
発言者：中村義雄議員

公明党の中村義雄でございます。通告に従いまして一般質問を行います。

まず、本市児童生徒の学力及び学習意欲向上への取り組みについて。

１、全国学力・学習状況調査の結果に対する分析及び活用について、本市児童生徒の傾向

と課題及び改善策について質問いたします。先順位者への答弁が既にありましたが、本市に

おける今年度の全国学力・学習状況調査の結果は、全国や千葉県の平均正答率を上回る結

果であったということでありました。これまで、本市は国の学力・学習状況調査とは別に、市独

自に学力・学習状況調査を行うなど、単年度の児童生徒の学力の状況把握だけでなく、経年

的な把握にも努めています。加えて、各小中学校に分析のまとめや指導方法の改善とアイデ

アというものを配布し、指導の工夫と改善に生かせるようにしているということであります。平

成 25 年度の全国学力・学習状況調査の結果分析について、本市児童生徒の傾向と課題及

び改善策について伺います。また、本市の学力・学習状況調査の結果をどう分析し、どのよう

に生かしたのか伺います。

発言者：藤間博之学校教育部長

平成 25 年度全国学力・学習状況調査の結果の分析と、その生かし方につきましてお答え

いたします。

まず、平成 25 年度全国学力・学習状況調査の結果の分析の概要をお答えいたします。教

科の調査である国語、算数・数学の本市の平均正答率は、小学校、中学校ともに全国の平

均正答率や千葉県の平均正答率を上回る結果となっており、良好でございました。小学校の

調査結果の傾向といたしましては、知識、技能等、実生活のさまざまな場面に活用する力や、

多様な問題を解決するための力等が育ってきております。また、中学校の調査結果からは、

平成 19 年度と平成 21 年度の全国学力・学習状況調査の結果よりも全国平均正答率を上回

った観点が大幅にふえ、向上が見られております。このような向上が見られました要因といた

しましては、各小中学校が特に市川市学力・学習状況調査の結果を次のように生かしてきた

からだと考えております。第１に、自校の結果を分析し、児童生徒の学力や生活の状況につ

いて実態を詳しく把握したこと、第２に、教育委員会が作成し配布した分析のまとめや指導方

法の改善とアイデアを指導方法の工夫、改善に生かしたこと、第３に、児童生徒の成果と課

題を踏まえた授業づくりや校内研究を推進してきたことでございます。教育委員会におきまし

ては、今回の全国学力・学習状況調査の結果についても、今後さらに詳しく結果の分析を進

め、各小中学校で児童生徒の学力向上に向けた授業改善や指導方法の工夫、改善が行わ

れるように努めてまいります。

以上でございます。



発言者：中村義雄議員

今の答弁、今回の全国学力・学習状況調査の結果については、各小学校が市川市の学

力・学習状況調査の結果を生かしたということでありました。また、今回の全国の当該調査結

果についても結果分析をし、児童生徒の学力向上に努めていくということでありました。

再質問になりますけれども、学力向上には教員の指導力向上や、よりよい授業づくりの推

進が重要であるというふうに考えております。わかる授業、よりよい授業づくりには、教師の学

力観が大きくかかわってくると考えますが、本市においてわかる授業づくりの研究授業と教員

の指導力向上にいかに取り組み、どのように変わってきたのかを伺います。

発言者：藤間博之学校教育部長

学力の向上に結びついた各小中学校の教員の取り組み及び変容についてお答えいたしま

す。

各学校が自校の児童生徒の実態を踏まえ、問題解決型の学習や体験活動を重視したり、

生徒指導の機能を生かした授業づくりに取り組んだりしてきたことにより教員の指導力の向

上が図られてきております。また、各小中学校におきましては、若年層の教職員の研修を推

進することで、多くの教員が意欲的に研究授業等に取り組み、指導力の向上が見られており

ます。教育委員会といたしましても、学力の向上を図ることができたのは、学校訪問や指導主

事による訪問指導を通して課題の改善に向けての指導の工夫改善や、わかる授業が展開さ

れるように繰り返し指導、助言を行ってきたことによる成果であると考えております。

以上でございます。

発言者：中村義雄議員

わかりました。児童生徒の実態を踏まえて、教師の指導力の向上が見られているということ

でありました。再度の質問になりますけれども、今の答弁の中に、学校訪問や指導主事によ

る訪問指導ということがありましたけれども、では、実際に教職員に対して具体的にどのよう

な指導を行ってきているのかについて伺います。

発言者：藤間博之学校教育部長

学校訪問につきましては、県教育委員会と市教育委員会が合同で毎年市内の小中学校 14

校を訪問しております。全教員の授業を参観し、その後、県と市の指導主事が各教科ごとに

指導方法についての指導や学校が抱える教育課題の解決に向けての指導、助言を行ってお



ります。また、市の指導主事による要請訪問につきましては、小中学校や幼稚園からの要請

に応じて指導課、保健体育課、教育センター等の教科担当の指導主事が学校や幼稚園を訪

