
発言者：中村義雄議員

おはようございます。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。

まず最初に、学力向上施策についてということでお伺いいたします。

１点目につきまして、全国及び本市の学力・学習状況調査結果から見た低学力層児童生徒

に関する傾向と分析結果について伺います。現在、学力向上が大きな課題となっておりまし

て、国初め各自治体が取り組みを進めております。公教育におきましては、全ての児童生徒

が確かな学力を身につけるということが重要であり、それが公教育の使命であるというふうに

考えております。最近、自治体によっては取り組んでいるんですけれども、通常の授業ではつ

いていけない、いわゆる低学力層児童生徒たちに手が届いていないんじゃないか、そういう

低学力層児童生徒に効果的な支援の手を入れて底上げを図っていく必要があるという指摘

もございます。本市におきまして公教育の一層の充実、公教育の質を高めるための取り組み

について、今後議論してまいりたいというふうに思っております。

そこで質問ですけれども、いわゆる学力テストについて、本市は全国及び市の両方を実施

しておりますけれども、まず前提として、本市において低学力層をどのように定義しているの

か。また、低学力層について生活行動、学力の相関関係、生活行動の特徴等、どのような傾

向があると捉えているのか。また、分析結果について伺います。

発言者：藤間博之学校教育部長

全国及び本市の学力・学習状況調査結果から把握しております低学力児童生徒の傾向と

分析結果についてお答えいたします。

御質問にございました全国学力・学習状況調査につきましては、平成 24 年度は抽出調査

のため市川市全体のデータがございません。このことから、市川市学力・学習状況調査の結

果をもとにお答えさせていただきたいと思います。教育委員会におきましては、市内全小学校

５年生と中学校２年生の国語、算数・数学の２教科及び生活行動と学習意識調査から本市の

児童生徒の学力の傾向を把握しております。本調査におきましては、調査結果をもとに各小

中学校に分析結果のまとめを作成し、配布をしておりますが、市川市の子供たちの学力・学

習状況調査について、全体の傾向から成果と課題を明らかにしております。また、児童生徒

の学力を各教科の結果からだけではなく、学習習慣や学習意識、生活行動との相関関係か

らも捉えております。その際、各教科の正答率を３つの階層に分けて分析をしております。１

つの階層は、正答率が目標値を５ポイント以上上回る高学力層、５ポイント以上下回る低学

力層、目標値の前後５ポイントの範囲を中間層としております。低学力層の割合については、

平成 23年度実施分につきましては、小学校５年生では国語で 31.2％、算数で 36.5％となって

おります。また、中学校２年生では、国語で 31.6％、数学で 35.4％となっております。そして、



平成 24 年度の実施分につきましては、小学校５年生では国語で 17.9％、算数で 30.2％とな

っております。中学校２年生では、国語で 33.9％、数学で 28％となっております。低学力層と

高学力層の児童生徒にどのような学習習慣や生活行動の特徴、あるいは差異が見られるの

かを分析した結果、低学力層が高学力層を大きく下回っている４つの項目が明らかになりま

した。１つは、進んで行動することや自分を律することができていない、２つ目に、自己肯定感

が低い、３つ目として、学習する場所、辞書や参考書などがそろっておらず家庭での学習環

境が整っていない、４番目として、予習や復習、宿題などを行う家庭での学習習慣が身につ

いていないがございました。原因といたしましては、家庭との協力のもと、基本的な生活習慣

を身につけたり家庭学習の習慣をつけたりする指導や支援が全体的なものとなっており、個

別の支援が足りていないことが考えられます。また、全ての児童生徒が満足感や成就感が味

わえるような授業づくりが十分でないことも考えられます。

以上のような調査結果の分析をもとに、低学力層の児童生徒がよりよい学習習慣を身につ

