
第４回一般質問会議録平成２４年３月１２日

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、初回より一問一答で行います。

まず１つ目のテーマ、公契約及び指定管理者制度における労働条件適正化についてであり

ます。そのうちの項目の１点目、本市の公契約における労働条件適正化に関する取り組み及

び現状と課題について伺います。

公契約において、1990 年代半ばぐらいから、財政難を理由に公共サービスのコスト削減や

効率化が進み、発注契約価格が大きく下がり、それによって受注先企業の経営悪化、雇用の

悪化、労働者の賃金、労働条件の低下、そしてその結果として公共サービスの質の低下が

問題となってきております。その対策として、政策目的型入札へと改革を進める自治体があら

われてきています。本市においても低入札価格調査制度や最低制限価格制度を導入し、入

札制度を改善しております。また、業務委託契約の適正な履行を事業者向けに配付すること

によって、労働条件について業者を指導しております。１つ目の質問ですが、このような入札

制度改革や文書指導の取り組みと、その効果及び課題について伺います。

発言者：小髙 忠管財部長

業務委託における制度改正と文書指導の効果についてお答えいたします。

初めに、最低制限価格制度でありますが、本市では、平成 22 年度から人件費の占める割

合が高い業務委託、例えば建物の総合管理業務委託、あるいは建物の清掃管理業務委託、

あるいは機械警備を除く警備業業務委託、あるいは学校給食業務委託、あるいは公園等総

合維持管理業務委託、あるいはその他市長が必要と認める業務委託につきまして、最低制

限価格を設定しているところでございます。この最低制限価格制度は、契約内容に即した適

正な履行の確保、労働者への適正な賃金の支払いを目的とするもので、最低制限価格を下

回る入札をした者は、その時点で失格となり排除されるという制度ですから、結果として労働

者の賃金確保について相応の効果があるものというふうに考えております。

次に、労働条件についての指導文書でありますが、業務委託契約の適正な履行についてと

いう文書を事業者向けに平成23年の８月から配付しております。その内容といたしましては、

１つ目として、労働者保護の観点から適正な労働賃金や労働時間を厳守すること、２つ目とし

て、労働者の福祉向上や事故の防止、雇用契約の締結、３つ目として、地元労働者の積極的

な雇用など９項目の内容を盛り込んでいるところでございます。この指導文書の周知方法に

つきましては、一般競争入札の広告文の中で、業務委託の履行に当たっては業務委託契約

の適正な履行についての指導文書を遵守することを記載するとともに、あわせて指導文書も



掲載をしております。このため、一般競争入札の参加者は、これらの指導項目を理解した上

で入札に参加することとなります。そして入札の結果、落札しました受注業者に対して、改め

てこの文書を配付し、これらの事項を遵守するよう指導しているところでございます。また、今

年度、業務委託の契約約款を改正いたしまして、建設工事と同じように監督職員の配置と監

督職員の責務を新たに加えております。このことから、所管部署の監督職員がこの契約約款

に基づき労働基準法や公共サービス基本法、あるいは関係法令の遵守を含めて労働条件の

履行確認を行うことにより、労働者の賃金や労働条件の悪化の防止につながるというふうに

考えております。

次に、労働条件適正化における課題でございますが、先ほどもお答えしましたように、所管

部署の監督職員が履行確認を行うこととなっておりますが、履行確認に当たっては統一的な

方法を定めていないため、確認の実施方法などにばらつきがあることも考えられます。そこで、

今後につきましては、各部署が統一的に対応できるような仕組みも必要ではないかというふ

うに考えているところでございます。

以上でございます。

発言者：中村義雄議員

その前にというか、きょうの一般質問ということで、我が党の赤間正明県会議員が傍聴に来

ているということだけ、ちょっとご紹介申し上げたいと思います。済みません。では、質問のほ

うに戻ります。

今のご答弁から、本市において入札制度改革や事業者への指導を強化することによって、

労働者の賃金や労働条件の悪化防止に相応の効果があるというふうに考えておられるという

ことであります。また、今、大事なご答弁がありましたけれども、業務委託契約において、各所

管部署が統一的に履行確認をできるような仕組みをつくると、いわゆる履行の実効性を高め

ることに大きく寄与するような取り組みをしますというようなご答弁もありました。低入札調査

制度や最低制限価格制度はダンピングの防止等が目的であります。また、文書指導によって

事業者の労働条件等についてコンプライアンスを徹底させる効果があるというふうにも思って

おります。しかしながら、今答弁にもありましたように、相応の効果を見込めるものの、労働者

の賃金を実際に確認するということは、労働者からの通報がない限りできないという問題があ

るというふうに思います。実際に本市の業務委託契約においても、賃金が千葉県の最低賃金

を大幅に下回っている恐れがあるかもしれないというようなケースもあるというふうにも伺って

おります。こういった問題を乗り越えようと他自治体でも取り組んでいる事例があります。例え

ば新宿区では 2010 年７月、新宿区が発注する契約に係る労働環境の確認に関する要綱を

制定し、条文で最低賃金に係る事項として、工事請負契約は公共工事設計労務単価の８割、

委託契約については新宿区職員の給与に関する条例における技能労務職員の初任給相当

額として時間単価 840 円を明示しています。また、労働条件を確認するために、要綱により賃



金額を明示する、また、チェックシートを活用しているという事例もございます。新宿区を初め、

自治体によっては要綱、指針といった方法で賃金を明示するなど労働条件の確保に取り組ん

でいます。

そこで質問ですが、本市において指導文書や業務委託の契約約款改正による監督職員の

配置等、現在本市が行っている、また用意している制度、ツールによって労働条件を確認す

る実効性の確保が可能なのかどうか見解を伺います。

発言者：小髙 忠管財部長

再質問にお答えします。

新宿区では要綱で最低賃金の水準額を示した上でチェックシートを活用して労働条件の確

認を行っていることについてはご質問者の言われるように私どもも承知しているところでござ

います。本市では人件費の積算について、国から示された設計積算基準や労務単価をもとに

積算していること、また、最低賃金法を遵守することを指導文書にも明示しているところでござ

います。これらの単価については、国が公表しておりますので、今後、指導文書の中に具体

的な額を示すことも考えてまいりたいというふうに考えております。

また、監督制度につきましても、制度の充実を図り、労働条件の確認の実効性についてチェ

ックシートを作成し、これに基づき確認できるよう、今後検討してまいりたいというふうに考え

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。今のご答弁の中で、既に本市が持っているツール、これに加えて、今大変前向

