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平成28年９月野田市教育委員会会議録 

◇日  時 平成28年９月29日（木）午後１時30分開会 午後２時45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 

◇欠席委員 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 渡辺豪男教育総務課庶務係長 

 

◇付議事件 

   （１）野田市心身障がい者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 

・社会体育課 

   （１）平成28年度野田市スポーツ・レクリエーション祭グラウンド・ゴルフ大会につい

て 

・青少年課 

   （１）第38回野田市こどもまつりの開催について 

・興風図書館 

   （１）第１回図書館協議会の概要報告について 

・学校教育課 

   （１）平成28年度第１回学校給食運営委員会について 

・指導課 

   （１）平成28年度第１回土曜授業アンケートについて 

   （２）いじめの追跡調査について 

   （３）第70回東葛飾地方中学校駅伝競歩大会について 

   （４）平成28年度野田市小中学校自然科学作品展について 

   （５）平成28年度野田市小中学校音楽会について 

   （６）平成28年度全国学力・学習状況調査の結果について 
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◎東條教育長 

   ただいまから、平成28年９月教育委員会定例会を開会いたします。 

   本日は、傍聴希望者の方がお一人いらしておりますので、これを許可いたしますことを

ご報告いたします。 

   傍聴希望者の方に申し上げます。 

   会議に先立ち申し上げますが、会議における議論につきまして、意向を加えたり、賛否

を表明したり、私語等なさらないようにご協力よろしくお願い申し上げます。 

   本日は、永瀬委員のご欠席のご報告を頂戴しております。 

   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、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しております。 

   それでは、会議を始める前に皆様にご報告を申し上げます。 

   昨日、定例議会が無事に終わったわけですけれども、昨日の最終日に人事案件として、

飯田教育委員さんが新たにまたお引き受けいただけるという、そういう人事案件が賛成多

数で可決をされました。 

   ここで、恐れ入りますけれども、一言ご挨拶を頂戴いただければと思いますので、よろ

しくお願いします。 

◎飯田委員 

   改めまして、今、ご紹介に預かりました飯田と申します。 

   ただいま、教育長のほうからご報告があったとおりでございます。 

   28年仰せつかっておりまして、皆様のご指導を賜りながらやってまいりたいと考えてご

ざいます。 

   どうぞ、引き続きご指導のほうをよろしくお願い申し上げまして、簡単ですけれども私

のご挨拶にかえさせていただきたいと思います。 

   どうぞよろしくお願いします。 

◎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髙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８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。 

   中身は前に見ていただいておりますので、よろしゅうございますか。 

◎全委員 

（異議なし） 

◎東條教育長 

   ご異議なしと認めまして、８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。 

   議案第１号につきましては、永瀬委員の事項に関することになりますけれども、本日ご

欠席ですので、このまま議事を進めさせていただきます。 

   議案第１号を議題といたします。 

   書記、お願いします。 

（書記議案朗読） 

 



 

 

3 

◎東條教育長 

   事務局から説明お願いします。 

   指導課長。 

◎桑原指導課長 

   それでは、議案第１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、野田市心身障がい児就学指導委員会条例第３条第２項の規定により、平成28年

９月30日の任期満了に伴い、委員の委嘱又は任命をしようとするものです。 

   委員の定数は15名で、このうち女性が７名、女性登用率は46.7％になります。 

   新任は、尾崎小学校の下谷内教諭、第二中学校の小宮教諭、柏児童相談所診断指導課の

福永課長の３名で、残り12名の方は再任となります。 

   委嘱期間位つきましては、平成28年10月１日から平成30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。 

   以上でございます。 

◎東條教育長 

   ただいまの説明に対しまして、質問等ございますでしょうか。 

   ございませんでしょうか。 

   伊藤委員。 

◎伊藤委員 

   １つ、この委員の任命に対してですけれども、障がい児の就学指導委員会で普通の学校

にするか、特別支援学校にするかとなった場合のご判断は、現状では父兄の方、ご父母の

方々が判断されている、あるいは希望をだされている状況でしょうか。 

◎桑原指導課長 

   基本的には、保護者の方のまずご判断をいただいた上で、なおかつ、いろいろな検査を

行いましたものを就学指導委員会のほうに審議していただきまして、その上で、例えば特

別支援学校なのか、特別支援学級なのか、あるいは普通学級でいいけれども通級指導教室

なのかといったことについてのご審議いただいています。 

   以上でございます。 

◎伊藤委員 

   どうもありがとうございました。 

◎東條教育長 

   よろしいですか。 

   なければ、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。 

   続きまして、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、指導課報告の平成28年度全国学力・学習状況調査の結果につきましては、公表は
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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。 

   資料は、報告の１ページにございます。 

   ９月17日、野田市関宿総合公園グラウンド・ゴルフ場において開催しました、野田市教

育委員会主催の平成28年度野田市スポーツ・レクリエーション祭グラウンド・ゴルフ大会

についてご報告いたします。 

   男性が98名、女性が86名、合計184名の参加があり、１日楽しく過ごしていただきまし

た。 

   なお、大会表彰者及びホールインワン賞受賞者一覧につきましては、市のホームページ

に掲載しております。 

   報告は以上でございます。 

◎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、青少年課よりご報告させていただきます。 

   第38回野田市こどもまつりの開催でございます。 

   報告事項の２ページをご覧いただきたいと思います。 

   子どもたちによりよい遊びと創造の文化を育むとともに、みんなで子どもたちを守り、

健全な地域社会をつくろうを目的に、来る10月23日日曜日午前10時から午後２時の予定で、

清水台小学校を会場に第38回野田市こどもまつりを開催いたします。 

   「あそぶ・つくる・体験する・食べる」の４つのコーナーを設けまして、各参加団体16

団体が子どもたちを楽しませようと、趣向を凝らしたブースが開きます。 

   啓発につきましては、市報10月15日号に折り込みで入りますまなびだより及び清水地区

自治会連合会加盟自治会等に班回覧などでお知らせをするとともに、近隣の各小学校６校

の全児童に、各公民館等にお手元にお配りしましたチラシを配布する予定でございます。 

   お時間がございましたら、ぜひご来場いただければと考えております。 

   青少年課からは以上です。 

◎東條教育長 

   続いて、興風図書館からお願いいたします。 

   図書館長。 

◎寺田興風図書館長 

   それでは、興風図書館より平成28年度第１回野田市立図書館協議会概要報告について報

告させていただきます。 

   資料は３ページになります。 

   ８月25日木曜日に開催されました、平成28年度第１回野田市立図書館協議会概要につい

てご報告いたします。 

   当日の協議会は、興風図書館１階会議室を会場に、議員12名中10名のご出席をいただき

ました。 

   内容といたしましては、総務課より判断を求められていました会議録などのホームペー
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ジへの掲載について協議を行いまして、その後、図書館協議会としては、会議録、会議資