け、学習に対する意識が高まるよう、各学校におきまして指導の改善に取り組み、家庭の協

力を得られるように努め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

今の答弁の中で、学力の各教科の正答率ということで、平成 23 年度と平成 24 年度の比較

の数字が出ております。その数字を見ると、正答率のポイントのほうは割合で見ると平成 24

年度のほうが少なくなっているということでありますので、低学力層の底上げについては、単

純には言えませんけれども、この数字で見る限りは効果があるのかなというふうに思っており

ます。そして、低学力層の児童生徒の特徴ということで４つの項目がありました。その中で、

自己肯定感が低いとか、学習環境が整っていない、また、家庭学習習慣の定着がしていない

ということであります。今後、また後ほど出てくると思いますけれども、いわゆる低学力層の児

童生徒にはそういった傾向があるということは、これは新聞とかその他でも指摘されているこ

ととおおむね重なってくるのかなというふうに思います。

それでは、次の２番目の低学力層児童生徒の学力向上のための支援施策とその評価につ

いて御質問いたします。それでは、本市の低学力層児童生徒の支援施策及びその評価につ

いて具体的に伺っていきたいと思います。過去の答弁で、本市においては全ての児童生徒の

学力を向上させるためにさまざまな取り組みをしているということであります。その結果として、

効果はどのように認められたのか、そういったことも含めまして、学力向上のための支援施策、

その評価について伺いたいと思います。

発言者：藤間博之学校教育部長



低学力層の児童生徒に対する学力向上のための支援施策とその評価についてお答えいた

します。

教育委員会におきましては、先ほど御答弁いたしましたように、各小中学校に学力・学習状

況調査の分析結果のまとめを配布し、指導の工夫と改善に生かせるようにしております。特

に国語、算数・数学における分析結果を生かし、課題の改善に重点を置いたわかる授業づく

りについての研修の実施や、校内研究の講師として指導主事を派遣するなど、教師の指導

力の向上と児童生徒全体の学力の定着を図っております。市川市の支援施策といたしまして

は、全ての児童生徒の学力を向上させるために県が配置しております少人数指導教員以外

に独自に少人数学習等担当補助教員事業を推進しております。本事業におきましては、習熟

度別や課題別、ティームティーチングによる指導によって低学力層の児童生徒に、よりきめ細

かに指導し、わかる授業づくりに努めております。また、低学力層の児童生徒は家庭での学

習習慣が身についていない傾向が見られたことから、市川市全体として家庭における学習習

慣を定着させていくための取り組みを各学校に啓発してまいりました。その結果といたしまし

て、小学校、中学校が連携し、同一ブロックの中で「家庭学習のすすめ」というリーフレットを

作成し、各家庭に配布することで意識を高めております。そして、低学力層の児童生徒に対し

ましては、家庭での学習課題を工夫して出したり、点検したりするなどの取り組みが見られて

おります。今後、さらに多くの学校に広がっていくように指導、助言してまいります。

教育委員会では、今年度、自己肯定感を高め、学級内に共感的な人間関係をつくり、自己

決定の場を設けるという生徒指導の機能を生かした授業づくりを重点に置き、学力の向上に

努めてまいりました。また、学力・学習状況調査による生活行動及び学習意識調査から明ら

かになった本市の児童生徒の課題解決に向け、各学校で実践されるように推進してまいりま

した。さらに、児童生徒の学習意欲の向上のためにＩＣＴ機器の活用も含めたわかりやすい授

業づくりを推奨し、多くの学校で実践されてきております。平成 24年度市川市学力・学習状況

調査の結果が平成 23 年度の結果と比較して、国語においても算数・数学においても上回っ

た要因の１つに、こうした取り組みの継続があったのではないかと評価し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

