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平成２９年第１回野田市議会定例会報告 

（教育総務課） 

 

１ 会  期   平成２９年３月１日（水）から３月２４日（金） 

              一般質問３月９日（木）から３月１３日（月） 

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  平成２９年度当初予算について 

○2  ３０年度予算編成に向けた取組について 

○3  小中学生アンケートについて 

○4  教員の多忙化解消について 

○5  新たな学習支援について 

○6  小中学校等へのエアコン設置について 

○7  スポーツの推進について 

○8  生物多様性自然再生の取組について 

○9  平成２８年度第２回土曜授業アンケート及び２９年度の土曜授業について 

○10  指定管理者制度について 

○11  組織の見直しについて 

○12  ふるさと納税について 

○13  日本遺産の申請について 

○14  川間公民館の開館について 

○15  放射能問題に対する取組について 

○16  総合公園陸上競技場の改修工事について 

○17  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 

○18  野田市に関係するスポーツ選手の活躍について 

○19  各種行事の実施状況について 

○20  各種大会の結果について 

３ 提出議案について 

議案第２２号 野田市郷土博物館及び野田市市民会館の指定管理者の指定につい 

       て 

議案第２３号 平成２９年度野田市一般会計予算 

  議案第３１号 平成２８年度野田市一般会計補正予算（第７号） 

  議案第３９号 野田市教育委員会委員の任命について 



 2 

  議案第４１号 野田市立中央小学校及び野田市立清水台小学校空調設備設置工事

請負契約の締結について 

  議案第４２号 野田市立南部小学校及び野田市立みずき小学校空調設備設置工事

請負契約の締結について 

  議案第４３号 野田市立岩木小学校及び野田市立尾崎小学校空調設備設置工事請

負契約の締結について 

  議案第４４号 野田市立川間小学校及び野田市立七光台小学校空調設備設置工事

請負契約の締結について 

  議案第４５号 野田市立二ツ塚小学校及び野田市立山崎小学校空調設備設置工事

請負契約の締結について 

  議案第４６号 野田市立木間ケ瀬小学校及び野田市立関宿中央小学校空調設備設

置工事請負契約の締結について 

  議案第４７号 野田市立東部小学校及び野田市立柳沢小学校空調設備設置工事請

負契約の締結について 

  議案第４８号 野田市立二川小学校及び野田市立関宿小学校空調設備設置工事請

負契約の締結について 

  議案第４９号 野田市立福田第一小学校及び野田市立福田第二小学校空調設備設

置工事請負契約の締結について 

  議案第５０号 野田市立宮崎小学校及び野田市立北部小学校空調設備設置工事請

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）】 

 

 開会に当たりまして、新年度予算に反映させていただいております主な施策や事業

と先の議会以降の状況についてご報告いたします。 

 

私にとって初めての新年度予算編成となる平成 29 年度当初予算について申し上げ

ます。 

個人所得の伸び悩みや法人市民税減税等により歳入の根幹である市税の大きな増が

期待できない中で、義務的経費の増により大変厳しい予算編成でしたが、根本前市長

の施策を継承しつつ、市民の皆様にお約束した「元気で明るい家庭を築ける野田市」

を目指し、教育環境整備を中心に公約の実現に向けた施策を可能な限り計上させてい

ただいた予算案となっております。 

一般会計の予算規模は 470 億 6,000 万円となり、28 年度と比較しますと、6.1％、

30 億 5,300 万円の減となりました。国の第２次補正予算に伴い、28 年度へ予算を前

倒して繰越しの措置をした小学校及び幼稚園の空調設備設置事業、中学校トイレ改修

事業、連続立体交差事業、道路・河川等土木事業、臨時福祉給付金給付事業の事業費

総額約 42 億 2,500 万円を加えた実質的な予算規模は、512 億 8,500 万円となり、28

年度比較で、2.3％、11 億 7,200 万円の増となります。予算の概要については、この

後の諸般の報告等の中で説明させていただきます。 

次に、30年度予算編成に向けた取組について申し上げます。 

今後も、市税の増は期待できない中、持続可能な財政運営を行うために、身の丈に

合った事業展開にすることが不可欠となっております。そこで、市の独自事業を中心

に、補助金、助成金等全ての予算について、一つ一つ必要性や費用対効果等の検証に

早々に取り組み、利害関係者と時間を十分かけて協議を行い、ご理解をいただいた上

で、既存事業について、新事業への移行、統合、廃止、縮減等の見直しを行い、予算

に反映させたいと考えております。 

また、財政調整基金についても、標準財政規模に対する残高比が、近隣市と比べて

低い状況にあり、29 年度予算編成方針においても、増強を明記したところです。全

国的に公共施設の老朽化対策としての大規模改修や建替えが課題となっておりますが、
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そうした大規模な財政需要に対しても、柔軟で安定した財政運営を可能とするため、

対標準財政規模比 20％を目標とし、当面は 15％を目途に、基金の増強を図りたいと

考えております。 

 

小中学生アンケートについて申し上げます。 

 アンケートは、１月中に実施し、既に全小中学校から回収しております。小学校低

学年には６項目、小学校高学年及び中学生には８項目について質問し、児童生徒の率

直な考えを書いていただきました。アンケートの回収件数は、小学校 8,072件、中学

校 3,563件、合計 1万 1,635件で、このうち私と会って話をしたい、意見を言いたい

という児童生徒は、小学校 1,570人、中学校 217人、合計 1,787人でした。回収した

アンケートは、私が直接読んだ上で、会って話をしたいと思った児童生徒とは意見交

換をし、そこから野田市の未来を担う子供たちのために実施すべき施策を検討したい

と思っております。 

 

教員の多忙化解消について申し上げます。 

教員の多忙化解消に向けた取組として、教員の事務負担の軽減のため、平成 29 年

４月から「小学校学級事務支援員」を配置し、学級担任が行ってきた教材づくり、資

料印刷・配布、提出書類の整理、就学援助事務などの支援業務を中心に行います。ま

た、学校の校務における負担の軽減を図るため「校務支援システム」を導入し、教育

委員会と学校の情報交換をグループウェアによるものとし、連絡機能、通知表や指導

要録、調査書の作成を含む成績管理機能などの効率化を図ります。この「校務支援シ

ステム」は、29年度を準備期間、30年４月から本格稼働とします。 

このような取組により事務負担が軽減された分、子供と触れ合う時間が確保でき、

教員の心身の健康の保持にもつながるものと考えています。 

なお、「小学校学級事務支援員の配置」及び「校務支援システムの導入」に係る経

費を当初予算に計上させていただいております。 

 

新たな学習支援について申し上げます。 

 これまで、経済的な理由により学習機会の少ない中学生を対象に実施してきた「ス
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テップアップセミナー」について、来年度からは受講者を限定することなく、基礎学

力の向上や学習習慣の定着を希望する中学生全体に対象を拡げ、「子ども未来教室」

として実施します。 

平成 29 年度は、市内の公民館とコミュニティセンターを会場として、２、３年生

は４月から、新１年生は５月中旬から、毎週１回、午後７時から午後９時まで、数学

と英語を中心に実施する予定であります。 

 なお、基礎学力の向上のため、小学生への学習支援も実施したいと考えております

が、帰宅時間を考慮し、放課後の各小学校を利用することから、教室の確保など学校

との調整が必要になりますので、30年度から実施できるよう進めてまいります。 

 

