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平成２８年第３回野田市議会定例会報告 

（教育総務課） 

 

１ 会  期   平成２８年９月２日（金）から９月２８日（水） 

             一般質問９月１２日（月）から９月１４日（水） 

２ 市長の市政一般報告について 

市政一般報告（教育関係及び関連事項の抜粋） 

○1  小中学生アンケートについて 

○2  コウノトリの様子について 

○3  避難所開設訓練について 

○4  イングリッシュ道場について 

○5  指定管理者制度について 

○6  ふるさと納税について 

○7  インターネットによる総合公園及び関宿総合公園施設予約システムについて 

○8  野田市に関係するスポーツ選手の活躍について 

○9  各種大会の結果について 

○10  寄附について 

３ 提出議案等について 

  報告第１号 平成２７年度野田市一般会計継続費精算報告書について 

  議案第４号 野田市公民館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の

制定について 

  議案第５号 平成２８年度野田市一般会計補正予算（第３号） 

  認 第１号 平成２７年度野田市一般会計歳入歳出決算認定について 

  議案第10号 野田市教育委員会委員の任命について 

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）】 

 

 開会に当たりまして、先の議会以降に動きのあった主な施策や事業についてご報告

いたします。 

 小中学生アンケートについて申し上げます。 

 アンケートの内容については、児童・生徒の率直な意見を頂きたいので、自由記述

式を基本に考えております。早速、教育委員会に相談したところ、教育委員会として

もアンケートの実施そのものには賛成とのことでしたが、実施に当たって、幾つかの

技術的な課題を頂きました。まずアンケートの趣旨を児童・生徒に正しく理解しても

らわないと率直な意見につながらないので、どのような形で趣旨を伝えるか、学年に

よって工夫が必要である、質問方法も同様に学年によって変える必要があるのではな

いか、そもそも小学校低学年に全くの自由記述式は難しいのではないか、アンケート

の実施時期についても、学校により事情が異なるので、ある程度の幅を持たせてほし

いとのことでありました。教育委員会としても、児童・生徒の率直な意見を引き出せ

るよう積極的に協力いただけるとのことですので、早急に教育委員会と実施方法の詳

細を詰め、遅くとも、来年１月には実施したいと考えております。 

 

生物多様性自然再生の取組について申し上げます。 

放鳥されたコウノトリの様子ですが、「きずな」は、９月１日現在、山梨県上野原

市から茨城県内へ移動しております。「ひかる」は、放鳥後、江川地区の水田と放鳥

したケージを行き来しておりましたが、８月下旬から移動を始め、９月１日現在、福

島県相馬市から栃木県内へ移動しております。 

 

 避難所開設訓練について申し上げます。 

８月 21 日に市内の小中学校 13 校と清水高等学校の計 14 施設で、自主防災組織

105 団体、773 人が参加し、避難所担当の職員、施設管理者と共同して避難所開設訓

練を実施いたしました。午前９時の地震発生を想定した中で、自主防災組織ごとに避

難所に避難し、施設の安全点検及び備蓄品の確認を行いました。また、災害発生時に

安否確認や避難支援を行っていただくため、事前の配付に同意されていない方の避難
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行動要支援者名簿を災害対策本部の職員が自主防災組織の代表者に配付する訓練を新

たに実施いたしました。 

 ご協力を頂きました関係各位に対し深く感謝申し上げます。 

 

野田市イングリッシュ道場について申し上げます。 

中学生が英語で自己表現しようとする意欲や、自ら英語学習に取り組もうとする態

度を養うため、昨年に引き続き、中央公民館を会場として実施いたしました。今年度

は学年別の実施として、８月１日、２日に中学２年生 15 人、４日、５日に中学３年

生８人が参加いたしました。生徒を２、３人のグループに分け、外国語指導助手（Ａ

ＬＴ）を１人ずつ配置して、２日間集中して英語によるコミュニケーション活動を行

い、生徒自身がリスニング力やスピーキング力の向上を実感し、今後の英語学習への

意欲付けにつながりました。 

 

指定管理者制度について申し上げます。 

今年度で５年間の指定期間が満了となる施設のうち、「関宿総合公園及び関宿少年

野球場」及び「南図書館、北図書館、南コミュニティ会館及び北コミュニティ会館」

については、公募による指定管理者の選定を行いたいと考えております。 

随意指定の選定方法については、これまで公募と同様の手続により選定しておりま

したが、心身障がい者福祉作業所及び関宿心身障がい者福祉作業所は３回目、郷土博

物館及び市民会館は２回目の更新となりますので、選定方法を見直し、市又は教育委

員会と指定管理事業者が、十分に事前協議を行える形にしたいと考え、準備を進めて

おります。 

公募施設については 12 月議会に、随意指定施設については来年３月議会に、指定

管理者の指定の議案を提案させていただきたいと考えております。 

  

諸般の報告及び議案等の提案理由の説明について申し上げます。 

ふるさと納税について申し上げます。 

平成 28年度分のみどりのふるさと基金への指定寄附については、８月 19日現在で

67件、97万 5,000円、同様に、学校施設整備等基金への指定寄附については 43件、
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100万円の申込みを頂きました。 

 

インターネットによる総合公園及び関宿総合公園施設予約システムについて申し上

げます。 

 導入を検討しておりました総合公園及び関宿総合公園施設予約システムについて、

平成 29 年４月に導入するため、債務負担行為を設定しようとする補正予算を今議会

に提出しております。 

 

 野田市に関係するスポーツ選手の活躍について申し上げます。 

みずき小学校６年生 古賀
こ が

 彩
あや

花
か

 さんが７月 28日から 30日まで東京都で開催さ

れました第 34 回第一生命全国小学生テニス選手権大会の女子シングルスにおいて準

優勝いたしました。さらに、８月 10日から 14日まで大阪府で開催されましたDUNLOP
ダンロップ

 

SRIXON
スリクソン

 全日本ジュニアテニス選手権の 12 歳以下女子シングルスにおいて優勝いた

しました。 

七光台小学校５年生 鍋島
なべしま

 あいる さんが 8月 19日及び 20日に神奈川県で開催

されました全国小学生陸上競技交流大会の５年女子 100 メートル決勝において 13 秒

47のタイムで優勝いたしました。 

東部中学校３年の 岡田
お か だ

 幹
かん

太
た

 君が７月 29 日から８月７日まで福島県で開催さ

れました第３回ＷＢＳＣ Ｕ
アンダー

－15
じゅうご

 ベースボールワールドカップ 2016in
イン

いわきに

おいて投手として３試合に先発し、チームは準優勝いたしました。 

 

