
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

第第７７次次上上尾尾市市行行政政改改革革大大綱綱・・行行政政改改革革実実施施計計画画がが平平成成２２３３年年３３月月にに発発表表さされれてていいるる。。今今回回はは、、そそれれにに基基

づづいいてて質質問問ししたたいい。。  

○○敬敬老老事事業業  現現状状・・課課題題・・・・・・高高齢齢者者人人口口のの伸伸びびにによよりり対対象象者者がが増増加加すするる中中、、敬敬老老事事業業のの総総合合的的なな  

見見直直ししがが必必要要。。敬敬老老祝祝金金  ７７５５歳歳、、７７７７歳歳、、８８００歳歳、、８８５５歳歳、、８８８８歳歳、、９９００歳歳、、９９５５歳歳、、９９９９歳歳以以上上にに

支支給給。。額額はは１１万万円円、、２２万万円円、、３３万万円円、、５５万万円円（（第第７７次次上上尾尾市市行行政政改改革革大大綱綱よよりり））  

意意見見  ここれれかかららはは益益々々元元気気なな高高齢齢者者がが増増ええてていいくくとと思思うう。。一一律律にに何何歳歳ににななっったたらら高高齢齢者者でで守守っってて  

ああげげななけけれればばななららなないいとといいうう時時代代はは、、終終わわっったたののででははなないいだだろろううかか。。おお金金ををももららっってて怒怒るる人人はは誰誰もも  

いいなないい。。ししかかしし、、上上尾尾市市のの平平成成 2244 年年度度のの 7755 歳歳以以上上はは 1199,,993311 人人。。55 年年前前のの平平成成 1199 年年度度はは 1133,,448877 人人。。

66,,444444 人人のの増増加加ででああるる。。一一方方、、平平成成 2244 年年度度当当初初予予算算はは前前年年度度比比 55 億億 88 千千万万のの減減。。  

市市税税（（市市民民税税＋＋法法人人市市民民税税＋＋固固定定資資産産税税等等））はは前前年年度度比比 33 億億 88 千千万万のの減減収収ででああるる。。平平成成 2244 年年度度のの  

7755 歳歳以以上上はは 1199,,993311 人人。。1100 歳歳未未満満のの子子はは、、1199,,552299 人人。。つつままりり子子どどももよよりり老老人人のの方方がが多多いいののででああるる。。  

質質問問  市市はは、、ここんんなな状状況況のの中中でで敬敬老老祝祝金金ををどどののよよううにに検検討討ししてていいるるののかか？？    

回回答答  平平成成 2200 年年度度のの対対象象者者数数はは 55,,335522 人人だだっったたがが、、今今年年度度はは 77,,337733 人人とと 44 年年間間でで対対象象者者はは 11..3388 倍倍ととなな

っったた。。ささららにに、、平平成成 2255 年年度度ににはは、、対対象象者者がが約約 88,,000000 人人をを超超ええ、、金金額額ににおおいいてて 11 億億円円をを超超ええるるとと予予想想ささ

れれるる。。そそののたためめ、、平平成成 2255 年年度度予予算算編編成成のの基基本本方方針針でではは「「敬敬老老祝祝金金のの支支給給対対象象年年齢齢ににつついいてて喜喜寿寿、、米米寿寿、、

白白寿寿をを原原則則ととすするる」」ととななっったた。。今今後後のの見見直直ししでではは、、敬敬老老のの気気持持ちちをを現現金金給給付付すするる形形かからら高高齢齢者者のの健健康康維維

持持・・増増進進をを目目的的ととししたた「「高高齢齢者者にに対対すするる肺肺炎炎球球菌菌ワワククチチンンのの接接種種費費用用一一部部補補助助」」事事業業のの検検討討ももししてていいるる。。  

○○  敬敬老老事事業業交交付付金金支支給給事事業業ににつついいてて  

意意見見  ここれれかかららのの高高齢齢化化社社会会、、たただだ長長生生ききすするるだだけけででははだだめめでで、、健健康康でで長長生生ききすするる事事がが大大切切ででああるる。。  

そそののたためめににはは、、食食事事とと運運動動そそししてて地地域域ととののココミミュュニニテテｲｲ――（（地地域域ととのの触触れれ合合いい））がが大大切切とと考考ええるる。。  

99 月月 1166 日日にに地地元元のの敬敬老老祭祭にに招招待待さされれたた。。区区でではは、、毎毎年年そそばば同同好好会会がが手手打打ちちそそばばをを振振るる舞舞いい、、少少ししのの  

