
 

平成２８年 第４回浜松市議会定例会 

一般質問及び浜松市答弁 

 

 質問者 市民クラブ 北野谷富子 

 

質問 答弁 

１ 学校教育について 

近年、子どもたちを取り巻く環境は多様化・

複雑化・困難化している。子どもたちには、この

時代を生き抜いていく力が必要だが、教育の現

場は多忙化し、生き抜く力を育む環境がまだま

だ整っていない。現在の業務を大胆に見直し、

教員が本来担うべき業務に専念できる環境を

整える必要があると考える。 

 

(1) 学校事務センター 

平成 28 年度当初予算の主要事業の一つ

「学校事務センターの設置」は、平成 29 年４月

１日に県から市へ給与負担等の権限が移譲さ

れることを契機に、事務職員が行っている事務

の一部を学校事務センターへ集約化すること

や、現在教員が担当している事務の一部を事

務職員が行うことにより、事務の効率化と教員

の負担軽減を図るとしている。文部科学省では

さらに、事務職員の定員数を増やすことで学校

運営の円滑化や教員が子どもと向き合う時間

の確保を進めようとしている。そこで以下２点に

ついて伺う。 

ア  行政経営計画では、学校事務の効率化

により平成 29 年度教員の事務を３万 4500 

時間削減するとしているが、教員の事務負

担軽減に対する具体的な取り組み内容に

ついて伺う。 

イ  学校規模に応じた学校事務職員の配置

について考えを伺う。 

 

(2) 特別な支援を必要とする子どもたち 

本市では発達支援教育に力を入れている

が、特別な支援を必要とする子どもたちは

年々増加傾向にあり、今では通常学級にもそ

のような子どもたちが多く存在している。多様

な個性を持つ子どもたちが活躍するために、

少人数学級をさらに広げ、支援員等の適正な

人員配置が必要と考える。本市の少人数学級

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１） 花井教育長 

  

 

ア 現在、各学校の教員が担っている教材の購入等にかかる会計

事務や就学支援、教科書の配付手続き等の事務について、事務職

員への移管を考えている。これを実現するために、現在、学校の事

務職員がそれぞれ処理している事務の一部を学校事務センターに

集約し、集中的に処理を行っていく。 

 

 

イ 現在、小中学校においては、各校 1 人の配置を原則とする中

で、大規模校には複数の事務職員を配置している。 

 学校事務センター設置後においても、事務職員については全校

配置を継続するともに、特に規模の大きな学校については、可能な

範囲で複数配置を継続していきたいと考えている。 

 

 

 

 

 

 

（２） 花井教育長 

本市では、小学校１、２年生については30人学級編制を、小学校

3年生から中学校 3年生までを 35人学級編制とする少人数学級編

制を行っている。 

 このうち、35 人学級編制の実施校を調査したところ、「様々な事案

に丁寧かつ迅速に対応できるため、いじめ解消率が高い。」「児童

生徒一人一人の学習の様子を確実に見取ることができるため、基

礎的な学習の定着が図られる。」等、児童生徒の人間関係の構築



（ 7 枚中 2 枚目） 

質問 答弁 

の成果と今後の取り組み、支援員等の人員配

置について考えを伺う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 放課後児童会 

放課後児童会では、定員いっぱいの子ども

たちが生活しているが、特別な支援を必要とす

る子どもたちも限られた空間の中、精一杯歩調

を合わせている。そのような子どもたちにとっ

て、支援員の存在は非常に重要であり、一人

一人に寄り添った対応が求められる。支援員

が多様な子どもたちと対話する際の知識の習

得支援や、それらを相談できるカウンセラー等

を、放課後児童会に巡回させる必要があると考

えるがどうか伺う。 

 

 

 

 

２ 学校給食について 

(1) 魅力的な給食の実現について 

給食は学校生活の中で欠かせないものであ

り、子どもたちにとっても楽しみの一つである。

本市としてもこのひとときを食育のチャンスと捉

えている。地元の食材を多く使い、だしからとっ

た味噌汁など、美味しくて安全・安心な給食を

保護者は期待している。しかし、最近では食材

の高騰により、地産地消どころか現在の給食

費では安定した提供も困難な状況である。そこ

で、本市の魅力的な給食の実現のために給食

費の改定も視野に入れたらどうかと思うが、考

えを伺う。 

 