問し、指導、助言するものでございます。平成 24 年度は延べ 704 回訪問しており、そこでは

指導主事が教員の授業を参観し、１人１人の子供にやる気を起こさせる工夫や、理解度の異

なる子供への適切な支援の方法など、わかりやすい授業への改善が図られるよう具体的に

指導を行っております。

以上でございます。

発言者：中村義雄議員

伺いました。学校訪問につきましては、県市教育委員会が合同で毎年市内の小中学校 14

校を訪問しているということなので、単純には３年で１周するのかなというふうに思いますが、

全教員の授業を参観し、指導や助言を行っている。市の指導主事の要請訪問については、

要請に応じて訪問していて、昨年度、平成 24年度は延べ 704回の訪問をして、わかりやすい

授業への改善が図られるような具体的な指導を行っているということでありました。さらに、質

問でありますけれども、低学力層児童生徒の底上げの取り組みや、経済的に塾などに行けな

い児童生徒の学力向上のための支援策について、私の過去の一般質問で質問しております

けれども、低学力層の児童生徒に対する取り組みや、経済的に塾などに行けない児童生徒

の支援策の効果について伺います。

発言者：藤間博之学校教育部長

本市においては、全国学力・学習状況調査結果について、生徒数により４つの階層に分け、

正答数の最も少ない階層を低学力層としております。この低学力層の児童生徒に対する取り

組みや、経済的に塾などに行けない児童生徒の支援策の効果についてお答えいたします。

各学校におきましては、低学力層を含む全ての児童生徒の学力の向上のために、少人数

指導の工夫改善や家庭学習の習慣化の推進、また、放課後や長期休業中の補習学習など

に取り組んでまいりました。このことにより、平成 25 年度の全国学力・学習状況調査では、低

学力層の児童生徒数の割合が前回の平成 21 年度の調査の割合より、小学校の国語でおよ

そ 1.2 ポイント、算数でおよそ 0.3ポイント減少しております。また、中学校の国語でおよそ１ポ

イント、数学でおよそ 0.8 ポイント減少しており、市全体として低学力層の児童生徒数の割合

が減少し、学力の向上につながっております。今後も各学校の学力向上の取り組みを支援す

るとともに、県の新たな施策である千葉県学習サポーター派遣事業も積極的に活用しながら、

本市の児童生徒の学力向上をさらに図ってまいります。

なお、経済状況と学力の関係等につきましては、今回の学力・学習状況調査（きめ細かい



調査）の一環である保護者に対する調査として、全国から抽出された学校で実施され、今後、

結果が公表される予定でございます。教育委員会といたしましては、今後も全ての児童生徒

の学力向上のため、市の少人数指導員の活用を初め、習熟度や課題別指導等、指導形態

や指導方法の工夫や、新たに導入したＩＣＴを利用しての学習支援システムの活用など、わか

りやすい授業づくりが各学校で行われるよう指導、助言に努めてまいります。

以上でございます。

発言者：中村義雄議員

わかりました。まとめに入りますけれども、平成21年度と平成25年度の低学力層児童生徒

の比較については、市全体として低学力層児童生徒の学力向上が見られるということであり

ました。経済状況と学力の関係については、今回の全国学力・学習状況調査（きめ細かい調

査）の一環である保護者に対する調査として、全国から抽出された学校で実施され、今後、結

果が公表されるということであります。今の答弁の中でもわかりますけれども、本市教育委員

会は、このきめ細かい調査と言うものは別として、全ての児童生徒の学力向上のために指導、

助言に努めるというスタンスは変わっていないというふうに認識しております。一方で、なぜ国

が今回、この学力・学習状況調査の中できめ細かい調査、いわゆる経済状況と学力の関係

について調査を行っているのか。それについては、先順位者の質問の中にもありましたけれ

ども、子どもの貧困対策法の成立ということにも社会的な課題として象徴されるのではないか

というふうに思います。この当該法律の目的につきましては、「子ども等の貧困対策を総合的

かつ計画的に推進し、もって子ども等の貧困を解消し、子ども等が夢と希望を持って生活する

ことができる社会を実現することを目的とする」というふうにあります。家庭の経済状況によっ

て子供の将来が左右されない環境を整備するために、本市も取り組んでいくべきであるという

ふうに考えます。全児童ひとしくということは当然でありますけれども、自分の夢に向かってス

タートラインに立つことすらままならない子供たちがいる。そういった子供たちについて、きめ

細かい状況把握と適切な指導を行うことを強く要望して、このテーマについては以上で終わり

ます。

続きまして、(2)ＩＣＴの利活用について、ア、イ、ウまとめて御質問いたします。

本年６月に閣議決定された日本再興戦略において、「2010 年代中に１人１台の情報端末に

よる教育の本格展開に向けた方策を整理し、推進するとともに、デジタル教材の開発や教員

