
 

 

平成２７年第２回野田市議会定例会報告 

（教育総務課） 

 

１．会  期   平成２７年６月１０日（水）から６月２９日（月） 

             一般質問６月１８日（木）から６月２２日（月） 

２．市長の市政一般報告について 

（１）市政一般報告（教育関係及び関連事項の抜粋）           . 

① コウノトリについて 

① 学校の耐震化について 

② 川間公民館の改築について 

③ 総合教育会議の開催について 

④ 土曜授業について 

⑤ 文化会館の改修工事について 

⑥ 総合公園陸上競技場の改修ついて 

⑦ 戦後７０周年の記念事業について 

⑧ 諸般の報告について             

３．提出議案について 

  議案第６号 市立清水台小学校屋内運動場耐震補強工事請負契約の締結について 

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） 

  

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。 

まず、コウノトリをシンボルとした安全・安心の地域再生、生物多様性の取組につ

いて申し上げます。 

飼育しているコウノトリの状況についてですが、今年度計画している試験放鳥の予

定個体となっておりますヒナが、３月に３羽誕生し、５月 23日及び 29日に巣立ちし

ております。試験放鳥に係る申請手続に必要な要件について整ったことから、現在、

野外放鳥について、文化財保護法に基づく文化庁の許可の申請手続を進めており、許

可等が頂けた場合には、７月以降に試験放鳥を実施したいと考えております。 

 なお、本年度の試験放鳥については、成功の確率が高いとされるソフトリリースを

予定しておりますが、ソフトリリースができなかった場合の代替策として、ハードリ

リースについても準備しており、平成 26 年に誕生した「アカリ」と「ミライ」を、

兵庫県立コウノトリの郷公園へ移送し、野外で適応できるよう馴化訓練をお願いして

おります。 

 また、野生復帰を踏まえたコウノトリをシンボルとした地域づくりに取り組むため

の新たな財源対策として、「コウノトリと共生する地域づくり推進協議会」を申請者

として、サントリーホールディングス株式会社が実施している「サントリー世界愛鳥

基金」に応募いたしましたところ、水辺の大型鳥類保護部門において 1,100万円の助

成金を頂けることになりました。 

この助成金につきましては、コウノトリの定着化に向けた環境整備、人工巣塔やコ

ウノトリに装着するＧＰＳなどの試験放鳥に係る経費、さらに飼育管理体制の整備等

に活用させていただきます。 

  

学校の耐震化につきましては、全ての校舎と体育館の耐震化を終了させる計画の最

終年度となる本年度、７件の工事の入札を５月 26 日に行っております。そのうち議

決案件であります清水台小学校体育館の耐震補強工事について、今議会に工事請負契

約の議案を提案させていただいております。 

また、非構造部材の改修工事となる関宿小学校体育館及び第一中学校武道場の天井
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改修工事につきましても、順次、契約手続を進めております。 

今後、夏休みを中心に工事を行いますが、工事期間中の安全確保に十分配慮して進

めてまいります。 

 

川間公民館の改築につきましては、建設検討懇談会委員長からいただいた第２回目

の中間報告を反映させた配置計画図や平面図などの基本設計を終了させ、現在、実施

設計を進めております。なお、改築に係る関係予算については、９月議会に補正予算

を提案し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。 

教育委員会制度改革に伴い設置された、総合教育会議については、５月 27 日第１

回目の会議を開催し、行政改革大綱に示された教育行政の政治的中立性、継続性及び

安定性を確保するための考え方に基づき、総合教育会議の協議題、今後の予定、大綱

の策定方法等について、協議をいたしました。 

その結果、市長から協議・調整を申し出ることができる事項は、地方教育行政の組

織及び運営に関する法律第１条の３第２項の規定による大綱の策定に関する協議及び

第１条の４第１項各号に掲げる事項についての協議並びにこれらに関する事務の調整

のほか、同法第 22 条に規定される市長の権限に関わる事項に限定すること、大綱は、

教育委員会が策定する基本方針に沿って策定することを決定いたしました。また、大

綱については、本年 10月の策定を目指し作業を進めることといたしました。 

 

