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令和４年３月 定例会（第１回）会議録（抜粋） 

◆２３番（小川利枝子君） 皆様、おはようございます。公明党を代表して一般質問いたし

ます。 

 新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、終息が見通せない中、今年もはや３月。受

験もほぼ終わり、卒業シーズンを迎える季節となりました。児童・生徒、そして学生といっ

た若者たちには、一日も早くコロナを克服し、マスクを外して、自らが担っていく未来につ

いて大いに語っていただきたいと心から願っております。 

 さて、突然ですが、その彼らが授業で必ず学ぶ国民の三大義務は、勤労、納税、そして教

育でございます。教育は、憲法第２６条に、教育を受ける権利と併せて受けさせる義務があ

ることを明記しております。私は常々、この教育の重要さを訴えてまいりました。それは、

私自身が国民として権利を有し、義務を負っているからであり、私ももっともっと学ばなけ

ればいけません。また、親として、市議会議員として、学ぶ機会を提供していかなければな

らないことも自覚いたします。 

 公明党は、子どもの幸福を第一義として、社会のための教育から、教育のための社会への

転換を急務の課題と捉え、社会の片隅に発せられる小さな声に耳を傾け、その小さな声の中

にある大切なものを見逃さないと、徹して一人に寄り添う姿勢を貫き、全力で取り組んでま

いりました。私は、教育の重要さが分かっているからこそ、今回も教育分野における課題に

ついて確認させていただきます。教育長、よろしくお願い申し上げます。 

 また、習志野市の総合教育会議の長として、市長におかれましても、行政運営、そして市

民に係る課題として傾聴していただきたいと心よりお願い申し上げます。 

 さて、一般に、教育は大きく分けて３つあると言われております。一つは学校教育、もう

一つは社会教育、さらにもう一つが家庭教育でございます。どれ一つ欠くことのできないも

のであり、時代を捉え、充実した学びの環境を整備しておくことが求められます。私は、習

志野市の教育環境は、ほかの自治体に引けを取るとは思っておりません。むしろ胸を張るこ

とのできるものが多いと思っております。しかし、課題がないわけではございません。 

 例えば、学校教育では特別支援教育でございます。平成１９年に特殊教育から特別支援教

育への転換が図られました。本市教育委員会は、その３年前、つまり平成１６年から、他市

に先駆けてと胸を張り、各学校の核となる特別支援教育コーディネーターの育成に努めるた

め、県の研修会に教員を派遣して準備を進めるといった趣旨の御答弁を、この議会の場で述

べられたことを記憶いたしております。あれから既に１８年もの年月が経過した今日、コー

ディネーターの育成一つを見ても、いまだ道半ばでございます。障がいの有無にかかわらず、

子どもたちには教育を受ける権利があり、保護者には教育を受けさせる義務があり、教育委

員会は教育環境を整える義務を負っております。教育委員会は、子どもたちや保護者の期待

に応えていると言えるのでしょうか。私はどうしても、障がいのあるとなし、端的に言えば、

通常学級と特別支援学級では教育環境の整備に差が生じているような気がいたします。この

点については、昨年第３回定例会において教育長から特別支援教育に係る実情と将来展望を

聞くことができ、期待し、安堵したところでございます。 
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 そこで、新年度における本市の特別支援教育において、教育長のこの御答弁内容がどこま

