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会派 ｢市民連合｣ を 結成
４月１０日に行われた相模原市議会議員選挙で２期目の当選を果
たした江成直士議員が、新たに金子議員と小林議員と共に「市民連
合」を結成し、元気よく活動を開始しました。
今後、共有する活動理念を大切にしながら政策を磨き合い、誰も
が安 心して暮らせる まちづくりと市民 に信頼される議会を目指し
て、教育・福祉・環境・平和、議会改革などの諸課題に、真正面から取組んでいきたいと思います。

＜市民連合の構成議員と分担＞
５月１６日から１８日まで開かれた臨時議会では、正副議長や各正副委員長はじめ議会人事が
決定しました。市民連合は、それぞれの政策テーマを積極的に発信すべく、常任委員会、特別委員
会への参加を行い、次のように分担しました。

・江 成 直 士（中央区２期目）会派幹事長、政務調査費担当、文教委員会、防災特別委員会
・金子 豊貴男（南区６期目）会派代表、総務委員会、基地対策特別委員会
・小 林 正 明（緑区２期目）議会運営委員、建設委員会、水源地域対策特別委員会

◎5月臨時会・江成議員の質問～ 東日本大震災関連の補正予算について質問しました。
議案第 51 号平成 22 年度一般会計補正予算について、質問を行います。
先ず、この度の東日本大震災によって尊い命を亡くされた犠牲者の皆さまに哀悼の意を表しますと共
に、甚大かつ過酷悲惨な災害に遭われた方々に、心からのお見舞いを申し上げます。
また東日本大震災に対して、市民の安全確保と被災地への支援のために全力を傾注し、迅速、適切な
復旧・支援の対応を実行された理事者・関係職員に、敬意と感謝を申し上げたいと思います。
大地震、大津波、原発事故という未曾有の大災害に対して、今後も、本市として可能な最大限の力を
結集して被災地・被災者を応援し、復旧・復興の道筋を支えていくべきだと思います。
同時に、東日本大震災を踏まえて、これまでの防災体制、危機管理体制を総点検し、市民の命の安全
・暮らしの安心を確保しなければならないと思います。この事を前提としつつ、質問します。
先ず 1 つ目、本市の被災状況、危機管理対応に関連して、３点伺います。
１点目は、本市の施設の被災についてです。本市の施設の中で、市立図書館の被災が大きかったと聞
きますが、被災の概況と今後の復旧対応について伺います。
また、小・中学校の校舎等の被災状況と今後の対応についても、概要を伺います。
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２点目。大震災当日、児童・生徒の安全避難、下校・帰宅対応について、各小・中学校ではどう対応
したのか、また教育委員会としてどう対応し、問題や課題をどう把握したのか伺います。
３点目、震災後の情報伝達として、特に計画停電の伝達等にかかわって「ひばり放送」の聞こえが悪
く、多くの市民が、内容が聞き取れないが故の心配・不安に襲われました。
災害時の安全・安心の確保のためには、先ず何よりも、迅速・的確・正確な情報伝達が必要ですが、
「ひばり放送」の聞こえの改善について、見解を伺います。また区制を生かした情報伝達であれば混乱
も少ないと考えますが、区内情報に絞った「ひばり放送」の実現について、見解を伺います。
次に、被災地支援に関連して伺います。１点目は、本市に避難してきた児童・生徒の受け入れについ
てです。被災に加えて転居、転校という大きな変動の中で、児童・生徒への物心両面での支援が重要だ
と思いますが、どのような配慮や対応を行ったのか伺います。
２点目。先にも述べましたが、消防の救援活動、支援物資の提供・搬送、救援・復旧のための人材派
遣、そして市民や市内企業からの義援金や支援物資の提供、搬送など、大船渡市に対して、銀河連邦友
好都市としての相互応援協定などに基づく支援活動が迅速・的確に行われたことを評価したいと思いま
す。そこで、相互応援協定の位置づけ、評価についてどう考えるか伺います。
また、これまでの緊急的な救難・支援から、復旧・復興に向けた継続的、長期的な支援への体制が必
要だと思いますが、職員の長期派遣などにどう取り組んでいくのか伺います。
さらに、支援を継続していくためにの枠組みや費用負担の考え方について伺います。
最後の質問です。福島原発の事故や浜岡原発の運転停止に対応して、この夏の電力消費を１５％削減
すること取組が打ち出されていますが、本市としてどう取組むのか伺います。
一方、現在も学校のグランド照明などが停止していて、市民のスポーツ活動に支障を来しています。
また、夜間の街灯照明が極端に削減されて、市民の夜間通行に危険や不便が生じています。現時点で夜
間の電力供給量に余裕があるとしたら、グランド照明や夜間街頭照明について、電力の需給バランスを
勘案し弾力的に対応してもよいのではないかと思いますが、考えを伺います。以上です。
※

