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（教育総務課） 
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⑬ 屋根貸し事業について 
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⑯ 各種大会の結果について              

３．提出議案について 

  議案第 ２号 非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正 

議案第１９号 職員定数条例等の一部改正野 
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議案第２６号 平成２７年度一般会計予算 
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  議案第４１号 教育委員会教育長の任命（東條三枝子氏） 

４．一般質問について 

 ・別紙のとおり 
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市政一般報告（抜粋） 

平成 27 年第１回野田市議会定例会を招集いたしましたところ、議員各位のご出席

を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 

 今議会は、平成 27 年度の行財政運営の基本となります予算案についてご審議をい

ただく議会であります。開会に当たりまして、新年度の市政運営についての考え方を

述べさせていただきます。 

 

 はじめに、平成 27 年度予算について申し上げます。予算編成に当たり、合併に際

して市民に約束した「行政サービスは基本的にその水準を落とさない」という新野田

市の行政運営の基本的考え方に基づき、真に必要な部門に予算を重点配分するために、

経費の聖域なき見直しを行い、野田市の将来を見据えて行うという基本方針を定め、

予算案を策定いたしました。その結果、一般会計の予算規模は 505億 9,700万円とな

り、単純に当初予算レベルで前年度と比較しますと 5.7％、27億 1,700万円の増とな

りました。 

 一見大きな増額に見えますが、近年、国は経済対策等の名目で年度末に大型の補正

予算を編成し、これに併せて地方公共団体も新年度予算の前倒しをして補正予算を編

成しております。したがって、この予算と併せて考える必要があります。26 年度末

の国の緊急経済対策のための補正予算規模は前年度に比して小さく、耐震補強や六丁

四反排水路などの排水整備等については前倒しの対象にならず 27 年度予算に計上し

ていることから、見掛け上は、大きな伸びの予算となっております。 

 また、額的には小さいですが、国の補正予算に応じて 27 年度当初予算で予定して

いた事業のうち前倒しするものがあり、これについては今議会に追加補正予算として

提出します。そこで、26 年度及び 27 年度について前年度前倒し分を含んで比較しま

すと、26 年度分の総額は 500 億 9,800 万円であり、27 年度分の総額は確定しており

ませんが 506 億 1,400 万円程度となることから、27 年度一般会計の実質的な予算規

模は 1.0％、５億 1,600万円の増となります。 

 個々の具体的な施策については後ほど申し上げますが、歳出の主な増加要因は、民

生費における国保、介護の各特別会計への繰出金の増、土木費における事業の進捗に
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伴う事業費の増、さらに、教育費における小中学校耐震補強工事や吊天井等落下防止

工事による事業費の増によるものであります。 

歳入について、 主な増減について申し上げますと、まず、市税は、法人市民税は

増となりますが、 景気回復の影響は個人まで及ばず、個人市民税は減となっており

ます。固定資産税の評価替えに伴う減等もあり市税全体としては約２億 5,800万円の

減となります。また、普通交付税については、収支同額計上される地方消費税交付金

を除きますと基準財政収入額はほとんど変わらず、 需要額は合併特例債と臨時財政

対策債の元利償還費分が増となるものの、27 年度は激変緩和措置の２年目であるこ

とから、一本算定と合併算定替の交付基準額の差の 30％が削減され約２億 3,500 万

円減となり、特別交付税と合わせると２億 6,700万円の減となります。一方、地方消

費税交付金については、消費税率の８％へのアップ分が平年度化されることから大き

く伸びて約６ 億 8,200 万円の増となります。また、事業系持込ゴミの処理手数料の

値上げにより約１億 4,800万円の増収になります。 

以上のことから計算上歳入増とはなりますが、社会保障と税の一体改革に伴う経費

の増があり、 非常に厳しい予算編成でありました。 

なお、地方債については、26 年度と異なり小中学校耐震補強事業が前倒し事業で

なくなったこと及び連続立体交差事業等の合併特例債事業が進捗したこと等により大

幅に増加しております。しかし、合併特例債よりもより有利な全国防災事業債等を用

いることにより国よりも厳しい野田市独自のプライマリーバランス基準をクリアして

おり、財政規律を守っております。 

 

 続きまして、先の市長選の際に公約とした 10の政策の柱に沿って 12月議会以降の

状況と新年度予算に反映させている施策について申し上げます。 

 

 ２つ目の柱の持続可能な農業の確立と生物多様性の充実について申し上げます。 

 昨年、野田で生まれた幼鳥２羽について愛称を募集し、最終選考として、市内の全

小学校に投票箱を設置し投票していただいた結果、7,125 人（全小学生 8,404 人）か

らの投票により、姉妹の愛称をそれぞれ「アカリ」、「ミライ」と決定いたしました。

２月７日には市内小学校から代表として 34 人の児童を招待し「コウノトリ命名式」
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を開催しました。 

命名式では、投票していただいた児童全員に、コウノトリの愛称入りの写真とＪＡ

ちば東葛のＰＲキャラクターの「ラッキー」と「ブラッキー」が入ったクリヤーホル

ダーを記念品として、さらに愛称の採用者には黒酢米を賞品として贈呈いたしました。 

その後、命名式の出席者に対しまして、ガイドボランティア育成講座を受講し、正

式に協力していただくこととなりましたボランティアの皆様による初めてのガイドが

行われました。 

 

 ４つ目の柱の次期総合計画の策定と新市建設計画の確実な実現について申し上げま

す。 

本年度実施しておりました 10棟の学校耐震補強工事については、本年１月 19日を

もって全て完了いたしました。 

なお、継続事業として実施中の宮崎小学校教室棟の一部改築工事については、昨年

末に旧校舎の解体が終了し、現在、新校舎の基礎工事を進めております。 

また、来年度耐震補強工事を予定している中央小学校記念館、木間ケ瀬小学校管

理・特別教室棟及び二川小学校普通教室棟の校舎３棟、清水台小学校、柳沢小学校及

び岩木小学校の体育館３棟並びに関宿中学校の格技場の計７棟については、27 年度

当初予算に必要経費を計上させていただいております。これらの工事の完了をもって、

計画した全ての小・中学校の耐震化が予定どおり終了いたします。 

 