で具現化される予定なのか、これまでの取組状況と併せ御答弁願います。 

 質問の２点目は、社会教育についてでございます。 

 社会教育の実践の場である公民館に指定管理者制度が導入されて久しく、習志野市におい

ては定着したと言っても過言ではございません。私は、教育分野においても、必要であれば

民間活力を導入することは否定いたしません。公による監督・指導さえあれば、むしろ民の

特徴が生かされ、幅のある教育が担保でき、多様化する学ぶ権利を保障するものと考えます。

しかし、度々指摘してまいりましたが、それは公による監督・指導があればこそであり、つ

まり民間への丸投げは駄目です。 

 そこで、習志野市の社会教育の検証を兼ねて、公民館運営の現状と実績、特に学びに来館

する利用者からの評価について御答弁願います。 

 以上、私の１回目の質問を終わります。 

◎教育長（小熊隆君） はい。おはようございます。それでは、小川議員からの一般質問、

大きな１番目、特別支援教育についての新年度における習志野市の特別支援教育についてお

答えをいたします。 

 特別支援教育の推進のため、今年度取り組んでまいりました内容及び次年度に向けての課

題等について、特別支援教育に関する専門性と、市の教育行政の２つの観点で申し上げます。 

 初に、特別支援教育に関する専門性についてであります。 

 教育委員会といたしましては、特別支援教育は学校全体として取り組むものであるとの認

識の下、全ての教員が知識や理解などを含めた専門性の向上を図ることを目的に、校長会議

をはじめとする様々な会議、研修等の機会を活用して周知や理解を深めてまいりました。 

 今年度、特別支援学級での指導方法に関して実施した研修では、「指導方法を工夫するこ

とでグループ指導が効果的に行えることを学んだ」、「参考にして、すぐに実践したい」な

ど、学級経営や指導に関する感想が若年層の担任より事後に多く寄せられました。 

 特別支援教育の経験の少ない担任が多い現状からも、特別支援教育の中心を担う特別支援

学級担任の育成が急務であると認識しております。こうした観点から、各学校における校内

人事として、学級担任の配置を決定する際に、正規職員として任用されている、いわゆる本

務者を特別支援学級に配置するよう、次年度に向けて強く指導したところであります。 

 今後の方向性といたしましては、特別支援教育に関する学校全体の専門性を高めるために、

特別支援学級の担任や特別支援教育コーディネーターを核とした研修を充実させ、管理職や

通常学級担任等の専門性の向上へとつなげてまいります。具体的には、次年度の研修では、

今年度の実績を生かし、オンラインやオンデマンドの活用を通じて研修対象を広げ、一人で

も多くの教員が特別支援教育の重要性を理解し、専門性を向上させられるよう、本市の課題

や教育現場のニーズに合った講師を招聘してまいります。 

 また、研修動画などの参考資料の共有、個別の教育支援計画や指導計画の活用、デジタル

教科書による障がいの特性に応じたＩＣＴ機器活用の推進を図ることで、特別支援学級にお

ける学級経営を充実させてまいります。 

 次に、市の教育行政の観点から申し上げます。 



3 

 今年度、１０月と２月の教育委員会会議において、特別支援教育に関する課題や今後の方

向性について報告をしております。委員からは「学校全体の特別支援教育に関する専門性を

底上げする必要がある」との御意見をいただきました。教育委員会といたしましても、専門

性の底上げのためには人材の確保と育成が必要不可欠であると考え、私自らが強いリーダー

シップをもって取り組んでいく所存でございます。 

 就学相談を含め、学校をサポートする関係機関との連携強化に関しましては、指導課と総

合教育センター、本市のひまわり発達相談センターなどの関係各課での積極的な情報共有を

図り、子どもたちの相談に応えられる体制の構築を検討しているところでございます。 

 県立習志野特別支援学校中学部・高等部の設置に関しましては、設置者である千葉県教育

委員会と定期的に協議を行っております。現在、県教育委員会が策定を進めております第３

次県立学校整備計画においては、既存の学校への併設による設置が示されたことから、習志

野市内の学校施設にあって転用可能な校地、校舎等を活用した併設型の設置について、引き

続き県教育委員会と協議を進めてまいります。 

 特別支援教育に関する課題は山積していると私も認識しております。特別支援教育の推進

のために、これらの課題一つ一つに真摯に向き合い、切れ目のない支援や人材育成を通じて、

児童・生徒や保護者、学校のサポートに取り組む所存でございます。 

 また、特別支援教育の目指す姿は児童・生徒の自立と自己実現であり、そのためには、児

童・生徒一人一人の視点に立って、家庭や学校、教育委員会が連携を強化する必要がありま

す。今日、児童・生徒を取り巻く環境が多様化、複雑化している社会状況において、心理面

から専門的なサポートをする人材、学校現場と教育行政をマネジメントできる人材等の確保

が必要であると考えております。引き続き、人材の確保や体制整備に向けて、関係部局との

連携を積極的に図り、習志野市の特別支援教育を展開してまいります。 

 次に、大きな２番目、公民館運営についての、公民館運営の現状と実績・評価についてお

答えをいたします。 

 公民館は、地域に根差し、市民に学びと活動の場を提供する市民の学校として、各種講座

や家庭教育学級、市民文化祭やコンサートなどの地域協働、文化活動等を実施しております。

そのような中、生涯学習の在り方は時代とともに変化しており、公民館の運営に対する市民

のニーズも多様化しております。そこで、教育委員会では、多様化する住民ニーズにより効

果的・効率的に対応するため、民間の能力を活用しつつ住民サービスの向上を図るとともに、

経費の節減等を図ることを目的に、平成２７年度から新習志野公民館に指定管理者制度を導

入いたしました。新習志野公民館では、指定管理者制度導入後、市の直営時には配置の難し

かった社会教育主事の資格を有する専門職員を配置するとともに、市直営時と比較して約１.