きなご答弁をいただいたわけでありますけれども、１つ目は、この労務単価について国が公

表しているということで、今後、指導文書の中にも具体的な額を示すことも考えていきたいと

いうこと、また、もう１つはそのチェックシートですね。12 月定例会の中にもありましたけれども、

こういった監督制度について制度の充実を図る、そして労働条件の確認の実効性についてチ

ェックシートを作成し、これに基づき確認できるように努めてまいりますというような大変前向

きなご答弁をいただきました。今、本市においては、そういった指導文書とか既に行われてい

るような入札改革の仕組みの中で、労働賃金とか公正労働基準の部分について、かなりしっ

かりと履行の確保ができるのかなというふうに思いますけれども、今言われたような、これか

ら行っていただけるようなさらなる改善策といいますか、精度を上げるような仕組みについて

早急に取り組んでいただければと思います。どうかよろしくお願いいたします。この１問目につ

いては結構でございます。



では、２点目の、本市の指定管理者制度における労働条件適正化に関する取り組み及び

現状と課題について伺います。

指定管理者においては、本市においてはモニタリングを毎年行っております。労働者の賃

金、労働条件などを確認するためにどのような方法で行っているのか、また、その効果や課

題について伺います。

発言者：小髙 忠管財部長

指定管理者のモニタリングの件のご質問にお答えいたします。

指定管理者における労働条件の確認については、モニタリングによる評価という方法で現

在実施しているところでございます。このモニタリングの評価につきましては、所管部署による

第１次評価と、税理士、弁護士、大学教授など外部有識者も構成員の一員として組織しまし

た評価委員会による第２次評価、そして評価委員会の評価結果を副市長を会長とする指定

管理者候補者選定審査会に報告しまして最終的な評価を決定するという３段階のシステムで

実施しているところでございます。そこで、ご質問の労働条件の確認でございますが、モニタ

リングの際に指定管理者から賃金台帳、労働契約書、勤務日報、就業規則等の提出を求め

ておりまして、それらの書類を確認した上で評価を行っております。また、保育園、あるいはデ

イサービスセンター、あるいは養護老人ホームなど県の指導監査が実施されている施設につ

きましては、その指導監査結果の提出を求めまして、その内容を確認しております。県の指

導監査では、法令違反、あるいは著しく適正を欠くという点が認められるときは必要な措置を

講ずることとなっておりますので、県の監査結果で指摘がなければ法令は遵守されているも

のというふうに判断もしているところでございます。

次に、そのモニタリングの効果でございますが、モニタリングの結果、例えば労働関係法令

の違反があったような場合には、まず是正勧告を行い、そして期限までに是正等を行わない

場合には指定を取り消すこともあり得ます。このように、モニタリングで労働条件の確認をす

ることにより、指定管理者の法令遵守につながるというふうに考えているところでございます。

以上でございます。

発言者：中村義雄議員

伺いました。この指定管理者制度については、前定例会の中でもＪＲ市川駅南口の図書館

とか、そういった報告書について、私も目を通しましたけれども、かなり細かくチェックも入って

いる。また、県が監督するようなものについては、さらに県のほうからも監督といいますか、そ

ういったものも入るということで、よく理解をしているところであります。この２項目めについて

も、これで結構でございます。



では、３点目の公契約条例についての本市の認識と公契約及び指定管理者制度における

労働条件審査機能の確保について伺います。

まず、公契約条例についての本市の現状と今後の取り組みについて、その見解を伺います。

そして、次に労働条件審査機能の確保について具体的な提案をしたいと思います。指定管

理者制度における労働条件審査機能の確保については、指定管理者のモニタリングとして

東京都の板橋区や新宿区などで社会保険労務士を活用して労働条件などの確認を行ってい

るとのことですが、本市においても社会保険労務士等、いわゆる労務の専門家を活用すると

いう考えはないでしょうか。実際に社会保険労務士を活用したことについて、その自治体の評

価として、社会保険労務士の専門知識、経験が一定の効果を上げているというふうに評価を

されているということであります。例えば板橋区では、５年間の指定期間の中間点で評価委員

会による評価を実施していますが、社会保険労務士による書類審査、従業員面接、ヒアリン

グの結果が労働環境の改善のみならず、受託者の再選定を行う際のプロポーザル――企画

提案書のことですけれども、その審査にも反映されているということであります。また、新宿区

では審査で指摘された問題点については、指定管理者に改善計画書を提出させて労働環境

の改善が図られています。仮に審査結果に違法性がないとしても、現在の労務管理の問題

点とともに、将来発生する可能性がある問題点についても認識できる点が評価されていると

いうことであります。総じて採用している自治体からも評価されているということもあり、本市に

おいて活用することを提案したいと思いますが、本市の見解を伺います。

発言者：小髙 忠管財部長

２点の質問にお答えいたします。

まず、公契約条例についてでございます。公契約条例につきましては、条例の制定に向け

て検討を行う団体が全国的に広がりつつあることは、私どもも十分認識をしております。本市

としましては、労働賃金を含めた労働者に関する公契約につきましては、本来、国が定める

べきではないかという問題、また、実効性の確保をどのような方法で確認したらよいかなどと