川間公民館の改築については、建設検討懇談会委員長から１月 21 日に基本コンセ

プト及び施設設備の在り方についてのご意見、要望等を集約した第２回目の中間報告

が教育長に提出されました。頂いた報告の中味につきましては、基本設計に反映をし

てまいります。 

 

生活困窮者自立支援法が平成 27年４月１日に施行されます。 

野田市では、法の施行を前にして平成 25 年度から、生活困窮者自立促進支援モデ

ル事業として自立相談支援事業及び家計相談支援事業に取り組み、更に、26 年度か

らは自立相談支援事業と学習支援事業を実施してまいりました。 
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平成 27 年度法施行後も、必須事業である「自立相談支援事業」と「住居確保給付

金の支給」を実施するとともに、任意事業として、生活困窮家庭の子供への学習支援

を行う「学習支援事業」を実施してまいります。 

学習支援事業については、26 年度に実施したモデル事業で判明した課題を踏まえ、

対象学年を拡大するとともに、学習指導の効果を上げるために事業委託により実施し

てまいりたいと考えております。 

 

７つ目の柱の教育の充実と青少年の健全育成の強化について申し上げます。 

４月１日から実施される教育委員会制度改革への対応については、12 月議会に御

報告したとおり、行政改革推進委員会から示された基本的な考え方に基づき、制度設

計を進めており、今議会においては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改

正に伴う関係条例案を提案させていただいております。 

 

土曜授業については、昨年 12 月に実施した第３回アンケートで、前回と比べて、

小学校では「土曜授業が学力向上に役立つ。」と肯定的に捉えている児童は 11 ポイ

ントアップの 76％、保護者は 70％と変わらず、教職員は 15 ポイントアップの 62％

となりました。東京理科大学等の理数系の大学生を中心に増員したアシスタントをう

まく活用し、少人数指導、習熟度別学習などを行うことができている学校が増えてい

ることや、教職員の努力や工夫による各学校の実態に応じた取組などから、土曜授業

を有効に活用できている学校が増えていることの表われであると考えます。 

一方、中学校では「土曜授業が学力向上に役立つ。」と肯定的に捉えている生徒は

３ポイントダウンの 51％、保護者は 13 ポイントダウンの 60％、教職員は 10 ポイン

トアップの 52％となりました。補充発展や復習を丁寧に学習することを土曜授業に

期待しているにもかかわらず、そのような取組に必ずしもなっていない学校があるこ

とが、結果に影響していると考えられます。また、保護者につきましては、各学校の

土曜授業の取組内容やその意図が十分に周知されていないことなども自由記述欄の内

容から感じられました。 

教育委員会といたしましては、平成 27 年度に向けて、個別指導や少人数指導、習

熟度別学習等を工夫して取り入れている学校の例について市内全体で共有し、児童生
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徒や教職員の意欲が生きるような実施形態への改善を行う学校に、土曜アシスタント

を積極的に配置してまいります。また、土曜授業をきっかけに、平日の授業を含めた

各学校の教育活動全体、そして家庭学習の在り方について、保護者に関心を持ってい

ただけるよう、各学校の問題認識や取組内容について、より丁寧に周知してまいりま

す。 

 

続きまして、児童生徒数の減少と学校の適正規模・適正配置の問題について申し上

げます。 

これまで野田市では、児童生徒数が減っている地域においても、コミュニティの核

としての学校の役割を大切にしていくべきであるという考えから、複式学級が見込ま

れる場合には市で教員を雇用して複式学級を回避しつつ、小規模特認校の制度なども

活用しながら、特色ある学校づくりを進めてまいりました。 

一方、本年１月に文部科学省から公表された「公立小学校・中学校の適正規模・適

正配置等に関する手引案」によりますと、小規模校には、個別指導が行いやすい等の

利点もある一方、社会性の育成に制約が生じることや、多様な物の見方や考え方に触

れることが難しいこと、中学校で免許外指導の教科が生まれやすいことなど、教育指

導上多くの課題が存在するものとされております。このため、具体的には、１学年１

学級以下となる場合、すなわち小学校で６学級以下、中学校で３学級以下となる学校

については、統廃合を行うかどうかを速やかに検討する必要があるとの基準が示され

ました。ただし、統廃合の判断は学校設置者である市町村が行うこと、統合が困難な

場合には小規模校のメリットを最大限生かす方策を積極的に検討、実施することとさ

れております。 

現在、市内で、１学年１学級以下となる小学校は３校、中学校は１校ございます。

私は、地域コミュニティの核となる学校について小規模であるからといって統廃合の

対象とすべきではないという考えを変えておりません。したがって、直ちに統廃合を

考えるつもりはありませんが、更に児童生徒が減少した場合、例えば、小規模特認制

度をもってしても児童生徒数が確保できなくなる場合にどうすべきか、保護者や学校

関係者、地域の皆様との議論をしておく必要があると考えております。今後、地域と

の懇談会などの場においてテーマとして取り上げてみたいと考えております。 
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次に、いじめ問題について申し上げます。 

野田市では、全小中学校においていじめ防止について全校体制で取り組んでおりま

す。 

特に、市独自の全校児童・生徒を対象にした「いじめ実態調査」を年２回実施して

おり、昨年 11月調査でいじめと認知されたものが、小学校で 299件、中学校で 28件

ありました。その後対策を講じ、１月に追跡調査を実施したところ、現在も継続支援

が必要な小学校 13件、中学校３件を除き、いじめは解消しております。現在、特に

重篤な問題になっている案件はございませんが、解決していない小学校及び中学校に

ついては、教育委員会が訪問し必要な支援や指導助言を行い解消に向けて取り組んで

おります。 

  

小中学校へのエアコン設置につきましては、財政負担の平準化を考慮して、学校耐

震化工事の終了する平成 27 年度以降に実施する、ただし、国の経済対策として、財

源上有利な補正予算が組まれた場合には前倒して実施することも考えると申し上げて

まいりました。しかしながら、国の学校施設整備費に係る 26 年度の補正予算では、

エアコン設置事業は補助対象事業から除外されておりますので、当初の予定どおり学

校耐震化工事の終了する 27年度以降に実施することといたします。 

 なお、中学校分の設計作業については、熱源や設置教室等について整理を進めてお

り、来年度につきましては、28 年度工事のための再積算に必要な委託料を計上して

おります。小学校分につきましては、中学校の設計において整理した考え方に基づき、

来年度は、設置教室の検討などの作業を進めてまいります。 

 