紙幅の関係で、質問の一部と理事者側の答弁、2問目以降の質疑応答を省略しました。

質問と回答

６月議会

相模原市議会・平成２３年度６月定例会が、５月３１日から６月３０日まで開かれました。
江成議員は、６月２９日の「一般質問」に登壇し、「市民協働の推進」「地震防災の取組」「新教
育課程の完全実施」の３課題について質問を行いま した。

また 市民連合は、他に、金子議員が代表質問を、小林議員が一般質問を行いました。

１．市民協働の推進について・・・・・・・・・・
＜江成＞

市長が先の所信表明で述べたよう

成立し、来年４月１日より施行される。これ

に、活力ある市民生活と住みよいまちづくり

により、多様な公共ニーズと活力ある社会を

に向けて、多様な活動主体による市民協働の

担うＮＰＯの一層の伸展が期待されている。

取組を進めることは、大変重要だ。ＮＰＯは

そこで先ず、今回の法改正の目的・内容を

その担い手の一つとして、幅広い活発な活動

どう受け止めているのか伺う。

が期待されている。本市も、健全な発展を積
極的に支援して行くべきと思う。
こうした中、改正ＮＰＯ法が６月１５日に

また本市に、どのような権限・事務が生じ
るのか、どのような準備を進めるのか伺う。
＜回答＞
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今回の法改正には、ＮＰＯの一層