わかりました。学力向上につきまして、ありとあらゆる細かい施策を講じておられるというこ

とはよくわかりました。しかしながら、例えばなんですけれども、杉並区の和田中学校とかで

は、やはりその学校自体の学力調査の結果については、その区の中でもトップレベルである。

しかしながら、校長先生はその評価については、やはり低学力層について手が届いていなか

ったということを認めていろいろな工夫をされているわけであります。そういった低学力層につ

いて効果的な支援ができていなかったというふうに認識をして先進的な取り組みを行っている



他自治体について、そういったことも踏まえまして、翻って本市におきまして、低学力層児童

生徒に対する市川市独自の取り組みについて伺ってまいりたいと思います。

また、先ほど申し上げたような杉並区の和田中学校の夜スペのように、本市において他自

治体の調査研究を行い、本市が取り入れられそうな取り組みについては積極的に取り入れて

いただきたいというふうに要望しますが、見解を伺います。

発言者：藤間博之学校教育部長

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市や各学校における支援や施

策と評価についてお答えいたします。

市川市におきましては、家庭の所得と学力の相関関係に関する調査は実施しておりません。

本市の学校教育におきましては、教職員の指導力をさらに向上させ、日常の学習において経

済的に困難な児童生徒だけでなく、児童生徒全員の学力を定着、向上させるように努めてま

いりたいと考えております。各学校の取り組みといたしましては、多くの小中学校で放課後や

休み時間を活用し、学びの場、たけのこ教室、チャレンジタイムなどの名称で補充的学習を

行っており、児童生徒の参加もふえております。また、夏季休業などの長期休業中に学習を

振り返ったり、自分で設定した課題を持ち寄ったりして学習するサマースクールや寺子屋教

室など実施しており、取り組む学校がふえてきております。こうした補習的な学習を教員に加

え地域のボランティア、近隣の高校生の協力によって学習会を実施している学校もございま

す。このような取り組みの成果といたしましては、回数を重ねるごとにみずから参加する児童

生徒がふえてきたことや、新たに低学力層の児童生徒の 80％が補習の学習に参加するよう

になった学校も出てきていることが挙げられます。教育委員会といたしましては、各学校が創

意工夫した児童生徒の学力向上のために有効と考えられる活動については、他校に積極的

に紹介してまいりたいと思います。そして、よりよい指導方法を各学校で共有したり、自分から

進んで学習に取り組む児童生徒をふやしたりすることにより、全ての学校で学力の向上が図

れるように支援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

ちょっと今、答弁の部分が抜けているところがあったのかなと思うんですけれども、市川市

独自の取り組みということで、お聞きしているところですと、教育委員会で指導の改善とアイデ

アとか、また、全ての児童生徒の学力向上のために授業以外の放課後、土曜日、長期休業

中の補習学習の取り組み等、行われているということであります。また、経済的に塾に行けな

いということで、今御答弁がありましたけれども、これについては、国についても学びのセーフ



ティネットの構築等、提言しておりますので、そこについては今回はここでとどめ置きたいとい

うふうに思っております。

今、経済的に塾に行けない児童生徒について、こういった取り組みをしているということであ

りましたけれども、今るる御答弁、議論の中で出てきた中には、やはり低学力層児童生徒、ま

た全ての児童生徒にも言えることですけれども、学習時間の確保というものが必要になってく

るのかなというふうに思います。その中で、今国のほうで、これは都道府県とか政令市のほう

ですけれども、平成 25年度予算案において新規補助事業として補習等のための指導員等派

遣事業が整備されるというようなもの、また一方、文科省におきまして、これから学校週６日

制の導入の検討とか、そういったものも新聞等でも取り沙汰されているところであります。低

学力層児童生徒の学習時間の確保に向けて、これまでのように地域、学校、また家庭の連

携によって土曜日、日曜日、家庭学習、補習等でやっていくのか、それとも学校週６日制を視

野に入れていくのか、これについて本市の見解を伺いたいと思います。

発言者：藤間博之学校教育部長

週５日制が導入されて以来、本市では家庭、地域、学校が連携協力して児童生徒の学力を

含む全人格的な成長を図ってまいりました。その結果、地域の教育力を生かした社会教育活

動の定着や各家庭で工夫した休みの日の過ごし方が見られてきております。現在、文部科学

省におきましては、これから学校週６日制導入の検討を始めるという考えがあるようでござい

ます。週６日制の導入を進めようとしている大きな理由として、授業時数や特別活動等、教員

と児童生徒がかかわる時間を確保することが挙げられております。一方、導入に慎重となる

理由としては、授業時間数が増加しても児童生徒に必要な学力の向上に必ずしもつながらな

いのではないかというような意見も出されております。以上のように、週５日制と６日制につき

ましては、国レベルにおきましても立場や考え方によってその賛否が分かれているという状況

でございます。教育委員会といたしましては、文部科学省や社会全体の動向もございますが、

県や他市の情報も把握しつつ、現状での週５日制において、家庭、地域、学校の連携協力を

強固なものとして、児童生徒の学力向上に努め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

わかりました。本市におきましては、現状では週５日制において、家庭、地域、学校の連携

協力をさらに強めていき、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。今後の

課題として、いわゆる補習とか長期休業を取り組んでいない学校もあるということであります。

今の体制を強化していくということであれば、そういった学校についても積極的に補習、長期



休業の活用等に取り組んでいただきたいと思います。そして、本市において公教育の一層の

充実、公教育の質を高めるための取り組みを引き続きさらに強めていただきたいことを強く要

望しておきます。

また、最後のまとめと要望ですが、経済的に苦しい児童生徒に対し、現在、生活保護基準

額の引き下げに連動して就学援助が受けられなくなる子が出ないように対策を講じる、文科