や、基礎学習の定着に効果があることが報告されている。 

 次に、支援員等の配置についてだが、各小・中学校から支援を要

する児童・生徒の実態の報告を求め配置をしている。 

 現在、日常生活の介助を目的とするスクールヘルパーを 121 名、

取り出し指導等の特別な教育的支援を目的とする発達支援教育指

導員を 77 名配置している。この他に、県費負担として、通常の学級

に在籍している発達障害等の子供の学習支援にあたる特別支援教

育非常勤職員を 34名配置している。 

 こうした少人数学級編制や支援員等の配置は、支援を必要とする

児童・生徒の増加や教育的ニーズの多様化に対応し、障害のある

子供たちの生活や学習の質を高める上で大変重要なものと認識し

ており、さらなる充実に努めていく。 

 

 

（３） 岡部学校教育長 

放課後児童会では、集団生活への適応及び身辺自立の状況を

保護者との面談等により確認した上で、配慮を必要とする児童を受

け入れている。また、現場の支援員は多様な子供たちに接してお

り、対応に苦慮することも多いため、浜松市発達相談支援センター

「ルピロ」との連携により「発達障害」について実践的な研修を毎年

行ってきた。実際の困難事例を挙げての「実例検討」では活発な議

論が展開されるようになり、新しい対応の視点が備わったという感

想が寄せられるなど、一定の成果を得られていることから、引き続

き実施していきたいと考えている。 

 一方で、放課後児童会ならではの困りごとについて、身近な相談

先が必要という声もあることから、アドバイザーの確保を含め相談

体制の充実を検討していく。 

 

 

２ 花井教育長 

（１）本市における食育の取り組みの一つとして、毎月 1 回、「ふるさ

と給食の日」を設定している。 

 食に関する「生きた教材」として、学校給食に地場産の食材を活用

することは、地域の自然や文化、産業等に関する理解を深めるとと

もに、生産者の努力や食に関する感謝の気持ちを育む上で重要で

あり、地産地消の有効な手段であると考えている。 

 しかしながら、最近の食材の高騰により、必要とされる栄養価を維

持することや、地場産の食材・旬のものを多く取り入れた献立にす

ることが、現行の給食費では困難となってきている。 

 こうしたことから、平成 21 年度の給食費改定以降、8 年間据え置

いてきた給食費について、現在、保護者の代表である、浜松市 PTA

連絡協議会役員や校長代表からなる「学校給食費検討委員会」を

立ち上げ、平成 29 年度からの改定に向けて検討を行っているとこ
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(2) 学校給食費の公会計化について 

本市の学校給食費の回収率は 99.9％と高水

準を維持しているが、子どもの貧困が叫ばれる

中でその徴収・管理業務を教員が担うのはか

なり負担が大きいと感じる。平成 27 年５月 25

日の定期監査・行政監査結果においても給食

費を公会計で管理することを検討されたいとの

記載がある。また、文部科学省も、教職員の在

り方と業務改善の方策に関する検討を行うタス

クフォースを設置し、平成 28 年６月 13 日に公

表された報告にも、給食費を公会計化し、現場

の負担軽減のための環境整備が必要だとして

いる。そこで、給食費を公会計で管理する考え

はないか伺う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 保育について 

本市における平成 28 年４月１日現在の認可

保育施設の待機児童は 214 人で、潜在ニーズ

として保留児童まで含めると 727 人である。こ

の待機児童数で、保護者に安心を与えることが

できるだろうか。一方で、保護者が考える子育

てのあり方を含め、保育ニーズは多様化してお

り、それらに応える行政としての役割も重要で

ある。そこで、以下伺う。 

 

(1) 在園児の下の子の優先入園について 

本市には、認定こども園や保育園に在園す

ろである。 

 今後においても、学校給食を活用した食育の推進を図るとともに、

子供たちに夢を与える、魅力ある学校給食の実現に努めていく。 

 

 

（２）本市では、学校と教育委員会の連携により、昨年度学校給食

費の徴収率は 99.9％と、政令指定都市の中でも高い水準となって

いる。 

 この成果の背景には、家庭の状況をよく知る各学校の教職員が、

未納者対応等をきめ細かく行っていると承知している。 

 教育委員会としても、未納について学校とヒアリングを行い、徴収

困難な案件については、教育委員会に移管することにより、教職員

の負担軽減に努めている。 

平成 28年 6月に文部科学省から通知された「学校現場における

業務の適正化に向けて」では、学校給食費等の学校徴収金会計業

務から、教職員を解放することが挙げられた。  

具体的には、学校を設置する地方自治体が自らの業務として学

校給食費の徴収管理の責任を負っていくことが望ましいとされてお

り、文部科学省は、平成 30 年度に「学校給食費の会計業務に係る

ガイドライン」を策定することになっている。 

公会計化への移行にあたっては、システムの導入経費や維持管

理費に多額の費用がかかるとともに、新たな職員配置が必要とな

る。先に公会計化に移行した政令指定都市等では、未納が増加し

たという課題もある。 

 なお、平成 28年度の監査結果報告を受け、学校給食費にかか

る金銭管理については、教育委員会でチェックリストを作成し、適正

に会計処理されるよう、学校に対し、指導している。 

今後、公会計化については、文部科学省が策定するガイドライン

や、他の政令指定都市等の動向を注視しながら、研究していく。 

 