土曜授業につきましては、昨年度同様、第２、第４土曜日を原則として、年 15 回

実施していく予定でおります。土曜授業の狙いを達成させるためにも、行事等をでき

る限り入れず、土曜ならではの授業をしっかりと確保してまいります。地域行事など

の調整との関係で、やむを得ず土曜授業日に行事を行う場合には、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、土曜授業で実施しているつまずき

を補う学習や発展的な学習を行うように、各学校には指導しております。 

 具体的な取組につきましては、引き続き、各学校が実態に応じて計画し、算数や数

学、国語、英語等を中心とした授業について、平日になかなか取り上げる余裕のない、
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つまずきを補う学習や発展的な学習を、きめ細かな体制で実施しております。教育委

員会といたしましては、平成 26 年度末に、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きまして、校長会の場で紹介し、平成 27 年

度のそれぞれの学校における取組の参考にしていただいております。 

また、保護者の方には、４月に改めて土曜授業のリーフレットを配付し、土曜授業

の狙いや趣旨についての周知を図っております。 

 

 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 27年３月 13日から

平成 28年３月 15日までの継続事業として、現在、南面のカーテンウォールシーリン

グ内部・外部の打ち替えが終了し、南面外壁高圧洗浄及び２階部分の既存防水層の撤

去を実施しております。 

 

総合公園陸上競技場については、引き続き第３種公認を受けるため平成 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

ン改修等の工事の完了後、３月３日に公益財団法人日本陸上競技連盟による検定を受

け、平成 27 年４月１日から平成 32 年３月 31 日までの５年間の公認証の交付を受け

ました。 

なお、今年度の改修工事については、トラックでは直走路の一部をウレタンオーバ

ーレイ、フィールドにおいては、走り幅跳び、三段跳び助走路のウレタンオーバーレ

イを予定しております。 

 

戦後 70 周年の記念事業について申し上げます。鈴木貫太郎記念館特別展は８月４

日から 16日までの 13日間開催する予定で、現在、展示する扁額等の選定を進めてお

ります。また、関宿を語る会との協働で鈴木貫太郎翁の想い出を後世に語り継ぐ冊子

「貫太郎翁の想い出（仮称）」の作成を特別展の開催にあわせて進めております。 

 特別展の初日には、映画「日本のいちばん長い日」の試写会を８月８日の公開に先

駆けて文化会館で開催します。現在、500 組 1,000 人の定員で募集しております。な

お、映画の試写会と全国公開に合わせ、市内の関係機関・団体が相互に連携し、本映

画を応援することにより本市の歴史や魅力を内外に発信するため、映画「日本のいち
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ばん長い日」を応援する会を５月 29日に設立いたしました。 

平和講演会については、８月 22 日、関宿総合公園体育館サブアリーナに、元衆議

院議員の古賀
こ が

誠
まこと

氏をお迎えして開催する予定となっております。 

 

４月 19日に第 60回野田市青少年柔剣道大会が、野田市総合公園体育館で開催され、

柔道の部には 55 人の選手が、剣道の部には 185 人の選手が参加し、白熱した試合が

繰り広げられました。 

 

５月 28日に第 65回千葉県民体育大会に出場する野田市代表選手団への団旗授与式

を興風会館で行いました。なお、今年度から野田市体育協会評議委員会に合わせ開催

することといたしました。 

 

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６号は、野田市立清水台小学校屋内運動場耐震補強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ございます。 

 

 



 

 

 

 

一般質問について（概要） 

 

◎ 竹内 美穂議員 

≪質問の要旨≫ 

１ 新教育長の考え方について 

（１）教育長の学校教育に関する考え方について 

（２）教育委員会と学校現場との関係づくりの中で学校現場に対するビジョンについ 

   て 

２ 土曜授業について 

（１）土曜授業の成果を踏まえた２年目の取り組み状況について 

（２）土曜授業検証委員会について 

３ 特別支援教育について 

（１）野田市特別支援教育の基本的な考え方について 

（２）特別支援学級の現状について 

（３）専門的な知識を持った教員の育成について 

（４）通常学級に在籍する特別に支援が必要となる児童生徒への対応について 

（５）関係機関、団体等の連携について 

 

