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平成28年７月野田市教育委員会会議録 

◇日  時 平成28年７月27日（水）午後１時30分開会 午後２時30分閉会 

◇場  所 野田市保健センター ４階 ４０３会議室 

◇出席委員 東條三枝子教育長 高橋保教育委員 永瀬大教育委員 

◇欠席委員 伊藤稔教育委員 飯田芳彦教育委員 

◇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 八代美穂指導課指導主事 

 

◇書  記 小関秀章教育総務課長補佐（兼）財務係長 

 

◇付議事件 

   （１）野田市通学区域審議会委員の委嘱について 

   （２）野田市学校給食運営委員会委員の委嘱について 

   （３）野田市公民館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の原案について 

   （４）平成29年度使用教科用図書の採択について 

 

◇教育長の報告事項 

・社会体育課 

   （１）寄附について（ＡＥＤ） 

・青少年課 

   （１）ペアレンタルコントロール講習会の結果について 

・指導課 

   （１）平成28年度第１回野田市学習到達度調査について 

   （２）いじめについて（アンケート結果） 

   （３）教育講演会について 

   （４）第53回交通安全こども自転車千葉県大会について 
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◎東條教育長 

   ただいまから、平成28年７月教育委員会定例会を開会いたします。 

   傍聴者はおりません。本日は、伊藤委員、飯田委員が欠席しておりますので、ご報告し

ます。 

   なお、教育長及び在任委員の過半数が出席しておりますので、つまり、５名のうち３名

が出席しておりますので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第14条第３項の規定

により会議は成立をしております。 

   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28年６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、６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、お諮りをいたします。 

   本日の議案第３号 公民館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の原案に

つきましては、議会提出案件であります。また、議案第４号 平成29年度使用教科用図書

の採択については、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第12条及び第13

条の規定による、松戸市、流山市及び本市の３市で構成する教科用図書東葛飾西部採択地

区協議会による共同作業であること、また、適切な審議環境を確保する必要があることか

ら、非公開で会議を進めたいと考えておりますが、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、本日の議案第３号及び議案第４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ただいまの２つの議案についてを審議

することにいたします。 

   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。 

   学校教育課長。 

◎長妻学校教育課長 

   それでは、議案第１号 野田市通学区域審議会委員の委嘱についてご説明申し上げます。 

   委員の任期満了に伴いまして、行政機関の職員を除く15名の方を新たに委嘱しようとす

るものでございます。 

   行政機関の職員２名については充て職となります。 

   まず初めに、通学区域審議会の概要を申し上げますと、野田市通学区域審議会条例第１

条の規定により、市立学校通学区域の適正化を図るために設置されており、審議会の委員
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は17人以内で組織することとなっております。 

