
発言者：中村義雄議員

公明党の中村義雄でございます。初回から一問一答で質問を行います。

まず、南行徳駅前の景観に配慮した整備についてであります。質問の項目の順番を変えま

して、２の駅前広場の整備を先にさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたしま

す。

駅前広場の整備について、地下鉄東西線の開業は1981年の３月であり、約32年が経過を

しております。駅自体の老朽化対策として、2011 年から 2013 年にかけリニューアル工事を行

ったというふうに聞いております。南行徳駅の乗降客数は１日当たり約４万 9,000 人であると

いうことであります。駅前ロータリー側はそれなりに広い面積が確保され、バス停留所、タクシ

ー乗り場があります。また、ボランティアの努力によってプランター等の花々が彩りを加えてお

ります。先般、多くの同僚議員におかれましても、南行徳駅前をごらんになっていただいたこ

とと記憶しております。地下鉄東西線南行徳駅は、市川市、なかんずく行徳の玄関口であり、

南行徳地区の顔、また、まちづくりの核としての機能があります。草花に彩られた市川らしさ

や快適性に富んだ魅力ある南行徳駅前景観の再整備を図るべきと考えております。

そこで、駅前景観整備に関する本市の基本的な考え方及び南行徳駅前景観の再整備の考

え方についてお聞きいたします。

発言者：江原孝好街づくり部長

初めに、私から景観整備に関する本市の基本的な考え方についてお答えをいたします。

本市では、平成 16 年５月に景観マスタープランともいうべき市川市景観基本計画を策定い

たしました。市川市は、台地や河川、海、そして農地や市街地などさまざまな景観要素を持ち

合わせておりますので、基本計画ではこれらの要素や用途などによって市内を８つのゾーン

に区分し、そのゾーンごとに景観まちづくりの方針について示しているところであります。御質

問の南行徳駅前は、８つのゾーンのうち駅前商業地ゾーンに位置づけられておりまして、当

該地の駅前商業地ゾーンにつきましては、町の玄関口としてのにぎわいを演出するため、次

の点に配慮するよう定めております。１点目は、地域の特徴を印象づける眺望やアプローチ

をつくる、２点目として、人々が集まり交流する空間――広場やベンチや木陰などであります

――をつくる、３つ目としては、建物の形態や色調などに連続性を持たせるとともにオープン

スペースの創出に努めるなど、こうした方針に基づきまして、行政や市民協働で景観まちづく

りを進めているというところであります。

以上であります。

発言者：鈴木祐輔道路交通部長



私からは南行徳駅前の景観に関する再整備についてお答えいたします。

この駅前広場につきましては、土地区画整理事業により提供されました土地を市が整備を

行い、昭和 56 年３月に地下鉄東西線の南行徳駅の開設にあわせまして供用を開始しており

ます。駅前広場の状況といたしましては、路線バス用の乗降場が３カ所、タクシーの乗降場を

１カ所設置しており、路線バス２カ所とタクシーの乗降場につきましては上屋が設置されてお

ります。また、駅から乗降場までにつきましては、視覚障害者誘導用ブロックを設置しており、

視覚障害者の方が安全かつ円滑に歩行できるよう対策をとっております。駅前広場の機能と

いたしましては、鉄道利用者のバスへの乗りかえやタクシーへの乗りかえなどのターミナル交

通を処理する交通結節機能については整備が終わっておりますが、現在は施設の修繕等維

持管理を行っている状況でございます。また、駅前広場のもう１つの機能といたしまして、買

い物客や待ち合わせなどの人々の交流や都市の景観などの機能として、都市の広場機能が

ございます。駅前広場は、その町の顔であり、それにふさわしい景観を備えていなければなら

ないと考えておりますことから、南行徳駅ではロータリーの中央にシイノキなどを配置いたし

まして、景観的には一定の配慮をしておりますが、整備してから三十数年を経過しております

ことから、御質問の景観に配慮した都市の広場機能に関する再整備につきましては、今後、

関係部署と協議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

今の答弁の中で、駅前広場は交通結節機能、また、都市の広場機能がある、駅前広場は

都市の顔であり、それにふさわしい景観を備えていなければいけない、今後、関係部署とこ

の都市の広場機能に関する再整備について協議をしていただけるということでありましたの

で、よろしくお願いいたします。

では、再質問になりますけれども、南行徳駅前について、市民の方から、駅前にベンチを設

置してほしいという要望がありました。朝夕の通勤ラッシュ時には多くの乗降客が駅前ロータ

リーを通行はしますけれども、東京湾口からの乗降客も多いため、１つの出口のほうに集中

することはなく、ロータリーの面積が不足するという印象は受けておりません。ベンチ設置の

スペースは十分にあるというふうに考えております。先ほどの答弁にもありましたけれども、

ベンチの設置は都市の広場機能充実に有用であるということであります。ベンチの設置を要

望いたしますが、どのように考えますか、お聞きいたします。

発言者：鈴木祐輔道路交通部長

再質問にお答えいたします。



駅前広場内のベンチの設置についてでございます。南行徳駅前広場は歩道も広いことから、

高齢者などへの配慮も確かに必要であると考えております。したがいまして、御要望につきま

しては、今後、現地を再度、状況を確認いたしまして前向きに検討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