いった課題がありますので、新たに条例を制定いたしました川崎市、相模原市などに条例の

内容や効果、あるいは実効性の確保などについてどのようにしているかということについて、

来年度の早い時期に伺うとともに、その状況によりまして、今後、条例について検討委員会な

どの設置も視野に入れながら、さらに調査検討してまいりたいというふうに考えております。

次に、指定管理者のモニタリングにおける社会保険労務士の活用についてでございますが、

指定管理者制度における労働条件の審査につきましては、ご質問者の言われますように東

京の板橋区や千代田区、新宿区などでは評価委員会が行う評価を補完するものといたしまし

て社会保険労務士による審査を行っているというふうなことは私どもも承知しているところで

ございます。本市では、税理士、弁護士など外部の有識者を含めた評価委員会を設置してお

りますが、労務管理の専門家である社会保険労務士を評価委員会の外部委員に加えること、



あるいは社会保険労務士に労務審査を委託することなどについても、今後実績のある板橋と

か千代田区に赴きまして、内容を伺いながら調査検討してまいりたいと、このように考えてお

ります。

以上でございます。

発言者：中村義雄議員

ご答弁大変ありがとうございます。いわゆる労務管理の専門家である社会保険労務士を、

そういった外部の評価の制度の中に入れるとか、また、今ある仕組みの中に入れるとか、ぜ

ひ、より公契約とか、この指定管理者制度において、さらにしっかりと労働条件等の機能が確

保されるようにお願いをしたいと思います。

最後に総括的に遠峰副市長にお伺いいたします。公契約条例について、前の定例会では、

条例について検証する検討委員会の設置を検討するという答弁がありました。また、答弁の

中で、本来、国が定めるべきものではないかという問題意識を持っているということでありまし

た。しかしながら、さきに述べた新宿区の要綱は、2009 年７月１日に施行された公共サービス

基本法第 11条、公共サービスの実施に従事する者の労働環境の整備の趣旨に基づくものと

説明しているということであります。当該法律によって労働条件の整備は国だけの仕事とは、

もはや言えなくなりました。自治体が委託先との役割分担と責任を明確にしつつ、みずから適

正な労働条件の確保、その他の労働環境の整備に努めることが求められるようになったと言

えると思います。したがって、国はもとより本市においても公契約条例を制定する法的な根拠

はあると考えています。このことについて見解をお聞かせください。

また、他の課題として、履行確認の実効性確保については本市が持つツールがあります。

先ほどのご答弁でもございました。要綱や指導で賃金や労働条件の確保が可能であるにも

かかわらず公契約条例制定に他の自治体首長が制定を決断する、その理由は何か、どのよ

うに見ていらっしゃるか見解をお聞かせください。

発言者：松葉雅浩副議長

遠峰副市長。

○遠峰正徳副市長 公契約条例の法的根拠という点と、それから公契約条例を制定する理

由というようなことで２点のご質問にお答えをさせていただきます。

まず、この公共サービス基本法につきましては、公共サービスに関する基本理念を定めた

ものでございまして、国等の責務を明らかにするとともに、公共サービスに関する施策の推進

を図ることを目的とした法律でございます。この法律第 11 条では、具体的にお話し申し上げ

ますと、ご質問者のご指摘のとおり、「地方公共団体は、」「公共サービスの実施に従事する



者の適正な労働条件の確保その他の労働環境の整備に関し必要な施策を講ずるよう努める

ものとする。」このように定められているところでございます。一方、地方公共団体が条例を制

定するということの根拠につきましては地方自治法に定めがございまして、第 14 条の第１項

におきまして、地域における事務などについて条例を制定することができるとされております

ので、この公契約条例そのものの規定につきましては、この自治法の規定を適用していると

いうことだというふうに理解をしているところでございます。

続きまして、２点目の公契約条例の制定を行っている理由ということでございますが、労働

条件や賃金水準を確保するためには、公契約条例の制定によるものということが１つの方法

というふうにご理解をしているところでございます。このほかに、ご質問者のご指摘いたします

とおり、要綱や指針などを定めて実施するというところの市もあるわけでございます。そういう

ようなことから、本市におきましては指導文書などを活用して労働条件の確保に現在努めて

いるという状況でございますが、こうした中で、野田市など公契約条例を制定しているところで

ございますが、条例によりまして拘束力を期待するというようなことや、市の姿勢をアピール

するというようなこともあるのではないかな、あるいは野田市では具体的に条例の前段で、国

における法的整備を促すことも目的としている、こういう例もございます。本市といたしまして

も、労働条件の確保の方法につきまして、どのような手段が望ましいか、また、きちっと確保

が図られることを検討しているところでございますので、いましばらくお時間をいただきたいと

思います。

以上でございます。

発言者：中村義雄議員

ご答弁大変ありがとうございました。時間をということですので、これから具体的なといいま

すか、検討に入っていただけるものなのかなというふうに理解をしておきます。このテーマに

ついては以上でございます。

続きまして、２点目の子供の学力向上についてお伺いしたいと思います。

１点目の家庭学習推進に向けた取り組みについて。子供の学力向上について、家庭、学校、

地域、そして社会で連携して取り組んでいくということが大変重要であります。秋田県は学力

