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平成28年８月野田市教育委員会会議録 

◇日  時 平成28年８月24日（水）午後1時00分開会 午後1時23分閉会 

◇場  所 野田市役所本庁舎低層棟4階委員会室 

◇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 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）野田市文化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28年第２回野田市議会定例会の報告について 

・社会教育課 

   （１）第１回野田市社会教育委員会議の概要について 

   （２）第１回野田市公民館運営審議会の概要について 

・社会体育課 

   （１）寄附について（駅伝用ゼッケン） 

   （２）野田市に関係するスポーツ選手の活躍について 

・学校教育課 

   （１）平成28年度サマースクールについて 

・指導課 

   （１）野田市イングリッシュ道場について 

   （２）児童生徒の諸活動について 

   （３）全国学力・学習状況調査の結果の概要について 
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◎東條教育長 

   ただいまから、平成28年８月教育委員会定例会を開会いたします。 

   それでは、会議を始めます。 

   本日の会議録署名委員を伊藤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７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、７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。 

   お願いします。 

（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、委員の任期満了に伴い、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項の規定に基づき、野田市文化センター運営審議会委員を委嘱しようとするものでござ

います。 

   文化センター運営審議会委員につきましては、野田市文化会館の設置及び管理に関する

条例第16条の規定により、教育委員会の諮問に応じ、文化会館、勤労青少年ホーム及び野

田公民館小ホールの運営に関する事項について審議するものとされております。 

   また、審議会の委員は、関係団体を代表する者、関係行政機関の職員、学識経験者及び

公募に応じた市民２人からなる16人以内で組織することとなっております。 

   委嘱しようとする公募委員につきましては、今回２人の募集に対し、応募人数が１人で

ございました。小論文、面接審査の結果、選考基準の点数を満たしたことから、吉川猛氏

を決定いたしました。吉川氏は福祉施設の職員としてご活躍をされております。 

   なお、もう１人の公募委員については、欠員となります。 

   新任の委員は、勤労青少年ホーム利用者からの工藤達氏及び公募委員の吉川猛氏となっ

ており、その他の委員の方々は、再任でございます。 

   任期は平成28年９月１日から平成30年８月31日までの２カ年でございます。 

   今回の委嘱により、男性委員９人、女性委員６人となり、女性委員の登用率は40％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 

   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。 
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◎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。 

   なお、指導課報告後、全国学力・学習状況調査の結果の概要につきましては、公表が延

期されておりますので、非公開で行います。 

   それでは、最初に教育総務課からお願いいたします。 

   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２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。 

   資料は報告事項の１ページからとなります。 

   平成28年第２回野田市議会の定例会は、７月11日から７月29日までの会期で開催されま

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、７月20日から７月22日までの３日間で13名の議員から質問が

あり、そのうち関連のある８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。 

   教育委員会関係の議案等といたしましては、川間公民館建設事業に係る継続費繰越計算

書の報告ほか８議案が提出されました。 

   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制定

については、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、公募委員の枠を拡

大するもので、野田市スポーツ推進審議会条例に規定する審議会の委員を14人以内から15

人以内に改正しようとするものです。 

   議案第５号から議案第10号は、野田市立北部中学校ほか５校の空調設備設置工事を施工

するため、請負契約を締結しようとするものです。 

   議案第12号、一般会計補正予算は、宮崎小学校教育棟改築工事の家屋調査の結果、工事

による影響が確認された世帯に対し、補償費用を算定するための委託料を補正しようとす

るもので、以上全ての議案に関しまして、可決されておりますことをご報告申し上げます。 

   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 

   社会教育課所管の２事業についてご報告いたします。 

   最初に、平成28年度第１回野田市社会教育委員会議の概要についてご報告いたします。 

   資料は15ページとなります。 
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   ８月３日に、第１回野田市社会教育委員会議を委員12人中10人の出席により、総合福祉