今の答弁では、ベンチの設置については検討していただけると。これは相当前向きに検討

していただけるというふうに理解いたしまして、次の項目に移りたいというふうに思います。

では、次の駅前ガーデニングについて。ロータリーに設置されているプランターのほうなん

ですけれども、老朽化がかなり進んでおりまして、ひびが割れているようなものもあります。先

般、ガーデニングの整備のほうもしていただいたのは承知しております。ただ、それでも全体

として南行徳駅前のロータリーは広いということもありますので、いまだ寂しい感が否めないと

ころであります。今後、駅前のガーデニング整備拡充や手入れのための水道栓の設置につ

いて進めていただきたいというふうに要望いたしますが、見解を伺います。

発言者：東條 等水と緑の部長

南行徳駅前のガーデニングについてお答えいたします。

初めに、南行徳駅前のガーデニングの現状についてでありますが、本年度からロータリー

中央の植樹帯の駅に面する一部でございますが、これと西側の三角形状の植樹帯に、今回、

花植えを始めたところでございます。また、駅前ロータリー沿いに設置されている 28 個のプラ

ンターにつきましては、ボランティアの方々が公益財団法人市川市花と緑のまちづくり財団よ

り花苗の提供を受けまして、花植えを行うとともに、水やり等の維持管理を長年続けておられ

ます。

次に、今後の駅前広場のガーデニング整備についてでございます。本年10月に行徳ライオ

ンズクラブから、南行徳駅前広場にバラの花壇を整備し市へ寄贈していただけるとのお話を

伺っております。現在、具体的な整備内容につきまして、同クラブと協議を進めているところで

ございます。この花壇整備につきましては、平成 26 年の３月から４月にかけて実施される予

定となっておりまして、整備箇所については、現在、パンジーが植えられているロータリー中

央の植樹帯の一部を予定しているとのことであります。また、ロータリー沿いのプランターの

花植えにつきましては、今後、ボランティアの方々と協議いたしますが、市といたしましても、

老朽化しているものについては処分し、ロータリー沿いの歩道部に新たな花壇を整備してい

きたいと考えております。なお、これらの新設の花壇整備にあわせて、花壇の管理上必要な



散水栓設置についても検討しているところでございます。いずれにしましても、南行徳駅前の

ガーデニングにつきましては、ボランティアの方々の協力をいただきながら、駅前の景観向上

につながる花壇整備及び花壇の維持管理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

ありがとうございます。行徳ライオンズクラブからバラの花壇を市へ贈呈していただけると。

来年の５月ごろでしょうか、きれいなバラを見ることを本当に楽しみにするところであります。

また、プランターについては、老朽化しているものについては、今後は地面のほうにといいま

すか、また、花壇を整備をしていかれるということ、また、散水栓についてもあわせて検討して

いくということでありますので、その点についても、ぜひよろしくお願いしたいと思います。この

項目についての質問は終わります。

続きまして、市川市教育振興基本計画について伺います。

１、平成 21 年度から 25 年度の当該計画の総括について、２、次期当該計画案の内容につ

いて、あわせて御質問をしたいと思います。

現在、本市において第２期教育振興基本計画案のパブリックコメントを実施しているところで

あります。第１期教育振興基本計画は、平成 21 年度から 25 年度までであり、今年度で終わ

ることになります。第２期計画の期間は、翌年度、平成 26 年度から 30 年度までの５年間であ

ります。まずはこの第１期計画につきまして、どのように総括をしたのか。その上で、第２期計

画案をどのように策定しているのか、内容についてお答えください。

発言者：津吹一法教育総務部長

お答えを申し上げます。

市川市教育振興基本計画の総括についてからお答えいたします。市川市教育委員会では、

戦後 60 年ぶりに行われた平成 18 年 12 月の教育基本法の改正を踏まえて、21 年３月に平

成 21 年度から 25 年度までの５年間を計画期間とする市川市教育振興基本計画を策定し、

「人をつなぐ 未来へつなぐ 市川の教育」を基本理念とした 47 の教育施策と 202 の実施事

業を通して教育の振興を図ってまいりました。初めに、基本理念「人をつなぐ 未来へつなぐ

市川の教育」でございますが、人をつなぐ教育とは、家庭、学校、地域、行政が一体となって

子供たちを育てていく教育のあり方でありまして、教育の共有化の旗印のもと、コミュニティサ

ポートやコミュニティクラブなどの地域教育力の組織化を図る施策も定着し、機能しているとこ

ろでございます。一方、未来へつなぐ教育とは、学びと育ちの連続性を大事にして、個性の伸

長を図り、子供たちの夢や思いを実現する教育のあり方でありまして、教育の接続化の旗印



のもと、中学校ブロック単位における指導の一貫化などの取り組みを通して、進級、進学時の

滑らかな接続と適切な段差の設定を図り、長期的な視野に立った教育、生涯学習の実現を

目指しております。

そこで、計画期間の最終年度を迎えた現時点での評価についてでございますが、本年度実

施しました平成 24 年度の教育に関する事務の管理及び執行の状況についての点検及び評

価等の結果では、対象となる 202 の実施事業のうち 187 の事業、割合で申しますと 92.6％の

事業がＡ評価で、「計画どおり進められた」と評価されております。また、施策の効果を図る指

標の評価につきましても、計画が開始された平成 21 年度と比較しまして、106 項目中 73 項

目、68.9％で結果の向上が見られております。このことから、教育委員会といたしましては、現

行計画の基本理念及び基本的方向についてはおおむね正しい方向を示しており、一定の評

価をすることができるのではないかと分析しているところでございます。しかしながら、児童生

徒の自己肯定感、教職員の多忙感解消、地域ぐるみでの道徳教育の推進、早寝早起きなど

の正しい生活リズム、体力・運動能力の向上、ＰＴＡ活動の活性化、不登校・いじめの解消率、

教育委員会の施策・活動の認知度、生涯学習機会の認知度といった項目につきましては、評

価が伸び悩んでいる傾向がございまして、現行計画のねらいの達成は、いまだ途上にあると

認識しております。

また、この５年間における市川市や社会の変化、出来事などにより新たな教育課題も浮上