が高いということで有名であり、その理由に家庭学習の推進による学習習慣の確立があると

いうふうに伺っています。本市の小中学校では、学習習慣の確立のために家庭学習の推進

をどのように行っているのか伺います。

発言者：古山弘志学校教育部長

市川市の子供たちの学習意欲の向上と学習習慣の確立についてご説明いたします。学習



意欲の向上と学習習慣の確立は、新学習指導要領におきましても改訂のポイントとして挙げ

られている重要な課題でございます。市川市の小中学校におきましても家庭学習の重要性を

とらえ、さまざまな取り組みを行う学校がふえております。一例を挙げますと、10 分間掛ける

学年を家庭学習の時間の目安とし啓発を図る、家庭学習キャンペーンとして強化期間を設け

る、家庭学習の手引きを作成して配付する、学びの貯金箱とネーミングした家庭学習カレンダ

ーを作成し記録させるなど特色ある取り組みが行われております。市川市では、異校種間で、

あるいは地域と学校間などでつながりを大切にした教育の接続化を進めております。その１

つの実践として、中学校を中心に、そこに進学する小学校が集まり、家庭学習に関する共通

の取り組みを実践している例がございます。小学校、中学校が連携し、共同で「家庭学習の

すすめ」というリーフレットを作成して各家庭に配付し、意義を高めているものでございます。

これは各小学校から中学校に進学した際に、小学校の違いによる学習習慣に差が生じない

ようにするためと、小学校で身につけた学習習慣や学習意欲を中学校でも一貫してさらに伸

ばしていくことができるようにと考えたものでございます。このような家庭学習に関する市内の

各学校の取り組みを一覧表にまとめ、全小中学校に配付したことにより、２学期から同様の

取り組みを始めた学校や、24 年度から取り組む計画を立てた学校も出てまいりました。２月

末現在、小学校 39 校中 35 校が、中学校 16 校中 14 校が家庭学習に関する取り組みを行っ

ております。家庭学習を定着させることは、子供たちの学力を向上させる上で大変重要な取り

組みであると考えております。しかしながら、近年、放課後の子供たちの生活は多様化し、部

活動や習い事など時間に追われる忙しい生活を送っており、宿題や家庭学習に充てる時間

がなかなかとれない子供たちがいることも事実でございます。教育委員会といたしましては、

そのような状況も考慮しながら、子供たちにとって過度な負担にならないよう、家庭学習の内

容等も工夫し、効果的な取り組みにしていくよう周知を図っているところでございます。

以上でございます。

発言者：中村義雄議員

伺いました。本市において家庭学習の取り組みを各校で行い、また、縦横の連携を通して

自学自習の習慣づけに取り組んでいるということでありました。放課後の子供たちの生活は

多様化し、部活動や習い事など、時間に追われる忙しい生活を送っており、宿題や家庭学習

に充てる時間がなかなかとれない子供たちがいるというような答弁がありました。しかしなが

ら、時間の問題ということではなくて、子供たちが家に帰って少しでも勉強しないと何だか気持

ちが悪いな、やらないではいられない、こういった自学自習の習慣づけをどのように誘導して

いくのかということが大事なのではないかというふうに思います。いずれにしても、この自学自

習の習慣というのは、大人になっても、生涯かかってずっと必要な習慣でありますので、ぜひ

この効果的な取り組みを要望しておきたいというふうに思います。この１点目については以上

で結構であります。



２点目、子供の学力向上への学校、家庭、地域の連携による取り組みについて伺います。

放課後の学習支援について、昨年 10月には福栄小学校がコミサポ寺子屋をスタートさせる

など、各学校で取り組みが広がっているというふうに伺っております。放課後の学習支援等を

行っている学校の実施状況を伺います。

次に、学習支援推進事業を活用して教育課程外での補習的な取り組みはできないのか伺

います。

次に、学力向上を目指す上で、キャリア教育等体験活動の充実のためには、地域の方がコ

ーディネーター的にかかわっていくことが効果的ではないかというふうに考えておりますが、

本市の見解を伺います。

発言者：古山弘志学校教育部長

子供の学力向上についての地域、家庭、学校の連携にかかわるご質問にお答えいたしま

す。

基礎的、基本的な学力を高めるための方策につきましては、児童生徒、教職員等の実態を

かんがみ、各学校がそれぞれの方針を決定し実施しているところでございます。その中でも

放課後等の学習指導につきましては、夏休み中の指導も含めますと、小学校で 17 校、中学

校で 15 校が実施しております。放課後学習につきましては、小学校ではドリルやプリント等を

使って復習したり、授業でよく理解できなかったところを学習し直したりしております。また、中

学校では、主に定期試験前に学習相談会として復習を行ったり、基礎学力の定着を図ったり

しております。指導に当たりましては、中学校ではすべてを教員が行っておりますが、小学校

では、放課後に限れば４校、夏休みも含めますと８校でボランティアの方々にご協力をいただ

いております。

続きまして、本市が行っている学習支援推進事業についてご説明いたします。学習支援推

進事業は、各学校に地域の方や保護者、学校関係者から成る学習支援クラブを設置してい

ただき、そこに年間予算８万円を委託し、実施しております。学習支援クラブは各学年で学習

を進めるに当たり、より専門性が必要である場合、人的補助が必要な場合、子供たちの社会

性を高めたい場合など、学校のニーズに応じて計画的に地域の方や専門家に学習の支援を

お願いするものでございます。触れ合い活動や専門的な体験活動など、市内 55 校で年間延