料、委員名簿等公開することで決定をいたしました。 

   また、平成27年度の図書館の事業実施状況、平成27年度の運営数値目標の結果及び平成

28年度事業について報告し、了承をいただきました。 

   以上でございます。 

◎東條教育長 

   続いて、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、学校教育課よりご報告申し上げます。 

   資料のほうは４ページになります。 

   第１回学校給食運営委員会についてご報告申し上げます。 

   ８月27日土曜日に、野田市学校給食センターで実施をさせていただきました第１回野田

市学校給食運営委員会の議事内容について、ご報告申し上げます。 

   まず１点目なんですが、平成27年度の賄材料費の執行状況について説明をさせていただ

き、了解をいただきました。 

   内容としましては、基準単価として１食当たり小学校253円、中学校304円に設定し、そ

の設定額に沿って執行できたこと。 

   また、平成27年度野田産米補助額において、不用額となりました90万円は、本年度の９

月議会において増額補正させていただくことを説明させていただきました。 

   ２点目、給食費の未納状況及び未納対策について説明をさせていただき、了解をいただ

きました。現年度分及び過年度分収納額、未納額について状況を説明させていただき、あ

わせて滞納者への取り立てについての説明をさせていただきました。 

   ３点目として、地産地消の実績について説明し、ご了解をいただきました。 

   ４点目、放射能対応について、平成29年度より検査を縮小することについて了解を受け

ました。このことによりまして、平成29年度より、まるごと検査、実は調理前の給食食材

検査というのと、調理後給食１食まるごと検査、２つの検査をやっておりまして、そのう

ち、まるごと検査のほうは実施しないこととしまして、給食前食材検査のみ実施してまい

ります。 

   その中身についても、市場に流通していない食材、あとは出荷制限がある食材、あと学

校農園の収穫等について限定して実施をしてまいりたいというふうに思っております。 

   報告事項としましては、北部小、七光台小の親子方式、給食食材の安全性確保について、

次回給食運営委員会について報告をいたしました。 

   最後に、野田市の学校給食センター施設見学を、給食センター長と学校教育課の栄養士

を交えて行いました。めったにセンターの中に入ることができませんので、それで各委員

さんから好評をいただきました。 

   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、指導課所管の事業についてご報告いたします。 

   まず１点目が、平成28年度第１回土曜授業アンケートの結果についてご報告を申し上げ
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ます。 

   資料６ページには、児童・生徒の回答結果をまとめております。 

   土曜授業で学習内容をわかりやすく教えてもらっていると肯定的に回答した割合は77％、

土曜授業で勉強することが自分のためになると肯定的に回答した割合は64％でした。小中

学校別に見ますと、資料８ページに小学校児童の回答結果がありますが、74％の児童が土

曜授業が自分のためになると回答しております。中学校生徒の結果は10ページになります

が、同じ質問に対して48％という結果でした。今回の調査で、初めて否定的な回答をした

生徒の割合が、肯定的に回答した生徒の割合よりも高くなりました。しかし、土曜授業で

は、学習内容をわかりやすく教えてもらっていると肯定的に回答した生徒の割合は61％だ

ったことから、学力向上に一定の効果を土曜授業に感じている生徒も少なくないと考えて

います。 

   12ページは、保護者の結果でございます。 

   土曜授業は子どもたちの学力向上の一助となっていると肯定的に捉えている保護者の割

合は63％と、前回の調査よりも３ポイントほど減少しました。小学校の保護者の減少は若

干にとどまりましたが、中学校で６ポイント近くの減少となりました。これは、中学校の

土曜授業の取り組みが、学校から、あるいは生徒から、いま一つ保護者に伝わっていない

からだと考えられます。学校ごとに土曜授業アンケートの結果や分析を、学校だよりやホ

ームページで積極的に情報公開したり、授業参観のような形で土曜授業を数多く見ていた

だいたりすることで、保護者の土曜授業についての理解を深めていく必要があると考えて

おります。 

   最後に、教職員について、18ページにあります。 

   小中合わせた結果で見てみますと、土曜授業は学力向上の一助となっていると肯定的に

回答した教職員の割合は72％と、前回に引き続き高い割合となっています。習熟度別学習

や、ティームティーチングなどきめ細かな学習に取り組めていると考えている教職員も

81％に上がることから、教職員は土曜授業の趣旨を理解し、土曜授業の取り組みにある程

度の手応えを感じているものと考えられます。 

   ３年目を迎えた今年度は、これまでのきめ細かな指導に加えて、学力上位層の児童・生

徒や、特別支援学級の児童・生徒にも対応した効果的な土曜授業の取り組みとはどのよう

なものか、また、土曜授業３時間のより効果的な学習のあり方について検証していく必要

があると考えております。 

   これらの課題につきましては、土曜授業検証委員会、土曜授業実践協議会を通して検証

を行い、今後、軌道に乗りつつある土曜授業をより充実化させたものにしていきたいと考

えております。 

   また、平成32年度から完全実施となる小学校学習指導要領では、小学校５、６年生で週

２時間の英語の教科化及び３、４年生で週１時間の外国語活動が導入の予定です。総授業

実時数の増えた部分を日課表の中にどのように位置づけていくかが、全国的な課題となっ

ております。さらに、10月から11月にかけては、学校行事や地域行事が土曜日に集中する

ことから、これらのことを総合的に考えながら、今後の土曜授業のあり方を検討していく

必要があると考えております。 

   ２点目は、いじめ追跡調査の結果についてでございます。 

   本日、お配りしました資料をご覧ください。 

   ６月に児童・生徒にアンケートをとり、その後、各学校での追跡調査を10月６日まで行

う予定でありますことから、途中経過の状況になりますが、ご報告いたします。 
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   解消率は96.0％ですが、継続支援と解消に向けて取り組み中の件数は23件、学校数で申