≪答 弁≫ 

１ 新教育長の考え方について 

（１）学校教育活動の目的は、授業であれ、部活動であれ、すべては子どもたちのよ 

り良い人間形成にある。そのためには、生きる力の土台になる「確かな学力」 

をしっかり育むこと、「命を大切にする心」を育てることが重要であると考える。 

野田市の喫緊の教育課題は、「学力向上」であり、そのために学校が最優先で取 

り組まなければならないことは、「授業力の向上」である。 

    野田市の教員は、今までも野教研等によって授業力向上を熱心に行ってきて 

いることに加えて、新たに「小中連携」を視点として加えることによって授業 

力向上を図り、土曜授業の一層の工夫によって「学力向上」を推進する。 

    また人事においては、計画的な人事交流等の方法が変更され、今後は閉塞性 

が解消していくものと考える。 

（２）教育委員会のリーダーシップとして「人材育成」と「学校支援」に取り組んで

いく。人材育成は、若手教員の指導力向上と次代の管理職育成を重点化してい

く。学校支援は、「安全な学校」に向けて、迅速に対応しているが、さらに長欠

対策や生徒指導上の課題を解決するための人的配置を含めた「チーム学校」へ



 

 

の取り組みを一層進めていく。 

２ 土曜授業について 

（１）昨年９月の補正予算により、土曜授業アシスタントが追加補充されたことによ

って、算数・数学を中心に、アシスタントを活用した習熟度別少人数授業やテ

ィームティーチングによる授業が定着してきた。こうした効果的な取り組みを

行っている小中学校を、市内の学校に紹介した。さらに、土曜授業ならではの

取り組みとして、漢字検定合格、ＩＣＴ活用、ＮＩＥ教育が導入されている。

アシスタントは、現在１４９名の方に尽力いただいている。 

（２）７月に土曜授業検証委員会を立ち上げる。土曜授業を取り巻く諸課題も含めて、 

成果と課題を把握し、より望ましい取り組みに改善していけるように提言して

いくための組織として考えている。各学校の取り組み内容を検証し、土曜授業

を効果的に取り組んでいる学校の授業を実際に視察して、さらに、すべての学

校の取り組み状況を協議する土曜授業実践協議会を開き、効果的な取り組みを

より共有し、土曜授業を定着させていけるよう取り組んでいく 

３ 特別支援教育について 

（１）基本的な考えとして、１．すべての幼児児童生徒は、価値ある存在、尊重され

る存在として認められること ２．幼児児童生徒が、地域で共に学ぶ機会が得

られる教育を目指すこと ３．幼児児童生徒の自立や社会参加に向けて、その

持てる能力を最大限に発揮して学習できる教育をめざすことの３点を重点とし

ている。そのために「個別の指導計画」を幼稚園・小中学校全てで作成してい

る。また、「個別の教育支援計画」を特別支援学級に在籍している全ての児童生

徒において作成している。 

（２）特別支援学級在籍数は年々増えて、現在は小学校１４校、中学校８校に設置し

ている。５年前と比較すると、小学校は児童数で１．５倍、中学校は生徒数で

２倍となっている。 

（３）特別支援学級担任の５８．１％が、特別支援教育の経験年数が３年未満であり、

人材育成が急務である。その対応として、免許認定講習の受講を指導したり、

研修を行ったりしている。 

（４）通級指導教室での指導が必要な児童が増えており、昨年度より４校増やして１

０校１８学級に２４７名が学んでいる。要配慮児童生徒支援員は、昨年度より

２校増やして、支援が必要な７校に配置している。 

（５）全ての小中学校に特別支援教育コーディネーターを配置して、各学校支援体制 

を整備していくことになっているが、通常学級の担任が兼務しているために、

野田市では専門家チームによる指導・助言を行っている。さらに、関係機関・

団体等との連携として、県立野田特別支援学校や手をつなぐ親の会との連携、 

１０月開設予定の「子ども支援室」との連携を図っていく。 



 

