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平成29年６月野田市教育委員会会議録 

◇日  時 平成29年６月28日（水）午後１時30分開会 午後２時11分閉会 

◇場  所 東葛飾教育事務所東葛飾研修所第１研修室 

◇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 岡田通洋社会体育課長 横島司青少年課長（兼）青少年センター

所長 寺田幸生興風図書館長 桑原辰夫学校教育部長 長妻美孝学校教育部次長

（兼）学校教育課長 矢部雅彦学校教育部参事（兼）指導課長  

 

◇書  記 小関秀章教育総務課長補佐（兼）庶務係長 

 

◇付議事件 

   （１）野田市教育委員会公告式規則の一部を改正する規則の制定について 

   （２）野田市社会教育委員の委嘱について 

   （３）野田市公民館運営審議会委員の委嘱について 

   （４）野田市学校給食運営委員会委員の委嘱について 

 

◇教育長の報告事項 

・社会体育課 

   （１）野田市総合公園水泳場開場関連について 

・青少年課 

   （１）第43回野田市子ども釣大会の開催結果について 

・指導課 

   （１）小学校・中学校陸上競技大会の結果について 

   （２）小学校運動会における怪我の調査報告について 

   （３）アスリートと学ぶ環境教室について 
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◎東條教育長 

   ただいまから、平成29年６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29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。 

   御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 

   御異議なしと認め、５月定例会の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。 

   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。 

   教育総務課長。 

◎中村教育総務課長 

   議案第１号 野田市教育委員会公告式規則の一部を改正する規則の制定について御説明

申し上げます。 

   本案は、野田市公告式条例の一部改正により、平成29年７月１日から条例の公布等を行

う掲示場を野田市役所掲示場の１か所に集約することに伴い、本規則の一部を改正しよう

とするものです。 

   資料の４ページをご覧ください。 

   主な改正内容ですが、第２条第３項の掲示場の規定を、「野田市公告式条例（昭和27年

野田市条例第９号）第２条第２項に規定する野田市役所掲示場」に改めようとするもので

す。 

   施行期日は、平成29年７月１日となります。 

   よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 

   以上です。 

◎東條教育長 

   ただいまの説明について、御質問等ございますでしょうか。 

   高橋委員さん。 

◎高橋委員 

   １点教えていただきたいんですが、野田市の公告式条例ということですから、それに合

わせるという形はよく分かるんですが、その公告式条例が、今の時代、情報開示というそ

ういうふうな流れがある中で１か所に絞る。その理由というのは、分かれば教えていただ

けますか。 

◎東條教育長 

   教育総務課長。 

◎中村教育総務課長 

   条例等につきましては議会の議案として提出されますが、その議案等につきましては、
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現在、市役所１階及びいちいのホール１階の行政資料コーナー、それと総務課内の情報公

開コーナーに配置しているところでございまして、昨年の９月の議会分からホームページ

でもご覧いただけるようになっています。情報公開コーナーなどに配置していますし、ホ

ームページでも公表していますので、事務の効率化を図るため１か所に集約しているとい

うことでございます。 

   以上です。 

◎高橋委員 

   ありがとうございました。分かりました。 

◎東條教育長 

   ほかにいかがでしょうか。 

   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御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 