健全な発展を図るため、活動分野の拡大や申

＜回答＞

検討委員会は、センター利用団体

請事務の簡素化、ＮＰＯへの寄付を促進する

・ＮＰＯ代表、学識関係者など９名の委員に

認定制度の創設などが盛られている。

より構成し、昨年７月から検討を進めてきた。

政令市である本市は、ＮＰＯ法人の活動分

ＮＰОなどに対する研修や人材育成、区ごと

野を条例で定めるほか、寄付金控除等の優遇

のセンター設置も含めた地域支援など検討し

措置に関する認定の権限をもつことになる。

ており、年内に報告を取りまとめる予定だ。

今後は、来年 4 月の法施行に向けて関係条

＜江成＞

市と市民活動団体やＮＰＯによる

例を制定すると共に、市民やＮＰＯ法人へ制

協働事業提案制度の創設から３年。若者の自

度改正の周知・説明を行っていく。

立や就労のサポート、環境保護、子育て支援、

＜江成＞

福祉活動など多くの成果を上げている。

条例制定など、ＮＰＯの身近な窓

口としてしっかり取組んで欲しい。

しかしＮＰＯは財政的基盤等が弱く、協働

次に、本市のＮＰＯの法人設立と活動の状

事業が終して市の一定の支援がなくなると、

況、本市のＮＰＯ支援の状況を伺う。

市民ニーズに即した事業であっても継続出来

＜回答＞

なく、ＮＰＯの健全な成長も困難になる。

本市の認証ＮＰＯは、現在１６０

法人を数え、その活動は、福祉・健康・文化

協働事業提案制度は、再度の採択も可能な

・教育・スポーツなど、公共を支える幅広い

のか、どこまで継続できるのか伺う。

分野で展開されている。

＜回答＞

原則として、単年度業で実施して

支援としては、市民と行政が協働して課題

いるが、障害児教育に取組む事業、若者のニ

解決を進める｢協働事業提案制度｣、市民活動

ートやフリーターを支援する事業など、先駆

を資金面から支援する｢市民ファンド・ゆめ

的な例も多く、課題把握や評価のために一定

の芽｣、活動拠点になる｢さがみはら市民活動

の期間が必要な場合もある。公開ヒアリング

サポートセンター｣の設置など行っている。

や審査会で判断し、最大で 3 年までの継続実

＜江成＞

施ができることとしている。

市長の所信表明では、「市民活動

サポートセンター」の機能強化も謳われ、
「検

＜江成＞

討委員会」で議論されていると聞く。

そ の 趣 旨 や 市 民ニ ー ズ か ら 重要 性 が高 い 場

どのような課題があり、どう検討されてい

協働事業提案制度による事業は、

合、市の取組みに位置づけ、継続化する必要

るのか、機能強化の方向はどうなのか伺う。

があると思うが、どう考えるか伺う。

＜回答＞

＜回答＞

市民活動の多様化や高度化に応じ

最大３年間の継続後は、事業の効

た専門的な支援、市民活動体の成熟度に応じ

果や位置づけなどを検証し、市の取組みとす

た適切な支援、対象団体の増加や市域の拡大

ることが適切か、ＮＰＯ等の自主事業として

に対応した支援などの課題に向けて、センタ

継続することが適切なのか、適切に判断する

ーのあり方や機能強化につて検討している。

必要がある。その場合、市民ニーズやＮＰО

自 主 的 ・ 自 立 的 な 市 民活 動 を 促進 する 上

の意向なども踏まえて、多面的な観点で判断

で、ＮＰＯなど市民活動への支援は不可欠で

ができる仕組みが必要になるものと考えてお

あり、検討委員会の報告をもとに、今後の具

り、今後検討していきたい。

体的な方策を考えていきたい。

＜江成＞

＜江成＞

市民活動団体の増大や市域の拡大

していくためには、他の公益法人、地域団体

に対応した支援も課題とするのであれば、各

や市民団体、企業など様々な活動主体と連携

区にサポートセンターを設置すべきではない

・協働する機会や場を拡充する必要があると

か。検討状況、報告とりまとめの時期も含め

思う。様々な連携・協働を支援促進するため

て、考えを伺う。

の条件整備について、考えを伺う。
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ＮＰＯとその活動が、定着・伸展