総合公園陸上競技場については、平成26年度から28年度までの３期に分割して改修

工事を行っております。平成26年度分のウレタン改修等の工事については、３月３日

に日本陸上競技連盟第３種公認継続検定を実施し、工期内の完成を予定しております。

なお、工事期間中の安全上の配慮から、平成27年１月４日から３月15日までの期間を

休場とさせていただいております。 
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文化会館の改修工事につきましては、改修計画に基づき、平成 26年度及び 27年度

の継続事業として、外壁及び屋上防水改修工事に係る設計が終了し、３月中旬に工事

請負契約を締結する予定となっております。 

 なお、工期は、平成 27年４月から 28年３月までを予定しておりますが、安全上の

配慮から平成 27年４月から７月までの４カ月を完全休館とし、平成 27年８月１日か

ら 28年３月 31日までを原則として平日休館とさせていただきます。 

 

 市内小中学校 14校 31棟を対象とした屋根貸し事業につきまして、昨年６月議会に

おいて、遅れることを報告いたしました。その後も事業者側から工事施工業者の選定、

設備を最新のものに変更するための東京電力等との協議、事業費の一部について融資

を受けるための協議等に時間を要したということで今年度中の売電はできないとの報

告を受けました。事業の遅延に関し、最善を尽くすよう要請しており、４月には 14

校の中で、中央小、木間ケ瀬小、関宿小から工事に着手すると伺っております。 

また、追加の屋根貸し事業については、25 年度に経済産業省に設備の認定を受け、

東京電力に電力受給契約の申込みをしている株式会社グッドエネジーが事業の実施を

断念し、市に無償で権利を譲渡したいとの意向が示されております。市としましては、

今後の事業手法等を検討の上、判断してまいりたいと考えています。 

 

本年は、戦後 70周年の節目の年に当たります。戦後 70周年を記念して平和の尊さ

を再認識する機会を設けるため、「今も生きている貫太郎翁の心」として今も展示さ

れている貫太郎翁の扁額や鈴木貫太郎翁のご遺族である鈴木道子氏から寄贈された板

谷波山作の花瓶などの展示を行う鈴木貫太郎記念館特別展、平和講演会、さらに、関

宿時代の鈴木貫太郎翁の思い出を後世に語り継ぐ企画等を計画しており、そのための

関係予算を当初予算に計上しております。また、配給会社のアスミック・エース株式

会社・松竹株式会社のご協力により終戦に導いた内閣総理大臣鈴木貫太郎翁の姿も描

かれている、８月に公開予定の映画「日本のいちばん長い日」の試写会の開催を検討

しております。 

 

続きまして、各種行事の実施状況について申し上げます。 
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１月 12 日に平成 27 年野田市成人式を文化会館で開催いたしました。該当者数は

1,631人、出席者数は 1,104人で、出席率は 67.69％でありました。 

 

２月１日に第27回関宿城マラソン大会が、関宿城博物館周辺河川敷特設コースで開

催され、15種目に小学生未満の子供たちから一般まで947人の幅広い年齢層の参加が

ありました。 

 

２月 20 日から２月 22 日まで、オープンサタデークラブ「クラブフェスタ 2015」と

して、オープンサタデークラブの作品展示と発表を市民会館及び郷土博物館において

３日間開催し、合わせて 1,512人の来場者がありました。 

 

次に、各種大会の結果ですが、12 月 13 日にさいたまスーパーアリーナで開催され

ました第 42 回マーチングバンド・カラーガード全国大会のマーチングバンド部門に

出場した南部中学校が銀賞を受賞しました。 

 

続きまして、今議会に提案いたしました議案等についてご説明申し上げます。 

  

 

議案第２号は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正に伴い、教育

長及び教育委員会の委員長に関する規定の整備を行うとともに、法律顧問弁護士の報

酬額の改定、介護保険訪問調査員に関する規定の整備その他用字用語の整備を行おう

とするものでございます。 

 議案第 19 号は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正に伴い、関

係条例の規定を整備しようとするものでございます。 

 議案第 20 号は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正に伴い、教

育長の職務に専念する義務の特例を定めるため制定しようとするものでございます。 

議案第 21 号は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正に伴い、教

育長の勤務時間及びその他の勤務条件を定めるため制定しようとするものでございま



 9 

す。 

議案第 26 号から議案第 33 号まで議案８件は、平成 27 年度野田市一般会計及び各

特別会計並びに水道事業会計の予算案でございます。 

教育費の学校関係では、小中学校の耐震補強事業費及び小中学校の屋内運動場等大

規模空間に設置されている吊り天井等非構造部材の落下防止対策に要する費用を計上

するとともに、給食用生ごみ処理機設置に要する費用を計上しております。 

社会教育、保健体育関係では、継続事業として文化センターの外壁及び屋上防水改

修工事を計上したほか、陸上競技場改修工事、川間公民館建設事業を計上しておりま

す。 

議案第 34 号から議案第 39 号まで議案６件は、平成 26 年度野田市一般会計及び各

特別会計の補正予算でございます。 

議案第 34号平成 26年度野田市一般会計補正予算（第６号）は、歳入歳出予算、繰

越明許費、債務負担行為及び地方債の補正でございます。 

歳入歳出予算につきましては、既定の歳入歳出予算の総額から、それぞれ４億

1,934 万 8,000 円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ 490 億 6,472 万円にしよ

うとするものでございます。 

補正予算の主な内容は、決算見込みに基づき既定予算の過不足額を計上しておりま

す。 

決算見込みによるものとして、退職者の増に伴う退職手当の増額及び利用者の増に

伴う障がい者施設支援給付費の増額を計上する一方、生活保護費、臨時福祉給付金事

業費、子育て世帯臨時特例給付金給付事業費、保育所指定管理料、街路事業費、梅郷

駅西土地区画整理事業費、小中学校耐震補強事業費等の減額を計上しております。 

歳入につきましては、事業費の確定に伴う国県支出金、地方債の減額を計上してい

るほか、諸収入として、後期高齢者医療に係る療養給付費負担金過年度精算金、放射

能対策東京電力株式会社賠償金（平成 25 年度剪定枝処分費分）を計上しております。 

 