   御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。 

   社会教育課長。 

◎伊藤社会教育課長 

   議案第２号 野田市社会教育委員の委嘱について御説明申し上げます。 

   本案は、野田市社会教育委員の任期が平成29年６月30日をもって満了となることから、

社会教育法第15条第２項の規定に基づき、平成29年７月１日付けで新たに委員を委嘱しよ

うとするものでございます。 

   社会教育委員の職務につきましては、社会教育法第17条において、社会教育に関し教育

委員会に助言するため、社会教育に関する諸計画を立案すること、教育委員会の諮問に対

し意見を述べること、これらの職務を行うために必要な研究調査を行うこととされ、これ

までに、社会教育に関する提言や協議を通して、野田市の社会教育行政について助言をい

ただいております。 

   また、野田市社会教育委員は、野田市社会教育委員の設置に関する条例第２条及び第３

条の規定に基づき、学校教育の関係者、社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動

を行う者、学識経験のある者及び公募に応じた市民から成る委員15人以内で組織すること

となっております。 

   今回委嘱の委員構成につきましては、学校教育の関係者として小中学校長会から１人、

社会教育の関係者として社会教育関係団体等から推薦のあった６人、家庭教育の向上に資

する活動を行う者として、子育てや家庭教育等の相談事業に従事する者として野田市青少

年センターや県において不登校の児童・生徒や保護者を中心に相談や支援活動を行ってい

るスクールカウンセラー１人、学識経験のある者として４人、公募に応じた市民１人、合

わせて13人でございます。 
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   公募委員につきましては、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、今

回から２人置くこととし、女性２人を募集したところ１人の応募がありました。小論文、

面接審査の結果、選考基準を満たしたことから公募委員の候補者として決定いたしました。

なお、もう一人の公募委員については欠員となります。 

   また、新任の委員は３人で、再任の委員が10人でございます。女性委員の登用率につき

ましては、委員13人中、女性委員が６人で約46％でございます。 

   任期は、平成29年７月１日から平成31年６月30日までの２年間でございます。 

   よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 

   以上です。 

◎東條教育長 

   ただいまの説明につきまして、御質問等ございますでしょうか。 

   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御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 

   御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、議案第３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３号 野田市公民館運営審議会委員の委嘱について御説明申し上げます。 

   本案は、野田市公民館運営審議会委員の任期が平成29年６月30日をもって満了となるこ

とから、社会教育法第30条第１項の規定に基づき、平成29年７月１日付けで新たに委員を

委嘱しようとするものでございます。 

   公民館運営審議会につきましては、社会教育法第29条第２項において、館長の諮問に応

じ、公民館における各種事業の企画実施について調査審議するものとされております。審

議会では、年度の公民館基本方針を提案し御承認いただくほか、公民館の利用状況、前期

及び後期主催講座の予定、応募状況、実施状況等について御審議いただいております。 

   また、野田市公民館運営審議会は、野田市公民館の設置及び管理に関する条例第５条第

１項及び第２項の規定に基づき、学校教育の関係者、社会教育の関係者、家庭教育の向上

に資する活動を行う者、学識経験のある者及び公募に応じた市民から成る委員25人以内で

組織することとなっております。 

   今回委嘱の委員構成につきましては、学校教育の関係者として小中学校長会から１人、

社会教育の関係者として社会教育関係団体から推薦のあった２人、家庭教育の向上に資す

る活動を行う者として青少年相談員１人、学識経験のある者として野田公民館を除く10か

所の公民館から推薦のあった18人、公募に応じた市民２人、合わせて24人でございます。 

   公募委員につきましては、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、今

回から３人置くこととし、３人を募集したところ２人の応募がありました。小論文、面接
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審査の結果、選考基準を満たしたことから２人とも公募委員の候補者として決定いたしま

