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平成２９年第２回野田市議会定例会報告 

（教育総務課） 

 

１ 会  期   平成２９年６月７日（水）から６月２６日（月） 

              一般質問６月１５日（木）から６月１９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  全事務事業の見直しについて 

○2  小中学校等へのエアコン設置について 

○3  学校現場における業務改善加速事業のモデル地域の指定について 

○4  野田市部活動ガイドラインの策定について 

○5  新たな学習支援について 

○6  生物多様性自然再生の取組について 

○7  ふるさと納税について 

○8  まめメールのイベント情報の配信について 

○9  屋根貸し事業の進捗について 

○10  日本遺産の認定結果について 

○11  市内の中学校教諭の不祥事について 

○12  放射能問題に対する取組について 

○13  野田市スポーツ推進計画の見直しについて 

○14  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 

○15  各種行事の実施状況について 

○16  寄附について 

３ 提出議案等について 

  報告第 ２ 号 平成２８年度野田市一般会計繰越明許費繰越計算書の報告につい 

         て 

  議案第 ４ 号 教育文庫基金の設置、管理及び処分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 野田市立中央小学校児童奨学基金の設置、管理及び処分に関する

条例を廃止する条例の制定について 

  議案第１１号 平成２９年度野田市一般会計補正予算（第１号） 

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。 

 

 全事務事業の見直しについて申し上げます。 

平成 30 年度予算編成に向けた全事務事業の見直しについては、先の議会で申し上

げたとおり、厳しい財政事情の中で、市民サービスの維持向上を図りつつ、財政調整

基金の増強と新たな事業展開のために、今年度当初からスタートしております。 

まず、見直し対象事業ですが、独立した経営を営んでいる水道事業会計及びルール

負担が主な後期高齢者医療特別会計を除く、全ての事業において、予算上の最小単位

である細事業ごとに実施しております。 

４月５日に全庁に向け、細事業ごとに事務事業見直しシート等の作成を指示し、５

月８日から当該見直しシート等に基づく第１回目のヒアリングを実施しているところ

でございます。ヒアリングには、副市長を筆頭に、企画財政部、総務部及び市政推進

室が参加し、部局ごとに、ゼロベースをキーワードに、「そもそもこの事業はなぜ必

要なのか」、「なくなったらどうなるのか」から始めて、「更に効率よくサービスを

拡充する方法はないか」などを検証し、事業そのものの見直しの必要性の有無を洗い

出しております。また、同時に消耗品などについても、一つ一つに無駄がないか検証

し、経費の節減とともに職員一人一人の見直しに対する意識の強化を図っているとこ

ろでございます。 

今後も見直しを着実に進め、真に必要な市民サービスを見極めつつ、財源の確保を

図り、新たな市民サービスの実施につなげてまいります。 

 

小中学校等へのエアコン設置について申し上げます。 

 中学校のエアコン設置工事につきましては、当初の計画どおり３月 15 日までに全

て完成し、教育委員会が作成したエアコン運用指針に基づき、６月 12 日からエアコ

ンの稼働を開始いたします。 

また、先の議会で議決をいただきました小学校エアコン設置の工事請負契約のほか、
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幼稚園エアコン設置の工事請負契約を４月 12 日に締結しました。小学校及び幼稚園

については、平成 30 年夏季からのエアコン稼働に向け、夏季休業期間を有効に活用

しながら工事を進めてまいります。 

 

学校現場における業務改善加速事業のモデル地域の指定について申し上げます。 

 文部科学省は、学校現場における業務改善が一層推進されるよう、業務改善に集中

的に取り組むモデル地域、全国で 26 の自治体を指定し、実践研究を行い、具体的な

ノウハウや成果を分析、全国に普及することを目的として「業務改善加速のための実

践研究事業」を実施しております。 

野田市は、この事業の千葉県における重点モデル地域に選定され、今年度から取り

組んでいる「小学校学級事務支援員配置事業」を対象事業として、業務改善の実践研

究を行うことになりました。事業の実施は、文部科学省と千葉県が委託契約を結び、

その後、千葉県と野田市との間で再委託契約をして実施するもので、市は、委託費を

受けるほか、学校事務職員が１人加配となっております。 

なお、「学校現場における業務改善加速事業」に係る経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。 

 

野田市部活動ガイドラインの策定について申し上げます。 

スポーツ庁では、部活動の適切な運営を目指し、スポーツ医・科学の観点や学校生

活等への影響を考慮した中で、練習時間や休養日の設定を含めた「（仮称）運動部活

動の在り方に関する総合的なガイドライン」を平成 29 年度末までに策定することと

しています。 

これを受けて教育委員会としては、運動部活動の指針としている国の「運動部活動

での指導のガイドライン」や県の「安全で充実した運動部活動のためのガイドライ

ン」を基にして、文化部活動も含めた部活動全般のガイドライン作りの検討を始めた

ところであります。 

今後、国や県の動向を見据えて「野田市部活動ガイドライン」として策定すること

で、児童生徒にとって魅力的であり、顧問教員の意欲が高まり、保護者や地域から信

頼される部活動を展開してまいりたいと考えております。 
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新たな学習支援について申し上げます。 

 今年度から、希望する全ての中学生を対象に、基礎学力の向上や学習習慣の定着を

目的に、各学校に近い公民館等を会場として、「子ども未来教室」をスタートさせま

した。 

 ５月 26 日現在の参加人数は、１年生が 312 人、２年生が 212 人、３年生が 130 人

の合計 654人となっており、当初想定した 300人を大幅に上回る参加者数となってい

ることから、会場として保健センターを新たに加え、生徒数に対応しているところで

す。 

 また、平均出席率も５月 26 日時点で、約 86％と高く、生徒から積極的に講師に質

問する光景が見られるなど、学習意欲の高まりが感じられる順調な滑り出しとなって

います。 

 なお、引き続き高い出席率が維持された場合、会場の生徒数に対応した講師の増員

が必要となるため、委託業者を通じて確保に努めてまいりますが、当初の予算では不

足することも予想されるため、今後の状況により補正予算も検討していきたいと考え

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。 

次に、コウノトリの飼育・放鳥につきましては、平成 29 年２月３日に足立区で回

収された死亡した野鳥について環境省が遺伝子検査を実施したところ、２月７日にＡ

型鳥インフルエンザウィルスの陽性反応が出たことから、２月８日に観察棟を閉鎖し

て一般公開を中止しておりましたが、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３月 20日 24時をもって解除された