しております。東日本大震災の教訓を生かした防災教育、人のきずなの大切さについての教

育、新学習指導要領の趣旨の実現に向けた教育活動の充実、コンピューターシステムの全

面更新に伴う学校教育のＩＣＴ活用の推進、いじめ問題の増加・深刻化に伴う豊かな心を育て

る教育の充実、いじめや体罰による自殺問題への不適切な対応に起因する学校、教育委員

会などへの不信感の解消、組織改革、子ども・子育て支援新制度の導入に伴う幼児教育シス

テムの再構築といった課題でございます。ただいま申し上げましたように、いまだ達成が不十

分な項目や、新たに浮上してきた教育課題等の存在についても十分認識しているところでご

ざいますので、次年度から実施されます第２期の市川市教育振興基本計画の実施にあわせ

て課題の解決に努めたいと考えております。

続きまして、次期当該計画の内容についてでございます。第２期市川市教育振興基本計画

案の内容についてお答え申し上げます。初めに、計画策定の趣旨を御説明いたします。先ほ

どの御質問でもお答えいたしましたとおり、市川市では、過去５年間、平成 21 年度策定の市

川市教育振興基本計画に基づき教育の振興を図ってまいりました。しかしながら、確実かつ

急速に振興する社会の変化に対応するために、教育施策は不断の見直しが求められており、

これまでの施策の所期の目的が達成されているかどうかを十分に評価した上で今後の改善

につなげ、さらに新たな施策を実施する必要がございます。このような趣旨から、第１期計画

期間終了のこの時期にあわせ、第１期計画の評価に基づく施策の改善を図るとともに、新た

な施策を実施するため、平成 26 年度から 30 年度までの５カ年を計画期間とする第２期市川

市教育振興基本計画の策定に取り組んでいるところでございます。



次に、計画の根幹をなす基本理念及び基本的傾向でございますが、基本理念等は第１期

計画に設定されていたものを継承しております。これは、先ほどもお答えしましたとおり、さま

ざまな点検、評価の結果から、第１期計画の成果に対して一定の評価をすることができると

いう認識に加えまして、平成 23年度から 32年度までを計画期間とする教育振興基本計画の

上位計画である市川市総合計画Ｉ＆Ｉプラン第２次基本計画にも、現行の基本理念及び基本

的方向が掲載されており、両計画の整合性を図る必要があるということが主な理由でござい

ます。計画の構成につきましては、第１章で市川市の教育の現状と課題を整理し、第２章で

課題に対応するための基本理念を定め、第３章で市川市の教育が目指す基本的考え方を示

し、第４章で今後５年間を通して実施する施策の目標や基本的な方向とその実現に必要な施

策を定めるという仕組みになっております。なお、施策につきましては、第１期計画の検証を

もとに精選を図り、各施策への取り組みの充実を図っております。また、施策ごとに目標の達

成度を測定するための成果指標を明確に設定し、成果を客観的に検証し、そこで明らかにな

った課題などをフィードバックすることによって施策に反映させるという、いわゆるＰＤＣＡサイ

クルの施策の改善にも努めてまいりたいと考えているところでございます。なお、成果指標に

つきましては、可能な限り施策の受益者に対する成果、いわゆるアウトカムに係る目標として

設定し、また、長期的な視点で施策の実現に取り組むために、目標値は１年ごとではなく最終

年度に設定するようにしております。

以上でございます。

発言者：中村義雄議員

伺いました。成果指標の精選を行う、また、焦点化を図ったということでありますけれども、

施策は 47 から 41 へ、成果指標は 106 から 71 に絞ったということであります。では、再質問

を行いますけれども、第２期計画については、第１期計画で未達成の事項とか、また、新たな

防災教育とか、そういったものについて取り組んでいくということでありましたけれども、いわ

ゆる点検及び評価を見ますと、自己肯定感とかいうものについては、目標が 71％であるのに

対して現状が 66％であるとか、あと、今言われていますけれども、新体力テストの得点平均と

いうものにつきましては、目標が小学生においては男子が 50 点、女子が 50 点について、現

状は男子 48 点、女子 48.2 点というようなもの、また、ＰＴＡ活動の活性化とか、これは数字は

申し上げませんけれども、そういった未達成事項があるということであります。ただ、いわゆる

この未達成事項というのは、特に、やはり重要な事項が未達成になっているんじゃないかなと

いう印象を強く受けて、この未達成事項をしっかり達成させていく、また、防災教育とか、そう

いったものについて新たな事項についてもしっかりと評価、成果を上げていくということが大事

だと思っております。

そこで再質問いたしますけれども、第１期基本計画での未達成事項等につきまして、第２期

基本計画でどのように達成していくのか。やはりアクションプランの策定とか、そういったもの



が必要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：津吹一法教育総務部長

再質問にお答え申し上げます。

初めに、アクションプランから申し上げます。第１期計画では計画期間５年を前、後期に区

分した中期的なアクションプランとして、各施策に係る実施事業を集約した実施計画編前期と

実施計画編後期を作成し、冊子として関係者に配布するとともに、教育委員会のホームペー

ジを通して市民の皆様にも公開し、周知を図ってまいりました。しかしながら、教育を取り巻く

環境の変化が激しい今日におきまして、３年というスパンで冊子にまとめ、実施事業を固定す

ることは実施事業の硬直化にも結びつく可能性がございます。そこで、今回の第２期計画で

は、教育を取り巻く諸情勢の変化に伴う計画策定時には予想されなかった教育上の課題にも

対応することができますよう、中長期的なアクションプランとしての実施計画編は作成せず、

具体的な実施事業につきましては、毎年度、教育を取り巻く諸情勢の変化を的確に捉え、実

施するものといたしました。中でも、特に優先的に実施すべき事業につきましては、重点事業

として毎年公表する予定でございます。

次に、第１期基本計画での未達成事項等でございますが、これにつきましても、こうしたサイ

クルの中で継続的に実施事業として設定し、達成を目指してまいりたい、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