おお酒酒もも出出、、演演芸芸をを楽楽ししみみ記記念念写写真真をを撮撮っってていいたた。。ししかかしし、、今今年年はは 7755 歳歳以以上上がが増増ええすすぎぎ会会場場ににテテーーブブルル

をを用用意意すするる事事ががででききずず、、手手打打ちちそそばばをを振振るる舞舞うう事事ははででききずず、、おお土土産産とと演演芸芸、、記記念念写写真真ににななっったた。。  

質質問問  ここうういいっったた地地域域ととののココミミュュニニテテｲｲ――（（地地域域ととのの触触れれ合合いい））はは、、ととててもも大大切切だだとと思思うう。。今今後後もも  

敬敬老老事事業業交交付付金金支支給給事事業業はは、、減減ららささずず続続けけてていいくくべべききだだとと思思ううがが市市のの考考ええはは？？  

回回答答  敬敬老老事事業業交交付付金金支支給給事事業業はは、、7755 歳歳以以上上のの高高齢齢者者をを対対象象にに行行うう、、各各事事務務区区やや施施設設ででのの敬敬老老事事業業にに

対対しし交交付付金金をを交交付付すするるももののででああるる。。ここのの事事業業はは、、地地域域でで暮暮ららすす高高齢齢者者のの見見守守りり、、声声掛掛けけのの機機会会ととななりり、、

地地域域全全体体でで高高齢齢者者をを支支ええるるとといいうう効効果果ももああるるここととかからら今今後後もも継継続続ししてていいききたたいいとと考考ええてていいるる。。  

○○平平方方幼幼稚稚園園    現現状状・・課課題題・・・・・・・・・・定定員員１１００００人人ののととこころろ、、６６割割程程度度のの入入園園者者数数ににととどどままっってておおりり、、  

あありり方方をを含含めめたた検検討討がが必必要要ととななっってていいるる。。（（第第７７次次上上尾尾市市行行政政改改革革大大綱綱よよりり））  

質質問問  行行政政改改革革実実施施計計画画ににああるる抜抜本本的的なな見見直直ししととはは、、どどののよよううなな見見直直ししをを考考ええてていいるるののかか？？  

回回答答  平平方方幼幼稚稚園園のの運運営営ににつついいてて取取りり上上げげたたののはは、、新新ししくく始始ままっったた認認定定ここどどもも園園制制度度をを考考慮慮ししななけけれればば

ななららなないいここととやや、、市市内内にに私私立立幼幼稚稚園園がが２２１１園園ああるるここととかかららもも、、今今後後のの方方針針をを検検討討すするる必必要要ががああっったた。。  

認認定定ここどどもも園園はは保保護護者者がが働働いいてていいるる、、いいなないいににかかかかわわららずず就就学学前前のの教教育育とと保保育育をを一一体体ととししてて捉捉ええ、、一一貫貫

ししてて提提供供すするる枠枠組組みみととししてて設設けけらられれたた制制度度ででああるるがが上上尾尾市市内内でではは認認定定をを受受けけたた施施設設ははななくく、、移移行行のの流流れれ

はは見見らられれなないい。。認認定定ここどどもも園園制制度度自自体体もも、、総総合合ここどどもも園園ななどどのの動動ききをを経経てて、、法法改改正正ががななさされれたたととこころろでで

あありり、、今今後後もも幼幼稚稚園園とと保保育育所所をを含含めめたた子子育育てて支支援援環環境境ががどどううななっっててゆゆくくかか国国のの動動向向をを注注視視ししてていいききたたいい。。  

○○学学校校規規模模のの適適正正化化    現現状状・・課課題題・・・・・・・・・・児児童童生生徒徒数数のの差差にによよるる規規模模のの差差がが大大ききくくななっってていいるる。。  

効効率率的的なな運運営営ににおおいいててはは、、地地域域のの実実態態にに応応じじたた学学校校規規模模のの適適正正化化がが必必要要ででああるる。。効効率率的的なな規規模模のの検検討討、、

長長期期的的なな児児童童生生徒徒のの見見込込みみななどどをを含含めめ、、通通学学区区やや学学校校数数のの見見直直ししをを含含めめたた総総合合的的なな取取りり組組みみがが必必要要でで  

ああるる。。（（第第７７次次上上尾尾市市行行政政改改革革大大綱綱よよりり））  

質質問問  「「適適切切なな教教育育環環境境をを実実現現すするるたためめ」」ととああるるがが、、市市がが考考ええるる適適切切なな学学級級ととはは何何ククララススななののかか？？  

回回答答  学学校校教教育育法法施施行行規規則則でではは、、「「小小中中学学校校のの学学級級数数はは１１２２学学級級以以上上１１８８学学級級以以下下をを標標準準ととすするる、、  

