
平成27年第4回野田市議会定例会報告

（教育総務課）

1．会　期　　平成27年12月2日（水）から12月21日（月）

　　　　　　　　　　　　　一般質問12月10目（木）から12E　14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

　　②　次期総合計画の策定について

　　③　学校の耐震補強工事について

　　④　川間公民館の改築について

　　⑤　野田市教育大綱の策定について

　　⑥　いじめ問題ついて

　　⑦　文化会館の屋上・外壁防水改修工事について

　　⑧　関宿中央公民館空調設備の改修工事について

　　⑨　綜合公園陸上競技場改修工事について

　　⑩　指定管理者の指定について

　　⑪　被ばく積算線量の計測について

　　⑫　市民向けふるさと納税について

　　⑬　小・中学校、幼稚園のエアコン整備に係る財源について

　　⑭　まち・ひと・しごと創生総合戦略等について

　　⑮　台風18号に伴う被害状況について

　　⑯　野田市に関係するスポーツ選手の活躍について

　　⑰　スポーツを通じた国際協力及び国際交流について

　　⑱　寄附について

3．提出議案について

　　議案第7号　都市公園設置及び管理に関する条例の一部改正

　　議案第8号　総合公園の指定管理者の指定

　　議案第9号　文化会館、野田公民館及び中央コミュニティ会館の指定管理者の指

　　　　　　　　定

　議案第12号　一般会計補正予算（第4号）

　議案第18号　川間公民館新築工事請負契約の締結

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っいて申し上げます。

　コウノトリをシンボルとした安全・安心の地域再生、生物多様性自然再生の取組に

ついて申し上げます。

　7月23日に実施しましたソフトリリースによる試験放鳥から4カ月が経過しまし

た。放鳥されたコウノトリ3羽が装着しておりますGPSによる位置情報や寄せられ

た目撃情報は、市のホームページでお知らせしております。

　放鳥されたコウノトリの現在の様子ですが、メスの愛は、9月まで坂東市に滞在し

た後、吉川市、平塚市、常総市、行方市、勝浦市と移動し、現在は茨城県神栖市にお

ります。

　メスの未来は、利根川を遡り、群馬県、福島県を経由して8月中旬から1カ月以上

宮城県内に滞在し、その後福島県いわき市から大きく南下し、三重県の志摩半島を経

由し、現在は岡山県倉敷市におります。

　オスの翔は、鬼怒川を遡り、福島県を経由し、8月上旬から1カ月半以上宮城県内

に滞在しておりましたが、9月下旬になりますと、未来同様大きく南下し、伊豆大島

に移った後に北上し、現在は石川県の能登半島の七尾市におります。

　野田市で実施しました今年度の試験放鳥につきましては、「コウノトリの保全に関

する有識者会議」の委員の方々から心配されておりました電線や交通事故等のリスク

にっいては、問題がないということが証明されたことと併せて、関東におけるコウノ

トリをシンボルとした自然再生の取組を野田市が中心となって実施していることのP

Rができたという点で大きな成果であるとのご意見を頂いているところであります。

　放鳥したコウノトリの定着は、まだ2、3年先になることと予想されておりますこ

とから、平成29年まで試験放鳥を実施していく中で次の段階として、野田市への定

着を最優先に、さらには関東における個体群をっくらないといけないと考えており、

まずは兵庫県立コウノトリの郷公園に預けております「アカリ」「ミライ」のペアリ

ングとあわせてペアリング後の放鳥について、IPPM－OWS（コウノトリの個体

群管理に関する機関・施設問パネル）に相談をしていきたいと考えております。
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　「こうのとりの里」への来場者数ですが、11月20日現在、9，122人となっており、

昨年度同時期より、5，097人増加しております。

　　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っいて申し上げ

ます。

　次期総合計画の策定につきましては、平成23年度に総合計画審議会を立ち上げ、

3年半にわたりご審議をいただき、9月25日の第36回の会議におきまして答申を頂

きました。分野別検討組織のメンバ∴の皆様及び長期間にわたってのご審議をいただ

きました総合計画審議会委員の皆様には、深く感謝申し上げます。

　答申いただきました新しい総合計画は、分野別検討組織からの提言書、市民アンケ

ー
ト、地区別・各界懇談会、パブリック・コメント手続など、これまで以上に様々な

市民参加の取組を行い、提言書や市民のご意見をべ一スに、総合計画審議会において

審議を重ね、取りまとめていただいたものであります。このうちの基本構想について、

基本構想の策定等を議会の議決すべき事件として定める条例の規定に基づきましで、’

本議会に議案として提案させていただいております。

　　学校の耐震補強工事につきましては、校舎3棟及び体育館4棟合計7棟の工事を

進めてまいりましたが、そのうち、二川小学校校舎及び関宿中学校格技場が予定工期

である10月26日までに完成し、6月の定例会で議決をいただきました清水台小学校

体育館、また、岩木小学校体育館、柳沢小学校体育館の合計3棟にっいては！1月30

日までに完成いたしました。

　また、現在、施工中の木間ケ瀬小学校校舎は12月21目、中央小学校記念館は来年

1月25日の工事期限内完成を目指して進めております。宮崎小学校教室棟の一部改

築工事については、来年3月15日の工事期限内完成を目指し、現在仮設校舎の解体

準備を進めており、12月上旬より新校舎の使用を予定しております。

　非構造部材の吊り天井改修工事及び吊り形照明器具改修工事につきましては、関宿

小学校体育館が8月31日までに、第一中学校格技場が9月30．日までに完成し、みず

き小学校体育館の吊り天井改修工事、東部小学校体育館他9棟の吊り形照明器具の改
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修工事を2月末の完成を目指し進めております。

　なお、耐震改修工事と非構造部材の改修工事の財源である学校施設環境改善交付金

について、耐震改修事業の交付決定額が当初要求より上回ったこと及び非構造部材の

改修事業で追加交付決定があったことから今議会に増額の補正予算を計上させていた

だいております。

　川間公民館の改築につきましては、平成27年度及び28年度の2力年事業として、

川間公民館新築工事の入札を12月1日に行いましたので、今議会に追加議案として

工事請負契約の議案を提案させていただぎます。

　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。

　野田市教育大綱につきましては、素案にっいてのパブリック・コメント手続を経て、

10月28日に開催された総合教育会議において決定されましたので、10月30日付け

で野田市教育大綱として策定をいたしました。

　いじめ問題について申し上げます。

　いじめは絶対許されないものであること、いつ、どこでも、誰にでも起こり得るも

のであること、いじめられている児童生徒を全力で守るというスタンスで本年も取り

組んでおります。

　6月には全校児童・生徒を対象とするアンケート調査を実施し、この結果を基に、

各学校において担任教師を中心にきめ細やかな対応を行うととも’に、いじめの情報を

全校で共有し、組織的な対応を進めております。

　夏休み明けの9月には、教育委員会が追跡調査を行い、その後の解消率を確認した

ところ、93，1％であり、現在も継続的な対応を続けている14校、43件については、、

引き続き適切な支援、指導及び助言を行っております。

　また、11月には、2回目のいじめに関するアンケート調査を行いました。新たに

把握したいじめの情報についても各学校できめ細かな対応をするとともに、1月以降、

追跡調査と支援や指導を行うこととしております。

文化会館の屋上・外壁防水改修工事につきましては、予定どおり11月20日に防水
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工事を終了させ、12月中に足場を撤去し、

でおります。

1月から基礎部分の塗装作業に入る予定

　関宿中央公民館空調設備の改修工事につきましては、平成27年度及び28年度の2

力年の事業で実施すべく、関係予算について、今議会の補正予算に計上させていただ

いております。なお、28年6Aの完成を目指しております。

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

伴う改修工事の第2期工事として、今年度は、トラック及びフィールド内の走り幅跳

び等のウレタン改修、レーンライン、マーキング等の改修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、本年12月29日から来年2A　29日までの期間は休

場とさせていただきます。

　10番目の柱の行政改革の徹底について申し上げます。

　指定管理者制度ですが、始めに、本年度末で指定管理期間が満了となる施設につい

て申し上げます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ
　総合公園については、10月14日の第2回選定委員会で審議した結果、随意により

野田市開発協会・シンコースポーツ共同事業体を指定管理者候補者に決定しました。

また、野田公民館と中央コミュニティ会館については、新たに指定管理者制度を導入

する文化会館と3施設合わせて公募したところ2事業者の申込みがあり、11月4日

の第2回選定委員会で審議した結果、野田市文化会館・樫のホール活性化共同体を指

定管理者候補者に決定いたしました。以上の4施設については、今議会に指定管理者

の指定の議案を提案させていただいております。

　続きまして、諸般の報告について申し上げます。

　　福田地区の学校4校と保育所2カ所で行っております放射線の被ばく積算線量の

計測にっきましては、10月末までの積算値を基に登校日及び登所日に1日当たりの

滞在時間の最大値を乗じて得た想定年間積算線量は、0，167ミリシーベルトから

0．286ミリシーベルトまでであり、年間1ミリシーベルトを超える学校及び保育所は
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ありませんでした。