大臣のほうはそういう方針であるということですけれども、本市においても生活保護減額に連

動して就学援助が受けられない子が出ないような配慮を強く要望して、このテーマについては

以上で終わりたいと思います。

続きまして、生活保護家庭の子供への学習支援及び若者への自立支援について質問いた

します。

まず、生活保護家庭の子供、若者の置かれている状況について伺います。生活保護受給

者は昨年 12 月時点に、国においては 215 万 1,165 人ということで過去最多を更新しておりま

す。そういった中で、いわゆる新しい生活困窮者の就労、自立を支援するような制度の構築

が急務だということが指摘されております。その中で、本年１月、社会保障審議会の生活困窮

者の生活支援の在り方に関する特別部会が報告書を提出しております。この当該報告書の

中に、「生活困窮は、いかなる意味でもそこに責任のない子どもたちの未来にも影を落とす。

生活保護を受給している世帯主の 25％が生活保護を受給する世帯で育ったというデータか

らもうかがえるように、いわゆる貧困の連鎖も現れている。こうした現状が放置されれば、この

国の将来を担う世代の力が大きく減じていく」と指摘しています。生活保護世帯の子供が大人

になって再び生活保護を受給する貧困の連鎖を解消するためには、いろいろありますけれど

も、１つとして、高校進学、そのための学習支援、そして高校に入ってからの高校中退の防止

が必要であるというふうに考えております。まず、その前提で生活保護家庭の子供、若者の

置かれている状況について、高校進学率、中退率などどのように把握をしているか伺いたい

と思います。

発言者：松丸和枝福祉部長

生活保護家庭の子供への学習支援及び若者への自立支援についての御質問にお答えい

たします。

まず初めに、１点目の生活保護家庭の子供の状況についてでございますが、生活保護受

給者の増加に伴い、小学生、中学生、高校生の人数についても増加傾向にあります。本市の

児童生徒の人数と生活保護世帯の児童世帯の人数を平成20年と平成 24年度の各年５月１

日現在で比較いたしますと、平成 20 年度の児童生徒の人数につきましては、小学生２万

4,998 人、中学生１万 2,134 人、高校生１万 1,663 人、計４万 8,795 人となっており、生活保護

世帯の児童生徒の人数と割合につきましては、小学生193人、0.8％、中学生 162人、1.3％、

高校生 147 人、1.3％、計 502 人となっております。平成 24 年度の児童生徒の人数につきま



しては、小学生２万 4,661 人、中学生１万 2,256 人、高校生１万 2,631 人、計４万 9,548 人とな

っており、生活保護世帯の児童生徒の人数と割合につきましては、小学生 334 人、1.4％、中

学生 191 人、1.6％、高校生 184 人、1.5％、計 709 人となっております。

次に、生活保護世帯の高校進学者数及び進学率、高校中退者数でございますが、各年の

年度の数値は捉えておりませんが、平成 24 年３月卒業の中学３年生は 50 名でございました。

高校進学を希望した 48 名全員が進学をいたしました。そのため、進学率は 96％となります

が、進学をしなかった２名につきましては、当初から就職を希望しておりましたため、高校進

学を希望した中学生の進学率だけを見ますと 100％となっております。また、平成 25 年２月１

日時点で 24年度中の高校中退者はおりません。

次に、生活保護における教育支援につきましては、小学校、中学校の義務教育に必要とな

る給食費や学級費等の就学費用を教育扶助の対象として支給しております。また、高校は義

務教育ではないため教育扶助ではなく、生業扶助として就学に必要となる費用を支給してい

るほか、平成 22 年度より公立高等学校は授業料が無償化となり、私立高校につきましては

就学支援金を支給して授業料を低減する制度が創設されました。また、被保護世帯の子供

の進学、学習を支援するための費用として、学習支援費が平成 21 年７月より支給されるよう

になりました。教育扶助及び学習支援費の金額についてでございますが、小学生は教育扶

助費として月額 7,050 円、学習支援費として 2,560 円、中学生は教育扶助費として 9,950 円、

学習支援費として 4,330 円、高校生は生業扶助費として 7,000 円、学習支援費として 5,010 円

となっております。ほかに入学準備金として小学校入学時３万 9,500 円、中学校入学時４万

6,100 円、高校入学時６万 1,400 円が支給されております。また、小学生につきましては身体

的な成長が大きいことから、小学校４年生になるときに生活扶助として被服費１万 2,700 円が

支給されております。

次に、教育委員会との連携についてでございますが、小中学生につきましては、保護者及

び各学校、担任の先生と連絡をとりまして、子供たちの就学状況を把握しております。また、

中学生につきましては、毎年 10 月より卒業者進路調査を実施し、進学を希望する生徒全員

が希望をかなえられるよう、担任との連携を図っております。また、高校生につきましては、高

校を卒業するように援助目標を立て、保護者や高校生本人に支援を行っております。

次に、２点目の若者の状況についてでございますが、平成 25年２月１日現在の若者の生活

保護受給者数ですが、15 歳から 19 歳 304 人、20 歳から 25 歳 112 人となっております。

次に、若者に対する支援についてでございますが、平成 24 年度は高校中退者はおりませ

んでしたが、高校中退者及び稼働年齢の若者につきましては、若者の自立、特に経済的な自

立を促す観点から、市川市生活保護就労支援事業やハローワークと連携して就労支援を行

う福祉から就労への参加を促しております。市川市生活保護就労支援事業は、平成 18 年度

より自立支援事業の一環として、就労を阻害する要因のない被保護者を対象に、専門的知

識を有する就労支援相談員を配置し、個々の能力や生活実態に合わせた就労機会の提供

を積極的に行っております。また、福祉から就労支援事業は、平成 23 年７月からハローワー



クの事業として生活保護受給者、児童扶養手当受給者及び住宅手当受給者等を対象として

実施しております。本市は福祉から就労支援事業開始と同時にハローワークと連携、若者を

含めた経済的自立支援をしております。

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した。児童生徒の保護世帯の割合ということで、平成 20 年度と 24 年度