した。なお、もう一人の公募委員については欠員となります。 

   なお、新任の委員は７人で、再任の委員が14人でございます。 

   女性委員の登用率につきましては、委員24人中、女性委員が13人で約54％でございます。 

   任期は、平成29年７月１日から平成31年６月30日までの２年間でございます。 

   よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 

   以上です。 

◎東條教育長 

   ただいまの説明について、何か御質問等ございますでしょうか。 

   なければ、議案第３号についてお諮りをいたします。 

   議案第３号について、原案のとおり可決することに御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 

   御異議なしと認めます。 

   よって、議案第３号は原案のとおり可決されました。 

   次に、議案第４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。 

   学校教育課長。 

◎長妻学校教育課長 

   議案第４号 野田市学校給食運営委員会委員の委嘱について御説明申し上げます。 

   資料は、９ページ以降になっております。 

   本案は、委員の任期満了に伴い、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。 

   委員の構成は、該当する幼稚園・小学校・中学校の園長・校長より推薦いただいたＰＴ

Ａ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。 

   今回の委嘱においては、ＰＴＡの代表33名のうち、昨年度から継続される委員が11名、

新規の方が22名となっております。 

   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30名で、

88％となっております。 

   次に、学校給食運営委員会の内容についてですが、開催は年間１回、今年度は７月に開

催をさせていただく予定です。給食の現状と課題、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いております。また、今年度は、給

食の試食会も予定させていただいております。 

   なお、委嘱期間は、平成29年７月１日から平成30年６月30日までの１年間でございます。 

   よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 

   以上です。 

◎東條教育長 

   ただいまの説明について、何か御質問等ございますでしょうか。 

   高橋委員さん。 



 

 

6 

◎高橋委員 

   この議案そのものについては、何も質問はございません。 

   何日か前に、埼玉県のある市の給食について、調理したものが子供の口に入らない、あ

るいは、入らないというよりも入れられない、そんな給食の調理が続いて、その市は途中

で業者を変えたというような報道があったんですが、野田市ではそういうことはないと思

っているんですけれども。今のところ、給食そのものについては順調に進んでいると言っ

ていいでしょうか。 

◎東條教育長 

   学校教育課長。 

◎長妻学校教育課長 

   お陰様で、センター校、あと自校と、それぞれ特色を持って取り組んでいるんですが、

栄養士さんの頑張りもありまして、非常においしい給食ということで御好評いただいてい

るところでございます。 

   以上でございます。 

◎高橋委員 

   ありがとうございました。 

◎東條教育長 

   ほかにいかがでしょうか。 

◎伊藤委員 

   それに関連してですけれども。 

◎東條教育長 

   伊藤委員さん。 

◎伊藤委員 

   自校給食の場合は、その学校に栄養士の方は必ず１名いらっしゃるということでよろし

いですか。 

◎長妻学校教育課長 

   はい。栄養士は必ずおります。 

◎伊藤委員 

   ありがとうございました。 

◎東條教育長 

   ほかにいかがでしょうか。 

   なければ、議案第４号についてお諮りをいたします。 

   議案第４号について、原案のとおり可決することに御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 

   御異議なしと認めます。 

   よって、議案第４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といたします。 

   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きましては、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します。 
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   社会体育課長。 

◎岡田社会体育課長 

   社会体育課から、総合公園水泳場開場関連につきまして報告いたします。 

   資料はございません。 

   総合公園の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の実施に

向けまして準備を進めております。安全確保のため、プールの排水溝の蓋、それから流水

プール吸い込み口の蓋等の確認を、注水前の６月16日に実施してございます。 

   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22日木曜日でござい

ますが、千葉県薬剤師会検査センターにおきまして実施をいたしました。 

   この結果につきましては、市のホームページに掲載をする予定でございますが、放射性

物質は「検出せず」という結果でございました。 

   なお、プールの開場期間は、７月１日土曜日、今週の土曜日でございますけれども、こ

こから９月３日日曜日までの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 

   続いて、青少年課からお願いします。 

   青少年課長。 

◎横島青少年課長 

   青少年課から、第43回野田市子ども釣大会の結果について御報告いたします。 

   報告事項の１ページをご覧ください。 

   平成29年６月３日快晴の下、旧野田市関宿クリーンセンター調整池におきまして、「第

43回野田市子ども釣大会」並びに共同開催しています「第38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111人、障がい者79人の合計190人で、保護

