２０１６年第一回定
例会が行われ︑一般質
問を行いました︒件名
は三件︑
﹁浦安市の教育
について﹂
﹁浦安市の家
族政策について﹂
﹁公共
施設の維持管理につい
て﹂です︒
以下は抜粋で掲載し
ています︒より良い浦
安市をつくるために︑
お手に取った方は是非
お読みください︒

浦安市の教育について
﹁教育﹂に力を入れようと
する自治体は多いのですが︑
人にも予算にも限りがある
というのも現実です︒
では︑そ
の限られた資源を︑どのよう
に使えば︑最も効率的に子ど
もたちの能力を上げること
ができるのか︒
従来︑あまり
日本で力点が入っていなかっ
た就学前教育の充実や︑学力
を高めるために必要である
習熟度別クラスがより良い
方向性になるように訴えま
した︒

親世帯と子供世帯が近い距
離に住む
﹁二世帯﹂﹁三世帯﹂

浦安市の家族政策について

ており︑そのための環境づく ため︑習熟度別指導をより広 ﹁近居﹂への助成など家族支援
りを一層促進していきたいと く展開できないことが挙げ 策が増えてきております︒
女
考えています︒
られます︒
また︑
習熟度別指導 性の社会進出や少子高齢化が
少 人 数 教 育・習 熟 度 別 を実施するにあたってのクラ 進む中︑育児や介護で親子が
ス編成の基準の明確化や︑ク 助け合えることがメリットで
クラスについて
ラス編成を行う頻度について はないでしょうか︒
特に︑
﹁親
中学生程度から︑学力に
の配慮等が課題となっていま と遠く離れて暮らす別居は心
応じた少人数指導を行うこ
す︒
配でも︑親との同居は現実不
とについての考えをうかが
浦安市の少人数加配教員 可能﹂といった浦安市の住宅
いたい︒
についての今後の考え方や 状況も踏まえ︑とりわけ﹁近
全国学力学習状況調査の
居﹂について力点を置いて質
方針について︒
算数・数学の結果から︑主と
少人数加配教員につきまし 問をいたしました︒
して知識に関するＡ問題︑主
ては︑県の基準による配置で 二世帯・三世帯住宅支援︑
として活用に関するＢ問題
あり︑少人数教育を行う上で 親元近居支援について
ともに︑少人数指導を行った
は︑決して十分な配置数とは
浦安市全体に占める核家
方が正答率が高くなってお
言えない現状です︒
族︑単身者︑二世帯︑三世帯
り︑特に習熟度少人数指導を
そこで︑
本市では︑
独自に少
の人数及び割合について
行っている学校において︑学
人数教育推進教員や免許外
平成 年度の国勢調査に
力の底上げや個性の伸長につ
教科対策教員を配置し︑各学
おいて︑
﹁核家族世帯﹂
﹁単独
ながっているケースが多くみ
校の実態に応じて︑教科の特
世帯﹂
﹁三世代世帯﹂別の集
られます︒
性︑単元の内容︑実施学年等
また︑その効果が中学校で
を踏まえながら︑習熟度別の
も︑顕著に表れていることか
少人数指導等をさらに推進
ら︑
小学校のみならず︑
学力の
していきたいと考えていま
個人差が広がる傾向が見ら
す︒
れる中学校でも︑少人数指導
○●○●○●○●○●○●○●
は効果的であると考えます︒ 柳コメント
今回の質問を作成するに
堀江中学校では習熟度別
指導が行われ成果が出てい あたり︑教育経済学者で慶応
るというが︑課題は何かう 義塾大学総合政策学部の中
室牧子氏の著書︑
﹁学力の経
かがいたい︒
済学﹂を参照させていただき
ました︒
機会がありましたら
皆さまもぜひお読みくださ
い︒
県の﹁学力・学習状況﹂検
証事業協力校である堀江中
学校では︑昨年度︑数学科で
習熟度別学習指導が行われ︑
全国学力学習状況調査や浦
安市学力調査等で成果があ
らわれています︒
課題として
は︑
余裕教室が１つしかない
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就学前教育について
就学前教育の質が︑その
後の教育的︑経済的な差を
生 み 出 す と いう 報 告 が あ
るが︑市として就学前教育
の意義について︑どのように
１９６
考えているのか︒ (※
０年代にアメリカで行われ
たペリー就学前計画 )
幼児期の教育は︑生涯にわ
たる人格形成の基盤を培う
重要な役割を担っていると認
識しています︒
質の高い幼児
教育を受けることにより︑そ
の後の学力の向上や将来の
所得向上︑犯罪率の低下につ
ながるという調査の結果も
あると聞いています︒
市としましては︑未来を担
うすべての子どもが健やかに
成長できるよう︑質の高い幼
児期の保育・教育を提供す
ることが重要であると考え