の指導力の向上に関する取組を進め、双方向型の教育やグローバルな遠隔教育など、新し

い学びへの授業革新を推進する」との記述があります。一方で、本市においては、昨年度、こ

としの３月ということになりますけれども、ＩＣＴ機器の更新を行うとともに、学習支援の導入を

いたしました。先日、ＩＣＴ機器を活用した小学校の授業を見学してまいりました。国語辞典の

秘密を知ろうというようなことで、ＩＣＴ機器を使った授業をされて、見受けるに、いわゆる若い

教員の方がかなり熱心に見学というか、勉強に来られておりました。その中に私も一緒に見さ



せていただいたんでありますけれども、先日、そういうのを拝見いたしまして、確かにＩＣＴを利

活用した教育というものは今後の教育を左右するという印象を強く受けました。

そこで、ア、本市のＩＣＴ利活用の目的について、イ、本市のＩＣＴの利活用の現状について、

[1]ハード面における各学校への整備状況、[2]ソフト面における各学校への導入状況、そして

ウ、本市のＩＣＴ利活用の課題及び目標の数値化について、まとめて伺います。

発言者：藤間博之学校教育部長

初めに、ＩＣＴ利活用の目的についてお答えいたします。

社会の情報化が急速に進む中、学校の情報化を推進し、児童生徒に確かな情報活用能力

を身につけさせることは、学校教育における重大な課題の１つであると認識しております。そ

のため、本市におきましては、平成 25 年３月にＩＣＴ機器の更新を行うとともに、学習支援シス

テムの導入を行いました。ＩＣＴの活用により視覚に訴えたわかりやすい授業を効率的に展開

できることから、児童生徒の学習意欲や基礎学力の向上が期待できます。また、情報を収集、

整理して自分の考えをまとめ、発信する情報活用能力を培うこともできることから、学習活動

において積極的に活用するよう啓発に努めているところでございます。

次に、本市のＩＣＴ機器の整備状況でございますが、学習用兼校務用パソコンを各教職員に

１人１台配付したほか、児童生徒の学習用パソコンをコンピューター室に40台、図書室に５台

導入いたしました。さらに、書画カメラや電子黒板機能つきプロジェクターなどの機器も学校

規模に応じて配置いたしました。また、ソフトウエアといたしましては、学習支援システムを導

入しております。このシステムには、学習に役立つ画像資料、映像資料、文書資料等のデジ

タル教材や学習プリント等が組み込まれており、必要な部分のデータを取り出し、テレビ画面

やプロジェクターで大きく映し出し、提示することができます。また、書画カメラや電子黒板機

能つきのプロジェクターと併用すれば、表示された資料に書き込みを行うことも可能となること

から、児童生徒が発表を行う際にも活用でき、プレゼンテーション能力の向上を図ることもで

きます。さらに、習熟度に応じてドリル教材を活用することで自主学習を行うこともできます。

書画カメラ、電子黒板機能つきプロジェクターなどのＩＣＴ機器を活用した授業後の児童生徒に

行ったアンケートでは、学習にやる気が出たと回答した児童生徒の割合が 86％、学習に役立

つと回答した割合が 90％に達しており、学習支援システムの利用についても 83％の児童生

徒が学習がわかりやすいと回答するなど、ＩＣＴ活用の有効性を示す結果となっております。

次に、ＩＣＴの利活用の今後推進する上での課題でございます。教職員１人１人がＩＣＴ利活

用の有効性をしっかりと理解した上で、授業で日常的に活用できるようにしていくことが喫緊

の課題であると考えております。そのため、教育委員会では、ＩＣＴ利活用の有効性や活用方

法、他市での先進的な実践について積極的に学校へ情報提供を行うとともに、全教職員にＩＣ

Ｔ利活用に必要な基本的な活用技術を習得させるため、研修会を計画的に実施しており、今

後も継続していく予定でございます。



また、確かな学力の育成に資する活用方法について研究を推進することも重要と考えてお

ります。そのため、本年度はモデル校６校において実践的研究に取り組んでおりますが、次

年度も研究校を募集するとともに、情報教育研究員会議を活用し研究の推進を図ってまいり

ます。さらに、学習支援システムはインターネットを活用することで、家庭でも利用しての学習

が可能であることから、今後、活用に向けての課題について検証を行ってまいりたいと考えて

おります。いずれにいたしましても、児童生徒の発達段階に即したＩＣＴ機器の活用を積極的

に行ってまいります。

以上でございます。

発言者：中村義雄議員

課題についてわかりました。課題として、教員のＩＣＴ利活用能力のアップや学習支援システ

ム活用についての検証を行っていきたいということでありました。学習支援システムについて

は、インターネット経由で家庭でも学習ができるという仕組みもついているということでありま

す。私も過去の一般質問で御提案いたしましたけれども、杉並区の学校でも同じようなプリン

トを、自分のペースに合ったものができるようなものを導入している。それは大変効果的であ

るということで、それについても本市も導入をしている。ただ、今はまだその活用の段階まで