   委員17人の構成ですが、野田市通学区域審議会運営規則第２条の規定によりまして、学

識経験者11名、校長及び教員の代表者２名、保護者の代表者２名の合計15名と、行政機関

の職員２名での構成となっております。 

   また、女性登用率につきましては、目標50％に対しまして、今回委員総数17名のうち、

男性11名、女性６名でございますので、35％となっております。 

   現在、審議会は年間１回10月に開催し、児童数の推移に伴う学区の課題や小規模特認校

の状況等を提案させていただき、ご承認いただいております。 

   なお、委嘱期間は平成28年８月１日から平成30年７月31日までの２年間でございます。 

   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。 

   以上です。 

◎東條教育長 

   では、質問等ございましたら、よろしくお願いします。 

   高橋委員。 

◎高橋委員 

   もし、資料をお持ちであれば教えてください。 

   今年度、４カ月が終わろうとしていますが、学区外申請で、学区外申請、これで特にこ

の地域が多いところがあれば教えていただけますか。満遍なくということあれば、それで

結構です。 

◎東條教育長 

   学校教育課長。 

◎長妻学校教育課長 

   細かい数字のほうは持ち合わせておらないんですが、ここのところ大体学区外の子が小

学校に約140名前後の申請がございます。特に大きな数字になっておるのが、今、岩木小

学校で、北部小の学区から岩木小の学区へ行く学区外の人数がちょっと多いようでござい

ます。 

   ただ、学校希望等については、適正な方向で今動いているかなというように思っており

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。 

   次にもう一つ。 

◎東條教育長 

   どうぞ。 

◎高橋委員 

   恐らくそうかなと思いながら、ちょっと質問させていただいたんですが。 

   今度は学区の問題じゃないんですが、通学路の問題です。結構、小学生が畑の真ん中を

突っ切っているんです。岩木幼稚園のところを出てきまして、あのまま畑の中を突っ切っ

て、スーパーがあります。その隣に駐輪場があるんです。そこの駐輪場にぶつかる道、そ

の実際にはぶつからないでやっているんですが、畑の中を突っ切っている子どもたち、結

構多いなと。これ、今は日没が遅いので構わないんですが、これから先考えると、今ある

街灯でちょっと暗いんじゃないかな、心配だなという気がしているもんですから、そうか

といって、街灯を多くするために柱を設置するって、これもまた大変かなと、どんな方法
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があるかなというふうにはちょっと考え、私自身も答えが出ないんですけれども。何かい

い方法があれば、あるいは学校のほうから、そういう要望が出ていれば、また今後検討し

ていただければということで。すみません、議案とは関係ない形で要望させていただきた

いと思います。 

   以上です。 

◎東條教育長 

   今、ご要望ということでございましたけれども、できればそういうような、そういう問

い合わせがもしくはあるとか、何かわかるものがあれば。 

   指導課長。 

◎桑原指導課長 

   この今のご要望があるかどうか、手持ちの資料ございませんが、明日ですね、通学路改

善会議を予定してございます。各学校から上がってきた通学路の改善要望を関係各課、野

田警察署含めまして、改善要望についての会議を行うことになっておりまして、この中で

ある程度確認させていただきまして、その方向で進められるかどうか協議してまいりたい

と思います。 

   以上でございます。 

◎高橋委員 

   すみません、よろしくお願いします。 

◎東條教育長 

   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をされました。 

   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 

   では、事務局から説明お願いします。 

   学校教育課長。 

◎長妻学校教育課長 

   議案第２号の野田市学校給食運営委員会委員の委嘱について、提案理由をご説明申し上

げます。 

   本案は、委員の任期満了に伴いまして、行政機関の職員を除く33名の方を新たに委嘱し

ようとするものでございます。行政機関の職員１名は充て職となります。 

   委員の構成ですが、該当する幼稚園、小学校、中学校の園長、校長より推薦をいただい

たＰＴＡの代表の方 3々3名と、行政職員１名の合計34名で構成されております。 

   今回の委嘱におきましては、ＰＴＡ代表33名のうち、昨年度から継続される委員が３名、

新規の方が30名となっております。 

   また、女性登用率につきましては、目標50％に対しまして、委員34名のうち、女性は28

名で登用率は82％となっております。 

   次に、学校給食運営委員会は年間２回、８月と１月に開催させていただき、給食の現状



 

 

5 

と課題、前年度の決算状況、給食費未納対策、地産地消及び放射線対応について説明をさ

せていただくとともに、課題についてご協議いただいているところでございます。 

   なお、委嘱期間は平成28年８月１日から平成29年７月31日までの１年間でございます。 

   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。 

   以上です。 

◎東條教育長 

   では、議案第２号につきましては、ご質問等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２号についてお諮りをいたします。 

   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すでしょうか。 

◎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、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、最初に社会体育課からお願いいたします。 