しますと、小学校12校17件、中学校３校６件でございます。 

   現在対象によって指導主事が聞き取り調査を実施しております。現地点で緊急及び深刻

な事案はないと各校より報告を受けておりますが、引き続き予防に努めてまいります。 

   次回調査は10月18日から開始予定で、11月18日までに報告を受け、集約後に追跡調査を

行います。 

   なお、現在野田市としてのいじめ防止基本方針策定に向けて検討中です。この方針は、

平成25年９月28日に執行したいじめ防止対策推進法では、各学校ごとにいじめ防止基本方

針を策定することが義務づけられ、野田市の学校全てが策定済みになっております。地方

公共団体のいじめ防止基本方針の策定は、努力義務と規定されております。野田市教育委

員会といたしましては、いじめによる重大事態が発生した場合の対応を明記することと、

いじめによる被害児童・生徒はもちろん、加害児童・生徒を救うためにも、対応を明記し

ておくことは重要であると考え、できるだけ早い時期に策定したいと考えております。 

   具体的には、いじめについて調査の主体を決定し、どのように調査して対処するかを明

確していく内容を考えております。 

   ３点目は、第70回東葛飾地方中学校駅伝競走大会についてでございます。 

   資料24ページから27ページをご覧ください。 

   今年度は、野田市教育委員会が事務局を担当いたします。 

   10月15日土曜日午前10時に、松戸市の市民劇場前をスタートし、野田市総合公園陸上競

技場をゴールとした総距離31.9キロメートルを管内全ての公立中学校71校が参加して、10

人でたすきをつなぎます。選手の頑張りを期待したいと思っております。 

   ４点目でございます。 

   野田市小中学校自然科学作品点について報告いたします。 

   資料は28ページから30ページをご覧ください。 

   本年度作品展は、９月10日土曜日、11日日曜日に市役所８階の大会議室で実施いたしま

した。 

   来場者数は、２日間で1,906名でした。昨年度に比べ来場者数が減少したのは、９月10

日土曜日が、土曜授業日と重なったためと分析しております。 

   作品展は、例年９月第一土曜日と日曜日に開催しておりますが、今年度は９月３日が第

一土曜日であり、９月１日に学校が再開したばかりの土曜日では開催が困難であったため、

やむなく第２週の土曜日と日曜日の開催となりました。なお、来年度も９月２日、３日が

第一土曜日と日曜日となり、今年度と同じ状況になると推測しております。 

   作品数ですが、小中学校の出品総計は597点でした。小学校が416点、中学校が181点で

ございました。それぞれの入選作品から、資料30ページにありますとおり、市の代表作品

として13点を県の理科展に出品いたしました。昨年度までは、東葛教育展が開かれ、管内

の審査を経て、県の理科展に出品する流れがありましたが、本年度から東葛教育展はなく

なり、直接市から県への出品という流れに変わりました。 

   県の理科展は、10月15日土曜日、16日日曜日、千葉市の総合教育センターで行われます。 

   ５点目でございます。 

   市内音楽会についてでございます。 

   資料31ページをご覧ください。 

   10月19日水曜日、20日木曜日、野田市文化会館において実施いたします。 

   ２日間の参加校は、資料のとおりになっています。 
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   当音楽会は、市内の児童・生徒の親睦・交流の場で、各学校の音楽の練習の生徒が希望

されます。 

   音楽関係としては、資料にはございませんが、８月23日火曜日に千葉県マーチングコン

テストが幕張メッセで行われ、東部中学校と南部中学校が金賞に、南部中は県教育長賞を

受賞し、10月２日日曜日に行われる東関東マーチングコンテストに２校とも出場します。 

   小学校ではみずき小学校が金賞となり、同じく10月２日に日曜日に東関東バンドフェス

ティバルに出場します。会場は、千葉ポートアリーナで予定されております。 

   このほかに、９月11日日曜日、マーチングバンド・バトントワリング千葉県大会が行わ

れ、第一中学校、南部中学校、みずき小学校が金賞を受賞、みずき小学校は理事長賞も受

賞し、３校ともに11月５日土曜日に、さいたまスーパーアリーナで行われる関東大会へ出

場いたします。 

   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、お願いします。 

   社会教育課長。 

◎伊藤社会教育課長 

   今日、お手元に11月３日から行われます文化祭のプログラムが配付されております。11

月３日、５日、６日、12、13日ということで、それから作品展示につきましては、11月３

日から５日まで行われますので、お近くに行くときにはは、ご覧いただければと思います。 

   よろしくお願いいたします。 

◎東條教育長 

   以上、都合11点の報告がちょっと矢継ぎ早にございました。 

   それぞれにつきまして、順番も特にありませんので、どのようなことでも質問等あれば

と思います。 

   いかがでしょうか、お願いいたします。 

   髙橋委員。 

◎髙橋委員 

   教えていただきたいんですが、社会体育課からの報告、今年度、スポーツ・レクリエー

ション祭ということで、グラウンド・ゴルフ大会がたくさんの参加が、しかも参加された

皆さんがかなり年齢のいった人たち、なかなか大会に縁のない人たちがこういう形で集ま

って、１日をグラウンド・ゴルフという形で競われたというのは、これまたすばらしいと

思います。健康スポーツという意味では、すばらしい試みだというふうに思うんですけれ

ども、そういう意味で、すみません、このレクリエーション祭、野田市は、教育委員会で

レクリエーション祭というのは、グラウンド・ゴルフに限られていますか。そこを教えて

いただきたい。 

◎東條教育長 

   社会体育課長。 

◎横島社会体育課長 

   毎年例年やっているのは、このグラウンド・ゴルフ祭と、あと、東葛管内のスポーツ推

進委員の連絡協議会で主催する、それが持ち回りで今、我孫子では手軽なウオーキングと

いうの、２年置きに変わりまして、去年、今年というのはウオーキングはやっていまして、

あと、野田市の体育館のほうでは、ストレッチ祭ということで、ニュースポーツですね、

オーバルボールとか、室内ペタンクとか、そういうものを東葛管内、流山、東葛管内とい
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いましても、松戸と柏はちょっと外れていまして、野田、流山、鎌ヶ谷、我孫子、その４