５倍の講座の開催や、休館日としていた祝日の開館など、公民館事業の拡大及び利便性の向

上を図り、管理運営経費も削減されているところであります。 

 また、モニタリングの一環として行っている利用者アンケートにおいて、施設の利用のし

やすさや職員の接客対応は、常に９割を超える利用者が満足しており、良好な運営が行われ

ております。 
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 この新習志野公民館での実績を踏まえ、教育委員会では、実花、袖ケ浦、谷津の３公民館

にも拡大することとし、今年度より新たに指定管理者による運営が始まっております。この

３公民館においても、父親を含めた親子向け講座の日曜日の開催や、学生向けの青年講座の

開催、ツイッターを活用した若い世代の利用層への情報発信など、時代の変化に応じた新た

な事業にも積極的に取り組むなど、事業の拡大と利便性の向上等が図られております。また、

利用者アンケートにおいても、新習志野公民館と同様に、約９割の利用者から満足している

との回答が寄せられているところであります。 

 このように、公民館におけるこれまでの指定管理者制度導入の実績につきましては、教育

委員会といたしましても良好な運営が行われているものと評価しております。また、指定管

理の条件としている多様な特性に応じた学習支援と学習成果を地域課題解決につなげ、人づ

くりや地域づくりに中心的な役割を担う社会教育主事の資格を有する職員の各公民館への

配置により、さらなる公民館講座の充実と、これからの地域のまちづくりを担う人材の育成

が図られるものと期待しているところであります。 

 今後につきましても、統括館である中央公民館の監督・指導の下、教育委員会と指定管理

者がしっかりと連携し、本市の生涯学習を推進してまいります。 

 以上、私からの１回目の答弁といたします。 

◆２３番（小川利枝子君） はい。教育長、御答弁ありがとうございました。 

 それでは再質問に入りますが、再質問、順番を入れ替えさせていただきたいと思っており

ます。よろしくお願いいたします。 

 まず、公民館運営についてから再質問させていただきます。 

 先ほどの教育長答弁は、そのとおりであると思いますし、否定いたしません。特に専門性

の確保ですね。社会教育主事の配置など、それまでの直営時代では実現できなかった、そう

した目に見える成果があると思います。ぜひ、胸を張って成果を強調していただければと思

います。これは民間活力導入のよき事例であると評価をいたします。 

 しかし、それも繰り返しになりますが、公、つまり教育委員会、この監督・指導、これが

あってこそのことであると強調しておきます。そこで、公民館は教育機関であり、社会教育

の実践の場であることから、習志野市の教育委員会は、公民館の運営に当たって、どのよう

な位置づけで何を重視しているのか、お伺いいたします。 

◎生涯学習部長（塚本將明君） はい。御質問にお答えいたします。教育委員会において、

公民館は、地域に根差し、地域連帯を強めるための社会教育を実施し、市民の生活文化を高

める生涯学習の拠点として位置づけております。そのため、公民館の運営に当たりましては、

市民が求め満足できる活動の推進を心がけ、幅広い年代と、それぞれのライフステージに応

じた学級や講座を開催しております。 

 具体的には、子育て中の親の孤立を防ぎ、育児に対する不安を解消することを目的とした

幼児家庭教育学級、小中学生に、地域への関心を高め異年齢交流を促進することを目的とし

た子ども講座、一般成人には、健康の促進を目的とした健康講座や、身近な地域の理解を深

めてもらう歴史講座での町歩き、さらには、高齢者の生きがいと社会参加を促すことを目的

に寿学級などを実施しております。また、地域での自主的な活動につながるためのサークル
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や団体の活動拠点としての場の提供、芸術・文化に親しむ機会と、発表の場を提供するため