ということでは 0.41 ポイント上昇しているということで、増加していることは間違いないのかな

というふうに思っております。

また、１点ちょっと御確認したいのが、この高校進学者の進学率、そして高校中退者の数と

かについては、各年度の数値を捉えていないという答弁でしたけれども、その点については

捉えていないということでよろしいのか、そこだけ１回確認させてください。

発言者：松丸和枝福祉部長

その以前の人数については捉えておりません。

以上でございます。

発言者：中村義雄議員

わかりました。今、埼玉県では高校進学者数及び進学率等の生活保護世帯向け学習教室

参加者の追跡調査というようなものを行っているということであります。このことは、やはり、ま

ず高校に入ったから、それでいいということではなくて、その中で、中退せずに高校卒業して

就職ができる、そこをやっぱり細かく見ていかなければ、寄り添っていかなければいけない、

そういう取り組みであるというふうに思います。私もそのことについては、やはりしっかりやっ

ていかなければいけないというふうに考えております。

その観点で、本市においても高校合格でよしじゃなくて、高校入学後も子供たちに寄り添い、

卒業する支援を続けていっていただきたいということを要望しますけれども、まず、その観点

から、貧困の連鎖について、それを断ち切ることについて、重要と思いますけれども、本市の

認識について伺いたいと思います。

発言者：松丸和枝福祉部長



貧困連鎖についての認識についてでございますが、生活保護受給者の増加に伴い被保護

世帯の子供たちの人数も増加しておりますが、生活保護世帯の子供が大人になって再び生

活保護を受給するというケースや、親子でそれぞれが生活保護を受給しているというケース

が本市でも見受けられます。生活困窮による親が生活の維持に精いっぱいの状況となり、子

供の教育や進学等に熱意や関心を持てなくなること、また、そのために子供の生活が不規則

になり学習習慣が身につかず、基礎的な学力が乏しくなることなどが貧困の連鎖の一因と考

えております。国のデータによりますと、先ほど御質問者もおっしゃっておりましたが、生活保

護を受給する世帯主の25％が生活保護受給世帯で育ったとも言われ、貧困の連鎖が受け継

がれていることは事実として捉えていかなければならないと考えております。

この貧困連鎖の防止についてでございますが、学校教育段階からアプローチし、自立まで

継続的に見守る体制の構築が大切であると考えております。就労により社会的、経済的自立

が可能になるように支援することが大事であり、生活保護受給者においても保護開始後の早

い段階から就労支援活動を開始させ、継続的支援を旨とする伴走型支援が必要であると考

えております。

以上でございます。

発言者：中村義雄議員

ありがとうございます。今、貧困の連鎖について、かなり前向きな御答弁をいただいたと思

いますので、よろしくお願いしたいと思います。

また、先ほど触れました特別部会の報告書では、新しい生活支援体系の構築ということで、

その内容として、新しい生活支援体系は、生活保護制度の改革と生活困窮者支援制度の一

体的実施によって実現されるべきものであり、その諸施策は、生活保護の受給者であるか否

かを問わず、生活困窮者全ての社会的な自立と生活向上を目指すものであるということで、

今御答弁にもありましたけれども、本市の新しい生活支援体系を構築することになっていくと

思いますけれども、生活保護制度改革、生活困窮者支援制度の一体的実施が課題であると

いうことを指摘しておきまして、次の質問に移りたいと思います。

次が、まとめて一括して質問したいと思いますが、(2)の子供の学習支援への国の補助金等

の活用やＮＰＯとの連携、また、(3)の若者の自立支援への国の補助金等の活用やＮＰＯとの

連携について、このことについて本市においてはどのように行われているか伺いたいと思い

ます。

発言者：松丸和枝福祉部長

子供の学習支援への補助金等の活用やＮＰＯとの連携についてお答えいたします。



子供への学習支援につきましては、平成 21 年度より学習支援費が創設されたことにより、

子供の学習に費やせる費用が従来よりふえております。本市の場合、学校教育の中で経済

的に困難な児童生徒だけでなく、児童生徒全員の学力を定着、向上させる努力をしており、

経済的に塾などに行けない児童生徒の学力向上のために放課後や休み時間を活用しての

補充的学習に取り組む学校がふえてきていると伺っております。生活保護世帯も含めた貧困

家庭の子供の学習支援につきましては、現在、学校教育の中で取り組んでいただいておりま

すことから、補助金を活用した新たな事業につきましては、関係機関と十分協議、検討してま

いります。

次に、若者の自立支援への補助金等の活用やＮＰＯとの連携についてでございますが、生

活保護を受給している若者の中には、解雇や傷病、障害等、それぞれ生活保護受給に至っ

た原因がございます。このような自立を阻害する要因を分析し、個々のケースごとに自立を目

指すために適切な援助目標を設定し、支援をしております。若者が経済的に自立した社会の

中で生活していくことは、社会の活力を維持するためにも重要なことであり、貧困の連鎖を断

ち切るためにも重要であります。そのため、本市におきましては、先ほど御説明いたしました

市川市生活保護就労支援事業を国からの補助金を活用し、平成 18 年度より実施しており、

平成 23 年度からはハローワークと連携して福祉から就労事業を実施し、若者の自立支援を