べ２万人を超える方々に学習を支援していただいております。しかしながら、この授業は教育

課程内の学習支援に限っているものであり、放課後や夏休み中の補習的な学習などの支援

には適用することはできません。放課後学習を実施している各学校は、学校自体の持つネッ

トワークによりボランティアを探し、実施しておりますが、これからの学校教育におきましては、

地域との連携は欠かすことができないものととらえております。特に近年の学校教育では体

験活動が重視され、さらに、キャリア教育、環境教育、伝統や文化に関する教育など新しい内

容がふえ、教師だけでなく専門家や地域の方々の協力がさらに必要となる状況になっており



ます。学校が必要な人材を探す場合、主に教頭や教務主任が中心となって人材を探したり、

教育センターが作成している学びを支える人間ネットワーク、サポーターバンクを活用したり、

他校の先生方からの情報を活用したりしております。ただし、人材が見つかっても日程調整、

事前の打ち合わせ、当日の準備等、先生方の負担は少なくありません。そこで、ご質問にも

ございましたように必要な人材を取りまとめてくれるコーディネーターの存在が重要であり、そ

の育成に向けて取り組み始めたところでございます。今年度、第八中学校ブロックの４校でコ

ーディネーター養成を含めた学校支援システムづくりを依頼いたしました。コーディネーターに

地域人材として実際に指導に参加していただいたり、地域人材を活用した授業を参観してい

ただいたりすることを通して校長や教頭との話し合い、ボランティアとして学習にかかわるまで

の手続の確認、コーディネーターの位置づけをきちんとするための組織づくりなどさまざまな

試行錯誤を通して実用的な報告がされております。教育委員会といたしましては、モデル地

区として第八中学校ブロックの実践事例を踏まえ、他のブロックへも状況を見ながら広げてい

き、学校、家庭、地域が連携した子供たちの学力の向上に向けた取り組みを一層充実させて

いき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

伺いました。中学校地区をモデル単位として第八中学校区ということでありますけれども、コ

ーディネーター要請を含めた学校支援システムづくりに取り組んでいて、今後は他のブロック

へもコーディネーターの養成、育成を広めていくということでありました。恐らくどこの他自治体

とか、日本国じゅうのどの学校、自治体においても、やっぱりこの地域、また家庭、そして社会

で学力を向上させていく。だれもがそう思っていると思うんですが、その中のやっぱりかぎとな

るのが、このコーディネーターである。実際、あとはどういうコーディネーターをどのように育成

していくのかということの仕組みづくりといいますか、そういったものが大変になってくると思い

ます。本市におかれましては、既にそういった取り組みを進めているということですので、ぜひ

効果のある仕組みづくり、人づくりについて取り組んでいただきたいというふうに強く要望して

おきます。

それでは、３点目、全国学力・学習状況調査及び学力・学習状況調査の目的、実施、効果

についての本市の考え方について伺います。

いわゆる学力テストということでありますけれども、国のテストが４月に実施をされます。そし

て、市のテストについては１月末から２月頭にかけて行われました。それぞれがどのような目

的、実施内容で行い、どのような効果があると考えているのか伺います。また、分析結果をど

のように次の指導に活用するのか伺います。



発言者：古山弘志学校教育部長

初めに、全国学力・学習状況調査の目的と実施内容、その効果についてご説明いたします。

こちらは、文部科学省が実施する調査で、義務教育の機会均等とその水準の維持向上の観

点から、教育施策の成果と課題の検証とその改善を行うという目的で実施されております。

市川市教育委員会といたしましては、全国調査の基準における実態把握ができ、指導に生

かせる効果もあることから、調査に協力することといたしました。平成 24 年４月 17 日火曜日

に小学校 11 校、中学校９校の抽出対象校において、小学校６年生及び中学校３年生を対象

に国語、算数・数学、理科及び学習意欲等生活の諸側面に関する質問紙調査で実施を予定

しております。

次に、平成 23 年度市川市学力・学習状況調査の目的と実施内容、その効果や分析結果の

生かし方についてご説明いたします。本調査は、市川市教育振興基本計画に位置づけてあ

るように、経年で市川市全体の児童生徒の学力や学習状況の実態や各学校の課題を的確

に把握することにより教育施策の成果と課題を検証し、その改善を図り学力向上を目指すこ

とを目的としております。各小中学校におきましては、児童生徒の学力の実態や課題、学力と

学習状況や生活実態との関連等について分析したデータに基づき、指導内容、方法の工夫

改善を行うこととしております。実施に当たりましては、委託業者が調査問題の作成、採点、

集計をし、分析結果は教育委員会、各小中学校及び児童生徒へ提供されます。すべて市の

予算で実施であり、対象学年を小学校第５学年、中学校第２学年とし、国語、算数・数学の２

教科と、生活行動、学習活動についての調査を本年１月 23 日から２月３日の間に実施いたし

ました。本調査の分析結果を活用することにより、次のような学力向上へつながる効果があ

ると考えております。第１に、児童生徒１人１人に、より個に応じたきめ細かな指導を行うこと

ができること、各学級におきましては、結果の個人票をもとに児童生徒１人１人の課題等を確

認し、これからの学習における努力点や家庭学習の方法、内容等について、本人や保護者

に指導、助言いたします。そして、児童生徒自身が自己の現状を把握し、今後の学習に生か