の地域の特色を生かした門松作りや豆まきなどの行事、各中学校区では、音楽を通して学校

と地域との交流を図るコンサートの開催など、これら事業の実施を重点施策として取り組ん

でおります。以上です。 

◆２３番（小川利枝子君） はい。ありがとうございます。まさに今の部長の答弁のとおり

であると私も納得いたします。様々な学級や講座を通じて市民に学びの場を提供していくこ

と、そして、そのことを契機に地域での自主的な活動につなげていく、これこそが社会教育

の本来の姿であると思います。指定管理者の導入の際には、民間事業者の運営になると学級

や講座が少なくなるのではないか、また質が落ちるのではないかと、大変皮算用のような御

意見、そういうものがたくさん飛び交いました。しかし、この結果を見ると、直営時、これ

を維持、維持以上ですね。また拡大している、これは本当にそのとおりであると思っており

ます。 

 そこで、利用者からの声はいかがだったのか。以前の質問で、毎年モニタリングを実施し

ている、このことを確認いたしました。どのような声が寄せられているのかお伺いいたしま

す。 

◎生涯学習部長（塚本將明君） はい。御質問にお答えいたします。新習志野公民館では、

平成２７年度から指定管理者制度を導入し管理運営を行っており、第２期の指定期間が間も

なく終了いたします。その間、毎年度、指定管理者の管理状況を確認するモニタリング評価

の一環として実施している利用者アンケートでは、毎年良好な評価をいただいておりますが、

よりよい公民館となるよう御要望もいただいております。具体的には、トイレの洋式化、洗

面所の水の流れが悪い、駐車場の全面舗装や駐車区画の明確化、館内の照明が暗いことなど

の改修希望、さらに、部屋の鍵の受渡しを時間前にしてほしいことや、冷暖房の適温管理を

してほしいことなどが挙げられております。 

 これらの要望につきましては、できるものから順次改善を行い、公民館運営に反映してい

るところでありますが、施設面におけるトイレの洋式化及び運営面における部屋の鍵の受渡

しを利用時間前から可能としてほしいという２点につきましては、毎年多くの方から要望を

いただいております。このような指定管理者に対する利用者からの要望への対応につきまし

ては、令和２年９月定例会において小川議員から、行政としても市民目線に立ってしっかり

対応するよう御指導いただいております。このことから、教育委員会といたしましても、指

定管理者と連携し、対応しているところであります。以上です。 

◆２３番（小川利枝子君） はい。ありがとうございます。御指導というより指摘をさせて

いただいております。ありがとうございました。まずは、利用者の声、これが社会教育の根

幹に関わる教室、それから講座、そういうものに対するものではなかったと、そういうこと

で私も安堵いたしました。 

 また、部長答弁から、利用者の声は、大きく分けて施設面、それとあと運営面であったと

思います。施設面については、公共施設再生に取り組んでいる習志野市にあっては、教育委

員会だけではなく、市長が先頭に立って全市で取り組んでいただきたいと思います。 
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 公共施設再生で掲げている総量圧縮ですね。それ、私は否定いたしません。むしろ、機能

を精査することで新たな施設へと生まれ変わることが促進されるのであれば、積極的にやは

り進めるべきだと思っております。しかし、学校が学校教育の実践の場であるように、公民

館は社会教育の実践の場でございます。公民館が地域の学校であるならば、先ほどもいろい

ろ御紹介いただきましたけども、幅広い年齢層の利用が想定されるわけですので、バリアフ

リーなど、できるところから着手していただくことを切に願っております。 

 それに対して、運営面については、習志野市と指定管理者の創意工夫で解決に至る課題も

少なくないと思います。以前も指摘させていただいたんですが、モニタリング、特に市民の

利用者のアンケート、それを長年同じ要望、苦情があるにもかかわらず見過ごしている、そ

ういうことのないように、しっかり気づいていただいて、行政側、教育委員会の役割として、

しっかりと取り組む必要があると思っております。 

 また、先ほどの答弁にございました鍵の受渡しについて、これも長年出てきている要望だ

と思います。私も利用者から度々伺ってきてまいりました。例えば、同一セミナー室を１２

時まで利用する団体と、それから１２時から利用する団体があれば、状況によっては利用時

間を厳粛にしてほしいという苦情もあると思いますし、また、その逆に、もっと融通をさせ

てほしいという要望、こういうものが寄せられることは容易に想像できます。そこで、いま

一度、どうして公民館が現行のような利用時間と利用方法に至ったのか、その経緯などをお

伺いいたします。 

◎生涯学習部長（塚本將明君） はい。御質問にお答えいたします。本市の公民館は現在、

午前、昼、午後１、午後２、夕方、夜間と、６枠で切れ目なく部屋の貸出しを行っておりま

す。この６枠は平成２６年度から適用しており、それ以前は、正午からと午後５時からの各

１時間は貸出しをしておりませんでした。このことにより、午前の利用者が正午を過ぎても

部屋を使用していたり、午後の利用者が１時前から準備を始めるなど問題があったことや、

午前中に調理をしていた場合、お昼の時間帯を使って試食をしたいといった要望もありまし

た。そのようなことから、平成２６年度の使用料改正に合わせ、それまで貸出しをしていな

かった正午から午後１時までと、午後５時から午後６時までの２枠も利用可能とする見直し

を行ったことにより、全ての利用枠が隙間なく連続することになりました。その際、料金負

担の公平性の観点から、利用時間前の鍵の受渡しにつきましては全公民館においてお断りを

しております。以上です。 

◆２３番（小川利枝子君） はい。ありがとうございます。想像どおりだなと思いました。

申し上げにくい言い方になるんですけども、それは、見方によっては利用者の一方的な思い

から端を発しているとも取れる、そうした内容であることは否めないと思います。したがっ

て、私は、この現行の仕組みは当然と考えます。しかし、公平・公正を保ちながら、そこに

どこまで寄り添えるか、そこが市と指定管理者の腕の見せどころであるのではないかと私は

常々思うところでございます。 

 そこで、この鍵の受渡しの課題と、先ほどございましたトイレの洋式化の課題、これに向

けた取組についてお伺いいたします。 
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◎生涯学習部長（塚本將明君） はい。御質問にお答えいたします。毎年度の利用者アンケ