ため、４月１日から一般公開を再開しております。 

29 年度のコウノトリの試験放鳥は、埼玉県こども動物自然公園から譲り受けた有

精卵から４月７日、８日及び９日に３羽のヒナが誕生しましたが、残念ながら４月

13 日に２羽のヒナの死亡が確認されました。病理検査の結果「栄養不良に起因する

発育障害及び呼吸器感染症を悪化させ死亡したもの」と報告がありました。残った１

羽のヒナは順調に生育してきており、昨年に引き続き６月 17 日にソフトリリースに

よる試験放鳥を実施する予定です。また、放鳥予定のヒナの愛称を募集した結果、
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140 件の応募があったことから、今後、市内の小学生による最終選考で愛称を決定し、

放鳥式で命名することになっております。 

今年も、誕生したヒナが無事に飛び立つことで、野田市の未来の子供たちに豊かな

自然を残そうとする市の生物多様性と自然再生の取組について、より多くの方にご理

解をいただくとともに、日本全国への情報発信につながることを期待しつつ、更なる

取組を進めてまいり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。 

 

ふるさと納税につきまして申し上げます。 

平成 29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、５月 25日現

在で 34 件、37 万円、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、39

件、57万円の申込みを頂いております。 

 

まめメールのイベント情報の配信について申し上げます。 

まめメールにつきましては、防犯、子ども安全、防災、光化学スモッグ、火災及び

消費生活の情報を提供してまいりましたが、本年４月１日から７つ目の分野としてイ

ベント情報の配信を開始しました。イベント情報は、週末に開催する市の行事を中心

にピックアップし、週に１度、メール配信を行うものです。あわせて、雨天時の開催

について問合せの多い、市民駅伝競走大会、関宿城マラソン大会及びグラウンド・ゴ

ルフ大会については、開催に関する情報をお知らせしてまいります。 

 

屋根貸し事業の進捗について申し上げます。 

 小中学校 13 校 30 棟を対象とする屋根貸し事業につきましては、１月 31 日から順

次発電を開始していたところですが、５月 31 日をもって、全ての施設で発電が開始

されました。 

今後は、契約に基づき年約 170 万円の賃料収入を 20 年間にわたって得ることとな

ります。 

 なお、災害時には、昼間の発電時において１校当たり最大 15 アンペアの電力使用
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が可能となります。 

 

日本遺産の認定結果について申し上げます。 

千葉県教育委員会が野田市を含む県内 31 市町村と共同で文化庁に申請をした平成

29 年度日本遺産につきましては、４月 28 日に認定結果の発表があり、残念ながら認

定されませんでした。 

申請に当たりご協力いただきました文化財等の所有者の方々には、お礼を申し上げ

ます。 

 

 市内の中学校教諭の不祥事について申し上げます。 

去る５月 24日、市内中学校教諭が盗撮行為により免職の懲戒処分を受けました。 

このようなあるまじき不祥事により、世間をお騒がせしてしまいましたことにつき

まして、心よりお詫びを申し上げます。 

今後は、生徒の心のケアに細心の注意を払うとともに、二度とこのようなことが起

こらないよう研修などに取り組み、信頼回復に向け教育委員会・学校が一丸となって

取り組んでまいります。 

 

 放射能問題に対する取組について申し上げます。 

柏市の体育館において、植え込みで高い放射線量が確認されたとの報道を受けて、

公共施設内で側溝汚泥や落ち葉の集積場を一斉点検したところ、市の除染基準値の測

定高５センチメートルで、毎時 0.23 マイクロシーベルトを超えるような汚泥や落ち

葉の放置は確認されませんでした。 

さらに、小中学校の太陽光パネル屋根貸し事業の実施に伴う点検で、二ツ塚小学校

屋上の側溝汚泥から市の除染基準値を超える値が確認されたことを受けて、平成 29

年２月 23日から４月 21日までの期間において、幼稚園、小学校及び中学校を含む陸

屋根となっている 87 の公共施設の屋上で、空間放射線量の一斉点検を実施したとこ

ろ、市の除染基準値を超える施設はありませんでした。 

なお、二ツ塚小学校屋上の側溝汚泥については、専門分析機関において放射性セシ

ウム濃度の測定をしたところ、１キログラム当たり 8,000ベクレルを超える値が確認



 7 

されましたので、約 4.4 トンについて４月 26 日付けで環境省関東地方環境事務所長

に指定廃棄物の申請を行い、５月 15日付けで指定廃棄物に指定されました。 

 

野田市スポーツ推進計画の見直しについて申し上げます。 

 スポーツ推進計画につきましては、スポーツ基本法に基づき、平成 24 年３月に国

が策定したスポーツ基本計画を参酌するとともに、同じく 24 年３月に策定された千

葉県体育・スポーツ推進計画を踏まえ、25 年２月に策定したもので、現計画の期間

は、25 年度から 29 年度までの５カ年であり、本年度をもって計画期間が終了するこ

とから、30 年度から 34 年度までを計画期間とする新たな野田市スポーツ推進計画を

策定する予定です。 

策定に当たりましては、５月 29 日に開催した野田市スポーツ推進審議会に教育委

員会が諮問しました。今後、スポーツ推進計画策定に係る市民アンケートや関係団体

とのヒアリングを実施し、パブリック・コメント手続を経て、来年２月頃に答申を頂

く予定です。 

 

 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日から導入いたしましたインターネットによる施設予約システムにつきまし

ては、４月及び５月の２カ月間の事前登録期間を経て、６月１日から本格稼働し、８

月分の予約受付を開始いたしました。 

 

 各種行事の実施状況について申し上げます。 

４月 16日に野田市総合公園体育館において、「第 62回野田市青少年柔剣道大会」

が開催され、柔道の部には 64 人の選手が、剣道の部には 191 人の選手が参加し、白

熱した試合が繰り広げられました。 

 

 寄附について申し上げます。 

公共施設の備品として、なのはな体操グループ代表 土生
は ぶ

谷
たに

 洋子
よ う こ

 様から市と教

育委員会に車椅子を各１台、10万円相当を頂きました。 
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教育文庫基金及び教育施設用備品の指定寄附金として、池松
いけまつ