では、さらに質問してまいります。

第２期計画においては、教育を取り巻く諸情勢の変化に伴う計画策定時には想定されなか

った教育上の課題にも対応することができるよう、実施計画編については作成しない方向で

あるということでありました。また、特に優先すべきもの、第１期計画における未達成事項につ

いても重点事業として公表する予定であるというような答弁でありました。では、教育制度改

革が今、国において議論されている中、どうしても第２期基本計画の今の案を見ますと、第１

期計画との整合性も大事だと思いますけれども、ただ、教育制度改革になかなか対応し切れ

ていないのかなというような印象も一方で受けているところであります。この第２期の基本計

画案で本当に諸情勢の変化、例えば、今国で行われているような議論、この動向に対応でき

るのか、教育制度改革に対応し得るように第２期計画について第１期計画の内容を大きく前

進させるべきだ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：津吹一法教育総務部長

本市の対応についてということでお答えいたします。

中央教育審議会教育制度分科会が最終案をまとめ、今月中にも答申するとの報道もあり、

今後の国の教育委員会制度改革の流れが加速することが想定されております。首長の教育

行政へのかかわりを強化する同分科会の審議の方向性については、教育の政治的中立性

や継続性、安定性の確保について、各方面より危惧する声も出されてはおりますが、本市に

おきましては、歴代市長の教育に対する理解が深く、教育委員会の決定を尊重いただいてま

いりましたことを鑑みますと、今回の制度改革が本計画の推進に大きな影響を及ぼす可能性

は小さいものと思っているところでございます。いずれにいたしましても、国や県、他の市町村

の動向を注視しながら、新たな教育委員会制度が動き出しましても、より一層本市教育の充

実を図ることができますよう努めてまいります。あわせて、今回の第２期計画には近年の急速

な社会情勢の変化に対応するため、たとえ計画期間中であっても必要に応じて計画内容の

見直しや、新たな方策を検討するという見直し項目が位置づけられており、教育委員会制度

の改革に限らず大きな社会情勢の変化などがあった場合には、内容の改定を含め、迅速か

つ適切に対応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

それでは、まとめに入りたいと思います。今、答弁にもありましたけれども、今後、国の教育

委員会制度改革の流れが加速するというふうに想定しているということであります。私も同様

に考えております。答弁で第２期計画案には、たとえ計画期間中であっても、必要に応じて計

画内容の見直しや新たな方策を検討するという見直し項目が位置づけられていて、教育委員

会制度の改革に限らず大きな社会情勢の変化等があった場合には、内容の改定を含め、迅

速かつ適切に対応するということでありました。

では、まとめになりますけれども、未達成事項を含め、優先的事項について、毎年度の重点

事業として当初予算関連事業として公表されていくことになるというふうに思います。先ほども

触れましたけれども、未達成事項は児童生徒の自己肯定感、教職員の多忙感解消、体力・

運動能力の向上、ＰＴＡ活動の活性化、不登校・いじめの解消率、教育委員会の施策・活動

の認知度といったような項目があります。また、新たな課題として、防災教育、人のきずなの

大切さについての教育とか、学校教育のＩＣＴ活用の推進とか、これらはどれも大変重要であ

りますけれども、達成は容易でない項目、また、教育課題であるというふうに認識をしており

ます。これら達成が難しい課題について、重点項目として未達成事項であればアプローチ方

法についても再度見直しをしていただいて、また、新たな課題については集中的に取り組むこ

とが重要であるというふうに考えております。明年の２月定例会では、未達成事項の解消、新



たな教育課題に取り組むための施策を教育重点事業として明確に市民にわかりやすく公表さ

れることを強く要望しておきたいというふうに思います。また、答弁のとおり、計画期間中であ

ってもフレキシブルに対応して、市民が混乱しない、安心するような対応をしていただくことを

強く要望いたしまして、この項目についての質問は終わります。

では、次の項目、本市の学力向上策について質問いたします。

１、充実した教育活動のための学校予算について伺います。今月３日、ＯＥＣＤが 2012 年ＰＩ

ＳＡの結果を公表いたしました。新聞には、「日本の学力回復鮮明」といった見出しが出ており

ました。これまで私は、幾度と本市の学力向上について要望、提案をしてまいりました。先般

の大久保市長の２期目の政策にもありましたけれども、今後、本市の学力向上策、児童生徒

の学力が大きく伸びることを期待し、私自身も寄与してまいりたいというふうに考えているとこ

ろであります。

それでは、以下、質問いたします。学力向上を含め充実した学校教育活動を運営していくた

めには、学校予算が不足なく十分に確保されることが大切であります。まず、学校予算とはど

ういうものなのか、そして学校予算の近年の推移について、総額及び差額を教えてください。

また、比較のために児童生徒１人当たりの予算額及びその差額についてもお答えください。

発言者：津吹一法教育総務部長

本市の学力向上策についての質問のうち充実した教育活動の予算ということに対しまして

