
令和元年議会

＼ご報告／

平成３０年度決算の全事業

（約５６０億円）の適正さを審査

子育て環境は、量・質の拡充を評価

流政会の代表として渡辺じんじ議員と共に決算審査

委員を務めました。今期は副委員長を拝命し、先輩

に助けて頂きながら任務を遂行いたしました。2000

ページを超える資料を読み込みます。審査委員になっ

た1か月はとてもハードです。

＼今後の提言に向けて／

渡辺じんじ議員

決算審査の総括質疑（※）で市に提言したこと

総括質疑とは？

年度の全事業の妥当性を3日半審

議した後、より大きな視点での

質疑や提言を最終日に直接市長

に問う機会です。

〇保育士修学貸付資金貸付事業に加え、

保育士の処遇改善への支給額増額

〇送迎保育ステーションのバス増便

〇3小学校区の学童クラブ増設

＋民設民営型学童クラブの開設

〇おおたかの森市民窓口センターに「妊婦さん専用

相談スペース」を開設、面接率は約1％→約50％に

[要望]子育て環境の充実をもっと！！

〇小規模保育園卒園時、連携園へ滞りなく入園

できる対策を！

〇地域子育て支援センターの質向上

〇学童保育の質向上と多様な選択肢を！

〇ＩＣＴを利用し、教育と福祉の情報連携体制を

構築し、孤独な子育て撲滅！

流山本町地域の景観まちづくりをもっと！

〇渡辺議員の地元である本町エリアについて、

景観まちづくりを行っていくための課題を提言し、

歴史・文化を大切にできるまちづくりを要望。

今は、小学生の放課後の居

場所の選択肢が公設学童

だけです。放課後子ども教

室や児童館、民間学童など、

居場所の選択肢を増やし

ていきたいです。

本町ではここ数年でも、

古い建物が取り壊され、

歴史的な景観がなくなる

危機感があります。地域

毎に特色あるまちづくり

をしていきたいですね。

2020 1

20



子どもの困り感に寄り添う教育環境を！

子どもの困り感を放置すると二次障害が発生する可能性があります。早

期対応が大切ですが保護者から「情報が少ない」というご指摘を頂きまし

た。そこで千代田区のホームページを参考にして、情報発信を分かりやす

く改善することを求めました。また、個別サポートファイルの利活用、専門

人材の積極活用を求めました。

「個別サポートファイル」は、生涯にわたって

使っていくもの。出来たという記録も重要で

すが、頑張っても出来なかった困難さも残し

て引き継げるようにすることが重要。研修を

徹底してほしい！
要望

インクルーシブ教育を推進するにあたり、

全教職員が「個別サポートファイル」を作成出

来るようにする必要がある。ご指摘の点を踏

まえ、千葉県東葛飾教育事務所の指導主事を

講師としてお招きして研修を強化する。

市

教員の働き方改革を推進！ ～向上させよう 教師の職場環境～

教える教科も多くなり、この10年で小学校教員の残業は

一週間で4時間9分増。労働時間は諸外国平均をはるかに

超えています。そのような背景もあるからか、教員採用選

考試験の倍率は右肩下がりです。

児童が増えている流山市にとって教員確保は必須です

から、職場が魅力的になるよう、流山市は踏み込んで対策

を進める必要があります。

提言

市

子どもに向き合う

時間・研修の時間

がもっと欲しい！
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先生

一般質問
議員が、議会を通じて

市政に提言する活動

①家庭と学校の連絡がプリントだけでは非効

率。横浜市ではＩＣＴツールを利用して効率化

している。流山市でも導入してはどうか？

②全教科を受け持つのは負担。小学校でも教

科分担制の導入を検討してはどうか？

③事務職員を増員してはどうか？

①負担軽減、教職員の業務改善の程度、費用対

効果を検討する。

②児童の発達段階に合わせて学級担任制と教

科担任制の利点を考慮し、学校の実態にあった

運用を研究していく。

③千葉県に増員要望を行っていく。

インクルーシブの推進にむけての
詳細はＷＥＢで（動画もあります）



放課後の居場所づくり戦略 ～子ども達に、放課後の選択肢をもっと！～

他者と協調や協働しようする力

自らを勇気づけて挑戦・努力する力

感情を制御して我慢・持続する力

非認知能力は

管理的・指導的環境のみでは育たない！
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OECDが提唱。