者・介護者等を含めますと476人の参加がございました。お手元に入賞者の結果を配付さ

せていただきました。 

   なお、障がい者の皆様につきましては、楽しんでいただくことを目的としておりますの

で、順位付けはしておりません。 

   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。 

◎矢部指導課長 

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

   大きな一つ目といたしまして、小学校・中学校陸上競技大会の結果について報告申し上

げます。 

   ６月７日水曜日に中学校、１週間後の６月14日水曜日に小学校が実施いたしました。記

録の一覧を資料２ページから５ページに載せました。小中男女別になっております。 

   今年度は、新記録が小学校で二つ、中学校で一つ出ました。資料４ページの一番下の段

をご覧いただきたいと思います。 

   一つ目は、七光台小学校６年生、鍋島あいるさんの100メートルで13秒58という記録で

した。これは、昭和61年に柳沢小、澤井さんの13秒70の記録を31年ぶりに破るものでござ

います。 
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   二つ目は、ジュニア100メートルで南部小５年生、坂本渚咲さんの14秒18という記録で

した。これは、先ほどの鍋島さんが去年作った大会記録14秒26を破るものです。 

   三つ目は、資料２ページに戻りまして、岩名中共通男子４×100メートルリレー、石居

さん・鈴木さん・阿部さん・永井さんによる45秒15という記録でした。前の記録は、平成

28年度南部中の45秒27でございました。 

   大きな二つ目といたしまして、小学校運動会での怪我の調査等について報告申し上げま

す。 

   資料は６ページでございます。 

   ６月24日までに全ての小学校で運動会が終了しております。組体操の代替演技を取り入

れた昨年度は、２年前と比較して、怪我の報告数が20件から11件と大幅に減少しました。

今年度の怪我の報告件数は11件と、昨年度と変わりません。しかし、昨年度ではなかった

骨折の件数が、今年度は３件となっております。今後も安全への配慮を十分に行った上で、

体育の授業を充実させてまいります。 

   なお、資料にはございませんが、尾崎小学校で後片付けの時、校舎２階の得点板を取り

外していた職員が強風にあおられ３メートル転落し、足首を骨折いたしました。さらに、

下にいた１年生児童が膝の擦過傷、一緒にいた祖母が得点板に当たって左足くるぶしを骨

折しました。職員はドクターヘリで搬送されました。再発防止に向け、運動会実施計画の

中にリスク管理、クライシス管理を明記すること、若手職員も増えていることから、準備

や後片付けの際の安全確認を徹底させることについて、５月30日の校長会で指導いたしま

した。 

   また、保護者が競技に参加している最中に具合が悪くなり、救急搬送されたケースもあ

りました。クライシス管理の一つとして、初期対応の在り方についても職員間の共通理解

が必要であることについて、併せて校長会において指導いたしました。 

   大きな三つ目といたしまして、「アスリートと学ぶ環境教室」について報告申し上げま

す。 

   資料７ページでございます。 

   一般財団法人環境アスリート協会が主催する「アスリートと学ぶ環境教室」が、５月31

日に中央小学校で開催されました。アスリート達がスポーツの楽しさとともに、子供たち

に環境と体を大切にする気持ちを育むことを目的として、課外授業が行われました。中央

小学校の５・６年生約200人が、校庭で、元読売ジャイアンツの水野、吉村選手による野

球教室や、現役の陸上選手によるランニング教室に参加いたしました。その後、会場を体

育館に移し、アスリートの海外生活の体験から、日本のきれいな環境を大切にしようとい

う内容の環境教室に参加いたしました。終了後、児童はアスリートと給食を共にするなど、

交流を深めることができました。 

   資料にはございませんが、前回申し上げました「いじめの申出」があった小学校６年生

の女子児童について、その後の状況について報告申し上げます。 

   当該校に確認をしたところ、前回の報告以降の当該児童の様子は表情も明るく、落ち着

いた学校生活を送っているとのことです。市内陸上大会や健歯コンクールにも学校代表と

して参加しております。校長の呼び掛けにも笑顔で応え、当初から関わりを持っている養

護教諭も、係活動で毎日当該児童と顔を合わせておりますが、その後、悩み等の訴えはな

いとのことです。 

   また、当該校に派遣された専門家チームからは、固定化された人間関係の中で溜め込ん

できたことを吐き出したのが、今回の事案であると考えられること。学校は、少人数学級
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で作られ易い序列や、硬直した人間関係を崩したり変えたりする仕掛け作りを行う工夫と