支援しております。ケースによっては、すぐに経済的な自立に至らないこともありますが、まず

はそれぞれに適切な自立を目指し、個々のケースに即した個別具体的な援助方針を策定し、

支援し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

ありがとうございます。今、御答弁いただきましたけれども、子供の学習支援について、国の

セーフティネット、統合補助金とかありますけれども、そういったものは特に活用していないと

いうことを承知しておりますけれども、その活用していない理由について、本市におきましても

既に生活保護世帯のお子さんの学習支援、居場所づくりについて取り組んでいるＮＰＯ等あ

りますけれども、この国の補助金については、補助率も 10 分の 10 というふうに伺っておりま

す。では、ＮＰＯ自体が財政的に余裕があって、自己完結でできればいいんですけれども、な

かなかそれは難しいんではないのかなというふうに考えます。そういったことを考えれば、や

はり国のこういう補助金について、使えるものについては積極的に使っていく。教育について

は、教育委員会のほうで学校教育のほうでやっているからということではなくして、やはりまた

自治体も行っておりますけれども、福祉部におきましても、より児童生徒に寄り添って支援し

ていく、そういったものが必要になるというふうに考えておりますし、要望するんですけれども、

その点について見解を伺います。



発言者：松丸和枝福祉部長

ＮＰＯを活用して学習支援ということですけども、今後、厚生労働省では生活困窮者の生活

支援の在り方に関する特別部会の報告書を踏まえ、新たな生活困窮者対策及び生活保護制

度の見直しについて、必要な法整備を行うとされております。本市におきましても法整備の動

向を注視し、期待される役割を果たすとともに、その方向について見きわめていきたいと考え

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

わかりました。国の法整備の動向を踏まえて本市も検討していくというようなお話だったと思

います。

まとめと再質問、最後になりますけれども、高校生の中退防止や学習支援を初め、個々人

の事情と段階に応じて個々人に寄り添った支援を行うのは、現在の福祉事務所ではやはり

対応し切れないんではないかなというふうに思います。しかしながら、生活保護制度改革、生

活困窮者支援制度の一体的実施については、より進めていかなければいけないというふうに

認識しております。

そこで質問ですけれども、新しい支援体制の構築が必要と考えますけれども、本市の見解

を伺います。

発言者：松丸和枝福祉部長

新しい支援体制の構築についてでございますが、先ほどお話ししましたように、今、特別部

会の報告書をもとにして厚生労働省が新たな生活相談支援のあり方についての調査をして

おります。その調査の後に新しい法整備がされ、指針が出るものと思われますので、その結

果を踏まえて検討していきたいという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

わかりました。福祉部におかれましても、貧困の連鎖の解消について、国の動向を見ながら

しっかりと進めていただければというふうに思います。この点については結構であります。

では、続きまして児童生徒の生命にかかわる事故対応について質問いたします。

昨年、児童生徒の給食アレルギー、また、駅伝練習中に心肺停止状態となり死亡した、そう



いった事故が相次いで起こりました。これらの悲しい事故を教訓に再発防止策の策定が進め

られております。私は、給食や体育活動時等の重大事故から児童生徒の命を守るための危

機管理体制の整備が必要であるというふうに考え、順次質問いたします。

(1)給食アレルギー対応について伺います。昨年 12 月、調布市の市立小学校で起きた給食

アレルギー死亡事故により、給食アレルギー対策が注目を集めています。私は、本市もより

実効性のある給食アレルギー対策に改善していくべきであるというふうに考えています。それ

を踏まえまして、まず本市の学校給食における食物アレルギー対応はどうなっているのか。

アレルギーの児童生徒はどのくらいいるのか。事故件数はどうなっているか。次に、学校の体

制、調理に関する予防体制とか事故対応の仕組み等について伺います。そしてエピペン使用

についてシミュレーションはあるか。

以上、伺います。

発言者：藤間博之学校教育部長

何点かの御質問がございましたので、学校給食でのアレルギー対応についてお答えいたし

ます。

現在、小中特別支援学校で食物アレルギー対応の申請をしている児童生徒数は、小学校

で 310名、中学校で 55名、特別支援学校で４名、合計で 369名となっております。また、食物

アレルギーが原因で医療機関に搬送された報告件数につきましては、過去３年間の平成 22

年度から今年度２月末日までで６件でございます。その症状についてでございますが、命に

かかわるような重篤なものはございませんでした。

次に、本市における食物アレルギー対応についてでございますが、平成 21 年度に市川市

学校給食アレルギー対応ガイドラインを策定し、各学校での食物アレルギーについて、医師

の診断に基づいた一定の基準で対応しております。具体的な内容でございますが、学校生活

管理指導表と実施申請書、食物アレルギー個人調査票、医療機関発行の検査結果を保護者

に提出していただいた上で面談を実施しております。面談は保護者と管理職、学級担任、養