武之
た け の

亮
すけ

いびき研究所 

池松
いけまつ

 亮子
あ き こ

 様から 100万円を頂きました。 

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。 

 報告第１号平成 28年度野田市一般会計継続費繰越計算書、報告第２号平成 28年度

野田市一般会計繰越明許費繰越計算書、報告第３号平成 28 年度野田市下水道事業特

別会計繰越明許費繰越計算書、報告第４号平成 28 年度野田市介護保険特別会計繰越

明許費繰越計算書、報告第５号平成 28 年度野田市次木親野井特定土地区画整理事業

特別会計繰越明許費繰越計算書につきましては、いずれも繰越しの状況を報告するも

のでございます。 

 議案第４号は、基金への積立てを行うため所要の改正を行うとともに、用字用語の

整備をしようとするものでございます。 

 議案第５号は、基金を廃止するため制定しようとするものでございます。 

 議案第 11号平成 29年度野田市一般会計補正予算（第１号）は、歳入歳出予算、継

続費及び地方債の補正に関するものでございます。 

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に、それぞれ２億 5,476

万円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ 473億 1,476万円にしようとするもの

でございます。 

補正の主な内容につきましては、少子化対策の一環として「婚活イベント事業」、

「結婚新生活支援事業」を実施する結婚支援事業費、北部学童保育所の新築及び保健

センターの耐震に係る工事費等、検査で故障が確認された新江川排水機場川表ゲート

の改修工事費等、一般財団法人自治総合センターのコミュニティ助成事業に採択され

たことに伴う地域防災組織育成助成事業助成金及び当初予算に計上した小学校学級事

務支援員事業を県からの委託事業に再編するために必要な経費を学校現場における業

務改善加速事業として新規計上するほか、準要保護児童生徒学用品費通学用品費補助

金を増額計上しております。 
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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≫ 

１ 子どもの見守りについて 

① 通学路の防犯面での安全対策についてお伺いします。 

② 「こども１１０番の家」等の取り組みについてお伺いします。 

③ 地域の見守りの現状と今後の見守りについてお伺いします。 

④ 子どもが身を守ることを学ぶ取り組みについてお伺いします。 

≪答 弁≫ 

１ 子どもの見守りについて 

① 今年の３月に松戸市で発生した小学生の事件を受け、市教育委員会では春

休み中の児童生徒の安全確保について小中学校に依頼したほか、市内防犯

カメラの設置場所について情報提供をした。また、始業式には、学校及び

教育委員会で巡回を行い、さらに、野田警察署に対し登下校中のパトロー

ルの強化をお願いした。毎年の取組としては、通学路改善会議を開催し、

各学校から出された通学路の改善要望について、対策を講じている。 

  また、各小中学校の取組としては、交通安全面や防犯面の危険箇所を示し

た「安全マップ」を作成し、工夫して活用している。 

② 野田市学校警察連絡協議会の依頼により、子どもの緊急避難場所として、

一般家庭、商店、公民館や図書館、保育所や児童福祉施設などの公共施設

に合計８３５箇所開設している。「子ども１１０番の家」では、子供が駆け

込んできた場合、子供を落ち着かせる、状況を聞き取る、１１０番通報を

する、学校や保護者に連絡を取る、警察官が到着するまで子供を保護する

などの対応をしている。学校では、日常の安全指導や不審者対応避難訓練

等において話題にし、周知を進めている。学校だよりや保護者会等で呼び

かけ、ご協力いただけるようお願いしてまいりたい。 

③ 子供の見守り活動は、ＰＴＡ、自治会、老人クラブ、子ども会、防犯組合

など地域の方に多くのご協力をいただいており、パトロール用ベストや帽

子を着用しての下校時のパトロールや自転車の前かごに「パトロール中」

のカードを掲示するなど日常的な見回りの目が非常に増えている。 

  市としては、青パトによるパトロールを行っており、また、野田交通安全

協会による朝の街頭指導の業務委託や、小学校の下校に合わせて３時に「見

守り放送」を流し、地域の方に見守りのご協力をお願いしている。 

④ 学校では、警察署及び市による防犯教室を開催し、不審者にあったときの

対処の仕方や、青パトや「こども１１０番の家」の紹介をしたり、防犯ブ
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ザーやホイッスルの使い方を教えたりしている。子供が自分で身を守るこ

とができるようにするためには、学校や家庭で継続した声かけが必要であ

る。いざというときに不審者に対処できるよう、今後とも粘り強く指導し

ていく。 

 

◎ 織田 真理議員 

≪質問の要旨≫ 

４ 教員の勤務実態等について 

① 教員の超過勤務実態を把握するため、タイムカードを導入すべきと考える

がいかがか。 

② 何をするにも報告書を書かなくてはならないことが超過勤務の原因になっ

ていると聞いたが、当局はこれらの実態を把握しているのか伺う。 

③ ５月１９日付け学校教育課発行の「ＴＥＡＭのだ」は、どのような狙いで

出されたものか伺う。 

≪答 弁≫ 

４ 教員の勤務実態等について 

① 野田市内の小中学校全校では、パソコンに入れた出退勤ソフトを使用し、

出勤時、退勤時にボタンをクリックすると、その日の勤務時間と超過勤務

時間が自動で計算され記録される。この時間を月ごとに集計することで実

態の把握をしている。この出退勤ソフトと議員ご提案のタイムカードは同

様の機能を果たしており、導入は必要ないと考えている。 

② 平成２９年４月２８日に文部科学省より発表された「教員勤務実態調査（平

成２８年度）の集計について」の中で、調査報告を含んだ事務業務の時間

数が報告されている。小学校の平日一日の事務業務に係る平均時間は、１

７分間、１０年前の平成１８年度は１１分間と報告されており、６分増え

ている。中学校の事務業務は、２８年度、１８年度とも１９分間で変わら

ない状況である。 

報告書は、学校管理上必要なものは管理規則で、職員の服務関係上必要なも

のは服務規程で提出を求めているが、増加する若手教員にとっては、報告書

の作成など事務作業が不慣れで、負担感が大きいことは理解している。 

市教委では、負担軽減のため、様式集を使って効率化を図ったり、内容によ

ってはメールによりペーパーレス化を進めている。さらに４月から小学校に

学級事務支援員を配置し、業務負担軽減を図っている。 

③ 学校教育課発行の「ＴＥＡＭのだ」は、平成２７年度より市内の小中学校

の職員向けに発行しているもので、教職員の働き方の意識改革、コンプラ

イアンス向上、モラールアップ等の資質向上に少しでも役に立てればと、
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様々な情報を月１回程度発信している。 

質問の５月１９日付けの「ＴＥＡＭのだ」のねらいは、年度当初、教職員の

交通事故が多く見られたことから、交通事故に対する注意喚起と体調の管理

方法の紹介を載せた。また、「笑顔で子どもたちの前に」のフレーズを載せ

たのは、教員が子供たちの前に笑顔で立つことは最も大切なことであり、そ

のことが子供たちの健全育成につながると考え、その視点を理解してもらう

こともねらっている。 

今後も、教職員の資質向上に向け発信し続けたい。 

 