したり、保護者が子供のすぐれているところや努力が必要なところを確認することができます。

第２に、分析結果を小学校では第５学年の後半及び第６学年で、中学校では第２学年の後半

及び第３学年での指導に生かすことができること。本年度の調査結果は、先週、各小中学校

に提供されたところで、新年度に向けて生かすことができるものと思われます。第３に、学力

向上の取り組みの見直しや指導方法の工夫、改善に役立てることができること。各学校にお

きましては、この調査結果を学校全体、学年、クラス、教科ごとに学力の傾向を分析し、課題

となった点について原因を追及し、改善するための取り組みを行ったり、研究の課題として取

り上げたりしております。教育委員会といたしましては、各小中学校において、両調査の分析

結果が生かされ、学習指導の工夫、改善や個に応じた指導の充実等、確かな学力の定着に

向けての取り組みが実施されますよう、指導や支援をしてまいりたいと考えております。また、

市川市教育振興基本計画に基づき、広く教育施策に反映させるようにしてまいります。



以上でございます。

発言者：中村義雄議員

伺いました。それでは、昨年 12 月の毎日新聞で、文部科学省が平成 25 年度の、いわゆる

学力テストの方針を決めたという記事が掲載されておりました。この内容は、生活習慣や学

習環境を尋ねるアンケートに家庭の経済状況の項目を新たに設け、経済格差が学力に与え

る影響を分析するということであります。また、２月 16 日付の千葉日報の記事で、民間のシン

クタンク調査によれば、小学校の新学習指導要領で学習内容が大幅にふえたことで、教員の

40％が児童の学力格差が大きくなったと感じ、授業についていけない子がふえたと考える教

員も４人に１人に上っているということであります。この２点から、学習内容の増加と経済格差

により子供の学力格差がより大きく開いていないか心配であります。市の学力テストのアンケ

ートについても国と同じように経済格差の分析をする考えはあるかということに対する見解、

また、学習内容の増加による本市の子供がどのような影響を受けていると実際に小学校の

教員から意見を聞いているのかどうかについて伺いたいと思います。

発言者：古山弘志学校教育部長

経済格差が学力に与える影響につきましては、平成 20 年度の文部科学省の調査におきま

して、世帯年収の高い家庭ほど児童生徒は高学力である等、経済格差が学力に影響を与え

る１つの要因になっていると分析されております。また、平成 25 年度の全国学力・学習状況

調査において、家庭の経済の状況の項目を新たに設け、経済格差が学力に与える影響を分

析することを公表しております。教育委員会といたしましては、文部科学省の調査予定がある

こと、さらに個人所得はプライバシーにかかわり差別や偏見を招くおそれがあることから、市

川市学力・学習状況調査に経済状況の差にかかわる項目を設ける予定はございません。平

成 25 年度全国学力・学習状況調査で経済格差についての結果が発表された場合には、デ

ータを市の教育格差の解消に役立ててまいりたいと考えております。

次に、本市の児童生徒が学習内容の増加によりどのような影響を受けているかにつきまし

てお答えいたします。本市の小学校５年生、中学校２年生を対象に実施いたしました児童生

徒アンケートによりますと、「学校の授業の内容はよくわかりますか」という問いに対して、「よ

くわかる」及び「どちらかといえばわかる」と回答した児童生徒の割合は、平成21年度は79％、

平成 22 年度は 82％、平成 23 年度も 82％となっております。したがいまして、学習指導要領

の改訂実施後、学習内容が増加しておりますが、調査結果から、児童生徒の理解度に大き

な影響は出ていないものととらえております。児童生徒への影響について、教員がどう感じて

いるかにつきましての調査は、これまでのところ実施してございません。今後、実施について



検討してまいります。

教育委員会といたしましては、今後とも学力・学習状況調査を継続実施し、児童生徒の生活

行動及び学習活動について調査することで、本市の児童生徒の状況と変容を把握してまいり

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

ありがとうございます。本市において、各教員が生徒の学習の理解度の状況とか、そういっ

たものをとらえているかどうか、そういうのを吸い上げるということについて検討していきたい

ということでありますので、ぜひ検討よろしくお願いしたいと思います。

また、経済格差の把握の捕捉の仕方ですけれども、国においてもしますし、また、これまで

経済格差について学者の方とかが実際にアンケートをとっているケースもあります。各家庭

の所得がどれぐらいですかと個別に聞くというのは、これは当然難しいと思いますし、そういう

ことをやっているようなアンケートというのは、そうはないのかなと思います。要はやり方だと

思いますので、やはり実際のご家庭のお子さんが、ほかのお友だちと比べて塾に行きたくて

も行けないとか、そういったことはなかなか表には出ないと思います。そういったものを、やは

り地域とか学校、また家庭――家庭といいますか全体で支えていく、社会で支えていくという

ことが大事だと思っておりますので、ぜひその点についてもよろしくお願いしたいと思います。

最後に、志水宏吉さんという方の著書の中で、学力保障とか進路保障という言葉が出てま

いります。その意味というのは、すべての子供たちが自分自身の学力を身につけ、進路を選

び取っていくプロセスを阻害するすべてのものから彼らを守っていくという願いとか決意とか、

それらの言葉には込められているというふうに書いてあります。本市においても、すべての子