 小中学校等へのエアコン設置について申し上げます。 

 平成 28年度に実施している中学校のエアコン設置工事につきましては、既に 10校

が完成し、残る１校についても当初計画の３月 15日までには完成する見込みです。 

 小学校及び幼稚園のエアコン設置工事につきましては、国の 28 年度第２次補正予

算に係る対応として、先の議会の補正予算に計上し、議決をいただいたところですが、

設計額の確定に伴い、今議会に減額の補正予算を計上させていただくとともに、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く予定をしております。工事期間

中は、学校等の運営に支障のないよう努めるとともに、安全確保には十分配慮して進

めてまいります。 

 

スポーツの推進について申し上げます。 

岩名地先の江戸川河川敷運動広場にあります野球場４面とサッカー場１面につきま

しては、４月から土曜授業のない第１、第３土曜日を少年専用といたします。 

さらに、スポーツの推進を図るために、総合公園では、庭球場、芝生広場及び野球

場を対象に、関宿総合公園では、グラウンド・ゴルフ場、フットサル場、ゲートボー

ル場及び関宿少年野球場を対象として、７月と８月の２カ月間、休館日と大会使用で

支障のある日を除いて、午前７時から早朝開場を実施いたします。 

今後については、利用状況を踏まえ、開場時期や対象施設を順次拡大してまいりた

いと考えております。 
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 生物多様性自然再生の取組について申し上げます。 

 生物多様性庁内推進会議につきましては、12 月議会以降２回会議を開催し、全庁

から提出されたアイディアのうち、費用が掛からず、今年度又は来年度から実施可能

な事業について更に議論を進めました。その結果、12 月議会でご報告した事業に加

え、学校給食試食会での黒酢米・江川米に関するクイズ正解者等に黒酢米を贈呈する

ほか、市役所１階ギャラリーで毎年実施している市内全保育所の保育の様子や子育て

支援センターで開催されている行事の様子を紹介する展示会において「生物多様性コ

ーナー」を新設すること、さらに、みどりの保全チャリティゴルフと銘打ったチャリ

ティゴルフ大会の開催を目指し、関係団体と調整に入ることなどについて決定いたし

ました。 

次に、コウノトリの飼育・放鳥についてですが、２月７日に東京都足立区で死亡し

た野鳥から、Ａ型インフルエンザウイルスが確認されたことから、野田市の高病原性

鳥インフルエンザ発生時における予防対応マニュアルに基づき、ウイルスの持ち込み

を防ぐため、２月８日より当面の間、観察棟を閉鎖し、一般公開を中止するとともに、

個体を全て小ケージに移動しました。 

公開の再開時期としましては、環境省による死亡個体の回収場所周辺 10 キロメー

トル圏内における野鳥監視重点区域の指定が解除された時点で、一般公開を再開する

予定です。 

また、来年度のコウノトリの試験放鳥についてですが、各施設のコウノトリの産卵

時期や血統も考慮し、ＩＰＰＭ
アイピーピーエム

-Ｏ Ｗ Ｓ
オーダブリューエス

（コウノトリの個体群管理に関する機関・

施設間パネル）の計画に沿い、他の施設から譲り受けた有精卵を親鳥に托卵
たくらん

し、ふ化

したヒナを放鳥個体とし、昨年同様、放鳥個体へのリスクが低いソフトリリースによ

る試験放鳥を計画しております。放鳥時期については、地元への定着の可能性を考え

て巣立ち直後に放鳥する予定です。 

 

 平成 28年度第２回土曜授業アンケート及び 29年度の土曜授業について申し上げま

す。 

28 年度第２回土曜授業アンケートでは、「学習内容をわかりやすく教えてもらっ

ている」と肯定的に回答した児童生徒の割合は 81％、「普段できない習熟度別学習
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やティームティーチングなどを土曜授業で行えている」と肯定的に回答した教職員の

割合は 84％と、ともにこれまでの調査の中で最も高い数値となりました。これは、

教員が目の前の子供たちのために必要な学習を丁寧に行い、教職員が土曜授業に一定

の成果を感じ始めている表れであると考えています。 

 土曜授業は、開始当初の 26 年度に年間 17 回でスタート後、見直しを図り、年間

15 回実施してまいりましたが、10 月、11 月は、土曜日や日曜日に学校行事や地域行

事が集中し、児童生徒や教職員にとって大きな負担となっておりました。また、学校

は、土曜授業日以外の土曜日に行事を持ち、その結果、土曜日に毎週登校するような

状況にもなりました。 

そこで、29年度は、11月第２週の土曜日を１回減らし、年間 14回で実施すること

としました。 

なお、土曜授業アンケートと同時に調査した二学期制アンケートの結果につきまし

ては、保護者の 56％、教職員の 80％が二学期制を支持しております。二学期制のメ

リット・デメリットを見極め、メリットを最大限に発揮できるよう今後も取り組んで

まいります。 

 

 指定管理者制度について申し上げます。 

 花輪保育所につきましては、保育所の指定期間を７年間とする方針に従いまして、

平成 29 年度及び 30 年度の２カ年の随意指定とさせていただくため、１月 11 日の選

定委員会で事業計画書等を審議した結果、問題なく運営できることを確認いたしまし

たので、「株式会社日本保育サービス」を指定管理者候補者に決定しました。 

 また、随意指定となる野田市心身障がい者福祉作業所、関宿心身障がい者福祉作業

所、郷土博物館及び市民会館は、市又は教育委員会と指定管理事業者との仕様書等の

協議がまとまりましたので、選定委員会を開催し審議を行った結果、野田市心身障が

い者福祉作業所は「社会福祉法人野田みどり会」、関宿心身障がい者福祉作業所は

「社会福祉法人はーとふる」、郷土博物館及び市民会館は「特定非営利活動法人野田

文化広場」を指定管理者候補者に決定いたしました。以上の５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。 
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 組織の見直しについて申し上げます。 

 本市では、各種施策の推進体制を強化するため、組織の分割や統廃合などを実施し

ながら、施策の推進に合わせた組織体制の構築に努めてまいりましたが、市を取り巻

く社会情勢の変化に伴い、市民ニーズも複雑・多様化しており、部局横断的に解決す

べき案件も増加しております。そこで、重要施策の推進を始め、部局横断的な様々な

施策に対し、これまで以上にスピード感をもって対応するため、新たに市長直轄の組

織として市政推進室を設置したいと考えております。なお、市長直轄の組織でござい

ますので、秘書業務も所掌させることといたしまして、この市政推進室の設置に係る

条例案を今議会に提案させていただいております。 

そのほか、事務の効率化を図るため、梅郷駅西土地区画整理事務所を本庁舎６階に、

総合公園体育館内の社会体育課を本庁舎７階に、本庁舎７階の青少年課を青少年セン

ターにそれぞれ事務所を移転いたしまして、４月から業務を開始したいと考えており

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きましては、２月 20日現

在で 193 件、301 万 1,000 円、同様に、学校施設整備等基金への指定寄附につきまし

ては 309件、1,159万 5,000円の申込みを頂いております。 

 

 日本遺産の申請について申し上げます。 

 文化庁で進めております平成 29 年度日本遺産につきましては、千葉県教育委員会

が野田市を含む県内 31 市町村と共同で「房総の“海の幸”の文化」というテーマで

文化庁に申請をいたしました。 

今回の申請は、千葉の豊かな海が育んできた「歴史」、「まつり」及び「食習慣」

を一体で発信するもので、認定の審査結果は４月に発表される見込みであります。 

 