たただだしし地地域域のの実実態態にによよりり特特別別なな事事情情ががああるるととききははここのの限限りりででなないい」」とと規規定定ししてていいるる。。本本市市ににおおいいててもも、、

ここのの規規定定をを標標準準ととしし、、地地域域のの実実態態をを生生かかししたた特特色色ああるる学学校校づづくくりりにに努努めめてていいるる。。  

意意見見  川川口口市市でではは平平成成２２４４年年４４月月１１日日にに芝芝東東小小学学校校がが廃廃校校ととななりり芝芝中中央央小小とと統統合合さされれたた。。  

川川口口市市教教育育員員会会はは、、小小中中学学校校のの廃廃校校のの基基準準ととななるる「「小小中中学学校校適適正正規規模模・・適適正正配配置置基基本本方方針針」」をを公公表表ししたた。。

少少子子化化ななどどのの影影響響でで統統廃廃合合がが増増ええるるここととがが予予想想さされれるるたためめ基基準準をを定定めめたた。。基基本本方方針針でではは１１校校ああたたりり  

６６学学級級以以下下をを「「過過小小規規模模校校」」とと規規定定。。小小学学校校でではは児児童童数数がが 110000 人人をを下下回回りり１１～～66 年年すすべべててがが  

11 ククララススのの場場合合、、保保護護者者やや地地域域関関係係者者をを加加ええたた統統廃廃合合検検討討委委員員会会をを設設置置すするるととししたた。。  

質質問問  川川口口市市のの廃廃校校基基準準ででああるる１１～～66 年年がが全全てて 11 ククララススのの学学校校がが上上尾尾市市ににももああるるななららばば、、  

上上尾尾市市ににおおいいててももここうういいっったた基基準準をを設設けけるる必必要要ががああるるとと考考ええるるがが、、市市当当局局のの考考ええはは？？  

回回答答  本本市市でではは川川口口市市ののよよううにに児児童童生生徒徒数数がが今今後後急急激激にに減減少少すするるとといいっったた状状況況ででははなないい。。ささららにに従従来来  

かからら地地域域性性やや歴歴史史、、保保護護者者のの方方々々のの思思いいやや地地域域のの願願いいななどどをを大大切切ににすするる学学校校づづくくりりをを行行っっててききてていいるる  

ののでで、、廃廃校校基基準準をを設設けけるるここととはは現現在在はは考考ええてていいなないい。。  

意意見見  残残念念ななががららここのの回回答答ににはは、、「「子子どどもものの事事をを考考ええてて」」とといいうう言言葉葉がが出出ててここなないい。。単単学学級級のの弊弊害害はは、、  

66 年年間間同同じじククララススでで過過ごごすす為為にに友友達達関関係係がが固固定定化化ししててししままうう。。競競争争意意識識がが薄薄れれたたりり、、一一旦旦序序列列化化がが  

ででききるるとと 66 年年間間そそれれがが続続きき潜潜在在的的なないいじじめめへへとと繋繋ががるる可可能能性性ががああるる。。川川口口市市でで私私のの高高校校時時代代のの同同級級生生がが

閉閉校校ととななっったた芝芝東東小小のの校校長長だだっったたののでで統統廃廃合合のの話話をを聞聞いいたた。。当当然然大大ききなな反反対対運運動動がが起起ききたた。。そそののたためめにに

11 年年後後のの閉閉校校をを 22 年年後後にに変変更更。。彼彼はは統統合合先先のの芝芝中中央央小小のの校校長長ににももななっったた。。統統合合後後をを尋尋ねねるるとと、、子子どどもも達達

ははすすぐぐにに慣慣れれたた。。すすぐぐにに慣慣れれなないいののはは、、保保護護者者とと教教職職員員。。廃廃校校ににななっったた理理由由はは川川口口市市でではは学学区区がが全全てて  

自自由由選選択択制制。。芝芝東東小小のの学学区区かからら 110000 名名以以上上ががすすででにに芝芝中中央央小小へへとと通通学学ししてていいたた。。子子どどもものの視視点点かからら立立てて

ばば、、単単学学級級のの弊弊害害をを解解消消すするる必必要要性性ががああるる。。今今ままでではは大大ききなな学学校校のの学学区区をを変変更更ししてて小小規規模模学学校校へへとと移移動動

ささせせよよううととししてていいたた。。発発想想をを転転換換ししてて、、単単学学級級のの学学校校区区をを自自由由選選択択制制ににししたたららどどううかか。。地地域域がが壊壊れれるるとと