各種大会の結果について申し上げます。 

平成 28年度関東中学校体育大会が８月８日から 11日まで行われ、陸上競技では、

第一中学校３年の 柞山
ほうさやま

 真
ま

翔
さと

 君が共通男子 110 メートルハードルに出場して第

５位に入賞いたしました。また、東部中学校３年の 長澤
ながさわ

 真
ま

央
お

 さんが３年女子

100メートルに出場いたしました。 

水泳では、南部中学校３年の 渡邉
わたなべ

 直
なお

輝
き

 君が男子 100メートル平泳ぎ及び男子

200 メートル平泳ぎに出場して、男子 200 メートル平泳ぎで第５位に入賞いたしまし

た。また、東部中学校３年の 佐藤
さ と う

 萌
め

唯
い

 さんが女子 200メートル自由形及び女子
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400メートル自由形に出場いたしました。 

柔道では、第一中学校３年の 飯塚
いいづか

 大貴
だ い き

 君が男子 73 キログラム級に出場して

第３位となりました。 

音楽関係については、８月 11日に行われた第 58回千葉県吹奏楽コンクールにおい

て、中学校Ｂ部門に出場した岩名中学校が県代表として東関東大会に出場することに

なりました。また、８月 23 日に行われたマーチングコンテストにおいて、東部小学

校がフェスティバル部門で、東部中学校がフリースタイル部門で、南部中学校がコン

テスト部門で県代表として東関東大会に出場することになりました。 

 

 次に、寄附について申し上げます。 

 スポーツ用品の寄附として、野田市花井 249 番地の 37 東京新聞野田地区専売会 

様から駅伝用ゼッケン一式、21 万円相当を頂きました。頂きました駅伝用ゼッケン

一式は、野田市民駅伝大会で活用させていただきます。 

 ご寄附につきましては、改めて御礼申し上げます。 

 

続きまして、今議会に提出いたしました議案等についてご説明申し上げます。 

報告第１号平成 27 年度野田市一般会計継続費精算報告書は、総合計画策定支援業

務委託他３件の継続年度の終了に伴い精算報告を行うものでございます。 

 議案第４号は、野田市川間公民館の改築に伴い、同公民館の位置に関する規定を整

備しようとするものでございます。 

議案第５号平成 28 年度野田市一般会計補正予算（第３号）は、歳入歳出予算、継

続費、債務負担行為及び地方債の補正に関するものでございます。 

 認第１号から認第７号までは、平成 27 年度野田市一般会計及び各特別会計の歳入

歳出決算認定についてでございます。 

 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、野田市教育委

員会委員の任命及び野田市固定資産評価審査委員会委員の選任についてご提案申し上

げるべく予定しております。 
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一般質問について（概要） 

 

◎ 山口 克己議員 

≪質問の要旨≫ 

２ 二学期制について 

① 二学期制の現状と成果・課題について 

② 全国や県の二学期制導入状況について 

③ これまでの検証と今後の方向性について 

３ 土曜授業について 

① 全国の土曜授業の実施状況について 

② ３年目を迎えた土曜授業の現状について 

③ 土曜授業アンケート結果について 

④ 今後の方向性について 

≪答 弁≫ 

２ 二学期制について 

① 二学期制は、前回の学習指導要領の改訂の際、縮減された学習内容を行う

ための時数を確保すること、及び長いスパンで学校経営、学級経営、授業

構成を行うことを通して児童生徒と向き合う時間を増やすことなどを目的

として平成１６年度より導入した。 

二学期制は、学期末が３回が２回に減ることによる、授業時数の増加分を上

手に活用し、長いスパンでの学習活動ができるなど、教育課程においても創

意工夫できるメリットがある。 

具体的な成果として、一つ目は、学期末に係る学級事務に当てる時間が軽減

され、教師と子どものふれあいの時間が増えた。 

二つ目は、長いスパンでの学級経営や単元計画に基づいた授業実践ができ、

学校行事より効果的に展開できるようになった。 

また、その他の学校行事についても、年間計画の中で精選が図られ、小学校

の多くが５月下旬に、中学校の多くが９月下旬に運動会を実施するようにな

った。 

このように、二学期制による教育課程の充実は、児童生徒の生活によい影響

を与えている。また、評価の面からみても、三学期制における三学期の評価

は１カ月程度の内容での評価になっていたが、二学期制においてはある程度

の学習期間の成果を評価できるメリットもある。 

課題としては、はじめに、学期途中にある長期休業の過ごし方であると考え

ている。三学期制と比べると、長期休業前に通知表が渡されていないので、

休業期間中に目標が持たせにくいという話を聞く。その対応として、小中学
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校では、長期休業前に個人面談や個別の学習評価を渡し、長期休業中の目標

作りに十分に配慮している。 

二つ目として、学習評価が年間二回のため、保護者が児童生徒の評価につい

て不安を感じている。その対応として、学習評価のベースとなる定期テスト

以外にも、校内テストや単元テストを実施したり、その結果を個別の学習評

価資料として配布したりしている。 

今後も、学習評価については、各校において保護者のニーズを踏まえながら、

対応方法について検討していきたい。 

② 金沢市、倉敷市などのように、三学期制にもどした自治体が出てきている 

ことも認識している。理由としては、「二学期制は通知表の回数が少ない

こと」や「三学期制の方が、短期間での評価の方が挽回の機会が多く、よ

り集中して学習できる」などがあげられている。 

文部科学省の調査によれば、平成２５年度の全国の公立小学校において２０．

９％が、公立中学校において２０．０％が二学期制を採用し、前回調査の２

３年度と比べると、小学校では１．０ポイント、中学校で１．９ポイント減

少している。 

また、県内においては、野田市を含め、９つの市町が二学期制を採用してい

る。特に、小中１６７校を抱える千葉市や小中８７校を抱える船橋市など、

大きな市が二学期制に積極的に取り組んでいる。また、市川市など、三学期

制でありながら、通知表の二期制を取っているところもある。 

③ 保護者の中には「三学期制の方が、よいのではないか。」という声がある  

ことも認識している。 

本市では、平成１６年度二学期制の導入以降、二学期制推進委員会を組織し、

平成１６年度は学校アンケートの実施や実践交流会の開催、平成１７年度は

「二学期制に関する意見書」の答申を受け、さらなる教育活動の充実に努め

てきた。そして、平成２３年度には教職員と保護者にアンケートを実施し、

教職員の９０％と保護者の７０％の方々が「二学期制のメリットを生かし、

きめ細かな学習ができている」と回答しているが、常に、よい形で進行して

いるかを確認していく必要があると考えている。 

今年度、二学期制導入から１３年目を迎え、また、土曜授業の導入により授

業時数も大幅に増加したことから、土曜授業導入後の学期制や教育課程のあ

り方について、さまざまな観点から検討してまいりたい。 

３ 土曜授業について 

① 本年３月に文部科学省が公表した「平成２７年度公立小・中学校における

教育課程の編成・実施状況調査の結果について」によると、全国で土曜授

業を実施した学校の割合は小学校２４．６％、中学校２５．０％であり、



8 

 

