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一般質問について（概要） 

 

◎ 染谷 信一議員 

≪質問の要旨≫ 

１ 障害者差別解消法について 

③ 教育現場における合理的配慮について 

④ 研修会の開催について 

≪答 弁≫ 

１ 障害者差別解消法について 

③ 学校における合理的配慮は、一人一人の障がいの状態と教育的ニーズを本

人・保護者・学校・教育委員会で十分に話し合い、著しい均衡を逸脱した

り、過度の負担にならない範囲で決定している。また、障がいのある子ど

もたちが社会に参加していくためにも、自分にとって必要とする支援を選

択して、他者に伝える力を育成する機関でもあることから、その重要性を

十分認識し特別支援教育の推進に努めていく。 

④ 教育委員会では、既に各学校での校内研修会や野田市教育研究会特別支援

教育コーディネーター部会及び研究主任部会で説明をしてきた。県では、

平成 26年度に教頭、27年度は市町村教育委員会を対象とした研修会が実施

されており、28 年度は校長を対象に実施されることとなっている。これら

の研修参加者を通じて、全教職員への周知を図るとともに、より具体的な

事例を基に、野田市教育研究会と連携し研修により周知を図ってまいりた

い。 

 

◎ 中村 あや子議員 

≪質問の要旨≫ 

４ 日本遺産登録について 

① 江戸川、利根川、利根運河の水運で江戸の台所を支えた歴史を活かして、

近隣市と連携して日本遺産登録を目指してはどうかと思いますが、当局の 

見解をお伺いいたします。 

≪答 弁≫ 

４ 日本遺産登録について 

① 「日本遺産」は、地域の歴史的魅力や特色を通じて我が国の文化・伝統を

語るストーリーを文化庁が認定するもので、魅力あふれる有形・無形の文

化財群を地域が主体となって総合的に整備・活用し、国内だけでなく海外

へも戦略的に発信していくことにより、地域の活性化を図ることを目的と

して、平成 27年度から認定を開始しており、平成 32年までに全国で 100
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件程度認定することを目標としている。平成 27年度日本遺産に文化庁に申

請があったのは 83件であり、そのうち認定されたのは 18件。千葉県から

の申請はなかった。平成 28年度日本遺産の文化庁への申請は本年２月 12

日に終了しており、67件の登録申請が上がっている。千葉県からは、「シ

リアル型」で佐倉市・成田市・香取市・銚子市を舞台とした「北総四都市

江戸紀行・江戸を感じる北総の町並み」が申請されている。 

平成 28年度日本遺産の申請に向けて、千葉県教育委員会から「シリアル型」

で千葉県の地理的特性を生かした利根川・江戸川の河川交通と醤油醸造とい

うストーリーで、野田市と銚子市で申請できないか検討したいとの意向が示

された。県からの意向を受け検討した結果、関宿を中心とした河岸の文化を

テーマとし、鬼怒川や渡良瀬川、利根運河も関連させ醤油醸造を取り上げる

ことができる「利根川・江戸川の河岸の文化」のストーリーを千葉県教育委

員会に改めて提案した。千葉県教育委員会で野田市からの提案について検討

した結果、関係市町村が他県にまたがるなど対象範囲も広がり調整に時間が

かかることなどから、「北総四都市江戸紀行・江戸を感じる北総の町並み」

１件を申請した。 

江戸川・利根川・利根運河の水運による日本遺産登録について千葉県教育委 

員会に確認をしたところ、水運だけで魅力的なストーリーを作ることができ

れば登録の対象となり得るが、水運は全国各地にあるため、文化財的資源あ

るいは観光資源としてしっかりアピールできるものでなければならない。申

請をする場合には、連携する市町村内において文化財的資源の中に核となる

国指定又は国選定の文化財が最低１件は必要であり、水運に関する国指定文

化財となると野田市にはないため、国指定又は国選択の文化財を有する市町

村との連携が必要になるとの回答をいただいている。 

今後については、次期総合計画の目指す「活力とにぎわいに満ちた都市」の

実現のため、先に提案した鬼怒川、渡良瀬川、利根運河も含めた「利根川・

江戸川の河岸の文化」をストーリーとすることについて、千葉県教育委員会

に再度検討をお願いし、「シリアル型」での登録を目指し、関係する市町村

及び関係機関との連携を図りながら、日本遺産の登録に向けて取り組んでま

いりたいと考えている。 

 

◎ 織田 真理議員 

≪質問の要旨≫ 

１ 奨学金制度について 

① 育英資金貸与条例が野田市にはあるが、この育英資金を活用されている方

はどの位いるのか伺う。 
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② 貸与金額が月額１万５千円では現状にあってないと考えるが、市の見解を