◎ 長南 博邦議員 

≪質問の要旨≫ 

４ 教員の長時間勤務対策について 

① 文科省が教員の長時間勤務対策に腰を上げ、野田市教委もそれに呼応して

部活ガイドラインをつくると表明したが、どのような問題意識と方向性を

持ってつくろうとしているのか伺う。 

≪答 弁≫ 

４ 教員の長時間勤務対策について 

① 教員の超過勤務については、平成２７年度と２８年度との比較では、１０

０時間以上については小中学校共に減少しているが、８０時間以上１００

時間未満では、中学校は増加している。中学校の超過時間増は、部活指導

が終わってから行う進路資料の作成や点検、不登校生徒との面談や家庭訪

問等が影響しているものと思われる。超過勤務の増加は、教員の健康への

影響が懸念されると認識しており、部活動の在り方について改めて検討し

なければならないと考えている。 

  市教育委員会では、スポーツ庁が平成３０年３月末に「運動部活動の在り

方に関する総合的なガイドライン（仮称）」策定の報道を受け、文化系を

含めた児童生徒と顧問双方にとって安全で充実した部活動を目指したガイ

ドラインを策定しようと考えている。 

  次に、中学校運動部活動の活動状況は、平成２８年度「全校体力・運動能

力、運動習慣等調査」によると、野田市は、平日では全国平均をやや下回

っているものの土曜・日曜日は全国平均を上回っており、課題がある。ま

た、休養日の実態としては、平日は市内全ての中学校で週に１回朝・放課

後の練習に休養日を設定しており、土曜・日曜日については、９校が学校

全体でどちらかに休養日を設定し、２校が部活動ごとに設定している。土

曜・日曜日に活動があった場合は、全ての中学校が、平日に休養日を振り

替えている。また、指導方法を工夫し、練習量の多さから質の高い指導方
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法へ改善を図る顧問が増えているが、まだまだ十分ではない状況であると

認識している。 

  このような状況を踏まえ、市のガイドラインの策定においては、学校管理

職や現場の教員、保護者に加え、野田市医師会の代表も策定委員として招

き、健康に留意し、安全で充実した部活動の在り方について、幅広い視点

から多くの意見を求めていきたいと考えている。 

 

◎ 舩橋 繁雄議員 

≪質問の要旨≫ 

２ いじめ対策について 

① 柏市教育委員会が導入した「ネットいじめ」を防ぐための授業について市

の見解を伺います。 

３ 小、中学校における土曜授業及び新年度の教職員の配置について 

① 土曜授業の有効性及び勤務体制について 

② 各学校の教職員の年齢別配置状況について伺います。 

③ 各学校の新任の先生人数を伺います。 

④ 各学校の先生方の経験年数を伺います。 

⑤ 免許外の先生の状況を伺います。 

４ 小規模校について 

① 新年度の状況について伺います。 

≪答 弁≫ 

２ いじめ対策について 

① 今年度より柏市教育委員会は、市立全中学校の１年生を対象にネットいじ

めの早期発見と抑止力を生み出すための新たな手立てとして、千葉大学、

敬愛大学と連携し、傍観者の視点に立ち、いじめを許容しない集団の雰囲

気を醸成するための授業を開発するとともに、いじめに立ち向かう手立て

の一つとして、匿名で報告・相談できるスマートフォンアプリ（ＳＴＯＰ

ｉｔ）を全生徒に提供することになった。 

  授業は、千葉大学の藤川大祐教授が開発した授業プログラムをＮＰＯ法人

企業教育研究会から派遣される講師の進行により行われ、担任は生徒への

支援を行う。授業は、ネットいじめに関するオリジナルの映像教材を視聴

しながら、生徒たちが傍観者の視点でいじめを考え、議論を経て、いじめ

傍観者をなくすことをねらいとしている。 

  このスマートフォンアプリは、匿名で補導センターと市教育委員会生徒指

導室に文章が送られ、相談者とメッセージのやりとりができるが、市教育

委員会には学校名と学年しか分からない仕組みとなっていることから、手
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軽で匿名性が高いこのアプリの効果は大きいと思われる。 

  野田市では、各校でＳＮＳ等の正しい活用の仕方や危険性について、校内

で情報モラル研修等を行って対策に努めているが、ネットいじめは目に見

えにくく、教師や保護者の早期発見は困難なため、深刻な事態になる前に

予防や介入を図ることが大切である。今回の柏市の例は、誰にも相談でき

ない子供にとって大変有効であると思われるが、相談アプリに頼るだけで

はなく、日頃から相談しやすい風通しの良い環境を作ることがとても大切

なことであると考える。 

  野田市でも、柏市の事例を参考にしながら、ネットによるいじめの加害者

や被害者にならないための具体的な手立ての一つとして検討していきたい。 

３ 小、中学校における土曜授業及び新年度の教職員の配置について 

① 平成２６年度に始めた土曜授業は、今年度で４年目を迎えた。土曜授業の

ねらいは、開始当初から変わっておらず、「市内全ての児童生徒に均等な

学習機会を提供し、きめ細かな指導を行う」ということで進めている。開

始当初は土曜授業の趣旨が伝わらなかったところもあったが、アンケート

の結果を見ると、児童生徒について言えば、「わかりやすく教えてもらっ

ている。」という回答が増え、教職員について言えば、「習熟度別学習や

ティームティーチングなど、きめ細かな学習に取り組めている。」という

回答が増えていることから、土曜授業の趣旨が浸透してきていると感じて

いる。また、年間１４回ではあるが、この土曜授業をきっかけに、基礎基

本の定着や、表現力の育成等、平日の授業にも生かせる場面が多々見受け

られるようになった。 

一方で、「家族との時間が減る」、「部活動をやりたい」などと感じている 

児童生徒がいることも確かで、教員にも負担をかけている部分があること 

も確かである。だからこそ、せっかく行っている土曜授業を有効にしなけれ

ばならないし、教員の業務改善も進めていかなければならない。また、去る

３月末には、次期学習指導要領が告示され、小学校は平成３２年度から、中

学校は平成３３年度から完全実施となる。例えば、小学校において英語が教

科化となり、３年生から６年生まで授業時数が週１時間増える。そのような

関係で、今後、土曜日だけではなく平日を含めた教育課程全体の工夫、編成

が必要となる。教員の負担を増やさないためにも、現在の土曜授業の活用の

仕方等も含めて、教育課程について検討したいと考えている。 

次に、勤務体制については、今年度も地域の方や大学生等の土曜授業アシス

タント１４６名にお手伝いをいただき、できるだけ多くの児童生徒に声をか

け、きめ細かな指導を行っている。また、教員の土曜授業の振替については、

年度内に全ての教員が振替を取得できている。 
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② 本年度は、校長、教頭、養護教諭、事務職員、講師を除き、小学校教諭は 