お答えを申し上げます。

初めに、学校予算の目的などについて御説明いたします。本市の学校予算は、予算の計画

的執行とともに、日々の教育活動に必要な物品等の購入を各校の判断で迅速に行うなど、各

学校の円滑な運営のために、４月当初に年間の経費の割り当てを学校長へ通知しているとこ

ろでございます。なお、通知額の算出に当たっては、児童生徒数、学級数や各校の要望を踏

まえ、全体のバランスを考慮した上で決定しております。

次に、学校予算の主なものについて申し上げますと、１つ目は、学校で日常的に使用するも

の、例えば指導及び管理をする上で必要な消耗品類や、机、椅子、ロッカー、楽器、運動用

具などの備品類、読書教育に必要な図書などの購入に充てる費用、２つ目は、校舎や施設

の修繕に要する費用、３つ目は、保健室や給食などで使用するもの、例えば医薬材料や給食

用調理器具などの購入に充てる費用でございます。

次に、２点目の学校予算額の近年の推移につきまして、過去５年の学校予算全体と児童生

徒１人当たりの予算額及びそれぞれの対前年度との増減額ということでございます。平成 21

年度の予算額は小学校、中学校、特別支援学校、計 56 校で４億 4,111 万 5,000 円、児童生

徒１人当たりの予算額は１万 3,608 円でございました。22 年度、４億 2,475 万 3,000 円、対前

年度 1,638 万 2,000 円の減、１人当たり１万 3,031 円、対前年度 577 円の減でございました。

23 年度、４億 571 万円、対前年度 1,904 万 3,000 円の減、１人当たり１万 2,378 円、対前年度



653 円の減でございました。24 年度、３億 8,941 万 3,000 円、対前年度 1,629 万 7,000 円の

減、１人当たり１万 1,967 円、対前年度 411 円の減、25 年度、３億 7,925 万 4,000 円、対前年

度 1,015 万 9,000 円の減、１人当たり１万 1,700 円、対前年度 267 円の減でございました。な

お、平成 21年度と 25年度を比較いたしますと、個々の理由はございますが、予算額で 6,186

万 1,000 円、児童生徒１人当たりの予算で 1,908 円の減となっております。

以上でございます。

発言者：中村義雄議員

御説明ありがとうございました。総額について、平成 21 年度と 25 年度の差額は 6,186 万

1,000 円の減になっている。１人当たりの予算額はマイナス 1,908 円であるということでありま

す。この差額について、どのように分析していけばいいのでしょうか。総額で見れば、平成 21

年度から 25 年度までマイナス 14 ポイントの 86％となっている。各課の学校予算の減額率に

ついて見ますと、これは５課あるようですけれども、特にマイナス幅が大きいところで言えば、

マイナス 76 ポイントの 24％にまで減っている。次いでマイナス 50 ポイントの 50％まで減って

いる課もあるということであります。５年間でこれだけの減額となっているというのはどういうこ

となのか、その理由についてお聞かせください。

発言者：津吹一法教育総務部長

お答えに先立ちまして、ただいま 22 年度の対前年度の減少額につきまして、1,636 万 2,000

円の減と申し上げますところ、1,638万2,000円と申しました。訂正をお願いしたいと思います。

発言者：津吹一法教育総務部長

ありがとうございます。それでは、再質問にお答えさせていただきます。

御質問の５年間で学校予算が減額となっている主な事業及びその理由についてお答えした

いと思います。まず、学校施設の施設修繕料でございます。施設修繕料全体の予算額は平

成 21 年度以降、ほぼ同額となっておりますが、東日本大震災以降、震災対応の施設修繕料

として確保するため、施設修繕料の学校配分を見直し、教育委員会担当課において学校の

要望を踏まえながら施設修繕の対応を行っております。２点目といたしまして、これまで外注

しておりました研究のまとめなどの冊子などにつきまして、学校内での印刷やＣＤ化に移行す

ることにより、平成25年度から印刷製本費の各校への配分を行わないものとしております。３

点目といたしまして、保健室用医薬材料費などにつきまして、各学校で共通して使用できる消



耗品を共同で購入することで経費の削減を図っております。４点目といたしまして、職員へ調

理器具などの使用方法や在庫管理などを徹底させることで破損などを減らし、購入費を抑制

することができたところでございます。５点目といたしましては、ヘルシースクール事業に係る

消耗品費について、事業効果を高めるため、ヘルシースクール推進校に限定し予算配当の

見直しを行ったことで削減が図られたものでございます。このように、厳しい財政状況の中、

市全体での見直しに加え、学校の運営にできる限り支障のない範囲で教育委員会事務局、

各学校現場の教職員の創意工夫によりまして経費の削減が図られたものと受けとめておりま

す。いずれにしましても、教育費全体では対 21 年度比で 25 年度は 3.1％の増となっておりま

す。今後も学校現場の意見を伺いながら、予算編成に当たっ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。施設修繕料については、東日本大震災以降ということで、震災対応として予