そのうち野田市と同じく月２回程度実施した学校は小学校５％、中学校５．

５％であった。 

② 教育委員会ではこれまで、「土曜授業Ｑ＆Ａ」や「野田市の土曜授業リーフ

レット」等を市内小中学校に配付して、土曜授業の趣旨の共通理解を図り、

各学校で内容を工夫するなどにより土曜授業の充実を図ってきた。今年度

は、土曜授業アシスタントとして１５０名以上の方にご協力をいただき、

さらに、高校生６０名がボランティアとして５校の小学校に入っている。

こうした協力の結果、土曜授業の取組は、習熟度別少人数指導が主流とな

ってきた。また、ＮＩＥ学習や検定のための学習、コンピュータを活用し

た学習など、目的を明確にした学習にも取り組むようになっており、野田

市学習到達度調査では小学４年生と中学１・２年生が全国の平均正答率を

超える結果が出ていることから、土曜授業の成果が表れていると考えてい

る。 

③ 今年度第１回土曜授業アンケート結果では、小学校の児童は「土曜授業で、

学習内容をわかりやすく教えてもらっている。」の割合８５．２％をはじめ

土曜授業の取組を好意的に受けて止めている。中学校の生徒は「土曜授業

は、自分の学力向上に役立っている。」と肯定的に回答した生徒の割合は４

８．０％、否定的に回答した生徒の割合は５２．０％と、否定的な回答が

肯定的に回答した割合よりも高くなった設問もあったが、学力向上に対す

る一定の効果を感じている生徒も少なくないと考えている。 

  保護者については、「土曜授業は、子どもたちの学力向上の一助となってい

る。」と肯定的にとらえている保護者の割合は、６３．０％と前回の調査よ

りもやや減少したが、特に中学校の土曜授業の取組がいまひとつ保護者に

伝わっていないからと考えられるため、学校ごとにアンケートの結果分析

を情報公開したり、授業参観を多くしたりする必要があると考えている。 

  教職員は、「土曜授業は、学力向上の一助となっている。」と肯定的に回答

した割合は７２．６％と引き続き高いことから、土曜授業の趣旨を理解し、

取組にある程度の手応えを感じているものと考えられる。 

④ 教育委員会としては、土曜授業の取組をいかに工夫し充実させていくかが、

土曜授業の重要な課題であると考えており、学力上位層の児童生徒や特別

支援学級の児童生徒にも対応した取組や、土曜授業３時間のより効果的な

学習の在り方について検証し、充実したものにしていきたい。また、平成

３２年度から小学校英語科導入による授業時数増加や１０月から１１月に

かけて学校行事・地域行事が土曜日に集中することから、今後の土曜授業

の在り方を検討していく必要があると考えている。 

 



9 

 

◎ 中村 あや子議員 

≪質問の要旨≫ 

１ 平和教育について 

① 小中学校における平和教育について 

３ 「食品ロス」対策について 

② 学校給食の残菜量の現状と削減に向けての取り組みについて 

≪答 弁≫ 

１ 平和教育について 

① 市内の小中学校では、社会科を中心に、太平洋戦争を通して平和を考え、

国際社会における紛争問題をテーマにグループで話し合いをする中で、原

爆の写真や映像資料を活用している。公民の分野では日本国憲法の精神な

ど、二度と戦争を起こさないことを学んでいる。国語や道徳でも戦争の理

不尽さや日本人の自覚を持って世界貢献することの大切さを学んでおり、

戦争体験者等による平和学習講演会を開催している学校もある。 

  議員ご指摘の折り鶴については、先に述べた平和学習の中で紹介すること

は意義深いものと考えるが、平成教育は、児童生徒の発達段階に応じた取

組が大切であり、野田市ゆかりの鈴木貫太郎翁の業績を歴史学習と関連づ

けて学ぶことにより平和の尊さへの理解が深まると考えている。 

  小学生が鈴木貫太郎記念館を訪れたり、中学生が戦中戦後の歴史学習を学

ぶ段階で鈴木貫太郎翁を改めて取り上げることで、広島・長崎への平和大

使派遣や折り鶴の献納と同様に戦争を考える機会となり、郷土への愛着と

誇りを持ち、日本や世界の平和についても考えることができる児童生徒を

育てることにつながると考えている。 

３ 「食品ロス」対策について 

② 昨年度の給食残菜率は、野田市全体では年平均４．６％。 

平成２４年度は７．２％、２５年度は６．２％、２６年度は５．３％、２７

年度は４．６％と年々減少している。 

削減に向けての取組については、学校ごとに「食に関する指導の全体計画」

を作成し、全教職員で共通理解のもとに、各教科での指導や体験学習を行っ

ている。 

具体的には、小学３年生では、社会科の授業においてスーパーマーケットの

食品売り場で働く人の見学、４年生の社会科では、清掃工場の見学とともに

ごみの処理と利用について、５年生の社会科では、給食の材料の産地を子ど

もたちが直接調べ、「地産地消」の意味を学んでいる。 

また、さまざまな授業等にも取り組んでおり、学級活動での給食の残菜をも

とに「残さず食べよう」の授業や、家庭科の児童１食分の献立を考える授業



10 

 