市の集まりなんですが、その中で競技者の方がニュースポーツを去年、ことしは体育館で

はやっています。 

   市などでは開催、毎年しているのはこのグラウンド・ゴルフ、もうニュースポーツとし

て大々的になってきていますので、また、他に昔はゲートボールというのをよくやってい

ましたけれども、ゲートボールからは人口も逆転しまして、グラウンド・ゴルフをみんな

やっています。グラウンド・ゴルフも、もうかなり成長してきまして、いろんなところで

やっていただいていた、関宿のグラウンド・ゴルフ場には、専用の野田唯一のコースがあ

るんですが、そこで37回やっておるこの市の大会の１つなんですが、各地区とかいろんな

大会で37回、このグラウンド・ゴルフ大会が開催されているということですので、実際は、

月に何回かそういう大会が開催されているというような状況ですので、十分浸透はしてい

ますので、今後、他のを検討していけたらいいのかなとは思っております。 

   以上です。 

◎髙橋委員 

   ありがとうございました。 

◎東條教育長 

   髙橋委員。 

◎髙橋委員 

   私も全然知らなかったんですが、実際に体育館とか、そういうところを歩いていますと、

結構大会、いろいろな大会が行われているんですね。 

   ですから、グラウンド・ゴルフがこういう形で、野田市の教育委員会主催でこうやって

いるという、その一つ一つのスポーツを振興させようという、こういう意図があっていい

ですがね。 

   心配なのは、大会疲れするんじゃないのかな。結構、幅広く参加する人は、野田市に限

らず各市町村にも参加されている、そういう実態におきまして、元気なのは結構だけれど

もいうこともちょっと感じながら、いきさつをお伺いした状況でございます。 

   ぜひ、私もそうなんですが、年齢とりますと、外に出る機会というのは、はらはら、ど

きどきしながらやることが、だんだん少なくなってくるのが現実だと思います。ですから

ぜひ、老後実態等を見ながら続けていただきたいと、こう思います。 

   以上です。 

◎東條教育長 

   ありがとうございました。 

   他にいかがでしょうか。 

   飯田委員。 

◎飯田委員 

   すみません、幾つかになってしまうんですが。 

   まず、いじめ実態調査のところで見させていただいたんですが、昨年も同様の質問をさ

せていただいかと記憶があるんですが、小学生、小学校と中学校と比較した場合、極端に

中学校のほうが少ないなと。この数字だけを見た瞬間に、少し疑問に思う部分です。言わ

ないのかな、言えないのかな、表面化して表面に出てこないのかな、そのあたりなんです

が、どういうことがわかっているのか、素朴な疑問なんです。 

   それ、お話しいただける範囲でお話しいただきたいと思いますが。 
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◎東條教育長 

   指導課長。 

◎桑原指導課長 

   まず、これはいつもと同じ形でのアンケートをとっておりますので、子どもたちのほう

から、自分はこういうことでいじめられたといったことは書いてもらったものを全て分割

して挙げております。 

   中学校のほうは、子どもの中で、今の中のデータで申し上げれば、子どもの中で自分が

いじめられたと認識した数が少ないということは、事実だろうと思います。ですから、確

かに飯田委員さんおっしゃるとおり、子どものほうからそれは挙げてこなかったものだ、

もしかしたらあるかもしれません。 

   しかし、それを補うために、例えば各学校には相談箱を必ず設けて、そこで行ったり、

あるいはいじめとかいろんなものを相談する教諭を１人決めておりまして、その教諭に相

談をしたり、あるいは中学校では、スクールカウンセラーが全て入っておりますので、カ

ウンセラー等へ報告等ですね、そういったようなこと、形での相談を行っていることも、

もしかしたらこういった数の少なさにあらわれているかもしれません。調査をとった時点

での数字ということでございますので、こういう数字が出るのかなというふうには思って

おります。 

   以上です。 

◎東條教育長 

   学校教育部長。 

◎長谷川学校教育部長 

   つけ足しさせていただきますが、小学校が多くなっている原因ですけれども、ある学校

に偏ったりする場合があります。というのは、小学校は１人、乱暴な子がいますと、その

子が教室の中ですぐちょっかいを出すといったことがありますと、そのクラスみんないじ

められているというふうなことで上がってくるようなこともあります。 

   ですので、小学生の場合、特に低学年、中学年、３年生ぐらいまでが多いんですけれど

も、子どもたちの中に、やっぱり多動な子とか、それから、場合によっては特別支援の必

要な子が在籍すると、その子が手を出したり、悪口を言ったりということで、件数的に非

常に多くなってきているということが、小学校では見られます。 

   中学校になってきますと、もうその辺がわきまえてきますので、その辺は少なくなって

いるという現実があります。 

◎東條教育長 

   飯田委員さん、いかがですか。 

◎飯田委員 

   ありがとうございました。 

   もう一点よろしいですか。 

   桑原指導課長さんもお話しになった点で、いわゆるそういった心の叫びを受けとめるカ

ウンセラーがいる、もしくは相談箱的な存在がある。どの程度上がっているかというのは

ご存じ。というのは、わからないなら結構なんですけれども。 

◎東條教育長 

   指導課長。 

◎桑原指導課長 

   全校でその相談箱を設けている、今、おっしゃられたとおり相談員を設置しているとい
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うことは、全校31校全て行っていることは把握しておりますが、各校でその数と申しまし

ょうか、相談という中というところまでは、こちらも調査をしておりませんので、数的な

部分、申し訳ありません、承知はしておりません。 

   また、各学校毎でその、例えば相談箱に入っていたものをどのような形でそれを取り上

げていくのかということにつきましては、先ほどちょっと申し上げましたが、各学校で策

定しているいじめ防止基本方針に基づいて行っております。チームで、当然学級担任だけ

とか、１人の教員だけでそういったものを解消するものじゃなくて、学校全体の組織がや

っていくという形での方向で進めておりますので、その班の中で解消していくものという

ふうに考えております。 

   以上です。 

◎東條教育長 

   飯田委員。 

◎飯田委員 

   すみません、老婆心で申しわけありません。 

   そのいわゆるそういう案件が上がった場合は、恐らく管理者の決裁をしっかり得ている

というふうに解釈してよろしいですね。 

◎東條教育長 

   指導課長 

◎桑原指導課長 

   各学校で策定しました、先ほど申し上げましたいじめ防止基本方針の中に、組織として

いじめを組織で対応するために、必ず組織をつくることになっておりまして、その組織が

機能するような形になって、当然そこには、管理職も入っておりますので、全て管理職承

知の上で動きというふうになっているはずだと思います。 

   以上です。 

◎飯田委員 

   どうも、ありがとうございました。 

   引き続き、よろしくお願いできればというふうに思います。ありがとうございます。 

◎東條教育長 

   伊藤委員。 

◎伊藤委員 

   １点、先ほど学校給食の運営委員会の中で報告がありました、賄いの増額補正ですとか、

あるいは滞納者への働きかけという報告がありましたよね。 

   何年か前、賄い費の問題があったかと思うんですが、ああいう問題はあれ以降は、年度

またいでばかり足りなかったというか、そういう問題、27年度はなくてむしろ余って、米

の野田産の補助のほうに回すことができたというふうに理解したんですけれども、それで

いいのかと、もう一点は、給食費用未納の保護者の方たちに、どんなような対応をしてい

るのか、もしわかりましたら教えていただきたい。 

◎東條教育長 

   学校教育課長。 

◎長妻学校教育課長 

   ２点ご質問ありがとうございます。 

   まず１点目、賄い材料費なんですが、委員さんご指摘のとおり、食材費は給食費に充て

ているので、一応全て使い切っている状況がございます。それで、給食費を充てる段階の
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ときに、少しでもきちんと保護しようということで、野田産米の補助額を一定の金額を入