認知能力と非認知能力は相乗効果を生む！

これからは著しい変化の時代。子ども達には、自

分で自分の生き方を切り開いていく能力が必要

です。その土台となるスキルが非認知能力です

が、「やりたい」が出来る（自己決定できる）環境、

夢中になって遊ぶ経験、大人との信頼関係、お

友達との関わり等で育つと言われています。学

童が大規模化して管理的・指導的な関わりのみ

になっていないか注意が必要です。

・ 個別行動が難しい

・ 文化・芸術・体験・学習活動の自由度低

・ お友達と遊ぶ自由度低 等

放課後
子ども教室

民間学童夏の学校開放による
居場所づくり事業

その他、児童館や
ＮＰＯが提供する居場所

民間の力を活かし
て多様な居場所を
（要自由度）

・ 芸術・体験・学習活動
・ 親の就労によらない、
お友達関係が出来る

長期休みの居場所は
保護者が就労対象なら
時間延長を！

その他、不登校等を含めた
多様なニーズ（プレイパーク等）

多くはニコ

ニコ！だが、

子どもに

よっては

合わない

ことも！

学童が合わない子どもがいるのに、校区の1学童しか
選択肢が無い。選択肢を増やす方法を開拓したい！

子どもの権利条約 第31条：
子どもは、休んだり、遊んだり、文化・芸術活動に参加する権利があります。

学童保育（大規模化による自由度低下！）

石原修治議員

児童が急増している流山市で

量・質も両輪で放課後の居場所

を整備をしていくためには、戦

略的な計画策定が必要ですが、

現在は学童しか計画されていな

いため、改善を求めました。

その他の居場所と

して、公園やプレ

イパーク等があり

ます。近藤議員と、

子ども達が思い切

り遊べる野外の施

設を研究していま

す。アイディアがご

ざいましたらご連

絡下さい！

学校

子

親

教育委員会 文科省・千葉県
ガイドライン・法令

参
照

専門チーム
新設（予定）

先
生

〇個々の児童・生徒に
寄り添った指導につい
ての研修を強化

〇アセスメントツール
（Ｑ－Ｕ）の積極活用

参照・尊重

学
校

課題のある
児童・生徒対応を
考えるチーム

よりよい関わり

保護者の精神的な
支えになる相談者

支援・教育

連携

連携

家族関係等

スクール・ソーシャル
ワーカー 等（新設）

必要に応じて
ソーシャル
ワーク

関わりを通じて
より良い
関係に

チームは存在
しているが
実働が伴って
いない。

（原因：多忙＆
スキル不足）

12月議会で明らかになったのは、学校現場

の早期発見・対応の体制、問題の大きさに応

じた専門的・組織的な対応、学校と教育委員

会の連携の問題です。市はこれを改善する

ため、令和2年4月1日付で教育委員会に専

門チームを設置する方向に。令和2年１月１

日付けで採用されるスクールロイヤーの他、

行政職員及び指導主事等の教員資格を有す

る職員に加えスクールソーシャルワーカー

も配置される予定です。流政会からは、この

組織をしっかり活用できるよう、6項目にわ

たる要望書を提出いたしました。今後も現場

がしっかり改善していくか確認していきます。 所属会派の流政会から要望書を提出いたしました。詳細はこちら→

いじめや体罰問題が報道されご心配をおかけしております。議会からも対策を求め、
教育委員会の内部に専門チームを設置、ＳＳＷが増員される方向性が示されました。



ムクドリ対策に大忙し！

市民とタッグを組んで

成果を上げました

8

月

12

月

横浜市へ景観まちづくりの勉強に。座れる植栽柵や、横浜らしいコンセプト

に基づく景観のこだわり、それが創る街の価値について勉強してきました。
1１

月

台風19号の被害の総括を専門家から教えて頂きました。

今後の洪水・治水対策の難しさを考えさせられました。

随

時

子育てに関する課題は全て受けられる心構えで、言語発達・虐待・いじめ・

子ども権利条約など、専門的な内容の研修に多く参加しました。

皆様のお悩みを受け、流山市の政策に活かして行きたいと思います。

子育て政策分野以外も積極的に研修会に参加、情報収集して政策提言に活か

しています。ご心配事があれば、お気軽にお問い合わせくださいませ。

BIG   News WEBで
詳細を確認

児童急増により小学校がおおたかの森地区と南流山地区で2校新設予定（令和6年）です！

＼その他の活動報告／