 川間公民館の開館について申し上げます。 
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１月 21 日、新しい川間公民館が開館し、同日、落成記念式典を開催いたしました。

記念式典には、地権者、近隣の方、川間公民館の建設にご尽力いただいた川間公民館

建設検討懇談会の委員の皆様など約 70人の方にお越しいただきました。 

記念式典では、来賓の方々などによるテープカットに始まり、地権者及び建設検討

懇談会の委員の皆様に感謝状を贈呈いたしました。 

また、新しい川間公民館を地域の皆様にお披露目するために、落成記念行事を開催

いたしました。記念行事では、西武台千葉中学校及び西武台千葉高等学校の吹奏楽部

の演奏に始まり、中里喜
き

楽会
らくかい

及び船形松竹会
しょうちくかい

の民俗芸能の上演、川間小学校音楽部

及び尾崎小学校金管バンド部の発表が行われ、約 400人の来場者がありました。 

 

 放射能問題に対する取組について申し上げます。 

 また、公共施設の雨どい下や集水マス等に溜まった汚泥、いわゆるマイクロスポッ

トのモニタリングを年１回以上実施しており、市の除染基準である測定高５センチメ

ートルで１時間当たり 0.23 マイクロシーベルトを超える場所はありませんでしたが、

柏市の体育館において、植え込みから高い放射線量が確認されたとの報道を受け、市

としても、公共施設内に側溝汚泥や落ち葉の集積場が放置されていないか一斉点検を

実施しております。 

側溝汚泥等が放置されている場合には、早急に放射線量を測定することとし、３月

末を目途に適正に処分いたします。 

 なお、小中学校の屋上で汚泥の空間線量が基準値を超えたことにつきまして、議会

運営委員会において一部経過報告をさせていただきましたが、その後の経過について、

お手元の市政報告に追加してご報告させていただきます。 

公共施設の一斉点検を踏まえ、小中学校の太陽光パネル屋根貸事業の実施に伴い、

前もって２月 14 日と 16 日に、事業対象の小中学校 12 校の屋上側溝に堆積した汚泥

の空間線量を測定高５センチメートルで測定したところ、毎時 0.23 マイクロシーベ

ルトの基準値を超える学校が５校あり、その数値は 0.25から 0.85マイクロシーベル

トでした。 

この５校については、採取した汚泥を２月 23 日に市職員が簡易検査を実施し、放

射性セシウム濃度（いわゆるベクレル量）を測定しましたが、廃棄物を安全に処理す
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るための基準値である１キログラム当たり 8,000ベクレルを超えたのは二ツ塚小学校

だけであり、その数値は 1万 5,750ベクレルでありました。 

現在は、５校全ての汚泥は撤去し、市役所において一時保管しております。 

ただし、二ツ塚小学校の汚泥約５立方メートルは、今後、特措法に基づき指定廃棄

物としての手続を進めてまいります。 

また、残りの屋上のある小中学校 17校及び市立幼稚園２園の屋上は、２月 23日に

空間線量を測定しましたが、毎時 0.23 マイクロシーベルトを超えた学校、幼稚園は

ありませんでした。 

市では、学校等の屋上については、生活空間ではないため、当初から除染の対象と

はせず、屋上からの雨水などは雨どいを通して集水マス等に流れ込むこと、汚泥など

のホコリは風で校庭に降下することから、生活空間と捉えている校庭を最優先に実施

し、安全性を確認してきたところです。 

そのため、毎時 0.23 マイクロシーベルトの基準値を超えた５校は、以前より児童

生徒に屋上への立ち入りはさせていないこと、全ての小中学校で生活空間として行動

している校庭や、マイクロスポットとなりうる雨どい下や集水マスについては、空間

線量を測定し、現在まで基準値を超える数値が測定されたことはないため、安全性は

確保されていると考えております。 

今後も定期的に測定を継続し、安全性の確保に努めてまいります。 

 

 総合公園陸上競技場の改修工事について申し上げます。 

日本陸上競技連盟第３種公認更新に伴う改修工事の第３期工事として、今年度は、

トラックの直走路及び第１コーナーのウレタン改修、レーンライン、マーキング等の

改修を行い、２月 28日に工事が完了いたしました。 

 

 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。 

 ４月１日から千葉県及び県内市町村が参加する千葉県電子自治体共同運営協議会が

運営する共同利用型のシステム「第二期ちば施設予約システム」を使用して、インタ

ーネットによる施設予約システムを導入します。４月から２カ月間は利用のための事
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前登録期間とし、８月１日の利用分から本格稼働する予定です。 

 

 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。 

１月２日及び３日に行われました第 93 回東京箱根間往復大学駅伝競走において、

野田市立第一中学校出身の 武田
た け だ

 凛
りん

太郎
た ろ う

 さんが早稲田大学の１区を区間３位で走

り、チームは総合３位に入り、来季のチームのシード権獲得に貢献いたしました。 

 

 各種行事の実施状況について申し上げます。 

 １月９日に平成 29 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

1,624人、出席者数は 1,131人で、出席率は 69.64％でありました。 

 

 １月 29日に第 29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から一般まで 721 人の幅広い年齢層の参加が

ありました。 

 

 ２月 17 日から２月 19 日まで、オープンサタデークラブ「クラブフェスタ 2017」

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 1,640人の来場者がありました。 

 

 各種大会の結果について申し上げます。 

 １月８日に行われた第 68 回青木半
あおきはん

治
じ

杯中学校対抗銚子半島一周駅伝大会で、北部

中学校が準優勝、東部中学校が第８位と健闘いたしました。 

 

続きまして、今議会にご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 22 号は、野田市郷土博物館及び野田市市民会館の指定管理者として、特定

非営利活動法人野田文化広場を指定しようとするものでございます。 

 議案第 23 号から議案第 30 号までの議案８件は、平成 29 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、新たに全小学校に学級事務支援員を配置する経費を計上、
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児童生徒の情報を一元管理する統合型校務支援システムを 30 年度に導入するための

債務負担行為を設定しております。また、中央小学校に学校ビオトープを整備するた

めの費用を計上、老朽化した移動教室用バス１台を更新するための債務負担行為を設

定しております。中学校トイレ改修事業においては、ふるさと納税による前倒し分を

計上するとともに、ふるさと納税を拡充する経費を計上しております。 

また、「子ども未来教室」に関する所要の事業費を教育費に計上しております。 

社会教育関係では、新規事業として、鈴木貫太郎記念館での展示解説ボランティア

養成講座開設及び展示用映像作成のための経費、全公民館において生物多様性講座を

開催する経費、総合公園及び関宿総合公園施設予約システムの経費を計上しておりま

す。 

債務負担行為につきましては、ちば電子申請システム使用料ほか 14 件を計上して

おります。 

議案第 31 号から議案第 36 号までの議案６件は、平成 28 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 31号平成 28年度野田市一般会計補正予算（第７号）は、歳入歳出予算、継