れて、それをもし残った場合についても、次年度に繰り越して、次年度に対応になるんで

すが、賄い費のほうの増額補正というということでやっていますので、先ほどお示しした

とおり、昨年末で90万ほど逆にちょっと余った状況でございますので、このことを増額補

正ということで、９月補正に上げさせていただいた状況でございます。 

   あと、もう一点の未納関係についてなんですが、これについても、一応過年度分、卒業

した者についても、今度は教育委員会中心になって取り立てを行っている状況があるんで

すが、少しずつ金額については減ってきている状況がございます。一応、その根本で効果

的になってきているのが、児童手当というものがあります。 

   一応３カ月以上未納の場合については、児童手当を回していただいて、給食費の補塡に

充てていただいている状況がございます。その分が、かなり保護者の方に理解いただいて

ペイしている状況でございます。それは、基本的には今、該当している在校生が中心なん

ですが、お兄ちゃん、お姉ちゃんについても対応できるようにいたしたいと思いますので、

うまく児童手当をさらに続けて拡大し、収納に充てていきたいと思っております。 

   以上です。 

◎東條教育長 

   学校教育部長 

◎長谷川学校教育部長 

   補足させていただきますと、１点目の件ですけれども、確かに委員さんご指摘のように、

過去には余った、給食費等が余った場合に、それを次年度の食材とか、いわゆるしょうゆ

とか、調味料とかそういうものを買ってしまって、ゼロにしたというような経緯がありま

した。その反省をもとに、現在では全部残ったものは残ったというふうにして会計処理を

し、その残った分をこの90万円増額補正をして、次年度にやるということで、今現在過去

にあったような事例については発生しておりません。 

◎東條教育長 

   他の案件でも構いませんので、ありますでしょうか。 

   髙橋委員。 

◎髙橋委員 

   ちょっと質問とかじゃなくて、意見です。考えです。 

   土曜授業のアンケート結果、見させていただきまして、ありがとうございました。集計

するのも、非常に大変だろうと思うんですが。その結果を見させていただいて、感じたこ

とをちょっと申し上げたいと思います。 

   土曜授業についての工夫という意味では、児童・生徒、それから教職員ともに工夫した

いという意識が強くなっているというふうに、このアンケートを見て思いました。これは、

教育委員会の皆さんが学校現場に対して、また、色々とご指導をいただいている成果のあ

らわれでもあるのかなというふうに思うところですし、また、非常に学力向上という意味

で、教職員の意識の改革ということを言われた意味では、いい方向に進んでいるなという

ふうに思うところでございます。 

   ぜひ、さらにこの充実感が増していくように、またご指導いただければ、ご支援をいた

だければありがたいなと思います。 

   ただ、ちょっと危惧する点というのは、学力向上に役立っているのかどうなのかという

アンケートに対してが、中学生と保護者に、この２者についていうならば下がっている、

以前より下がっている。これは、恐らくそれだけの成果がない。今、課長さんのほうから、
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保護者にうまく伝わっていない、連絡されていないということも考えられるということが