いいうう意意見見ももああろろううがが、、単単学学級級のの学学校校はは人人口口急急増増時時代代にに無無理理にに地地域域をを分分断断ししてて作作っったた学学校校ももあありり、、地地域域がが

壊壊れれるるののででははななくく、、昔昔にに戻戻るるとともも言言ええるる。。子子どどもも達達のの事事をを考考ええたたらら将将来来へへのの課課題題ととししてて提提言言ししたたいい。。  

○○定定員員適適正正化化    現現状状・・課課題題・・・・・・定定員員適適正正化化計計画画のの運運用用・・管管理理・・見見直直ししににつついいててはは、、ここれれままででのの目目標標

ででああるる平平成成 2222 年年度度のの目目標標（（水水道道含含むむ））11445500 人人をを達達成成ししたたもものののの、、更更ななるる適適正正化化・・効効率率化化がが必必要要ででああるる。。  

質質問問  職職員員のの適適正正化化ににつついいててはは、、現現状状ははどどううななっってていいるるののかか？？  

回回答答  平平成成 2233 年年 44 月月 11 日日のの実実職職員員数数はは 11,,442277 人人でで平平成成 1166 年年度度のの 11,,661111 人人よよりり 1111..11％％のの 117799 人人をを削削減減

ししたた。。平平成成 2244 年年度度以以後後のの人人員員ももここれれままででのの計計画画方方針針にに沿沿っってて 11,,443322 人人のの配配置置計計画画でで進進めめてていいくく。。  

ししかかしし、、平平成成 2266 年年度度以以後後はは職職員員のの定定年年退退職職かからら年年金金支支給給開開始始ままででのの間間、、希希望望すするる職職員員ををフフルルタタイイムム  

又又はは短短時時間間勤勤務務でで再再任任用用すするる状状況況もも生生じじててくくるるここととかからら、、柔柔軟軟なな対対応応がが求求めめらられれてていいるるとと考考ええてていいるる。。  

○○給給与与制制度度    現現状状・・課課題題・・・・・・・・・・適適正正なな給給与与制制度度、、手手当当等等のの運運用用がが求求めめらられれてていいるる。。ままたた、、ワワーークク

ラライイフフババラランンススをを考考慮慮ししたた時時間間外外勤勤務務のの縮縮減減がが課課題題ととななっってていいるる。。（（第第７７次次上上尾尾市市行行政政改改革革大大綱綱よよりり））  

みなさん今日は、上尾市議会議員 鈴木 茂です。 １２月３日から１２月２０日まで１２月議
会が開かれていました。私も３度目の一般質問もさせて頂きましたのでその主な内容を報告さ
せて戴きます。 

鈴木茂 ３度目の上尾市政に関する一般質問（１２月１３日木曜 10:45～11:45）主な要旨 

－１－                                        －２－ 

問い合わせ先 後援会事務所 〒362-0073 上尾市浅間台２－１８－３ 

TEL 048-771-7656 FAX 048-774-5880 E-mall info@asamadai.ed.jp 

浅間台幼稚園 〒362-0076 上尾市弁財２－５－３ TEL 048-774-1046 

【 鈴木 茂 プロフィール 】 
・大宮市立（現さいたま市）春里・泰平・指扇中学校教諭。 
・大石小・中学校 PTA 会長。 
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行行  政政  改改  革革  にに  つつ  いい  てて  
てて  



質質問問  給給与与のの適適正正化化、、手手当当のの見見直直ししははどどううななっってていいるるののかか？？時時間間外外勤勤務務手手当当のの縮縮減減はは進進んんででいいるるののかか？？  

回回答答  人人件件費費ななどどののいいわわゆゆるる義義務務的的経経費費はは、、そそのの増増加加がが財財政政のの硬硬直直化化ををももたたららすす。。第第 66 次次行行政政改改革革でではは、、

給給料料表表のの大大幅幅なな改改定定やや昇昇給給制制度度のの見見直直しし、、初初任任給給基基準準のの見見直直ししととそそれれにに伴伴うう定定額額特特殊殊勤勤務務手手当当のの廃廃止止  

ななどどをを実実施施ししたた結結果果、、人人員員減減とと併併せせてて平平成成 2222 年年度度ににはは平平成成 1177 年年度度にに比比べべ、、人人件件費費全全体体でで  

約約 1155 億億 66,,440000 万万円円のの減減少少ととななっったた。。特特にに時時間間外外勤勤務務手手当当はは、、厳厳正正なな目目標標・・執執行行管管理理のの実実施施ななどどにによよりり、、

平平成成 1100 年年度度はは約約 55 億億円円だだっったた手手当当額額はは、、平平成成 2233 年年度度ににはは約約２２億億 88 千千万万ままでで減減少少ししたた。。  