など、専門性を生かした授業を行い、子ども達の食に関する興味関心をより

高めている。さらに、多くの小学校で、米作り等の農業体験にも取り組み、

体験を通しながら、食べ物の大切さを学ばせている。中学校では、公民の授

業において、環境問題や食糧自給率について学び、食に関する問題意識を高

めている。このような教科学習の他にも、各学校や給食センターが発行して

いる「給食便り」や「食育便り」による意識付けを行ったり、給食感謝週間

を設けたりして、子どもたちの感謝の気持ちを育て、給食を残さず食べよう

とする気持ちを育むような取組を行っている。 

このような取組の結果、市内の小中学校の給食残菜量は、年々減少しており、

今後もその取組を継続することで、さらに残菜の削減を図っていきたい。 

 

◎小倉 良夫議員 

≪質問の要旨≫ 

３ 中学生の平和教育推進について 

① 中学生を平和大使として広島や長崎に派遣することについての当局の見解

はどうか。 

② 中学校の修学旅行先を広島にすることの見解はどうか。 

③ 平和大使派遣事業を進めるために平和基金の設立についての見解はどうか。 

≪答 弁≫ 

３ 中学生の平和教育推進について 

①③中村議員の質問でもお答えしたとおり、社会科の歴史・公民分野、国語や

道徳、平和学習講演会等で平和な世の中の実現について学ぶ機会を設けて

いる。 

  議員ご指摘の平和大使派遣は、大変意義深いことだと考えるが、派遣でき

るのは一部の生徒に限られてしまう。教育委員会としては、日常の平和教

育を充実させ、特に、終戦に導いた野田市ゆかりの内閣総理大臣である鈴

木貫太郎翁の業績を市内全ての小中学校で歴史学習と関連づけながら学ぶ

ことにより、平和の尊さについてより深まると考えており、さらに、自分

の郷土に誇りを持つ意識も向上させることができると考えていることから、

平和大使派遣は考えておらず、そのための平和基金設立も考えていない。 

② 修学旅行の団体用の新幹線の予約は、関東５県で組織する関東地区公立中

学校修学旅行実行委員会で行っており、各学校が行き先を判断し決定して

いる。平成２６年度までは、広島までの修学旅行は認められなかったが、

平成２７年度から可能になった。しかし、広島を加えると交通費の増額や

２泊３日の行程の１日半を必要とすることから、関東５県の中学校で広島

をコースに入れた学校は１０校にとどまっており、野田市での実績はない。
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広島への修学旅行は、教育的価値は大きいが、日程的に大きな課題もあり、

様々な情報を得ながら、各学校で判断するものと考えている。 

 

◎ 栗原 基起議員 

≪質問の要旨≫ 

１ 公約にある少年用の野球場とサッカー場の整備に関して 

① 市内にあるサッカー場の整備が時代のニーズに追いついていない状況や競

技人口に対しての施設設備がなされていない現状についてどのように考え

ているのか。 

② 野球場をどのように整備する計画があるのか。 

③ サッカー場をどのように整備する計画があるのか。 

④ スポーツ施設等の整備に関して、toto スポーツ振興基金の助成金制度があ

る。すでに野田市は総合公園の整備に関して助成金制度を利用しているが、

新たにこの助成金を申請してサッカー場等の整備などを進めるような検討

はあるのか。 

２ 中学校の教員が担う業務の負担軽減について 

① 教員が抱える業務負担の現状について市はどのような方法で現場の声を吸

い上げて把握しているのか。 

② 部活指導に関して元プロスポーツ選手などを派遣する民間企業などに委託

する自治体もあるがこの取り組みに対して市はどのような見解を持ってい

るのか。 

③ 部活指導に関して民間企業などに委託することで業務負担の軽減や様々な

メリットが得られると考えるが導入する計画や検討はあるのか。 

≪答 弁≫ 

１ 公約にある少年用の野球場とサッカー場の整備に関して 

①～④ 野球場については、総合公園野球場、福田運動場野球場、関宿少年野

球場、座生少年野球場に各１面、江戸川河川敷運動広場に４面の合計８面

の専用野球場がある。これに対し、専用のサッカー場は、江戸川河川敷運

動広場に１面あるのみである。 

しかし、総合公園自由大広場は、プール駐車場などへの利用など利用制限は

あるが、通常はサッカー場として利用されている。また、利根川河川敷の多

目的広場及び芝生広場は、その利用の約８０％が少年サッカーに利用されて

いる。南部地区スポーツ広場についても、学校休業日において、主に少年サ

ッカーで利用されており、市民大会での利用もある。陸上競技場は、市内大

会等の準決勝からの試合に利用され、平成２７年度の実績では５回の利用が

あった。 
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競技人口については、野田市サッカー協会の会員数は、平成２８年度が１，

０８１人、少年サッカーでは、クラブ数６チーム４４２人となっている。こ

れに対する野球の競技人口は、野田市野球協会の会員数は、平成２８年度が

１，７３０人、少年野球では、クラブ数１６チーム４２０人となっており、

野田市においては、野球のほうが、競技人口、少年クラブ数とも多いという

ことになっている。 

そもそも歴史的経緯も異なる２つの競技を単純に比較して考えるべきでは

ないと考えている。市長に就任してすぐに取り組みたいことの１つとして、

スポーツの向上を掲げさせていただいた。スポーツを通じて人間力の向上を

図ることが重要と考えているからである。そういう意味では、野球もサッカ

ーも、そして他のスポーツも、すべてのスポーツの発展を願っている。競技

場の整備という点では、サッカーに限らず、まだまだ不十分であるというこ

とは十分認識している。例えば、野球においても、座生少年野球場へのアク

セスの問題や総合公園野球場の整備改善という課題もある。しかしながら、

整備が不十分なものはすべて整備しましょうという訳にはいかないことは、

厳しい財政事情の中では議員にもご理解いただけると思っている。 

基本的には、既存の施設の効率活用を中心に考えたいと考えている。 

  少年専用野球場及びサッカー場の整備については、スポーツを通じて人間力

を向上させていくには、特に少年期にどれだけスポーツに親しむかが重要と

考えている。このため、代表的な団体スポーツである野球とサッカーについ

て、少年専用の野球場、サッカー場を子ども達に提供したいと考えている。 

具体的には、江戸川河川敷運動広場の野球場４面とサッカー場１面について、

一般の利用もされているので、全面的に少年専用とはいかないが、来年４月

より土曜授業のない第１、第３土曜日を少年専用の野球場、サッカー場とし

たいと考えている。 

toto スポーツ振興基金の助成金制度の利用については、今のところ、これ

を活用して行おうとする施設整備の予定はないが、スポーツに限らず、あら

ゆる分野において、特定財源を活用することが重要と考えているので、職員

には、常に有利な財源はないか意識して取り組むよう指導している。 

２ 中学校の教員が担う業務の負担軽減について 

① 教員の勤務実態を把握するため、教育委員会では、平成２５年度より各学

校に出退勤時刻管理ソフトを配付し、コンピュータにより職員の出退勤を

把握している。 

職員の勤務時間の管理は、各学校から教育委員会へ、月ごとに時間外勤務が

８０時間以上の氏名とその時間、及び時間外勤務の主な理由、そして、改善

策が報告される。教育委員会では、特に、同じ職員が継続して８０時間を超
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えるような場合には、管理職に対して、校務分掌の見直しや事務の簡素化な