ありました。確かにそういう点もあるかと思うんですが。実際として、この学力向上がど

うなっているか、これからもう少し見ていかないとわからないところだと思うんですけれ

ども、実感として恐らく感じていない。それが、このアンケートの中学生と保護者の結果

になっているんではないかと。 

   その結果をもとに、今度は土曜授業に対する期待度が、保護者に関していうなら、かな

り差が出てしまうというふうなことが、このアンケートを見させてもらったときに感じた

ところです。 

   学力向上については、もう既に学校においても、教育委員会においても、真剣にいろい

ろな形で取り組んでいますので、１年やそこらで結果が出るものではないというふうに思

いますが、これは引き続き取り組むと同時に、この土曜授業に対する満足度が上がるよう

な授業改善、それに対するＰＲが足りなければ、そういうことに対して、もっと保護者に

情報を伝えてもらいたいということをお願いするというか、このアンケートを見させても

らいながら思いました。 

   ぜひ、これからもまた土曜授業がさらに充実して、本当に千葉県で唯一やっている市で

すからということですので、実績を上げていきたいと、そういう方向でいろいろご尽力い

ただければありがたいし、また、我々もできる協力があれば、言っていただければありが

たいというふうに思うところです。 

   以上、感想を申し上げました。 

   以上でございます。 

◎東條教育長 

   ただいまの件について、何かあれば。 

   学校教育部長。 

◎長谷川学校教育部長 

   貴重なご意見、ありがとうございました。 

   このアンケートは、数字で％であらわしておりますが、この他に、自由記述も書かせて

おります。その自由記述等を見ますと、学校によってはほとんど肯定的に答えている学校

もあります。じゃ、その学校はどういうかというと、やはりこの土曜授業、３時間の授業

の扱いは、きちっと定着しているというか、子どもたちが、やっぱりこれをやって力伸び

ているという実感できるような３コマともそういう形になっております。 

   逆に、否定的な自由記述が多い学校もありまして、その学校も成績が決して悪いわけで

はないんですけれども、それでもやっぱり内容を見てみると、その中の１時間とか２時間

が、ふだんの授業の延長的なことになってしまうというところ、そういったこともあって、

これじゃ普通の授業と余り変わらないんじゃないかというような考えもあるんだなという

ふうに感じておりますので、今後とも、その効果的にいい評価をしているような取り組み

を積極的に紹介していきながら、この３時間のあり方というものをどうしたら子どもたち

が満足するのか、そのあたりを今後検討し、各学校で共有していきたいなというふうに考

えているところであります。 

   以上です。 

◎東條教育長 

   せっかく土曜授業の話出ましたので、他の委員さんから何か、感想でも何でもおっしゃ

ってください。 

   伊藤委員。 
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◎伊藤委員 

   確かに髙橋委員さんのおっしゃるとおりだと、保護者の方たち、あるいは生徒の学力と

の関係が、最初からこれ少し減少的だったのはちょっと気になったんですけれども。なか

なか教育効果というものが、すぐに結果が出てこないのかなと、現場にいてわかります。

また、小学校20校、中学校が11校ですか、規模によってもかなり大規模から小規模の学校

で、それぞれの状況があるということも理解ができるんですけれども、せっかく千葉県で

唯一のことですので、何とか学力向上につながればというふうに、私なども何ができるの

かと、自分自身で自問自答しているんですけれども、また、何か大学の方からもいろんな

支援ができるように工夫していきたいと思います。 

   以上です。 

◎東條教育長 

   飯田委員。 

◎飯田委員 

   ただ感想といいますか、少しちょっとお伺いしたいんですが、先ほど課長さんがおっし

ゃった上位層の保護者の方のご意見が少なからず答えとして、少し合っていないんじゃな

いかというと、少し言い方を変えると点数が低い方を上げる、高い方は、いい点数をとっ

ている方をもっと上げるということに関して、不満があるのかなというふうに、課長さん

のお話からは私も聞き取ったんですが、そのあたり、それは試験の結果なんですが、どの

ようなことをお考えなのか、少しお聞かせいただければありがたいなと。 

◎東條教育長 

   指導課長。 

◎桑原指導課長 

   ありがとうございます。 

   今年度、やはり課題として、いわゆる学力上位層の子どもたちに対して、どういう土曜

授業がよいのかということを今、協議検証しながらやるという形をとらせていただいてお

ります。 

   やはり、上位層の子どもたちの取り組みをやっている学校も実はある。そういう実践を

しているところも出てきております。それをまず各校に広めていくということが、必要に

なってきているのかなというふうに思っております。そのために、土曜授業検証委員とか、

土曜授業の実践交流会の中で、そういったものを紹介して、各校に広めていくと。 

   この２つの実践協議会も検証委員会を立ち上げてやったことによって、いろんな土曜授

業のやり方が各校に広まっていったような経緯がございますので、そういった点をまずや

っていきたいと思っています。 

   例えば、難問を１問、これは東京理科大学の学生さんたちにご依頼をしまして、つくっ

ていただいたものを一生懸命取り組むと、これは小学生なんですけれども、そういった試

みをしていったものもございます。こういったことも、１つ重要なことなんだろうと思い

ますので、例えばそういったような取り組みなり、あるいは問題の数とかそういったこと

じゃなくて、どういう問題が子どもたちが、上位層の子どもたちが喜ぶのかというんでし

ょうか、やる気を出すのかといったようなことを実践の中から見つけ出して、広めていく

ということも必要なんだろうというふうに思っております。 

   以上でございます。 
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◎東條教育長 

   よろしいですか。 

   飯田委員。 

◎飯田委員 

   髙橋委員のおっしゃることも少しあるんですけれども、保護者の方に対しての安心でし

ょうか、そのあたりももう少し手厚くといいますか、何か、何らかの形でやっていく取り

組みをお知らせするというのも、ご理解いただく一つの手立てなのかなと思いますので、

そのあたりもお願いできればと思っております。 

   以上です。 

◎東條教育長 

   指導課長。 

◎桑原指導課長 

   始まった当初は、土曜授業の参観というのは、学校のほうも比較的多かったというのは

事実でございます。ただ、以来３年目になってきましたので、その点が少し学校のほうで

も、もう落ち着いてきてわかってきたかなというところもあるかな、個人的には思ってお

ります。ですので、そうではなくて、やっぱり土曜授業についても参加していただきまし

ょうということを教育委員会として、各校長のほうに依頼をしていくことも重要なことだ

と思うんですね。飯田委員さんがおっしゃったことをさらに実現していければというふう

に思っております。 

   以上です。 

◎東條教育長 

   学校教育部のほうで、何かつけ足しすることがもしあれば。 

   ないですか。 

   議会でも、土曜授業についてご質問いただいておりまして、今年は３年目ということで、

高校生が大分学校に入ってくれるようになってきています。近隣４つの高校から、子ども

たちにいろいろな指導をしていく予定です。子どもは、よく小学校のころから見知ってき

た、低学年から見知ってきたような地域のご高齢の方も親しみを持っておりますけれども、

やはりお兄さん、お姉さんのように年齢の近い方に、これまた違う意味で親しみを覚えな

がら、あこがれも持ちながら、高校生は高校生で、どういう意識をしていくかということ

に、やはり将来的に教職を目指したいかな、決定ではもちろんないですけれども、そちら

のほうに魅力を感じている生徒さんが、多く参加をしてくれている割合が多いようでござ

いますので、こういうことも、小学校においてはできるだけ多くの指導者が入る、高校生

にとってみればキャリア教育の一環、双方にとっていい形になるように、これからも工夫

をしなければならないかなというふうには思っております。 

   土曜授業については以上で、よろしゅうございましょうか。 

   他のことについていかがでしょうか。 

   髙橋委員。 

◎髙橋委員 

   興風図書館にちょっとお伺いしたい。 

   数値目標についてなんですけれども、27年度の数値目標って、28年度の数値目標があっ

て、27年度の数値目標に対する到達の評価。28年度の数値目標、これについて教えていた

だきたい。 
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◎東條教育長 

   興風図書館長。 

◎寺田興風図書館長 

   数値目標につきましては、総合計画にも載せておりますが、２つございます。 

   １つは、人口当たりの登録者数の割合、それと、１人当たりの貸し出し冊数、この２つ

が数値目標として掲げております。 

   目標としましては、27年度も28年度も、変わらず数値目標ございまして、登録率につき

ましては、34％というような目標でございます。それで、貸し出し冊数のほうも、点数の