職職員員給給与与のの殆殆どどがが税税ななどどのの一一般般財財源源にによよりり賄賄わわれれてていいるるここととかからら効効率率的的なな執執行行がが求求めめらられれてていいるる。。  

ここののここととをを強強くく意意識識ししななががらら、、給給与与のの適適正正化化にに取取りり組組んんでで参参りりたたいい。。  

再再質質問問  私私はは 11 年年前前のの選選挙挙でで多多くくのの有有権権者者ととおお話話ししををすするる機機会会をを得得たた。。  

「「市市役役所所のの職職員員のの数数はは多多くくなないいののかか？？」」「「市市のの職職員員のの給給与与はは、、高高くくははなないいののかか？？」」そそんんなな質質問問をを  

何何人人かかのの人人かからら受受けけたた。。そそここでで市市民民ののそそんんなな素素朴朴なな思思いいをを聞聞ききたたいい。。市市のの職職員員のの人人数数がが多多いいかか少少なないいかか、、

職職員員のの給給与与がが高高いいかか安安いいかかをを判判断断すするるののはは難難ししいい。。ししかかしし県県内内のの同同じじ程程度度のの人人口口のの自自治治体体とと比比較較すするる  

事事にによよっっててああるる程程度度はは分分かかるる。。職職員員数数をを他他市市とと比比較較すするるととどどううななののかか？？  

給給与与でではは、、県県内内のの同同規規模模程程度度のの人人口口のの自自治治体体でで同同年年齢齢のの人人とと比比較較すするるととどどううななののかか？？    

回回答答  埼埼玉玉県県内内のの市市のの人人口口千千人人当当たたりりのの職職員員数数はは、、一一般般行行政政部部門門でではは、、全全市市のの平平均均がが 44..2266 人人にに対対ししてて

本本市市はは 33..9911 人人ででああるる。。ここれれはは、、県県内内 4400 市市中中 55 番番目目にに少少なないい人人数数ででああるる。。県県内内他他市市ととのの職職員員のの給給与与でではは、、

本本市市のの一一般般行行政政職職のの平平均均年年齢齢 4400 歳歳かからら 4433 歳歳ままででのの年年齢齢層層でで算算出出ししたた場場合合、、平平均均給給料料月月額額とと地地域域手手当当

のの合合計計額額はは 3355 万万 66,,448833 円円。。県県内内のの類類似似団団体体及及びび 2200 万万以以上上のの団団体体のの計計１１００市市でで比比較較すするるとと  

上上尾尾市市はは高高いい方方かからら９９番番目目。。県県内内３３９９市市中中でではは２２７７番番目目。。  

再再質質問問  再再任任用用制制度度はは、、年年金金支支給給開開始始がが遅遅れれるるたためめにに必必要要なな措措置置ででああるる。。  

ししかかししそそののたためめにに人人件件費費がが増増大大ししててはは行行政政改改革革にに逆逆行行ししててししままうう。。  

人人件件費費がが総総額額ととししてて増増ええなないい方方向向でで検検討討ししててももららいいたたいいとと思思ううがが当当局局のの考考ええはは？？  

回回答答  「「総総人人件件費費のの抑抑制制」」ににつついいててはは、、新新たたなな再再任任用用制制度度をを導導入入ししたた場場合合ででああっっててもも、、  

総総人人件件費費がが増増加加すするるここととががなないいよようう、、給給与与のの適適正正化化にに努努めめてて参参りりたたいい。。  

    

○○私私はは８８月月７７日日～～９９日日ままでで当当時時のの上上尾尾市市民民ククララブブ８８人人でで福福井井市市、、高高岡岡市市、、富富山山市市のの行行政政視視察察ををししたた。。  

福福井井市市でではは古古くくななっったた公公立立保保育育所所をを市市でで立立てて直直すすののででははななくく、、民民間間にに全全ててをを任任せせるる「「民民設設民民営営」」をを  

平平成成 2222 年年かからら実実施施。。保保育育事事業業者者のの社社会会福福祉祉法法人人３３園園がが新新築築。。合合計計 336600 人人のの定定員員がが公公立立かからら社社会会福福祉祉  

法法人人へへ移移譲譲すするるななどどでで私私立立保保育育所所入入所所児児童童数数はは 7711..22％％ににななっったた。。当当然然大大ききなな反反対対運運動動がが起起ききたたがが、、  

福福井井市市公公立立保保育育園園民民間間移移譲譲実実施施計計画画をを策策定定しし、、地地元元やや保保護護者者へへのの説説明明会会をを実実施施。。44 年年かかけけてて民民間間へへとと  