努力をするよう、アドバイスを受けたそうです。 

   当該児童の欠席は、４月に２日、５月に２日、これは母親の入院に伴う欠席です。６月

は１日、これは発熱によるものでございます。今後も、継続して見守りと支援を行ってま

いります。 

   もう一点、資料にはございませんが、会議終了後、この東葛飾研修所で行われておりま

す教科書展示会に足をお運びいただきまして、小学校の「特別の教科 道徳」の８社の教

科用図書と特別支援学級用の一般図書、いわゆる附則９条本の新規５冊について、担当指

導主事から説明させますので、お時間を頂戴できればと思います。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 

   ただいま報告のありました事項について、御質問等ございましたらお願いいたします。 

   高橋委員さん。 

◎高橋委員 

   感想を一言述べさせていただきたいと思います。 

   陸上大会で新記録が出て良かったなというのが、まず１点。そして、ジュニアの100メ

ートルで、あの強敵と言っちゃいけないかな、素晴らしい記録を持っている人を超す人材

がいたということ、これは素晴らしいなというふうに思います。どこかのクラブで指導さ

れているのか、あるいは学校だけの指導なのか、元々の素質なのか、よく分からないんで

すが、そういうものが出たということで、また一段とレベルアップを図れるのかなという

ふうに思うところです。 

   大会そのものをちょっと見させていただいて、中学校の大会については、非常に西武台

の皆さんが活躍してくれているなということを感じました。本当に有り難いなというふう

に思います。それから、小学校の方も、以前からもそうなんですが、特に暑かったわけで

はないんですが、テントを張るなどの選手の皆さんに少しでも力を発揮してもらえるよう

な環境作りを先生方がしてくださっているということ、これは時間的には大変だったと思

うんですが、これも有り難いなというふうに思いました。 

   ただ１点、見て思ったのは、スポーツテストでも恐らくそうだと思うんですが、選手の

中でもボールスローの距離は、投げている子は60メートルぐらいいっているんでしょうか、

同じ学校代表の選手で出ても30数メートルというぐらいの距離しか投げられない子供もい

ました。選手になって出られたということについては、非常に自信を持たせる場面でもあ

るかと思うんですが、実際の記録を見たときに、歴然と差があるものですから、この差を

何とか縮められるようなことをして、これから努力していく必要があるのかな、そうすれ

ば、この選手として出た子供は更に自信を持つかなということを感じながら見させていた

だきました。 

   いずれにしても、たくさんの先生方の努力によってスムーズにできたかと思いますので、

大変有り難く思っております。本当に御苦労さまでございました。 

   以上です。 

◎東條教育長 

   学校教育部長。 

◎桑原学校教育部長 

   御指摘ありがとうございました。 
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   実は、昨年度のデータでございますけれども、全国体育・運動能力、運動習慣等調査の