算を確保するため、学校配当分というものではなくて、教育委員会のほうでまとめるというよう

なことかなというふうに理解をいたしました。そのほか印刷製本費や保健室用の医薬材料費、

学校給食費については効率化、経費の削減を図ったということで、これについても一定の理

解をするところであります。しかしながら、児童生徒１人当たりの予算額が５年間で 1,908円減

ったということは、やはりこれは削減幅が大き過ぎるのではないかという印象を持っておりま

す。今後、学校配当予算額を増額してほしいというふうに考えておりますけれども、その予定

は、お考えはあるのかお答えください。

発言者：下川幸次教育次長

教具、教材などの学校予算の増額についてでございますが、子供たちが生き生きと活動で

きるよう、充実した教育環境を整備することは、将来の日本を担う子供たちへの投資であると

いうふうに考えております。本市は、先ほども部長が答えましたように、厳しい財政状況では

ございますが、市長部局との連携を密にし、学校現場で必要な予算を確保するとともに、学

校予算の効率的な執行及び運営を図っ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

次長、ありがとうございました。



それでは、まとめに入っていきたいと思います。本市の財政事情が大変厳しいということで、

教育予算についても例外なく減額をしていくということであります。先ほども申し上げましたけ

れども、いわゆる印刷製本費とかの効率化とか経費の削減については、これはとても大切な

ことで、もっと以前にやってもよかったんではないかなというふうにも思います。しかしながら、

この教育改革とか学力向上、この成否については、学校を預かる校長の経営方針による、こ

のことが、やはり大きいのではないかというふうに考えております。各学校における学習指導

に必要な教育活動の円滑化を図るための経費、学校で毎日使用するもの、例えば指導及び

管理をする上で必要な消耗品類や机、椅子、ロッカー、楽器、運動用具などの備品類、読書

教育に必要な図書など、効率化して削減できた予算の一部でも回していただきたいということ

を強く要望して、この項目についての質問は終わります。

では、次に２点目の市長公約の目的と効果について、３点目の市長公約実現に向けての検

討状況について、これについて一括してお聞きをしたいというふうに思います。

市長の２期目の政策として、仮称学びクラブというんでしょうか、掲げられております。当該

政策の目的、効果、公約実現に向けての検討状況についてお聞かせください。

発言者：藤間博之学校教育部長

学力向上策の１つである校内塾、仮称学びクラブでございます。これより先の答弁では、学

びクラブとさせていただきます。この学びクラブの目的と効果及び実現に向けての検討状況

についての御質問にお答えいたします。

学びクラブは、児童生徒に放課後や長期休業日に学習する場を校内で提供していくもので

ございます。そこでは、各教科の基本的、基礎的な内容を習得させ、学力の向上を図ることを

目的としております。次に、その効果といたしましては、児童生徒の学習時間の拡充が図れ、

自学自習の態度が育成できること、そして学ぶことの楽しさを身につけることができるものと

考えております。なお、現時点では、参加を希望する児童生徒を中心とし、発展的な学習を初

め、それぞれが課題としていることに取り組ませたり、つまずきを解消したりするなど、児童生

徒のニーズに応えていきたいと考えております。指導者につきましては、退職教員及び大学

生、そして地域人材の活用を考えており、その際には、学習コーディネーターの協力も得て準

備してまいります。一方、既に放課後等において積極的に地域人材を活用し、学習の場を設

けている学校もあることから、計画実施に当たっては、各学校の実態と状況に合わせ、より効

果的なものになるように検討し、取り組んでまいります。

最後に、本事業の実施途中において、各学校での進捗状況や効果を点検評価し、すぐれた

実践についての情報を共有する中で、子供たちにとってよりよいものとしながら進めてまいり

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

御答弁ありがとうございました。類似の学習の場を既に設けているような学校もありますこと

から、計画実施に当たっては、各学校とその実態と状況に合わせ、より効果的なものになるよ

うに取り組むということでありますので、ぜひ大きな効果が出るように取り組んでいただきたい

というふうに思います。

この件につきまして、私から１点提案しておきたいんですけれども、さきの９月定例会で答弁

いただきましたけれども、本市においては、ＩＣＴの活用ということで学習支援システムのソフト

ウエアを既に導入しております。このシステムには学習に役立つデジタル教材とか学習プリン

トとかが組み込まれているということであります。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るということであります。この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、今後、活用に向けての課題につい

