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平成28年11月野田市教育委員会会議録 

◇日  時 平成28年11月16日（水）午後３時00分開会 午後３時30分閉会 

◇場  所 野田市役所低層棟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 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）野田市公民館使用規則の一部を改正する規則の制定について 

   （２）野田市教育委員会表彰の決定について 

 

◇教育長の報告事項 

・社会教育課 

   （１）平成28年度第１回野田市文化センター運営審議会の概要報告について 

・社会体育課 

   （１）総合公園陸上競技場改修工事について 

   （２）野田市に関係するスポーツ選手の活躍について 

・青少年課 

   （１）野田市少年野球教室の開催について 

・学校教育課 

   （１）野田市通学区域審議会の開催結果について 

・指導課 

   （１）第45回自転車の正しい乗り方コンテストについて 
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◎東條教育長 

   ただいまから、平成28年11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飯田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10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か。 

   よろしいですか。 

◎全委員 

（異議なし） 

◎東條教育長 

   ご異議なしと認め、10月定例会会議録につきましては承認をいたします。 

   議案審議に入る前に、本日、議案第２号 野田市教育委員会表彰の決定についてが追加

議案として提出されました。 

   議案第２号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 

   ご異議ないようでございますので、議案第２号を追加議案として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。 

   まず、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） 

◎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 野田市公民館使用規則の一部を改正する規則の制定についてご説明申し上

げます。 

   本案は、野田市川間公民館の新築に伴い、同公民館の使用料の額を改正するとともに、

併せて用字用語の整備をしようとするものです。 

   主な改正内容は、川間公民館の使用料を規定している別表第３に、新たに講座室及び美

術工芸室を設定し、使用料について、施設の規模が同等で、直近に建設した南部梅郷公民

館の使用料の20％増とするものです。 

   現在、川間公民館を除く旧野田市内の公民館の使用料は、築年にかかわらず基本的に同

額に設定されておりますが、川間公民館が新設の施設であることから、ある程度の値上げ

が必要と考えており、利用者への影響などを考慮し、平成10年４月の改定時の値上げ率を

参考に20％の増としたものです。 

   なお、野田市行政改革大綱においては、市内の社会教育関係団体等には免除している公

民館使用料の見直しの基本的な方針を決定するとしておりますので、今後、利用者への影

響などを考慮しながら検討してまいりたいと考えております。 



 

 

3 

   施行期日は「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」の施行

の日である平成29年１月21日とし、経過措置として、新公民館の使用料については、施行

期日である平成29年１月21日より前に申込みをした場合でも、改正後の使用料とし、経過

措置については、公布の日から施行するものです。 

   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 

   ただいまの説明につきまして、質問等ございますか。 

   いかがでしょうか。 

   飯田委員。 

◎飯田委員 

   この議案についてではないのですが、公民館、例えば南部梅郷公民館、非常ににぎわっ

て、利用率が非常にいいなと思っておるんですが、分からないのであれば結構なんですけ

れども、部屋の稼働率はどのぐらいになるんでしょうか。 

◎伊藤社会教育課長 

   平成27年度の貸館の利用件数ということでよろしいでしょうか。 

   例えば、中央公民館ですと、貸館は3,500件、東部が2,474件、南部梅郷公民館3,096件、

北部公民館2,277件、川間公民館861件、福田公民館1,435件、関宿中央公民館1,561件、関

宿公民館1,119件、二川公民館1,362件、木間ケ瀬公民館1,316件、10館で合計で１万9,071

件の貸館をしております。 

   以上です。 

◎東條教育長 

   よろしいでしょうか。 

◎飯田委員 

   はい、ありがとうございました。 

   なるほど、データで見ると、やはり南部梅郷公民館は立派な数なんですね。ちょっと私、

たまたまお伺いしたときに非常ににぎわっていたものですから、館長さんも非常に有り難

いというお話なさっていたものですから、ちょっとお伺いしてみました。 

   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。 

   よろしいでしょうか。 

   では、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ありませんでしょうか。 

◎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、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します。 
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   教育総務課長。 