供たちが自分自身の学力を身につけ、進路を選び取っていくプロセスを阻害するすべてのも

のから市川市の子供たちを守っていくという願いや決意を込めて、より一層強力にこのテーマ

について取り組んでいただけますよう要望しておきます。このテーマについては以上で終わり

ます。

続きまして３問目、放射線対策について伺います。

１点目、本市に接する海及び河川の放射線量とその影響について。本年１月のＮＨＫの報

道が大きな反響を呼びました。読売新聞等もこの調査結果について取り上げております。そ

の内容としては、大学教授らの調査によると、河川とかの放射性物質が高濃度の放射性物

質が検出されている。特に旧江戸川河口から８キロメートルのポイントが一番汚染が高く、

1,623 ベクレルパーキログラムということでありました。また、平地から川を通じて東京湾に流

れてくるセシウムは半年ぐらいで川に移動する。そして、東京湾のセシウムが最大になるの

は２年２カ月後ぐらいである。東京湾はかなり奥まっていて、放射性物質が拡散しにくいので、

この汚染は今後 10 年以上続くであろうというようなものでありました。地表に降った放射性物



質が雨等で洗い流され、河川を通じて海に流れ込んでくる。川や海が放射性物質で汚染され

ているんじゃないだろうか。魚や貝は安全で食べても大丈夫なのか。多くの人が不安に感じて

いることなのではないでしょうか。その一方で、国では河川や東京湾の放射性物質のモニタリ

ング測定を、そして千葉県では水産物の検査を行っています。結果は暫定基準値を下回って

います。その上で、国は昨年 11 月に続いて２月中旬に検査を行っております。そして、千葉

県は水産物や、その件数をふやして検査しているというふうに伺っています。

そこでポイントを絞ってご質問いたします。本市として、本市に接する海及び河川の放射線

量、放射性物質濃度とその影響についてどのように認識しているのでしょうか。

次に、本市として市民の安全、安心のために、本市に接する海及び河川の放射線量、放射

性物質濃度とその影響について市独自に調査していただきたい。見解を伺います。

最後に、検査方法について。商業レベルについては先ほど申しましたけれども、水産物につ

いては千葉県で検査を行っています。しかしながら、個人レベルにおいて採取する貝類やハ

ゼ等の魚類の検査をぜひ行っていただきたいというふうに思います。これから三番瀬の潮干

狩り、そして夏ぐらいからはハゼ釣りのシーズンとなります。子供たちが安心して水辺で遊べ

るよう、水辺の空間放射線量、水中や川底の土、いわゆる底質の放射性物質の濃度を調査

していただきたい、このことについて見解を伺います。

発言者：本島 彰危機管理監

まず、河川の放射性物質の濃度の現状でございますが、河川の調査につきましては、国に

おいて各省庁が役割を分担して広域的に調査しているところでございます。文部科学省は関

係省庁や自治体及び事業者が行っている放射線モニタリングの調査などを行うためにモニタ

リング調整会議を開催いたしまして、放射線モニタリングを確実、かつ計画的に実施するため

の総合モニタリング計画を策定しております。環境省では、この計画に基づきまして、千葉県

を含む福島県周辺の各県で河川や湖沼等において公共用水域における放射性物質モニタリ

ングを実施しております。千葉県内におきましては、公共用水域における環境基準点などで

49 地点を測定しておりまして、その水質、底質の放射性ヨウ素、放射性セシウムが測定され

ております。市川市内の点でございますが、真間川の根本水門及び三戸前橋、国分川の須

和田橋、春木川の国分川合流前、大柏川の浅間橋及び江戸川の新行徳橋の６地点におい

て、平成 23 年 11 月４日と平成 24 年２月 15 日、16 日に測定され、本市もこの調査に協力い

たしました。このうち 11 月４日に測定されました第１回目の調査結果につきましては、環境省

より速報値が公表されております。それによりますと、市川市内の河川の水質につきましては、

すべての地点で検出限界値以下だったということでございました。底質につきましては、放射

性ヨウ素はすべての地点で検出下限値以下ということでした。放射性セシウムにつきまして

は、最も高かったのは国分川の須和田橋におきまして、１キログラム当たり 2,020 ベクレルで

した。これらの結果につきましては、既に市の公式ウエブサイトで公表しているところでござい



ます。この後、２回目の調査結果につきましても、環境省により結果が公表され次第、市公式

ウエブサイト等で公表してまいりたいと思います。市といたしましては、今後とも環境省による

定期的なモニタリングによりまして市内の河川の放射性物質の状況が把握できるものと考え

られておりますから、引き続き調査に協力するとともに、その結果に注視してまいりたいと考

えております。

次に、海域でございますが、千葉県では海水中の放射性物質濃度の状況を継続的に監視

するため、平成 27 年７月から継続して海水中の放射性物質濃度のモニタリングを実施してお

ります。本年２月までふなばし三番瀬海浜公園を含む県内 21 の海水浴場において、計 136

検体の測定が行われておりますが、放射性物質は検出されておりません。県は、平成 24 年

度も引き続きモニタリングを継続していくとのことでございます。

次に、海底の底質でございますが、今後、環境省で東京湾内の調査が行われると伺ってお

りますが、現状を把握するため、本市では独自の調査を実施いたしました。調査地点は塩浜

沖、猫実川河口、あるいは猫実川沖合など３地点で行いました。その結果、放射性セシウム

134は検出下限値以下でした。また、放射性セシウム 137は１地点、猫実川河口で１キログラ