なお、ただ今ご提案申し上げました議案等のほか、追加議案として人事案件及び平

成 26年度補正予算についてご提案申し上げるべく予定をしております。 
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以上、今議会にご提案申し上げました議案等の概要についてご説明申し上げました。

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、市政一般報告並びに提案理

由の説明を終わります。ありがとうございました。 
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一般質問について（概要） 

 

◎ 西村 福也議員 

≪質問の要旨≫ 

１ 教育相談の充実について 

① 中学校の生徒手帳に電話相談窓口の連絡先等を記載してはどうか。 

≪答 弁≫ 

１ 教育相談の充実について 

① 児童生徒が抱える悩みを早期発見・早期対応するため、各学校では、個別 

面談やアンケート調査、相談箱の設置などを行っている。相談しやすい体制と 

して、県教委が運営する「子どもと親のサポートセンター」・県警察少年センタ 

ーが運営する「ヤング・テレホン」・市教委が行う「ひばり教育相談」がある。 

これらの窓口に、リーフレット等を配布、さらに長期休業のしおりに掲載して 

周知している。 

 生徒手帳への記載については、生徒手帳を配布している学校は３校しかない。 

これらの学校には、電話相談窓口の連絡先を掲載するよう働きかけるともに、 

他の学校については、リーフレット等を児童生徒が目にしやすい場所に掲示し 

たり、置くなどするとともに、不登校児童生徒に対しては、プリント類ととも 

に定期的に配布するよう指導していく。 

 

◎ 小椋 直樹 議員 

≪質問の要旨≫ 

１ 学校給食費の回収について 

① 市内の小中学校の給食費と児童手当の相殺をすすめるが市の考えを伺う。 

≪答弁≫ 

１ 学校給食について 

① 給食費については、学校給食法に基づき徴収しているもので確実に納入し 

ていただくことが不可欠であり市教委及び各学校では手集金による徴収を始め、 

様々な工夫と督促を重ね徴収率の向上に努めている。 

平成 24年度の児童手当法の改正を受け、学校給食費を３か月以上滞納している 

場合には、申出により児童手当等から徴収しており、その効果も上がっている。 

さらに、平成 27年度からは、給食の提供を始める前の「学校給食申込書」の中 

で、給食費が３か月以上未納となった場合は児童手当等からの徴収に同意する 

かどうかの意向を伺うこととした。 

なお、児童手当からの徴収は、保護者の申し出に基づくため、すべての保護者 

から一律に徴収できないため、かえって事務量が増大する可能性があること。 
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また、現年度の給食費の徴収が優先されその他の教材費や修学旅行費の徴収や 

過年度分の徴収にも影響が出てしまうことなどの課題があることから、まず児 

童手当等からの徴収について、市の滞納時の児童手当からの徴収に同意を得る 

ように努め、その効果の状況を見極め、事務負担の軽減方法を関係機関と協議 

し、悪質なケースには法的措置の発動などの他の手段の実効性や可能性も勘案 

しながら徴収方法については、引き続き検討していく。 

 

◎ 織田 真理議員 

≪質問の要旨≫ 

１ 土曜授業について 

① 来年度から土曜授業のやり方が少し変更されると聞いたが、どの様に変わ

るのか伺う。 

② 教員も保護者も子どもたちも「疲れが取れない」等々の声を聞いているが、

これをどう捉えているのか伺う。 

③ 教員の休暇のとり方について、再度確認する。                                                                                                                                                                    

≪答 弁≫ 

１ 土曜授業について  

① 取り組みについて、２つの課題がある。１つは、少人数授業や習熟度別学 

習等を展開する中学校が少なく、効果的に取り組めていない学校がある。２つ

目は、土曜日に行事を充てることがあり、土曜授業のねらいに沿った教育活動

がなされているとはいえない。 

そこで来年度の取り組み方を変更することにした。１つは、土曜授業アシス

タント活用企画書を各学校から報告を貰っている。この企画書をもとに、アシ

スタントを効果的に活用する取り組みが練られている学校から、優先的に土曜

授業アシスタントを配置していく。また、個別指導や少人数指導、習熟度別学

習等を積極的に取り入れている学校の工夫等を共有し、教職員の意欲が生きる

よう実施形態への改善を図っていく。 

２つ目は、行事である。２７年度は、土曜授業を１５回実施する予定である。

土曜授業の狙いを達成させるために、行事等をできる限り入れず、土曜ならで

はの授業がしっかり確保できるよう学校に依頼した。また、子どもたちが参加

する地域や諸団体の行事については、負担にならないよう丁寧に調整を進めて

いく中で、さらに工夫していく必要もある。 

② アンケートの結果から、教育委員会も承知している。２５年度と２６年度 

の児童生徒の欠席率を比較してみると、欠席率に大きな変化は見られず、土曜 

授業との相関はないと考えている。 

 将来的な展望をもち、今やるべきことが何なのか、考えさせることが大切で 
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ある。教委としては、キャリア教育の視点に立ち、土曜授業の意義も指導しな 

がら、子どもたちが有効性を感じられるような取り組みにしていきたい。また、 

土日の部活動については、体力的な負担も考え、定期的に休みを取るよう指導 

してきた。さらに、行事等の調整を行いながら、原則として土日のどちらかは 

休むよう、また、月２回以上は計画的に休みを取るよう指導している。教職員 

については、振替をきちんと取り、仕事の優先順位をつけ、メリハリのある働 

き方を取り入れるよう指導していく。 

③ 夏季や冬季といった長期休業期間を活用して取るようお願いしている。土 

曜授業日の直近の平日に、交替で振替を取る工夫をしている学校があるので、 

このような例を参考にして、年度内に全教職員が振替を取得できるようお願い 

している。 

 