て検証を行っていきたい、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

いりたいというような御答弁がありました。このとおり、この学びクラブの効果を最大限発揮す

るために、また、校務を削減する、負担を減らすというような意味でも、ぜひこのタイミングを

合わせて導入済みの学習支援システムの利活用を図られたいことを強く要望しておきたいと

いうふうに思います。

では、４点目、市長の決意について。この点につきまして、何より首長が学力向上に取り組

むことを市民に約束したということは、本市児童生徒の学力向上が大きく伸びるということを

期待するものであります。学力向上に向けた市川モデル創出というような他自治体との区別

化、差別化を図り、教育の市川を前面に打ち出していくべきというふうに考えております。この

点について、今後の見解、決意を伺います。また、市川市の取り組みを積極的に市民に伝え

ていくことは重要であると考えます。このように、市民にＰＲすることを通じて市の取り組みが

市川モデルとして認知されるのではないかというふうに考えますが、ここで市長の決意を伺い

たいところではありますが、あえて教育長の見解をお聞かせいただきたいと思います。

発言者：田中庸惠教育長

それでは、私のほうから御答弁をさせていただきたいと思います。

初めに、学力向上についてでございますけれども、さきに実施されました学力・学習状況調

査におきまして、市川の成績でございますけれども、全国平均、それから県の平均をはるか

に超える成績をおさめることができました。それから、これまでの学力にかかわります経緯と

いいますか、そういうものを考え合わせますと、私どもが行ってまいりました施策事業につい

ては、おおむね、あるいは一定の成果、効果があったというふうに受けとめている次第でござ

います。ただいま申し上げました事業でございますけれども、例えば少人数学習等担当補助

教員、あるいはスクール・サポート・スタッフ、あるいはＡＬＴ、英語会話指導員、また、そのほ



かにも御質問者おっしゃっていましたけれども、今年度からコンピューターの全面リニューア

ル、それから、現在進行中の塩浜小中学校の一貫校、こういうものをさらに意図的、計画的に

今後も進めてまいりたいというふうに考えておりますので、ひとつ学力に関しましては御安心

をしていただきたいと、そのように思っております。

それから、御指摘の中の他自治体との区別化、あるいは差別化ということでございますけれ

ども、私は特にこれは意識をしておりません。市川市の学校におきましては、家庭、地域と連

携、協力を図りながら、そして、ともに考え、ともに創意工夫して、それぞれの学校で特色を生

かした取り組みといいますか、特色を前面に出して学校運営を図っているところでございます。

これは、長きにわたって積み重ねてきた形が、今の形になっている。言いかえれば、地域に

根差した学校づくり、それが市川で定着をしている。それが、言いかえれば市川のモデルであ

ると、そのようにも考えているところでございます。今後とも教育委員会といたしましては、他

の都道府県、あるいは他の市町村に学ぶことはもちろんでありますけれども、他の市町村の

まねをするのではなく、自分の中に取り込んで、あるときは消化をし、あるときは反すうをしな

がら、市川市として、あるいは市川市の学校として特色のある、そういうものをつくり上げてい

く、そういうことで学力向上を目指していきたい。それから、御質問者もおっしゃっていましたけ

れども、このことについては、やはりそういうものを広く市民の方々に供することが大事だと思

っております。そういう意味では、月並みですけれども、ホームページ、あるいは「教育いちか

ら」等々の広報、あるいはそれ以外の広報の手段を用いながら周知を図ってまいりたいと、か

ように考えている次第でございます。

以上でございます。

発言者：中村義雄議員

教育長、大変ありがとうございました。本市のこれまでの地道な取り組み、こういうのをあわ

せて市川方式と言えるのではないかと、確かにおっしゃるとおりであるというふうに思います。

また、この学力向上に向けましての教育長の力強い御決意をいただいたところでありますの

で、この点につきましては、子供の学力向上に向けて、さらに取り組んでいただきたいことを

要望しまして、この点についての質問は終わります。

では、次に障害児教育の現状についてお伺いをいたします。

先日、第 39回千葉県特別支援教育振興大会・第 21回市川市特別支援教育振興大会に参

加をいたしまして、生徒さんたちのすばらしいパフォーマンスを見させていただきました。また、

特別支援教室や通級指導教室についても、先般、拝見をさせていただいたところであります。

発達障害児、また知的障害児が増加傾向にあると言われている現在、本市の現状と今後の

取り組みについて、１と２をあわせてお伺いをしたいと思います。障害児教育の現状について、

そして発達障害児の通級指導教室、これについて、本市において２校開設をするというように

も伺っておりますけれども、この拡充について、あわせてお伺いをいたします。



発言者：藤間博之学校教育部長

初めに、本市の障害児教育の現状についてお答えいたします。

本市では、知的障害のある児童生徒の教育の場として、市立須和田の丘支援学校、市立

の幼稚園３園、小学校 17校、中学校８校に知的障害特別支援学級を設置しております。なお、

そのほかにも市内には県立市川特別支援学校、県立特別支援学校市川大野高等学園がご

ざいます。次に、自閉症、情緒障害、ＬＤ、ＡＤＨＤ等の発達障害のある児童生徒の教育の場

としては、特別支援学級が小中学校に各１校、通級指導教室は小学校３校に設置されており

ます。なお、言語障害のある児童に関しましては、特別支援学級を小学校３校に、通級指導

教室を幼稚園１園と小学校２校に、さらに、聴覚障害に関しましては、特別支援学級を小中学

校にそれぞれ１校設置しております。また、視覚障害に関しましては、県立千葉盲学校、肢体