 

◎ 滝本 恵一議員 

≪質問の要旨≫ 

２ 子どものインターネット環境について 

（１）児童生徒の携帯電話所有実態の把握について 

（２）顕在化したトラブルの有無について 

（３）児童生徒に対して行っているネットリテラシー教育・情報モラル教育の現状と 

今後の取り組みについて 

（４）教師、保護者に対して行っているネットリテラシー教育・情報モラル教育の現 

状と今後の取り組みについて 

３ スポーツ振興について 

（１）学校体育研究指定校の今までの取り組みと最終年度の活動について 

（２）トップアスリートと触れ合う機会の今後の取り組みについて 

（３）総合公園の利便性と安全性の確保について                                                                                                                                                                  

≪答 弁≫ 

２ 子どものインターネット環境について 

（１）平成２７年２月に実態調査を行った。携帯電話の個人所有は下降傾向がみられ 

るが、スマートフォンの個人所有が急激に上昇している。使用実態については、

小学校も中学校も休日になると、長時間使用している割合が多くなっている。 

（２）平成２６年度のいじめ実態調査から、６月調査では小学校で９件、中学校で２

件、１１月調査では小学校で２件、中学校で２件の報告があったが、いずれも

解消された。 

（３）日ごろのコンピュータ使用授業の際に指導している。加えて、外部講師招聘に 

よる情報モラルの指導を行ったり、今年３月には、教育委員会から新年度の進 

級時にネットトラブルを未然に防ぐ指導内容を、具体的に提示して行うよう通 

知した。 

（４）平成２７年２月の調査結果を各学校に周知し、教職員の指導力向上を図った。 

また、保護者に対しては、各学校で研修を実施していること、教育委員会では、 

ペアレンタルコントロール講習会を昨年度８月に実施し、今年度も７月に実施 

予定である 

３ スポーツ振興について 

（１）東部中学校が、平成２５年度に千葉県教育委員会の研究指定を受け、研究期間

は３年間であり、今年度が最終年度である。運動に親しむ資質を高め、自ら学

び体力の向上を目指す生徒の育成を研究テーマとして取り組んできた。最終年

度の今年度は、１１月２０日に３年間の成果を、授業公開とともに発表する。 

（２）アスリートと学ぶ環境教室を、５月２７日に関宿中央小学校で、千葉県で初め

て開催した。トップアスリート５人によるランニングとサッカーの実技講習と



 

 