 

３ 伊熊こども家庭部長 

 

（１）本市では、既に在園している子供がいる場合、下の子が 1 歳 6

か月になるまでの間であれば、上の子と同じ施設に優先的に入園

できる仕組みとしている。 

 この制度は、育児休業明けの円滑な職場復帰を支援するもので、

2人目以降の出産を迎える家庭に広く浸透している。 

 一方で、事業者からは、保育士の確保が課題であると伺ってい

る。 

 市としては、こうした保育士確保に係る経費に対して、配置基準を

上回って保育士を確保した場合には、予備保育士雇上事業として

市単独の助成をしている。 
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る児童の下の子どもが優先的に入園できる制

度があり、兄弟が同じ施設に入園できる。この

制度は第２子、第３子と出産を考えている保護

者にとっては必要な制度である。しかし、各施

設において児童を優先的に受け入れるために

定員の枠をあけておく必要があり、保育士の確

保など課題を抱えている。本市として、どのよう

に捉えているのか伺う。 

 

(2) ゼロ歳児の対応案 

先般、厚生労働省が育児休業を最長２年間

に延長し、育児休業給付の支給期間も同じく延

長する考えを打ち出した。９月に開催された行

政経営諮問会議でも育児休業の取得促進によ

り、家庭での育児比率が高まり、ゼロ歳児に要

していた経費を１歳児以上の保育に振り分ける

ことが可能になっていくという答申が出されてい

る。一方で保育所に入所するために育児休業

を短縮してゼロ歳児のうちから預けて復帰しよ

うとする保護者も多く、待機児童もゼロ歳児か

ら２歳児がほとんどを占めている。 

現在、本市で保育園等を利用しているゼロ

歳児は平成 28 年４月現在約 700 人となって

いる。保育士の配置基準はゼロ歳児３人に対し

て１人のため、200 人以上の保育士がその保

育に当たっている計算となる。家庭での育児比

率が高まり、ゼロ歳児保育に当たっていた保育

士が１歳児以上の保育に当たる事ができれ

ば、待機児童対策と保育士不足が一歩前に進

むと考える。そこで、保護者が育児休業を短縮

することなく、１歳児から入園できるような環境

整備を進める考えはないか伺う。 

 

 

４ 出産環境について 

市が昨年度まとめた地方創生に向けた人口

ビジョンでは、出生率を 2025 年までに 1.84、

2035 年までに人口が維持できる水準の 2.07 

に引き上げるとした。現在、本市の出生率は

1.49 となっており、目標達成には力が抜けない

状況である。しかし、市内には出産できる医療

施設が減少している地域があり、浜北区には

出産できる診療所が１施設、助産院が２施設の

 また、今年度からは、県と静岡市と共同で始めた保育士修学資金

貸付等事業や、保育士の再就職支援研修の拡充により、保育士の

確保ができるよう取り組んでいる。 

 今後も、国の待機児童解消対策で示される補助事業を積極的に

活用し、安心して子育てができる環境の整備に努めていく。 

 

 

 

 

（２）今年 4 月の保育所等利用待機児童については、0 歳児から 2

歳児までが全体の約 95％を占めている。特に 0 歳児は、育児休業

明けの職場復帰などで、年度途中から利用希望者が増えていく。 

 このため、現在、0 歳児から 2 歳児を受け入れる小規模保育事業

や事業所内保育事業の設置を進めている。 

 また、今年度から国が事業者に直接助成を行う、企業主導型保育

事業も新たに始まり、多様な働き方に対応できる制度で、仕事と子

育てを両立しながら働く環境の整備を進めている。現在、その制度

を活用して、市内で 5件の事業が承認されている。 

 また、国は育児休業を 1年間取得できる環境整備のため、来年度

から入園予約制を導入する方針を示している。 

 本市においても、保護者の多様なニーズに応えるため、育児休業

の取得を希望する方が取得できるよう、国の動向等を注視し、受け

入れ体制の確保に努めていく。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

４ 渡瀬医療担当部長 

現在、市内で出産可能な医療施設は 17 施設であり、5 年前と比

較すると、病院が 1 施設の増、診療所は 2 施設の減、助産所は 1

施設の増となっており、市全体としては、横ばいの状況となってい

る。 

 そして、これらの医療施設での平成 27年度における里帰り出産な

どを含む分娩数は、8,048 人で、浜松市民である出生数の 7,015 人

を上回っている状況であり、市全体としての出産環境としては良好

な状況となっている。 
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みであり、天竜区においては施設がない状況