ど、時間外勤務の縮減について指導している。また、教育長や事務局職員が

定期的に学校訪問し、学校の状況を把握するとともに、校長等から職員の勤

務状況についても説明を受けている。 

学校現場の現状は、この数年間で、若手職員が急激に増加し、ベテランの職員に比

べ若手職員は、教材研究など、日頃の授業準備に時間を要し、また、特に中学校で

は、部活動の負担や、生徒・保護者との面談など、生徒指導にかかる時間も多くな

り、時間外勤務の増につながっている。 

その対策として、昨年度から、労働安全衛生連絡会議を開催し、時間外勤務

の縮減に向けたボトムアップ型の研修を行い、効率的な業務の進め方、若手

職員への支援のあり方、出退勤時間の管理、部活指導について具体的な対策

が示され、効果的な実践を共有した。その他、ノー残業デーや、ノー部活デ

ーを週に１日から３日設定して取り組み、特に、７月と１２月は多忙化解消

月間として設定し、時間外勤務時間を前月比の２０％削減を目標として取り

組んでいる。中学校においては、土日の部活動の内容を見直し、原則として

土日のどちらかは休む、また、大会の前であったとしても月に２回以上は計

画的に休みをとるよう指導している。 

  教育委員会としては、今後も学校の勤務実態を様々な方法で把握するとと

もに、効率化・情報化による仕事のしやすい環境づくりに努め、学校職員の

負担軽減を図っていきたい。 

②③元プロスポーツ選手による技術的指導の機会は、子ども達にとって高い競

技力を間近で見ることができるなど、大変魅力的な活動だと思っている。

平成２７年度には関宿中央小学校が「アスリートと学ぶ環境教室」でラン

ニング教室とサッカー教室で汗を流し、平成２３年度には、清水台小学校・

二川小学校・尾崎小学校が「スポーツ選手活用体力向上事業」でサッカー

や陸上競技でトップアスリートとの交流を深めるなど、将来に向けて大き

な夢を持つことができたと考えている。しかし、部活動は学習指導要領の

中で学校教育の一環として人間関係形成の場として大きな役割を期待され

ており、教師が中心となって地域の人材活用によって外部指導者の方々と

連携して、生徒の学校生活の充実を図ることが大切であると考えている。

一方、多忙化の解消という観点で考えれば、地域人材の活用は有効である。

現在、中学校７校が７種目で地域人材を活用することで、専門外の顧問教

師からは大変効果が上がっていると報告を受けていることからも、さらに

外部指導者活用を広めていきたい。なお、部活動の民間委託は、本来の目

的達成や生徒指導の面での課題もあり、今後は、他市の導入の動向等に注

視したい。 
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◎ 谷口 早苗議員 

≪質問の要旨≫ 

３ トイレの設置、洋式化などについて 

① 市内各小学校・中学校・幼稚園体育館等のトイレ洋式化進捗状況について 

③ 配慮あるトイレのあり方について（小学校・中学校の男子トイレ） 

≪答 弁≫ 

３ トイレの設置、洋式化などについて 

① 各小中学校及び幼稚園の児童・生徒、園児用の洋式トイレの改修は、平成

１５年度から実施計画に基づき実施している。児童・生徒用トイレの洋式

化を優先して、原則として１箇所のトイレで男女それぞれ最低１個は洋式

トイレを設置するという考え方で実施しており、平成２７年度末までに小

学校１７校、中学校３校、幼稚園３園が完了している。 

なお、障がいをもつ児童・生徒の入学に際しては、洋式トイレへ改修したり、

小便器に手摺を設置するなどして、学校生活に支障がないよう配慮している。 

平成２８年４月１日現在の洋式化率は、小学校校舎で、男子用２７０基に 

対し１４４基で５３．３％、女子用５５８基に対し１９１基で３４．２％。

小学校体育館で、男子用２２基に対し７基で３１．８％、女子用４８基に対

し１３基で２７．１％。小学校屋外トイレで、男子用２１基に対し２基で９．

５％、女子用４３基に対し５基で１１．６％。中学校校舎で、男子用１７６

基に対し６０基で３４．１％、女子用３６８基に対し６４基で１７．４％。

中学校体育館で、男子用１８基に対し８基で４４．４％、女子用４１基に対

し１０基で２４．４％。中学校屋外トイレで、男子用９基に対し１基で１１.

１％、女子用２０基に対し２基で１０％。幼稚園の園児用４２基に対し３４

基で８１％となっている。 

今年度は、南部中、北部中及び二川中の改修工事を実施中であり、２９年度

に福田中及び川間中、３０年度に岩名中及び関宿中、３１年度に木間ケ瀬中

の改修工事を実施し、現計画は完了する予定。 

今年度の二川中の改修工事は、平成２７年１０月１日から導入した、ふる 

さと納税による学校施設整備等基金を活用し、計画を前倒しして実施するも

のであり、今後も市民の皆様のご協力をいただきながら、すこしでも早くト

イレの洋式化を進めてまいりたいと考えている。 

現計画が終了する平成３１年度末時点での中学校校舎の生徒用トイレの洋

式化率は、男子用１７６基に対し９１基で５１．７％、女子用３６８基に対

し１１５基で３１．３％となる見込みであるが、女子用トイレの洋式化率が

低いことから、現計画終了後は、女子用トイレの洋式化を優先して進め、屋

外トイレの改修や水洗化も検討してまいりたいと考えている。 
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③ 民間会社が２０１５年に実施した小学生のトイレ実態調査によると、学校