トップアスリートだからこそ環境を大切にしていることを学ぶことができた。

今後も、様々な企画を積極的に活用し、トップアスリートに触れ合う機会を充

実させていきたい。 

（３）総合公園体育館は昭和６２年に開館し、開館と同時期に総合公園第一駐車場も

設置され、１台当たりの駐車区画は、幅員２．２５メートル、長さ５．０メー

トルで白線により区画されており、駐車台数は、一般用１１７台、障がい者用

２台の合計１１９台となっている。 

なお、市内公共施設の例として、本庁舎駐車場における駐車区画の状況は、

幅員２．４から２．５メートル、長さ４．６５メートル、また、関宿総合公園

駐車場は、幅員２．４メートル、長さ５．０メートルとなっており、いずれも

総合公園駐車場よりも幅員が広くなっている。これは、それぞれの施設の建設

時期の違いによるものである。 

現在の駐車場の駐車区画の基準は、平成４年６月１０日付けの建設省道路局

企画課長からの駐車場設計・施行指針についての通達（資料５）により、小型

乗用車の駐車区画は、幅員２．３メートル、長さ５．０メートル、普通乗用車

の駐車区画は、幅員２．５メートル、長さ６．０メートルとなっている。 

総合公園体育館建設当時とは、社会情勢の変化に伴い、車両も大型化し、駐

車区画の基準も大きくなっているが、現在のところ、車での総合公園利用者が

多数であることから少しでも多くの車両が駐車できるよう駐車区画の引き直し

は行ってはいない。 

しかし、区画線の老朽化も進んでいるので、今後、駐車区画の白線を引き直

しする際には、駐車区画を広げると駐車台数が１３台減となり、その分が臨時

駐車場等の利用となり、利用者には不便をおかけするが、乗り降りや荷物の取

り出しを考慮し利便性を向上させるため駐車区画を広げたいと考えている。 

次に、駐車場内に矢印等の誘導がないため、いろいろな方向から車が進行し

てくるとのことだが、駐車場内の通路は基本的には６メートルを確保してあり、

交互通行に問題はない。また、車両の出入りが多い、主に土日、祝日の行事が

入っている日には、出入り口付近に駐車場の整理員を配置し、駐車場の空き状

況を確認しながら、車両の制限をするとともに、総合公園の利用者であること

の確認や歩道を通る方の安全確保等を行っているので、引き続き、整理員には

車両の誘導も含めて指導を徹底する。 

 

◎ 織田 真理 議員 

≪質問の要旨≫ 

３ 給付型奨学金制度について 

浦安市では今年度４月より、給付型奨学金制度がスタートしたが、野田市におい 



 

 

ておこなう考えはあるのか伺う。 

≪答弁≫ 

３ 給付型奨学金制度について 

本市の育英資金貸付事業は、平成２２年度に国の制度として「公立高校授業料無 

償制・高等学校等就学支援金制度」が導入され、高校の授業料が実質無償化され 

たことに伴い、市としての高校生への新規の貸付は廃止した。大学生への貸付型 

については継続している。 

浦安市の給付型奨学金制度は、給付型奨学金は返済不要という性質から、創設 

に当たっては世帯の収入基準や成績基準を設け、貸付型よりも審査が厳しくなる

などの新たな課題も見られる。市としては、国や公的団体の給付型奨学金制度を

紹介するなど、市以外の情報も積極的に周知しているところであり、市独自の給

付型奨学金の創設は考えていない。 

 

◎ 長南 博邦議員 

≪質問の要旨≫ 

３ 社会教育施設の利用について 

（２）公民館等の予約受付前倒しについて 

≪答 弁≫ 

３ 社会教育施設の利用について 

（２）東葛管内５市の公民館の予約受付状況は、鎌ケ谷市が２か月前から、柏市の登

録団体については２か月前から、非登録団体については、１０日前からの受付

となっている。我孫子市、流山市は３か月前から、松戸市においては、社会教

育関係認定団体のみが３か月前からとなり、非認定団体は１か月前からの受付

となっている。 

野田市のコミュニティ会館と同様の施設の予約受付状況は、鎌ヶ谷市のコミ

ュニティセンターと我孫子市の近隣センターについては２か月前から、柏市の

近隣センターでは優先団体が１２か月前から、地域優先団体が６か月前から、

一般団体及び非登録団体が１か月前からの受付となっている。松戸市と我孫子

市の市民センターについては、３か月前からとなっている。 

次に、野田市での公民館使用の予約受付については、野田市公民館使用規則

第２条第２項により２か月前から５日前と定められており、これについては以

前から地域のサークルの方や地域の団体の方々の利用に際して便宜を図る上で

２か月前という期間が適当という考えで現在に至っている。 

また、コミュニティ会館についても、公民館と同様に、２か月前の受付となっ

ており、野田公民館の小ホール及び関宿コミュニティ会館の小ホールについて

は１２か月前からの受付となっている。 



 

 

公民館等の予約受付の前倒しについては、東葛管内の状況を見ると、予約受

付が２か月前と３か月前がほぼ半数ずつとなっており、また、野田市では予約

受付については、公民館及びコミュニティ会館は２か月前からということで多

くの利用者が馴染んでいるので、引き続き同様の手続きで進めてまいりたいと

考えている。 

 