である。そこで、出生率引き上げの鍵ともなる

本市の出産環境について、どのように捉えてい

るのか伺う。 

 

 

 

 

５ わかりやすい自動二輪車駐車場のサインに

ついて 

“バイクのふるさと浜松”を掲げる本市は、ラ

イダーにやさしい環境の整備も進めている。平

成 28 年７月には、楽器博物館東側に新たに

自動二輪車駐車場が供用開始された。しかし、

そこには自動二輪車駐車場をあらわすサイン

が少ないため、どの種別の駐車場なのかが非

常にわかりにくい。“バイクのふるさと浜松”を

感じてもらうためには、わかりやすいサインが

必要と考える。そこで、本年度整備された自動

二輪車駐車場の現在の利用状況と、サインを

改善していく考えはないか伺う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 道づくりについて 

道づくりを進めていく上での課題に、地権者

の合意を得ることが挙げられる。特に、事業が

開始され供用まで長期間を要している道づくり

を見ると、用地取得等の地権者合意に時間を

費やし、次のステップへ移行する難しさがうか

がえる。私の地元の浜北区宮口では、県道浜

北三ヶ日線の歩道設置は地域における長年の

悲願であるが、沿線に家屋が連担しており、容

易に整備が進まないものと考えていた。しか

し、試行的であるものの計画段階から地域を交

えて合意形成を図る取り組みを採用するとのこ

とで、地元の不安が軽減した。このような取り組

 一方、これらの医療施設は市の中央部に集中していることから周

辺部では通院時間がかかるなど、身近な医療施設で出産を望む声

があることは承知している。 

 しかしながら、新たな分娩施設はもとより、現在の体制を継続して

いくためにも、医師の確保が大きな課題であるので、今後も基幹病

院等に対し医師確保に努めるよう要請していく。 

 

 

５ 横山土木部長 

 これまで、本市の自動二輪車駐車場につては、JR 浜松駅西側の

八幡橋東に 97台、八幡橋西に 45台、浜松駅西に 70台の合計 212

台整備していたが、JR 浜松駅東側利用者にとって利用しにくいとの

声もあり、新しい自動二輪車駐車場の整備を求める声が寄せられ

ていた。 

 このようなことから、今年7月にはJR浜松駅の東側に楽器博物館

東自動二輪車駐車場として 40台収容可能な駐車場を新たに整備し

た。 

 現在の利用状況としては、日中の駐車状況が8割くらいであり、利

用者に十分活用されている。 

 また、「バイクのふるさと浜松」としてライダーにわかりやすいサイ

ンが必要とのご質問だが、利用者にとって、どこに駐車できるかを

明確にすることは必要と考えている。 

 現状は「自動二輪車駐車場」と文字での標記にとどまっているの

で、本市においても、自動二輪車駐車場をわかりやすく案内するた

めに、自動二輪車の描かれているマークのサインを取り入れるとと

もに、ホームページやリーフレットを活用し、市民はもとより仕事や

観光等さまざまな目的で本市を訪れる人たちにとって「バイクのふ

るさと浜松」としてより一層わかりやすいように周知していく。 

 

 

６ 横山土木部長 

 道づくりには、都市計画道路など、広域的な幹線道路ネットワーク

の整備のほか、地域環境の改善に必要な生活道路の整備がある。 

 現在の道路整備においては、市の考えに沿って事前に基本設計

を行い、地域住民の理解を得るため、説明会などを開催し事業を進

めている。 

 しかし、説明会などにおいて、反対意見が出ない場合でも、用地

交渉において難航するなど、協力を得られるまでに時間を要し、結

果的に完成が遅れることが課題となっている。 

 こうしたことから、新たな取り組みとして、県道浜北三ヶ日線の歩

道設置をモデルケースとして、計画段階から地域住民の意見やア

イデアを取り入れたうえで議論を行ない、計画に反映していくパブリ

ックインボルブメントの手法を取り入れていく。 



（ 7 枚中 6 枚目） 

質問 答弁 

みは、事業期間の短縮に繋がるばかりか、地

域住民の不安解消にも繋がることから、今後の

道づくりに有効な方法と捉えているが、考えを

伺う。 

 このことにより、地域住民の信頼や理解に繋がるとともに、結果と

して円滑に事業が推進し、早期共用が見込まれ、整備効果が発揮

されるものと考えている。 

 今後は、生活道路や通学路の安全対策など地域に密着した道路

整備について、計画段階から地域の声を取り入れ、合意形成を図

ることにより、地域住民にとって、より良い道づくりとなるよう事業を

進めていく。 

 



（ 7 枚中 7 枚目） 

質問 答弁 

  

  

 