伺う。 

③ 償還期間が 20 年を超えた場合は、延滞元金につき 10.75％徴収されるが、

これらの該当件数について伺う。 

④ やはり市として、給付制奨学金制度を設けるべきと考えるが、市の見解を

伺う。 

３ 就学援助費について 

① 市はクラブ活動費・生徒会費・PTA会費が国から地方交付税として措置され

ているが、野田市ではなぜ支給しないのか伺う。 

② 現在支給対象者の適応基準は生活保護の 1.25倍としているが、適応基準を

年収ではなく、所得基準に変え、1.3倍に引き上げるべきと考えるがいかが

か。 

４ 学校教育における障がい児支援について 

① 市内に特別支援学級がない学校は、何校あるのか伺う。 

② 全校に特別支援学級を配置すべきと考えるが、市の見解を伺う。 

③ 療育手帳を持たない障がい児に対して、教員の体制はどうなっているのか

伺う。 

≪答弁≫ 

１ 奨学金制度について 

① 本市の育英資金は、経済上の理由により進学困難な者に対して、無利子で

学資を貸与し、教育の機会均等の確保を図るとともに、有為な人材を養成

することを目的としている。利用者は、平成２８年２月末現在、貸付の対

象者は１０人、償還の対象者は４５人となっている。また、新規貸付の申

請者数は２４年度６人、２５年度５人、２６年度２人、２７年度１人と減

少傾向にある。 

② 貸与額については、現在、大学生を貸付の対象としているものについては、

昭和５３年度に月額１万２千円から現在の月額１万５千円に改定した。東

葛６市で野田市同様に大学生に対する貸付制度があるのは我孫子市のみで

あり、貸付額は月額２万円以内と規定されているが、現在貸付事業は休止

している。また、一種類の奨学金では学費を賄うまでには至らないことは

承知しており、学生ご本人が他の奨学制度の併用など検討されたうえで学

費に充てているものと考えている。市としては、限られた財源の中で奨学

金を必要とする多くの方に貸付できるよう実施していく。 

③ 延滞金については、平成以降のデータとなるが、野田市育英資金制度の償

還期間が２０年を超えた例はない。なお、野田市育英資金条例には、延滞

金の規定がないため徴収は行っていない。 
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④ 大学生を対象に給付型奨学金を実施している市は、東葛６市にはなく、浦

安市が平成２７年度に高校生、大学生を対象に創設したと聞いている。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、現状においては給付型奨学

金制度の創設する考えはない。 

３ 就学援助費について 

① 市では、準要保護児童生徒に対して、既に基準財政需要額の算入額を上回

る援助をしていることや、児童手当が支給されている状況から、クラブ活

動費、生徒会費、ＰＴＡ会費を対象とした援助費は支給していない。また、

その背景として、小学校においては、すべての学校におけるクラブ活動費、

児童会費を徴収していないことや、中学校においては４校がクラブ活動費

を徴収していない状況も上げられる。さらに、中学校の部活動では、準要

保護児童生徒に限らず、全国大会・関東大会・県大会の交通費等を、生徒

派遣補助金として援助している状況がある。 

② 生活保護世帯に対する認定は『収入』で算出されているので、準要保護  

世帯の認定もこれに準ずる形で、『年間収入』を基準としている。なお、

東葛６市の中で、『所得』基準を採用しているのは、松戸市と流山市、我

孫子市（※Ｈ２７より）の３市で、柏市、鎌ケ谷市は野田市と同様に『年

間収入』を採用している。また、適応基準を生活保護の 1.3 倍にすること

については、平成 25年に行われた生活保護基準の見直しの折、準要保護の

認定については、引き続き生活保護基準改定「前」の基準額を基本として

算定することにより、準要保護の認定に影響が出ないよう配慮してきてい

るため、現在のところ、引き上げは予定していない。 

４ 学校教育における障がい児支援について 

① 平成２７年度の市内小学校の特別支援学級の状況は、小学校２０校のうち

特別支援学級がある学校は１４校で、特別支援学級がない学校は６校であ

る。特別支援学級の内訳ですが、知的学級が１３学級、情緒学級が１６学

級、難聴学級が１学級で合計３０学級である。また、市内中学校の特別支

援学級は、中学校１１校のうち特別支援学級がある学校は８校で、特別支

援学級がない学校は３校である。特別支援学級の内訳は、知的学級が７学

級、情緒学級が８学級で合計１５学級となっている。 

② 特別支援学級の開設は、市町村教育委員会から県教育委員会への届け出 

制となっている。近年、小・中学校の特別支援学級のニーズも高まり、平

成２５年度に３校（※設置校は、尾崎小・二ツ塚小・木間ケ瀬中の３校）、

平成２６年度２校（※設置校は、柳沢小・七光台小）で、新たに特別支援
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学級を開設している。また、来年度、中央小学校の難聴学級に在籍する児