不自由に関しましては、県立船橋特別支援学校の通級指導教室において、それぞれの障害

の状態に応じた適切な教育の場が用意されております。このように、本市には障害による教

育的ニーズに応じた多様な教育の場があり、障害のある子供たちにとっての教育環境が県

内で最も整備された先進的な地域であると認識しております。本年５月１日現在、市立の特

別支援学校に在籍する児童生徒は 123 名、特別支援学級に在籍する園児、児童生徒数は、

園児が28名、児童 249名、生徒 134名でございます。また、通級指導教室には16名の園児

と 72 名の児童が通級しております。就学や通級に当たっては、教育センターが中心となって

保護者等からの相談を受け、就学指導委員会で審議されたことをもとに、保護者や本人の希

望により、児童生徒の実態に応じて適切な指導の場が選べるようになっております。また、担

当する教員につきましては、特別支援学校が 67 名、特別支援学級が 65 名、通級指導教室

が９名となっております。このほかに市費で特別支援学級等補助教員を配置し、より手厚く指

導が図れるように市のサポート体制を整えております。なお、担当する者の専門性を高める

ために、保有する特別支援学校教員免許状の保有率を高める努力及び教育委員会としての

研修会等を積極的に行い、専門性を高めているところでございます。さらに、通常の学級に在

籍して指導、支援を要する児童生徒への指導の充実のために、教育委員会では２名の心理

士を雇用し、巡回指導員として学校の要請に応じて指導、助言を行っているところでございま

す。

なお、次年度、平成 26 年度、発達障害児のための通級指導教室を新たに開設するに至っ

た経緯と設置することによる効果についてお答えいたします。現在、発達障害のある児童の

増加に伴い、小学校３校に設置されております通級指導教室においては、その増加により指

導枠を確保することが困難な状況となってきております。また、今後も通級指導教室を希望す

る希望者が増加することが見込まれておることから、大野小学校、妙典小学校に新たに通級

指導教室を設置することを、現在、県教育委員会に要望しております。このことによって、居

住地により近いところで指導を受けることができ、児童と保護者の通級に係る負担が軽減す



るものと考えております。さらに、このことで日常的な相談がしやすくなるとともに、担当者にと

っても指導時間にゆとりができ、指導内容の充実が図れるなど、個々の教育的ニーズへの対

応がより充実す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

今の御答弁の中で、本市は障害のある子供たちにとっての教育環境が県内で最も先進的

な地域であるというふうに認識しているということであります。本当に、まさしく私もそのとおり

だと思っております、また、さらに進めていただければというふうに思います。また、来年度開

設の大野小学校、妙典小学校について、通級指導教室の設置を県の教育委員会に要望して

いるということであります。必ず設置できるよう、実現するように、引き続き強力に県のほうに

働きかけて要望していただきたいことを強く求めまして、この１と２については終わりたいとい

うふうに思います。

それでは、３の障害児教育の課題及び今後の方向性について伺います。

発達障害のある児童、知的障害のある児童が増加しているということであります。本市の障

害児教育の課題及び今後の方向性について伺います。また、今後増加が見込まれる障害児

童生徒が充実した教育を受けられる教育環境、すなわち特別支援学級の開設、各校の発達

障害通級指導教室の整備、教師の専門性向上など、具体的な数値目標を盛り込んだ中長期

的計画の策定を要望しますが、見解を伺います。

発言者：藤間博之学校教育部長

特別支援学級の開設等に伴う課題と今後の方向性についてお答えいたします。

先ほどもお答えいたしましたように、現在、通級指導教室等に通う児童が増加しているとと

もに、知的障害のある児童生徒の増加も見られております。具体的には、特別支援学校にお

いては、ここ５年間で 41 名の増、小学校知的障害児特別支援学級では 31 名の増、また、中

学校の知的障害特別支援学級でも 53 名の増となっております。また、発達障害の通級指導

教室で指導を受けている児童数も、ここ５年間、同様に 10 名の増となっております。さらに、

通常の学級に在籍する発達障害の可能性のある特別な教育的支援を必要とする児童生徒

が全体の 6.5％に当たるという文部科学省の調査結果からも、発達障害の通級指導教室は、

今後一層ニーズが高まることが予想されております。以上のことから、今後も市内の各地域

における特別支援学級、通級指導教室設置のバランスとニーズのある児童生徒の数、そして

必要となる教室の確保も含めて総合的に検討し、通級指導教室、特別支援学級の設置を計

画的に進めてまいりたいと考えております。また、通常の学級に在籍する支援を必要とする



児童生徒の指導に関しましては、各学校で指名しております特別支援教育コーディネーター

を中心に学校体制を整え、適切な指導ができるように進めてまいりたいと思います。なお、こ

れらのことにつきましては、平成 23 年度に策定しました市川市特別支援教育推進計画に基

づいて進めてまいりたいと考えておるところでございます。

以上です。

発言者：中村義雄議員

今後も市内の各地域における特別支援学級等の設置のバランス、ニーズのある児童生徒

数及び必要教室の確保など総合的に検討して、当該教室、学級の設置を計画的に進めると

いうことでありました。ここで要望ですけれども、教育センターにつきましても、今後、相談件数

がふえることが想定されます。また、この地理的な視点からも、市内に複数箇所、まずは行徳

地区への教育センター的な機能の設置を要望しておきたいというふうに思います。

以上で私の一般質問を終わります。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～