移移行行ししたた。。上上尾尾市市もも他他市市同同様様、、財財政政状状況況はは年年々々厳厳ししささをを増増ししてていいるる。。私私はは市市がが「「ああれれももややりりまますす。。  

ここれれももややりりまますす」」とといいうう時時代代はは終終わわっったたとと思思うう。。全全ててをを市市がが行行うう事事はは無無理理でで民民間間ががででききるる事事はは民民間間にに任任

せせるるべべききだだとと思思うう。。古古くくななっったた保保育育所所をを建建替替ええるる予予算算がが要要ららななくくななりり、、職職員員数数もも減減ららせせるる。。財財政政効効果果はは

数数億億円円ににななるるだだろろうう。。ししかかしし全全てて民民間間にに任任せせるるののはは駄駄目目でで、、例例ええばば障障害害児児のの保保育育等等はは公公立立ででななけけれればばなな

ららなないい。。民民間間ででででききるる事事はは民民間間でで、、公公立立ででななけけれればばななららなないいののはは公公立立ででとといいうう役役割割分分担担がが必必要要だだとと思思うう。。  

質質問問上上尾尾市市もも建建てて替替ええがが必必要要ととななるる公公立立保保育育所所をを民民間間にに移移譲譲すするる事事をを検検討討すすべべききとと思思ううがが市市のの考考ええはは？？  

回回答答  公公立立保保育育所所はは、、築築後後 3300 年年以以上上経経過過ししてていいるる保保育育所所がが多多くくあありり、、現現在在、、計計画画的的にに修修繕繕やや改改修修をを  

行行っってていいるる。。ままたた、、上上尾尾市市市市有有建建築築物物耐耐震震化化計計画画にに基基づづきき、、対対象象保保育育所所のの耐耐震震診診断断をを行行うう事事がが計計画画  

さされれてておおりり、、順順次次耐耐震震診診断断をを行行うう予予定定ででああるる。。耐耐震震性性にに問問題題ががああるる建建物物とと判判断断さされれたた場場合合はは、、補補強強工工事事  

をを中中心心にに対対応応すするるがが、、改改築築やや建建てて替替ええがが必必要要とと判判断断さされれたた場場合合はは、、地地域域のの状状況況やや保保育育ニニーーズズななどど総総合合的的  

にに勘勘案案しし、、検検討討ししてていいききたたいい。。現現在在、、待待機機児児童童対対策策ととししてて運運営営のの経経験験実実績績ががああるる社社会会福福祉祉法法人人等等のの  

民民間間保保育育所所整整備備をを軸軸にに 2266 年年度度ままででにに 55 箇箇所所のの認認可可保保育育所所のの整整備備をを計計画画ししてていいるる。。老老朽朽化化ししたた  

公公立立保保育育所所のの再再構構築築もも定定員員のの民民間間へへのの移移譲譲をを一一つつのの方方策策ととししてて視視野野にに入入れれななががらら、、検検討討ししてていいききたたいい。。  

  

○○発発達達障障害害はは、、ままだだ広広くく理理解解さされれてていいなないい。。そそののたためめ誤誤解解ををううけけややすすくく、、いいじじめめらられれややすすいい。。そそのの後後不不

登登校校→→ひひききここももりりとと繋繋ががるる可可能能性性ががああるる。。小小ささいい時時かからら社社会会的的ススキキルルをを学学ぶぶ必必要要ががああるる。。幼幼稚稚園園、、保保育育  

所所のの発発達達障障害害児児のの親親のの最最大大のの悩悩みみははどどここにに進進学学すするるかかででああるる。。就就学学時時検検診診でで特特別別支支援援学学校校かか特特別別支支援援学学

級級をを勧勧めめらられれててもも普普通通学学級級にに進進学学すするる場場合合ががああるる。。普普通通学学級級のの進進学学ははそそのの子子ににととっってて最最善善なな選選択択ででははなな

いいかかもも知知れれなないい。。ししかかしし、、普普通通学学級級をを選選択択ししたた親親をを責責めめるる事事はは出出来来なないい。。我我がが子子はは普普通通のの子子とと同同じじででああ

りりたたいいとと思思うう親親のの気気持持ちちはは、、親親なならら誰誰ででもも分分かかるるとと思思うう。。普普通通学学級級にに入入っったた子子ににととっってて大大切切なな事事はは  

適適切切なな支支援援をを受受けけるる事事ででああるる。。ままたた、、健健常常児児ににととっっててもも障障害害ののああるる子子ととととももにに学学ぶぶ事事はは、、小小ささいい時時程程  