童が第二中学校に進学を予定していることから、第二中学校の難聴学級の

開設に向け、県に開設の届け出をあげているところで、現在、準備を進め

ている。市としては、今後、未設置校から開設の要望があり、教育委員会

として開設できる条件が整っていると判断すれば、積極的に開設していき

たいと考えている。 

③ 通常学級における特別に支援が必要な児童に対して、県費負担により特別

に配置されている教員はいない。そこで、市では独自に、「ひばり相談員」

及び「要配慮児童生徒支援員」により、通常学級に在籍し、特別に支援が

必要な児童へ対応している。「ひばり相談員」による小学校支援は、平成

２５年度は１６校で８１５回、平成２６年度は１５校で７２６回、平成２

７年度は２月２９日現在、１４校で７８７回対応している。また、「要配

慮児童生徒支援員」は、平成２６年度より配置し、２６年度は小学校５校

に５名（※設置校は、中央小・七光台小・二ツ塚小・木間ケ瀬小・二川小

の５校）、２７年度は小学校７校に７名（※設置校は、宮崎小・南部小・

福田二小・柳沢小・尾崎小・みずき小・木間ケ瀬小の７校）を配置してい

る。さらに、２８年度については、１０名分の予算を計上させていただい

ているところである。 

この他、各学校でも、特別に支援を要すると思われる児童がいる場合は、 

校内委員会を開催し、その対応について、各教員の空き時間等を利用して 

支援計画等を立てるなど、特別編制を組んで対応している。 

 

◎ 長南 博邦議員 

≪質問の要旨≫ 

５ 学校の部活動について 

① 「ブラック部活」に対する見解について伺う。 

② 教員及び児童生徒の健康管理について伺う。 

③ 部活動のいっそうの制限について伺う。 

６ 学校図書館について 

① 児童･生徒の利用の現状について伺う。 

② 利活用の向上について伺う。 

≪答 弁≫ 

５ 学校の部活動について 

① 部活動の顧問は、校長が教員本人の承諾を得ている。朝の活動時間や最終

下校時間、部活動実施可能日、ノー部活デー等を決定し、その範囲の中で、

生活や校務に支障の無い範囲で、顧問自身が計画し協力をいただいている。
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平日の部活動の指導には手当はないものの、週休日等の部活指導には手当

が支給されていることから、一般社会で言われている「ブラック企業」と

は異なるものであると認識している。 

② 疲労の蓄積は、児童生徒にとっては学習意欲の低下につながり、怪我や病

気の要因になることもある。また教員にとっても心身の健康維持のため、

メリハリのある働き方が必要であると考えている。このような状況から学

校ではノー残業デー・ノー部活デーの設定や、月曜日は部活を行わない、

土日のどちらかは休むことを指導している。また、効果的な部活動指導の

ために、各学校へ部活指導のガイドラインや映像資料の配布、各種講習会

への教員派遣を行っている。今年度、東部中学校が研究指定校として、最

新のトレーニング方法を取り入れていた体力作りの在り方を公開し、多く

の教員が学ぶことができた。 

③ 児童生徒の部活動での成長を見守ることができることは、教員にとって感

動を得ることができるものの、多忙化解消や子どもの健康管理のためにも

負担過剰とならないように、部活動の年間計画や月の計画を作成して子ど

もや保護者に配布したり、参加する大会やコンクール等を精選するなど、

地域人材の活用によって効率的に部活動を運営するように指導してまいり

たい。 

６ 学校図書館について 

① 学校図書の選書は、野田市の学校が導入している図書管理システムのホー

ムページやブックカタログを参考に、学校の図書担当職員が図書館司書、

図書ボランティアの協力を得て、学習に関するもの、児童生徒の興味関心

があるもの、教員が児童生徒に読ませたいものなどから、購入する本を選

んでいる。利用時間は、昼休みを中心に開館しているものの、議員ご指摘

のように、中学校では生徒が利用できる時間が短いという現状から、開館

時間の工夫や生徒が利活用しやすい環境整備をするよう指導していきたい。 

学校図書館司書の勤務形態は、週 2 日、年間 80 日間、1 日 6 時間勤務であ

り、年間を通じて同じ学校に勤務している。司書が配置されていない学校で

は、図書ボランティアや図書委員会、教員が学校図書館を運営している。レ

ファレンス機能については、その内容によって図書委員や図書ボランティア、

教員が対応している。なお、学校図書館司書の配置は努力義務であるため、

勤務形態が非常勤であっても法に違反しているとは考えていない。 

② 図書委員会による本の紹介等の工夫や図書ボランティアによる環境整備や

図書室全体の移動やミニ図書コーナーの設置によって貸し出し冊数を伸ば

している学校がある。また、学習に関する本を一時的に教室や廊下に移動

させるなどの工夫をしている取組を各学校が共有し、学校図書館の利用が
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増えるよう指導していく。読書は学力向上と人間性を育むことに大きな役