トイレで大便をしたくない理由として挙げられた上位４項目の理由として、

１位が、「恥ずかしいから 6１％」、２位が、「落ち着かないから４４％」、

3位が、同率の３３％で、「からかわれそうだから、和式トイレが苦手だか

ら」であった。大便を我慢することにより、便秘などの健康障害が生じた

り、勉強に集中できなくなったりすることから、普通に大便ができる環境

を整備することは大切だと考えている。 

そのために、最初に取り組むべきことは、排泄は生きる上でとても大切な 

ことで、大便をすることは恥ずかしいことではないということを教えること

だと考えている。 

市内の小学校では、入学時にトイレの使い方と合わせて排泄の大切さにつ 

いて教えたり、相談があれば排泄の重要性について保健指導を行っている。

今後も、機会あるごとに排泄の重要性を教え、学校で大便をすることの抵抗

感を軽減したいと考えている。 

施設面の配慮としては、野田市においても多くの家庭のトイレが洋式化し 

ていることから、和式トイレが使いづらいという理由で学校では大便をした

くないという児童・生徒も多いと考えられる。それらを解消するためにも、

現在、整備を進めている洋式トイレを充実させていきたいと考えている。 

性同一性障がいを抱える子どもへの配慮の一環として、男子トイレの個室化

への着手が可能なのかについては、神奈川県大和市において、一部男子トイ

レの完全個室化に取り組んでいることは承知しているが、一方で、平成２７

年４月３０日付けで文部科学省から「性同一性障害に係る児童生徒に対する

きめ細かな対応の実施等について」の通知が出されており、性同一性障がい

に係る児童・生徒についてのきめ細かな対応の実施に当たっての具体的な配

慮事項等が示されている。学校におけるトイレの支援としては、職員トイレ

や多目的トイレの利用を認めるといった対応方法が示されている。 

市では、現在、性同一性障がいとみられる児童・生徒については把握してい

ないが、配慮が必要な児童・生徒やその保護者から相談があった場合は、こ

の通知を踏まえ、その児童・生徒に合った支援により対応してまいりたいと

考えているので、画一的な男子トイレの個室化は考えていない。 

 

◎ 古橋 敏夫議員 

≪質問の要旨≫ 

３ 関宿総合公園のグラウンドゴルフ場について 

① 市内、市外の利用状況について伺う。 

② 大会時だけでも仮設トイレ設置をという要望に対する当局の見解を伺う。 
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≪答 弁≫ 

３ 関宿総合公園のグラウンドゴルフ場について 

① 関宿グランウンドゴルフ場は、平成１７年度に最終処分場跡地上に整備し

たもので、１６ホールのコースが１コースある。 

利用方法は、利用日の 2か月前の同日午前 9時から電話により市内市外を問

わず先着順で行っているが、当日空いているホールが有ればプレーすること

ができることから、実際には当日窓口で受付を行う方がほとんどである。 

市内、市外の利用状況は、平成２５年度から２７年度までの利用人数は、市

内がそれぞれ１７，５８３人、１８，９８７人、２０，６７２人。市外はそ

れぞれ、２，５００人、２，２８９人、１，７１６人となっており、利用人

数全体の内、市内の方の占める割合はそれぞれ、８７．６％、８９．２％、

９２．３％となっており、市内の利用者が増加している。 

② 大会時だけでも仮設トイレ設置をとのことについては、近くに使用するト

イレがない場合に仮設トイレを設置しており、近接する体育館や公園に衛

生的な水洗トイレが設置してあるので、多少ご不便をおかけすることにな

るが、既存のトイレを利用していただきたいと考えている。 

 

◎ 内田 陽一議員 

≪質問の要旨≫ 

１ いじめ対策・不登校対策について 

① 野田市の現状と対応状況、今後の課題について、お聞き致します。 

２ 子どもへの給食について（小中学校・幼稚園） 

① アレルギー対応食について、お聞き致します。 

② 宗教対応食について、お聞きいたします。 

≪答 弁≫ 

１ いじめ対策・不登校対策について 

① いじめ・不登校問題は野田市の教育における最も重要な課題の一つと考え

ており、未然防止と早期対応が重要であると認識している。早期発見のた

めに、教員が児童生徒とコミュニケーションを密に取り、日記や教育相談

週間の設定など、相談しやすい体制づくりに努めている。 

  いじめは絶対許されないという認識のもと、野田市では、いじめ実態調査

を年２回実施している。平成２７年１１月調査では、いじめと児童生徒が

訴えた件数は小学校４４２件、中学校３９件であった。その後、各学校が

確認し、いじめと判断した件数は小学校１８７件、中学校３１件となった。

いじめの解消率は小学校９４．１％、中学校８２．１％であり、中学校の

解消率が低いのは、複雑な友人関係が絡み合っているため、継続した見守
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りが必要と判断したためである。 

  いじめへの対応としては、アンケート結果をもとに、担任を中心にきめ細

やかに対応するとともに、各学校で策定した「いじめ防止基本方針」に基

づき組織で対応しており、指導主事やスクールサポーター・スクールサポ

ートカウンセラーを学校に訪問させる場合もある。 

  今後、野田市いじめ防止基本方針をできるだけ早いうちに策定し、重大事

態が発生した場合に迅速に対応していきたい。 

  次に、野田市の不登校数は年々増加傾向にあり、中学校は他市と比べて不

登校率が高く、大きな危機感を持って対策にあたっている。平成２８年７

月末現在の３０日以上欠席の不登校者数は、小学校９人、中学校８５人で、

昨年の同時期と比べ、小学校では２人減少し、中学校では４人増加してい

る。増加の原因は、本人を取り巻く問題が複合的に絡み合い、医療機関や

児童家庭課との連携など、多角的な支援を要するケースが増加しているた

めと認識している。 

  不登校の早期対応としては、欠席児童生徒への連絡や家庭訪問によって、

欠席が長引かないように働きかけている。欠席が続く傾向の場合は、スク

ールカウンセラーによる心のケアや学校内のケース会議で支援の在り方を

検討したり、中学校では支援ルームによって教室に戻れるように努めてい

る。ひばり教育相談でも学校復帰への道筋をともに考えるようにしており、

適応指導教室では教科指導員が学習の補習を行ったり、レクリエーション

を通して友人関係づくりの支援をしたりしている。また、教員の相談技術

向上のため研修講座等を行ったり、校長会議でも不登校問題を取り上げて

改善に努めている。 

  いじめ、不登校対策においては、日常の地道な支援が必要であるため、今

後も家庭や学校、関係機関と連携を密にして改善に努めていく。 

２ 子どもへの給食について（小中学校・幼稚園） 

① ８月１日現在、園児児童生徒 １２，４５３人のうち、食物アレルギーが

ある子は、約５．３％にあたる６６０人。このうち、給食提供においてア

レルギー対応の必要のある園児児童生徒数は、約１．９％にあたる２４１

人。（幼稚園児２人、小学校１８８人、中学校５１人） 

該当の子については、それぞれ食物アレルギー対応食の提供を行っている。 

教育委員会では、より安全に給食の提供ができるように、平成２５年９月に

「野田市学校給食食物アレルギー対応マニュアル」を策定し、平成２６年度

より市内共通の対応を行っている。 

次に、食物アレルギー対応の具体的な流れは、児童生徒の食物アレルギー調

査を毎年行い、対応を希望する園児児童生徒は「学校生活管理指導表及び食
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事指示書」を提出、その後、保護者と対応方法の面談を行い、校内のアレル