◎中村教育総務課長 

   議案第２号 野田市教育委員会表彰の決定についてご説明申し上げます。 

   本案は、野田市教育委員会表彰規程に基づき、個人１名、団体１組の表彰の決定をお願

いするものでございます。 

   「野田市教育委員会表彰規程」の写しを資料の９ページに添付させていただいています。 

   野田市教育委員会表彰につきましては、既に10月26日の定例会において被表彰者を決定

し、個人８名、３団体を11月５日のだ教育の日に表彰したところでございますが、受賞候

補者選考委員会において、新たに個人１名と団体１組を野田市教育委員会表彰被表彰候補

者として決定いたしました。 

   ８ページをご覧ください。 

   平成28年度教育委員会表彰推薦者一覧のナンバー１からご説明いたします。 

   初めにナンバー１、佐々木雄大さんですが、野田中央高校３年生で、第71回国民体育大

会2016希望郷いわて国体レスリング少年男子グレコローマンスタイル84キログラム級で第

３位となりました。野田市教育委員会表彰規程第２条第８号の「その他委員会が表彰する

のが適当であると認める業績又は行為のあったもの」に該当し、表彰しようとするもので

ございます。 

   次に、ナンバー２、西武台千葉高等学校バドミントン部ですが、第71回国民体育大会

2016希望郷いわて国体バドミントン少年女子で第３位となりました。同規程第２条第８号

の「その他委員会が表彰するのが適当であると認める業績又は行為のあったもの」に該当

し、表彰しようとするものでございます。 

   以上のような功績から、個人１名と団体１組について、教育委員会表彰の決定をお願い

しようとするものでございます。 

   よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願いいたします。 

   以上です。 

◎東條教育長 

   ただいまの説明につきまして、何かご質問等ございますか。 

   ございませんか。 

   なければ、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。 

   以上で、本日の議案審議を終了いたします。 

   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、最初に社会教育課からお願いします。 

   社会教育課長。 

 

 



 

 

5 

◎伊藤社会教育課長 

   平成28年度第１回野田市文化センター運営審議会の概要についてご報告いたします。 

   会議は９月１日付で委嘱されました新委員による最初の会議であり、10月25日火曜日、

勤労青少年ホームを会場に委員15人中11人の出席により開催いたしました。 

   会議の内容といたしましては、会長、副会長の選出をいたしまして、会長に久保周平氏、

副会長に森田邦子氏が委員の互選により選出されました。 

   次に、審議会の会議録等のホームページ掲載について総務部総務課より説明をし、会議

録、会議資料及び委員名簿を掲載することを決定いたしました。 

   次に、報告事項として、平成28年度の文化会館、欅のホール小ホール、勤労青少年ホー

ムの利用状況、文化会館委託文化事業実施状況及び勤労青少年ホーム事業実施状況につい

て事務局から報告し、ご了承いただき、次に、平成29年度文化会館委託文化事業計画案に

ついて事務局から説明をし、ご了承いただきました。 

   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２点ご報告させていただきます。 

   初めに、総合公園陸上競技場の改修工事につきまして申し上げます。 

   資料の２ページ、３ページになります。 

   総合公園陸上競技場の改修工事につきましては、日本陸上競技連盟第３種公認の更新に

伴う第３期改修工事として、トラックの直走路及び第１コーナーのウレタン改修、レーン

ライン、マーキングなどの改修を予定しております。 

   なお、工事期間である28年12月29日から29年２月28日までは、安全上の配慮から陸上競

技場を休場させていただきます。 

   次に、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。 

   資料の４ページになります。 

   10月１日から11日まで開催されました第71回国民体育大会2016希望郷いわて国体におい

て、レスリング競技の少年男子グレコローマンスタイル84キログラム級で、野田中央高等

学校３年の佐々木雄大選手が第３位、バドミントン競技少年女子で西武台千葉高等学校３

年の岡部天選手、小沼みなみ選手、及び有川友理奈選手が第３位、陸上競技の少年男子Ｂ

100メートルで西武台千葉高等学校１年の瀬尾英明選手が第４位と、それぞれ健闘いたし

ました。 

   以上でございます。 

◎東條教育長 

   次に、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１点、野田市少年野球教室の開催についてご報告いたします。 

   教育長の報告事項５ページをご覧いただきたいと思います。 

   今年度14回目を迎えます少年野球教室でございますが、参考にお手元に募集チラシを配

付させていただきました。 

   毎年、野田市少年野球連盟にご協力いただきまして、市内の少年野球の指導者の皆さん、
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少年野球チームの子供たち、中学校野球部所属の野球部員、個人参加としてどこにも所属