　　市民向けふるさと’納税にっいては、10月1日からスタートいたしました。要望

の多い小・中学校、幼稚園のトイレの洋式化に活用するため、学校施設整備等基金を

その受皿として、広く市民の皆様から寄附を募っているものであります。

　現在の寄附の状況について申し上げますと、この制度がスタートした10月1日か

ら11月20日までに、153件、3，784，690円の寄附を頂いており、記念品代等の予算

が見込みを上回るものとなっております。12月までは予備費を充当させていただき、

その後の分は、今議会に補正予算を計上させていただいております。

　なお、寄附者の利便性を向上させるため、12月1日からは、インターネット上で

ふるさと納税の申込みができ、併せてクレジットカード払いもできるようにいたしま

した。

　小・中学校、幼稚園のエアコン整備に係る財源について申し上げます。

　先の9月議会の一般質問の答弁で、エアコン整備の総事業費は、約53億円と見込

んでおり、国の補助金は当てにすることができない状況であるため、充当率が75％

の学校教育施設整備事業債だけの単独事業で整備した場合の起債額と一般財源額を申

し上げましたが、その後、県と協議し、起債充当残の25％の部分に、県の市町村振

興資金を充当できることが確認できました。市町村振興資金は、県による貸付けです

が、起債扱いとなります。1年度にっき3億円が上限額となりますが、これを上限額

まで活用すると、28年度に予定している中学校分は、事業費約19億円に対し、起債

が約17億円、一般財源が約2億円、29年度に予定している小学校及び幼稚園分は、

事業費約34億円に対し、起債が約29億円、一般財源は約5億円となります。市町村

振興資金を活用しても、まだ、2力年で約7億円の一般財源が必要となることから、

他の事業への影響を考慮し、現在約4億6千万円の残高を有している公共施設整備基

金を活用させていただきたいと考えております。

　これにより一般財源の一部について財源手当てのめどは立ちますが、起債にっいて

は、新たに充当する市町村振興資金を含め、全て交付税措置がない通常債であること

から、プライマリーバランスの赤字は更に拡大すると見込まれ、後年度における公債



費負担増は避けられない状況となります。このため、更なる行財政改革や聖域なき事

業の見直しを進めて行かなければならないものと考えております。

　まち・ひと・しごと創生総合戦略等について申し上げます。

　平成27年10．月29日に、市民を始め産業界・教育機関・金融機関・労働団体・メ

ディア（産学金労言）の各分野から7人を野田市まち・ひと・しごと創生専門委員に

委嘱して第1回会議を開催し、野田市人ロビジョン（案）についてご意見を頂きまし

た。11月13日の第2回会議では、野田市まち・ひと・しごと創生総合戦略（案）に

ついてご意見を頂き、人ロビジョン及び総合戦略の案を作成しました。

　野田市の人ロビジョン（案）は、2030年までは次期総合計画において、過去の国

勢調査のデータに区画整理の進捗状況等、野田市独自の事情を加味するなど、確たる

根拠に基づいて人口を推計しておりますので、これと整合を図ることとしました。

2030年以降については、国の示す方向性に沿って出生率が上昇した場合を推計する

とともに、東京直結鉄道が開業した場合の影響も考慮して推計し、2040年も2030年

の推計人口15万2千人と同程度の15万ユ千人程度を維持することを将来展望としま

した。

　また、国は、　「総合戦略は長期の人ロビジョンを踏まえ、地域の実情に応じた今後

5か年の目標や施策等をまとめるもの」としております。したがって、総合戦略の目

指すところは、長期的な視点に立ってまちづくりを進めるための指針となる総合計画

と同じであり、次期総合計画に記載されている施策、事業をそっくり移し替えて、野

田市まち・ひと・しごと創生総合戦略（案）を策定することとしました。財政の見通

しでは、少子高齢化社会の進展や普通交付税の合併算定替の終了などにより、市の財

源の減少は避けられない状況であり、総合戦略を策定することにより国の新型交付金

等、特定財源を活用し、施策を実施していきたいと考えています。

　なお、人ロビジョン及び総合戦略（案）の策定に際しては、議会の意見を聴くことと

されておりますので、今議会の最終日に議員の皆様と意見交換をさせていただきたい

と考えております。

台風18号に伴う平成27年9A関東・東北豪雨の被害状況について申し上げます。

：12



　降雨の状況としましては、9月6目の降り始めから10H　i1］iでの総雨量は、野田地

域が392ミリ、関宿地域が335ミリであり過去最大級の雨量でした。時間雨量は、最

大で65ミリの降雨がありました。

　結果として、床上14件（うち住家6件、非住家8件）、床下48件（全て住家）の

浸水被害を発生させてしまいました。道路冠水は、随所で発生し74カ所を確認して

おります。

　座生川では、50トンポンプをフル稼働させて対応し、5つの調整池も満杯の状態

になりました。また、江戸川左岸川裏の関宿城趾付近と利根川右岸川表の下総利根大

橋を挟んで、上流と下流に、大雨により堤防法面の一部が削られましたが、国土交通

省では、11月の渇水期より補修工事に着手し、江戸川においては作業を完了し、利

根川については、補修工事に着手したとのことです。

　急傾斜地では、9A　13日に上花輪新町公園の北東側道路脇の傾斜地に小規模な亀

裂が入り、現在も補修作業を行っており、安全のため引き続き傾斜地沿いの道路50

メートルの通行止め及び同公園の一部の使用制限を実施しております。

　浸水被害の主な箇所の対応といたしまして、まず、野田地域について申し上げます。

　七光台イオンタウンから日の出町の浸水被害については、下流部で施工中のくり掘

り川の整備を引き続き進めます。また、北部工業団地と七光台小学校周辺についても

蕃昌宮前排水路の整備を引き続き進めます。

　平成やよい通り周辺住宅の浸水対策としては、平成やよい通りに、もう1本の下水

道雨水管を整備します。

　野田工業団地内の浸水対策としては、三ケ尾排水路の流末である運河立山樋管を整

備します。

　次に関宿地域にっいて申し上げます。

　六丁四反水路の下流域である県道岩井関宿野田線交差点付近の冠水対策にっいては、

現在、行っている関宿高校前と高校北側で調整池の整備を引き続き進めます。

　次木から親野井動物病院周辺までの間で発生した浸水対策については、今後、関宿

中央小学校東側の調整池から上流部について、公共下水道の雨水幹線整備を実施すべ

く現在都市計画決定の準備を進めており、このことにより浸水解消ができると考えて

おります。　　　　‘
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　最上部で浸水のあった柏寺水路の整備については、今年度で完成予定となっており

ます。今後、下流部の排水能力を高めるため、関宿落し掘りとの接続点のボトルネッ

ク解消など、県道結城野田線より東側部分の改修を進めてまいります。

　また、吉春地先の千葉レジャーランド野田店南側から七光台駅西側の座生川まで流

れている吉春谷津排水路については、排水不良により水路周辺に冠水箇所等が常襲的

に発生している状況から、対策を講ずるための測量及び現況調査委託費を今議会の補

正予算に計上させていただいております。

　これらの水路などの整備をしても今回のような規模の浸水に対応できない箇所もあ

ります。抜本策にはなりませんが、水路の竣深及び排水ポンプの設置又は強化、さら

に、幹線水路への末端雨水管の整備等、各流域に応じた改善策を実施していきます。

　また、ホームページやまめメール等による情報発信についてですが、職員が現場対

応に追われ、これらの情報発信を行うことができませんでした、今後は、庁内体制の

見直しを行い、速やかに対応できるように改善してまいります。

　次に、柳耕地ほ場及び岡田幹線排水路の災害復旧状況について申し上げます。

　柳耕地のほ場につきましては、利根川の越流堤を越水した水で、ほ場のほぼ全面が

冠水し、それに伴って稲わら等の堆積物がほ場に入り込み、耕作に支障を来したもの

であり、被害面積は約2，5ヘクタールでありました。

　また、岡田幹線排水路につきましては、豪雨により水路の法面が約20メートルに

わたり崩落し、、通水に支障を来したものであります。

　去る11月4目には、国による現地での災害査定が実施されており、この査定の結

果、柳耕地ほ場については、散乱している稲わら等の堆積物の除去工事として、災害

査定額が611万2，000円に決定され、岡田幹線排水路については、崩落した水路法面

の復旧工事として、災害査定額225万7，000円が決定されております。

　国の補助率につきましては、今回の災害が激甚災害に指定されていることなどから、

補助率の嵩上げが見込まれており、今後、補助率の増高申請手続を実施していく予定

でおりますが、最終的には約8割の補助が見込まれるところであります。

　残りの工事費用は地元負担となりますが、岡田幹線排水路につきましては、市が実

施主体であるものの、柳耕地のほ場は、木野崎土地改良区が事業主体であり、同改良

区に費用負担が発生することから、補助率が定まった段階で、市でその一部を負担し

14



たいと考えております。

　なお、復旧工事につきましては、国、県との協議が整い次第、着手してまいります。

　　野田市に関係するスポーツ選手の活躍にっいて申し上げます。

　10月5日に行われました第70回国民体育大会2015紀の国わかやま国体において、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　そめや　しょう
陸上競技少年A400メートルで、西武台千葉高等学校3年の　染谷　翔　選手が優