ム当たり 11 ベクレルを測定いたした。これらの調査結果につきましても、市公式ウエブサイト

で公開いたしまして、市民の皆様に広くお知らせしております。あと、ハゼとか貝などの市民

が採集することができるものの放射性物質の測定につきましては、当面、国や県、市の調査

した河川や海域での底質の測定結果を注視しながら、状況が変化した場合において、管理

者である国や県にハゼや貝の検査を要請していくなどの対応をしてまいりたいと思っておりま

す。なお、こういった状況につきましても、市民に実情をホームページ等でお知らせをしていき

たいと思っております。

以上でございます。

発言者：中村義雄議員

伺いました。これまで市独自で海のほうの海域については３地点を調査していただいて、ま

た、公表されているということであります。また、ハゼ等については、その底質をはかるという

ことで、底質の濃度と底魚の放射線量については近いものがあると、そういうようなことを見

ていこうということかなというふうに思います。そのことについて、今、海域ではしていただいて

いるということですが、河川については市独自で調査をしていただくということについてはお考

えはないのでしょうか。再度質問いたします。

発言者：本島 彰危機管理監

旧江戸川を特に考えておりますが、旧江戸川につきましても、河川の底質についても調査を



しようということで準備をしておりまして、天候のぐあいとか見ながら準備をして、一部着手し

ましたけれども、まだ、やろうということで計画を組んでおります。

以上でございます。

発言者：中村義雄議員

ありがとうございます。川についても、実際にもう調査をし始めているということであります。

これが何カ所になっていくのか、決まり次第、ぜひ市民、また周知のほうお願いしたいという

ふうに思います。この件については以上で結構であります。

では、続きまして、２点目の放射線量測定及び情報開示についての本市の考え方ということ

について伺いたいと思います。これまで市民の声を受けとめ、放射線量測定等放射線対策に

まつわる事柄について情報開示に努めてこられたということについては、私は高く評価をして

おります。そこで質問ですが、市に接する海及び河川の放射線量とその影響について、国、

県、市の情報を本市のホームページや広報を通じて市民にわかりやすく情報提供、開示して

いただきたいが、重なる部分もあると思いますが、その見解をお願いいたします

発言者：本島 彰危機管理監

放射線等に関するさまざまな測定結果につきましては、市公式ウエブサイトにおきまして、

空間放射線量初め給食、市川産の農作物などの測定結果を各分野、施設別に掲載しており

ます。空間放射線量につきましては、市民の皆様に市の状況をわかりやすくご理解いただく

ために、市内の地図に放射線量の測定値ごとに色分けをしてホームページや広報でも公表

しております。２月８日からは市公式ウエブサイトの放射線に関する情報のページを刷新いた

しまして、施設ごとの放射線低減対策の実施状況、河川等の国における環境調査の市内の

調査結果を抜粋して掲載するなど、よりわかりやすい情報提供としているところでございます。

さらにあと、メール配信とか市の公式ツイッター、いちかわケーブルテレビ、いちかわテレビの

データ放送による文字情報でも公園等の定点６カ所の空間放射線量を配信しております。ま

た、公民館などの市の施設におきましても、測定結果を掲示するなど情報提供に努めている

という状況でございます。また、「広報いちかわ」でも、これまで何度か放射能につきまして特

集を組んで、市の取り組み等についてお知らせしておりますが、最近では、３月 10 日号にも

東日本大震災から１年を迎えるに当たりまして減災特集を組みまして、その中でも市内の放

射線量地図や家庭でできる放射線対策等をお知らせしております。これからも皆様方にわか

りやすく、適宜新しい情報を提供できるように努めてまいりたいと思っております。

以上でございます。



発言者：中村義雄議員

伺いました。昨年の原発の事故から、今月でちょうど１年になるわけであります。先ほどの

いろんな報道とかでもありましたけれども、これから 10年は東京湾に高濃度の放射性物質が

堆積する。生態系や私たちの生活に大きな影響を与える可能性がある。しかしながら、これ

から先、20 年、30 年、いやもっと長く、あってはならないこの放射性物質とつき合っていかな

ければならないというふうに考えております。加藤尚武氏の著書「災害論」の中で、次のよう

にあります。技術の水準が高くなると専門家の独走の危険、すなわちテクノ・ファシズムの危

険が高くなる。これに対して技術情報を公開し、多くの国民が直接参加して決定すれば危険

が避けられるという主張がテクノ・ポピュリズムである。しかし、例えば国民投票で科学的に間

違った決定を下す可能性がある。専門的に見て正しく、なおかつ公平な公共的判断を行う可

能性を切り開くことが現代社会の最も重要な課題であるというように書いてあります。これか

ら特に大都市圏において、こういった原発、そして放射線、この問題について、今まで経験し

たことのない、そういった状況であります。専門家の中でもいろんな意見があって、どれを採

用したらいいのかなかなか難しいということであります。これから専門的に見て正しい見解を

市民に積極的に提示し、公開し、なおかつ市民との不断の対話に取り組み、公平な公共的判

断をこの市川市がどのように行っていくのか、このことについてしっかりと、さらに市川市にお

いては取り組んでいただきたい。このことを強く要望いたしまして、私の一般質問を終わりま

す。ありがとうございました。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～