◎ 舩橋 繁雄議員 

≪質問の要旨≫ 

３ 学力向上対策について 

（１）学力向上対策をどのように考えているのか伺う 

（２）教科担任講師は教員免許を保持しているのかを伺う。 

（３）教科担任講師の選考基準を伺う。 

（４）南房総市に於いて子供達に学習塾への補助金を交付しているが野田市に於いて 

は今後計画はあるか伺う。 

≪答 弁≫ 

３ 学力向上対策について 

（１）学校教育の指針「ジャンプアップ『のだ教育』」の中で、「確かな学力」の育成

を目標としている。そのために３つのポイントを掲げている。 

   １つ目は、教員の意識改革と授業改革、２つ目は、土曜授業の効果的な活用、

３つ目は、家庭との連携による家庭学習を含めた学習習慣の定着である。教育

委員会としては、今後「家庭学習のすすめ」改訂版を配布し、啓発に取り組ん

でいき、さまざまな対策を地道に継続していく。 

（２）教科担任講師とは、通常学級の学級数が１１学級以下の中学校で、当該教科の 

免許を所持する教員の配置がない場合、県教育委員会から派遣される非常勤の

学校職員である。県の任用については、中学校当該教科の免許を保持している

ことが条件となっている。 

（３）教科担任講師は、県での面接を経て登録された者の中から派遣されると伺って 

いるが、県の選考基準については把握していない。 

（４）南房総市の学習塾への補助金は、保護者の経済力による教育格差を是正し、子 

どもたちの学習環境を整えたい趣旨で始められたものであると聞いている。 

本市においては、昨年度より市内すべての児童生徒に均等に、質の高いきめ

細かな指導を伴う学習機会を提供するということで土曜アシスタントを配置し、

「土曜授業」に取り組んでおり、この「土曜授業」を充実させることこそが、

学習環境の一層の充実につながっていくものと考えている。 

また、経済的理由により、学校以外に学習の機会がない家庭等を対象に、昨

年度から「ステップアップセミナー」を開講していることなどから、現状にお



 

 

いては、学校外の教育を受ける児童・生徒・家庭への補助金は考えていない。 

 

◎ 小室 美枝子議員 

≪質問の要旨≫ 

４ 教科書採択に関連した野田市の姿勢について 

（１）教科書の展示会場と展示期間について 

（２）教員や保護者の意見反映について 

（３）アンケートの形式について 

（４）教科書採択における採択地区協議会の公開について 

≪答 弁≫ 

４ 教科書採択に関連した野田市の姿勢について 

（１）野田市柳沢にある東葛飾研修所内の「野田教科書センター」で、６月１９日か 

ら７月８日までの土日を除く１４日間、午前９時から午後５時まで開催してい 

る。 

（２）開かれた採択を推進する観点から、採択地区協議会の委員に教員や保護者の代 

表が参加することから、意見は十分反映されるものと考えている。展示会場で

のアンケートは、展示会の運営に関するもので、教科書採択に直接反映はされ

ない。 

（３）来場した方に意見を書いてもらうＡ５版の用紙を用意している。項目としては、

１．開催日・開催時間について ２．展示の仕方について ３．その他となっ

ている。 

（４）文部科学省初等中等教育局長からの通知の中に、「静ひつな採択環境を確保する 

ため、外部からの働きかけに左右されることなく、採択権者の権限と責任にお

いて公正かつ適正な採択を行うこと。」とあり、公正性の確保という見地から、

公開を求める考えはない。ただし、教科書無償法に基づく議事録等の公表が９

月１日以降可能である。 

◎ 栗原 基起議員 

≪質問の要旨≫ 

１ 投票率の低下について 

（３）若年層の政治への意識向上を図る教育や取り組みについて教育長に伺う。 

≪答 弁≫ 

１ 投票率の低下について 

（３）中学校３年生の社会科公民で、政治の仕組み、地方自治や選挙の仕組みについ

て学習している。また、特別活動の一部として行われる生徒会役員選挙では、

選挙管理委員会から投票箱を借りて投票を体験している。さらに、新聞を活用

した教育「ＮＩＥ」等を通して、政治意識向上を図っていきたい。 



 

 