３５３名配置している。年代別では、２０代が１２０名で全体の約３４％、

３０代が１０９名で全体の約３１％、４０代が３８名で全体の約１１％、５

０代が８６名で全体の約２４％となっている。 

次に、中学校教諭は２２１名の教諭を配置しており、２０代が７０名で全体 

の約３２％、３０代が６３名で全体の約２８％、４０代が２２名で全体の約 

１０％、５０代が６６名で全体の約３０％となっている。 

今年度の小中学校の配置状況は、２０代、３０代の教員が小中学校とも約６ 

０％以上を占め、着実に教員の若返り化が進んでいる状況がある。これは、

野田市だけではなく東葛飾管内についても同様な傾向が見られる。 

次に、聞き取り時に質問のあった福田第二小学校の年齢別の配置状況は、 

２０代が２名で２８％、３０代が２名で２８％、４０代は０、５０代が３名 

で４２％となっている。また、関宿地区の四つの小学校の配置状況は、２０ 

代が２２名で３９％、３０代が１９名で３４％、４０代が６名で１１％、５ 

０代が９名で１６％となっており、関宿地区の中学校では、２０代が２１名 

で４７％、３０代が８名で１８％、４０代が３名で６％、５０代が１３名で 

２９％となっている。福田第二小学校、関宿地区の小中学校とも、市内全体 

の概況と同様の若返りの状況が見られる。 

③ 今年度の新規採用者は、教諭、養護教諭、事務職員を合わせて、小学校全 

体では３１名、中学校全体では１９名を配置、総勢５０名となっている。 

質問のあった福田第二小学校には１名、関宿地区の小学校には５名、中学校 

には６名を配置している。 

④ 先生方の経験年数は、小学校では１０年目までの経験者は２０３名で全体 

の５８％、１１年から２０年目までが５５名で全体の１６％、２１年から 

３０年目までが３７名で全体の１０％、３１年以上の経験者が５８名で全 

体の１６％となっている。中学校では、１０年目までの経験者は１２１名 

で全体の５５％、１１年から２０年目までが２９名で全体の１３％、２１ 

年から３０年目までが２２名で全体の１０％、３１年以上の経験者が４９ 

名で全体の２２％となっている。小中学校とも、経験年数１０年以下の教 

員が５０％を超えており、この結果からも、若返り化が図られている様子 

が分かる。また、経験年数についても、東葛飾管内においても同様な傾向 

が見られており、若手教員の指導力向上は、この地域全体の喫緊の課題に 

なっている。また、聞き取り時に質問のあった福田第二小学校については、 

１０年目までの経験者は３名で４３％、１１年から２０年目までが１名で 

１４％、３１年以上の経験者が３名で４３％となっている。また、関宿地 

区の小学校では、１０年目までの経験者は３６名で６４％、１１年から２ 



 15 

０年目までが９名で１６％、２１年から３０年目までが５名で９％、３１ 

年以上の経験者が６名で１１％、中学校では、１０年目までの経験者は 

２９名で６４％、１１年から２０年目までが２名で５％、２１年から３０ 

年目までが３名で７％、３１年以上の経験者が１１名で２４％となってい 

る。福田第二小学校ではベテラン層もある程度配置されている状況はある 

が、関宿地区の小中学校については、市内の状況と同様、経験年数１０年以 

下の教員が６０％を超えており、若返り化が図られている。 

⑤ 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、学級数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、市内１１の中学校で免許外教科教授担任許可制度を利用している。

教科の内訳は、技術科で９名、家庭科で５名、美術科で４名、国語科で１名、

英語科で３名、数学科で１名、理科で１名の合計２４名の教員がこの制度を

基に授業を行っている。 

４ 小規模校について 

① 小規模校の定義は、学校教育法施行規則第４１条の小学校の学級数によれ 

ば、「１２学級以上１８学級以下」が標準とされている。また、中学校の学 

級数についても同様とされている。このことから、一般的な小規模校とは、

標準規模を下回る１１学級以下の学校を指している。 

今年度の市内小学校における小規模校は、東部小（１０学級）、福田第一小

（６学級）、福田第二小（５学級）、川間小（７学級）、二ツ塚小（９学級）、 

木間ケ瀬小（７学級）、関宿小（６学級）の７校が該当する。中学校では、 

第二中（１１学級）、東部中（６学級）、福田中（７学級）、川間中（９学 

級）、岩名中（１１学級）、木間ケ瀬中（１０学級）、二川中（９学級）、 

関宿中（３学級）の８校が該当する。 

市内の小規模校のうち、児童生徒数の減少が著しい学校は、川間小、東部小、

木間ケ瀬小の３校があげられる。今年度５月１日現在の児童数と、５年前 平

成２４年度の５月１日現在の児童数で比較すると、川間小で５４名の減（２

５０名→１９６名）、東部小で６３名の減（３１７名→２５４名）、木間ケ

瀬小は１３２名の減（３２１名→１８９名）となる。特に木間ケ瀬小の児童

数の減少が著しく、１０年前と比較すると、児童数が４０１名から１８９名

と半数以下に減少した。 

一方、市内の小規模校のうち、児童生徒数が増加している学校もある。関宿 

小は５年前と比較すると１６名の増、岩名中は３６名の増となる。特に岩名 

中は、学区内の住宅地の開発が進み、１０年前と比較すると１３２名の増（２ 
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３７名→３６９名）となっている。 

  聞き取りで質問いただいた福田第二小学校については、今年度、５月１日 

現在の児童数は、１年生９名、２年生１４名、３年生４名、４年生６名、５ 

年生１３名、６年生１２名で、総勢５８名でスタートした。新１年生９名の 

うち、小規模特認校制度を利用しての入学は４名おり、学校全体の小規模特 

認校制度での入学者は１７名となり、全体の約３０％となっている。 

また、今年度３年生と４年生は２学年合わせても１０名のため、複式学級と 

なっているが、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。学年の進級 

により、複式解消はやや難しい状況ではあるが、児童数確保の観点から、児 

童募集を全面に打ち出したポスターやリーフレットの作成や、ホームページ 

の活用、さらに、学校見学会の実施や、幼稚園・保育所への積極的な広報活 

動などを通して、幅広く小規模特認校制度の周知及び福田第二小学校の魅力 

について発信してまいりたい。 

ここ数年において、学校、地域によって児童生徒数の推移に変化が見られて 

いる。教育委員会としては、今後もその推移に注視していくとともに、各校 

がその学校規模にあった、特色を生かした魅力ある学校づくりがより推進で 

きるよう支援していく。 

 