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　あらき
勝しました。また、バドミントン競技、団体少年少女で、西武台千葉高等学校　荒木
も　え　　　　　　　　おかべ　あまの　　　　　　　　　　おぬま

萌恵選手、　岡部　天　選手　及び　小沼　みなみ　選手が第3位と健闘いたし

ました。

〔

　スポーツを通じた国際協力及び交流にっいて申し上げます。

　特定非営利活動法人アルファバドミントンネットワークが外務省と協力し、スポー

ツを通じた国際貢献策としてモルディブ共和国バドミントン協会の選手・p－一チ招へ

い事業を実施しております。野田市内においては’12月5日にオープンサタデークラ

ブのバドミントンで子どもたちと交流を行う予定です。

続きまして、各種行事の実施状況について申し上げます。

　　11，月1日から15日までの間に行われた第68回野田市文化祭は、舞台発表の部

が文化会館大ホール及び檸のホール小ホールにおいて5日間行われ、総出演者数は

2，143人でありました。

　また、作品展示の部は、興風会館、中央公民館、総合福祉会館、市役所及び樫のホ

ールの5会場において3日間行われ、総出品者数は1，195点でありました。

　　11．月29日に野田市総合公園野球場において、法政大学野球部監督と選手43人

の指導のもと、子どもたちと市内中学校野球部員並びに指導者302人が参加して、少

年野球教室を開催いたしました。

各種大会の結果ですが、体育関係につきましては、10月17日に第69回東葛飾地
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方中学校駅伝大会が、71校参加のもと盛大に行われました。

　続いて、音楽関係でありますが、10月4日に行われた第14回東関東バンドフェス

ティバルでは、山崎小学校が銀賞を受賞しました。

　また、同日行われた第21回東関東マーチングコンテストでは、南部中学校と東部

中学校がそれぞれ金賞を受賞しました。このうち、南部中学校は、11月22日に行わ

れた第28回全日本マーチングコンテストに出場し、傘賞を受賞しました。

　11月7日に行われた第50回マーチングバンド・バトントワーリング関東大会マー

チングバンド部門中学生の部に、南部中学校及び第一中学校が出場し、南部中学校は

金賞を、第一中学校は銀賞を受賞し、南部中学校が12月19日に開催される全国大会

に出場することになりました。また、同日行われた小学生の部に、東部小学校及びみ

ずき小学校が出場し、それぞれ銀賞を受賞いたしました。

　次に、寄附について申し上げます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　やまもと　　あきひろ
　　学校施設整備等基金指定寄附金として、野田市野田464番地、山本　章裕　様か

ら39万円、野田市桜の里三丁目16番地の10、フラスタジオカ．レイアロハ代表、

たかの

高野　カツ子様から40万1，690円を頂きました。

　関宿あおそら広場の利用促進のための備品として、千葉市稲毛区天台6丁目5番2

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ざとう　かずし
号　目本ボーイスカウト千葉県連盟　理事長　佐藤　一石　様から長机30台、

248，400円相当の寄附を頂きました。

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7号は、里予田市総合公園の水泳場について、使用料に関する規定を整備しよ

うとするものでございます。

　議案第8号は、野田市総合公園の指定管理者として、野田市開発協会・シンコース

ポーツ共同事業体を指定しようとするものでございます。

　議案第9号は、野田市文化会館、野田市野田公民館及び野田市中央コミュニティ会

館の指定管理者として、野田市文化会館・樫のホール活性化共同体を指定しようとす
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るものでございます。

　議案第12号から議案第17号まで議案6件は、平成27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12号平成27年度野田市一般会計補正予算（第4号）は、歳入歳出予算、債