は至っていないということでありました。この仕組みにつきましては、児童生徒個々に合った

自学をスピード感を持って行える大変効果的なシステムであるというふうに思いますので、早

急な検証と活用をお願いしたいというふうに思っております。

そして、再質問になりますけれども、今後の取り組みについて、目標の数値化及び具体的

なスケジュールというものをしっかりと策定することが、やはり必要であるというふうに考えま

すけれども、どのようになっているのか伺います。

また、平成 26 年度、文科省の概算要求に情報通信技術を活用した新たな学び推進事業と

いうものがあるというふうに伺っておりますけれども、そういった国の事業に積極的に応募す

べきというふうに考えておりますけれども、見解を伺います。

発言者：藤間博之学校教育部長

初めに、今後の目標及び具体的なスケジュールについてお答えいたします。

ＩＣＴ機器や学習支援システムにつきましては、今年度活用を開始したばかりであり、活用上

の効果や課題につきましては、モデル校６校、協力校１校において、今後、アンケート調査な

どにより検証を行ってまいります。その結果を分析した上で、次年度以降、授業での活用頻

度や教職員のＩＣＴ機器活用能力などに関する目標の設定を予定しております。

次に、平成 26 年度文部科学省情報通信技術を活用した新たな学び推進事業への応募に



ついてお答えいたします。現在はＩＣＴ機器や学習支援システムが導入された直後であり、次

年度、全校で校務支援システムの活用もスタートさせることから、現時点では、今回導入しま

した機器とシステムを有効に活用することに重点を置きたいと考えております。しかしながら、

文部科学省の進める事業の動向につきましては、今後とも注視してまいりたいと考えておりま

す。

以上でございます。

発言者：中村義雄議員

まとめに入りますけれども、今の御答弁を伺いました。今後の取り組みについては、モデル

校、協力校の検証を行い、次年度以降、授業での活用頻度、教職員のＩＣＴ機器活用能力な

どの目標設定を予定しているということであります。次年度以降、速やかな目標設定を強く要

望しておきます。

また、文科省の事業への応募については、まだ応募できる体制が整っていないのかなとい

うような印象を受けました。もちろん概算要求段階でありますので、この事業がそのまま予算

案に残るということは限りませんけれども、しかしながら、本市の厳しい財政状況に加えて、Ｉ

ＣＴ関連事業というものは、一般的に多額の予算が必要になるというふうに思います。である

ならば、やはり一般市が単独で予算措置するということは難しいのかなというふうにも考えて

おります。したがいまして、国の事業に積極的に手を挙げていかなければ大きく乗りおくれて

しまうということを危惧しております。今後、このＩＣＴの利活用につきまして、スピードアップし

ていただきたいことを要望して、この(2)のテーマについても以上で結構であります。

それでは、(3)市長は本市児童生徒の学力及び学習意欲についてどのように認識している

か。また、今度どのように取り組んでいかれるのか所見を伺います。

市長は、やはりみずからこの学力向上に向けたどのような認識をされているのか、ぜひお

聞きしたいというふうに考えておりますけれども、所見を伺います。

発言者：藤間博之学校教育部長

初めに、本市の児童生徒の学力及び学習意欲についての認識についてお答えいたします。

本市の小中学校の児童生徒の学力状況につきましては、学力・学習状況調査等の結果か

ら順調に向上しており、まだまだ伸びる資質を持つ子供たちであると思われます。また、学校

を訪問し教室に入りましても、学習に集中する子供たちの姿が多く見られ、その意欲の高さが

感じられます。さらに、家庭、学校、地域と連携した取り組みも子供たちに反映され、着実に

成果として実を結びつつあります。これらのことから、今後に十分期待が持てる状況にあると

認識しているところでございます。



続きまして、今後の教育委員会としての取り組みでございますが、各学校のそれぞれ工夫

した取り組みを大いに認めるとともに、現在実施しておりますさまざまな施策について点検と

評価を行い、改善を加えるとともに、さらに充実したものとしていきたいと考えております。

最後に、将来を担う子供たちのために、家庭、学校、地域と連携し、知育だけでなく徳育、体

育にも全力で取り組んでまいります。

以上でございます。

発言者：中村義雄議員

伺いました。教育委員会学校教育部の本当に力強い姿勢について、よく理解いたしました。

その上で、やはり市長がこの市川市の教育政策、また、なかんずくこの学力向上について、

ぜひさらに進めていただきたいというふうに思っております。ぜひ市長の御見解を伺いたいと

思います。

発言者：大久保 博市長

本市の教育方針等については、５名の教育委員の方々、とりわけ常勤職で教育委員会の

事務執行責任者でございます田中教育長に全幅の信頼を置いているところでございます。し

たがいまして、田中教育長とは、日ごろより市川市の教育について意見を交わしているところ