◎ 染谷 信一議員 

≪質問の要旨≫ 

１ 学校図書館について 

① 各学校に対する図書館予算配分の考え方について 

② 学校図書館担当職員の配置の考え方について 

③ 図書館ボランティアの現状と今後の取り組みについて 

④ 野田市内学校図書のデータベース化について 

⑤ 読書推進活動について 

⑥ 各学校図書館での新聞の配備状況について 

⑦ 公共図書館との連携について 

⑧ 学校図書館の地域開放について 

≪答 弁≫ 

１ 学校図書館について 

① 小中学校図書予算の総額は、地方交付税単位費用積算基礎に「学校図書館 

図書」として計上されている額に基づき予算を措置している。各学校への配分 

は、積算基礎に学級数を乗じた金額で配分していた。しかしこの配分では、小 

規模校は配当額が少なく、必要な蔵書が入りにくい。来年度は、予算全体の８ 

０％を均等配分し、残り２０％を児童生徒数に応じた配分とすることに見直し 

た。これにより、どの学校も蔵書を充実することができる。 

② 今年度は学校司書７名配置して、データベース化に伴う作業や図書室の環

境整備等を行いつつ、こうした活動を担える図書ボランティアの組織・育成に

もあたっている。来年度も７名の配置を予定しているが、６名については、こ

れまで通り学校に配置する予定である。１名については、学校司書配置の有無

にかかわらず学校図書館が活性化するようスーパーバイザー的な役割を担い、
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各学校を巡回し、学校にあるべき本の選定や蔵書購入時のアドバイス等を実施

する。 

③ ボランティアについては３９９名の方に協力いただいている。内容は、読

み聞かせ・貸出返却処理・本の修繕・環境整備等を実施しているが、ボランテ

ィア数や活動回数、活動内容に差があることが課題である。 

今後は、学校支援地域本部を通して、複数の学校で支援が可能な方に、図書 

室の運営に課題のある学校にも参加して貰い、どこの学校の図書室においても、

児童生徒が本に親しむ環境が一層整うような支援体制を構築していきたい。 

④ 平成２３年度よりデータベース化に向けた作業を開始し、今年度末までに

ほとんどの学校でデータベース化が完了する。 

 データベース化による利点は、蔵書の正確な管理や貸し出し状況の把握が容

易になる。また、図書担当者・ボランティアの作業負担軽減により、環境整備

等の時間にあてることで、子どもの読書活動を活発化するための取組みを充実

させる。 

⑤ 朝の時間や給食準備時間を利用しての読書、ボランティアによる読み聞か 

せなど、学校ごとに様々な取組みを行っている。また、活字から必要な情報を 

取り出す力の育成や心の教育の面からも、読書推進を大切にしていきたい。 

⑥ ３校で児童生徒用の新聞を用意し、いつでも読めるようフロアーに設置し

ている。このうち１校は、新聞を活用した学習ＮＩＥを積極的に実施しており、

係の生徒が興味をもった記事をピックアップし、自分の意見を作成して掲示し

ている。また、どの学校も新聞を取っているが、有効活用するためには、どこ

に設置しておくことがよいのか検討していきたい。 

⑦ 市立図書館では、学校の教育活動に必要な資料を団体貸出制度により、学 

校に提供している。その際、授業で扱うテーマの関連図書を全図書館から集め 

て団体貸出して、並行読書への支援も行っている。この支援が円滑に行えるよ 

う、図書購入の際には、学校の要望に応えるよう、本を複数購入するなどして 

いる。 

 学校図書館運営上の支援として、司書教諭、学校司書、ボランティアに対 

し、助言や情報提供を行うとともに、ボランティアや図書委員に読み聞かせの 

技術的指導を行っている。また、市立図書館司書が学校に出向き、児童生徒が 

読書に関心を持つよう努めている。さらに、図書館ボランティア入門講座開設 

や図書修理の講習を行っている。 

 子どもたちの調べ学習については、来館した子どもたちに、書架への案内、 

相談業務、検索方法等を指導しており、今後も市立図書館と学校図書館の連携 

に努める。 
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⑧ 授業で図書室を活用する時間との兼ね合いや安全への配慮等から、現状で

は難しい面がある。ただし、地域によっては、学校図書館に親子で楽しんでも

らえる行事等を企画することが考えられることから、どのような形が適切かつ

可能か検討していく。 

 

◎ 内田 陽一議員 

≪質問の要旨≫ 

１ 特別支援教育について 

① 教育長の特別支援教育についての御見解をお聞き致します。 

５ 区域外就学について 

① 野田市の区域外就学の対応状況について御見解をお聞き致します。 

≪答 弁≫ 

１ 特別支援教育について 

① 特別支援教育とは、障がいのある児童生徒の社会的自立や社会参加に向け 

て、児童生徒一人一人の教育的ニーズに対応した指導を行うもので、専門的な 

教育指導体制の充実、通常学級における支援体制の充実や早期からの教育的対 

応にかかる要望が高まっている、障がい者の権利条約の批准を踏まえた対応が 

求められていること等が課題である。 

 野田市の特別支援教育も同様の課題がある。 

１点目は、特別支援学級、通級指導の体制整備である。対象者の増加に 伴い、 

それを担う人材育成が急務であるが、一部の専門教員に限定するのではなく、 

若年層教員に経験させ、教員の力量を向上させる方針で指導している。また自 

校で通級指導を受けられる体制を整え、心理的抵抗を感じている保護者にとっ 

て、ニーズに応じた教育を受けさせるきっかけとなる。 

２点目は、通常学級における支援体制の充実である。障がいがあっても通常

学級で学習できるケースは増えている。しかし、生活面での支援の手が必要な

場合があり、このため、要配慮児童生徒支援員の配置を始めた。 

３点目は、早期からの教育相談の充実である。発達に気になるところのあ 

る幼児について、「ひまわり相談」から「就学相談」につなげ、早い段階から子

どもの特性をつかみ、支援体制を準備した上で就学することができるようにな

っている。一方、特別な教育的ニーズがあるにも拘わらず、どこの相談機関と

もつながらず就学を迎えた児童の中には、就学後に問題が出てくるケースが少

なくないことから、早期からの教育相談の一層の充実が重要である。 

４点目は、障がい者の権利条約の批准を踏まえたインクルーシブ教育シス 

テムの構築である。すべての児童が学習活動に参加している実感や達成感を持

ち、生きる力を身につけていけるよう、どのような環境に整え、教員の意識改
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革を図っていくか検討していく。 