務負担行為及び地方債の補正であり、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ1億

4，045万7，000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ516億4，437万1，000円

にしようとするものでございます。

　主な内容につきましては、決算見込みに基づく人件費の増のほか、総務費では、国

庫支出金精算に伴う過年度分返還金を計上するとともに、防犯灯維持管理費を増額、

民生費では、認定こども園施設整備事業補助金を新規計上するとともに、対象者の増

により臨時福祉給付金給付事業費、利用者等の増により障がい者施設支援給付費及び

障がい児通所支援事業費等を増額計上しております。衛生費では、対象者の増により

高齢者等のインフルエンザ予防接種委託料を増額、農林水産業費では、農道維持管理

費における応急処理工事を増額計上しております。土木費では、国庫補助金の内示減

等に伴い舗装補修費、排水整備費及び野田市駅西土地区画整理費を減額する一方で、

冠水対策として吉春谷津排水路に係る測量調査設計委託料を新規計上しております。

教育費では、対象園児の増による私立幼稚園施設型給付事業を増額計上しております。

　歳入の主なものといたしましては、国庫支出金では、交付決定による学校施設環境

改善交付金及び扶助費の増に伴う障がい者関連の負担金を増額し、社会資本整備総合

交付金は確定に伴い減額しております。このほか、財政調整基金の繰入金を増額計上

し、市債を減額しております。
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一般質問について（概要）

◎　中村　あや子議員

《質問の要旨》

2　18歳選挙権の取り組みについて

②市内の小中学校での取り組みについて

③子ども議会について

《答　弁》

2　18才選挙権の取り組みについて

②小学校では6年生を対象に、明るい選挙推進協議会委員の協力で出前授業

　　を実施している。また、社会科授業で地方自治や政治の仕組みを学習する。

　　さらに、明るい選挙啓発書初め展、標語・ポスター募集を行い、政治に対す

　　る意識を高めている。

　　　中学校では3年生の社会科で、政治の仕組みと地方自治や選挙の仕組み

　　を学習する。また、生徒会役員選挙では、実際の投票箱を借りて投票を行っ

　　ている学校がある。今後も、選挙に対する意識や重要性にっいて理解させる。

③　ちば中学生県議会が開かれており、平成26年度には第二中と東部中の生

　　徒が参加した。野田市では、平成12年10月の市政50周年記念事業と

　　して、中学生模擬議会が開催された。しかし、こうした取り組みは一部の

　　代表生徒の参加にとどまっている。政治や社会への興味関心を高めるため

　　には、より多くの学校や生徒が参加できる取り組みが必要である。

　　小学校では、6年生が国会本会議場を見学したり、模擬議会プログラムに

　　参加したりしている。

　　中学校では、市内弁論大会で全中学校の生徒会役員が集まり、意見交換の

　　場を設けることで、自治活動の充実と向上を図り、政治への意識向上を図

　　っていきたい。このように、行事や生徒会活動の充実、教科の授業等をと

　　おして、政治への意識向上を図っていきたい。

◎　小椋　直樹議員

《質問の要旨》

2　子育て支援について

①奨学金の利子補助についてどう思われるか。

3　学校教育について

①　市内の学校別に学力の格差がついているように思われるが、格差について

教育長の所見をお聞きしたい。
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《答　弁》

2　子育て支援について

①　本市の育英資金貸付事業は、平成22年度に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。

　　議員ご指摘の長野県下伊那郡阿南町では、以前は本市同様無利子の奨学金

　　貸与制度を実施していたが、毎年、貸与額が返済額を上回り財政的に大変

　　厳しい状況となったため、平成26年度末に当該制度を廃止し、「阿南町修

　　学資金利子補給制度」が作られたと聞いている。

　　野田市としては、国や公的団体の給付型奨学金制度の紹介や、本市の無利

　　子による育英資金の貸付など、まずは、学生に負担の少ない奨学金の紹介や

　　貸出について積極的に周知しているところであり、現状においては奨学金の

　利子補助の創設については考えていない。

3　学校教育について

①　本年4月実施の全国学力・学習状況調査の結果から、平均正答率や生活に

　　関する児童生徒の回答状況は、学校により異なっている。これは、学校で

　　の指導のあり方や家庭環境等、さまざまな要因が関係していることから原因

　　を一つには絞れない。各学校の学力向上には、児童生徒の実態に応じた学力

　　向上策を図っていくことが必要であることから、10月に校長から直接ヒア

　　リングを実施した。

　　具体策の例として、教職員全員の学力向上策をまとめて、後期から行ってい

　　る学校や家庭学習が不十分な学校では、家庭学習カードを統一したり、ノー

　　ト検定等によるノート指導の充実を図ろうとしている学校がある。

　　これらのヒアリングでまとめたものを校長会の場で公表して、効果があると

　　考えられる取り組みは、積極的に取り入れるよう指導している。

　　また、野田市による学力調査を今年度2回実施し、学校や児童生徒個人の変

　　容を把握して効果的な学習形態を取り入れていけるよう取り組んでいく。今

　　後も教育委員会と校長会が連携して、学校の実態に合った指導体制を確立し

　　て、市内全体としてのレベルアップに取り組んでいく。

◎　織田　真理議員

《質問の要旨》

1　保育所及び幼稚園のあり方について

①　「私立の幼稚園の給料が安すぎる」と市民から声があるが、市はこういっ

　　た状況をどこまで把握しているのか伺う
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《答　弁》

①私立幼稚園の所轄庁は、私立学校法第4条により都道府県とされている。

　　私立幼稚園は、それぞれの園独自の方針に沿った教育指導や運営がなされ

　　ているが、指導、監督、設置認可、運営費の補助等の事務は所轄庁の千葉

　　県が行っている。このような状況から、市では、私立幼稚園の賃金その他

　　処遇については把握していないというのが現状である。

◎滝本　恵一議員

《質問の要旨》

1　防災について

①　ジュニア防災検定の導入について

4　スポーツ振興について

①総合型地域スポーツクラブについて

②健康長寿社会に向けてスポーツの位置づけについて　　　　　　1

《答　弁》

1　防災について

①防災や減災に子ども自身が自ら考えて判断する能力を身につけることは必

　　要不可欠である。小学校では、防災が身近に感じられるよう社会科や理科の

　　学習の中で行っている。中学校では、防災の講話や防災マップ作成など、体

　　験的学習に取り組んでいる。また、来年3月までに配布される防災学習教材

　　「防災まちづくり・くにづくり」を活用して、防災意識を高めていきたい。

　　ジュニア防災検定は、子どもの防災意識を高める検定であり、事前に家族

　　で話し合っておくことや学校が防災教育としてすでに行っている内容に加

　　え、防災新聞作りなど参考にできる面もある。

　　しかしながら、受験する場合は、学校単位で申し込んでも、一人当たり初

　　級で1800円、中・上級で2700円かかるなど、費用がかかることから

　　受験の導入は考えていない。

①野田市におきましては、平成13年2月に総合型地域スポーツクラブとし

　　て、「のだスポレクファミリークラブ」が設立されました。

　　現在、会員は179名であり、ソフトバレーボール、パドルテニス、グラウ

　　ンド・ゴルフ、卓球等の種目で活動し、また、千葉県総合スポーツセンター

　　を会場とする、総合型地域スポーツクラブ千葉県大会にも参加しています。

　　野田市としては、「のだスポレクファミリークラブ」が開催するソフトバレ

　　ーボール大会の会場費を体育協会加盟団体が開催する市民大会と同様に負

　担することや毎年1月頃に開催する次年度の施設利用予約調整会議に体育

　協会加盟団体と同様に出席いただいております。この他、スポーツ推進審議

1
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　会委員14名の内1名について「のだスポレクファミリークラブ」から委

　員を推薦いただき委嘱することで、市のスポーツ行政に意見を反映できる

　よう努めております。また、今年度は、公益財団法人健康・体力づくり財

　団の助成を受けて同クラブが実施する高齢者の健康・体力づくりを行う貯

　筋運動教室を中央公民館が共催する等支援をしております。

　平成25年2月に策定しました「野田市スポーツ推進計画」の中では、子

　どもから高齢者まで総合型地域スポーツクラブに参加することを促進し、

　また、「のだスポレクファミリークラブ」の認知度の向上とより一層の活動

　の充実を図るとしています。

　今後も、fのだスポレクファミリークラブ」の活動場所の確保等に関してよ

　り一層の支援を図るとともに、新規に総合型クラブを設立しようとする団

　体があった場合には、活用できる補助金の情報を提供する等、設立に向け

　て積極的に支援し、地域スポーツ環境の一層の整備を図りたいと考えてお

　ります。

②長寿社会に向けたスポーツの役割と位置づけについてですが、高齢化社会

　におきましては、スポーツに親しむことは健康の維持増進に有効であるば

　かりでなく、さまざまな人との交流や地域コミュエケーションを図る機会

　を得ることで高齢者の社会参加促進につながり、介護予防という視点から

　も重要であると言われております。

野田市では、平成26年4月に哩予田市健康づくり推進計画21（第2次）」

を策定し、市民の生活の質の向上、心身機能の維持及び向上、

生活習慣病の発生予防と重症化防止を図るため、その目標と取組の重点分野

の一つとして、「身体的活動・運動を盛り込んでおります。

また、隈預市スポーツ推進計画jの中で、生涯にわたってスポーツ活動に

参加することは、心身ともに健康で、文化的な活動を営むために重要である

ことから「高齢者のスポーツ参加機会の拡充」という施策目標を掲げ、それ

を実現するために「ニュースポーツの啓発・普及」や「ウォーキング等の奨

励kを始めとする様々な取組を提唱しております。

野田市におきましては、「野田市健康づくり推進計画21」の中の取組を実

践することや、「野田市スポーツ推進計画の中で掲げた様々な施策を実施

することにより、健康で生きがいを持ち、安心して生活できるよう、明るく

活力ある長寿社会を構築するために、スポーツに参加する機会の拡充に努め

ていきたいと考えております。
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◎古橋　敏夫議員

《質問の要旨》

1　卒業式における送別の歌について

①市内小・中学校の送別の歌の実態について伺う

②送別の歌の選定方法にっいて伺う

③選曲の一っどして「仰げば尊し」を推奨するが見解を伺う

《答弁》

1　卒業式における送別の歌にっいて

①多くの小中学校では現代風の歌を歌っているのが実情である。具体的には、

　　「旅立ちの日に」が最も多く、26校で歌われている。

　　　「仰げば尊し」は、昨年度2校が歌っている。平成20年度以降の卒業式

　　では4校、さらに感謝の会で毎年歌っている学校が1校ある。・

②　26年度の卒業式では、教師の話し合いで決めている学校が19校、教師

　　がいくつか選択した中から児童生徒が選ぶ学校が10校、児童生徒による

　　話し合いで決めている学校、教師を交えての生徒の話し合いで決めている

　　学校が、各1校である。

③国歌斉唱は学習指導要領に規定されているが、その他の曲については規定

　　はなく、学校の裁量になる。「仰げば尊し」は、小中学校の教科書に副教材

　　的に掲載されていることから、9校が授業の中で歌っている。

　　小中学校を卒業するまでには触れさせたい曲であると考えているが、卒業

　　式での選曲は、学校の判断に任せたい。

◎邑楽　等議員

《質問の要旨》

1　小中一貫教育について

①改正学校教育法成立により、小中一貫教育を実施する義務教育学校創設の

　　取り組みについて

②　関宿小学校、関宿中学校の一貫教育について

《答　弁》

1　小中一貫教育について

①小中一貫教育の取組は、これまで、教育課程上の特例制度に基づき、研究

　　開発学校制度や教育課程特例校制度の中で実施されてきた。本年6月24

　　日、小中一貫教育を実施することを目的とした「義務教育学校」を創設す

　　る「学校教育法等の一部を改正する法律」が公布された。

　　県内の小中一貫校の先進校としては、鴨川市の長狭学園、市原市の加茂学
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　園、成田市の下総みどり学園、市川市の塩浜小中一貫校が挙げられる。野田

