
 

平成 30 年 第 4 回浜松市議会定例会 

代表質問及び浜松市答弁 

 

 質問者 市民クラブ 丸井通晴 
 

質問 答弁 

１ 平成31年度予算策定と、今後の重点政

策への取り組みについて 

来年10月に予定されている国の消費税率

引き上げ、幼児教育の無償化案や、県と対

応中の本市におけるこども医療費の助成

等、来年度予算案の編成に当たっては、流

動的な面もある中で、中期財政計画に基づ

き、未来まで続く持続可能な財政運営に向

け、歳入確保の徹底、歳出においては、選

択と集中の徹底を基本に、総合計画や総合

戦略に基づく諸施策を推進していくと聞い

ている。 

そこで、来年度の予算策定と、重要施策

の推進に向けての考えを以下３点伺う。 

(1) 来年度の予算策定について、本市の将

来像を掲げた総合計画を具体的に推進す

るため、予算編成方針を踏まえた考えを

伺う。 

(2) 決められない議会とマスコミにやゆさ

れた区再編案については、各区住民や議

会の思いもあり、先行き不透明なのは事

実であるが、先般10月29日に浜松市自治

会連合会から、区再編についての要請書

が提出された。 

これは大変重みのあるものであると私

は捉えているが、市長としてもこの要請

書へ対応し、さらには市長みずからが各

地域に赴き、区再編の必要性等について、

住民との対話を進めているとも聞いてい

る。 

市長の公約でもある区再編検討案の実

現に向けて、年内あるいは年度内の取り

組みをどのように進めていくのか伺う。 

(3) ３期12年の市政運営における実績評

価、あるいはラグビーワールドカップ、

東京オリンピック・パラリンピックとい

った大型イベントへの市としての対応

１ (1)鈴木市長 

 きたる平成 31年度は、都市の将来像である「市民協働で築く

『未来へかがやく創造都市・浜松』」の実現に向け、長期的な視

野に立ち、総合戦略に掲げた諸施策の着実な推進を図る必要が

ある。本市は、政令指定都市幸福度ランキングにおいて、総合

第 1 位に輝くなど、これまで進めてきた諸施策の効果が表れて

おり財政面でも、行財政改革への取り組みにより、ストックに

かかる財政指標は他の政令指定都市と比較して良好な状況であ

る。一方、フロー指標である経常収支比率は、依然として高い

水準にあり、実質公債費比率は類似指定都市平均を上回ってい

る。フローにかかる財政指標は、単年度の財政運営の硬直度を

示していることから、持続可能な財政運営に向け、来年度の予

算編成においても、歳入確保に努めるとともに、事務事業の廃

止、見直し、選択と集中を徹底し、財源の確保と適正な配分に

取り組んでいく。また、こうして生み出された財源を活用し、

小中学校へのエアコン設置や子育て環境の充実向上などの喫緊

の行政課題に対応するとともに、産業力の強化や公共施設の長

寿命化など未来の浜松に必要な投資を着実に進め、諸施策を積

極的に推進していきたいと考えている。 

 

１ (2)鈴木市長 

 10 月 29 日、浜松市自治会連合会から「合区再編に対する要

請」を受け取った。要請は、住民自治を担う自治会連合会の理

事会で機関決定された、極めて重いものであると認識している。

10月 31日から開催した、みんなでまちづくりトークにおいて、

私から改めて、新 3 区案について、市民の皆様に説明するとと

もに、議会と協議してきたが、賛意を得られなかったことから、

直接、区再編の賛否について、民意を伺うことが必要と判断し、

住民投票条例を今議会で提案したものである。 

 

１ (3)鈴木市長 

 私は、3 期目の市長就任に当たり、市民の皆様にマニフェス

トの 7 つの戦略と 143 項目の実現をお約束し、この間、市政運

営に全力で取り組んできた。要である地元産業力の強化につい

ては、EVシフト対応支援をはじめ、第三都田地区への企業誘致、

ベンチャー支援、FSC認証材の活用など、特に意を注いできた。

また、保育所や放課後児童会の定員拡大など、こども第一主義
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や、本市も大きくかかわる大河ドラマ「い