≪答弁≫ 

５ 区域外就学について 

① 野田市では、学校教育法施行令に基づき、「野田市立小学校及び中学校通学

区域に関する規則」を設けて、就学する学校を指定している。しかし、何らか

の理由により、指定校に就学することが困難な場合には、住所を変更せずに指

定校を変更する学区外就学や、市外の学校に区域外就学をしたりするための申

立てを行うことを可能としている。 

就学校の指定変更については、市が定めた９項目の許可基準に則り、保護者か

ら相談があった場合は、教育委員会に来ていただき、申立書の記載と併せいろ

いろな状況等の話を十分聞かせていただき対応しているが、特に、通学に係る

安全面等については保護者に責任を持っていただくことを確認している。 

また、区域外就学は、野田市教育委員会が住んでいる市区町村教育委員会と協

議して同意を得る必要があり、人間関係などを理由に申立てをされた場合は、

本人及び保護者を交えて面接を実施し、子どもが充実した学校生活を送る学校

選択であるかという視点で意思確認をし、個々の事案について厳正に対応をし

ている。 

いずれにしましても、区域外就学の認定・却下につきましては、学区制の原

則を踏まえたうえで、子どもにとっての将来にわたっての幸福を考え、本人・

保護者及び受け入れる学校を交えて、十分相談した上で教育委員会として決定

している。 

 

◎ 滝本 恵一 議員 

≪質問の要旨≫ 

４ スポーツ振興について 

１ 市内の公共施設の利用状況について 

２ 公共施設利用料について 

３ 今後の公共施設充実に向けての取り組みについて 

≪答 弁≫ 

１ 総合公園は体育館を含め８施設、関宿総合公園は体育館を含め３施設、こ

のほか１５施設、全体で２６施設の平成２５年度の利用人数は 604,228 人とな

っている。総合公園は全体で 276,831 人で、内訳は、体育館が 111,353 人、野

球場が 15,348人、陸上競技場が 49,939人、水泳場が 52,962人、庭球場は 27,274

人、その他 19,955 人となっている。 

 また、関宿総合公園は全体で 129,097 人で、内訳は、体育館が 107,173 人、

グランドゴルフ場は 20,083 人、フットサル場が 1,841人となっている。 
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２ 次に、体育館の利用料金は、野田市と近隣５市の体育館の一般及び学生の

１時間当たりの照明込の利用料金は、低い順に、流山市は 1 時間 2,262 円、我

孫子市は 2,400 円、鎌ケ谷市は 2,400 円、野田市が 3,060 円です。なお、松戸

市運動公園体育館は９時から 17時までが２時間 4,050円、17時から 21時まで

が２時間 6,210 円、柏市中央体育館は 2 時間 4,400 円で、この２市は１時間の

利用であっても２時間料金になる。 

なお、他市は照明込の利用料金ですが、野田市の総合公園体育館と関宿総合公

園体育館の１時間当たりの利用料金は 1,670 円、照明料金が 1,390 円と別々の

設定となっている。近隣市との比較について、各市の施設の規模や利用料金体

系が異なるため、一概に比較することは難しいが、照明を使用しない場合で単

純に比較すると、もちろん野田市が６市中いちばん安く、照明を使用した場合

では、６市中、松戸市と柏市に続いて３番目に高くなっている。                      

また、施設の利用料金の内、体育館について、照明料金を他市では施設利用料

金に含まれ、野田市は別にとっているが、総合公園体育館が開設した昭和６２

年当初から料金を別にしていたもので、関宿総合公園体育館は、総合公園体育

館にあわせた。なお、体育館はスポーツ以外でも利用されており、例えば、総

合公園体育館大体育室は、マーチングバンド等での利用は全面使用で照明をつ

けない場合もあり、また、利用者によっては２分の１の利用で４分の１の照明

を点灯するなど、利用状況が様々ですので、他市のように照明料金を利用料金

に含めるより、利用方法に合わせた様々な利用が可能となっている。 

 次に、野球場の利用料金については、野田市と近隣５市の野球場の照明なし

の一般及び学生の１時間当たりの利用料金は、低い順に野田市が 690 円、我孫

子市が 1,400 円、流山市が 1,620 円、鎌ケ谷市が 2,000 円、柏市が 3,670 円、

松戸市が 4,320円となっており、野田市が一番安くなっている。 

また、照明付きの１時間当たりの利用料金は、低い順に我孫子市が 9,240円、

流山市が 9,720円、柏市が 10,470円、野田市が 10,490円、松戸市が 10,800円

となっており、野田市が松戸市に次いで２番目に高くなっている。（鎌ケ谷市は

照明設備なし） 

野田市では、利用頻度の多い昼間の利用料金が安く、照明が必要な夜間の利

用料金が高い設定となっているが、柏市や松戸市は逆で夜間は安いが昼間は高

い設定となっており、各市で利用する時間帯で設定料金の違いがある。 

このように、各市で施設の規模や設備内容、利用料金体系が異なるため、一概

に比較することは難しく、一つの施設のある時間帯だけで比較するべきではな

く、施設全体で考えなければならないと考えている。 

現行の施設使用料については、平成２６年４月１日消費税が５％から８％に

引き上げられたことにより改正されたものだが、スポーツ施設の使用料が大き
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く見直しされたのは、平成９年７月の行政改革大綱に基づき、市全体の使用料