＜回答＞

地域を支える様々なＮＰＯ活動が

える大きな存在となっている。市民活動・市

行なわれ、重要性が増している。ＮＰОが、

民協働の拡充、そして新しい地域連帯の創出

新しい公共の担い手として役割を果たすため

に向け、ＮＰＯ活動の活性化を一層、促進・

には、地域・市民団体、公益法人、企業など

誘導する積極的な施策を要望する。

との、より幅広い連携・協働が必要と考える。

また、本市は政令市として、区制を生かし

本市はこれまで、ＮＰＯ法人をはじめ様々

たきめ細かな対応をテーマにしているのだか

な市民活動グループを支援してきたが、今後

ら、地域に根ざし市民に密着した活動が推進

も、多様な連携・協働が促進されるよう、サ

されるよう、市民活動サポートセンターを区

ポートセンターの機能を強化したい。

ごとに設置することを強く求める。

＜江成＞

ＮＰＯは、幅広い公共ニーズを支

２．地震防災の取組について・・・・・・・・・・
＜江成＞

Ｍ９を記録した「東北地方太平洋

警戒宣言が発令された際の橋本駅及び相模大

沖地震」は、大津波、原発事故も連続して、

野駅周辺の混乱防止対策が示されているが、

未曾有の東日本大震災を引き起こした。

そ れ 以 外 の 災 害を 想 定 し た 詳細 な 規定 が な

被災地では、復興に向けた懸命の取組が行

く、課題があると認識している。

われており、被災者の皆さんに一日も早く安

当日、帰宅困難者への対応として県立高校

全・安心の生活が戻り、確かな復興への道が

等のほかに、グリーンホール相模大野や駅周

準備されるよう願ってやまない。

辺の小・中学校などを避難所として急遽開放

また、原発事故を収束させ、脱原発・再生

し、毛布や水、食料等の提供を行うなど、最

可能エネルギーによる真に安全・安心の社会

大限努めた。今回の帰宅困難者の避難所運営

づくりに向けた展望を、しっかりと切り拓い

は、小・中学校長や教職員の力によるところ

て行く必要があると思う。

が多く、今後、学校関係者の役割を含め、避

一方、本市においても、当日の震度は「５

難所態勢を見直す必要があると考えいる。

弱」だったが、首都圏を含む広範囲の停電、

＜江成＞

通信・交通のマヒ等があり、市民生活も大き

みに言及・評価しているが、本市に直接の地

な影響を受けた。その中で、帰宅困難者への

震災害が発生した場合、住民避難者と帰宅困

対応など、従来の地域防災計画ではカバーし

難者へどう対応するのか、課題認識を伺う。

きれなかった課題が指摘されている。

＜回答＞

特に避難所に指定される市立小・中学校に

今回の小・中学校の積極的な取組

本市が被災した場合、家屋倒壊や

火災などにより避難した住民と駅周辺の帰宅

おいては、児童・生徒の安全確保、保護者・

困難者が混在し、避難所の混乱も予想される。

家庭との連携、安全な避難所としての役割、

地域住民が利用する小・中学校などの避難

被災後の児童･生徒の学習保障など、今後、

所とは別に、帰宅困難者用の避難施設として、

万全の対応策を検討する必要がある。

市内駅周辺の県有施設などを新たに指定する

そこで先ず、東日本大震災によって生じた

ことも必要だと思う。

帰宅困難者等への対応と評価、課題の検証に

鉄道等の交通不通時には「むやみに移動を

ついて、どう整理しているのか伺う。

開始しない」という原則を企業や学校等に周

＜回答＞

知・啓発するとともに、帰宅困難者対策とし

東日本大震災では、長時間の停電、

鉄道不通等により、橋本駅や相模大野駅など

て関係機関等と早急に検討し、地域防災計画

市内の７駅で帰宅困難者が多数発生した。

や対応マニュアル等に反映させたい。

現行の「地域防災計画」では、東海地震の

＜江成＞
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地域住民用避難所とは別に、新た

に駅周辺の県有施設を帰宅困難者用に指定す

携し、課題を整理・検討していきたい。