だてん」の放映や、ビーチ・マリンスポ

ーツによる市のＰＲと地域の活性化、県

営野球場の建設や音楽文化施設の整備等

を初めとして、まだまだ継続していかな

くてはならない重要政策の実現に向け、

市長が来年度以降も責任を持って市政運

営を担うべきと考えているがどうか考え

を伺う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 地域活性化に向けた取り組みについて 

超高齢化・少子化社会、人口減少の時代

をいかに乗り切っていくかが、本市の重要

課題の一つである。 

最近の浜松は昔に比べて元気がないよう

に感じるという声を多く聞いている。 

国においては地方創生が叫ばれ、東京一

極集中の打破について各自治体の取り組み

を促しているところであるが、その道筋は

長く、先行き不透明、さらには不安な面も

あると考えている。 

本市として、地域の活性化に向けた取り

組みについて以下４点伺う。 

(1) 浜松市“やらまいか”総合戦略事業は

その項目や内容が多岐にわたっている

が、地域の活性化に向けて最重要な施策

と考える。 

平成29年度事業の検証や、平成29年度

第２回あるいは平成30年度第１回浜松市

“やらまいか”総合戦略推進会議におけ

る意見、提言等を踏まえ、今後の戦略を

どのように推進していくのか伺う。 

(2) 地方創生、地域の活性化に向けては広

域的な取り組みも大切であると考えてい

る。 

の推進にも積極的に取り組む一方で、市債残高の計画的な削減

等により、自立した都市経営の基盤となる財政の健全化を確実

に図ってきた。また、来年度以降については、ラグビーワール

ドカップや東京オリンピック・パラリンピックといった大型イ

ベントへの対応、新清掃工場や新病院建設、(仮称)市民音楽ホ

ール整備、県営野球場建設、三遠南信自動車道整備などの大規

模プロジェクトの推進、さらには人口減少や老朽インフラ対策

など、浜松市の将来を見据えて、経験と実績に基づく責任ある

市政運営が必要となってくる。 

本市のさらなる発展のためにもこれらの旗振り役として来期

も全身全霊を尽くして取り組む所存であるので、議員の皆様を

始め市民の皆様には、一層のご支援・ご協力を心よりお願い申

し上げ、来期への決意とする。 

 

 

 

 

２ (1)(2)内藤企画調整部長 

 国では、地方創生を少子高齢化に歯止めをかけ、地域の人口

減少と地域経済の縮小を克服し、将来にわたって成長力を確保

することを目指すものとしており、本市においては、“やらまい

か”総合戦略を平成 27 年 12 月に策定し、各種事業に取り組ん

でいるところである。平成 29年度は 3つの基本目標を構成する

44の施策に取り組み、ＡＢＣの三段階で指標の達成率を評価し

たところ、指標達成率が 100％のＡ評価は、15 件と全体の約 3

割となった。平成 30年度第 1回の総合戦略推進会議では、平成

29 年度事業について検証いただくとともに、「外国人材」につ

いての意見交換を行ったところ、外国人の定住者が増えること

で、日常生活や教育で課題が生じているなどの意見があった。

この意見を受け、在留外国人の多国籍化に対応するため、例え

ば「記入する」を「かく」に言い換えるなど「やさしい日本語」

を活用し、効果的な窓口対応をするためのマニュアルの策定作

業を進めているところである。平成 31年度は総合戦略の最終年

度となることから、基本目標の達成に向け、持続可能な開発目

標ＳＤＧｓの観点も踏まえ、総合戦略に基づく施策に取り組ん

でいく。 

 次に、2 点目。ロゴマークについては、本年 2 月議会で質問

をもらって以降、推進会議において検討を進めている。本年 7

月開催の推進会議幹事会において、通称である「ＳＥＮＡ」の

アルファベット表記をデザイン化したものと「三遠南信」とい

う漢字をデザイン化したもの、そして、3 地域の地図にそれぞ

れの地域名を入れたものの 3 種類のデザインを基本として、組
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三遠南信地域全体の活性化も本市の活