目標につきましては、7.0というような数字で設定をしてございます。 

   結果につきましては、27年度が31％になっております。登録率ですね。それと、貸し出

し冊数のほうにつきましては、6.7ということで出てございます。どちらも貸し出し冊数

も登録率も、低いような状況ではございます。ただ、これは目標値がかなり高いという数

値もございまして、近隣の市町村を見ても、これが貸し出し冊数を見ても、悪いという状

況にはございません。 

   例えば申し上げますと、今ちょっと持ち合わせているのが27年度のものなんですけれど

も、１つは登録率につきましては、千葉県の全体の平均が、これ常住人口なので、若干野

田で出していますのは、住民票台帳人口から割った数字でございますので、若干常住人口

とは異なるんですが、常住人口というのは、国勢調査です、国勢調査の人口に基づいて毎

年千葉県が市町村から伝えた数字をデータとしてできたものでございます。それに目標と

して割り出したものなんですが、それにつきましては、まず、登録率のほうについては、

近隣でいえば、鎌ヶ谷が、高いところから申し上げます。登録率でいうと、一番高い近隣

でいえば、我孫子が46.5、松戸が39.3、鎌ヶ谷が36.9、野田が、ここで常住人口で31.1に

なります、柏が19.8というふうな数字になってございます。 

   ただ、貸し出し冊数のほうの定数につきましては、千葉県の平均が5.36冊、１人当たり

5.36冊です。これに対しまして、近隣で一番高いのが我孫子でございます、我孫子が８人

ですね、その後野田が6.77、流山が6.43、柏が5.14、鎌ヶ谷3.5というような数字で推移

してございます。 

   このようなことから、目標としましては、確かに低いような状況がございますが、近隣

もそういうような数字で推移していますので、それからすれば、そう悪い数字ではないか

なと思っています。 

   ただ、分析の中で気になっていることが、中学校の年代からどうも29歳ぐらいまで、こ

の年代層の方々が、図書館のご利用をされていない。登録もされていない、利用もされて

いない、かなり低いというような状況が見えてきます。ただ、この辺のところのアプロー

チというのが、図書館からものすごくしにくいような年代層でございまして、そのような

ことが、この率に影響しているのかなと思っております。 

   以上です。 

◎髙橋委員 

   ありがとうございました。 

   月１回の図書館だより、これも私も読ませていただいています。それから、ときどき北

コミの北図書館、お邪魔させてもらっております。いろんな取り組みを工夫してやられて

いる。そういう意味で、目標値に行かないからどうのこうのということではないんですが、

小さいうちからやっぱり本に親しむと、その子がまたどこかで本に親しんでいる、よく言

われているそうです。 
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   そういう意味でも、今、取り組まれているいろんな工夫、これをぜひ続けていただくと

同時に、ぜひ目標であります7.0冊、これが達成できれば、我孫子さんみたいに8.8という

数字もあることですので、さらに喜びが深まるというふうにも思いますので、そういう取

り組みも、今後の工夫を期待していきたいなというふうに思います。 

   人によってはやられているなとは思いますが、さらにこういうことをいただければとい

うことで申し上げました。 

   以上です。 

◎東條教育長 

   ありがとうございました。 

   他はいかがでしょうか。 

   飯田委員。 

◎飯田委員 

   すみません、前回の定例会以降、委員会に上がったいじめ等に関するご相談がありまし

たら教えてください。また、あるようでしたらその進捗状況についても教えてください。 

◎東條教育長 

   指導課長。 

◎桑原指導課長 

   報告は、特に深刻なもの等含めましてございません。 

   以上でございます。 

◎東條教育長 

     委員さん、よろしいですか。他にいかがでしょうか。よろしいですか。 

   それでは、これまでの教育長報告については、ご質問がないとのことでございますので、

続いて、非公開によります、指導課報告の学テの状況についてこれから入ってまいります。 

   先ほど申し上げましたとおり、これについては非公開とさせていただきますので、傍聴

人の方はご退席いただきますようお願いします。 

   それでは、指導課から報告をお願いいたします。 

   指導課長。 

◎桑原指導課長 

   それでは、本日お配りしました資料をご覧ください。 

   前回の教育委員会議で報告した内容をさらに分析したことをご報告いたします。 

   なお、データの公表は本日午後５時以降となっておりますので、ご承知おきください。 

   また、文科省からは、平均正答率の公開は少数第一位を四捨五入した整数値での公表と

するように通知がありましたので、そのようにさせていただいております。 

   資料の１枚目、分析の概要でございます。 

   指導課では、今年度から全国学力・学習状況調査の結果を分析する指標を３点設定し、

平均正答率のみで野田市の学力実態を把握することはせず、目標値を設定して、学力の向

上に役立っていきたいと思っております。 

   指標１は、平均正答率から学力の全体傾向を把握しようとするものであります。 

   目標値は、昨年度より２ポイント上回るとしました。分析結果は資料にありますように、

目標値は到達しておりませんが、野田市全体は上昇傾向にあると考えております。 

   指標２は、正答率40％以下の児童・生徒の割合を全国と比較することで、野田市の学力

の分布を見る数値でございます。 

   目標値は昨年度より20ポイント下げることを設定しています。現時点で、全国のデータ
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が公表されておりません。ただ、野田市のみの数値で申し上げれば、この数値は100を下

回ったことがよい分布でございますので、特に小学校の数値が気になっております。次回

の教育委員会議でご報告する予定でございます。 

   なお、無回答率については、資料２ページの③にありますように、大幅に改善され、全

国レベルに近づいております。各学校の土曜授業の取り組みを含めた授業改善の成果が出

てきていると考えております。 

   指標３は、児童・生徒の質問紙の回答内容から学力の基盤を数値化することで、今後の

指導に役立てることにしている指標で、目標値をそれぞれ3.2を評価基準としています。 

   具体的数値は、資料３ページになります。 

   経年変化からもおわかりのとおり、学ぼうとする力が基準をクリアしておりません。こ

のことから、授業改善を主点として、指導課から各学校に見通し・振り返り・コミュニケ

ーションのある授業の展開を指導しておりますが、さらに意欲を高める指導として、新学

習指導要領が今年度に改訂予定でございますが、強調されているアクティブラーニングを

導入した授業改善も必要になると考えております。 

   なお、資料６、７ページにあります家庭学習の取り組み状況を分析しますと、学校では

家庭学習について子どもたちに指導をし、保護者にも協力を求めていますが、実態は、全

国に比べて家庭で勉強する時間が少ないという結果でした。この結果を各学校に周知して、

より一層の取り組みの努力を指示しようと考えております。 

   いずれにしましても、今回の結果からは、野田市の子どもたちの学力が上昇傾向にある

こと、授業改善は引き続き必要であること、家庭学習を含めた学力の基盤となる家庭での

生活への指導が必要であることがわかってまいりました。こうした分析結果を各学校に示

し、各学校ごとに分析して対応策を策定するように指導してまいります。 

   以上でございます。 

◎東條教育長 

   いろいろデータがありますが、ちょっとご覧いただいて、それでそのあたりのことをご

質問等お願いしたいと思います。 

   何かご質問等はありますでしょうか。何か、この資料はどういう意味ですかというよう

なことについて。 

   髙橋委員。 

◎髙橋委員 

   特に全体としては、全国との差が縮まったということですので、これが来年も再来年も

続いていくこと、一番期待しております。 

   家庭学習について、今、考えて、よく読まないで見て、あれ、この数字何でなんて思っ

たんですけれども、よく見たら、家庭学習、６ページですね、６ページには、項目につい

てのパーセンテージで、この数字の集計された項目について読んでいかないと勘違いしち

ゃうということがありまして。思ったのは、やっぱり塾に通う割合が低いな。これはある

意味では、私から言えばいいことなのかなと、必ずしもいいとは言えないのかもしれませ

んが、地域的にも塾のない地域もない地域もあるかな、通いづらい地域もあるのかなとい

うのを考えると、この数字がうなずけなくはないんですが、そうであるとするならば、塾

にかわる方法として何かあるのかなと、そんなことも考えて、考えがまとまらない状況と

いうんですか。 

   これ見させてもらうと、思った以上に復習などは結構やっているなということを感じま

して、私の予想よりもはるかにいい数字があって、ですから、こういう一つ一つのものを
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分析しながら、子どもたちがさらに力をつけていければいいなということを期待しており