◎中村 あや子 

≪質問の要旨≫ 

１ 戦後７０周年の記念事業について 

（１）鈴木貫太郎記念館の特別展の具体的な計画についてお伺いします。 

（２）開催期間中の交通手段をどのように考えていらっしゃるかお伺いします。 

（３）開催期間中の他の施設等との連携、また、記念の企画等について、どのように

お考えかお伺いします。 

（４）鈴木貫太郎記念館の暑さ対策について、どのように考えていらっしゃるかお伺 

いします。 

３ 防災教育について 

（１）小中学校における防災教育の現状についてお伺いします。 

（２）避難訓練の充実のため工夫されていること等お伺いします。 

（３）中学校の防災教育として、DIG（災害創造力ゲーム）等を取り入れている地域も 

あると聞いていますが、当局の見解をお伺いします。 

≪答 弁≫ 

１ 戦後７０周年の記念事業について 

（１）戦後７０周年記念事業の一つである、鈴木貫太郎記念館特別展は、８月４日か

ら１６日までの１３日間開催する予定で、仮称ではあるが、「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からの貫

太郎の想いや作品についてのエピソードを添えて展示する計画で、現在、展示

する扁額等の選定を進めている。このほか、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）や国立公文書館所蔵の終戦の詔書、実際に貫太郎翁のひげを剃っ

た剃刀など貫太郎翁に関連する品々を展示したいと考えている。 

また、初日の４日には、関係者を招いて、オープニングレセプションを開催

するとともに、映画「日本のいちばん長い日」の試写会を８月８日の公開に先

駆けて文化会館で開催する。 

さらに、この映画のスチール写真やポスターなどを記念館のロビーに展示す

るとともに、野田市内の関係機関・団体により設立した映画「日本のいちばん

長い日」を応援する会により、この映画を通して、本市の歴史や魅力を内外に

発信したいと考えている。 

（２）次に、特別展開催期間中の交通手段については、まめバス関宿城ルートについ

ては、鈴木貫太郎記念館から関宿城博物館、いちいのホール内の関根名人記念

館へ向かう来訪者を考慮し、開催期間中の土・日に臨時便の運行を検討してい

る。なお、開催期間中の平日は、通常どおり運行いたします。さらに、川間駅

から関宿城博物館までの路線バスの臨時運行を検討しており、詳細につきまし



 

 

ては、今後、関係機関と調整を進めている。 

（３）鈴木貫太郎記念館及び千葉県立関宿城博物館にはすでに記念スタンプがあるが、

関根名人記念館にはないので、新規に作成し、この３か所を回るスタンプラリー

を計画し、達成した場合には関宿地区のキャラクター、やど助グッズ（キーホル

ダー、ストラップ、ボールペン各 200円のうち一つ）を景品にあげることで、親

子連れの参加が見込まれ、特別展の開催効果を関宿地域に広げることができるた

め、千葉県立関宿城博物館などの協力を得て実施したい。関宿の記念品、土産物

等の販売については、野田市関宿商工会と検討中である。 

（４）現在、鈴木貫太郎記念館の敷地内には飲料水の自動販売機はありませんが、歩

いて約１分弱の隣接する商店（建物の玄関先から約５０メートル）に設置されて

おります。新規の自動販売機の設置については、社会福祉協議会を通じ検討をお

願いしている。なお、設置が困難な場合には、特別展開催期間中に限り、給水器

の設置を検討したい。 

３ 防災教育について 

（１）（２）防災教育については、平成２４年度に山崎小学校が千葉県教育委員会から

指定を受け、ワンポイント避難訓練や実際的な引き渡し訓練など先進的な取り組

みを行った。防災教育は、避難訓練だけでなく、社会科や総合的な学習の時間で

も取り組んでいる。また、市内小中学校では、地震対応、火災対応、不審者対応

の３種類の避難訓練を、毎年２～６回実施している。加えて、全ての小学校で引

き渡し訓練やワンポイント避難訓練を実施している 

（３）ＤＩＧは「地図を使って、まわりの人たちと話し合いながら災害時の対応を考 

える学習」のことをいい、野田市では山崎小学校の防災教育の研究で授業開発に

取り組んだ。中学校でも、最近の地震の頻発からＤＩＧを活用した防災教育を実

施することを検討している。 

 