会館第３会議室で開催をいたしました。 

   会議では協議事項として、少子高齢社会の社会教育について、各委員からご意見を伺い

ました。また、報告事項として、平成28年度第58回全国社会教育研究大会千葉大会につい

て、平成28年度東葛飾地区社会教育連絡協議会研修会及び平成28年度社会人権教育地区別

研修会について、それぞれ事務局より報告をし、了承されました。 

   次に、平成28年度第１回野田市公民館運営審議会の概要についてご報告いたします。 

   資料は16ページとなります。 

   ８月18日に第１回野田市公民館運営審議会の委員25人中23人の出席により、中央公民館

講堂で開催をいたしました。 

   審議会では報告事項として、平成28年度公民館前期主催講座について、平成28年度子ど

もの学び舎「夏休み子ども自習教室」について、平成28年度学校支援ボランティア養成講

座について、それぞれ事務局より報告をし、了承されました。 

   以上です。 

◎東條教育長 

   続いて、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、２点ご報告させていただきます。 

   １つ目は、スポーツ用品の寄附について申し上げます。 

   スポーツ用品の寄附としまして、野田市花井249－37、東京新聞野田地区専売会様から、

駅伝用ゼッケン一式21万円相当をいただきました。いただきました駅伝用ゼッケン一式は、

野田市民駅伝大会で活用させていただきます。 

   ２つ目としまして、野田市に関係するスポーツ選手の活躍について申し上げます。 

   初めに、小学生では、みずき小学校６年生、古賀彩花さんが７月28日から30日まで東京

で行われました第34回第一生命全国小学生テニス選手権大会の女子シングルスにおいて、

準優勝いたしました。 

   さらに、８月10日から14日に大阪で開催されましたダンロップスリクソン全日本ジュニ

アテニス選手権では、12歳以下女子シングルスで優勝いたしました。 

   また、七光台小学校５年生、鍋島あいるさんが８月19、20日に神奈川県で開催されまし

た全国小学校陸上競技交流会で、５年女子100メートル決勝において13秒47のタイムで優

勝いたしました。 

   次に、中学生では７月29日から８月７日まで、福島県で開催されました第３回ＷＢＳＣ

アンダー15ベースボールワールドカップ2016ｉｎいわきにおいて、東部中学校３年の岡田

幹太君が投手として参加し、チームは準優勝をおさめました。試合は12チームがＡ・Ｂの

グループにおのおの６チームに分かれ、上位３チームが決勝ラウンド、スーパーラウンド

に進むという形で行われ、最後に上位チームによる決勝戦を行いました。 

   岡田君は、オープニングラウンドで２回先発し、オーストラリア戦では３回をノーヒッ

ト、無失点と好投し、次にコロンビア戦では３回を１失点と好投いたしました。 

   次に、スーパーラウンドではパナマ戦に先発し、６回を１失点に抑える好投をいたしま

した。 

   以上でございます。 
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◎東條教育長 

   次に、学校教育課からお願いします。 

   学校教育課長。 

◎長妻学校教育課長 

   それでは、平成28年度サマースクールについてご報告申し上げます。 

   資料のほうは21ページになります。 

   今年度は７月28日に開催させていただきました。当日は大変暑い中でしたが、関係者の

協力のもと、全ての活動を予定どおり無事に行うことができました。 

   具体的な内容ですが、開校式の後、前半は関宿中央公民館におきまして、栄養士部会に

よる料理教室、養護部会による保健指導、野田市医師会の岡田先生、神田先生によります

生活習慣病についての講演会、そして体育部会によるレクを行いました。後半は関宿中央

小学校に移動しまして、プールにおいてインストラクターの安田先生を招いてアクアビク

ス、その後閉校式を行い終了となりました。 

   今年度も野田市学校保健会会長の岡田一芳先生には、開校式、閉校式でのご挨拶を初め、

保護者への保健指導等、一日中丁寧にご指導いただきました。 

   児童や保護者からの感想は、９月に提出していただくことになっておりますが、保健指

導や閉会式の中での子どもたちの意見発表では、楽しく体験ができました。違う学校の人

と楽しくできた。また、来年も参加したいという前向きな発表が多数出されました。 

   また、各学校の協力によりまして、昨年度参加の児童・生徒がリピーターとして今年度

も参加しており、より主体的な学びが見られました。参加児童の合計は32名で、比較的混

み合う料理教室の様子を見ていると、適正な人数であったかなというふうに思っておりま

す。 

   しかしながら、新規の児童の参加を促すべく、今後はよりサマースクールでの学びの楽

しさや今回やりました野菜たっぷりやきそばやアクアビクスを初めとした企画のおもしろ

さをさらにアピールしてまいりたいと思います。 

   今回も保護者の都合により、子どもだけの参加も可としておりましたが、生活習慣の見

直しは、子どもと保護者の両者に行ってほしいという思いがありますので、また行き帰り

の安全確保の面からも、保護者同伴のスタンスは今後も大切にしてまいりたいというふう

に思っております。 

   報告は以上でございます。 

◎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、指導課所管の事業等についてご報告いたします。 

   まず、野田市イングリッシュ道場について申し上げます。 

   資料23ページをごらんください。 

   昨年度、新規事業として始まったイングリッシュ道場は、中学生に英語を使って自己表

現しようとする意欲を育て、英語学習に取り組む態度を養うことを目的に、昨年度は２日

間、中学３年生16名が参加いたしました。 

   今年度は、さらに内容を充実させ、中学２年生対象を８月１日と２日に、３年生対象を

８月４日と５日、合計４日間実施しました。 

   ２年生は15名が参加、３年生は８名の生徒が参加し、２人から３人のグループに分け、
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外国語指導助手（ＡＬＴ）を各グループに１人ずつ配置して、英語によるコミュニケーシ