見直しの中で、「施設の減価償却費を除く管理運営費を特別の利益を受ける利用

者に負担していただくことを基本とするが、長期間料金改定をしていない現状

から経費相当分を料金に反映させることは、大幅な料金アップになり、受益者

の荷重負担がぬぐいきれないことから、激減緩和策として原則改定率３０％を

上限とする。」という基本的な考え方により、平成１０年４月に約３０％の引き

上げを行ったものである。                     

その後、平成２１年度に策定しました集中改革プランでは、使用料の見直し

については、物価、景気の動向を踏まえながら一斉見直しを検討するという位

置付けをしたが、リーマンショック等の影響でデフレ状態が続きまして、見直

しが行えなかった。 

なお、現在、パブリック・コメント手続中の次期行政改革大綱素案の中で、「使

用料については、現大綱に示された受益者負担の設定の考え方を基本とし、使

用料の見直しは、一斉見直しを基本とするが、経済状況等により一斉見直しが

困難な状況が長期化する見込まれる場合は、例えば、適正な受益者負担割合と、

かい離が大きいものについては、定期的に順次見直していくなど、適正な使用

料となるよう柔軟に対応する。」と示されているで、その中で検討したいと考え

ている。  

３ スポーツ施設の充実については、「野田市スポーツ推進計画」に基づき、取

り組んでおります。各種スポーツに対応したスポーツ施設については、おおむ

ね整備されていると考えているが、大体育室の屋根外壁改修、陸上競技場の改

修などほか、総合公園体育館の床修繕、総合公園水泳場のプール塗装などを計

画的に実施している。また、クライミングウォールの改修、関宿総合公園体育

館のロールスクリーン修繕、生涯スポーツ北広場の防球ネットの設置、福田体

育館のバスケットコートラインやバスケットゴールの修繕等、利用者の安全性

及び利便性の向上を目的に緊急性、必要性を考慮し、優先度の高い順に施設の

改修等を実施している。                      

サッカー場については、現在、陸上競技場におきまして、市民大会等の決勝、

準決勝の試合を行っているが、そのほかに、総合公園自由大広場、南部地区ス

ポーツ広場、河川敷施設のスポーツ公園、岩名運動公園、関宿ふれあい広場等

を活用いただいておるところであり、これら施設の充実を図ってまいりたいと

考えており、新設は考えていない。 

なお、関宿総合公園には屋外フットサル場が整備されておりますが、関宿総合

公園体育館館内でも、フットサルができるよう設備の改修に係る経費を平成２

７年度当初予算に計上をしている。 

 また、室内温泉プールについてですが、近隣市で室内温水プールを設置して
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いるのは、民間施設が無い等の理由で設置されているところもありますが、施

設設置には多額の建設費と光熱水費等の維持費がかかることから困難と考えて

おります。市内には民間施設のプール（ジャスコスポーツクラブ、ルネッサン

ススポーツクラブ、ミナトスイミングスクール）等がありますので、ご利用い

ただきたいと考えている。                        

 

◎ 星野 幸治 議員 

≪質問の要旨≫ 

５ 就学援助制度について 

② 平成 25年度での野田市の準要保護児童数、及びこれらへの交付税交付金額

について伺う。 

③ 対象額の算定について、野田市の場合「年間収入」で計算されているが、

他の多くの自治体では「所得基準」に基づく計算となっていると聞いているが、

なぜかお伺いしたい。 

④ 生活保護基準が削減された事により就学援助の対象額も削減されるのか。

対象額を引き上げる考えはないか伺う。 

⑤ 2010年からの支出項目に「クラブ活動費、生徒会費、ＰＴＡ会費」が加わ

っているが、野田市では支給対象になっていないがなぜか。どの程度の予算が

必要となるか伺う。 

⑥ この制度への申請の手続きや申請方法、申請時期、支給時期などについて

お伺いします。 

≪答弁≫ 

５ 就学援助制度について 

② 平成25年度の準要保護児童数及びこれらへの地方交付税の基準財政需要額

への算入額は、平成 25年度の認定者数は 1,088人（小学生 699 人・中学生 389

人：全体の 8.7％）であり、野田市の準要保護児童にかかる基準財政需要額への

算入額は 6,076 万 8 千円であるが、野田市はこの額を上回る 7,965 万 4 千円の

補助をしている。 

③ 野田市が「年間収入」を基に計算している理由は、生活保護世帯に対する

認定が「収入」で算出されていることから、準要保護世帯もこれに準じて算出

している。なお、東葛 6 市の中で所得基準を採用しているのは 2 市であり、野

田市を含む他の 4市では年間収入を採用している。 

④ 準要保護認定の基準額は、生活保護基準改定前の水準より下げることなく

対応しており、今のところこれを引き下げる予定はない。 

⑤ 野田市では、既に基準財政需要の算入額を上回る援助を実施していること

や、児童手当が創設されていることから、これらを支給対象にしていない。ま
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た、これらを支給した場合、2,250万円の予算が必要になる。 

⑥ 申請は１年を通じて受け付けている。周知方法は、年２回、全家庭へのお

知らせ文書の配布を始め、暮らしの便利帳やテレホンガイドなどによっても周

知している。そして申込希望のあった家庭に関係書類を配布し、保護者から学

校に申請書等関係書類を提出してもらい、教育委員会に提出される。その後、

教育委員会で就学援助の認定を決定し、学校を通じて保護者に認定等の通知を

する。支給時期は、学校からの請求が提出された後、随時支給される。 

 

◎ 山口 克己議員 

≪質問の要旨≫ 

１ 土曜授業について 

① １２月に実施された第３回土曜授業アンケートについて、特に「学力向上 

に役立つ」と答えた割合が向上した教職員と、低下した中学生の変化の理由 

について 

② 平成２７年度の土曜授業の計画について、今年度からの改善点と今後の課 

題について 

２ 道徳教育について 

① 学校における道徳教育の現状と課題について 

② 平成３０年度から道徳を「特別な教科」と位置づけ実施される予定である 

が、実施された場合、どのようなことが変わるのか。また、そのことについて 

の市教委としての対応は。 

③ 学校教育法に掲げる教育の目標として「我が国と郷土を愛する態度を養う」 

とある。道徳教育の資料として、日本の神話や伝承を使うことは有益と考えま 

すが、いかがか。 

≪答 弁≫ 

１ 土曜授業について 

① 教職員の割合が向上した理由は、理数系の大学生を中心に増員した土曜授 

業アシスタントをうまく活用して、少人数や習熟度別指導などを取り入れた学 

校が増え、土曜授業を有効に活用できていると感じている教職員が増えている 

ことが挙げられる。 

 第２回アンケートで、学力向上には、個別指導や少人数、習熟度別指導が効 

果的であると考えている教職員が多く、そのような指導を行うことができてい 

ると感じている教職員の割合が回を追う毎に向上している。学力向上に有益で 

あると考えている指導形態を、各学校で取り入れられるようになったこと、そ 

の上で達成感を感じられつつあることが結果として表れた。 

 中学生の割合が減少した理由は、教科担任制であり、学習内容が広く難しい 
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ため、学力差は小学生以上に大きくなり、少人数や習熟度別指導を行うには、 