続費、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 15 億

8,259 万 8,000 円を減額し、総額を 552 億 3,916 万 1,000 円にしようとするものでご

ざいます。主な内容は、決算見込みに基づく既定予算の過不足額、国の補助事業内示

に伴う事業費の減額などでございます。 

決算見込みによるものとして、国民健康保険特別会計繰出金及び管外保育所運営委

託料等の増額を計上する一方、実績に基づく難病療養者見舞金、臨時福祉給付金、保

育所指定管理料、私立保育所保育事業補助金の減額、県事業の事業費確定に伴う中野

台鶴奉線等の街路事業負担金及び連続立体交差事業負担金の減額、工事が完了した中

学校空調設備設置事業費の減額、設計額確定に伴う小学校及び幼稚園空調設備設置事

業費の減額等を計上しております。 

国の補助事業内示に伴うものとして、舗装補修費、堤台柳沢線道路改良事業費、排

水整備費、愛宕駅西口駅前広場等整備費及び野田市駅西土地区画整理費の減額を計上

しています。 



 13 

なお、北部学童保育所につきましては、施工監理委託料と学童保育所設置工事を減

額するとともに、28、29 年度の２カ年で設定していた継続費の廃止、基礎工法を見

直すために予備費で措置した設計委託料に係る繰越明許費を計上しております。 

歳入では、搬入廃棄物処理手数料の減に伴う使用料及び手数料の減額、事業費の確

定に伴う国庫支出金及び地方債の減額を計上する一方、収入実績等により県支出金、

財産収入、寄附金及び諸収入の増額を計上しております。また、財政調整基金の増強

を図るため、財政調整基金繰入金の減額を計上しております。 

繰越明許費は、市史編さん費ほか 15件を計上しております。 

債務負担行為は、野田市関宿心身障がい者福祉作業所指定管理料ほか３件を計上し

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と雨

水枝線管渠
えだせんかんきょ

築造工事請負契約の締結を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） 

 

◎ 椿 博文議員 

≪質問の要旨≫ 

３ 小・中学校通級指導教室の指導員体制について 

① 特別支援教育コーディネーターとして「作業療法士」を配置することに関

する市当局の見解について伺います。 

≪答 弁≫ 

３ 小・中学校通級指導教室の指導員体制について 

① 作業療法士は、診療の補助として作業療法を行うもので、生活動作の補助

となる道具を作製したり、社会生活能力を回復させたりしている。 

  一方、特別支援教育コーディネーターは、各学校の教員の中から校長が指

名し、校務分掌上に位置付けるもので、主に特別支援教育に関する校内委

員会や校内研修の企画、運営、保護者からの相談窓口などの役割を担って

いる。 

  また、通級指導教室は、通常の学級に在籍していて特別な教育的ニーズが

ある児童に対して、ニーズに応じた特別の指導を行う場であり、教科指導

は、県教育委員会から加配されている教員が担当している。 

  以上のことから、教員をもって充てる特別支援教育コーディネーターに、

作業療法士を充てることはない。国がモデル事業として、特別支援学校に

作業療法士等を配置する取組を始めたところではあるが、野田特別支援学

校や近隣の特別支援学校に、作業療法士は配置されていない。 

  しかし、特別支援学校には体の指導を専門で行う教員がおり、通級による

指導を行っており、野田市でも専門的な指導を必要とする児童生徒には、

野田特別支援学校から教員を派遣していただき、機能訓練等に成果を上げ、

また、教員の指導方法等に助言を受けることができることなどから、今後

も野田特別支援学校との連携を深めながら、適切な指導体制を築いていき

たい。 

 

◎ 織田 真理議員 

≪質問の要旨≫ 

１ 「相対的貧困・見えない貧困」を可視化する調査実施について 

② この調査を県と連携して行うことにより給付型奨学金制度について市が支

援すべき範囲が見えてくると考えるが、いかがか。 

③ また、相対的貧困や見えない貧困家庭の学用品費等を支援する必要性も見

えてくると考えるが、いかがか。 
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≪答 弁≫ 

１ 「相対的貧困・見えない貧困」を可視化する調査実施について 

②③ ２点目３点目の質問の、見えない貧困が可視化される調査による給付型

奨学金制度や学用品等の支援範囲などの検討については、このような調査

の実効性が国において検証された上で、指針等が示されるべきであると考

えている。 

 

◎ 長南 博邦議員 

≪質問の要旨≫ 

２ 小規模特認校について 

① 小規模特認校のこれまでの経緯と効果について 

② 小規模特認校のメリットを引き出すための方法について 

３ 教員の多忙対策について 

① 部活も含めた長時間労働対策について 

② 事務の削減について（校務支援システム導入について、小学校の学級事務

支援員配置について） 

≪答 弁≫ 

２ 小規模特認校について 

① 経緯は、平成１３年度、児童数の減少により、北部小学校が複式学級とな

ったことを機会とし、その解消策として平成１４年度から北部小学校と福

田第二小学校が小規模特認校制度を導入し、現在に至っている。ただし、

北部小学校は児童数が増えたことから、平成１８年度以降児童募集を停止

している。 

小規模特認校制度の最大の魅力は、少人数での教育の良さを生かし、一人一

人の児童に目の行き届いた教育活動ができることで、具体的には、日々の学

習において、教科によっては教員１名に対して、児童が３～８名という指導

体制を取るなど、極めて個別指導に近い形の学習体制が取れるところが最大

の強味である。 

また、全員活動も魅力で、少人数のため部活動なども全員で取り組み、陸上

大会、球技大会、音楽発表会の対外行事も原則全員参加で、全員が選手、代

表として活躍できる。 

球技大会は、少人数でのチーム編成のため勝利することはやや難しい状況で

あるが、みんなで力を合わせて取った１点は、勝利以上に大きな喜びがある。

このように、大きな学校ではなかなか味わうことのできない、一人一人が主

人公として感じることのできる「自己有用感」や、みんなで協力して取り組

むことによって得られる「達成感」を、福田第二小学校では十分に味わえる
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ことが魅力となっている。 

親が送迎をしなくてはならないことは、確かに大きな負担だが、保護者の中

には、送迎の車の中で、毎日子供と会話ができたことは苦労に代えがたい宝

になったと言っている方もいる。 

指摘のとおり、途中で転校する児童がいることも理解している。中には、先

ほど答えた「自己有用感」や「達成感」が逆に負担になってしまう児童もい

る。また、児童によってはたくさんの友達と生活することの方を好む児童も

いる。 

② 少人数指導のメリットを最大限に発揮できるようにするため、小規模特認

校講師やサポートティーチャー、英語指導助手を市で派遣している。特に、

小規模特認校講師は、複式学級の学年に入り、担任と一緒に学習を進めた

り、学年ごとに分かれて指導している。さらにサポートティーチャーが加

わって、より一層きめ細かな形で展開する場面もある。 

また、英語指導助手も他の学校より多く配置し、授業だけでなく、休み時間

や給食時間などにおいても英語に親しむことができている。 

児童数の拡大に向けては、地域の方と今後の福田第二小学校について話し合

う「就学児童誘致対策検討委員会」を開催している。先日、行われた会議で

は、地域の方々からは、学校が取り組んでいることに対して、ねぎらいの言

葉をいただくとともに、意見として、まだまだ学校の取組が地域に伝わって

いないことや、成果をきちんと伝える方法を工夫してほしい旨の意見をいた

だいた。また、まめバスも含め、学校までの交通手段についてどうにかなら

ないのかという意見もいただいた。 

  交通手段については、福田第二小学校が市内全域を学区としている状況が

あることや、先ほどの保護者の話にもあるとおり、保護者による送迎のメ

リットもあることから、現状としては、保護者の送迎をお願いしたいと考

えている。 

野田市において、児童生徒数が減っている地域において、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考え方は変っていない。今後も、小規