◎ 小室 美枝子議員 

≪質問の要旨≫ 

４ 市内幼稚園及び小中学校で使用されている手洗い用せっけんと給食室で使

用されている洗剤について 

① 昨年９月、米食品医療薬品局が１９種類の殺菌剤含有抗菌せっけん販売を

禁止したが、その後どのような対応をしたのか。 

② 調査依頼の結果から利用している種類が複数ある状況がわかった。せっけ

んの利用促進をすべきと考えるがいかがか。 

≪答 弁≫ 

４ 市内幼稚園及び小中学校で使用されている手洗い用せっけんと給食室で使

用されている洗剤について 

① 昨年９月の米国食品医薬品局（ＦＤＡ）の１９種類の殺菌剤含有抗菌石鹸

販売禁止後の対応については、各メーカーでは該当成分の切替えを行って

いるが、同時に旧製品については使用上の問題はなく、健康被害はないと

して、該当成分の切替えの対応は、あくまで消費者により安心してもらう

ための措置であると発表している。また、現在まで、該当石鹸に関して厚

生労働省及び文部科学省から、学校での使用の中止を求めるような通知は



 17 

届いていない。 

このことから、現在、市内の小中学校が使用している手洗い石けんの中で、

１校（木間ケ瀬中）はトリクロサン、２校（二中、北部中）はトリクロカ

ルバンを含有する石けんの在庫を抱えている学校があるが、特に回収等は

考えていない。ただし、在庫が無くなり次第、別な石けんを使用する予定

になっている。また、給食室で使用している洗剤については、該当成分が

含まれている洗剤を使用していない。 

② 石けんの購入については、各学校の判断によるが、アトピー性皮膚炎など 

があり、特別な配慮が必要な児童生徒がいる場合は、より低刺激性の無添 

加の石けんも購入するよう配慮している。また、インフルエンザ・ノロウ 

イルスなどの集団感染が発生した際には、保健所からは拡大予防の観点か 

ら、低学年児童でもしっかり手を洗えるよう、殺菌・泡タイプの石けん使 

用を薦められている。そのため、感染予防のために、児童生徒がしっかり 

と泡立てて洗うことができるという点を第一に考えて購入しているが、今 

後は、より環境や体にやさしい製品を選定していけるよう、関係者で協議 

してまいりたい。 

  次に給食室で使用している洗剤については、使用用途に応じて調理受託業 

者が選定をしている。 

単独調理校全１８校及び野田給食センターでは、環境に配慮し、食器や調 

理器具の洗浄をする際には、米ぬかから作られた粉石けんを使用している。 

しかし、食器洗浄機用やスチームコンベクションオーブンの機械の洗浄の効 

果を上げるため、一部合成洗剤も使用している。 

合成洗剤については、無リンで環境や手指にやさしい合成洗剤のみを使用 

しているが、今後は、調理従事者の作業状況や設備を考慮しながら、環境 

への配慮の観点から、粉石けんへの変更が可能かどうかを検討してまいり 

たい。 

 

◎ 滝本 恵一議員 

≪質問の要旨≫ 

２ 校務支援システムについて 

① システムの整備内容について 

② 情報セキュリティについて 

③ 保護者への説明について 

４ スポーツ振興について 

① 障がい者スポーツの普及・推進について 

② 体育館トレーニングルームについて 
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③ 体育館等で実施される各種教室について 

≪答 弁≫ 

２ 校務支援システムについて 

① 校務支援システムは、教職員の事務負担を軽減することにより、児童・生

徒と向き合う時間を確保し、よりきめ細やかな指導による教育の質の向上

及び児童・生徒に関する情報の一元管理によるセキュリティの向上を図る

ことを目的とし、平成３０年度の本格導入を予定している。 

  本システムは、成績情報や生徒指導情報などの個人情報に対する安全性の

確保が必要であることから、当該業務に対する意欲や資質、技術能力など、

総合的に優れた事業者を選定する公募型プロポーザル方式により実施する。

６月９日に公告し、現在、事業者を募集している。 

  本システムの導入により軽減される最も大きな点は、成績管理機能である。

現在は、通知表や指導要録、高校入試の際に提出する調査書、さらに児童

生徒の出欠等を記録する出席簿など、それぞれの帳簿を一つ一つ作成して

いるが、システムの導入により、一回のデータ入力が、それぞれの帳簿に

連動するようになることである。この他にも、校内及び市内学校、市教育

委員会でパソコン上の掲示板等を活用して情報を共有するグループウエア

機能や児童生徒の保健関係の情報を共有する機能があり、教員の事務の軽

減につながると考えている。 

② 本システムにアクセスできるパソコンは、校務用パソコンのみで、システ

ムにログインする際は、事前に登録したＩＤとパスワードの入力を必要と

するため、誰が、いつ何を使っているのかなどの履歴が残るよう管理して

いく。 

  また、システム導入後は、本システムに関係する成績情報や生徒指導情報

などの個人情報を厳格なアクセス権のもと、一元管理するようになり、既

存の教育委員会と小中学校間のネットワークを活用し、登録された拠点以

外からのアクセスはできない環境でシステムを運用するなどの情報セキュ

リティ対策を行っていく考えである。教職員の研修や啓発も、重要なセキ

ュリティ対策なので、システム導入前の研修で想定される脅威やパスワー

ド管理の重要性などについても取り入れてまいりたい。 

③ 現時点では、通知表や検診結果のお知らせなど、保護者に配布するものの

様式が変わることについて、説明が必要な学校があるかもしれないと考え

ており、状況に応じ、文書等で分かりやすく説明してまいりたい。 

４ スポーツ振興について 

① ２０２０年の東京オリンピック・パラリンピックでは、千葉県を会場とし

て、オリンピックでフェンシング、サーフィン、テコンドー、レスリング
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の４競技、パラリンピックでゴールボール、シッティングバレーボール、