護教諭、学校の栄養士が同席をして行い、除去対応の可否やその範囲について話し合った

上で、学校長が個別の対応について決定をしております。除去の対象となるものは、厚生労

働省の症例で食品表示義務のある卵、乳、小麦、エビ、カニ、落花生、そばの７品目となって

おります。除去食については、別の鍋、釜等で調理をし、対象児童生徒の名前を明記すると

ともに、複数の目でチェックしながら、調理された除去食が児童生徒に確実に届くように事故

防止に努めております。なお、個々のアレルゲンの組み合わせ等によりましては弁当持参を

お願いしております。また、調理場のない学校につきましては、給食搬送を業者委託しており、

除去食を児童生徒に直接手渡しできないため、飲用牛乳のみの除去対応を行っております。

今回の調布市の食物アレルギー事故はどの学校でも起こり得るものと捉え、校長会や栄養

士研修会等において体制の強化について指導し、事故防止に努めているところでございます。



続きまして、食物アレルギーの事故が起こった際の対応についてお答えいたします。平成

24 年度、本市の小中特別支援学校ではアドレナリン自己注射薬、いわゆるエピペンの使用

や保管等について、小学校 13 校で 17名の児童の保護者から相談を受けております。エピペ

ンの保管場所としては、相談の結果、当該児童のランドセル、校長室、職員室、保護者等とな

っており、主治医の指示と学校生活管理指導表をもとに学校と保護者とで十分に話し合い、

情報を共有し、万が一に備えて全職員で対応への共通理解を図っております。実際に医師よ

りエピペンを処方されている児童生徒がアナフィラキシー症状、いわゆるアレルギー反応によ

るじんま疹、嘔吐、呼吸困難などを起こした場合でございますが、学校のアレルギー疾患に

対する取り組みガイドラインに沿って対応することとしております。平成 21年の文部科学省通

知には、アナフィラキシーショックで生命が危険な状態にある児童生徒に対し、救命の場に居

合わせた教職員がエピペンをみずから注射できない本人にかわって注射することは、反復継

続する意図がないものと認め、医師法違反にならないと考えると記されております。したがい

まして、各学校では、医師よりエピペンを処方されている児童生徒に対して迅速に対応する

体制を整備しております。当該の学校における研修等の事例でございますが、学校医、専門

医による教職員を対象にしたアレルギー対応及びエピペン使用に関する研修、また、養護教

諭の説明による練習用のエピペンを使った訓練といったことを行っております。また、教育委

員会主催により、広く養護教諭、学校の栄養士を対象にした食物アレルギー研修や、アレル

ギーやぜんそくのお子様をお持ちの保護者と学校関係者を対象にした講演会等を行っており

ます。今後もエピペンの使用に関する研修や事故のシミュレーションをしっかり行い、緊急時

の対応に万全を期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

わかりました。それでは、再質問ですけれども、エピペンについて要望しておきたいと思いま

す。千葉市などでは、エピペンを処方されている子供の情報を地元消防と共有し救急搬送シ

ステムに登録、救急車が要請を受けたとき、迅速に対応がとれるようにしているということで

あります。本市においても消防局とエピペンを処方されている子供の情報を共有化すべきで

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

ただいまの御質問にお答えします。

アレルギーに関する事故は重篤な状況につながることもあるため、学校と消防局が連携を

図ることはアレルゲンの情報や救急隊からの詳細な指示を聞くことができ、大変重要なことで



あると認識しております。現在、教育委員会はそのための調整を進めているところでございま

す。具体的には、医師よりエピペンの処方を受けている児童生徒の情報を保護者の同意を得

た上で事前に消防局に伝え、より迅速で的確な対応ができるような体制を次年度早期に開始

できるよう手続を進めてお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

本市において既にといいますか、調整を当局で進めているということであります。引き続き

早急にこの体制整備を進めていただきたいということを重ねて要望しておきたいと思います。

続きまして、(2)の体育活動時等の事故対応について質問いたします。まず、本市の体育活

動時等の事故について、これまで事故はあったのか。また、事故対応の仕組みについて伺い

ます。

次に、昨年の９月 11 日、さいたま市で教員が部活や授業などの体育活動時の事故対応を

マニュアル化した、いわゆるＡＳＵＫＡモデルというものを作成されました。このテキストには体

育活動時における生徒の重大事故を未然に防ぐための取り組みや事故発生後にとるべき対

応などが具体的に示されています。例えばこのテキストでは、倒れた子供の意識や呼吸を確

認する際、従来は、「あり」、「なし」の二択しかなかったマニュアルに、「わからない」の選択肢

を追加しています。呼吸がなしだけでなく、わからない場合にも心臓を動かす胸骨圧迫を始め

ることを求めている。また、さらに倒れた子供の脈をとることは不要と言い切り、119 番通報と

胸骨圧迫、ＡＥＤ使用を求めている。このような、より危機管理というか、子供の命を守る、よ

り実践的なマニュアルを導入、活用していく、そういった意思はあるかどうか御質問いたしま

す。

発言者：藤間博之学校教育部長

体育活動時における事故対応についての御質問にお答えします。