ョンをじっくり経験することができました。生徒自身がリスニング力やスピーキング力の

向上を実感し、今後の英語学習への意欲づけになりました。 

   今回の学年別による実施方法のほうが効果が高いことがわかりました。しかし、３年生

は夏期講習や高校見学と重なってしまうため、２日間連続の参加が難しい面があることが

課題となっており、中学校への広報の仕方について検討してまいります。 

   職員の研修としましては、あす、８月25日に英語教育小中連携研修会を実施します。午

前中に英語教育の小中連携について講演をいただき、午後は小中学校別の研修と市内４地

区に分かれて、小中連携の英語教育への情報交換を行います。 

   次に、児童・生徒の諸活動について報告いたします。 

   本日お配りしました資料をご覧ください。 

   陸上では、関東中学校陸上競技大会に出場した第一中学校３年、柞山真翔さんが110メ

ートルハードル決勝に進出し、14秒61のタイムで５位でした。惜しくも全国大会出場を逃

しました。また、東部中学校３年、長澤真央さんは100メートル予選で12秒70のタイムで

したが、決勝に進むことができませんでした。 

   水泳では、南部中の渡邉直輝さんが関東大会の100メートルと200メートル平泳ぎに出場

し、100メートルは予選敗退でしたが、200メートルは決勝に進出し、５位でした。惜しく

も全国大会を逃しました。また、東部中の佐藤萌唯さんも同じく関東大会で200メートル

と400メートル自由形に出場しましたが、いずれも予選敗退でございました。 

   音楽関係では、千葉県吹奏楽コンクールで岩名中学校がＢ部門で本選に出場し、県代表

に選ばれ、９月17日に神奈川県民ホールで行われる東関東大会に出場します。千葉県小学

校バンドフェスティバル、中学校マーチングコンテストは昨日開催されましたが、結果に

ついては現在集約中でございます。岩名中の東関東大会の結果とあわせて、９月の教育委

員会議で改めてご報告いたします。 

   以上でございます。 

◎東條教育長 

   この際、ほかに報告事項がありましたら、お願いいたします。 

   それでは、ただいま報告のありました事項につきまして、ご質問等がありましたらお願

いをいたします。 

   伊藤委員。 

◎伊藤委員 

   先ほどの最後指導課が野田市イングリッシュ道場で中学２年生、３年生が今年15名と８

名参加されたということですけれども、このＡＬＴの指導者の先生方は何人ぐらいですか。 

◎東條教育長 

   指導課長。 

◎桑原指導課長 

   全部で８名おりまして、ただ中学校の英語のスピーチコンテストのほうにかかわってい

た者が午前中はそちらに行っておりましたので、午後からの参加という形で、多少不規則

な面がございましたが、ＡＬＴとしては８名でございます。 

◎伊藤委員 

   どうもありがとうございました。 

   それと、今の質問と関連しているかどうかわかりませんけれども、今度の次の学習指導

要領で、小学校で多分担任の先生が英語の授業を担当することになるかというふうに、こ
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ういう小学校の先生方向けのこういう道場というのは、今のところ何か計画とかもしあり

ましたら教えてください。 

◎東條教育長 

   指導課長。 

◎桑原指導課長 

   ご報告の中で口頭で申し上げましたが、あす、小中英語教育の合同研修会を行いますが、

そういったものを市のほうでも、さらにこれから続けてまいりたいと思っております。ま

た、県でも必ず悉皆で英語の研修に出るようにという形でもやっておりますので、そうい

ったものを使いましてやっております。 

   また、市内では今東部小学校さんのほうに英語教育の研究指定をさせていただいており

まして、担任がいわゆるＴ１、ＡＬＴがＴ２という形での授業形態について、検証を行っ

ていただいておりますので、２年続けて公開研究会を予定しておりますので、その中で違

いを求めていきたいというふうに思っております。 

   以上です。 

◎伊藤委員 

   どうもありがとうございました。 

◎東條教育長 

   他にいかがですか。 

   よろしいですか。 

   永瀬委員さん、何かありますか。 

   永瀬委員。 

◎永瀬委員 

   意見というより感想なんですけれども、陸上競技大会の結果報告で、七光台小の鍋島あ

いるさんという小学校５年生のあの子の走りを清水公園でやった市内陸上競技大会のころ

から見させてもらったんですけれども、市内陸上競技会では当然断トツで１位だったと思

うんですが、そのタイムよりもはるかに好タイムで全国大会を制している。これはすごい

なと思いまして、ぜひとも日本を背負って立つランナーになっていただきたいなという感

想でございます。 

   以上です。 

◎東條教育長 

   ありがとうございました。 

   何か申し添えることがあれば。 

   学校教育課長。 

◎長妻学校教育課長 

   当日は一緒に参加させていただいたので、ちょっと様子だけお伝えできればと思うんで

すが、全国大会、47都道府県の代表が全部出ておりまして、予選は13秒90だったんですね。

それでも一応予選で１位で、この日調子がよくて、準決勝も13秒67、今回は65から47と走

るたびに本当にタイムが上がって、昨年度の優勝が13秒42、おととしが13秒41なんです。

ですから、本当に全国的にこの記録は非常にすばらしい記録で、委員さんおっしゃったみ

たいに、将来有望な選手だなと思っております。またよろしくお願いします。 

◎伊藤委員 

   東京オリンピックは。 
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◎東條教育長 

   ちょっと早いですね。 

   でも、リオが終わったばかりですので、野田市出身のオリンピアンが出てくれることを

本当に期待したいと思っているところでございます。 

   他にございますか。 

◎全委員 

ありません。 

   （以下非公開） 

 

 

以上会議の顛末を記載し、その相違ないことを証するため、ここに署名する。 

 

 

                 教育長  

 

 

                 委 員  


