。 

◎東條教育長 

   指導課長。 

◎桑原指導課長 

   現時点で県教育委員会からの通知、まだ野田市教委には届いておりません。 

   以上でございます。 
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◎東條教育長 

   高橋委員。 

◎高橋委員 

   そうなりますと、来るものとしての話になってしまうんで、曖昧になってしまうところ

をお許しいただきたいと思います。 

   新聞記事によると、教員の長時間労働の改善策を含めて、休養日を中学校で２日間、高

校で１日設ける、設けなければならないじゃなくて、どうも設けてほしいというような感

じの文面でしょうか、そういうものが考えられているということなんですが、これはある

意味では教員の長時間労働、あるいは負担軽減という意味からも大事なところかなという

ふうに思うんですが、野田市においては既に私の知っているところでも、何校かは休養日

を設けているというふうに捉えているんですが、その辺の実態を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 

   ご質問のありました件、今年度の現時点での調査でございますが、中学校11校中、週１

回の休養日を設けている学校は10校ございます。週２日以上の休養日を設けている学校が

１校と、以上になっております。 

◎東條教育長 

   高橋委員。 

◎高橋委員 

   ありがとうございました。 

   これも実態に沿っての各学校での判断かと思うんですが、さらに文科省の通知の内容、

新聞記事によりますと指導教員について、教員以外の指導者について、教員以外の部活動

指導員を取り入れるようにというような、負担を軽減する意味で、そういう措置も考える

ようにというような内容になるかのように新聞書いているんですが、この辺の野田市の実

態について教えていただけませんでしょうか。 

◎東條教育長 

   指導課長。 

◎桑原指導課長 

   昨年度の調査の人数でございますが、いわゆる部活動の外部指導者数は、11中学校全体

で28名おります。多いのはやはり球技関係が多うございます。サッカー、野球、バレー、

ソフトテニス、卓球、バドミントンがほとんどでございます。柔道と剣道でお一方ずつ、

お二人外部指導をお願いしている学校ございますが、それ以外は今申し上げました球技関

係でございます。 

   以上でございます。 

◎東條教育長 

   高橋委員。 

◎高橋委員 

   ありがとうございました。 

   教員以外の指導者、この人たちの例えば保険とか、そういうものというのは対応してあ

るんでしょうか。市民保険で対応しているんでしょうか。 
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◎東條教育長 

   指導課長。 

◎桑原指導課長 

   申し訳ございません、保険対象はどういうふうになっているかということについての調

査ございません。また調べてご返答させていただこうと思います。 

   以上でございます。 

◎東條教育長 

   高橋委員。 

◎高橋委員 

   申し訳ありませんでした。 

   そういう意味で先取りをしているなというふうに、私は考えているんですが、そうかと

いって、今度は部活のほうで対外試合とかそういうものもありますので、その辺のバラン

スを考えながら、各学校で対応されていかれるかと思うんですが、どうか子どもたちの様

子だけでなくて、考え方等も勘案をしていただきながら、休養日あるいは部活指導、教員

以外の指導者、こういったことについて野田市として考えていただければありがたいなと

いうふうに思います。 

   以上でございます。よろしくお願いします。 

◎東條教育長 

   ありがとうございます。 

   他にいかがでしょうか。 

   ただいまのように、本日の報告事項にとどまらず、他の件でも結構でございます。 

   飯田委員。 

◎飯田委員 

   先月の定例会以降、委員会に上がった、いじめに関する相談等ございましたらお願いし

ます。あったようでしたら、それについての対応状況についてもお願いします。 

◎東條教育長 

   指導課長。 

◎桑原指導課長 

   現在、今年度１期の１回目のいじめ実態調査を行っているところでございますので、６

月に集まってまいります。追跡調査は９月から入りますが、それにつきまして、まとまり

ましたらご報告させていただきますが、先月教育委員会議以降、いじめに付随する案件と

して１件ございました。保護者の方が野田警察へ相談されたケースでございます。 

   通学路に悪口を書かれたという内容でございまして、現在、学校と教職員全員で指導や

見守りをする体制をとっているところを保護者に説明し、学校と保護者がより一層連絡を

密にとることを確認しております。 

   保護者と市教委のひばり教育相談担当指導主事との面談を通じて対応しておりますが、

これまでの状況から重大事態にはならないものと考えておるところでございますが、注視

してまいりたいと思っております。 

   以上でございます。 

◎東條教育長 

   他にいかがでしょうか。 

   よろしいでしょうか。 
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   永瀬委員。 

◎永瀬委員 

   ペアレンタルコントロール講習会についてなんですが、講習会の内容なんですけれども、

たしか去年も議題、多分内容がそういう内容だったような記憶があるんですが、これは毎

年、１年に一度で、何年かに一度、議題の内容は変わっていくものなんでしょうか、それ

ともずっと同じ講師の方にお願いをして、大体この時期、ここ最近はネットについての講

習会が同じように行われているのでしょうか、教えてください。 

◎東條教育長 

   青少年課長。 

◎上原青少年課長 

   こちらのペアレンタルコントロール研修会でございますが、今年、こちらの案内にあり

ます課題となっておりますが、毎年、年々スマートフォンの関係ですとか、年々問題とか

事件関係もいろいろ変わってまいります。ここ３年間の講演内容をお話ししますと、25年

度では携帯、スマホの危険性と大人の役割、26年度では携帯からスマホへ、難しくなる利

用問題ということで、あと演習ということで第２部としまして、25年度ではネットの遊び

を大人の目線で体験しましょうということでアプリ、ＬＩＮＥ、26年度ではアプリ、ＬＩ

ＮＥ、ゲーム依存、中毒に陥りやすいゲームなどといった形で実習の内容も毎年、その時

期の問題等によって変わってきております。 

   今年につきましては、まだ仮称ということで、こちら仮題となっておりますが、昨年と

こちらのところ、第１部の講演につきましては、インターネット時代の大人の役割という

ことで、スマホで心配されるネット依存問題ということで予定をしております。 

   去年やりまして、今年はまだ、一応こちらの方向で講師の先生と調整はしてきているん

ですが、当日、問題等も多少変わることも予定はしておりまして、年々その時期、子ども

たちの問題によって講演内容、実習課題もいろいろと変更してきてございます。 

   以上でございます。 

◎東條教育長 

   他にいかがでしょうか。 

   よろしいでしょうか。 

   それでは、以上をもって教育長の報告事項を終了いたします。 

   それでは、続いて議案第２号を審議したいと思います。 

（以下非公開） 
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