   社会体育課長。 

◎横島社会体育課長 

   社会体育課からご報告させていただきます。 

   スポーツ施設への寄附について申し上げます。 

   資料はございません。 

   スポーツ施設への寄附として、野田東ロータリークラブ会長、戸邉和重様から、ＡＥＤ

２台、60万円相当をいただきました。寄附いただきましたＡＥＤは、１台は、関宿ふれあ

い広場や、関宿少年野球場などの屋外貸し出し用として関宿総合公園体育館に設置し、も

う一台は、川間体育館で活用させていただいております。 

   以上でございます。 

◎東條教育長 

   続いて、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、青少年課から１点、報告させていただきます。 

   ペアレンタルコントロール講習会の結果についてでございます。 

   報告事項の１ページでございます。 

   去る７月３日日曜日、市役所８階大会議室におきまして、午後１時半から第１部に「低

年齢化するインターネット利用問題」についての講演、第２部にワークショップ、ＶＲア

プリの体験、ネット端末利用のための約束事について、グループに分かれて話し合いをし

ていただきました。 

   当日の参加人数は56名のご参加をいただきました。 

   年々、スマートフォン等の普及によるトラブルがさまざまに変化してまいります。子ど
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もたちに携帯電話を買い与える保護者である大人の責任は重大であることを認識いただき

まして、大人がインターネットのリスクを学び、子どもたちを注意、見守り、指導監督す

る管理能力がとても重要であること、購入する際の約束、ルールを決めて、守らせなけれ

ばならないことが、皆さんに伝わったと感じております。 

   以上でございます。 

◎東條教育長 

   次に、指導課からお願いいたします。 

   指導課長。 

◎桑原指導課長 

   それでは、指導課所管の内容につきまして、資料に沿ってご説明いたします。 

   資料２ページから５ページ、第１回野田市学習到達度調査結果について報告いたします。 

   ４月の全国学力・学習状況調査にあわせて、市内の小学校４年、５年生と、中学１年、

２年生を対象に算数・数学のテストを実施しました。 

   小学校４年生では、概ね全国平均レベルです。観点別では数学的な考え方、領域別では

数量関係に課題が見られます。小学校５年生も、概ね全国平均レベルでした。観点別では

数と計算に、過回比較では基礎問題に課題が見えます。中学１年生では、全国平均を下回

っています。どの観点、領域でも、少しずつ下回るという状況です。中学２年生も、全国

平均を下回っています。特に、観点別では数学的な考え方、領域では資料の活用に課題が

見られます。 

   各学校単位によるデータ分析は、７月15日に分析のための研修会を実施しましたので、

夏休み以降の指導方法の改善を図るように指示しております。 

   なお、小学校６年生と中学校３年生は、全国学力・学習状況調査から分析してまいりま

す。データは市教委には８月17日に届く予定になっております。また、野田市学習到達度

調査は、12月に第２回を小学校４年生から中学校３年生を対象に実施し、今回の結果との

比較を含めて、市内の児童・生徒の学力状況を分析し、授業改善を行ってまいります。 

   次に、６ページに、６月に実施いたしましたいじめ実態調査の認知件数を報告させてい

ただきました。 

   今年度の認知件数は、昨年度６月調査と比べて減少しております。 

   いじめの態様としては、小・中学校ともに冷やかしやからかい等が多く、いじめを受け

た相手も小・中学校ともにクラスの友達が一番多くなっています。 

   また、昨年に比べて件数が極端に増えた学校には、早急に聞き取りを行いました。その

結果、件数は増えていましたが、軽微な事例が多い事がわかりました。しかし、軽微であ

るからといって、軽視するわけにはまいりませんので、９月に実施予定の各学校による追

跡調査の結果と、その後の教育委員会による聞き取り調査の中で注視してまいります。 

   引き続き、早期発見・早期解決に努めてまいります。 

   なお、先月の定例教育委員会議でご報告したいじめの案件ですが、学校と家庭で連絡を

密にしたり、登下校時の見回りを行ったりして、対応を継続していきます。現時点で重大

事態へと変化する傾向はありません。 

   ３つ目の教育講演会について報告いたします。 

   資料７ページになります。 

   ことしは、８月23日火曜日の開催となります。午後２時より、舞の海秀平先生による

「夢は必ずかなう」と題しまして、ご講演いただきます。 

   ４点目の児童・生徒諸活動の結果についてですが、資料８ページには第53回こども自転
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車千葉県大会の結果等をご報告させていただきました。 