Proﬁle
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2008年
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柳きいちろう議会報告
浦安市議会

の対象団地に入居した場合に
家賃が５年間︑最大 ％割り
引かれるというものです︒
す
でに︑
ＵＲの制度を利用して
同居や近居されている方もい

方は︑概ね市と見解は一致し
ました︒
では︑具体的にどう
すればいいか？このことにつ
いては︑
今後議会にて︑
自身も
積極的に具体案を提言し要

E-mail
kiichiro.yanagi@gmail.com

070-6474-0325

20

30

2016年5月発行

浦安市議会 柳 きいちろう 議会報告【柳きいちろう公式WEBサイト http://wwwyanagi-k.com】

成 年度までを目途に︑
順次︑ とは︑
公共施設やインフラ
︵土 取り組みや︑財政状況を見極
大規模改修を検討していき 地︑
建物︑
構築物︑
設備等︶
すべ めながら︑基金への積み立て
たいと考えています︒
なお︑こ てを経営にとって最適な状態 についても検討していきたい
の分の事業費としては︑約２ ︵コスト最小︑効果最大︶
で保 と考えています︒
２０億円と試算しています︒ 有し︑運営し︑維持するため ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ●
の総合的な管理手法です︒

住所 279-0013
浦安市日の出 1-3-3-1203
TEL

柳コメント
自身としては︑以前から継
続して訴えていますが︑公共
施設の修繕基金を計画的に
積み立てをした方が︑必要に
迫られた際に地方債を発行
するということよりいいので
はないかと考えています︒
検
討という答弁でありました
が︑市民の生活環境に大きく
関わる公共施設について市民
がいつまでも大過なく便利に
使い続けられるよう引き続
き発言して参ります︒
また︑公共施設の維持管理
は費用の面から大きな負担
が予測されます︒
市民の皆さ
まの知恵をお借りできる場
をつくれる様︑訴えてまいり
ます︒
そして︑
願わくば自分の
世代だけではなく子供や孫
の世代のために議論できる
場になって欲 しいと 思いま
す︒
願えば世の中は確実に変
わっていきます︒

柳きいちろうへの連絡は
こちらからお願いいたし
ます。

維持更新のためにはマン
ション等で行っている修繕積
立金のような考え方を公共
施設においても必要と自身
は考えるが︑公共施設の修
繕基金の考え方および積立
額の方針についていかがか︒

18

計データでは︑
①核家族世帯
は 万３４７８人︑ ・ ％︒
②単独世帯は 万６７２７人︑
③三世代世帯につき
・ ％︒
ましては８３４４人︑ ％︒
と なっていま す︒ な
※お︑国
勢調査では︑親世代と子世
代が同じ建物に住んでいて
も︑生計を別にしていたり︑
居住部分が独立しているな
ど の 場 合 は︑別 の 世 帯︵核
家族︶として集計しますの
で︑実際の居住状況との差
異はあります︒

の
と北朝鮮
議院議員 見交換
参
子
恭
意
中山
について
拉致問題

11

11

ト

市では︑
他市に先駆け︑
公共
施設の修繕その他維持補修
のため︑平成 年度に公共施
設修繕基金を創設しました︒
基金の考え方及び積立額の
方針ですが︑大規模修繕につ
いては︑基本的には国・県支
出金︑また地方債といった特
定財源が見込まれることか
ら︑必ずしも毎年度︑定額を
積み立てていく必要はないも
のと考えていますが︑今後の
ファシリティマネジメントの