パラテコンドー、車いすフェンシングの４競技が開催される。 

  千葉県教育委員会では、このパラリンピックを児童生徒に夢や希望を与え

る教育機会と考え、子供たちに国際感覚やスポーツの楽しさ、ボランティ

ア精神、障がい者への理解等を身に付けさせるため、千葉県オリンピック・

パラリンピックを活用した教育の取組方針を示し、県内公立学校における

オリンピック・パラリンピック教育の取組の推進・普及を行っていくこと

としている。 

  今年度、千葉県とＪＯＣが連携して実施する「東京オリンピック・パラリ

ンピック普及・教育推進事業」のオリンピック教室を、木間ケ瀬中学校で

開催することが決まっており、生徒がオリンピアンによる技術指導を受け、

オリンピックの経験を直接聞くなど今後に生かすことができるような学習

内容となっている。 

  なお、各学校の教員にも参観を呼びかけ、多くの学校でこの学習内容を共

有し、活用していきたいと考えている。 

② 平成２８年度の総合公園体育館のトレーニングルームの利用状況は、登録

者約２２，０００人、年間利用者４１，５３８人、１日平均１３４人の利

用者がいる。関宿総合公園体育館のトレーニングルームの利用状況は、登

録者約５，９００人、年間利用者２７，２２２人、１日平均８８人の利用

者がいる。総合公園体育館の機器のうち、エアロバイク７台は、平成２６

年５月に、ランニングマシン３台は平成２８年５月にリース契約により機

器の更新を行った。それ以外の機器は、昭和６１年から平成３年に購入し、

２８年から３０年経過している。関宿総合公園体育館の機器のうち、ラン

ニングマシン３台は平成２７年３月に、エアロバイク７台は平成２５年３

月に機器を更新し、それ以外の機器は、１２年が経過。なお、機器は、リ

ース契約である。マシンの標準耐用年数は５年、メーカーの標準使用期間

は、１２年とされており、この期間を過ぎたものでも保守点検や修理等に

より使用可能とされている。保守・メンテナンスについては、事故等の未

然防止のため、日常の動作確認や点検に加え、機器メーカー等による保守

点検を年２回実施し、現在、安全に利用できる状態となっている。機器更

新は、使用上の安全を確保するという視点を最優先に、今後の利用状況や

点検状況を基にその時期を検討したい。 

③ 総合公園体育館では、スポーツ振興事業として、４種目の教室を開催し、

延べ２５回、４５０人の方が参加した。指定管理者の自主事業として、２

種目を開催し、延べ１６回、４００人の方が参加した。このうち、１８時

以降に開催した教室は、延べ８回、１９０人の方が参加した。関宿総合公
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園体育館では、スポーツ振興事業として、延べ５５回、１，１４２人の方

が参加した。自主事業として、３６種類の教室を開催し、延べ１，１１３

回、１１，４８２人の方が参加した。このうち、１８時以降に開催した事

業は、１０教室で、延べ３０７回、２，５８４人の方が参加した。社会人

が参加できる教室の開催は、施設の稼働率からすると、２８年度の総合公

園体育館の大体育室の１８時以降の空きの時間が８３１時間、稼働率７７．

５パーセント。小体育室の空き時間が６２１時間、稼働率６６．４パーセ

ント。関宿総合公園体育館のメインアリーナでは、１８時以降の空き時間

が１，１５１時間、稼働率６８．９パーセント。サブアリーナの空き時間

が７６０時間、稼働率７２．６パーセントとなる。社会人が参加する教室

の開催は、適当な時間、時期はすでに埋まっている状況である。現在実施

している以上の教室を開催すると市民の自主的なスポーツ活動の場を狭め

てしまうと危惧する。しかし、スポーツ教室の開催は重要な施策であり、

現在の教室の見直しも含め教室の拡大について指定管理者と協議したい。 

 

◎ 小俣 文宣議員 

≪質問の要旨≫ 

１ 自然体験教育について 

① 小学校のビオトープ設置の狙いと活用状況 

② 中央小学校のビオトープの規模と内容 

③ 各小学校における校外学習の状況 

④ 魚釣りによる教育効果についてのご認識 

≪答 弁≫ 

１ 自然体験教育について 

① 平成２７年３月に策定された生物多様性のだ戦略の中で「土とみどりと水

が織りなす、暮らしのそばで生き物のにぎわいあふれる のだ」を生物多

様性の視点からみた将来像として掲げている。将来像実現に向けた取組の

一つが「ビオトープを中心にひろがる自然を学び体験する環境学習の推進」

であり、ビオトープを単なる環境学習の場として活用するだけでなく、児

童が自然と関わり、生き物とのつながりを意識し、生き物に積極的に関わ

っていくことができるようになることもねらいの一つであると考えている。

ビオトープがある学校は、清水台小学校、柳沢小学校、尾崎小学校、二ツ

塚小学校の４校で、清水台小学校では、地下水をくみ上げ、水路に流し、

夏にはホタルの放流会を、また、生活科の授業で、ザリガニ等を捕まえ観

察記録をまとめたりしている。柳沢小学校では、三つの池に水を蓄え、発

生する水生昆虫や植物の観察を行っている。尾崎小学校では、観察池があ
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り、水生植物の他、メダカやザリガニなどを観察している。二ツ塚小学校

では、池の中に鉢植えのススキを入れ、トンボやカエルの産卵や発生の観

察を行っている。このように、体験や観察等を通して、子供たちが生き物

に関心と親しみを持ち、人間と生き物は共に生きていく存在であるという

共生の心を育ててまいりたいと考えている。 

② 現在、計画段階であるが、市内在住の自然観察や環境教育にたけた方に関

わっていただき、専門的な助言をいただきながら、「人と自然の関わり、つ

ながり」をコンセプトに、「児童と自然との関わりの場」を目指し、地形に

合わせ、大きさは縦横が５メートル前後、深さ３０センチメートル程度の

池を作り、池の中は、隙間に富んだ空間、いわゆる多孔質空間を作り、生

物の育成を促進する。水源は、井戸を掘り、手押しポンプでのくみ上げを

検討している。池の中や周囲は、市内の野生生物の生息空間として、生態

系が成立するように整えていく予定である。 

③ 市内小学校では、自然体験、体育的活動、社会科見学の校外学習を行って

いる。自然体験を実施しているのは、学年別では、１年生は２０校、２年

生は１１校、３年生は８校、４年生は１３校となっている。内容は、動物

とのふれあい体験、筑波山登山などである。なお、三堀の里山自然園につ

いては、福田第一小学校が外部講師を招いて自然観察会を実施していると

ころである。また、田植えや稲刈りを小中連携で実施している学校では、

初めて田植えや稲刈りを体験する小学生と、小学校のときに経験したこと

がある中学生が一緒に活動することで、中学生は小学生にやり方を教えな

がら作業に取り組み、小学生のときとは違った体験の機会を得ることがで

きる。このように発達段階に応じた体験ができるのは、小学校での体験が

あるから成り立つものであると考えている。 

④ 魚釣りを含め体験活動は、貴重な学習である。釣り上げた瞬間の達成感や

生命の躍動感を味わうなど、自然の中で生きているものに直接触れる貴重

な機会となる。特に、親子で力を合わせて魚を釣る体験は、より良い親子

関係の構築にもつながると考えている。 

  一方で、「魚釣り」は水辺での活動であり、常に危険が伴う。学校において

は、実施について十分な検討と準備が必要となり、市教育委員会としては、

各学校の教育方針や行事計画等を勘案し、実情に応じて、助言・支援して

いく考えである。 

 