割があることから、学校図書館の活用を、教育委員会としても指導してい

く考えである。 

 

◎ 小室 美枝子議員 

≪質問の要旨≫ 

１ スクールソーシャルワーカー（ＳＳＷ）の活用について 

① スクールソーシャルワーカーの活用実績について 

② スクールソーシャルワーカーを教職員はどのくらい認知しているのか 

③ スクールソーシャルワーカーの今後の活用と課題について 

３ 障害者差別解消法に基づく取り組みと課題について 

② 法及び取り組みの周知について 

≪答 弁≫ 

１ スクールソーシャルワーカー（ＳＳＷ）の活用について 

① 東葛６市では県による１名の配置のみであり、各市とも市独自では配置し

ていない。スクールソーシャルワーカーの役割は、問題を抱える児童生徒

に対して、子どもたちの置かれている環境に働きかけ、関係機関との連携･

調整を行うものである。現在、鎌ケ谷市に配置されているスクールソーシ

ャルワーカーは、週２日勤務であり、日程調整が難しいことや、野田市の

関係機関とのつながりが薄いことから、活用が少ないのが実情である。野

田市では、ひばり教育相談のカウンセラーや教頭がスクールソーシャルワ

ーカーの役割を担っており、虐待の場合は、児童家庭課を事務局とする要

保護児童対策地域協議会が担い、案件に応じて各種関係機関に繋いでいる。

東葛管内では、平成 27 年の４月から 12 月の間に、松戸市、鎌ケ谷市、流

山市において 25件の活用があった。野田市における過去の活用状況は、平

成 25年度は小学校で１件、26年度に小学校１件、中学校１件の計２件であ

り、23年度、24年度及び今年度の活用実績はない。 

活用実績における評価としては、平成 25 年度は交通事故であるが、児童と

保護者の精神的な安定が得られた。26 年度は、養育の在り方等の助言を行

い、それぞれ医療機関や児童相談所に繋げることができた。 

② 教育委員会では、校長会議及び教頭会義でスクールソーシャルワーカーの

周知を図り、派遣が必要な状況があれば教育委員会に相談するように話し

ている。また、教育委員会が必要であると判断した場合、スクールソーシ

ャルワーカーの活用をアドバイスすることもある。 

どのようなケースを担うのかについては、複雑な家庭環境に暮らす児童生徒

が不登校に陥ったときに、学校や家庭に具体的な対応の仕方の助言、相談、
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連携機関の紹介などを行っている。 

連携手順は、支援を希望する学校長が、スクールソーシャルワーカーが配置

されている学校長と調整の上、派遣申請書を配置校の校長に提出することを

原則としている。 

③ 今年度、文科省では「チーム学校」の推進計画の中にスクールソーシャル

ワーカー800人程度の増員が計画されている。その背景として、近年増加し

ている虐待は、家庭や社会など複雑な問題を抱えていることから、スクー

ルソーシャルワーカーが注目され文科省も活用を勧めているものと考えら

れる。 

スクールソーシャルワーカーは、各教育事務所管内で 1名の配置であり、速

やかな対応が難しい。また、地域の状況を把握している市の関係機関の方が

機動力に優れているなどの理由から、現状ではスクールソーシャルワーカー

の要請は多くない。 

県教育委員会は、平成 28 年度スクールソーシャルワーカーを増員する可能

性があることから、野田市への配置を要望している。 

いずれにしても、今後もこれまで以上に学校と市の機関の連携を深めていき

たい。 

３ 障害者差別解消法に基づく取り組みと課題について 

② 先の染谷議員に同様の答弁をしているが、教育委員会では、既に各学校で

の校内研修会や野田市教育研究会特別支援教育コーディネーター部会及び

研究主任部会で説明をしてきた。県では、平成 26年度に教頭、27 年度は市

町村教育委員会を対象とした研修会が実施されており、28 年度は校長を対

象に実施されることとなっている。これらの研修参加者を通じて、全教職

員への周知を図るとともに、より具体的な事例を基に、野田市教育研究会

と連携し研修により周知を図ってまいりたい。 

 

◎ 栗原 基起議員 

≪質問の要旨≫ 

２ ICT教育について 

① プログラミング教育の推進について 

② マインクラフトを導入した教育の推進について 

③ ICT活用の方向性について                                                                                                                                                           

≪答 弁≫ 

２ ICT教育について 

① 小中学校の情報教育は、小学校では総合的な学習の時間でコンピュータを

使用した文字の入力や情報収集の在り方を学習しており、一部の学校では
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クラブ活動でプログラミングを楽しんでいる程度であるが、中学校では、