る考えが示された。混乱を回避し、より円滑

また、学校長には、避難所運営協議会に加

な避難所運営を図る上で評価する。学校現場

わり平時の訓練でも協力を得ている。他の教

でも、危機対応の課題が一本化することで、

職員の対応についても、同様に取組みたい。

より的確、迅速に対応出来ると思う。

＜江成＞

非常災害時の混乱回避のためには、帰宅困

学校の実態や教職員の意向も十分

踏まえて整理、検討して欲しい。

難者の受け入れ可能箇所を出来るだけ多く設

避難所ライフラインに関連して、「災害時

定しておく必要があると思う。

協力井戸登録制度」は、災害共助の一つとし

県有施設以外にも、駅周辺の大学など他の

て意義があると思うが、制度の概要と登録の

公共的施設も指定する考えがあるのか伺う。

状況を伺う。

＜回答＞

＜回答＞

帰宅困難者は、災害発生の時期、

時間帯などで大きく変動する。

災害時協力井戸登録制度は、災害

時に、飲用以外の洗濯や洗顔、トイレ用水な

例えば淵野辺の青山学院大学は、最大 1 万

ど生活用水の確保を目的として、市民等が所

人余の学生が通学している。授業期間中の時

有する井戸を事前に登録しておく制度で、本

期、時間帯であれば、多くの学生が帰宅困難

年４月１日から実施している。現在、５件の

になると予想されるが、夏休み・冬休み中や

登録の届出があり、近日中に、それぞれの井

夜間なら少なくなる。帰宅困難者対策として、

戸水を採取して水質検査を行い、基準を満た

駅周辺の大学の施設活用を視野に入れること

す井戸は、登録手続きを進める予定だ。

も、検討する必要があると考える。

＜江成＞

＜江成＞

は、自家発電機等の資機材・備品の老朽化も

避難対策のキャパシティーがより

大きく設定されるよう取組んで欲しい。

災 害時 の ラ イ フ ライ ン につ い て

見られる。一層の改善、拡充を求める。

今回の帰宅困難者対応について、各学校の

次に、東日本大震災の際は、小・中学校に

取組に一定の評価があったが、現行の地域防

おいても、児童・生徒の安全確保と下校・引

災計画では、小・中学校での避難所の開設・

き渡し、保護者・家庭との連絡など、学校対

運営における「校長等の協力」を言うだけで、

応として、様々な問題が生じた。当時の状況

所属教職員の対応が明確ではない。

については、校長会も相当詳細な調査を行っ

地域住民の避難所になる小・中学校におい

ているが、教育委員会としてどのような課題

ては、必然的に学校としての対応が求められ

を把握しているのか、また課題解決に向けて

ると思うが、市の避難所担当職員等とどう連

どのように取り組んでいくのか、改めて伺う。

携するのか伺う。また、避難所運営訓練への

＜回答＞

参加を検討する必要はないのか、見解を伺う。

な情報を得ることができず、児童・生徒の安

＜回答＞

地域防災計画では、教職員は災害

全に関して、集団下校の際、信号が点灯して

発生時、児童・生徒の安全確保を図ること、

いない状況で下校した例や、下校後も一人で

また学校長等は、避難所の運営に協力、支援

自宅で過ごした例など課題を残した。保護者

すると規定されている。

と引き渡し下校の連絡がとれないことや、交

今回の大震災で、停電のため正確

しかし災害発生の時間帯や被災状況によっ

通網のマヒにより早急な引き渡しが不可能な

ては、避難所担当の市職員が到着までに相当

状況もあった。また帰宅困難者対策として、

の時間を要することも想定される。

当該校の教職員が長時間対応した点も、当初

学校教職員には、先ず児童・生徒の安全の

の想定を超える状況だった。

確保、その後、避難所運営に協力、支援が必

教育委員会としては、課題解決のために、

要となることも考えられる。教育委員会と連

校長会と連携して「学校安全の手引」の見直
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しに着手した。また関係各課、機関と連携し