自自然然とと障障害害児児とと接接すするる事事がが出出来来るるよよううににななるる。。たただだしし、、自自閉閉症症やや AADDHHDD のの子子はは突突然然、、奇奇声声をを発発ししたたりり、、  

出出歩歩いいたたりりすするる。。そそれれをを上上手手ににココンントトロローールルででききなないいととククララススはは荒荒れれてていいっっててししままうう。。保保護護者者かからら  

ああのの子子ののせせいいだだ、、普普通通学学級級にに入入れれたた親親がが悪悪いいとと苦苦情情ががくくるる。。障障害害児児のの親親子子がが差差別別をを受受けけるる。。そそここでで  

普普通通学学級級にに入入っったた子子にに適適切切なな支支援援がが必必要要。。市市のの目目玉玉政政策策アアッッピピーーススママイイルルササポポーータターー（（学学級級支支援援員員））がが

必必要要。。私私はは、、1100 月月 1199 日日のの文文教教経経済済常常任任委委員員会会所所管管事事務務調調査査でで以以下下のの驚驚くくべべきき実実態態をを知知っったた。。  

「「平平成成 2244 年年 11 月月にに、、学学級級支支援援員員のの配配置置申申請請受受けけたた際際、、報報告告ののああっったた児児童童生生徒徒数数はは 223355 人人、、肢肢体体不不自自由由

やや発発達達障障害害がが主主なな理理由由ででああるる。。平平成成 2244 年年 99 月月 1122 日日現現在在、、平平方方幼幼稚稚園園及及びび市市内内全全小小・・中中学学校校にに合合計計でで

6699 人人のの学学級級支支援援員員をを配配置置ししてておおりり、、担担任任のの補補助助ををししてていいるる。。」」ととのの回回答答にに愕愕然然ととししたた。。  

質質問問  改改めめてて、、アアッッピピーーススママイイルルササポポーータターーのの配配置置要要望望人人数数とと配配置置状状況況、、そそのの差差ににつついいてて聞聞ききたたいい。。  

回回答答  平平成成 2244 年年 11 月月にに、、学学級級支支援援員員のの配配置置申申請請受受けけたた際際、、報報告告ののああっったた児児童童生生徒徒数数はは 223355 人人。。  

ここのの中中ににはは、、学学級級担担任任やや学学年年職職員員ななどどでで対対応応ででききるるももののももあありり、、教教育育セセンンタターーのの担担当当者者がが状状況況をを把把握握しし、、

総総合合的的にに判判断断ししてて配配置置ししてていいるる。。今今年年度度はは 1122 月月現現在在 6699 人人のの学学級級支支援援員員をを配配置置すするる事事ががでできき、、各各学学校校

でで多多くくのの児児童童生生徒徒ををササポポーートトすするる事事ががででききたた。。今今後後もも、、各各学学校校のの実実態態をを把把握握ししななががらら配配置置ししてていいくく。。  

質質問問  市市のの目目玉玉政政ででああるるアアッッピピーーススママイイルルササポポーータターー（（学学級級支支援援員員））のの成成果果とと課課題題はは？？  

回回答答  成成果果ととししててはは、、学学級級支支援援員員がが担担任任をを補補助助すするるここととでで、、個個別別指指導導がが充充実実しし、、一一斉斉指指導導ががススムムーーズズにに

ななっったたここととででああるる。。課課題題ととししてて、、よよりり一一層層、、効効果果的的なな支支援援ががででききるるよようう、、学学級級支支援援員員のの資資質質向向上上ががああるる。。  

要要望望  学学級級支支援援員員とと担担任任のの連連携携がが重重要要。。単単にに援援助助すするるだだけけででななくく、、援援助助すすべべききかか見見守守るるべべききかか見見極極めめがが

大大切切。。発発達達障障害害のの支支援援ととななるるココーーデデｲｲネネーータターーのの下下、、障障害害児児一一人人一一人人にに対対ししてて学学級級支支援援員員、、担担任任ととのの  

三三者者でで協協議議すするる機機会会をを持持つつ事事がが大大切切。。学学級級支支援援員員ははパパーートト勤勤務務。。協協議議時時間間確確保保のの為為ににパパーートト時時間間をを  

増増ややすす等等のの工工夫夫ををししてて欲欲ししいい。。  

質質問問  来来年年度度のの学学級級支支援援員員のの配配置置人人数数はは、、何何人人をを予予定定ししてていいるるののかか。。ままたた、、そそのの予予算算要要望望のの見見通通ししはは？？    