であります。学力向上につきましても、今後さらに向上させたいと私は、やはりそう考えており

ますので、次の市長選挙の政策にも掲げてまいりたいというふうに思っております。

ただいま学力向上策ということで御質問いただきましたけれども、子供の成長というのは学

力だけではなくて、やはり知、徳、体とバランスよく育てることが肝要であると考えております。

そのために必要と考える財政面の手当てというものはしっかりと行ってまいりたいというふう

に考えております。

以上です。

発言者：中村義雄議員

市長、御答弁、大変にありがとうございます。今の御答弁の中で、本市の教育方針等につ

いては、田中教育長初め教育委員に全幅の信頼を置いているということでありました。そして、

学力向上策については、市長の２期目の政策に掲げたい。財政面についても、必要と考える

ものはしっかりと行っていきたいという大変力強いありがたい御決意を頂戴いたしました。私

は、やはりこの教育委員会の意義というものを考えると、市長が教育委員会、とりわけ教育長



初め教育委員のメンバーにしっかりと信頼をされているということが、やはり教育が正しく振興

していく上で大変重要な要素になってくるというふうに思っております。その上で、財政面の部

分とかを考えますと、やはり市長が市民に対して、この市川市の子供たちのために教育をこ

のようにやっていくとか、学力向上についてはこのように取り組んでいく、そういった明確な、

やはり力強い御姿勢というものが市に、また市民に対して物すごく大きな夢、また希望を与え、

また安心感を与えるというふうに考えております。２期目ということで、教育推進について、ぜ

ひ進めていただきたいということを重ねて要望いたしまして、この点についても以上で終わり

ます。どうもありがとうございます。

それでは、続きまして、次のテーマの小学校区防災拠点体制整備の推進について、小学校

区防災拠点体制整備の経緯と現状及び課題について、アの当該体制の経緯について御質

問いたします。

小学校区防災拠点体制については、平成 20 年度に拠点構想を見直して、平成 21 年度の

防災会議で承認をされて、現在の構想で取り組んでいるというふうに認識をしておりますけれ

ども、ここで改めて小学校区防災拠点体制整備と現状及び課題、当該体制の経緯について

伺います。

発言者：古賀正義危機管理監

小学校区防災拠点体制整備の経緯についてお答えいたします。

防災拠点体制は、以前、市内を９地区に分け職員を配置する体制をとっておりましたが、い

ち早い被害状況の把握や情報連絡等を行うためには、担当する地域が広く避難者への情報

発信や支援の開始に時間がかかるなどといった課題があったことから、平成 21 年度に小学

校区を単位とする防災拠点体制へ移行するとともに、拠点近くに居住する職員を防災拠点要

員として配置し、防災拠点体制を再構築したところでございます。このように、防災拠点を小

学校区単位としたことで防災拠点要員の行動範囲が狭まり、担当地域内のさまざまな震災応

急対策が推進しやすくなったことや、平常時からＰＴＡや自治会の方などの活動を通じて防災、

減災にとって重要な顔の見える関係をつくりやすくなったことなどから、より災害時に円滑に

機能する体制とすることができたものと認識しております。この小学校区防災拠点は、震度５

弱以上を観測した場合に、あらかじめ指名された防災拠点要員が参集、開設し、小学校区内

の被害状況や避難者数の把握、一時避難者への対応、避難所開設の支援、災害対策本部

への物資等の要請、連携、広報活動等多くの業務を担っておりますが、これらの拠点での活

動を全て市職員のみで行うことは、本市が想定している東京湾北部地震という大地震の被害

の状況のもとでは容易でないと考えており、体制の強化が喫緊の課題であると認識している

ところでございます。このような課題に対応するため、本市といたしましては、ふだんからさま

ざまな活動をしているＰＴＡ、自治会、民生委員などの地域の皆様に協力をいただくことが非

常に重要であり、万が一の際には、日ごろから取り組んでいる地域の活動の延長上で防災



拠点の構成員として活動していただけるよう組織づくりが必要でありと考えております。この

組織は、小学校区防災拠点協議会として、市川市地域防災計画（震災編）に位置づけており、

現在は小学校区防災拠点体制に賛同していただいた百合台小学校区、新浜小学校区、南小

学校区、八幡小学校区の４カ所で立ち上げが完了しております。

以上でございます。

発言者：中村義雄議員

アの当該体制の経緯について伺いました。この点については、これで結構であります。

では、次にイの小学校区防災拠点の整備状況について伺いますが、次に、小学校が防災

拠点ということになると、学校施設の防災機能について、防災倉庫の整備や備蓄等の充実が

図られているかどうかということが大切であるというふうに考えております。整備状況、そして

どのようなものを備蓄しているかについて伺います。また、その中でも、災害時はトイレも使え

ないということが考えられますけれども、避難者が十分に使えるトイレは用意できているのか