模特認校制度等を活用しながら、特色ある学校づくりを推進したい。 

３ 教員の多忙対策について 

① 平成２８年１２月にスポーツ庁が公表した月曜日から金曜日までの合計活

動時間を１日平均に換算すると、全国では「男女ともに１時間５６分」、

野田市は「男子１時間４６分、女子１時間４９分」で、男女とも全国を下

回っている。土曜日と日曜日合わせての部活動時間は、全国が「男子６時

間１３分、女子６時間２４分」に対し、野田市は「男子７時間１分、女子

８時間７分」と全国を上まわる。これは、平成９年に旧文部省から示され
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た時間の範囲内であるが、休日の活動時間にやや課題が残る。 

  部活動休養日のその後については、２校が月曜日の朝練習を廃止、８校が

月曜日の朝・放課後ともに練習を廃止、残り１校は不定期に週１回放課後

に休養日を設けており、改善が図られているものの、まだ十分とは言えな

い状況である。今後、校長会や関係団体等と協議して部活動のガイドライ

ン作成に取り組み、生徒の負担・教員の健康維持や負担軽減に努めていき

たい。 

② 事務的な業務や成績処理等の事務負担が増大しており、その削減を図るた

め、校務支援システムの導入と小学校学級事務支援員の配置を考えている。

各種報告書等の簡略化については、従来は紙ベースによる文書のやり取り

で行っていた調査等をメールで回答するなどの簡略化に努めたが、現実的

には新しい調査も加わり、文書全体の量を減らすまでには至っていない状

況である。 

  このことも踏まえ、導入を考えている校務支援システムは、教育委員会と

学校の情報交換を効率化し、児童生徒の情報を一元管理することで、学校

の校務における事務処理の負担を軽減化するものである。 

  例えば、システムを導入することにより、児童生徒の基本データが各帳票

に連動するので、通知表、指導要録、出席簿、健康診断票それぞれを別々

に作成する必要がなくなり、また、教職員が市内の学校への異動であれば、

同じシステムで校務に当たれるなど負担軽減につながるものと考えている。 

  システムの導入の効果としては、大阪市が平成２５年度に導入した際のア

ンケートの回答結果によると、年間、教頭で１３６．３時間、担任で１６

８．１時間効率化できた時間が生まれたというデータがある。 

  教員がパソコンに縛り付けられてしまうのではとのことだが、事務を効率

化することにより教員の本来の業務である、子供とのふれあいや授業改善

への時間が増えることを期待して導入を進めてまいりたい。 

  次に、小学校学級事務支援員は、かつて学校に配置されていた事務補助と

は異なり、学級担任業務の補助が主な業務となる。 

  具体的には、第一に資料印刷など教材作りの補助、第二に学級集金業務の

補助が挙げられ、その他、提出物のチェックや就学援助事務、各種申込書

の整理等の業務を担うことにより、担任の事務負担を軽減することができ

る。今回の配置は、学校によって学級数が異なるため、学校規模により勤

務時間を１日２時間から６時間、１学級当たりの事務時間は、約１３分か

ら約２０分と想定し、効率よく業務を行えば、印刷や配布、集計等の業務

ができるものと考えている。 

  教員の多忙化対策に向けた取組は、教員の事務負担の軽減だけでなく、教
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員本来の姿である子供に寄り添い、子供とともに活動することができるよ

うになり、「確かな学力」「豊かな心」「健やかな体」をそなえた児童の

育成に確実に結び付くものと考えている。 

  なお、これらの業務改善の取組と合わせて、これまでも実施してきたノー

残業デーを確実に実施するなど働き方の在り方を見直し、効率よく仕事を

行えるよう教職員の意識改革を図ってまいりたい。 

 

◎ 舩橋 繁雄議員 

≪質問の要旨≫ 

２ いじめ対策について 

① 原発事故で、横浜市に自主避難してきた男子生徒がいじめ（ばい菌など）

を受けた問題で、横浜市の岡田優子教育長は同級生がいじめを受けた生徒

に対しおよそ１５０万円を払わさせた行為はいじめではないとした。その

後生徒からの「何でこうなるか」という手紙により、謝罪し２分間を超え

るほど頭を下げた。野田市において同様の事例があるのか、また、謝罪を

した岡田教育長の時間的経緯について教育長の考えを伺います。 

３ 少子化（小規模校）について 

① 小中学校の適正規模について市の考えを伺います。 

② 適正規模の小中学校名を伺います。 

③ 福田第二小学校の小規模特認校について、今後も継続するように努力する

という答弁がありましたが、どのような努力をするのか伺います。 

④ 上記で地域の声を大切にしたいとの答弁がありました。過去に実施した地

域との会議、意見交換会などの主催者はどなたか伺います。 

⑤ その会議、意見交換会などはどのような内容だったか伺います。 

⑥ 前回の教育長の答弁の中で、現在の野田市の状況から考えて、小規模特認

校制度を福田第二小学校に導入しているという旨の発言がありましたが、

この野田市の状況とはどういう状況か伺います。 

⑦ スクールバスでの通学時間はどの程度か伺います。 

⑧ 部活動を理由に学区外通学申請を希望して通学している生徒は何名程度か

伺います。 

⑨ 中学校で要望があれば野球、バレーボール等の部活動をつくることは可能

か伺います。 

⑩ どこの中学校に免許外教諭が赴任しているか伺います。 

≪答 弁≫ 

２ いじめ対策について 

① 前回１２月議会でもお答えしたとおり、いじめ問題は野田市の教育におけ
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る最も重要な課題の一つとして考えており、未然防止と早期対応が重要で

あると認識している。被災した児童生徒への配慮については、県教育委員

会からの文書を各学校に通知し、指導するとともに、１２月下旬から１月

上旬に被災地から避難してきた１３名の児童生徒や保護者にいじめの有無

を確認し、いじめを受けていないことを再確認している。今後とも、各学

校においては、いじめの起きにくい学校づくりに努め、いじめを受けた場

合はすぐ相談できる体制をつくり、校長を中心として迅速に対応するとと

もに、速やかに市教育委員会に報告することを徹底し、関係機関と連携し

ながら早期対応を図っていきたい。 

  横浜市教育長の男子生徒に対する謝罪については、新聞報道等の内容のみ

で考えればもっと早く、被害を受けた子供や保護者の気持ちにより添った

対応ができなかったのかと感じている。 

３ 少子化（小規模校）について 

① 小中学校の適正規模については、学校教育法施行規則で、「小中学校の学

級数は、１２学級以上１８学級以下を標準とし、地域の実態その他により

特別の事情のあるときは、この限りでない。」と規定されている。 

学校では、単に教科等の知識や技能を習得させるだけでなく、児童生徒が集

団の中で、多様な考えに触れ、認め合い、協力し合い、切磋琢磨することを

通じて思考力や表現力、判断力、問題解決能力などを育み、社会性や規範意

識を身に付けさせることが重要となる。そうした教育を十全に行うためには、

一定の規模の児童生徒集団が確保されていることが望ましいと考えている。 

② 適正規模に当てはまる小中学校は、今年度の通常学級数で、１２学級以上１８

学級以下の学校は、宮崎小（18学級）、北部小（17学級）、柳沢小（12学級）、

山崎小（13学級）、尾崎小（12学級）、七光台小（16学級）、みずき小（18

学級）、二川小（14学級）、関宿中央小（13学級）の９小学校と、北部中（14

学級）、岩名中（12学級）の２中学校である。 

③ 福田第二小学校の今年度５月１日現在の全児童数は６５名であり、２年生

と３年生は２学年合わせても１５名のため、複式学級となっている。市で

は、教育環境維持を目的として小規模特認校講師を１名配置し、学年に応

じた教育活動ができるように取り組んでいる。 

福田第二小学校の児童募集に関する取組としては、児童募集を全面に打ち出

したポスターやリーフレットを作成し、市内及び近隣の幼稚園や保育所に配

布し、特に今年度は、市内の東武線の各駅にもポスターを掲示した。 

また、ホームページの活用にも積極的に取り組み、給食や行事の取組等につ

いて、ホームページを毎日更新し、今年度は２月現在で 55,000件以上のア

クセス数に達している。 
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さらに、学校見学会の実施や、幼稚園・保育所に校長が出向いての広報活動