＜回答＞

て、災害時に学校長が的確な判断ができる環

事態が発生した際に、重要な事業を継続し、

境づくりや、避難所における学校の役割の明

早期の復旧を可能にするため、平常時の活動

確化に取組んでいく。

や緊急時の対応等を事前に取り決めておく計

＜江成＞

画であると承知している。

災害発生時、一斉下校か保護者等

学校のＢＣＰは、災害などの緊急

の引き取り下校かなど課題だが、先ほどの市

本市においては、「学校安全の手引」や各

長答弁のように、地震災害の発生時、「出来

学校の安全計画等がこれを含むものと捉えて

るだけ安全な所に待機・避難して、むやみに

おり、今後の見直しの中で、ＢＣＰについて

移動しない」ことが、基本だと思う。

も検討していく。

従って、課業中の場合、学校待機、保護者

＜江成＞

地震災害への対応の中で学校の本

等の引き取り下校を基本とし、そのための学

来 任 務 を 遂 行 する た め の 学 校Ｂ Ｃ Ｐの 設 定

校間、地域間の調整、保護者への周知・理解、

は、大変重要だ。しっかり取組んで欲しい。

待機用資機材の配備など、環境整備を行うべ

今回の大地震では、震源から遠く離れた首

きだと考えるが、見解を伺う。

都圏でも、学校の校舎などの公共施設で、天

＜回答＞

地震災害の発生時における児童・

井材や外装材が落下するなど、少なからぬ被

生徒の下校等の対応については、早急に示し

害が見られ、東京・九段会館では、天井の落

ていく必要があると考えている。

下による死傷事故も発生した。

このため、児童・生徒の安全確保を第一と

本市では、小・中学校の全ての校舎・屋内

して、保護者へ引き渡すことが基本と考える

運動場の耐震化が完了していることを、高く

が、様々な状況を考慮する必要があることか

評価するが、学校は、児童・生徒の学習の場

ら、校長会と連携し、「学校安全の手引き」

であると同時に、地震・災害時の応急避難所

見直しの中で検討していきたい。

でもあり、児童・生徒や地域住民が安全に避

＜江成＞

難し、安全に過ごせる場所でなければならな

「学校安全の手引き」の見直しが

課題となるが、どう進めるのか伺う。

い。そのため、校舎の構造躯体の耐震化と共

＜回答＞

「学校安全の手引」は、「地域防

に、天井材や内・外装材、照明機器、窓ガラ

災計画」の中に位置づけられており、双方の

スなどを含めた、多面的な耐震化、安全性の

十分な整合性を図る必要がある。手引の見直

確保が必要だ。

しは、関係各課、機関と連携の中で進める。
＜江成＞

校舎の天井材や内・外装材など非構造部材

災害が発生したら、学校は先ず何

の耐震化について、どのような状況にあるの

より児童・生徒の生命・安全の確保、安否確

か、また今後どう取り組んでいくのか伺う。

認、さらに関係機関や保護者・地域との連絡、

＜回答＞

連携、緊急避難所の開設と円滑な運営など、

一に、校舎や屋内運動場の耐震化を優先的に

当面する役割を果たし、そして、教育の場と

進め、平成２１年度までに全ての校舎や屋内

し て の 機 能 を 早 期 に 復 旧し な け れば なら な

運動場の耐震化が完了している。

本市では、児童・生徒の安全を第

い。そのため事態の進展変化の中で、優先順

校舎等の天井材や外装材などの落下防止対

位に従って事業＝取組を継続・遂行していく

策については、法律に基づく安全点検や、学

計画を組み立てておく必要がある。

校における日常点検により、安全確認をする

「学校安全の手引き」を見直すに当たって、
学校におけるＢＣＰ(ﾋﾞｼﾞﾈｽ･ｺﾝﾃｨﾆｭﾃｨｰ･ﾌﾟﾗ

とともに、大規模改修に併せ、校舎等の安全
対策を、順次、進めている。

ﾝ)＝「事業継続計画」を策定すべきだと思う
が、教育委員会の考えを伺う。

今後、児童・生徒が安全で安心して学校生
活を過ごせるように、また避難所としての安
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全確保にも努めていきたい。

のか、やるべき事は何か、学校現場と具体的

＜江成＞

法定の安全点検や日常的安全点検

に検討すべきだ。防災機器の習熟など日常の

により安全確認すると共に、大規模改修に併

取組も可能な限り進め、臨機応変な学校防災

せて順次進めるとの回答だが、非構造部材＝

態勢を構築することを、強く指摘したい。

二次部材の抜本的な耐震化が必要なことは、
だれも否定できない。大規模改修の実施数を
今以上に増やして、改修ペースをさらに速め
るよう、強く要望する。
また、本市には市庁舎や文化ホールをはじ
め、多数の市民が集まり利用する施設が多数
ある。市民の安全を守るために、九段会館の
天井落下事故なども踏まえ、学校以外の公共
施設についても、天井など非構造部材の耐震
化を積極的に進めるよう、要望する。
学校の避難所運営については、給食調理員
や学校作業員も含めて、教職員がどう関わる

（市･衛生試験場の放射能測定装置を視察）

３．新教育課程の完全実施について・・・・・・・・・・
＜江成＞

新しい学習指導要領による教育課

＜江成＞

来年度からの中学校における完全

程が、小学校は今年度から全面実施された。

実施に当たり、現状と課題、教育委員会の学

また中学校は来年度から全面実施される。

校支援について伺う。

新しい学習指導要領は、「生きる力」を育

＜回答＞

中学校では、年間計画や指導計画

むという理念を引き継ぎつつ、その基盤とし

の作成、学校行事の見直し等を進めている。

て、「確かな学力」の定着を強調している。

課題として、各学年の授業時数が週１時間

この目標を具現化するためには、教育課程

増加することから、放課後の部活動や生徒会

を創意工夫して、学校全体で取り組むことが

活動の時間確保の難しさがある。授業準備、

必要だ。そこで１点目、小学校の新教育課程

研修・研究等の時間確保の困難さもある。

全面実施について、創意工夫ある取組がどの

新しい教材・教具の整備、新導入の「武道」

ように進められているのか伺う。

のための学習環境整備や防具、胴衣などの準

＜回答＞

新 学 習 指 導 要領 の 完 全実 施に 伴

備、安全面に配慮した指導技術の充実なども

い、小学校各学年において１時間から２時間

課題となっている。教育委員会としては、こ

の授業時数増になり、特に低学年児童の負担

れらの現状と課題を踏まえ、新学習指導要領

増が懸念されることから、時数を段階的に増

の円滑な実施に向けて、学校支援を継続する。

やすなど、日課表の工夫が行われている。

＜江成＞

各学校では、様々な創意工夫と懸

また、新学習指導要領では、思考力や表現

命の努力を重ねているが、課題は大きく残っ

力の育成を重視し、自らの考えを持ち、表現

ている。特に、週１～２時間の授業時間増に

できる能力が育まれるよう、各教科等におい

よって放課後時間が減少し、児童・生徒と向

て「書く・話す」などの言語活動の充実を図

き合う時間が確保できない、教師の教材研究

っている。新しく始まった外国語活動では、

や授業の振り返りと研究、学年・教科チーム

各学校の工夫ある教材づくりや、外国人英語

の打ち合わせ、情報交換、経験交流などの時

指導助手を活用した授業に取り組んでいる。

間が十分に確保できない等々の実態があり、
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現場から悲鳴のような声も聞こえる。