について伺います。

発言者：古賀正義危機管理監

小学校の備蓄についてお答えいたします。

本市では、防災拠点となる市立小学校 39 校に避難される方々のために、敷地内の防災倉

庫等に食料及び生活必需品、資機材を備蓄しております。基本的な内容といたしましては、

プールの水等を飲み水にかえるための浄水機が１台、調理に使用する炊き出し用の釜が一

式、簡易トイレが 50台及び組み立て式トイレが１台、体育館等の床に敷いて使用するクッショ

ン性、保温性の高い災害用マットが 20 枚、長期保存可能な食料として備蓄用クラッカーが約

1,000 人分、女性の着がえや授乳等として使用できる簡易テントが２張り、避難者の体温管理

や寝具等として毛布が 100 枚と、薄くコンパクトで保温性が高く、毛布としても使用できるアル

ミシートが 100 枚などとなっております。なお、市立中学校 16 校にも小学校と同様に備蓄をし

ております。

次に、避難者のためのトイレに関する御質問にお答えいたします。避難所生活では、避難

者の健康面等においてトイレ対策はとりわけ重要と認識しており、発災直後は飲料水確保等

のため、まず、水洗トイレの使用を禁止し、備蓄している簡易トイレ及び組み立て式トイレを必

要に応じ防災倉庫から搬出し、避難者等に使用していただく計画でございます。また、トイレ

の設置場所につきましては、小中学校等の施設管理者と建物の被災状況や避難者数等から

考慮して、協議の上定めることとしております。

以上でございます。



発言者：中村義雄議員

備蓄の内容についてはわかりました。トイレの設置場所について、小中学校等の施設管理

者と被災状況や避難者数等を考慮して、協議の上、定めるということでありました。再質問に

なりますけれども、学校施設が拠点になるということで、やっぱり児童生徒のことが心配にな

ります。児童生徒の非常食の備蓄について、防災倉庫内のものとは別に整備する必要があ

るというふうに考えますが、見解を伺います。

発言者：藤間博之学校教育部長

児童生徒の非常食の確保についてお答えいたします。

児童生徒が学校において非常食を要する場面を想定いたしますと、基本的には保護者が

引き取りに来るまでの間となります。その場合、避難してきた地域住民と同様に校内で過ごす

こととなるために、一避難者として防災倉庫にございます非常食を児童生徒にも提供し、対応

することとなっております。

以上でございます。

発言者：中村義雄議員

児童生徒についても近隣の、いわゆる一般の避難者の方々と同じにする。いわゆる同じ避

難民だからという平等論から来る御答弁だというふうに思います。しかしながら、災害の程度

によって、また、その発災した時間帯とかその経過によって対応というのは多様になるという

ふうに私は考えます。例えばの例ですけれども、午前中で授業中であって、そのときに発災し

て、ただ、給食は用意できないとか、そういったときにどうするのかとかいうことがあると思い

ます。すなわち災害対策本部の指示を待たなくても、学校の施設管理者の判断で柔軟に児

童生徒に非常食を与えられるような、そういう体制をとっておくという考え方は、決してこれは

平等というよりも公平性というか、そういった観点からすれば妥当ではないかというふうに考

えております。今後、単なる平等論ではなくて、合理性の視点から、児童用、生徒用の備蓄の

整備を要望しておきたいというふうに思っております。この点についても以上で結構でありま

す。

次の、ウ、市防災拠点要員、防災拠点協議会及び学校の取り組み状況と課題について伺

いますが、３・11 の教訓を踏まえ、小学校区防災拠点協議の構成員となる市防災拠点要員、

防災拠点協議会及び学校の取り組み状況と課題について伺います。特に防災拠点協議会に

つきましては、先ほどの御答弁にもありましたけれども、４校しかない。なぜまだ４校のみしか

立ち上がっていないのか、それについて市の認識を伺います



発言者：古賀正義危機管理監

答弁の前に、１件訂正をお願いしたいと思います。先ほどの小学校区の発言の中で、南新

浜小学校と答えるべきところ、南小学校区というような形で言いましたので、南新浜小学校区

と訂正をお願いいたします。

発言者：古賀正義危機管理監

私のほうから市防災拠点要員と防災拠点協議会の課題についてお答えいたします。

市防災拠点要員につきましては、平成23年３月 11日の東北地方太平洋沖地震を契機に、

参集基準を震度５強から震度５弱に見直しました。このことにより、これまでと比べ、１段階規

模の小さい地震に対しても各防災拠点等へ参集して情報収集を開始することとなり、より迅

速な対応ができるよう体制を整えることができたと考えております。また、本市では、防災拠

点への参集訓練を平成 23 年度から実施しておりますが、訓練では、防災拠点要員が実際に

自宅から小学校へ参集し、小学校に整備している無線を使用した災害対策本部への報告と

防災倉庫の確認を行っており、防災拠点参集後の基本的な流れや施設の位置関係、機器類

の使用方法を学ぶなどの内容で実施いたしました。また、平成 24 年度の参集訓練では、平