などを通して、幅広く小規模特認校制度及び福田第二小学校の魅力を周知し、

児童数の確保に努めている。現在でも、約３０％は、小規模特認校制度を利

用して入学している。学校生活においても、小規模校ならではの特色を生か

した教育活動に取り組んでいる。 

④ 地域との会議については、毎年学校が地域の各自治会長をはじめ、学校評

議員、ＰＴＡ会長、元ＰＴＡ役員の方々に呼びかけ、「福田第二小学校就

学児童誘致対策検討委員会」を開催している。今年度は、２月１３日に１

７名の方にお集まりいただき開催した。 

⑤ 会議の内容は、児童募集に関する具体的な取組、小規模を生かした特色あ

る教育活動等、そして小規模特認校制度の支援として、市講師の派遣、英

語指導助手の配置や、教育環境への支援等の説明をした。 

地域の方々からは、学校が取り組んでいることに対して、ねぎらいの言葉を

いただき、意見として、まだまだ学校の取組が地域に伝わっていないことや、

成果をきちんと伝える方法を工夫してほしい旨の意見をいただいた。また、

まめバスも含め、学校までの交通手段についてどうにかならないのかという

意見もいただいた。 

会議を通して、福田第二小学校が地域の多くの方から深く愛されていること、

そして、改めて福田第二小学校が地域コミュニティの中核的な存在であるこ

とを痛感した。 

⑥ 前回の答弁における「現在の野田市の状況」についての考えは、市では、

児童生徒数が減っている地域においても、コミュニティの中核としての学

校の役割を大切にし、学校・家庭・地域の緊密な連携のもと、教育活動が

行われている。そこで小規模特認校制度を活用して、少人数ならではのき

め細かな指導や地域の特性を生かした特色ある教育活動を通して、一人一

人の個性や豊かな人間性を培い、明るく楽しい学校生活を送れるよう支援

していきたいと考えている。今後も、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視点をもとに、各校が生き生きと活

動できるよう、小規模特認校制度を始めとした、さまざまな事業に積極的

に取り組んでまいりたい。 

⑦ スクールバスでの通学時間については、川間小学校の通学区域の中でも遠

距離にある船形、小山地域に居住する、小学校１年生から３年生の低学年

児童を対象として、２３人の児童が学校の登下校にスクールバスを利用し

ている。 

通学時間は、船形地区方面では、スクールバスが川間小学校を出発し、船形

下停留所、船形中央停留所を経由して学校に戻るまでの所要時間は２１分
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（７：０９～７：３０）。実際に児童がバスに乗っている時間は１２分ほど。

また、小山地区方面では、スクールバスが川間小学校を出発し、小山停留所、

小船橋停留所を経由して学校に戻るまでの所要時間は２５分（７：３０～

７：５５）。児童がバスに乗っている時間は１５分ほど。 

スクールバスを導入していることで、各停留所には送迎時に保護者の方がい

て、児童の登下校の様子を見守っていただき、バスが通るところでは、バス

の運転手や添乗の教員が児童の見守りを行うなど、登下校時の児童の安全対

策にも活用されている。 

⑧ 学区外就学ついては、「野田市立小学校及び中学校通学区域に関する規則」

に基づき、就学する学校を指定し、地域の子供は地域で育てるということ

を基本理念に、住所に基づいて学区内の学校に就学することを原則として

いる。 

しかし、就学校の指定変更の許可基準に合致し、保護者より申立てがあれば

就学校の指定変更ができる。中学校の部活動に関する許可基準としては、原

則、指定する学校に希望の部活動がない場合に、指定校を変更することを可

能としている。 

市内中学校における、平成２６年度入学者の学区外申請は１４６名、平成 

２７年度は１４７名、平成２８年度は１５９名。このうち、部活動を理由と

して学区外就学している生徒数は、平成２６年度入学者は２２名で学区外就

学者の約１５％、平成２７年度は１６名で約１０％、平成２８年度は２５名

で約１５％の生徒が許可を受け、指定校変更の上、就学している。 

⑨ 中学校の部活動新設については、ここ５年間で見ると運動部の新設は２校

あり、第二中学校では平成２４年度にバドミントン部、さらに平成２５年

度にサッカー部、岩名中学校では平成２７年度に、女子バスケットボール

部が新設されている。 

部活動の新設については、生徒数や生徒や保護者からの要望、また、継続性

や指導者の有無、活動するための場所や設備などについて、総合的に検討を

行い、校長が判断することになる。 

⑩ 免許外教科教授担任許可制度は、教職員免許法の規定により、ある教科の

教員を採用できない場合に、学級規模に応じて免許外の教授が許可される

制度で、１６学級以下の学校は３教科まで、１７～２９学級の学校は２教

科まで許可されている。 

今年度は、東部中学校、南部中学校、北部中学校、福田中学校、川間中学校、

木間ケ瀬中学校、関宿中学校の７校で、免許外教科教授担任許可制度を利用

している。教科の内訳としては、技術科で５名、家庭科で４名、美術科で３

名、英語科で１名、数学科で１名の合計１４名の教員がこの制度を基に授業
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を行っている。 

 

◎ 小室 美枝子議員 

≪質問の要旨≫ 

１ 福島第一原発事故による自主避難者の支援打ち切りに関する対応について 

③ 就学支援、雇用相談、就労相談、保育園、母子家庭支援等の措置について 

≪答 弁≫ 

１ 福島第一原発事故による自主避難者の支援打ち切りに関する対応について 

③ 借上げ住宅に居住する避難世帯に該当する措置として、児童生徒に対する

就学援助が該当する。住所登録の有無にかかわらず、平成２３年度から「千

葉県被災幼児児童生徒就学支援事業交付金」により支給され、現在におい

ても２世帯３名の方に対し継続支給となっているもので、市独自の就学援

助に関する基準により、４月以降も基準に該当する児童生徒は継続支給と

なる。 

 

◎ 谷口 早苗議員 

≪質問の要旨≫ 

２ 市道（緑地帯含む）における雑草や樹木の管理体制について 

① 除草や樹木の繁茂に関する要望や苦情件数を伺う。 

≪答 弁≫ 

２ 市道（緑地帯含む）における雑草や樹木の管理体制について 

① 通学路においては、毎年５月の通学路総点検等を実施する中で、学校や地

域の方から雑草や樹木の除去を要望されることがある。要望箇所が、国道

であれば国道事務所に、市道であれば市管理課に、民地から生え出たもの

は地権者にそれぞれ対応を依頼しているが、いずれの場合も対応に時間を

要することから、各学校では児童生徒に危険箇所について周知し、登下校

の安全指導を行っているところである。 

 

◎ 滝本 恵一議員 

≪質問の要旨≫ 

１ 学校トイレについて 

①  今後の整備計画について 

②  今後の整備方針について 

２ 通学路について 

① 安全調査結果について 

② 危険箇所の改善実績について 
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③ 通学路交通安全プログラムについて 