　市では、東部中と東部小・柳沢小、二川小と二川中、関宿小と関宿中等にお

　いて、連携として、小学生の中学校での授業体験や、小中合同での体育祭を

　始めとする学校行事、そして、中学校教員による出前授業等に取り組んでき

　　た。小中一貫校は「中1ギャップ」の課題対応や、義務教育9年間の教育課

　程を編成することにより、特化した学びがしやすいこと、また、上級生の自

　尊心の高揚が図れることなど、メリットが大きいと考えている。

②　関宿小・中学校の一貫教育については、体育祭を共同開催したり、中学校

　　の先生が小学校で出前授業するなど、これまでも積極的に連携を行ってき

　　たことから、一貫教育の素地は十分にあるのではないかと考えている。一

　　貫教育の進め方としては、施設一体型、施設分離型の活用方法があり、そ

　　れぞれのメリット・デメリット、それに伴う施設面での課題、教育課程の

　　編成等、いくつか解決しなければならない問題もあるので、検討委員会を

　　設立し検討を進めてまいりたい。
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平成27年第4回野田市議会定例会報告（教育総務課）1．会　期　　平成27年12月2日（水）から12月21日（月）　　　　　　　　　　　　　一般質問12月10目（木）から12E　14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）　　　　　　　　　　，　　�@　コウノトリについて　　�A　次期総合計画の策定について　　�B　学校の耐震補強工事について　　�C　川間公民館の改築について　　�D　野田市教育大綱の策定について　　�E　いじめ問題ついて　　�F　文化会館の屋上・外壁防水改修工事について　　�G　関宿中央公民館空調設備の改修工事について　　�H　綜合公園陸上競技場改修工事について　　�I　指定管理者の指定について　　�J　被ばく積算線量の計測について　　�K　市民向けふるさと納税について　　�L　小・中学校、幼稚園のエアコン整備に係る財源について　　�M　まち・ひと・しごと創生総合戦略等について　　�N　台風18号に伴う被害状況について　　�O　野田市に関係するスポーツ選手の活躍について　　�P　スポーツを通じた国際協力及び国際交流について　　�Q　寄附について3．提出議案について　　議案第7号　都市公園設置及び管理に関する条例の一部改正　　議案第8号　総合公園の指定管理者の指定　　議案第9号　文化会館、野田公民館及び中央コミュニティ会館の指定管理者の指　　　　　　　　定　議案第12号　一般会計補正予算（第4号）　議案第18号　川間公民館新築工事請負契約の締結4．一般質問について　・別紙のとおり6【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っいて申し上げます。　コウノトリをシンボルとした安全・安心の地域再生、生物多様性自然再生の取組について申し上げます。　7月23日に実施しましたソフトリリースによる試験放鳥から4カ月が経過しました。放鳥されたコウノトリ3羽が装着しておりますGPSによる位置情報や寄せられた目撃情報は、市のホームページでお知らせしております。　放鳥されたコウノトリの現在の様子ですが、メスの愛は、9月まで坂東市に滞在した後、吉川市、平塚市、常総市、行方市、勝浦市と移動し、現在は茨城県神栖市におります。　メスの未来は、利根川を遡り、群馬県、福島県を経由して8月中旬から1カ月以上宮城県内に滞在し、その後福島県いわき市から大きく南下し、三重県の志摩半島を経由し、現在は岡山県倉敷市におります。　オスの翔は、鬼怒川を遡り、福島県を経由し、8月上旬から1カ月半以上宮城県内に滞在しておりましたが、9月下旬になりますと、未来同様大きく南下し、伊豆大島に移った後に北上し、現在は石川県の能登半島の七尾市におります。　野田市で実施しました今年度の試験放鳥につきましては、「コウノトリの保全に関する有識者会議」の委員の方々から心配されておりました電線や交通事故等のリスクにっいては、問題がないということが証明されたことと併せて、関東におけるコウノトリをシンボルとした自然再生の取組を野田市が中心となって実施していることのPRができたという点で大きな成果であるとのご意見を頂いているところであります。　放鳥したコウノトリの定着は、まだ2、3年先になることと予想されておりますことから、平成29年まで試験放鳥を実施していく中で次の段階として、野田市への定着を最優先に、さらには関東における個体群をっくらないといけないと考えており、まずは兵庫県立コウノトリの郷公園に預けております「アカリ」「ミライ」のペアリングとあわせてペアリング後の放鳥について、IPPM−OWS（コウノトリの個体群管理に関する機関・施設問パネル）に相談をしていきたいと考えております。7　「こうのとりの里」への来場者数ですが、11月20日現在、9，122人となっており、昨年度同時期より、5，097人増加しております。　　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っいて申し上げます。　次期総合計画の策定につきましては、平成23年度に総合計画審議会を立ち上げ、3年半にわたりご審議をいただき、9月25日の第36回の会議におきまして答申を頂きました。分野別検討組織のメンバ∴の皆様及び長期間にわたってのご審議をいただきました総合計画審議会委員の皆様には、深く感謝申し上げます。　答申いただきました新しい総合計画は、分野別検討組織からの提言書、市民アンケート、地区別・各界懇談会、パブリック・コメント手続など、これまで以上に様々な市民参加の取組を行い、提言書や市民のご意見をべ一スに、総合計画審議会において審議を重ね、取りまとめていただいたものであります。このうちの基本構想について、基本構想の策定等を議会の議決すべき事件として定める条例の規定に基づきましで、’本議会に議案として提案させていただいております。　　学校の耐震補強工事につきましては、校舎3棟及び体育館4棟合計7棟の工事を進めてまいりましたが、そのうち、二川小学校校舎及び関宿中学校格技場が予定工期である10月26日までに完成し、6月の定例会で議決をいただきました清水台小学校体育館、また、岩木小学校体育館、柳沢小学校体育館の合計3棟にっいては！1月30日までに完成いたしました。　また、現在、施工中の木間ケ瀬小学校校舎は12月21目、中央小学校記念館は来年1月25日の工事期限内完成を目指して進めております。宮崎小学校教室棟の一部改築工事については、来年3月15日の工事期限内完成を目指し、現在仮設校舎の解体準備を進めており、12月上旬より新校舎の使用を予定しております。　非構造部材の吊り天井改修工事及び吊り形照明器具改修工事につきましては、関宿小学校体育館が8月31日までに、第一中学校格技場が9月30．日までに完成し、みずき小学校体育館の吊り天井改修工事、東部小学校体育館他9棟の吊り形照明器具の改8修工事を2月末の完成を目指し進めております。　なお、耐震改修工事と非構造部材の改修工事の財源である学校施設環境改善交付金について、耐震改修事業の交付決定額が当初要求より上回ったこと及び非構造部材の改修事業で追加交付決定があったことから今議会に増額の補正予算を計上させていただいております。　川間公民館の改築につきましては、平成27年度及び28年度の2力年事業として、川間公民館新築工事の入札を12月1日に行いましたので、今議会に追加議案として工事請負契約の議案を提案させていただぎます。　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。　野田市教育大綱につきましては、素案にっいてのパブリック・コメント手続を経て、10月28日に開催された総合教育会議において決定されましたので、10月30日付けで野田市教育大綱として策定をいたしました。　いじめ問題について申し上げます。　いじめは絶対許されないものであること、いつ、どこでも、誰にでも起こり得るものであること、いじめられている児童生徒を全力で守るというスタンスで本年も取り組んでおります。　6月には全校児童・生徒を対象とするアンケート調査を実施し、この結果を基に、各学校において担任教師を中心にきめ細やかな対応を行うととも’に、いじめの情報を全校で共有し、組織的な対応を進めております。　夏休み明けの9月には、教育委員会が追跡調査を行い、その後の解消率を確認したところ、93，1％であり、現在も継続的な対応を続けている14校、43件については、、引き続き適切な支援、指導及び助言を行っております。　また、11月には、2回目のいじめに関するアンケート調査を行いました。新たに把握したいじめの情報についても各学校できめ細かな対応をするとともに、1月以降、追跡調査と支援や指導を行うこととしております。文化会館の屋上・外壁防水改修工事につきましては、予定どおり11月20日に防水9工事を終了させ、12月中に足場を撤去し、でおります。1月から基礎部分の塗装作業に入る予定　関宿中央公民館空調設備の改修工事につきましては、平成27年度及び28年度の2力年の事業で実施すべく、関係予算について、今議会の補正予算に計上させていただいております。なお、28年6Aの完成を目指しております。　