技術･家庭科の時間で、情報モラルと簡単なプログラム作成を学習している。

議員ご指摘のプログラミング教育は、中学校で学習する内容であり、プロ

グラムの作成を通して基本的な仕組みを知り、簡単なプログラムの作成情

報処理の手順などを学習するものである。「情報教育」は、各校の教育課程

における年間計画に基づいて、学習内容を系統的かつ計画的に進めていく

ことが重要と考えており、これらを通じて多様な情報が行き交う現代社会

を生き抜く基礎を身につけることができると考えている。 

② マインクラフトは、ゲーム感覚でプログラミングの考え方が学べるもので、

小学校での利用が考えられるが、現状では、同様のソフトがフリーソフト

ウエアにあるのでそれを活用している。また、中学校では、技術科におい

て系統的にプログラム教育が行われ成果が上がっており、現状では、その

学習を補填する内容となっていないことから、導入は考えていない。 

③ 各小中学校には、タブレット型をそれぞれ８台程度導入し、学習に活用し

ている。平成 28年度に教育用コンピュータの入れ替えを予定しており、ノ

ートパソコンとしてもタブレットとしても扱えるハイブリッド・タブレッ

トパソコンを導入し、ICT 環境の整備を進めて行く。また、27 年度から市

内各校に導入されている ICT 機器やソフトの積極的な活用の仕方について

学ぶ ICT 活用研修会を実施しているが、参加した教員から内容について伝

達する研修会が各校において確実に進められるよう指導してまいりたい。 

 

◎ 小俣 文宣議員 

≪質問の要旨≫ 

１ 日常生活支援総合事業について 

⑩ 福祉教育の実施の有無について 

≪答 弁≫ 

１ 日常生活支援総合事業について 

⑩ 野田市では、平成 23 年度から 25 年度まで、関宿小学校、関宿中学校、関

宿高等学校が千葉県から「福祉教育推進指定校」の指定を受け、地区社会

福祉協議会、野田市社会福祉協議会が連携・協力し、「おひさまといっしょ

に」「関宿あおぞらまつり」「関宿ふれあい運動会」「関宿地区高齢者お楽し

み会」「関宿城まつり」に関宿小中学校及び関宿高校の児童生徒が積極的に

参加し福祉教育の充実を図ってきた。研究指定が終了した後も、地域との

交流を継続して行っているほか、デイケアハウスの訪問や、老人ホームで

の職場体験実習、総合的な学習での福祉体験を行うなど、学校の教育活動

に福祉教育が根付いてきている。その他の学校においても、小学校では、
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市のボランティア団体や社会福祉協議会と連携して、車いす体験や視覚障

がい者体験を行っている。また、福祉施設等を訪問し、歌やゲームなどの

交流会や隣接するデイサービスセンターと定期的に交流会を実施している

学校もある。今後も、人を思いやる児童生徒の育成を目指し、地域や社会

福祉協議会と連携して、福祉教育の充実や交流活動に取り組んでいきたい。 

 

◎ 椿 博文議員 

≪質問の要旨≫ 

２ 通行量の多い交差点の安全対策について 

① 岩木小学校への通学道路に繋がり登校する児童が多く通行する光葉町３丁

目 16地先の交差点の安全対策について伺います。 

≪答 弁≫ 

２ 通行量の多い交差点の安全対策について 

① 当該交差点は、平成 27 年 10 月にカーブミラーが設置されているが、一時

停止をせずに右折や左折する車が多いと聞いている。岩木小学校では、こ

の交差点の危険性についての認識が不足しており、改善要望を上げていな

かったが、今回のご指摘を受け学校から「改善箇所」として要望を上げる

とともに、学区内の子どもが通学に使用する道路の安全を見直し、「通学路

改善会議」で諮っていきたいと考えている。また、当該交差点における安

全対策について野田警察署へ照会したところ、横断歩道の設置は可能との

回答があり、地元自治会からの要望書として市経由で野田警察署へ提出し

たいと考えている。 

学校では、児童生徒に対して「自分の命は自分で守る」という意識の向上  

を狙って、学級活動での安全指導や交通安全教室など、さまざまな機会をと

らえて指導をしているが、交通量の増加やドライバーのモラルの低下など、

本人が気をつけるだけでは事故を防ぐことができない場合もある。 

今後は、児童生徒の危険を予測したり、回避したりする能力をより一層高 

められるように指導するとともに、より安全な環境を整えられるよう、関係

機関や地域との連携を深めてまいりたい。 

 

◎ 滝本 恵一議員 

≪質問の要旨≫ 

２ 教育の情報化について 

① 小中学校 ICT教育の現状と今後の課題について 

② ICTの活用による生涯学習の現状と今後の課題について 

３ スポーツ振興について 
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① 小中学校体育活動中における怪我の現状と安全対策について 