ートで要望のありました利用時間前の鍵の受渡しと全トイレの洋式化の問題につきまして

は、市内全公民館の共通の課題として、その解決策を検討してまいりました。 

 まず、運営面の課題である鍵の受渡しの時間につきましては、利用者の要望を反映して柔

軟に対応することとし、本年２月１日より、部屋が空いている場合に限り、５分前の鍵の受

渡しと入室を可能とする運用に変更いたしました。また、施設面の課題であったトイレの洋

式化につきましては、感染症対策としても有効であることから、新型コロナウイルス感染症

対応地方創生臨時交付金を活用して、公民館の全てのトイレを洋式化する改修工事を実施し

ます。なお、改修工事につきましては、来年度末までに全てを完了する予定となっておりま

す。以上です。 

◆２３番（小川利枝子君） はい。ありがとうございました。本当に市と指定管理者の方の

創意工夫であると思います。今後の改善に向けた取組は評価させていただきます。着実に進

めていただきたい。このことをよろしくお願いいたします。 

 後に、このような利用者の声に寄り添った施策展開があれば、公であろうと民間であろ

うと、よりよい公民館運営につながると考えます。今後もこの指定管理者制度を継続してい

くのか、そして教育委員会の役割をどのように考えているのか、お伺いいたします。 

◎教育長（小熊隆君） はい。御質問の、今後の公民館運営と教育委員会の役割についてお

答えをいたします。 

 現在、本市の６つの公民館につきましては、統括館である中央公民館と菊田公民館を除い

て、指定管理者により運営しております。指定管理者による４つの公民館の運営につきまし

ては、これまで申し上げてまいりましたように、民間の能力を 大限に発揮し、大変良好な

運営がなされていることから、今後も引き続き指定管理者による運営を継続してまいりたい

と考えております。 

 また、公民館は社会教育法で定められた教育機関であり、地域に根差し、市民に学びと活

動の場を提供することで、地域のまちづくりにつなげていく市民の学校として習志野の人づ

くりに欠かせない生涯学習の拠点であります。したがいまして、教育委員会といたしまして

は、制度導入時に、様々な面で賛同を得ながら共に検討を進めてきた公民館運営審議会や社

会教育委員の皆様に進捗状況を報告し、御意見をいただくとともに、市民のための公民館と

して、利用者の声に常に耳を傾けながら、利用者の目線で指定管理者の監督・指導を行って

まいります。さらに、直営の公民館と指定管理の公民館が互いに連携し、切磋琢磨しながら

活発な事業展開を図れるよう、しっかりと下支えをし、生涯学習推進のまち習志野の実現に

取り組んでまいります。以上でございます。 

◆２３番（小川利枝子君） はい。ありがとうございました。教育長の視野に社会教育がし

っかり入っていること、確認できました。 

 また、久しく聞くことのなかった、このキャッチフレーズなんですけど、生涯学習推進の

まち習志野、これを耳にいたしましたので、その意気込みをぜひ形あるものにこれからもし

ていただきたい、邁進していただきたいと思います。本当に利用者のために、喜んでいただ

けるように頑張っ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。 
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 後に一言、塚本生涯学習部長、大変に御苦労さまでございました。私は、平成１５年に