回回答答  配配置置人人数数ににつついいててはは、、児児童童生生徒徒及及びび学学校校のの状状況況をを踏踏ままええ、、検検討討ししてていいききたたいい。。  

要要望望  1122 月月 66 日日のの新新聞聞記記事事にによよるるとと発発達達障障害害のの小小中中生生はは全全国国でで 6611 万万人人。。普普通通学学級級のの６６．．５５％％ととのの事事。。

上上尾尾市市だだけけがが特特別別発発達達障障害害のの子子がが多多いい訳訳でではは無無いい。。上上尾尾市市でではは 77 割割がが支支援援をを受受けけてていいなないい。。  

一一人人ででもも発発達達障障害害のの子子をを救救うう為為にに来来年年度度のの学学級級支支援援員員のの大大幅幅なな増増員員をを強強くく要要望望すするる。。  

○○私私はは、、富富士士見見小小がが新新校校舎舎ににななっってて 44 回回目目のの訪訪問問ををししたた。。富富士士見見小小のの広広々々ととししたた施施設設、、教教室室。。壁壁のの無無いい

学学校校ととししてて色色々々なな可可能能性性ががああるるとと言言わわれれるるオオーーププンン教教室室。。ししかかしし、、発発達達障障害害のの子子ににととっっててははどどううななののかか

とと改改めめてて思思いいななががらら見見学学ししたた。。自自閉閉症症のの子子はは、、突突然然のの予予定定のの変変更更ががああるるととパパニニッッククをを起起ここしし、、奇奇声声をを  

発発ししたたりりすするる。。無無理理にに押押ささええよよううととすするるとと余余計計激激ししくく抵抵抗抗すするる。。どどううししたたらら良良いいかか。。障障害害ののああるる子子はは  

おお気気にに入入りりのの場場所所ががああるる。。そそれれはは、、保保健健室室ととかか相相談談室室ととかかででははなないい。。教教室室のの片片隅隅、、ロロッッカカーーのの脇脇、、  

ピピアアノノのの後後ろろととかか狭狭いい空空間間をを好好むむ傾傾向向ががああるる。。私私はは、、オオーーププンン教教室室はは、、健健常常児児ににととっっててはは広広々々ととししたた  

気気持持ちちのの良良いい空空間間だだがが障障害害ののああるる子子ににととっっててはは落落ちち着着かかなないい空空間間ででははなないいかかとと十十数数年年のの障障害害児児ととのの  

関関わわりりでで漠漠然然ととししたた感感覚覚をを持持っってていいたたがが医医学学的的なな確確証証ははななかかっったた。。最最近近オオーーププンン教教室室にに言言及及ししてていいるる  

発発達達障障害害児児のの専専門門家家ががいいるる事事をを知知っったた。。国国立立鬼鬼怒怒川川学学院院  富富田田拓拓先先生生（（医医者者））東東京京大大学学大大学学院院医医学学系系  

研研究究科科教教授授  森森  俊俊夫夫先先生生ででああるる。。二二人人とともも広広汎汎性性発発達達障障害害のの子子ににととっってて身身をを隠隠すす場場所所ののなないいオオーーププンン

ススペペーースス、、オオーーププンン教教室室ははととててもも辛辛いいとと指指摘摘ししてていいるる。。森森教教授授はは、、そそれれをを解解消消すするるたためめ、、つついいたたててをを  

立立ててたたりり、、ダダンンボボーールルでで教教室室をを作作っったたりりししてて、、落落ちち着着けけるる場場所所をを確確保保すするる必必要要ががああるるとと指指摘摘ししてていいるる。。  

質質問問  発発達達障障害害のの子子ににととっっててのの居居場場所所のの確確保保ははどどううななっってていいるるののかか聞聞ききたたいい。。  

回回答答  発発達達障障害害ののああるる子子どどもももも含含めめ、、子子どどもも達達へへのの様様々々なな対対応応やや相相談談のの場場所所ととししてて、、学学校校でではは一一般般的的にに

保保健健室室ややささわわややかか相相談談室室ななどどをを充充てててていいるる。。大大切切ななここととはは、、そそのの子子のの実実態態、、状状況況、、特特質質等等ををよよくく理理解解  

ししたた上上でで、、そそのの子子がが安安心心ででききるる場場所所、、落落ちち着着けけるる場場所所をを把把握握・・確確保保しし、、個個々々のの実実態態にに応応じじたた対対応応をを  

行行っってていいくくここととででああるるとと考考ええてていいるる。。  

老老  朽朽  化化  保保  育育  所所  のの  民民  間間（（定定員員））移移  譲譲  にに  つつ  いい  てて 

発発  達達  障障  害害  児児  のの  支支  援援  にに  つつ  いい  てて  

  

－３－                                        －４－ 