総合公園陸上競技場改修工事につきましては、日本陸上競技連盟第3種公認更新に伴う改修工事の第2期工事として、今年度は、トラック及びフィールド内の走り幅跳び等のウレタン改修、レーンライン、マーキング等の改修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、本年12月29日から来年2A　29日までの期間は休場とさせていただきます。　10番目の柱の行政改革の徹底について申し上げます。　指定管理者制度ですが、始めに、本年度末で指定管理期間が満了となる施設について申し上げます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ　総合公園については、10月14日の第2回選定委員会で審議した結果、随意により野田市開発協会・シンコースポーツ共同事業体を指定管理者候補者に決定しました。また、野田公民館と中央コミュニティ会館については、新たに指定管理者制度を導入する文化会館と3施設合わせて公募したところ2事業者の申込みがあり、11月4日の第2回選定委員会で審議した結果、野田市文化会館・樫のホール活性化共同体を指定管理者候補者に決定いたしました。以上の4施設については、今議会に指定管理者の指定の議案を提案させていただいております。　続きまして、諸般の報告について申し上げます。　　福田地区の学校4校と保育所2カ所で行っております放射線の被ばく積算線量の計測にっきましては、10月末までの積算値を基に登校日及び登所日に1日当たりの滞在時間の最大値を乗じて得た想定年間積算線量は、0，167ミリシーベルトから0．286ミリシーベルトまでであり、年間1ミリシーベルトを超える学校及び保育所は10ありませんでした。　　市民向けふるさと’納税にっいては、10月1日からスタートいたしました。要望の多い小・中学校、幼稚園のトイレの洋式化に活用するため、学校施設整備等基金をその受皿として、広く市民の皆様から寄附を募っているものであります。　現在の寄附の状況について申し上げますと、この制度がスタートした10月1日から11月20日までに、153件、3，784，690円の寄附を頂いており、記念品代等の予算が見込みを上回るものとなっております。12月までは予備費を充当させていただき、その後の分は、今議会に補正予算を計上させていただいております。　なお、寄附者の利便性を向上させるため、12月1日からは、インターネット上でふるさと納税の申込みができ、併せてクレジットカード払いもできるようにいたしました。　小・中学校、幼稚園のエアコン整備に係る財源について申し上げます。　先の9月議会の一般質問の答弁で、エアコン整備の総事業費は、約53億円と見込んでおり、国の補助金は当てにすることができない状況であるため、充当率が75％の学校教育施設整備事業債だけの単独事業で整備した場合の起債額と一般財源額を申し上げましたが、その後、県と協議し、起債充当残の25％の部分に、県の市町村振興資金を充当できることが確認できました。市町村振興資金は、県による貸付けですが、起債扱いとなります。1年度にっき3億円が上限額となりますが、これを上限額まで活用すると、28年度に予定している中学校分は、事業費約19億円に対し、起債が約17億円、一般財源が約2億円、29年度に予定している小学校及び幼稚園分は、事業費約34億円に対し、起債が約29億円、一般財源は約5億円となります。市町村振興資金を活用しても、まだ、2力年で約7億円の一般財源が必要となることから、他の事業への影響を考慮し、現在約4億6千万円の残高を有している公共施設整備基金を活用させていただきたいと考えております。　これにより一般財源の一部について財源手当てのめどは立ちますが、起債にっいては、新たに充当する市町村振興資金を含め、全て交付税措置がない通常債であることから、プライマリーバランスの赤字は更に拡大すると見込まれ、後年度における公債費負担増は避けられない状況となります。このため、更なる行財政改革や聖域なき事業の見直しを進めて行かなければならないものと考えております。　まち・ひと・しごと創生総合戦略等について申し上げます。　平成27年10．月29日に、市民を始め産業界・教育機関・金融機関・労働団体・メディア（産学金労言）の各分野から7人を野田市まち・ひと・しごと創生専門委員に委嘱して第1回会議を開催し、野田市人ロビジョン（案）についてご意見を頂きました。11月13日の第2回会議では、野田市まち・ひと・しごと創生総合戦略（案）についてご意見を頂き、人ロビジョン及び総合戦略の案を作成しました。　野田市の人ロビジョン（案）は、2030年までは次期総合計画において、過去の国勢調査のデータに区画整理の進捗状況等、野田市独自の事情を加味するなど、確たる根拠に基づいて人口を推計しておりますので、これと整合を図ることとしました。2030年以降については、国の示す方向性に沿って出生率が上昇した場合を推計するとともに、東京直結鉄道が開業した場合の影響も考慮して推計し、2040年も2030年の推計人口15万2千人と同程度の15万ユ千人程度を維持することを将来展望としました。　また、国は、　「総合戦略は長期の人ロビジョンを踏まえ、地域の実情に応じた今後5か年の目標や施策等をまとめるもの」としております。したがって、総合戦略の目指すところは、長期的な視点に立ってまちづくりを進めるための指針となる総合計画と同じであり、次期総合計画に記載されている施策、事業をそっくり移し替えて、野田市まち・ひと・しごと創生総合戦略（案）を策定することとしました。財政の見通しでは、少子高齢化社会の進展や普通交付税の合併算定替の終了などにより、市の財源の減少は避けられない状況であり、総合戦略を策定することにより国の新型交付金等、特定財源を活用し、施策を実施していきたいと考えています。　なお、人ロビジョン及び総合戦略（案）の策定に際しては、議会の意見を聴くこととされておりますので、今議会の最終日に議員の皆様と意見交換をさせていただきたいと考えております。台風18号に伴う平成27年9A関東・東北豪雨の被害状況について申し上げます。：12　降雨の状況としましては、9月6目の降り始めから10H　i1］iでの総雨量は、野田地域が392ミリ、関宿地域が335ミリであり過去最大級の雨量でした。時間雨量は、最大で65ミリの降雨がありました。　結果として、床上14件（うち住家6件、非住家8件）、床下48件（全て住家）の浸水被害を発生させてしまいました。道路冠水は、随所で発生し74カ所を確認しております。　座生川では、50トンポンプをフル稼働させて対応し、5つの調整池も満杯の状態になりました。また、江戸川左岸川裏の関宿城趾付近と利根川右岸川表の下総利根大橋を挟んで、上流と下流に、大雨により堤防法面の一部が削られましたが、国土交通省では、11月の渇水期より補修工事に着手し、江戸川においては作業を完了し、利根川については、補修工事に着手したとのことです。　急傾斜地では、9A　13日に上花輪新町公園の北東側道路脇の傾斜地に小規模な亀裂が入り、現在も補修作業を行っており、安全のため引き続き傾斜地沿いの道路50メートルの通行止め及び同公園の一部の使用制限を実施しております。　浸水被害の主な箇所の対応といたしまして、まず、野田地域について申し上げます。　七光台イオンタウンから日の出町の浸水被害については、下流部で施工中のくり掘り川の整備を引き続き進めます。また、北部工業団地と七光台小学校周辺についても蕃昌宮前排水路の整備を引き続き進めます。　平成やよい通り周辺住宅の浸水対策としては、平成やよい通りに、もう1本の下水道雨水管を整備します。　野田工業団地内の浸水対策としては、三ケ尾排水路の流末である運河立山樋管を整備します。　次に関宿地域にっいて申し上げます。　六丁四反水路の下流域である県道岩井関宿野田線交差点付近の冠水対策にっいては、現在、行っている関宿高校前と高校北側で調整池の整備を引き続き進めます。　次木から親野井動物病院周辺までの間で発生した浸水対策については、今後、関宿中央小学校東側の調整池から上流部について、公共下水道の雨水幹線整備を実施すべく現在都市計画決定の準備を進めており、このことにより浸水解消ができると考えております。　　　　‘13　最上部で浸水のあった柏寺水路の整備については、今年度で完成予定となっております。今後、下流部の排水能力を高めるため、関宿落し掘りとの接続点のボトルネック解消など、県道結城野田線より東側部分の改修を進めてまいります。　また、吉春地先の千葉レジャーランド野田店南側から七光台駅西側の座生川まで流れている吉春谷津排水路については、排水不良により水路周辺に冠水箇所等が常襲的に発生している状況から、対策を講ずるための測量及び現況調査委託費を今議会の補正予算に計上させていただいております。　これらの水路などの整備をしても今回のような規模の浸水に対応できない箇所もあります。抜本策にはなりませんが、水路の竣深及び排水ポンプの設置又は強化、さらに、幹線水路への末端雨水管の整備等、各流域に応じた改善策を実施していきます。　また、ホームページやまめメール等による情報発信についてですが、職員が現場対応に追われ、これらの情報発信を行うことができませんでした、今後は、庁内体制の見直しを行い、速やかに対応できるように改善してまいります。　次に、柳耕地ほ場及び岡田幹線排水路の災害復旧状況について申し上げます。　柳耕地のほ場につきましては、利根川の越流堤を越水した水で、ほ場のほぼ全面が冠水し、それに伴って稲わら等の堆積物がほ場に入り込み、耕作に支障を来したものであり、被害面積は約2，5ヘクタールでありました。　