初当選をいたしました。その当時、塚本部長は道路課、あの頃は道路交通課と言いましたか。

ちょっと私も忘れちゃったんですけど、大変市民要望が多くて頻繁に通わせていただきまし

た。本当、塚本部長の、そのときは職員でしたけども－－部長も職員ですね、何を言ってる

のか。そのときは本当に、とっても話をよく聞いてくださって、本当に仕事が早くて、とっ

ても助けられました。それ以来ずっと、都市土木行政の顔として、もうずっと走り抜いてき

たという、そういうイメージで私、見てまいりましたので、正直言って、畑違いというか、

そういうところで御苦労が多いのではないかなと思うところがございましたが、しかしなが

ら、もう本当に卓越したリーダーシップを発揮されてきたと私は高く評価させていただいて

おります。ぜひ 後の 後まで、その意気込み、リーダーシップの持っている、その思いを

後進に引き継いでいっていただきたい。このことを強くお願いをさせていただきまして、こ

の問題、終わらせていただきます。大変にありがとうございました。 

 次に、特別支援教育の再質問に移ります。 

 先ほどの教育長の御答弁をお聞きして、正直なところ、昨年の第３回定例会の録画を視聴

しているかなというような思いがいたしました。確かに幾つか実行されたものがあることは

私も理解はいたします。しかし、新年度を目前にして、支援を要する児童・生徒、その御家

族や関係者に対して目に見えるような取組、こういうものが具現化されてきたのか、それが

あったのか。大変私は肩を落としてしまいました。 

 言葉尻を捉えるようで恐縮するんですけども、今日、ここに至って予算要求にも触れられ

てない。そして「育成が急務であると認識しています」、「専門性の向上へとつなげてまい

ります」、「体制の構築を検討しているところでございます」、こういったことはいかがな

ものかと正直思っております。一体、この来年度の支援を要する児童・生徒の教育環境はど

のようになるのか、具体的に何がどう進んでいくのか、それを私も、保護者も、また学校現

場の先生方も期待をしていたと思うんですね。教育長の取り組む姿勢は、もう本当に確認で

きました。しかし具体的なものが何も見えない。そこを強調させていただきます。 

 特別支援教育も国民の義務である教育でございます。支援を要する児童・生徒に与えられ

た時間、もう本当に限られているわけですね。ですから、毎回毎回申し上げさせていただい

ておりますが、新年度に、たとえ一歩でも、この足跡を残すべきではなかったのかと、強く

残念に思うところでございます。 

 この点につきましてはここまでといたしますが、教育委員会は重く受け止めていただいて、

もう本当にお願いしたい、このことを強く申し上げさせていただきます。 

 そこで、この教育長答弁に、課題は山積みしていると認識、また、課題一つ一つに真摯に

向き合うとございました中で、以前より問題視されていた本市の情緒障がい特別支援学級の

在り方について、私も、本当にこれ以上もう言いたくないというぐらい、その辺のこと、口

酸っぱくなるほど申し上げさせていただきましたけども、またこの情緒障がい特別支援学級

の在り方について千葉県から指摘を受けたと、そういう話を私は昨年保護者から聞かされま

した。 
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 その保護者に限らず、関係者も含めて、私の耳には次のような話が届いております。例え

ば、「通級がなくなって情緒支援学級は混乱している」、「支援学級の部屋が小さくて居場

所がない」、「保健室代わりにしか期待できない」、「支援学級の部屋が小さいため、通常

学級に帰りなさいと言われる」、さらには「うちの子どもは情緒支援学級を求めて在籍して

いるんです。一日支援学級にいてもいいんですよね」と、とてもこの不思議な問いかけを受

けたケースもございます。どういうふうにしてこれを受け止めてよいのか。もう本当に私は

昨年混乱してしまいそうでした。また、学校から保護者宛てのお知らせを目にいたしました

が、その内容から保護者が戸惑うのもごもっともだと思われます。 

 そこで、今学校で何が起こっているのか、そして、どのような事態に陥っているのか、お

伺いいたします。 

◎学校教育部長（遠藤良宣君） はい。本市における自閉症・情緒障がい特別支援学級にお

ける取組について千葉県から指導があったと、このようなことについて、どのような状況で

あるのか御答弁申し上げたいというふうに思います。 

 まず、本市においては、自閉症・情緒障がい特別支援学級の指導に関しまして、一日の多

くの時間を通常学級で過ごし、週に数時間、特別支援学級で学ぶ、いわゆる通級による指導

を一部で行ってきた経緯がございます。令和元年度より、市内全ての小中学校に自閉症・情

緒障がい特別支援学級を整備してまいりましたが、学級での指導の現状におきましては、個

別指導という形で、教科学習の補習を中心とした指導が行われている学級もありました。そ

の中では、障がいの特性に応じた手厚い指導を受けるために特別支援学級に入級した児童・

生徒に対して、課題に応じた指導や少人数での学び合いなどの特別支援学級ならではの特色

ある指導の時間を十分に発揮、確保できていない状況があったことも深く受け止めていると

ころでございます。このような現状に関しまして、千葉県教育委員会より学校訪問の際に指

摘を受け、学級経営や指導時間に関して、特別支援学級としての指導のより一層の充実を図

るようにと指導を受けたところでございます。 

 教育委員会といたしましては、自校において一日を通じて特別支援学級で学ぶことができ

る環境の整備という特別支援学級の整備目的が、単なる施設等のハード整備面だけでなく、

学級経営や指導等のソフト面でも達成が図れるよう、改めて人材の確保や校内支援体制の整

備等に関して的確に指導してまいります。以上でございます。 

◆２３番（小川利枝子君） はい。果たして教育委員会は、この事態を整理できているのか。

そこが疑問に思っております。例えば、指導時間は教育課程を適正に実施するために定まっ

てるものでございます。千葉県教育委員会の指摘は、本当にこんなに軽いものだったのかど

うか、ちょっと首をかしげます。また、仮にそうであったとしたら、保護者に対するこの文

書は適正なものだったのかどうか。 

 さらに申し上げれば、教育委員会の特別支援学級ならではの特色ある指導の時間を十分に

確保できない状況、この評価ですね。十分でないのは時間の確保だけではないと指摘をさせ

ていただきますけれども、いずれにいたしましても、こういう確保できないという状況、こ

れは、在籍する児童・生徒に本当に失礼ではないかと、私は怒りさえ出てくるんですね。 
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 まだまだ、先ほどの答弁には苦言がございます。恐らく同様の疑問が保護者や関係者に生