② 小中学校体育用具の老朽化と安全点検について 

③ 全国大会奨励金の交付について                                                                                                                                                                

≪答 弁≫ 

２ 教育の情報化について 

① 電子黒板は、各校に一台ずつ導入している。この他に電子黒板機能の付い

たプロジェクターを 20校に各３台程度導入している。持ち運びやすく、テ

レビ型より費用がかからないことから、平成 30年度までに全小中学校に導

入を目指し計画的に進めていきたい。実物投影機は、各校に２台から９台

導入している。教育用コンピュータは、各小中学校のコンピュータルーム

や普通教室に設置したデスクトップ型パソコンに加え、各校８台程度タブ

レットを導入しており、パソコン１台に対する児童生徒数は、平成 27年３

月１日時点で、7.9人となっている。 

タブレットを用いた授業の現状としては、教員が教材となる資料をテレビ 

やプロジェクターに拡大して映し出して見せたり、児童生徒が課題をインタ

ーネットにつないで調べ、グループで話し合いながらまとめたり、体育等の

授業で運動する様子を動画で撮影し、それをその場で見て振り返り、技術の

向上につなげたりして活用している。特別支援学級では、１人１台でタブレ

ットを活用し、文字や九九の学習をしている学校もある。平成 28 年度教育

用コンピュータの入れ替えを予定しているが、ハイブリッド・タブレットパ

ソコンを導入し、ICT環境の整備を進めてまいりたい。 

② ICTの活用による生涯学習の現状について野田市では、市民の情報活用技術

を高め、情報弱者をなくすため、野田公民館にパソコンを配備した情報活

用コーナーを設置し、個人利用に供するとともに、講座を開講し、市民の

ICT活用技術を高めている。野田公民館以外の公民館でも、情報弱者解消の

ため、同様に関連の講座を野田公民館施設ボランティア会の協力により開

催している。 

  平成２４年７月の内閣府の調査によると ICTの活用による生涯学習を行う

にあたっての課題として、「情報端末やインターネットの扱いが難しい印

象がある」が 30.5％、「いつでも気軽に相談できるような情報端末やイン

ターネットに関する窓口がない」が 18.8％、「情報端末やインターネット

の使い方などを教えてくれる指導者が少ない」が 16.7％などとなっている。

これらの課題を解消するのは、生涯学習を推進する側の役目であると考え

ている。今後も、情報活用技術を高め、情報弱者をなくすために、野田公

民館の情報活用コーナーを活用し、高齢者にも参加しやすい講座を開設し

てまいりたい。また、従来の講座内容に加え、インターネット上での個人
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情報保護やセキュリティ対策などが必要であるため、講座内容を拡充する

とともに、野田市が発信している情報や電子的な行政サービスについて講

座の中に取り入れたいと考えている。 

３ スポーツ振興について 

① 平成２７年４月から２８年１月までに、日本スポーツ振興センターに認定

された体育活動中の怪我は、小学校では全認定数３７５件中１４５件で、

約３９％となっている。また、中学校では、全認定数３７０件中２５０件

で、約６８％となっている。それ以外は、他教科や休み時間等に発生した

件数となる。 

運動種目別では、小学校においては、サッカーにおける怪我が最も多く、２

２件、１５％、次いで、バスケットボールの怪我で、１４件、１０％、三番

目が組体操の怪我で１２件、８％となっている。中学校では、バスケットボ

ールの怪我が最も多く、４８件、１９％、次いでサッカーの怪我で３６件、

１４％、三番目がバレーボールの怪我で、２７件、１１％となっている。 

  怪我の種類別で見ますと、小学校において、挫傷・打撲が最も多く、４９

件、３４％、二番目が捻挫の４２件、２９％、三番目に骨折の３７件、２

６％となっている。中学校では、骨折が最も多く、７９件、３２％、二番

目が捻挫で７８件、３１％、三番目が挫傷・打撲で７４件、３０％となっ

ている。 

  組体操については、平成２７年度運動会・体育祭では、小学校２０校、中

学校６校が実施しましたが、小学校では、１５件の怪我が発生し、その内

訳は骨折２件、打撲８件、捻挫３件、擦過傷、内出血が各１件でした。中

学校では、骨折はなかったが、５件の怪我が発生し、その内訳は打撲４件、

捻挫１件であった。来年度以降、組体操を中止とした経緯には、県内外で

組体操の重篤な事故が発生し、更なる安全対策が必要となったため、教育

委員会が、運動会・体育祭における組体操の怪我の実態調査を行い、組体

操のあり方について校長会と教育委員会で協議を重ね、組体操の中止を決

定した。その後、教育委員会会議で報告した上で、中止を発表した。中止

を決めた理由としては、重篤な事故につながる可能性があるため全国的に

保護者や有識者から危険性が指摘されている中、「組体操」をあえて実施

し事故が発生した場合、学校への信頼が大きく損なわれることが考えられ

たためである。 

体育活動中の安全対策については、児童生徒に関わる対策と、運動する際 

の環境面の整備の両面がある。 

児童生徒に関わる対策については、発達段階や能力に応じた目標の設定や、

目標を達成するための段階的な活動の実施、怪我を未然に防止するための準
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備運動の実施や器械体操等での運動の補助、禁止事項や安全のためのきまり