ギー対応委員会の協議を経て、最終的に対応方法を校長が決定し、保護者の

了承を得て開始している。 

個人ごとの対応方法には、自己除去対応、除去食対応、弁当持参対応の３つ

の方法がある。 

１つ目の自己除去対応では、事前に詳しい給食での使用食物の情報を学校か

ら家庭に知らせ、給食時間に自分で食べる量を調整する。生の果物による口

腔アレルギーなど、子どもでも自己管理できると医師が診断した場合のみが

この方法となる。現在この対応を行っている園児児童生徒は、市内で１３人。

（幼稚園児０人、小学校１１人、中学校２人） 

２つ目の除去食対応では、給食調理でアレルゲンとなる食物を除いて調理し

たものを提供している。例えば、ゴマアレルギーのゴマ和えは、ゴマを入れ

ず、調味料のみで和えて作る。また、卵アレルギーの場合のオムレツなど、

除去するものによっては提供できなくなる料理もあるので、その場合は、代

わりとなるおかずやデザートを家庭から持参していただくことをお願いし

ている。除去食対応の家庭には、前月末までに、個人ごとの「アレルギー対

応食確認献立表」を渡し、除去食を提供する料理や、持参をお願いする料理

などを確認していただいている。そして、この「アレルギー対応食確認献立

表」を基に、給食調理においては調理員と栄養士が、教室での配膳において

は担任等が、各時点で確認してサインすることにより、給食が子どもの手元

にくるまで間違いがないようにしている。この対応を行っている園児児童生

徒は、市内で２１９人。（幼稚園児２人、小学校１７０人、中学校４７人） 

３つ目は弁当持参対で、文部科学省の指針においても、ごくごく微量のアレ

ルゲンの食物でも、アレルギー反応が発症する恐れがあると医師が診断する

場合や、アレルゲンとなる食物が多品目にわたる場合は、学校給食での対応

は困難とされるため、お弁当を持参していただくことを考慮するとされてい

る。そのため、野田市においても、そのような重度のアレルギー反応が出る

子の場合は、弁当持参をお願いしている。現在この対応を行っている園児児

童生徒は、市内で９人。（幼稚園児０人、小学校７人、中学校２人） 

② 「Ｈ２６年度からの食物アレルギーへの対応について」の中で、今後の食

物アレルギー対応に関連する給食対応の変更点として、宗教上の理由によ

る除去、代替食の対応はしないことについて、保護者の皆様に通知してい

る。 

現在、宗教上、口にすることが許されない食物がある園児児童生徒は、市内

で４２人。（幼稚園児３人、小学校２８人、中学校１１人） 

ハラム（神に禁じられている）と呼ばれる食物は、各家庭の信仰心の度合い
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によって違いがあり、豚肉のエキスや肉類すべてをハラムとする家庭もある。

児童生徒の命の安全を考えた対応を集中して行うため、基本的に宗教上の理

由による除去食等の給食の対応は行っていない。 

現在、宗教上の理由により弁当を持参している園児児童生徒は、２９人（幼

稚園児３人、小学校１７人、中学校９人）おり、牛乳のみを提供している。

「給食を食べさせたいので、豚肉や酒が入っているものを教えて欲しい」と

保護者より希望があった場合は、通常の献立表に、豚肉、豚肉のエキス、鶏

肉、酒が入っている料理等が分かるようにマークした献立表を作成し、提供

している。現在、その献立表をみて自分で除去しながら給食を食べている園

児児童生徒は、市内で１３人（幼稚園児０人、小学校１１人、中学校２人）

いる。 

教育委員会としては、園児児童生徒の命の安全を第一に考えて、給食を提供

していきたい。 

 

◎ 滝本 恵一議員 

≪質問の要旨≫ 

１ 図書館について 

①  図書館以外の場所への返却ポストの設置について 

②  読書手帳の現状と今後について 

③  雑誌スポンサー制度の現状と今後について 

２ 安全対策について 

③ 通学路の安全対策について 

３ スポーツ振興について 

② 河川敷内スポーツ施設の管理と整備について 

③ スポーツに関する施設整備の予定について 

≪答 弁≫ 

１ 図書館について 

①  北図書館で平成２７年度に１件、南図書館で平成２８年度に１件、それぞ

れの図書館に最寄りの駅に返却ポストを設置して欲しい旨の要望が寄せら

れているが、図書館としては、本に限らず貸し出す資料は大切に利用いた

だくため、対面で貸出し及び返却を行いたいと考えている。 

また、図書館に返却しに来ていただくことにより、返却後、新たな図書を借

りていくことで読書推進にもなっているものと考えている。 

したがって、返却ポストの利用については、どうしても図書館の開館時間内

に資料を返却できない方に限り利用いただくことが基本と考えている。 

また、休館日を興風図書館と他の３館を変えることにより、年末年始の６日
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間と別整理期間の６日間以外は、必ず市内で図書館が開館している体制を構