していない児童・生徒を対象に、法政大学野球部の監督を始め野球部員の皆さんのご協力

いただきまして、熱心な指導による少年野球教室を開催しております。 

   昨年は、児童・生徒、指導者合わせまして302名の参加がございました。 

   今年度につきましては、お手元の資料のとおり11月27日日曜日に野田市総合公園野球場

において開催をいたします。 

   お時間がございましたら是非、子供たちが熱心に指導を受けている姿をご覧いただけれ

ばと考えております。 

   以上でございます。 

◎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、第１回野田市通学区域審議会についてご報告をさせていただきます。 

   資料のほうは６ページになります。 

   11月４日に市役所２階中議室におきまして、今年度の第１回通学区域審議会を開催させ

ていただきました。 

   参加人数の方は、欠席者が３名おりまして、総勢14名の委員さんにご出席をいただきま

した。傍聴者の方はおりませんでした。 

   最初に、改選の年度でありましたので、各委員さんに委嘱書を交付させていただきまし

た。 

   その後議事に入りまして、まず１点目として、議題に載っております会長及び副会長の

選出ということで、会長には藤井愛子様、副会長には桒原和史様に決定をいたしました。 

   ２点目は、次木親野井地区の換地処分について説明をさせていただきました。 

   ３点目が、北部小学校・みずき小学校の児童数の推移について、今後の推移も含めまし

て説明をさせていただきました。 

   ４点目は、学区外就学について、現在の状況とその理由について説明をさせていただき

ました。 

   ５点目、小規模特認校である福田第二小学校の現況について説明をさせていただき、こ

の４つの内容については、全てご承認をいただきました。 

   途中、総務部から会議録等のホームページ掲載についても説明をいただき、この点もご

了承いただいております。 

   なお、委員さんの方からは、特に川間小学区の委員さんがおりまして、最近子供の数が

減ってきていると。実際の学区は広いんだけれども、逆にちょっと尾崎小の方に学区外で

行かれてしまって、ちょっと子供の数が減っているんだけれども、そういった学区外につ

いては慎重に検討願いたいというご意見をいただきました。 

   ですので、私どもも、そういった学区外の基準はきちんとありますので、それに照らし

て十分に検討して進めてまいりますという旨を回答いたしました。 

   また、小規模特認校についても、まだ住民に周知されていないというご意見をいただき

ましたので、これに向けても、さらに周知に向けて努力してまいります旨を回答いたしま

した。 

   報告は以上でございます。 
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◎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 