ます。 

   以上です。 

◎東條教育長 

   他にいかがでしょうか。 

   飯田委員。 

◎飯田委員 

   素直な感想なんですが、通塾率がここまで低くて、今の学テの経過を拝見させていただ

いて、少し安心しました。 

   以上です。 

◎東條教育長 

   この表も、勉強していますかという項目なので、あれって最初思って、全国よりも行っ

ているのが低いと思ったら、コメントを見ると、行っていない子どもの割合なんですね。

だから、この見方逆ですみたいなんですね。 

   伊藤委員。 

◎伊藤委員 

   この学力調査の全国平均とその散らばりが、どこまでばらけているというと、日本の学

力調査のばらつきって、すごく狭い範囲でばらけていて、統計的に見たらほとんど差がな

いように見ていってしまいますけれども、順位で並べれば数値がコンマ幾つまで並ぶから、

１から10のちゃんと数値が出ます。 

   そういう中で重要なこと、どうしてもいろんな理解の説明とか、順位が幾つだとかとい

う話になっちゃうと思うんですけれども。全国平均からのできる子、できない子のばらつ

きというのは、その零点と100点みたいな差じゃなくて、ほんの数点、すなわち20題の問

題を１個、２個間違えたか間違えていないかで、その間が全部順位がつけられているとい

うところが、実は国全体から見れば、学力差ってそんなにはっきりと出ていなくて、むし

ろその狭い範囲のばらつきで、注意書きの問題にする形がどうしても必要なんですけれど

も。 

   そういうところを、確かに勉強が嫌いだったらやらないというのは確かにだっただと思

うんですけれども、全校を引き上げることの難しさ、そういう作業となると、学力調査の

土曜授業のこともそうですけれども、上を上げるというのは、伸びしろがこんだけしかな

いですけれども、下を上げると伸びしろこんだけあるんで、両方上げれば、全体としては

さらによくなると思うんですけれども、下を上げるほうが伸びしろがある可能性がでかい、

勝手に判断しています。 

   どうもありがとうございました。 

◎東條教育長 

   高橋委員。 

◎髙橋委員 

   この指標３の学習状況調査からということで、ここで学ぼうとする力、この学ぼうとす

る力というのが、学校の授業を意欲的に学ぼうとする力というふうに捉えられているんで

すが、この学ぼうとする力が、全国に比べて低いのかな、低いと言っていいですか。 

◎東條教育長 

   指導課長。 
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◎桑原指導課長 

   これは、全国との比較というわけではございませんで、児童・生徒の質問紙の中で、４

択で、しかもこの内容に当たるものを。 

◎伊藤委員 

   ４点法で。 

◎桑原指導課長 

   はい、抽出いたしまして、それで４点、３点、２点、１点と数値をつけさせていただい

て、集計したものでございますので、野田市としてのだけでございまして、全国との比較

というわけではございません。 

◎髙橋委員 

   ありがとうございました。 

   それと比較にはならないんですが、この力が高くなってくれば、また違ってくるかなと

いう感じもしないでもないんですが。 

   要はなぜ勉強するか、そこのところへいくのかなって。子どもたちが、そこで目標を持

っていると思うんですね。そのためには、こういう勉強をやらなくちゃいけないというそ

ういうものが、あるのかないのか。その辺が、この学ぼうとする力という、そういうとこ

ろに結びついていくのか。 

   であるとすれば、この力が高まってくれば、自然と、おのずと全体的にまた伸びていく

という感じがしないでもないんで、これもどういうふうにせまるという具体的なものがな

くて申しわけありません。夢を持たせて、その夢をどういう手段で実現させていくのか、

それこそ総合的な学習の１つの、昔やったパターンです、そういうことの過程なのかなと。 

   その辺についても、またいろいろと現場の先生方の声も聞きながら、少しでも意欲が高

まるような手立てが講じられればいいのかなというふうに思いました。 

   感想ですみません。 

◎東條教育長 

   ありがとうございます。 

   この際、いかがでしょうか。 

   伊藤委員。 

◎伊藤委員 

   私、前回７月定例会休んで、ドイツのハンブルグ大学で世界の数学教育の会議に行って

きているんですけれども、日本からも100名以上の方が行って全体で3,000、4,000人の

方々が、数学語るという、理科、数学、理科担当の先生、小中の先生方なんですけれども。

いろんな文化の違い、言語の違い、学力の意欲というところで、すごく日本のこういう調

査というのは、しっかいで、全部でやって、そのほかの多種他民族の多文化の世界でこう

いう数値っていうのは、直接は比較できないのは分かるんですけれども、日本の学力は世

界的に見ると、そんなに決して劣っていなくて、というか、むしろトップクラスで、国内

だけで見ると、何だか順位がさっきの話で１からテンまでつきますけれども、数値ですか

ら、世界的に見たら、日本の学力というのは、先生方の教える力量も、あるいは教科書の

内容もかなり優れている、むしろ、そういう意味では、日本とかアジアの韓国、中国、台

湾、シンガポールの教育に対する関心が、逆に欧米からすごく関心を持たれていると。 

   ですから、そういうものを現場の先生方も少し自信を持ってやられるのがいいのかなと、

いつも責められてばかりで、子どもが家で勉強しないとか、あるいは土曜授業をやっても、

ちっとも学力の結果が見えないとかというのは、一番かなり飽和状態の上のほうまで行き
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過ぎて、さらにそれをもっと上げろもっと上げろと言っているような気に、世界の中で見

るとしてですね、その辺、現場の先生方も自信を持ってやっていることが、まさにさらに

その上までというその天井まで上げるぐらいの勢いで行っているところで、むしろ先生方

が疲弊するのに、教育委員会というと、今数値が出ちゃえば、この数値そのもので評価、

あるいは議論がいっちゃうというのは重々とわかるんですけれども、そのあたりも教育委

員会として、現場の先生と、そこを上げますかというところを、野田市もしっかりやって

いるなというのが実感で、現場の学校をいろいろ見て、数値だけ見ちゃうと、どうも、あ

るいは全国だとか、千葉県なんか見ちゃうと、かなり全体が高めの中なので。 

◎東條教育長 

   ご意見が出尽くしたようでございます。 

   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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