の徹底などを行っている。 

運動する際の環境面については、怪我を防止する保護カバー等や、事故が 

起こった場合の担架やＡＥＤ等の備品の整備、日常的、定期的な安全確認の

実施、体育の指導における安全対策等の校内研修の実施を行っている。議員

ご指摘のＡＥＤについては、市内全校に設置している。 

② 市では、この法令に基づく学校における安全点検を、毎月１回行っており、

教室等の安全を確認するとともに、体育で使う鉄棒や遊具の腐食状況、サ

ッカーゴール等の固定状況、マットや跳び箱の破損状況等を確認し、異常

の有無を安全主任及び管理職に報告している。また、教育委員会としては、

毎年行われる東葛飾教育事務所長の学校訪問に同行し、施設及び設備、体

育用具における異常の有無や安全な使用について確認し、指導を行ってい

る。さらに、体育の用具については、学習に使用する前に、担任や教科担

当者等が安全確認を行って、異常のないことを確認の上、使用している。 

いずれの場合も、施設及び設備、体育用具に老朽化や使用状況による劣化 

に伴う異常や不具合が発見された場合は、直ちに使用を中止するとともに、

修繕・修理、あるいは買い替えによる対応を行っており、異常や不具合があ

るまま使用することはない。 

そのような安全点検や対応をとっており、平成２７年４月から平成２８年１

月までに、日本スポーツ振興センターに認定された怪我の中に、体育用具の

老朽化に伴う異常や不具合が原因となる怪我はなかった。 

③ 野田市では、野田市スポーツ推進計画を策定し、市内において優秀なスポ

ーツ選手を育成することにより、将来は世界を舞台にして活躍できる人材

を輩出できるよう市内のスポーツ選手の競技力の向上を目標として取り組

んでいる。このため、選手を激励するとともに、本市のスポーツの推進を

図ることを目的に、現在、新年互礼会における野田市表彰条例に基づくス

ポーツでの全国大会優勝者の表彰、野田教育の日に行う野田市教育委員会

表彰規程に基づく教育委員会表彰、１２月に野田市体育協会が開催する「ス

ポーツの集い」において国体出場選手に記念品の盾を贈るなど行っている

が、学校体育以外での全国大会出場選手への奨励金制度はない。野田市体

育協会でも野田市体育協会スポーツ賞表彰規程に基づき、全国大会等で優

秀な成績を収めた選手の表彰を行っているが、奨励金制度はない。 

  今後については、スポーツ推進計画の中の「世界を舞台にして活躍できる

人材を輩出する」という目標を実現するためにも、近隣市の動向も踏まえ、

学校体育以外の全国大会等出場選手への奨励金制度の創設を検討して参り

たいと考えている。 
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◎ 山口 克己議員 

≪質問の要旨≫ 

１ 全国学力学習状況調査について 

① 小学校及び中学校の国語Ａ・Ｂ領域、数学Ａ・Ｂ領域のそれぞれの出題数

は何問なのか。 

② 国語Ａ・Ｂ領域、数学Ａ・Ｂ領域で、正解一問アップすると正答率が何％

上がるのか。全国平均と比較して、何問の差があるのか。 

③ 野田市の正答率の推移はどうなのか。また、上昇している学校はあるのか。

その理由は何か。 

④ 「学習状況調査」で特に学力と深く関係すると思われる項目があると思う

が、その項目が全国平均値と比較して、野田市はどうか。 

⑤ これらの数値と全国学力テストとの関係はどうか。 

３ 教育の充実と青少年の健全育成について 

① 野田市の児童生徒の肥満率と体力テストで、全国と比較して実情はどうか。

② 「組体操」に代わる演技があるのか。                                                                                                                                                                

≪答 弁≫ 

１ 全国学力学習状況調査について 

① 小学校６年の国語Ａは 14 問、国語Ｂが９問、算数Ａは 16 問、算数Ｂが 13

問、中学校３年の国語Ａは 33 問、国語Ｂが９問、数学Ａは 36 問、数学Ｂ

が 15問であった。 

② 平成 27年度の例では、小学校国語Ａは、受検者全員の正答数が一問ずつ増

えると平均正答率は 68％から 75％となり７ポイント上昇する。同様に、小

学校国語Ｂは 61.8％から 73.3％となり 11.5 ポイント上昇、小学校算数Ａ

は 73％から 79.4％となり 6.4 ポイント上昇、小学校算数Ｂは 40.8％から