   指導課所管の事業について１点、自転車の正しい乗り方コンテストの結果についてご報

告いたします。 

   本日配付させていただきました資料をご覧ください。 

   11月９日水曜日に、中央小学校を会場に市内８つの小学校が参加して実施いたしました

第45回自転車の正しい乗り方コンテストについてでございます。 

   結果は資料に記載しているとおりですが、１位の尾崎小が４連覇でございます。しかも、

今年度７月７日木曜日に行われた県大会で準優勝しておりますことから、来年度のシード

権を獲得しております。このことから、２位の岩木小に加えて、３位の中央小の３校が来

年度の千葉県大会への出場が決定いたしました。 

   その他、資料はございませんが、体育・音楽関係の報告をさせていただきます。 

   11月５日土曜日に、第47回マーチングバンド・バトントワリング関東大会に、第一中学

校、南部中学校、みずき小学校が出場し、南部中が金賞を受賞しました。南部中は、12月

17日土曜日に開かれる全国大会に出場します。 

   これとは別のコンテストですが、11月20日日曜日に大阪城ホールで行われる全日本マー

チングコンテストにも南部中学校は出場し、４年連続の金賞を狙います。 

   体育関係では、11月５日土曜日に千葉県中学校駅伝大会が柏の葉陸上競技場をメイン会

場にして行われました。この大会で、男子の部では第一中学校が２位、北部中学校が６位、

女子の部では南部中学校は４位という好成績でした。第一中男子と南部中女子の２チーム

は、12月４日日曜日に山梨の櫛形総合公園特設コースで行われる関東大会に出場いたしま

す。 

   野田市のＰＲのためにも、選手の頑張りを期待したいと思います。 

   以上でございます。 

◎東條教育長 

   他に報告事項がありましたら、この際お願いいたします。 

   いかがでしょうか。 

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

いたします。 

   高橋委員。 

◎高橋委員 

   通学委員会が開かれたということで、その中で、福田二小の小規模特認校についての事

案がありました。現在の福田二小の状況、これを教えていただけますでしょうか。あるい

は、分かれば来年の見通し、お願いします。 

◎東條教育長 

   学校教育課長。 

◎長妻学校教育課長 

   まず、11月１日現在でございますが、複式学級が２年生、３年生で１学級になっており

ますので、形は一応５クラス。６年生なんですが５クラスの状態で、児童数が65名でござ

います。 

   来年度の方向では、とりあえず、今、６年生９名おりまして、それが卒業して、今のと
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ころ、新１年生が８名入る予定で想定しておりますので、トータル１人減ってしまうとい

うことで、64名を今の時点では推定してございます。あと、該当の２年生、３年生につい

ては、まだちょっと子供が増えていない状況ありますんで、来年、今の時点では３・４年

生が複式学級ということで、１クラス扱いになってしまうという状況ございます。 

   ただ、これについては、市のほうで小規模特認校講師を入れさせていただいております

ので、基本的な授業展開としては、各学年１クラスずつの展開で実施をしているところで

ございます。 

   ただ、今後の推移もちょっと、学区の方にも１けたの推移ということがありますので、

ちょっと更に小規模特認校制度を利用して、たくさんの子供たちを集めてまいりたいとい

うふうに思っているところです。 

   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。 

   高橋委員。 

◎高橋委員 

   非常に、学区外就学であるとか、そういう形で子供の数を増やすということは、なかな

か難しいかもしれないなと思いながらいるんですが、今、ＰＲ不足という、通学区域審議

会で話が出たようでございますので、この辺をどういうふうにするか、少なくとも今の保

護者の皆さんに、こういう制度で福田第二小がやっているんだということは周知していく

必要があるのかな。その辺については、これからまた知恵を絞っていただきまして、何ら

かの形で、特に新１年生辺りについては指導していただければ、周知を徹底していただけ

れば、１人でも２人でも増える可能性があるかなと思いますので、よろしくお願いします。 

   もう一つは、やはり交通の便が一番難しいのかな、送り迎えをしなくちゃいけないとい

うのが一番大きいのかなというふうに思うんですが、まめバスなんかは、あそこへ持って

いくというのは難しいんですよね。その辺はちょっと、実情を知らない私の考えでござい

ますので、実際はいろいろ難しいところもあろうかと思いますが、そういうことも１つ検

討してみてもらえればいいなというふうに思うところでございます。 

   以上です。 

◎東條教育長 

   周知の状況、あるいはまめバスの活用などについて、分かる範囲でどうでしょうか。 

   学校教育部長。 

◎長谷川学校教育部長 

   やはり、今の２年生が学区外が非常に少なかったということは反省がありまして、昨年

度何とかしようということで、ホームページを福二小、新たに開設をしました。毎回アク

セス数、相当数があり、小規模校でありながらの状況で、毎日更新されております。 

   それから、ポスター等につきましても、いままで学校独自で作っていたんですが、教育

委員会も相談を受けまして、教育委員会と一緒になって、ここはこうした方がいいんじゃ

ないかということで、よりアピールできるリーフレット等を作り、校長の方には各保育所、

幼稚園に営業活動をしてくださいということでお願いをして、今年の１年生につきまして

は、合計で16名になっております。 

   来年の新１年生については、ちょっと今年ほどではないんですけれども、そういったこ
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とでＰＲ活動等に力を入れているところと、あと、英語のＡＬＴを付けて、英語の特化し