成 23 年度の内容に加え、一時避難場所及び避難所予定施設として協定を結んでいる県立

高校への協力を呼びかけ、小学校へ参集した後、小学校区内の中学校、高等学校へも分か

れて移動し、施設の確認等を行い、無線で災害対策本部へ報告するといった内容で実施い

たしました。本年度実施する予定の訓練は、参集訓練を通じて災害時の実践的な内容を実

施することで職員の災害への対応力の底上げとなるよう計画しており、発災を見据えた実効

性のある体制となるよう引き続き取り組んでまいります。

次に、防災拠点協議会についてですが、さきにお答えしたとおり、現在、４つの防災拠点協

議会が立ち上がり運営しております。この防災拠点協議会では、定期的に会議を開催し、顔

の見える関係を構築しながら、防災、減災活動を行い、また、訓練を企画、実施しております

が、他の拠点につきましては、防災拠点協議会への理解と参加者の選出、立ち上げの合意

等に時間を要しているものと認識しております。いずれにいたしましても、地域の自助、共助

を育むためにも、また、地域が災害時にみずから率先して活動できるようにするためにも、行

政が主導して運営する協議会ではなく、構成員が自立して運営することのできる防災拠点協

議会の立ち上げが重要であるものと考えております。

以上でございます。



発言者：藤間博之学校教育部長

続きまして、私からは学校のかかわりについての御質問にお答えいたします。

災害発生時において学校として最優先に行うことは、当然のことながら、児童生徒の安全確

保でございます。また、児童生徒を安全な場所に避難誘導することに加え、特に震度５弱以

上の震災の場合や通信手段が寸断された場合等は保護者の引き取りによる下校が原則とな

るため、教職員がその対応に追われることとなります。そのような中、学校は防災拠点、中学

校は避難所として指定されているため、災害種や規模により多少の差異はありますが、近隣

住民の避難者の受け入れを行う必要がございます。基本的に避難者の対応につきましては、

市防災拠点要員が行うこととなっておりますが、日中においては担当の市防災拠点要員が学

校に到着するまでの間、教職員が行うこととなります。そのため、各学校では災害対応マニュ

アルで避難者受け入れの担当教職員を明示するなど、教職員が初期段階における対応がで

きるように受け入れ体制を整えているところでございます。また、夜間や休日等につきまして

は、学区在住の市災害拠点要員のリーダーが学校をあけて避難者の受け入れ等の対応など

ができるような体制づくりが整っております。これら一連の体制づくりに当たっては、学校と市

防災拠点要員との連携を一層スムーズに行えるよう、毎年、市防災拠点要員の参集訓練が

行われ、配置となる学校の施設確認を行うとともに、学校の管理職との顔合わせなども行っ

ております。

続きまして、学校と防災拠点協議会とのかかわりについて御説明いたします。防災拠点協

議会については、地域全体の災害対応を目的とするため、構成員には教職員は含まれてお

りませんが、災害対応時に施設や設備の利用が想定されることから、学校の協力が不可欠

な面もあると認識しております。そのため、防災拠点協議会への学校のかかわりにつきまし

ては、所管課からの依頼を受け、教育委員会もかかわり、学校長会と協議する中で、今後も

対応してまいります。いずれにいたしましても、防災拠点の軸となる市防災拠点要員、防災拠

点協議会、学校のそれぞれの役割を明確にしつつ、３者が情報を共有し合い、今後も連携強

化を図ることが大切との認識から、教育委員会といたしましても、そのパイプ役として努力し

てまいります。

以上でございます。

発言者：中村義雄議員

わかりました。参集訓練というものがありますけれども、これについては、より具体的で高度

化してきているなというような印象を受けました。小学校区防災拠点の取り組み状況と課題に

ついてはおおむね理解をいたしましたけれども、より実効性のある体制を構築するためには、

防災拠点協議会というものをどういうふうにしていくのか。自立型ということで言葉がありまし

たけれども、ただ、やはりこの防災拠点協議会というのは、自治会、またＰＴＡ等ありますけれ



ども、学区によっては自治会がまたがっていたりとか、なかなか簡単には一くくりにはできない、

そういったことはあります。そういった中で自立といいますけれども、では、できるかというと、

やはりいろんな課題があると思います。そこで、いまだ自立型というふうにはまだなっていな

いこの防災拠点協議会について、どのような取り組みを行っていくのか伺います。

発言者：古賀正義危機管理監

再質問のほうにお答えいたします。

今後の取り組みといたしましては、39 の防災拠点全てで防災拠点協議会を立ち上げ、その

中からできる限り自立型の防災拠点協議会が創設されることを目指して、市防災拠点要員、

自治会、学校職員を一堂に会した仮称全体小学校区防災拠点協議会を年度内に開催する

予定でございます。この全体協議会に参加していただくため、本年５月に開催された自治会