48.5％となり 7.7 ポイント上昇し、全国の平均正答率をそれぞれ上回る。

中学校国語Ａは 74.8％から 77.9％となり 3.1ポイント上昇、中学校国語Ｂ

は 65.2％から 76.7％となり 11.5 ポイント上昇、中学校数学Ａは 62.9％か

ら 65.6％となり 2.7ポイント上昇、中学校数学Ｂは 41％から 47.3％となり

6.3ポイント上昇し、全国の平均正答率をそれぞれ上回る。野田市と全国の

平均正答数の差は、小学校では国語・算数の両領域とも 0.3問から 0.6問、

中学校では国語・数学の両領域とも０問から 0.6 問と、どちらも１問以内

の差となっている。 

③ 小学校では、平成 25年度は国語Ａを除いた教科・領域で全国平均を上回っ

ていたものが、26年度は国語Ａ以外が下回り、27年度は全ての教科・領域

で全国平均を下回り低下傾向にある。中学校では、25 年度から３年間、全

ての教科・領域で全国平均を下回っているが、その差は年々縮小傾向にあ
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り、27 年度は１ポイント前後の差となっている。こうした結果は、習熟度

別学習の導入や書く活動への取組が、本年度の成果に結びついたものと考

えている。 

④ 昨年９月議会でも一部答弁しているが、「朝食を毎日きちんと取っている

か。」「テレビゲームで遊ぶ時間はどれくらいか。」「スマートフォンを使用

している時間はどれくらいか」「家庭学習の時間はどれくらいか。」などの

質問については、全国と比較して課題が見られる状況である。また、「教科

の勉強は大切だと思うか」「教科の授業の内容がよく分かるか」といった授

業に主体的・意欲的に臨む姿勢や学習内容の理解を問う質問についても課

題が見られた。さらに市として指導の重点として重視しているアクティブ

ラーニングを意識した質問では、肯定的な回答をした小学校児童が 69.1％

で全国よりも 5.1 ポイント下回り、中学校生徒は 67.8％で全国よりも 2.1

ポイント上回っている。また、「授業のはじめに目標が示されたか。」では、

肯定的な回答をした小学校児童が79.6％で全国よりも6.7ポイント下回り、

中学校生徒は 80.4％で全国よりも 0.7ポイント上回っている。「授業の最後

に学習内容を振り返る活動を行ったか。」では、小学校児童が 70.1％で全国

よりも 5.2 ポイント下回り、中学校生徒は 60.1％で全国よりも 0.8 ポイン

ト上回っているという状況である。 

⑤ 小学校では全国を下回り、中学校で全国を上回る傾向は、各教科・領域の

平均正答率において下降傾向にある小学校と上昇傾向にある中学校の要因

の一つと考えている。教育委員会としては、教員の指導力の向上を柱とし

た授業改革や、児童生徒が自ら学ぼうとする自主学習を柱とした家庭学習

の充実等を図りながら、今後も野田市の児童生徒の学力向上を目指してま

いりたい。 

３ 教育の充実と青少年の健全育成について 

① 肥満率については、小学校５年生男子の全国 9.7％に対して、野田市は

10.4％、女子は全国 7.4％に対して 7.6％、中学校２年生男子は全国 7.5％

に対して 7.7％、女子は全国 6.7％に対して、6.6％となっている。次に体

力テストについては、全国平均値 50に対して野田市の小学校５年生男子は

49.5、女子は 50.2、中学校は男女ともに 52.0となっている。特徴としては、

小学校は男女ともに『上体おこし・20ｍシャトルラン・50ｍ走』の記録が

良く、課題は男子は『ボール投げ』､女子は『立ち幅とび』となっている。

また中学校では男女ともに８種目中７種目が全国平均値を上回っており、

課題となる種目は男女ともに『反復横跳び』となっていることから、野田

市の児童生徒の体格や体力は、全国平均と比べてほぼ同じか、やや良い状

態にあると考えている。 
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② 組み体操は、児童生徒が怪我をする危険性が高く、重篤な事故につながる

恐れがあることから、今年１月から野田市小中学校校長会と協議を重ね、

平成 28年度からは実施しないこととした。組み体操に代わる演技について

は、ダンスやマスゲーム、縄跳びを活用した種目等の採用が考えられるが、

小・中学校で運動会・体育祭の開催時期が異なることから、体育での学習

内容との関連や、練習期間等も勘案しながら各学校が決定していくものと

考えている。どのような種目を行うにしても、児童生徒の安全を第一に考

えて体育祭・運動会に取り組むよう各学校に指導をしていく。 

 