築していることから、他市と比較して図書が返却しやすい運営を行っている

と考えており、また、既設のブックポストについては、図書館閉館後から翌

朝開館するまでの間利用できることから、図書館以外への返却ポストの設置

は考えてない。 

② 読書普及活動の一環として、本に親しむ習慣や読書への意欲を促進するた

め、本年４月１日から読書手帳を図書館利用登録者の内希望者に配布して

いる。４月から８月末までの間に図書館４館全体では、小学校低学年用が

９１４冊、一般用が６１１冊、合計で１，５２５冊配布した。 

読書手帳導入の効果については、資料の貸出し数からは判断しかねるが、

将来、自分の読書履歴や心の成長の過程を振り返ることができるため、大変

すばらしいものと考えている。 

特に子どもたちにとっては、読書意欲を高める有効な方法であると考えるこ

とから、今後もシステムや運営方法については、検証しながら継続したいと

考えている。 

なお、手帳１冊終了後の特典については、読書は本来、冊数を競うものでは

ないと考えており、記念品の配布等の特典については、実施する考えはない。 

③ 平成２４年度から開始し、平成２４年度は、２月３月のみで、３社（４誌）

６，９６０円、平成２５年度が４社（６誌）５４，４８０円、平成２６年

度が４社（８誌）６３，７１９円、平成２７年度が４社（８誌）６３，３

２６円、平成２８年度が３社（５誌）４９，８４８円で推移している。 

   募集については、随時行っており、市報、図書館だより及び市ホームペー

ジにも掲載し、募集を行っている。雑誌については、市が選書した雑誌の

中から選定いただき、雑誌の種類は、現在約２６０タイトルになっている。 

  引き続き、市報、図書館だより及び市ホームページにも募集を掲載し、機

会あるごとに少しでも多くの企業にお願いし、賛同いただけるようにして

まいりたいと考えている。 

  読書手帳へのスポンサー制度の導入については、他の自治体において銀行

や書店などの地元企業にスポンサーになっていただいていることも承知し

ているが、野田市の読書手帳については、図書館職員が手作りで作成した

ものであり、費用は紙代ぐらいのため、読書手帳でのスポンサー制度の導

入は考えていないが、読書手帳で答弁したとおり、図書館システムや運営

方法を検証しながら継続してまいりたいと考えており、この中で読書手帳

のスポンサー導入についても整理したいと考えている。 

２ 安全対策について 

③ 通学路上の事故発生件数は把握していない。市内の交通事故発生件数で申
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し上げると、平成２５年が６３１件、平成２６年５６３件、平成２７年５

５０件である。市内の児童生徒の交通事故は、年度での集計では、平成２

５年度４４件、平成２６年度３８件、平成２７年度４９件である。なお、

登下校中及び教育活動内での交通事故は、平成２５年度は１９件、２６年

度９件、２７年度１６件である。 

  小中学生の事故は、自転車乗車時のものが多く、教育委員会としても校長

会議の際に事故発生件数や概要を周知するなど、安全指導を推進してきた。 

  次に、通学路改善までの流れについては、毎年５月に各学校がＰＴＡ等か

らの意見を参考にしながら通学路総点検を行い、改善要望の優先順位を明

記して教育委員会へ報告させ、現場確認を行った後に、警察及び市関係部

署で組織する「通学路改善会議」で緊急性の高いものから対応している。

今年度の要望数は９２件あり、現在、各関係部署で検討しているところで

ある。継続的な検討が必要と判断された場合は、次年度に再度、学校から

要望していただいており、年度途中の要望については、教育委員会が現場

確認して、関係各課に依頼し、対応可能な改善要望については、できるだ

け早期に対応するように努めている。 

３ スポーツ振興について 

② 野田市岩名地先の江戸川河川敷運動広場には、水道施設を３基設置してお

り、トイレについては、冠水時に移動が容易な汲み取り式の仮設トイレを

４基設置してある。 

トイレの管理については、一般財団法人野田市開発協会に委託しており、水

洗清掃を週１回、薬品清掃を月１回実施している。 

利用者から汲み取り式ということで、トイレが臭い、汚い等の苦情が年に数

回寄せられており、問合せをいただいた際には、利用者が集中する週末明け

の月曜日に清掃を行っている状況を説明し、理解をいただいている。 

関宿ふれあい広場には、関宿総合公園の指定管理者が設置している男女兼用

の仮設トイレが１台有り、維持管理業務を専門業者に委託している。維持管

理業務は、月に１回の汲み取り、消臭液追加と月に 2回の点検清掃を行って

いる。 

さらに、指定管理者自身においても、清潔で快適な利用環境を確保するため

週に 2回（火曜日・金曜日）清掃を行っている。 

同敷地内には水道の設置はなく、利用者には、持参若しくは関宿総合公園の

利用をお願いしている。 

河川敷地へのトイレ、水道施設の設置については、河川管理者である国土交

通省に河川法に基づく占用許可申請を行い、許可を得て設置している。 

許可の条件としては種々あるが、重要なものとしては、「河川の洪水を流下



22 

 

させる能力に支障を及ぼさないものであること。」「水位の上昇による影響が

河川管理上問題のないものであること。」の２点であり、河川の水位が上昇

した時には、治水上影響のないよう、速やかに移動又は転倒させられる構造

のものということになる。 

個々の詳細については、その都度、河川管理者と協議をして決めていくこと

になる。 

仮設トイレの増設や水道の新設については、今のところ考えていないが、利

用状況や他の河川敷の整備状況も踏まえ今後検討してまいりたいと考えて

いる。 

なお、松戸市では、今年度、河川敷に便槽は地下存置、地上部分は洪水時に

搬出という水洗トイレを整備している。 

河川敷の運動広場については、貴重な市民の財産であり、市民の健康増進 

やスポーツ振興の観点からも利用環境の改善は大切であると考えているが、

年４回から６回冠水する河川敷の運動広場においては、松戸市のような水洗

トイレを設置する事例は極めて少なく、多額の費用を要することから、他市

の状況等を踏まえながら、今後、その必要性について検討してまいりたいと

考えている。 

③ 野田市のサッカー場の芝生化の状況については、天然芝及び人工芝を整備

しているサッカー場はない。市民大会等の準決勝以上の試合で利用される

総合公園陸上競技場のフィールドが天然芝により芝生化されている。 

芝生又は人工芝のサッカー場の整備をすべきとのことについては、厳しい財

政状況のもと、新規の施設整備は考えていない。 

また、既存施設を活用して芝生化するにしても立地が江戸川河川敷運動広 

場等のように河川敷であったり、利用が総合公園自由広場のように駐車場と

の共用であったりして、条件的に非常に困難であることから、芝生化につい

ては、現在、考えてない。 

他の施設整備の予定については、現在の財政状況を踏まえると新規のスポー

ツ施設を整備することは非常に困難であると考えており、既存の施設を有効

活用しつつ、老朽化した施設については、ファシリティマネジメントの考え

方に基づき計画的に改修してまいりたいと考えている。 
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