た学校ということでＰＲを図っているところです。 

◎東條教育長 

   学校教育課長。 

◎長妻学校教育課長 

   先ほど、通学審のときのご意見の方は、ちょっと北部地区の方からだったんですね。北

部地区のご自分のお孫さんがちょっと幼稚園に通っていて、それで、幼稚園の方の話題の

中で、そんなのがあるのということが話題になったということで。ですから、私どもとし

ても、福二小なので、南部地区には割と力を入れてやっていたんですけれども、当然市内

の大きなこういった制度ですので、ですから、市内全域にそういった周知については、今

後はちょっと広げていきたいなというふうに考えているところです。 

◎東條教育長 

   まめバスについては何か。 

   学校教育部長。 

◎長谷川学校教育部長 

   まめバスにつきましては、企画の方と話合いを持ったことも、お願いもしたこともある

んですが、ちょっと非常に厳しい状況だという説明を受けております。 

   ただ、帰りの便につきましては、まめバスが利用できるんじゃないかということと、そ

れから、あそこのバス停まで送っていくと、普通の民間のバスを利用して、梅郷駅までバ

スで行けるということで、時間等も保護者の方には周知をしながら、そういう民間のバス、

あるいはまめバスで、下校の方については何とかなるというところも調整を図っていると

ころですが、どうしても朝一番につきましては、どんなに早くても８時40分過ぎぐらいに

なってしまいますので、ちょっとこれは登校に間に合わないということで、今後とも要望

はし続けていきたいというふうには考えております。 

   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 

   ２点お願いします。 

   いじめに関して、定例会以後あったかどうか。ありましたら、それの進捗状況をちょっ

とお伺いしたいのと、それからもう一点、学校にスマートフォンを持ち込むようなことは、

実態としてあるのかどうか、すみません、分かれば教えてください。 

◎東條教育長 

   指導課長。 

◎桑原指導課長 

   まず、いじめの報告でございますが、現在、学校と指導課で確認中の案件が１件ござい

ます。保護者からの訴えの内容を、今事実確認をさせていただいておりますので、今後も

学校と指導課で連携して、解決に向けて努力してまいりたいと思っております。 

   また、スマートフォンでございますが、基本的には、どの小中学校も原則持込み禁止と

いうふうになっているはずでございますが、あとは、各学校の校長先生と保護者との話合

いになっている案件はあるかと思っております。当然、どうしても持たせなきゃいけない

場合もあったりとかということが出てきている可能性はありますので、それは、校長判断
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というふうになっております。 

   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 

   スマホというか携帯も含めてなんですけれども、保護者の中には、どうしても位置情報

を知らせるために、安全を確保するために持たせてほしいと、下校した後、自分の子供が

どこにいるかを把握したいので持たせてほしいと、そういう要望もある学校があるように

聞いております。 

   そういった学校につきましては、とにかく学校に入ったら電源を切って一切使わず、下

校後電源を入れることによって、自分の位置情報が分かるというようなことで対応してい

ることもありますが、その辺につきましては各学校ごとに、先ほど指導課長が言ったよう

に、様々な状況を考えて、許可をして持ってきているということもあると聞いております。 

◎飯田委員 

   ありがとうございます。 

◎東條教育長 

   他にはいかがでしょうか。 

   伊藤委員。 

◎伊藤委員 

   ちょっと今の確認で、それは、小学校、中学校、小中両方ということですか。 

◎東條教育長 

   学校教育部長。 

◎長谷川学校教育部長 

   ちょっと私が聞いている範囲では小学校なんですが、中学校でも同様の保護者の方の要

望がかなり強いものですから、そういったもので児童・生徒の安全を守るという点ではあ

るかとは思いますが、ちょっと正確なデータは持ち合わせていないです。 

◎伊藤委員 

   はい、どうもありがとうございます。 

    今日、午前中、大田原中学校の中学校１年生の子供たちが、キャリア教育か何かで上

野まで１年生バス５台で来ていた。その後、５人ぐらいのグループで都内のいろんな施設

を見学するのに、５人の１グループがうちの大学に来たんですけれども、みんなスマホを

持って、いろいろ調べたり、電車乗ったり。 

   だから、今の中学生ぐらいですと、そこの大田原の中学校がどういう指導しているか分

からなかったんですけれども、こっちはガラ携を使っていまして、随分文化が違うんだな

と。 

◎東條教育長 

   指導課長。 

◎桑原指導課長 

   学校によっては、例えば、修学旅行などで、そのときレンタルをする学校とか、今回の

ような場合、恐らくそういったことで使っている場合もあるかと思いますね。 

   今後は、恐らくタブレットを使う方向にいくのではないかというふうに考えております。 

   以上です。 
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◎伊藤委員 

   はい、どうもありがとうございます。 

◎東條教育長 

   他にはいかがでしょうか。 

   よろしいですか。 

   それでは、ないようですので、以上で教育長の報告事項を終了いたします。ありがとう

ございました。 

   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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