４ スポーツ振興について 

① 小中学校体育館の一般貸出し状況について 

② 小中学校体育館の一般貸出し受付けについて 

③  小中学校体育館の器具設備について 

≪答 弁≫ 

１ 学校トイレについて 

①② 小中学校の洋式トイレへの改修は、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

で実施してきており、平成２７年度末までに小学校１７校、中学校３校が

完了し、平成２８年４月１日現在の児童・生徒が使用する校舎、体育館、

屋外トイレなどを合わせた洋式化率は、小学校が３９．６％、中学校が２

４．２％、小中学校合わせて３３．５％となっている。平成２８年度は、

南部中、北部中のほか、ふるさと納税による学校施設整備等基金を活用し、

二川中のトイレ改修を計画を前倒しして実施した。平成２９年度は、国の

平成２８年度第２次補正予算を活用して、川間中及び福田中のトイレ改修

を実施するほか、岩名中のトイレ改修を学校施設整備等基金を活用し、計

画を１年前倒しして実施する予定で、平成３０年度に関宿中及び木間ケ瀬

中のトイレ改修を実施し、現計画は終了する予定。現計画が終了する平成

３０年度末時点の児童・生徒が使用する校舎、体育館、屋外トイレなどを

合わせた洋式化率は、小中学校合わせて３９．６％になる見込み。今後も

引き続き、ふるさと納税や国の補助金を活用しながら、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。 

今後の整備方針と整備計画については、現計画終了時点の校舎の児童・生 

徒用トイレの洋式化率が、小学校男子で５３．３％、小学校女子で３４． 

１％、中学校男子で４９．４％、中学校女子で３７．１％になる見込みで、

小中学校とも女子用トイレの洋式化率が低いことから、校舎の女子用トイレ

の洋式化率の向上を最優先とし、洋式化率７０％を目標に、洋式化率の低い

学校や利用実態などを踏まえながら整備計画を作成してまいりたいと考え

ている。 

２ 通学路について 

①②③ 通学路交通安全プログラムは、学校による点検を基に対策を検討、実

施し、その効果を検証、さらに改善を図っていくＰＤＣＡサイクルの流れ

で、継続的な通学路の安全確保を図ることを基本的な考え方としており、

野田市では２月に市のホームページで公表し、通学路改善会議で明らかに
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した対策必要箇所及び対策実施内容について、３月中の公表に向けて現在

作業を進めている。 

  各小中学校では、毎年５月中を目安に通学路総点検を行っており、学校の

教職員がＰＴＡ等からの意見を参考にしながら、交通安全・防犯・防災の

視点で点検し、改善の必要がある箇所について優先順位を明記して教育委

員会に報告している。平成２８年度は、９２箇所の要望があり、７月２８

日に通学路改善会議を実施し、各担当課において改善を進めているところ

である。３月１日現在、対策が完了した箇所は１１箇所であり、ゾーン３

０の規制によるグリーンベルトの設置、カーブミラーの補修、横断歩道の

補修などの対応を行った。さらに、道路改良や冠水対策、信号機の設置な

ど、対策に時間を要するものが３８箇所ある。この他に、年度途中に改善

要望されたのが２３箇所あり、現時点で１４箇所の対策を完了している。

残りの５２箇所が未対策であるが、これらは、道路構造上の問題から改善

困難なもの、用地買収が必要なもの等であるため、次年度に再度学校から

要望し、通学路改善会議で再検討するようにしている。 

  今後も、年度ごとに対策必要箇所及び方策内容を公表し、随時、対策箇所

一覧表を更新することにより、学校、地域、関係機関で認識を共有できる

ように進めてまいりたい。 

４ スポーツ振興について 

① 小中学校体育館の貸出しについては、野田市立学校施設使用規則第４条に

「学校長は、学校教育に支障がないと認められるときは、スポーツ、レク

リェーション等の活動を目的とする社会教育関係団体その他団体に対し、

学校の施設の使用を許可することができる。」と定められている。 

貸出状況は、小中学校体育館は、平日は午後６時から午後９時まで、学校休

業日は午前８時から午後９時となっている。小中学校体育館の平成２７年度

利用件数は１１，１１０件で、延べ２０６，６３８名の利用があった。１校

当たり月平均約２９．９件、延べ約５５０名の方が利用していることになる。

近年の利用状況は、概ね横ばい状態となっている。 

種目別利用団体数は、バレーボールが９４団体、バスケットボールが３４団

体、バドミントンが２２団体となっている。その他、武道、サッカー、卓球、

ダンス等が続いている。 

② 体育館の受付状況については、野田市立学校施設使用規則第５条では、「学

校の施設を使用しようとする社会教育団体は、使用を希望する日の３日前

までに、学校施設使用許可申請書を学校長に提出しなければならない。」

と定められている。 

  しかし、体育館は多くの団体が利用し、利用率も高い状況があり、多くの
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学校では、年度末から年度始めにかけて利用希望団体との調整会議をもち、

学校行事や部活動と重ならないように調整している。 

受付要件としては、原則、スポーツ、レクリェーション等の活動を目的とす

る社会教育団体等の利用で、社会教育その他公共のために必要と認められる

ときに利用できる。 

実際に利用するときの手続は、学校に直接電話等で空き状況を確認の上、 

学校施設使用許可申請書を提出することになる。年度の途中であっても、空

き状況が確認できれば利用できる。 

③ 学校開放に伴う器具や設備の現状については、ご質問の中に例として示さ

れたバレーボール、バスケットボール、バドミントンについては、学校ご

とに現在利用されている種目に必要な支柱やネット、コートは整備されて

いるが、学校教育で使用しない種目の器具や設備を新たに学校予算を使っ

て整備するのは難しいと考える。 

「壊れてしまっていて危ない、老朽化や経年劣化による損傷など利用者から

の要望にはどのように対応しているのか」については、学校備品で使用に安

全性の問題があるものや授業や部活動に支障が生じる場合は、最優先で修理

や更新を行うこととしており、薄くなったコートラインや老朽化した備品に

ついては、学校から要望があった時点で対応しているので、利用者のご要望

には応えられないケースもある。 

「使用中に誤って壊してしまったなどの連絡体制について確立されている

のか」については、使用時に備品等を誤って壊してしまった場合は、利用者

から学校に速やかに報告していただき、学校から教育委員会に連絡が入るこ

とになっている。 

 

◎ 星野 幸治議員 

≪質問の要旨≫ 

４ 欅のホール駐車場について 

① 欅のホール駐車場の不足が利用者から訴えられている。利用状況の実態に

ついて、市としての認識を伺う。 

② 「1台あたりの車幅スペースが狭くて駐車しにくい」との声があるが、市と

しての認識を伺う。 

③ まとまった大きさの駐車場増設が必要と考えるが、立体駐車場や周辺空き

地の確保・活用などについて考えはないか伺う。 

≪答 弁≫ 

４ 欅のホール駐車場について 

① 欅のホール駐車場整備の考え方は、商店街の活性化にも配慮し、駐車場の
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規模については、現在の規模で整備したものである。 