小学生以上に細分化する必要があり、それだけ教員や教室が必要になるが、現 

状として足りていない。 

学校の実態に応じて工夫した取り組みを行っている学校の例を紹介し、効果 

的な土曜授業のあり方を共有し、必要に応じて各学校の取組みについて指導を 

行い、土曜授業の充実を図っていく。 

 

② 土曜授業アシスタント活用企画書の報告をもらっているので、この企画書 

に基づいてアシスタントの配置を計画し、土曜授業の充実を図っていく。さら 

に、平成２７年度の実施回数は１５回であるが、土曜授業のねらいを達成させ 

るためにも、行事等をできる限り入れないようにお願いしている。やむを得ず 

行事等を行う場合には、別の土曜日に土曜授業を実施するか、平日の放課後な 

どを活用して、土曜授業ならではの授業を行うよう依頼している。その際も要 

請があれば、アシスタントを配置する。 

 課題としては、地域行事との調整が難しい点が挙げられる。地域行事と土曜 

授業で、毎週あるいは土日両方に予定が入る状況があることから、土曜授業の 

ねらいを地域に丁寧に説明し、円滑な土曜授業の実施に向けて、地域行事との 

調整等において協力いただけるよう、引き続き理解を求めていく。 

 

２ 道徳教育について 

① 現状は、年間３５時間「道徳の時間」を設け、主に担任が副読本や自作資 

料、県教委作成の映像教材を用いて授業を行っている。 

 課題は、道徳の時間にその特質を生かした授業が行われていない場合がある 

という課題も指摘されているが、野田市は本来のねらいに沿った授業が３５時 

間行われるよう、厳格に確認している。しかし、子ども達を取り巻く環境の変 

化等がある中、命に対する畏敬の念や自尊感情の乏しさなど様々な課題が指摘 

されている。また、児童生徒がいじめなどの困難な問題に主体的に対処するこ 

とのできる実効性ある力を育成していくことも課題である。こうした課題に取 

り組む上で道徳教育が果たす役割が大きいことから、各教育活動での道徳教育 

が調和的に生かされ、道徳の時間としての特質が押さえられた学習が計画的発 

展的に行われるよう指導している。 

② ２６年１０月に中教審の答申が提出され、道徳教育の充実に向け、要であ 

る「道徳の時間」を「特別の教科 道徳」として位置づけ、教育課程の在り方 

の改善を求められている。また、答申の中で、目標・内容・指導方法・検定教 

科書・評価の５つの改善策が示され、今後、新学習指導要領の中で位置づけら 

れる。 
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 市教委としては、教員の道徳の指導力向上を目指し、研修会や公開授業の実 

施を推進していく。また、全体計画や年間指導計画を工夫改善し、道徳性を育 

てる授業を展開できるよう指導していく。 

 

③ 小中学校で使用している道徳の副読本の中に、「郷土愛」と「愛国心」に関 

する資料が盛り込まれており、各校で活用されている。また、県教委が示す道

徳教育推進のための基本的な方針では、「郷土や国の伝統・文化を理解し、先人

の生き方に学び、よりよい未来を築こうとする態度を養う」ことを掲げている。

県教委が作成した道徳教育映像教材の中では、「上総掘り」を取り上げ、郷土へ

の関心を高める構成になっており、副読本にも取り上げられ、伝統の継承の大

切さを実感させられるような内容になっている。 

 また、郷土の民俗芸能に地域と子ども達が一緒に取組み、「野田市民族芸能の 

集い」に参加する機会があり、児童生徒の「郷土」に対する愛着を育む上で大 

きな意義がある。 

 今後、道徳の検定教科書が作成されるので、郷土や国への愛着を育む上で有 

益であると思われる教材については、各学校に紹介していきたい。 

 

◎邑楽 等議員 

≪質問の要旨≫ 

２ 戦後７０周年記念事業について 

① 具体的な事業内容について 

≪答 弁≫ 

本年は、戦後７０年の節目の年に当たり、今日の平和の礎となった鈴木貫太郎 

翁の遺徳を偲び、平和の尊さを再認識するための機会を設けるために、戦後７ 

０周年記念事業として鈴木貫太郎記念館特別展、平和講演会、関連企画の３事 

業を計画している。 

一つ目の鈴木貫太郎記念館特別展では、仮称「今も生きている貫太郎翁の心」 

と題して、貫太郎翁が揮毫した扁額や掛軸を所有者の方の貫太郎翁への想いや 

作品についてのエピソードを添えて展示したい。また、鈴木家から平成２１年 

度に寄贈されました板谷波山作「葆光彩磁葡萄文様花瓶（ほこうさいじぶどう 

もんようかびん）」を平成２３年１月に開催した市制施行６０周年記念事業以来 

２回目の展示を計画している。 

また、この特別展の開催場所であります鈴木貫太郎記念館の来館者のため、記 

念館正面の「為萬世開太平（万世のため太平を開く）」の碑の再塗装及びあおぞ

ら広場に面しているフェンスの交換や植木の剪定を計画している。 

さらに、記念館駐車場にあります「集乳の碑」につきましては、貫太郎翁が戦 



 13 

後地元の農家に酪農を勧め、昭和２９年に集乳所ができたことを記念して酪農

組合により建立されたもので、今まで解説板がなかったので、新規に解説板を

設置し貫太郎翁ご夫妻の業績を広く周知をしようと考えている。 

次に、平和講演会については、関宿総合公園体育館のサブアリーナにおいて、 

平和や人権に関する講演又は鈴木貫太郎翁の遺徳に関する講演などを予定して

いる。 

また、関連企画といたしまして、鈴木貫太郎翁ご夫妻の思い出を後世に語り 

継ぐために冊子の作成を計画しており、この事業については、本年１月に「関

宿地区の歴史・人物・行事等、今日まで伝えられてきたことや活動してきたこ

とを後世に繋げる」ことを目的に組織された「関宿を語る会」と協働で実施を

予定している。 

また、鈴木貫太郎内閣の発足から終戦までの４か月間を描いた、映画「日本の 

いちばん長い日」の試写会を文化会館を会場に計画しております。映画の公開 

は８月８日ですが、映画配給会社のアスミック・エース株式会社様及び松竹株 

式会社様のご協力により、公開前に市民の皆様に見ていただこうとするもので

試写会の日時や参加方法などの詳細につきましては、今後改めてご報告させて

いただく。 

 