性化にとって重要である。 

現在新ビジョンを策定中と聞いている

が、産業、観光等のＰＲグッズとしてロ

ゴマークの制定を平成30年２月議会で提

案したところであり、市長から検討して

いくとの答弁があった。 

大河ドラマ「いだてん」ＰＲのための

ロゴマークは既に制定されたと聞いてい

るが、ＳＥＮＡのロゴマーク制定の検討

状況はどうか伺う。 

(3) 元気がないと言われない浜松にするた

め、子どもから大人までが集い、活気あ

ふれる中心市街地に向けた賑わいづくり

も大切と考えている。 

中心市街地の定義は多々あるが、私は

ＪＲ浜松駅を拠点とした東西南北のエリ

アでの活性化が浜松の顔となるものと考

えている。 

旧松菱跡地の活用もままならず、雨の

中のパーク＆ライドの実証実験も検証し

ただけの結果となってしまったし、「く・

る・る」も今年度内で廃止される。 

大河ドラマ「いだてん」の放映あるい

はフィルムコミッションによる全国への

ＰＲも、本市活性化の一助となることを

期待しているものである。 

一方、遠州鉄道新浜松駅前のソラモか

ら第一通りに至る高架下の活用も中心市

街地活性化の大きな取り組みであると考

えている。遠鉄百貨店北側とプレスタワ

ーの間、さらにはスクランブル交差点ま

での間は夜間大変暗く、人通りも少なく

閑散とし、またアクト通り方面や、駅南

地区も賑わいがあるとは言えず、浜松の

顔とは言えない感がする。 

歩行者動線の検討を含め、本市が活気

ある他都市に負けない賑わいのある中心

市街地の活性化を今後どう考えていくの

か伺う。 

(4) 地域活性化のためには観光客の誘致が

大切であることから、私は平成30年２月

み合わせて使用していくことを確認した。来年度スタートする

新ビジョンの冊子にロゴマークが使用できるよう、来年度内に

合意形成を図り、決定していく。三遠南信地域では、およそ 4

半世紀にわたり県境を越えた圏域の課題解決に取り組んでき

た。先進的な県境連携の取り組みを圏域内外に広くＰＲし、圏

域の一体感の醸成や地域活性化にも寄与するＰＲツールとし

て、ロゴマークを活用していきたいと考えている。 

 

２ (3)渡瀬産業部長 

 本年度、5 か年計画の 4 年目となる本市中心市街地活性化基

本計画は、主要事業である旭・板屋Ａ地区における再開発事業

が工事着手し、また、浜松市ギャラリーモールを核とした公共

空間の利活用事業では民間主体・官民連携による様々な取組み

が活発に展開されるなど、にぎわいの創出に一定の成果をあげ

ている。一方、課題としていた回遊性の向上については、ＪＲ

浜松駅周辺における歩行者通行量が増加傾向にあるものの、中

心市街地全体への広がりとなっていない状況にある。回遊目的

となる商業・集客施設などへの民間投資に目立った動きがない

中で、市民や来街者が楽しめる、くつろげる空間として、低・

未利用の公共空間の利活用をより促進し、人が集まる場所を拡

大していくことが肝要と考えている。特に浜松市ギャラリーモ

ールから北に鍛冶町通りをはさみ、遠州鉄道第一通り駅までの

遠州鉄道高架下は、にぎわいとくつろぎの空間として、また、

歩行者導線としても重要な位置づけにあると認識している。今

後、高架下エリア一帯の集客力の向上と安心安全な歩行空間の

整備を目的に、鍛冶町通りまでは魅力発信拠点事業として、鍛

冶町通りから第一通りまでは新川モール利活用促進事業として

重点的に整備を進めていく。 

 