また、岡田幹線排水路につきましては、豪雨により水路の法面が約20メートルにわたり崩落し、、通水に支障を来したものであります。　去る11月4目には、国による現地での災害査定が実施されており、この査定の結果、柳耕地ほ場については、散乱している稲わら等の堆積物の除去工事として、災害査定額が611万2，000円に決定され、岡田幹線排水路については、崩落した水路法面の復旧工事として、災害査定額225万7，000円が決定されております。　国の補助率につきましては、今回の災害が激甚災害に指定されていることなどから、補助率の嵩上げが見込まれており、今後、補助率の増高申請手続を実施していく予定でおりますが、最終的には約8割の補助が見込まれるところであります。　残りの工事費用は地元負担となりますが、岡田幹線排水路につきましては、市が実施主体であるものの、柳耕地のほ場は、木野崎土地改良区が事業主体であり、同改良区に費用負担が発生することから、補助率が定まった段階で、市でその一部を負担し14たいと考えております。　なお、復旧工事につきましては、国、県との協議が整い次第、着手してまいります。　　野田市に関係するスポーツ選手の活躍にっいて申し上げます。　10月5日に行われました第70回国民体育大会2015紀の国わかやま国体において、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　そめや　しょう陸上競技少年A400メートルで、西武台千葉高等学校3年の　染谷　翔　選手が優　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　あらき勝しました。また、バドミントン競技、団体少年少女で、西武台千葉高等学校　荒木も　え　　　　　　　　おかべ　あまの　　　　　　　　　　おぬま萌恵選手、　岡部　天　選手　及び　小沼　みなみ　選手が第3位と健闘いたしました。〔　スポーツを通じた国際協力及び交流にっいて申し上げます。　特定非営利活動法人アルファバドミントンネットワークが外務省と協力し、スポーツを通じた国際貢献策としてモルディブ共和国バドミントン協会の選手・p−一チ招へい事業を実施しております。野田市内においては’12月5日にオープンサタデークラブのバドミントンで子どもたちと交流を行う予定です。続きまして、各種行事の実施状況について申し上げます。　　11，月1日から15日までの間に行われた第68回野田市文化祭は、舞台発表の部が文化会館大ホール及び檸のホール小ホールにおいて5日間行われ、総出演者数は2，143人でありました。　また、作品展示の部は、興風会館、中央公民館、総合福祉会館、市役所及び樫のホールの5会場において3日間行われ、総出品者数は1，195点でありました。　　11．月29日に野田市総合公園野球場において、法政大学野球部監督と選手43人の指導のもと、子どもたちと市内中学校野球部員並びに指導者302人が参加して、少年野球教室を開催いたしました。各種大会の結果ですが、体育関係につきましては、10月17日に第69回東葛飾地15方中学校駅伝大会が、71校参加のもと盛大に行われました。　続いて、音楽関係でありますが、10月4日に行われた第14回東関東バンドフェスティバルでは、山崎小学校が銀賞を受賞しました。　また、同日行われた第21回東関東マーチングコンテストでは、南部中学校と東部中学校がそれぞれ金賞を受賞しました。このうち、南部中学校は、11月22日に行われた第28回全日本マーチングコンテストに出場し、傘賞を受賞しました。　11月7日に行われた第50回マーチングバンド・バトントワーリング関東大会マーチングバンド部門中学生の部に、南部中学校及び第一中学校が出場し、南部中学校は金賞を、第一中学校は銀賞を受賞し、南部中学校が12月19日に開催される全国大会に出場することになりました。また、同日行われた小学生の部に、東部小学校及びみずき小学校が出場し、それぞれ銀賞を受賞いたしました。　次に、寄附について申し上げます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　やまもと　　あきひろ　　学校施設整備等基金指定寄附金として、野田市野田464番地、山本　章裕　様から39万円、野田市桜の里三丁目16番地の10、フラスタジオカ．レイアロハ代表、たかの高野　カツ子様から40万1，690円を頂きました。　関宿あおそら広場の利用促進のための備品として、千葉市稲毛区天台6丁目5番2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ざとう　かずし号　目本ボーイスカウト千葉県連盟　理事長　佐藤　一石　様から長机30台、248，400円相当の寄附を頂きました。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7号は、里予田市総合公園の水泳場について、使用料に関する規定を整備しようとするものでございます。　議案第8号は、野田市総合公園の指定管理者として、野田市開発協会・シンコースポーツ共同事業体を指定しようとするものでございます。　議案第9号は、野田市文化会館、野田市野田公民館及び野田市中央コミュニティ会館の指定管理者として、野田市文化会館・樫のホール活性化共同体を指定しようとす：16るものでございます。　議案第12号から議案第17号まで議案6件は、平成27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12号平成27年度野田市一般会計補正予算（第4号）は、歳入歳出予算、債務負担行為及び地方債の補正であり、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ1億4，045万7，000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ516億4，437万1，000円にしようとするものでございます。　主な内容につきましては、決算見込みに基づく人件費の増のほか、総務費では、国庫支出金精算に伴う過年度分返還金を計上するとともに、防犯灯維持管理費を増額、民生費では、認定こども園施設整備事業補助金を新規計上するとともに、対象者の増により臨時福祉給付金給付事業費、利用者等の増により障がい者施設支援給付費及び障がい児通所支援事業費等を増額計上しております。衛生費では、対象者の増により高齢者等のインフルエンザ予防接種委託料を増額、農林水産業費では、農道維持管理費における応急処理工事を増額計上しております。土木費では、国庫補助金の内示減等に伴い舗装補修費、排水整備費及び野田市駅西土地区画整理費を減額する一方で、冠水対策として吉春谷津排水路に係る測量調査設計委託料を新規計上しております。教育費では、対象園児の増による私立幼稚園施設型給付事業を増額計上しております。　歳入の主なものといたしましては、国庫支出金では、交付決定による学校施設環境改善交付金及び扶助費の増に伴う障がい者関連の負担金を増額し、社会資本整備総合交付金は確定に伴い減額しております。このほか、財政調整基金の繰入金を増額計上し、市債を減額しております。17　一般質問について（概要）◎　中村　あや子議員《質問の要旨》2　18歳選挙権の取り組みについて�A市内の小中学校での取り組みについて�B子ども議会について《答　弁》2　18才選挙権の取り組みについて�A小学校では6年生を対象に、明るい選挙推進協議会委員の協力で出前授業　　を実施している。また、社会科授業で地方自治や政治の仕組みを学習する。　　さらに、明るい選挙啓発書初め展、標語・ポスター募集を行い、政治に対す　　る意識を高めている。　　　中学校では3年生の社会科で、政治の仕組みと地方自治や選挙の仕組み　　を学習する。また、生徒会役員選挙では、実際の投票箱を借りて投票を行っ　　ている学校がある。今後も、選挙に対する意識や重要性にっいて理解させる。�B　ちば中学生県議会が開かれており、平成26年度には第二中と東部中の生　　徒が参加した。野田市では、平成12年10月の市政50周年記念事業と　　して、中学生模擬議会が開催された。しかし、こうした取り組みは一部の　　代表生徒の参加にとどまっている。政治や社会への興味関心を高めるため　　には、より多くの学校や生徒が参加できる取り組みが必要である。　　小学校では、6年生が国会本会議場を見学したり、模擬議会プログラムに　　参加したりしている。　　中学校では、市内弁論大会で全中学校の生徒会役員が集まり、意見交換の　　場を設けることで、自治活動の充実と向上を図り、政治への意識向上を図　　っていきたい。このように、行事や生徒会活動の充実、教科の授業等をと　　おして、政治への意識向上を図っていきたい。◎　小椋　直樹議員《質問の要旨》2　子育て支援について�@奨学金の利子補助についてどう思われるか。3　学校教育について�@　市内の学校別に学力の格差がついているように思われるが、格差について教育長の所見をお聞きしたい。18《答　弁》2　子育て支援について�@　本市の育英資金貸付事業は、平成22年度に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。　　