じたことは容易に想像できます。繰り返しますが、本当に教育委員会は事態を整理できてい

るのでしょうか。この後、続けて、来年度の解決に向けた取組、これを再質問する予定でお

りましたが、この程度の認識なのかなと。本当に私も悩みましたけども、何も具体的な取組

がなされない、こういうことから今回は取りやめいたします。 

 先日、私の一般質問に当たりまして、保護者さんから次のような声が届きました。「「特

別支援とは何ぞや」がいつまで続くのでしょうか。学校の先生が何も言えない？理解してい

ない？誰の、何のための特別支援教育なんでしょうか。時代とともに求めるものは違っても、

根本は変わらず進んでもらいたいです」。このような、もう本当に短い文章でございました

が、胸が痛くなりました。「伝統とは、変わらないために変わり続けること」といった指摘

を私は目にしたことがございます。ぜひ、この保護者、このお一人の保護者の言葉は、もう

本当に多くの方々の代弁だと私は受け止めております。ぜひ重く受け止めていただきまして、

まずはこの課題を整理してください。そして、整理ができた段階で改めて質問させていただ

きます。よろしくお願いいたします。 

 後に、本市のこの特別支援教育が常にこのような状況になるのはなぜなのか。こういう

点についてでございますが、先ほどの冒頭での教育長答弁で、来年度も研修会に力を入れて

取り組んでいく、お伺いいたしました。子どもたちにとっての 大の教育環境は大人自身で

ある。つまり、教師、学校に携わる先生方、もう本当に何だと、受け止めなくてはいけない

という指摘が、これも本当に目に留まりました。本当に研修は大切です。しっかりと積み重

ねていただきたい。もうこれは常々お願いしていることでございますが、新年度、しっかり、

本当に何が必要なのかということを見定めていただき、見極めながらお願いしたいと思って

おります。 

 しかし、また学校の核となる特別支援コーディネーターも担任も、冒頭で述べさせてもら

いましたけど、平成１６年から、もう３年前倒しでうちはやるんだと物すごい意気込みをこ

の場所で述べておりましたことが、もう鮮明に思い浮かぶんですけれども、特別支援コーデ

ィネーターも担任も、この研修で学んだ力、それをいつになったら発揮できるのかなと。ま

た、いつまで子どもたちを待たせるのかと本当に残念に思うんですね。 

 私は、この本市の特別支援教育が常にこのような状況になるのは、教育委員会に、特別支

援に加えて教育行政、さらには支援を要する児童・生徒の将来像を描きながらマネジメント

できる人材がいないことが原因であると、これは何度となく指摘をしてまいりました。今回

の情緒障がい特別支援学級の、この問題もそうだと思います。教育委員会、担当指導主事２

名の方、もう本当に精いっぱい頑張ってくださっている。もう頭が下がる思いでいっぱいで

おります。しかし、この今の立場で、また権限もない中で、もう全てを担っている。しかも

１人の指導主事、前にもこの場で指摘させていただいたことがございますが、この特別支援

だけではなく、ほかの業務も幾つも担っている。本当に大変だなと、私はもう本当に常々、

何か気の毒になってしまうという、そういう思いです。 

 保護者さんもそうなんです。学校で担任の先生が力がないなんて言って申し訳ないんです

けど、そういう中で精いっぱい頑張ってくださっていることが分かるから言えないんです。
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でも心の中ではもやもや、もやもや、もう「何とかして」と叫ぶ、それが私のところに来る