連合協議会総会において、全ての自治会から小学校区ごとに２名ずつ登録していただくよう

名簿の提出を依頼しましたが、中には幾つかの小学校区にまたがる自治会もあり、要員の確

保が難しいことなど、市が提案している防災拠点体制に疑問を持ち、再度の説明を希望する

自治会も多く、現在、各地区へ出向いて詳細に説明しているところでございます。いずれにい

たしましても、本市としましては、本年度開催する予定の全体協議会において、防災拠点体

制について丁寧に説明し、賛同していただいた地域から自立型の防災拠点協議会が立ち上

がるように推進、支援してまいります。

以上でございます。

発言者：中村義雄議員

わかりました。今年度中に全体小学校区防災拠点協議会というものを実施して、全体の中

で丁寧な説明、理解を求めていくということでありました。確かに、まずはやはり丁寧な説明を

していくということが大事になってくるかなというふうに、その点については理解をいたしました。

防災拠点体制についてはこれで結構でありますけれども、この体制を実効性あるものにする

というためには、さまざまなケースを想定したシミュレーションを行う必要があると思います。

本市は防災拠点要員行動マニュアルや避難所マニュアルを作成しているというふうに聞いて

おります。当該マニュアルもさまざまなケースに対応したものでなければならない。随時修正、

更新をしていくようなことをしていかなければいけないというふうに考えますが、本市の考え方

を伺います。

発言者：古賀正義危機管理監



取り組みについてお答えいたします。

本市といたしましても、災害対策には一定の不確実性が伴うものと認識しており、さまざま

なケースを想定したシミュレーションを行っていくことについては重要と考えております。既に

本市では小学校区で防災拠点体制を推進させるため、防災拠点についての概要から詳細な

活動内容までをわかりやすく説明した防災拠点要員行動マニュアル及び被災者による避難

所運営が早急に可能になるよう、開設、運営、閉鎖までの流れを示した避難所マニュアルを

策定しておりますが、このマニュアルをさまざまなケースを想定して、例えば発災時期や時刻

を変えてシミュレーションするなどして、真に活用できるマニュアルに完成させてまいりたいと

考えております。具体的には市が作成したマニュアルについて、防災拠点協議会において地

域の方々の意見を取り入れながら、各地域の特性に合わせて共通の認識を持って検討を重

ねるとともに、防災訓練等を通じ検証し、必要に応じて見直すことを想定しております。このよ

うな方法を通じて、拠点体制も実効性が伴ってくるものと考えております。

以上でございます。

発言者：中村義雄議員

わかりました。現在のマニュアルを地域の特性に合わせて修正していく、その必要性につい

て認識されているということには安心をいたしました。ここまででこのエの[1]までが終わるわ

けですけれども、続きまして、[2]の定期的な実地訓練の開催について質問いたしますけれど

も、より実効性のある体制としていくためには、現在、自治会単位で行われている現在の防災

訓練の形態について、小学校区ごとに転換していく必要があるというふうに考えますが、見解

を伺います。

発言者：古賀正義危機管理監

小学校区単位の訓練の実施につきましては、自治会連合協議会の防災と防犯を担当する

安心まちづくり部会の中でも毎年実施している地区連合単位での防災訓練にかえて実施す

ることを提案させていただいております。御質問のとおり、各小学校区で所属する自治会等が

集まり、顔の見える関係の中で定期的な訓練を行うことは、防災拠点体制を進めていくに当

たって非常に重要であります。共助をより強固にできるものと考えておりますので、実施に向

けた準備を進めてまいります。

以上でございます。

発言者：中村義雄議員



それでは、まとめに入ります。今の御答弁で、各小学校区単位で定期的な防災訓練の実施

に向けた準備をしていくということでありました。今般の質問を通して小学校区防災拠点体制

を実効性あるものにするために重要なことは、[1]防災拠点要員、防災拠点協議会、そして学

校の連携強化、[2]マニュアルを各地区の特性に合わせ修正していく、[3]そして各小学校区

単位で防災訓練を実施するということであると思います。学校教育部からは、学校も連携強

化を図るためにパイプ役として努力するという力強い御答弁がありました。防災拠点協議会

につきましては、本年度開催する予定の全体拠点協議会で丁寧に説明し、賛同した地域から

自立型の防災拠点協議会が立ち上がるように推進していくということでありました。私の地元

の南行徳地域の自治会も、当該協議会を立ち上げていこうという機運が高まっているように

感じております。私も一市民、また、１人の父親として、実効性ある防災拠点協議会づくりに参

加し、災害から地域住民、児童生徒、また、広く避難者について命を守るために取り組んでい

きたいというふうに考えております。

以上で私の一般質問を終わります。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～