結果からも、野田市の場合には、全国平均にほぼ等しい状況ではございますが、小学校は、

今出ましたボール投げ、それから立ち幅、握力が全国を下回っているという結果が出てお

りまして、それは選手の方にも出ているのかなというふうに思います。こういったことを、

今年度も目標値という形で、全国平均を上回る形での目標値を設定させていただいており

ますので、それに向けて学校体育でも取り組んでいければなと思っております。今後も指

導をしていきたいと思っております。 

   以上でございます。 

◎東條教育長 

   今年は、38年ぶりでしたか、南部小学校が総合優勝したということで、しかも、部活動

指導は週に２回と決めているということで。毎日毎日やっているということではなくて、

やはり限られた時間に集中して行って結果を出したというようなことでございますので、

これは一つ、大きなよすがとなるのかなというふうには思っているところでございます。 

   ほかにいかがでしょうか。 

   永瀬委員さん。 

◎永瀬委員 

   今の教育長のお話で、南部小は週２回にしていると。ほかの学校は、毎日やっている所

も当然あると思うんですけれども、それは学校単位で、校長先生がうちの学校は何日やる

とか、こうするとか、時間はこうだとかというのを決めているんでしょうか。 

◎東條教育長 

   部活動については、今、教員の働き方ということの中で、長時間勤務が大変深刻化して

いると。国でも様々なことをやって、調査の結果からしていろんな対策を取ろうとしてい

るわけですけれども、現状としては、部活動の休養日の取り方というものからしてみると、

小学校はちょっと分からないんですけれども、中学校の場合には、平日は全国とほぼ同じ

で若干少ない、それから、土曜、日曜の休みの状態を考えると、全国よりも休みが少ない

といった状況が見られます。 

   そういうことも含めまして、今年、部活動のガイドラインを作ろうというふうに考えて

おりまして、学校の部活動に関わる様々な関係者の皆様、そしてお医者さんも含めまして、

運動生理学の関係も含めて、どういうふうにやったらいいのかと。やはり運動生理学の分

野からしてみれば、長時間やることが必ずしも良い結果を生まないということは明らかで

ございますので、適切な休養があってこそ伸びるというようなことも言われておりますの

で、そういうことも専門家からお話をしていただくなりして、市として一定のガイドライ

ンを作りたいというふうに考えております。 

   しかし、永瀬委員さんが御心配になったとおり、現在では、学校ごとに休みの状況は決

めておりますけれども、市として、こういうような休みの取り方をしてくださいというよ

うなことはお願いをしています。しかし、主にそれは中学校の方に向けて発信されている

ことであって、小学校の部活動は季節的なものでもありますし、中学校と同様には語れな

いのかなというふうに思っているところでございます。 

   何か補足していただけますか。 

 ◎桑原学校教育部長 

   小学校の部活に関しては、基本的に中学校よりも時間は少なく、朝練はやっております

けれども、やっぱり休養日を設けたりとかもしておりまして、そう多くはないだろうとい

う認識ではおります。 
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   ただ、例えば、今回の陸上競技大会が近いとか、あるいは夏休み中に吹奏楽のコンクー