新庁
取り 舎移転に
壊さ
れる 伴い
現在
の議
会棟
にて

35

17

17

フォ

※

活動

二 世 帯・三 世 帯 住 宅 支 援︑
親元近居支援の浦安市の見
解について

視察

市の

子育て世帯にとっては︑三
世代の同居や近居が可能な
環境であれば︑身近なところ
に支援を求めていくことがで
きるので︑子育てに対して親
世代の協力を求めやすくな
り︑
さらには︑
親世代には孤独
防止や要介護時の援助など︑
双方にとってメリットがある
ものと考えられます︒
基本的な市の見解は理解
したが︑具体策としてＵＲ
では近居割という制度を実
施 し ている が︑
ＵＲを 参 考
に市としても独自で補助し
ていく考えはあるのか︒

km

20

ることが見込まれますが︑こ 望して参ります︒
平 成 年に郷 土 博 物 館︑
の制度を参考に市が独自に制
健康センター︑特別養護老
度を考える場合は︑少子化対 公共施設の維持管理について
人ホーム︑高洲保育園︑運動
策としてのみ考えるのでは
公園屋内水泳プール及び平
これまでにも自身が何度も
なく︑影響する様々な施策を
成 年は新浦安駅前複合施
提言している浦安市の公共施
総合的に判断する必要があ
設マーレ︑明海中学校︑明海
設の維持補修費用について再
るものと考えています︒
南小学校︑高洲北小学校︑千
度︑一般質問いたしました︒
今
鳥給食センター︑特別養護
浦安市で介護を受ける親
回は主に︑財政的な面に力点
老人ホームの増築棟など公
が 単 身 で 生 活 し ている 場
をおきました︒
共施設の建設が集中してい
合︑子供の世代が介護のた
今 後の公 共 施 設の維 持
るが︑
その建設工事費は？
めに浦安市に帰ってきやす
管理費について
平成 年度では︑工事費総
い制度をつくることは︑大
また︑
切だと思うがどうか︒
今後の財政上︑施設の維 額は約１３５億円です︒
持更新費用の予測費用につ 平成 年度では︑工事費総額
内閣府が実施した﹃理想の
いて︵今後 年間及び建設 は約１３０億円となります︒
住まい﹄に関する全国調査で
後 年を超える施設の改修 補足としまして︑浦安市の
は︑親との近居希望が３割と
計画において︶はどのよう ファシリティマネジメントの
いう結果が出ています︒
しか
中では︑大規模改修工事費の
なものになっているのか︒
しながら︑市が昨年度実施し
平準化も大きな検討課題の
たアンケート調査では︑今の
公共施設の大規模改修につ
ひとつと位置づけています︒
家に住み続けたいと考える高
い
て
は
︑
平
成
年
度
か
ら
平
成
フ
齢者が８割を超える一方︑親
※ァシリティマネジメント
年度までの 年間で申し
の独居の不安︑親の介護と ますと︑
現時点において︑
事業
いった理由から︑親と同居︑近 費ベースで６９０億円程度と
居している︑
または︑
検討して 試算しています︒
いる若い世代は１割程度とい
こうした中︑浦安市におい
う結果が出ているところで ては︑埋立地における大規模
す︒
このことから︑
子供世代が 住宅開発の進展に合わせて︑
浦安市に帰ってきやすい仕組 昭和 年前後に集中的に公共
みづくりは必要であると認 施設を整備してきましたの
識しています︒
で︑既に建築後 年を超えて
○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● いるものも見受けられるとこ
柳コメント
ろです︒
これらの施設につい
二世帯・三世帯住宅支援︑ ては︑あと数年で建設後 年
親元近居支援の基本的考え
を超えるものも含め︑
概ね平

策を

政
観光

成田
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ＵＲの近 居 割 という 制 度
は︑
３親等内の親族で︑
同居す
る満 歳未満の子どもを扶
養している子育て世帯︑また
は満 歳以上の方を含む親
世帯が︑
新たに半径２ 以内
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