◎ 小椋 直樹 議員 

≪質問の要旨≫ 

４ 教員の支援態勢について 

（１）スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、教師、事務職員、それ 

ぞれの仕事の範囲は、どの位なのか野田市の現状はどうなのかお伺いします。 

（２）現在国で検討がすすめられているチーム学校に対する考えについてお伺いしま 

す。 

≪答弁≫ 

４ 教員の支援態勢について 

（１）スクールカウンセラーは、臨床心理士の資格を持ち、「こころの専門家」とも呼 

ばれ、児童生徒の心の問題解決に向けて助言・援助を行うことが主な仕事であ



 

 

る。中学校全校及び小学校２校の計１３校に配置している。中学校へ配置され

たスクールカウンセラーは、学区の小学校から要請があれば派遣することがで

きる。 

スクールソーシャルワーカーは、社会福祉士等の資格を持ち、問題を抱える 

児童生徒が置かれた環境改善に向けて、専門機関への働きかけや連絡・調整を

行うことが主な仕事である。東葛飾管内では鎌ケ谷市立第五中学校を拠点に１

名配置されており、要請に応じて派遣される。 

校長・教頭は、学校経営や職員管理を中心に、主幹教諭・教諭・養護教諭は 

授業や生徒指導など児童生徒の教育に直接関わることを通して、さまざまな課

題に対応している。 

事務職員は、事務職としての本来の仕事の他、学校事務の共同実施という形 

で、事務の効率化・適正化の研究を進めるとともに、教育支援にも視点を当て、

さまざまな取り組みを行っている。 

（２）「チーム学校」は、教員を中心に多様な専門性を持つスタッフを学校に配置し教 

職員や専門スタッフがチームとして取り組み、学校の教育力・組織力を向上さ 

せ、教員が授業など子どもへの指導に専念できる環境をつくることを目的にし 

た国の考え方である。我が国の学校現場を取り巻く課題は複雑化・多様化して 

おり、教員の仕事量は以前に比べ拡大し多様化している。本市においても同様 

の傾向があり、市独自にスクールサポーターやスクールカウンセラーの配置を 

始めとし、今年度は５３名のサポートティーチャー、４８名の特別支援学級支 

援員、７名の要配慮児童生徒支援員等を配置し、子どもたちの学習支援や生活 

支援を行っており効果をあげている。 

今後は、国が推進する「チーム学校」作りに向けた教職員等の定数改善に大 

きな期待を寄せ、国の動向を十分に注視してまいりたい。 

 

◎ 椿 博文議員 

≪質問の要旨≫ 

３ 学校通学路に関する交通安全対策について 

（１）宅地造成により学齢期の子供が増加した光葉町から北部小学校、岩木小学校へ 

通学路に関して、通学路が狭く登下校時に通行車両が多い安全対策について 

 ①七光台駅～野第１４８号踏切までの道路 

 ②五木自治会館～五木新町１９に至る道路 

≪答 弁≫ 

３ 学校通学路に関する交通安全対策について 

 ①七光台駅～野第１４８号踏切までの道路は、住宅の開発に伴い、この道路を通る 

児童数や交通量が増え、交通安全が課題になってきた。その安全対策として、自



 

 

動車等の通行料が比較的少なく、児童の安全性の確保が図れる自由通路を通るル

ートを整備した。しかし、ここは人通りが少なく不審者を心配する保護者の要望

等から、１～３年生は従来の通学路で登下校している。そのための安全対策とし

て、歩行指導、交通指導員や保護者による指導をしている。さらに、スクールゾ

ーン指定は困難であり、グリーンベルトや路面標示、立て看板の経年劣化の補修

を行っていく。 

 ②五木自治会館～五木新町１９に至る道路は、現在、岩木小学校の児童数のおよそ 

２割に当たる１６２人が利用している。現在、この道路は通学路に指定されてい

ないため、早急に学校と検討して通学路指定をするようにしていく。また、学校

には当該道路を含めて、交通安全指導をさらに行うよう指導していく。また、注

意看板は設置されているが、今後各所に看板を増やして、運転者に対し注意を促

していく。 

 

 

  

 