南側駐車場の利用状況の実態とその認識については、利用傾向として、25

年の議会において、答弁した状況と変わりはなく、南側駐車場が満車になり

混雑をするのは、平日は小ホール等で催し物が開催されるときに一時的に満

車になる。 

土曜日や日曜日等も小ホール等での催し物が開催されるときに満車になる

ことが多い状況であり、午前中の方が午後より混んでいる状況であるが、そ

れでも午後３時までで、それ以降は満車になることはない。満車時の駐車場

内での待機時間は、平日、休日とも５分から１０分程度で、休日の長いとき

で、最高で３０分くらいのときがあるが、まれなケースである。いずれの場

合も入庫待ちの車は駐車場内で待機し、路上待機の車がある場合には、駐車

場整理員が商店会共同駐車場等の案内チラシを配布して誘導している。 

南側駐車場が満車となっても、共同駐車場はまだ駐車が可能な状況であり、

加えて博物館の駐車場もあることから、現駐車場で対応は可能と考えている。

小ホールの利用日が、キノエネ醤油株式会社の休業日と重なる場合について

は、同社の駐車場を借用し、また、指定管理者が小ホールで行う主催事業日

が中央小学校の休業日と重なった場合には、校庭を臨時駐車場として借用す

るなどの工夫をしている。 

② 平成１０年の欅のホール開館時に設置をしたもので、車幅スペースについ

ては、平成 4年建設省から出された「駐車場設計・施工指針について」を

基に、小型乗用車を想定し長さ５．０メートル、幅員２．３メートルとし

た。やや狭いと感じる方もいると思うが、駐車可能な範囲と認識をしてい

る。また、障がい者の方のためには、南側駐車場に２台、北側駐車場に 1

台専用駐車場を用意してある。 

③ 駐車場の増設や立体駐車場などの確保、活用については、平日は一時的な

ものであり、土曜日等については小ホールの催しがあるときについても台

数的な確保はできていることから、今後もさらに共同駐車場の利用促進や

小ホールの利用状況に応じて民間駐車場や博物館や小学校の駐車場を利用

することで対応するもので、増設や立体駐車場などの確保、活用の考えは

ない。 

 

◎ 小椋 直樹議員 

≪質問の要旨≫ 

１ 学校部活動顧問の問題と課題 

① 部活動の時間は全国的にも千葉県は日数も多く生徒の負担や先生方の負担

が大きくなっているがどのように感じているか。 
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② 専門性がなく部活動の顧問になっている先生方もいる。専門性がある指導

者の顧問への動きもあるが野田市ではどのようになっているのか。 

２ いじめ対策について 

① いじめ問題で学校弁護士(スクールロイヤー)の設置の動きがあるが野田市

ではどのようになっているか。 

４ 医療的ケア児について 

① 医療的ケア児における保育所の受け入れや小中学校の通学時の引率又受皿

の窓口はどのようになっているか。また、医療的ケア児はどの位市内にい

るのか。 

≪答 弁≫ 

１ 学校部活動顧問の問題と課題 

① 先の議員にも答弁したが、平成２８年１２月のスポーツ庁からの報告では、

中学校の部活動時間は月曜日から金曜日では全国平均を下回っているが、

休日の活動時間は全国を上回り課題が残る。疲労の蓄積は、児童生徒にと

っては学習意欲の低下や怪我や病気の要因になることもあり、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ことか

ら、教育委員会としては、ノー残業デー、ノー部活デーの設定、週１回以

上の休養日の設定の他、土日のどちらかは休養日を設けるように指導をし

ているところである。 

  今後、休日の部活動の在り方について、校長会や関係団体等とガイドライ

ン作成に向けて協議してまいりたい。 

② 現状では、専門的知識がなく部活動指導に当たっている教員もいる。県や

市の指導者講習会を通して指導力の向上に努めたり、自ら専門家の指導を

受け専門性のある指導者に引けをとらない顧問もいる。一方、様々な生徒

のニーズや専門的な指導を受けるために、地域の方々を外部指導者として

お願いしており、２８年度は６校で２０名が指導に当たっている。将来に

わたってスポーツを親しむ児童生徒の育成を目指し、地域との連携を推進

してまいりたい。 

２ いじめ対策について 

① 野田市では、いじめ実態調査を年２回、６月と１１月に実施しているが、

１１月に実施した調査では、いじめと児童生徒が訴えた件数は小学校で２

８１件、中学校で３６件であった。これは児童生徒がいじめと感じたもの

は軽微なものを含め、全ていじめと捉えているためであり、１回目の調査

と比べて減少しているが、まだまだ件数が多い。その後、各学校が追跡調

査を行い、いじめと判断した件数は小学校で１４８件、中学校で２８件で

あった。 
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  いじめの内容は、小学校は、「冷やかしやからかい」「仲間はずれにする」「わ

ざとぶつかってくる」といったものが多く、中学校は、「冷やかしやからか

い」が多く、いじめを受けた相手は、小中学校とも「クラスの友達」が最

も多くなっている。調査後、学校の組織的な取組や市教委が関わる等によ

り解消率は小学校が９６．４％、中学校が９４．４％となっている。 

  スクールロイヤーは、文科省が平成２９年度から調査研究を行おうとして

いるものである。野田市では、日頃から警察や児童相談所等の専門機関と

情報交換を行い、問題が複雑化した場合は行政法律相談を活用し、顧問弁

護士に相談できる体制となっている。また、現在策定中の野田市いじめ防

止基本方針では、重大事態に対応する組織に弁護士を加えることも検討し

ている。さらに、県教育委員会では、弁護士や精神科医等からなる「学校

問題解決支援チーム」を設置して、学校が単独では解決することが困難な

案件等に対して支援できる体制も整っている。 

  いじめをはじめ学校で起きる問題が重大化した場合、弁護士に相談して助

言を受けることは有効であると考えているが、東葛地区管内でスクールロ

イヤーとして雇用している市はなく、野田市としては、スクールロイヤー

活用は現在の仕組みの活用を基本としつつ、今後の文科省の動向を注視し

ていきたい。 

４ 医療的ケア児について 

① 学校において、障がいのある児童生徒等が、その年齢及び能力に応じて特

性を踏まえた十分な教育が受けられるようにするためには、保護者との就

学相談を通じ、適切な就学先を決定する必要がある。 

就学相談の中で、面談や検査等を実施したり、特別支援学校や特別支援学級

を見学する中で、児童生徒の状況や必要な配慮の内容、医療的ケアの必要性、

保護者の要望等を把握し、市内小中学校が提供できる合理的配慮の範囲を説

明し、保護者との合意形成を進めている。 

就学先の決定にあたっては、就学指導委員会で、就学相談票、観察記録票、

諸検査の記録等の資料により、専門的な立場から話し合い、もっとも適切な

就学先について、総合的に判断した内容を保護者にお知らせし、保護者の意

向をもとに就学先を決定している。 

就学指導委員会の中では、痰の吸引や流動食が必要になる等、小中学校での

対応が難しいと判断した場合は、より専門的な指導が受けられ、手厚く支援

できる特別支援学校の入学を勧めている。保護者に小中学校に入学させたい

強い希望がある場合は、提供できる合理的配慮や医療的ケアについて、どの

ように実施するか、誰が実施するのか等を児童生徒の状況や校内体制を勘案

した上で、個々に検討し決定している。なお、通学時の引率は、保護者にお
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願いしている状況である。 

現在、市内の小中学校に医療的な行為を必要とする児童が１名おり、看護師

を配置しているが、自力で通学できているため、保護者等の引率は必要とし

ていない。今後も、保健、医療、福祉等の関係機関と連携を図りつつ、医療

的ケア児を含む障がいのある児童生徒等に対する、就学相談、教育相談を進

めてまいりたい。 
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