議員ご指摘の長野県下伊那郡阿南町では、以前は本市同様無利子の奨学金　　貸与制度を実施していたが、毎年、貸与額が返済額を上回り財政的に大変　　厳しい状況となったため、平成26年度末に当該制度を廃止し、「阿南町修　　学資金利子補給制度」が作られたと聞いている。　　野田市としては、国や公的団体の給付型奨学金制度の紹介や、本市の無利　　子による育英資金の貸付など、まずは、学生に負担の少ない奨学金の紹介や　　貸出について積極的に周知しているところであり、現状においては奨学金の　利子補助の創設については考えていない。3　学校教育について�@　本年4月実施の全国学力・学習状況調査の結果から、平均正答率や生活に　　関する児童生徒の回答状況は、学校により異なっている。これは、学校で　　の指導のあり方や家庭環境等、さまざまな要因が関係していることから原因　　を一つには絞れない。各学校の学力向上には、児童生徒の実態に応じた学力　　向上策を図っていくことが必要であることから、10月に校長から直接ヒア　　リングを実施した。　　具体策の例として、教職員全員の学力向上策をまとめて、後期から行ってい　　る学校や家庭学習が不十分な学校では、家庭学習カードを統一したり、ノー　　ト検定等によるノート指導の充実を図ろうとしている学校がある。　　これらのヒアリングでまとめたものを校長会の場で公表して、効果があると　　考えられる取り組みは、積極的に取り入れるよう指導している。　　また、野田市による学力調査を今年度2回実施し、学校や児童生徒個人の変　　容を把握して効果的な学習形態を取り入れていけるよう取り組んでいく。今　　後も教育委員会と校長会が連携して、学校の実態に合った指導体制を確立し　　て、市内全体としてのレベルアップに取り組んでいく。◎　織田　真理議員《質問の要旨》1　保育所及び幼稚園のあり方について�@　「私立の幼稚園の給料が安すぎる」と市民から声があるが、市はこういっ　　た状況をどこまで把握しているのか伺う19《答　弁》�@私立幼稚園の所轄庁は、私立学校法第4条により都道府県とされている。　　私立幼稚園は、それぞれの園独自の方針に沿った教育指導や運営がなされ　　ているが、指導、監督、設置認可、運営費の補助等の事務は所轄庁の千葉　　県が行っている。このような状況から、市では、私立幼稚園の賃金その他　　処遇については把握していないというのが現状である。◎滝本　恵一議員《質問の要旨》1　防災について�@　ジュニア防災検定の導入について4　スポーツ振興について�@総合型地域スポーツクラブについて�A健康長寿社会に向けてスポーツの位置づけについて　　　　　　1《答　弁》1　防災について�@防災や減災に子ども自身が自ら考えて判断する能力を身につけることは必　　要不可欠である。小学校では、防災が身近に感じられるよう社会科や理科の　　学習の中で行っている。中学校では、防災の講話や防災マップ作成など、体　　験的学習に取り組んでいる。また、来年3月までに配布される防災学習教材　　「防災まちづくり・くにづくり」を活用して、防災意識を高めていきたい。　　ジュニア防災検定は、子どもの防災意識を高める検定であり、事前に家族　　で話し合っておくことや学校が防災教育としてすでに行っている内容に加　　え、防災新聞作りなど参考にできる面もある。　　しかしながら、受験する場合は、学校単位で申し込んでも、一人当たり初　　級で1800円、中・上級で2700円かかるなど、費用がかかることから　　受験の導入は考えていない。�@野田市におきましては、平成13年2月に総合型地域スポーツクラブとし　　て、「のだスポレクファミリークラブ」が設立されました。　　現在、会員は179名であり、ソフトバレーボール、パドルテニス、グラウ　　ンド・ゴルフ、卓球等の種目で活動し、また、千葉県総合スポーツセンター　　を会場とする、総合型地域スポーツクラブ千葉県大会にも参加しています。　　野田市としては、「のだスポレクファミリークラブ」が開催するソフトバレ　　ーボール大会の会場費を体育協会加盟団体が開催する市民大会と同様に負　担することや毎年1月頃に開催する次年度の施設利用予約調整会議に体育　協会加盟団体と同様に出席いただいております。この他、スポーツ推進審議120，ヨ　会委員14名の内1名について「のだスポレクファミリークラブ」から委　員を推薦いただき委嘱することで、市のスポーツ行政に意見を反映できる　よう努めております。また、今年度は、公益財団法人健康・体力づくり財　団の助成を受けて同クラブが実施する高齢者の健康・体力づくりを行う貯　筋運動教室を中央公民館が共催する等支援をしております。　平成25年2月に策定しました「野田市スポーツ推進計画」の中では、子　どもから高齢者まで総合型地域スポーツクラブに参加することを促進し、　また、「のだスポレクファミリークラブ」の認知度の向上とより一層の活動　の充実を図るとしています。　今後も、fのだスポレクファミリークラブ」の活動場所の確保等に関してよ　り一層の支援を図るとともに、新規に総合型クラブを設立しようとする団　体があった場合には、活用できる補助金の情報を提供する等、設立に向け　て積極的に支援し、地域スポーツ環境の一層の整備を図りたいと考えてお　ります。�A長寿社会に向けたスポーツの役割と位置づけについてですが、高齢化社会　におきましては、スポーツに親しむことは健康の維持増進に有効であるば　かりでなく、さまざまな人との交流や地域コミュエケーションを図る機会　を得ることで高齢者の社会参加促進につながり、介護予防という視点から　も重要であると言われております。野田市では、平成26年4月に哩予田市健康づくり推進計画21（第2次）」を策定し、市民の生活の質の向上、心身機能の維持及び向上、生活習慣病の発生予防と重症化防止を図るため、その目標と取組の重点分野の一つとして、「身体的活動・運動を盛り込んでおります。また、隈預市スポーツ推進計画jの中で、生涯にわたってスポーツ活動に参加することは、心身ともに健康で、文化的な活動を営むために重要であることから「高齢者のスポーツ参加機会の拡充」という施策目標を掲げ、それを実現するために「ニュースポーツの啓発・普及」や「ウォーキング等の奨励kを始めとする様々な取組を提唱しております。野田市におきましては、「野田市健康づくり推進計画21」の中の取組を実践することや、「野田市スポーツ推進計画の中で掲げた様々な施策を実施することにより、健康で生きがいを持ち、安心して生活できるよう、明るく活力ある長寿社会を構築するために、スポーツに参加する機会の拡充に努めていきたいと考えております。21◎古橋　敏夫議員《質問の要旨》1　卒業式における送別の歌について�@市内小・中学校の送別の歌の実態について伺う�A送別の歌の選定方法にっいて伺う�B選曲の一っどして「仰げば尊し」を推奨するが見解を伺う《答弁》1　卒業式における送別の歌にっいて�@多くの小中学校では現代風の歌を歌っているのが実情である。具体的には、　　「旅立ちの日に」が最も多く、26校で歌われている。　　　「仰げば尊し」は、昨年度2校が歌っている。平成20年度以降の卒業式　　では4校、さらに感謝の会で毎年歌っている学校が1校ある。・�A　26年度の卒業式では、教師の話し合いで決めている学校が19校、教師　　がいくつか選択した中から児童生徒が選ぶ学校が10校、児童生徒による　　話し合いで決めている学校、教師を交えての生徒の話し合いで決めている　　学校が、各1校である。�B国歌斉唱は学習指導要領に規定されているが、その他の曲については規定　　はなく、学校の裁量になる。「仰げば尊し」は、小中学校の教科書に副教材　　的に掲載されていることから、9校が授業の中で歌っている。　　小中学校を卒業するまでには触れさせたい曲であると考えているが、卒業　　式での選曲は、学校の判断に任せたい。◎邑楽　等議員《質問の要旨》1　小中一貫教育について�@改正学校教育法成立により、小中一貫教育を実施する義務教育学校創設の　　取り組みについて�A　関宿小学校、関宿中学校の一貫教育について《答　弁》1　小中一貫教育について�@小中一貫教育の取組は、これまで、教育課程上の特例制度に基づき、研究　　開発学校制度や教育課程特例校制度の中で実施されてきた。本年6月24　　日、小中一貫教育を実施することを目的とした「義務教育学校」を創設す　　る「学校教育法等の一部を改正する法律」が公布された。　　県内の小中一貫校の先進校としては、鴨川市の長狭学園、市原市の加茂学22　園、成田市の下総みどり学園、市川市の塩浜小中一貫校が挙げられる。野田　市では、東部中と東部小・柳沢小、二川小と二川中、関宿小と関宿中等にお　いて、連携として、小学生の中学校での授業体験や、小中合同での体育祭を　始めとする学校行事、そして、中学校教員による出前授業等に取り組んでき　　た。小中一貫校は「中1ギャップ」の課題対応や、義務教育9年間の教育課　程を編成することにより、特化した学びがしやすいこと、また、上級生の自　尊心の高揚が図れることなど、メリットが大きいと考えている。�A　関宿小・中学校の一貫教育については、体育祭を共同開催したり、中学校　　の先生が小学校で出前授業するなど、これまでも積極的に連携を行ってき　　たことから、一貫教育の素地は十分にあるのではないかと考えている。一　　貫教育の進め方としては、施設一体型、施設分離型の活用方法があり、そ　　れぞれのメリット・デメリット、それに伴う施設面での課題、教育課程の　　編成等、いくつか解決しなければならない問題もあるので、検討委員会を　　設立し検討を進めてまいりたい。2’3