   ７月７日木曜日、千葉県総合スポーツセンターで行われた大会で、尾崎小学校、中央小

学校、七光台小学校が参加し、尾崎小学校が２年連続の準優勝でした。個人の部でも、尾

崎小６年生の竹下優斗さんが３位でした。尾崎小学校は、来年度県大会シード権を得まし

た。 

   次に、資料にはございませんが、第62回全日本中学校通信陸上大会千葉県大会が、７月

２日土曜日、３日日曜日、千葉県総合スポーツセンター陸上競技場で行われ、第一中学校

３年柞山真翔さんが110メートルハードルで15秒14の記録で優勝しました。また、東部中

学校３年長澤真央さんが100メートルで12秒96の記録で優勝しました。２人とも、８月８

日、月、９日火曜に駒沢オリンピック公園総合運動陸上競技場で行われる第44回関東中学

校陸上競技大会に出場いたします。 

   今後、夏季休業中に実施されます様々な大会の結果につきましては、改めて教育委員会

議でご報告させていただきます。 

   また、先月の教育委員会議で高橋委員様よりご質問いただきました、部活動に関連した

文科省からの通知ですが、市内小・中学校には学校教育課６月29日付で発出しております。

文書名が、「学校現場における業務の適正化について」というもので、教職員の長時間労

働状況の改善の方策として、部活動負担を大胆に軽減することを重点課題としております。

なお、部活動の外部指導者28人の方々が、どのような謝金や保険の取り扱いになっている

かというご質問ですが、謝金は14人の方がボランティアで無償、14人の方が学校配当予算

の地域人材活用費での謝金という状況でございました。保険加入については、学校側では

対応しておりません。 

   先ほどの文科省通知では、（仮称）部活動指導員の配置促進が国の改善方策に上がって

おります。また、文科省は、来年度中に部活動へのガイドラインを出す予定になっており

ます。こうした状況を注視してまいります。 

   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。 

   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報告事項につきまして、ご質問等ございましたら、

お願いいたします。 

   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ですが、毎年一定の参加者がおられていいと

思うんですけれども、ちょっと私が感じていることは、こういうふうに参加している親御

さんたちは多分興味もあるし、危機意識もあるので、聞きに来てくれる親御さんは問題な

いと思うんですけれども、やっぱり、実際、本当は聞いてほしい親御さんが多分来ていな

い状況だと、毎年ちょっと感じるんですけれども。 

   ちょっと講演、例えばこういう講演会、講習会をやっているので、そこら辺の資料を小

学校の入学式とかでもいいと思うんですけれども、中学校の入学式のときに、親御さんた

ちに全員に配ってみたりとか、ちょっとこの内容のことを入学式等の保護者会とかで話し

ていただいたりとか、できたらなと感じている次第です。 

   これは、質問じゃなくて要望です。 

◎東條教育長 
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   ただいまご要望がありましたけれども、特段何かございますか。 