◎ 内田 陽一議員 

≪質問の要旨≫ 

10 利用しやすい図書館について 



 22 

①  現在の本の管理状況は。 

②  利用者増員へ向けての対策は。 

11 ＩＣＴ利活用教育について 

① ＩＣＴ（スマホ等）利活用教育の大切さについての御見解と現状、今後の

ＩＣＴ利活用教育は。 

12 防災教育について 

① 防災教育の重要性についての御見解と現状、今後の防災教育は。 

≪答 弁≫ 

10 利用しやすい図書館について 

①② 図書の衛生面での日常的な管理方法としては、返却時に本に挟まれてい

るものの除去、表紙についた汚れの拭き取りを行っている。また、折に触

れ、図書の扱いについては、丁寧に大事に扱っていただけるようお願いし

ているところである。この他、図書館の図書については、コーティング処

理をしており、特徴としては、エンボス加工、さらに、菌・カビを防止す

る抗菌効果のある、長期使用に耐える設計が施されているものを使用して

いる。 

利用者増員へ向けての対策として、本の消毒機については、「本に付着した

汚れや雑菌、においが気になる。」といった利用者の声が図書館に寄せられ

るようになったことを受け、設置する図書館が出てきている。近隣市では船

橋市、市川市、柏市、流山市が設置している。 

本の消毒機は、機種によって異なり、紫外線を照射し書籍を殺菌するもの（市

川市、柏市、流山市）もあれば、それに加えて本に風をあてて、ゴミやにお

いを取る機能を持ったもの（船橋市）もある。図書館を気持ちよく利用して

もらい、利用者を拡大するための一方策としては考えられるが、反面、消毒

に使う紫外線は書籍を痛めるという指摘もある。今後、公共物である図書館

の蔵書について利用者等の声を注視し、導入については慎重に検討してまい

りたい。 

アロマ噴射機については、その香りがリラックス効果を与え、集中効果を高

めるなどの効用があるようで、近隣市では、船橋市が直営館を除く指定管理

者が運営を行っている３館で導入している。先駆けて導入した神戸市立図書

館では、導入後反対意見があり、結果として、実施日数を減らしたとも聞い

ている。また、船橋市においても、においが気になる等の意見が寄せられて

おり、香りの変更をすることのようで、このようなことから、全ての方に受

け入れられる香りがあるのかどうか、導入には難しい面もあるように考えて

いる。 

本の消毒機もアロマ噴射機も利用者拡大を目指して、それぞれの考えで導入
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したものであり、野田市の図書館においても、読書手帳を導入するなど利用

者拡大への努力をしているところであり、今後は、利用者拡大につながるよ

うな施設設備についても、先進市の事例等を注視し、検証し、有効な施策を

展開してまいりたい。 

11 ＩＣＴ利活用教育について 

① 平成２８年４月に全国で実施され「全国学力・学習状況調査」の質問紙調

査において、「携帯電話やスマートフォンをもっているか」の設問で、「も

っている」と回答した野田市の児童生徒は、小学６年で６３．０％、中学

３年で８９．８％と前年度に比べて、小学６年で３．８ポイント、中学３

年で２．２ポイント増加しており、所持率が年々高まっている。全国平均

と比べても高い数字となっていることから、市教育委員会としても児童生

徒がスマートフォンの正しい使い方を学ぶ必要性を認識しており、情報モ

ラル教育を充実させることが大切であると考えている。内容としては、学

級活動や道徳、総合的な学習の時間、技術家庭科の授業や全校集会の時間

などを使って、スマートフォンの利活用について指導したり、市で契約す

る情報モラル教育サービスをはじめとした外部講師による出前授業を各学

校で実施し、「スマートフォンの使用時間を決めること」「個人情報をイン

ターネット上に載せないこと」「悪口を書かないこと」「家庭で話し合い、

ルールを作ること」などについて学習している。しかし、なかなか徹底で

きないのが「家庭でのルール作り」である。このため、各学校では、保護

者に児童生徒の出前授業への参加を呼び掛けたり、専門知識を持った講師

による保護者向けの講習会を企画したりして、児童生徒への情報モラル教

育を家庭でも行われるよう取り組んでいるところであり、今後も、家庭の

ルールは、自分の身を守るために、スマートフォンを正しく使うためのも

のであることを児童生徒及び保護者に周知してまいりたい。 

  さらに、先の議員に答弁したが、ネットいじめ防止を目的にスマートフォ

ンのアプリケーションを導入した事例があるので、その成果と課題を踏ま

え野田市での活用を検討していきたい。 

12 防災教育について 

① 文部科学省は、防災教育のねらいについて、次の３点を挙げている。一つ

は、自然災害等の現状、原因及び減災等について理解を深め、現在及び将

来に直面する災害に対して、的確な思考・判断に基づく適切な意思決定や

行動選択ができるようにすること。二つ目は、地震、台風の発生等に伴う

危険を理解・予測し、自らの安全を確保するための行動ができるようにす

るとともに、日常的な備えができるようにすること。三つ目は、自他の生

命を尊重し、安全で安心な社会づくりの重要性を認識して、学校、家庭及
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び地域社会の安全活動に進んで参加・協力し、貢献できるようにすること。

以上の３点である。自然災害の多い我が国にとっては、防災教育として児

童生徒等に必要な知識や能力を身に付けさせることは、喫緊の課題ととら

えている。 

  次に、本市の小・中学校での防災教育の現状については、昨年度の避難訓

練では、保護者、地域、消防署、警察署、他校と連携して実施した学校が

あった。例えば、七光台小学校では、３年前から地域との合同防災訓練を

実施しており、児童は各自治会から学校までの間を避難しながら登下校し、

消防団が放水を行う操法デモを見学したり、消火訓練、煙体験、ＡＥＤ講

習、簡易トイレ作成等に参加したりした。地域の方々とともに訓練するこ

とで、地域の方の顔と名前を覚えたり、児童の防災意識を高めたりする大

変貴重な機会となっている。また、合同防災訓練ではないが、岩木小学校、

第二中学校の児童生徒が自治会の避難訓練を体験している。 

  教職員の研修については、管理職とその他の教員を対象として県が開催し

ている防災授業実践研修会で、帰宅困難、避難所対応等、災害時に次々と

発生するであろう課題に対して机上でシミュレーションを行うなど、実践

的な内容となっており、各学校での防災教育に生かされている。 

  児童生徒にとって高めなければいけない力は、「危険を予測する力」と「危

険を回避する力」の二つであると考えており、各校では防災教育の計画を

立てている。 

  なお、今年度、川間中学校は、県内のモデル校として、「防災教育を中心と

した実践的安全教育総合支援事業（命の大切さを考える防災教育公開事

業）」に取り組むこととなったため、現在、地域合同防災訓練の実施や地域

の避難所開設を通した体験型防災教育を計画中である。 

  今後も、地域との結びつきを深め、児童生徒の「危険を予測する力」と「危

険を回避する力」を高めることができるよう、実践的な指導に努め、自ら

の命を守る「自助」の育成はもとより、その次の段階として「共助」の在

り方についても指導してまいりたいと考えている。 
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