んですね。もう一日も早く、教育委員会、また学校にそういう声が、正直な気持ちが届く、

そういう体制、それが必要ではないかと思っております。 

 また、続いて、担当指導主事はほぼ２年サイクルですね。人がそれで替わると、こういう

現状では、私も階段を一つ一つ積み重ねていく、それがまたがたがたと落とされて、一から

ならまだいいんですけど、ゼロからマイナスからって、もうそういう繰り返しで繰り返しで、

学校も同じような状況でございます。 

 さらに申し上げますと、私、素朴な疑問としていつも思っていたんですけれども、この指

導主事は、本当にどなたに御相談しながら、どなたの御指示を仰ぎながら勤めていらっしゃ

るのかなと。本当にいじいじするような気持ちで、本当に申し訳ございません、失礼な言い

方かもしれませんが、もう今回は正直に申し上げさせていただきます。まずは教育委員会に、

担当指導主事がフットワーク軽く安心して存分に力を発揮できる体制。もう本当に力を持っ

てます。その力を発揮できるような体制をつくるべきではないでしょうか。今の教育現場の

混乱を、引き算になっているような状況から、掛け算にして押し上げていく。子どもたちに

は時間がないですから。ですから、そういう人材の確保、これが急務であると考えますが、

教育委員会はどのような行動を取ってこられたのかお伺いいたします。 

◎学校教育部長（遠藤良宣君） はい。ただいまの御質問は、特別支援教育に関わる人材の

確保に向けてどのように取り組んでいるのかと、こういう御質問と捉えて御答弁を申し上げ

ます。 

 まず、１週間ほど前になりますが、令和４年２月２４日の報道によりますと、文部科学省

の検討委員会において、全ての教員が、採用後１０年程度の間に特別支援学級の担任などの

経験を２年以上積むことが望ましいとする報告書が大筋で了承されたと、このようにござい

ました。特別支援教育での経験は、全ての教育の原点とも言うべき要素を含んでおります。

教育委員会といたしましても、このような観点からの人材育成は非常に重要なものであると

認識をしているところであります。 

 また、先ほど教育長より、特別支援学級の担任に、正規職員としての任用されている、い

わゆる本務者を配置するよう各学校に対して強く指導したと御答弁させていただいたとこ

ろにつきましては、先ほどの国の考え方と一にするものであると、このように捉えてござい

ます。 

 また、教員のみならず、学校現場等、教育行政を広くマネジメントできる人材の確保、こ

れは今ほど議員から御指摘をいただいたとおり、必要不可欠な時代であろうと思っておりま

す。そういうようなことを考えますと、会議や研修などの機会を通じて、保護者の皆様や学

校現場で働く教員の方、このような声を直接耳にしたり、本市の特別支援教育におけるこれ

までの取組や現在の課題に対して深い知見を有している人材がより望ましいと考えており

ます。特別支援教育の推進のためには、就学前から中学校卒業後、就労など、学校教育だけ

ではなく、それぞれのライフステージを見据えた切れ目のない指導や支援が重要であるとも

捉えております。 
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 このような観点からも、専門的知見を有する人材の確保は本市としての喫緊の課題である

と認識し、関係部局と積極的な連携を図っているところでございます。以上です。 

◆２３番（小川利枝子君） はい。ありがとうございます。本日は、この数日間悩みに悩み

抜いて、本当にそういう悩み抜いた結論として予定を変更させていただきました。 

 後に、教育長の思い、これがもう本当に私、響きました。もう本当に触れることができ

「ああ、よかった」と思っているんですけど、心の扉、これが少し開いてきた、このような

気がいたします。 

 教育委員会におかれましては、小学校には小学校教諭が、中学校の国語には国語の教諭が

いるように、特別支援教育には特別支援教育の教諭がいることが教育の権利と義務を全うす

るためには不可欠である、このことをいま一度自覚していただきたいと思います。ぜひ、子

どもや保護者の小さな声の中にある大切なものに気づいて、そして支えてつなげていただき

たい。このことを強くお願い申し上げます。教育長自らの強いリーダーシップの下、有言実

行で、ぜひ形あるものにしていただきたい。そして行動を起こしていただきたい。このこと

をお願い、また御期待申し上げて私の一般質問を終わります。ありがとうございました。 

◎教育長（小熊隆君） はい。今ほど御指摘いただいたこと、非常に重く受け止めて対応し

てまいらなければいけないなと考えております。特に、少し遅いんではないかということで

御指摘いただいた部分、課題を整理してというところは、しっかりと取り組んでいかなけれ

ばいけないなと。特に、人材の確保、そして育成に関しては、今後様々な手だてを用いて進

めていかなければいけないと考えております。 

 そして、今ほど指摘があったとおり、本当の意味での、本来の意味での伝統というのは、

やはり変わり続けることだという御指摘があったわけですけども、まさに今、特別支援の中

で動きとして、そういう動きがここ数年の中で大きくなってることも事実でございます。特

に学級の問題というものに関しましては、しっかり学級としての指導の充実を図っていかな

ければいけない。一方で、児童・生徒、保護者のニーズにも応えられるような指導の体制も

確保していかなければいけないということで、この辺のことも含めまして、しっかりと研

究・検討していかなければいけないと考えております。 

 いずれにいたしましても、しっかりとした覚悟で取り組んでまいりたいと思っております。

以上でございます。 