   青少年課長。 

◎上原青少年課長 

   青少年課で行っている事業等につきましては、日ごろに不審者情報につきましては、小

学校１年生の入学式の説明会等に、今年は1,300人ほどの１年生がいらっしゃったんです

が、そちらのほうに加入促進のお願いをしているところでございます。今、委員さん申さ

れましたように、中学１年生に上がるときに携帯、スマートフォン等を買い与える保護者

の方も多いと思いますので、１年生の入学説明会等にそういう関係の、県の方からもいろ

いろ約束を守りましょうですとか、いろいろ親御さん向けパンフレットとか来ております

ので、そういう形で周知できるかというふうに考えてございます。 

   できれば、来年また１年生にできればと考えております。 

   以上でございます。 

◎東條教育長 

   早速、ちょっと具体的な検討をしていただければありがたいと思います。 

   他にいかがでしょうか。 

   永瀬委員。 

◎永瀬委員 

   ちょっと話はずれてしまうんですけれども、今、巷で非常に話題になっているポケモン

ＧＯの件ですが、スマホを持ちながら夏休みに入ってから、歩き回っている生徒さんをよ

く見かけることが多くなってきていますが、自転車乗りながら探し回っているお子さんも

結構いらっしゃるんですけれども、これは結構危ないなというのは、小学生高学年ぐらい、

中学年か高学年ぐらいが、道端でジェイボードを乗りながらポケモンを探しているという

シーンも結構見られまして、ジェイボードを道端でやっている自体危ないのに、全くそっ

ちに夢中で、周りが見えていない状況が非常に、恐らく運転している側として非常に怖い

状況になってきているなと感じております。やはりちょっとそこら辺のルールといいます

か、ジェイボード、道端で乗るなというのもそうですし、ちょっとポケモンＧＯのほうを

どう取り扱っていったらいいか、これはもう全国的な問題だと思うんですけれども。そこ

ら辺のところを、今、夏休みにこういうタイミングで始まっちゃっているので、学校側か

らそんなに通知は、多少メールか何か来ているんですが、ちょっと注意していただけたら

なと。これも要望です。 

◎東條教育長 

   指導課長。 

◎桑原指導課長 

   今、委員がおっしゃったように、夏休み入りまして、子どもたちへの直接の指導が現状

できませんが、校長と今話をさせていただいて、例えば学校ごとの配信メールを行ったと

ころもございますので、そういったものを通じて注意喚起を各学校のほうに、校長のほう

に依頼してまいりたいと思います。 

   以上です。 

◎東條教育長 

   学校教育課長。 

◎長妻学校教育課長 

   実は、教育事務所管理課のほうから、ご心配のところで、事故があったという通知があ

って、学校のできる範囲の注視ということで、実は今日、そのポケモンに関するところで、
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今のところは夏休みに入ってきていますので、登校の部活とかありますので、全小・中学

校の今日時点では注意しました。 

   あわせて、ちょっと恥ずかしい話なんですが、大人のほうも車に乗りながらということ

もちょっとあって、若い職員もおりますので、職員についてもその服務を含めまして、指

導ということで続けてまいります。 

◎東條教育長 

   他にいかがでしょうか。 

   高橋委員。 

◎高橋委員 

   先ほど学習到達度調査についての報告がありました。ありがとうございました。 

   見させていただいたときに、まず、この学習到達度調査の出てくる問題というのは、例

えば４年生なら、４年生の該当する問題なんですか。それとも３年生。 

◎東條教育長 

   指導課長。 

◎桑原指導課長 

   ４月のこの時点で、今まで既習しているものということで出てまいります。 

   以上です。 

◎高橋委員 

   ありがとうございました。 

   そうすると、２回あるわけですが、２回目は恐らくその該当学年というふうに捉えてい

いかなと思います。今回の１回目を前学年、前の学年と比較して見たときに、えっという

僕は驚きを持ったんですね。 

   というのは、明らかに小学校５年生、中学校２年生を見ても、成績が落ちている。これ

は一体何なんだと。 

   市内の先生方、あるいは学校全体で学力が落ちているということは、先生方、学校全体

が認識をして、それを取り組んでいらっしゃる。そして、私の近くも小・中学校ときどき

見るんですが、大概朝早く遅くまで先生方誠実にやられている。そうなると、果たして学

習指導、先生方の指導が悪いのか。そうじゃないんじゃないかと。他のところに、何か原

因があるんじゃないかという感じがするんですね。 

   私も、前々から思っているのは、家庭学習のあり方、仕方、このあたりがひとつ大きな

違いというか、問題があるところかなというふうに思っているところではあります。ただ、

具体的にそうだということを言えない部分があるんですけれども。 

   今度、学力状況調査の結果がまた８月ですか、入ってくるかと思うんですが、家庭学習

の調査項目ありますよね、あれも。ぜひその辺を見てみたいなと。昔ほど予習復習という

ことを言わなくなってきているのは現状かなと。また、最近違うかもしれませんが、予習

復習ということをしっかりとやって、もうちょっとひとつの方向づけを家庭学習の中増や

していく、これが必要なんではないかなというふうな、個人的な考えなんですが、持ちま

した。これが、恐らくこういう結果になっているんではないかと。先生方が一生懸命教え

てくださって、そして、その場では理解できたけれども、それを定着するまでのもう一度

反復学習というんでしょうか、それが足りない。もう一つ言うならば、子どもたちのそう

いう学習の仕方と同時に、学校全体でもう一度そういう反復学習をする機会をどう設けて、

そこじゃない、というふうな感じがしてならないんですけれども。 

   だから、実は新聞の折り込みチラシを見ていたら、こういう文言があるんです。勉強が
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わからないのは、お子様のせいではありません。教え方の問題なんですという文言が、チ