本市では、学校管理規則の改正による長期

このように、言わば教育の仕込みの時間が

休業中の授業設定や各学校の教育計画の工夫

とれない状況、教職員の「同僚性」を培う環

等によって、学習内容や授業時数の増加に対

境も失われ実態をどう受け止めているか、ど

応できるものと考えている。このため現時点

う認識しているか伺う。

では土曜日に授業を行う計画はないが、新教

＜回答＞

育課程の対応策の一つとして研究していく。

教育委員会としても、子どもと向

き合う時間確保や教員の教材研究、会議等の

＜江成＞

私も「土曜授業実施論」に直ちに

時間の確保の難しさについては、課題として

与するものではないが、学校が置かれている

捉えている。このため平成２１年に「学校管

過密・多忙の現状、そのための教育機能の低

理規則」の一部改正を行い、各学校の判断で

下を等閑視できない。

長期休業期間中に授業日を設定できるように

「土曜授業」については、学校多忙化への

した。また、情報機器の活用、システムの情

対応に加えて、学校五日制の現状をどう見る

報化や報告事項の簡略化等に努めている。

のか、その理念は具現化されているのかどう

今後も、新学習指導要領の実施状況を把握

か、といった視点も含めて考える必要がある。

する中で、学校の課題が軽減、改善されるよ

児童・生徒や教職員がおかれている学校の

う、支援していく。

実態とあり方を見直すこと、その上で土曜授

＜江成＞

学校全体の多忙化がさらに進んで

業の是非を考えることは、児童・生徒の学び

いる状況は、大変深刻だ。こうした中、一部

と育ちの時間と環境を確保する、子供たちの

の都府県で、学習内容の増加、授業時間増、

豊かな成長発達を保障する相模原教育を確立

学力保障等に対応する「土曜授業」が実施、

するという命題につながって行く。

または計画されている。本市として「土曜授

こうした視点も含め、学校を児童・生徒に

業」につてどう考えるか、伺う。

とって豊かな学びと育ちの場にする、教職員

＜回答＞

にとって豊かな教育実践の場にする、保護者

「土曜授業」は、学習内容・授業

時数増への一つの対応策と捉えている。

・地域の方々にとって厚い信頼の場にする、

しかし、学校週５日制の実施から９年、子

そのための学校支援の施策を、教育委員会と

どもたちは土曜日を部活動や地域行事、余暇

してしっかり推進するよう強く求める。

等にあてており、土曜授業は、こうした活動

※質問と回答は項目ごとに、一問一答に再

に支障をきたすことが懸念される。

◎本会議の録画(ライブ放映)視聴は

構成し、一部割愛・省略・簡略化ました。

相模原市議会

で 検 索 をクリックして下さい。

※ 市議会ホームページ（http://www.city.sagamihara kanagawa .jp/gikai/）
☆ 市議会ＨＰでは、過去の会議録・録画映像も見ることが出来ます。是非アクセスしてみて下さい。

◎江成直士・市民相談室
☆ 教育､福祉､環境､交通････市民生活全般についてお問い合わせ・ご相談をお気軽にお寄せ
下さい。地域の声を、生活者の声を、是非お聞かせ下さい。課題解決に、全力投球します。

☆ 連 絡 先 ： 相模原市議会議員

江 成 直 士

(江成宅)☆ 相模原市中央区田名3158-5

事 務 所 (江成自宅)

電 話・Ｆａｘ 042（７６２）０６６６

★ 江成直士の日常活動は、<江成直士ホームページ>でお知らせしています。
○ ＨＰアドレスは＜ http://www.enari-naoshi.jp ＞です。ＨＰは｢江成直士の活動報告｣にリンクします。

○「ヤフー」などの検索サイトで「江成直士の活動報告」と入力して検索できます。
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