ルとかがございますが、そういう時期的なものになってまいりますと、若干土曜授業の後

の部活をやったりすることもありますが、通常は土曜授業の後の部活をなしという形で、

20校やっておるということで承知をしておるところでございます。 

   以上です。 

◎東條教育長 

   永瀬委員さん。 

◎永瀬委員 

   今のことで、中学校の方は分からないですけれども、小学校の方で見させてもらったん

ですけれども、やっぱりある程度の決まりはあるにしても、多分その担当の先生のやる気

と熱意によって、その学校での活動時間等が相当違ってきているんじゃないかなと。それ

も多分、こういう成績にも当然表れてきているんだと思うんですけれども、今の時代の流

れ的には、少しそこら辺が逆行しているところがあるのかなと思いまして。やはり市とし

てのガイドラインといいますか、核となるものはきっちり決めて、それをはるかに超えた

負荷をかけるというのは、あんまり良くないかなというのが私の印象です。 

◎東條教育長 

   ありがとうございました。 

   現状では、中学校に目線が当たっているんですけれども、当然小学校も全然ガイドライ

ンとは関係ないよというわけではないので、それに準ずるような形での指導は、当然必要

だというふうに考えております。先ほどもあえて申し上げたのは、やはり直前であっても

決して増やさないという、練習を直前になっても２日以上はやらなかったというような話

を、確か校長先生がしていたように記憶しているんですけれども、長時間やることが、も

しかしたら子供や保護者から求められているというところもあるかもしれませんけれども、

あくまでも、これは自発的な活動という認識ですので、顧問が別々にやるのではなくて、

学校として小学生の部活動はこういう休養が必要だとか、そんなことは学校として取り組

んでいくことが何より大切なことだというふうには考えております。 

 ◎東條教育長 

飯田委員さん。 

◎飯田委員 

   先月の定例会以降に委員会に挙がった相談でも結構なんですけれども、いじめに関して

何かありますか。あったら教えてください。 

◎矢部指導課長 

   先ほど報告申し上げたほかには、いじめ等についてはございません。 

◎飯田委員 

   ありがとうございます。 

◎東條教育長 

   ほかにいかがでしょうか。 

   伊藤委員さん。 

◎伊藤委員 

   最後に指導課から報告がありました、「アスリートと学ぶ環境教室」ですか。主催団体

が一般社団法人環境アスリート協会で、会場が野田市中央小学校。これは、毎年会場が変

わって行われるのでしょうか。 

◎東條教育長 
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   指導課長。 

◎矢部指導課長 

   これまで東京都で開催することが多かったんですが、今回、野田市で行われました。 

◎伊藤委員 

   野田市では初めてということですか。 

◎桑原学校教育部長 

   一昨年度、関宿中央小学校で行っております。 

◎伊藤委員 

   毎年やっているわけではない。 

◎矢部指導課長 

   はい。 

◎伊藤委員 

   こういうのが、さっきの運動のあれなんかでも、結構参考になるのかなと思ったんです。 

◎東條教育長 

   このアスリートの陸上の選手たちが、こうやって手を上げるんだとか、具体的な指導を

してくれて、中央小の子供たちの記録も伸びたりとか、そういうような。やっぱり子供で

すよね、すぐに反応して良くなってきたというようなことを聞いております。 

   ほかにいかがでしょうか。 

◎東條教育長 

   青少年課長。 

◎横島青少年課長 

   ５月の教育委員会の定例会におきまして、高橋委員様から、野田市青少年補導員が研修

を受ける機会というのは何回あるのでしょうかという御質問を頂戴いたしました。その時

に回答できませんでしたので、それにつきまして回答させていただきます。 

   平成28年度で申し上げますと、６月に定期総会がございまして、その総会の終了後、補

導員の心得につきまして、「声掛けの基本とその実践」という研修会を実施しております。

次に、野田市青少年補導員研修会を７月に、これは視察研修で、水府学院という少年院を

視察しております。また、10月には埼玉学園という児童自立支援施設を視察しております。

これも視察研修でございます。そのほか、千葉県青少年補導員連絡協議会の行っておりま

す東葛ブロック研修、これが７月に鎌ヶ谷市で行われまして、県警本部の少年課の方が講

師としておいでになりまして、青少年補導員活動の状況につきましての研修がございまし

た。また、11月に流山市におきましてＤＶＤ視聴による研修でありましたが、「転落への

クリック」という研修がございました。さらに、千葉県青少年補導員連絡協議会理事会研

修が１回ありまして、計６回の研修がございました。 

   以上でございます。ありがとうございました。 

◎東條教育長 

   そのことについて、高橋委員さん、何かありますか。 

◎高橋委員 

   ６月、今年も委嘱状の交付は終わったと思うんですが、何を心配したかというと、柏の

件がありまして、そういう役割を持った人の中でもいろんな人がいるだろうと。であるな

らば、やっぱり研修というのは積み重ねていく必要があるであろうと危惧して質問をさせ

ていただいたんで、今、昨年度の研修の回数を事細かに御報告いただきまして、そういう

中で皆さんがまた力を高めていただいているんだなということを感じました。 
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   是非今後ともよろしくお願いします。 

   以上です。ありがとうございました。 

◎東條教育長 

   この際、何か追加で報告ありますか。 

   ございませんか。 

   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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