ラシに入ってきています。どことは言いません。僕は、これだけ先生方が一生懸命課題だ

というふうに押さえて、研究をされ、取り組まれているにもかかわらず、結果としてこう

いう結果というのは、その辺の反復、要するに一度定着したものがきちんと、その場では

定着しても、再度時間がたつとともにまた薄れていくというのが、学習だと思いますので。

そのどこかでもう一度反復学習をさせていくことによって、知識の定着とか、思考力とか、

そういうものがしっかりと身につくんじゃない、その辺が欠けているのかなという感じが

しております。これは、個人的な感想です。 

   ですから、ぜひその辺、何故なのだろうということで、もう一度考えていただきながら、

８月の家庭学習についてデータを見ていただければ、ありがたいなと。また、私も見させ

ていただきたいと思っています。 

   以上です。感想ですみません。 

◎東條教育長 

   指導課長。 

◎桑原指導課長 

   家庭学習については、各学校、取り組み、どのように習っているかということは、指導

課で調査させていただいておりまして、本年度はほぼ全部の学校が、子どもたち自身がど

う取り組むか、自主的な学習への指導ということをやっている学校が昨年度から増えてい

る状況です。復習等につきましては、土曜授業でもかなり集中して行っておりますし、あ

るいは、月曜日から金曜日の中でも、そういった時間を設けて、工夫しているところも確

かにございます。にもかかわらず、この状況というのは、どういうわけなのかと理由を考

えると、なかなか難しいんですが。 

   ３月の学習をどうすべきかというところを、もう少し考えなきゃいけないかもしれませ

ん。これを行ったの、４月21日かと思いますので、したがいまして、その前の、昨年度の

第２回の調査が１月に行っておりますので、２月、３月の学習がどうだったかということ

はどうしても考えなければならないのかなと、実は思っておりまして、その辺のところを

少し考えていきながら、さらに今回の全国学習の分析、きちんと行いたいと思っています。 

   以上です。 

◎東條教育長 

   永瀬委員。 

◎永瀬委員 

   これは、ちょっと今回と全く関係ないあれなんですけれども、これは医師会のほうから

連絡がありまして、中学校で、給食中にアナフィラキシーショックを１人起こしたという

報告がありまして、学校で救急要請をしたところ、ちょっとこれは防災のほうの連携だと

思うんですけれども、君津のほうからドクターヘリが飛んできまして、１回君津のほうに

行きまして処置をした後、小張病院に搬送されたという報告を受けたんですけれども。 

   そこまで、小張病院まで来るのに３時間ぐらいかかっている。実際は、アナフィラキシ

ーショックというのは、時間との勝負なので、直接やっぱり小張病院に直接行けば、10分

20分足らずで行くところを、わざわざドクターヘリで君津まで行って、君津で処置、そこ

まで到着するのに１時間、そして処置をしてという流れがなっていたらしく、その防災方

法が、ちょっとどうだったのかなという報告を受けたんですけれども。どうもその流れは、

119番をかけると、野田地区の消防署じゃなくて、松戸の消防署に報告が行って、そこか

らの判断で君津から飛んだということだったらしく、そこが多分、教育委員会とは関係な
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いとは思うんですけれども、ちょっとその流れを、もうちょっとしっかりさせたほうがい

いのかなという議題が昨日出ていたので、一応報告まで。 

◎東條教育長 

   何か聞いていましたか、聞いていないですか。 

◎東條教育長 

  学校教育部長。 

◎学校教育部長 

   救急がドクターヘリを要請して、結局はドクターヘリに乗らずに小張病院に運ばれたと

いうのは聞いていますが、その辺の確認をさせていただきます。 

◎東條教育長 

   他にいかがでしょうか。 

   よろしいでしょうか。 

   なければ、以上で教育長の報告事項を終了いたします。 
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