日本スポーツ振興センターの統計によりますと、平成23年度の市川市小中学校におけるけ

がなどの災害発生状況は、小学校では休み時間が最も多く、次いで体育の授業中、体育以

外の授業中と続いております。中学校では、部活に加入する生徒がふえ、活動時間も長いこ

とから、部活動及びクラブ活動中が最も多く、次いで保健体育の授業中、休み時間となってお

ります。このような傾向は、例年ほぼ同様の状況を示しているところでございます。このことを

踏まえ、教育委員会といたしましては、各学校に対し、特に体育活動及び運動会、部活動等

における事故防止と事故発生時の対応の徹底を毎年度当初に通知し、注意喚起してきてい

るところでございます。今年度通知しました主な内容といたしましては、特に長距離走など心



肺持久力系の運動については十分な配慮をすること、事故発生時の連絡体制を徹底しておく

こと、生命の危機に及ぶような事故の場合は速やかに救急車の出動要請をすること、ＡＥＤ

の操作については教職員に再度周知することなどでございます。また、さまざまな場面や原

因で起こり得る災害及び事故発生時に教職員がとるべき措置を定めた、いわゆる危機管理

マニュアルがございますが、各学校において作成することが学校保健安全法で義務づけられ

ております。その内容につきましては、危機等発生時の指示、緊急連絡体制、被害状況の把

握、救命措置、関係機関及び地域との連携などに留意し、各場面で必要な対応、手順、役割

分担を明示して作成することとなっております。このような学校が作成する危機管理マニュア

ルとは別に、本市でも独自に作成し、統一して使用している学校内外との緊急連絡体制を示

したフロー図がございます。こちらは救急車の出動要請を初め、事故発生後、誰が、どこに、

どのような連絡をするかといった連絡系統をわかりやすく図式化し、職員室などの目につくと

ころに掲示をしております。これらのことにより、事故発生時に際し、組織的な対応が迅速か

つ的確にとられるようにしてお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

わかりました。種々危機管理マニュアル等を作成しているということでありました。

ここで最後、まとめというか、入っていきたいと思っておりますけれども、今、(1)、(2)ですけれ

ども、給食アレルギーの事故対応や体育活動時の事故対応について、本市においては、今

御答弁ありましたとおりいろいろな対策は講じられておりますけれども、より強調させていただ

きたいのが、やはり危機管理の視点からの対応であるということであります。このＡＳＵＫＡモ

デルのさいたま市の教育長は、明日香さんという方がお亡くなりになったときに、このマニュア

ルをつくるにおいて、このようなことを言っています。教育行政を進める責任者として、お子様

を、ただいまと元気な姿でお帰しできなかったこと、かつ、事故当初、情報の確認などが不十

分で御遺族に大変不愉快な思いをさせてしまったことをおわび申し上げました。そういった思

いの中で、こういうより実践的なマニュアル、テキストをつくられたわけであります。今後、緊急

時に誰が第一発見者になるかわからないということでありますので、誰が第一発見者になっ

ても子供、児童生徒、また学校関係者の命をしっかり守るという、この使命感ですぐに行動で

きるように、日々の研修と簡素化した危機管理マニュアルを整備すべきというふうに考え、ま

た、要望いたしますけれども、見解を伺います。

発言者：藤間博之学校教育部長

緊急時、誰でもすぐに行動できるように簡素化したマニュアルを整備する必要について、御



質問者のおっしゃるとおりだというふうに認識しております。教職員が臨機応変に行動できる

体制づくりが重要であるというふうに考えております。そのため、学校ごとの危機管理マニュ

アルの見直しについては、より簡素化し、見やすさに配慮するよう周知してまいりたいという

ふうに思っております。また、これまで実施してきております実技講習や教職員によるシミュレ

ーションがさらに浸透するよう、職員会議等において教職員間の共通理解を一層深め、迅速

な対応ができるよう、日常的な危機管理意識を高めるよう周知し、徹底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

前向きな答弁ありがとうございます。本来ちょっと御質問したかったもので、本市においては

そういう事故対応ということで、例えば昨年の 11 月に市川市の鶴指小学校の女性教員が人

命救助して消防局長表彰を受賞したとか、また、平成 22年の６月、市内小学校で行われてい

た親子サッカー大会中に子供とともに参加していた父親が突然倒れた際、その場に居合わせ

た教育委員会の職員が心肺蘇生の必要を判断して、救急車が到着するまでの間、仲間とと

もに人工呼吸やＡＥＤによる応急手当てを実施した。そういう応急手当てを行った職員は、小

学校在職中に繰り返し受けた講習の経験があったからできたということで、本市のそういった

取り組みについては私も高く評価をしているところでありますが、今御答弁をいただいたよう

に、より簡素化した実践的なマニュアル、誰が見てもすぐに使える、また、体でしっかり覚えて

いく、やはり子供の命をしっかり守っていくという観点から、さらなる教育委員会、また、学校

関係者の取り組みを強く要望いたしまして、私の質問といたします。

以上です。ありがとうございました。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～