２ (4)石坂観光・ブランド振興担当部長 

 浜松・浜名湖ツーリズムビューローでは、新たに民間公募で

選任した事業本部長の指揮のもと、「観光で稼げる地域づくり」

に向けて、意欲的に様々な取組みを進めている。旅行商品の造

成や誘客プロモーションなどの既存事業の強化に加え、新たな

ものとしては、インバウンド対応としてのキャッシュレス決済

や飲食店等のサービス品質を見える化する「おもてなし規格認

証制度」の導入推進、情報発信力のある女性チームによるＳＮ

Ｓを活用した魅力の発信などに取り組んでいる。また、観光情

報を一元化したスマートフォンアプリ「海の湖ファンクラブ」

や観光人材の育成プログラム「海の湖カレッジ」、広域周遊を促

す共通パスポートの発行などについても、現在準備を進めてい

るところである。本市としては、今後もツーリズムビューロー
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議会においてその取り組みの考えについ

て質問したところであり、インバウンド

や他都市からの誘客を主目的に、浜松・

浜名湖ＤＭＯ推進のための新組織浜松・

浜名湖ツーリズムビューローが本年４月

に発足した。 

発足以来７カ月ではあるが、他都市に

負けないためにもスピード感を持った活

動が大切であると考えていることから、

新組織の活動状況と成果について伺う。 

 

 

 

 

３ 災害時の大規模停電対策について 

本年９月の北海道地震におけるブラック

アウトは、住民生活や企業の事業継続に多

大な影響を与え、電力供給がいかに大切で

あるかを知らされたところである。 

まだ記憶に新しい、９月30日夜の初め頃

から10月１日午前にかけて日本列島を縦断

し、本市にも暴風雨をもたらした台風24号

は、市内各地に重大な被害を与えた。 

とりわけ、暴風により家屋や農業施設等

が多く被災したこともあるが、新聞発表に

よれば市内全域で約26万5200戸が停電し、

最終的に市内全戸が復旧したのは、停電か

ら６日目の10月６日土曜日の夕刻であっ

た。 

その間、想定外の大規模停電により、市

民生活、企業の事業継続、学校教育等に多

大な影響を及ぼしてしまったことは、これ

までの防災対策に加え、今回のような大規

模停電時の対策をも見直す必要があると考

えている。 

そこで、今回の台風24号による大規模停

電を教訓とした対策について以下３点伺

う。 

(1) ＢＣＰ（業務継続計画）の策定がより

重要となったことから、今回のような台

風24号による想定外の大規模停電による

市の業務継続と、電力会社や関係機関を

との連携を強化し、来年からの「静岡デスティネーションキャ

ンペーン」や「ラグビーワールドカップ」、「東京オリンピック・

パラリンピック」などを活用しながら、宿泊客数や観光消費額

などを増加させ、観光振興につなげていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ (1)(2)宮城危機管理監 

 1点目。台風第 24号の接近に伴い、本市においては観測史上

2 番目の強風が吹き、家屋や農業施設が多くの被害を受けたこ

とに加え、長期にわたる大規模な停電が発生し、災害対応にか

かる様々な問題が浮き彫りになった。そこで、関係部局ととも

に、今回の大規模停電被害に伴う問題点について検討した結果、

配備体制の早期確立や非常用電源の必要性、市民への情報伝

達・支援のあり方などの課題が明確になった。そうした課題に

対し、取りまとめた対応策については、各部局のＢＣＰ業務継

続計画に反映することで、大規模停電に対応できる体制を構築

していく。また、中部電力からは、今回の大規模停電を踏まえ

た情報発信のあり方や自治体との情報共有などの検証結果につ

いて報告を受けている。今後については、中部電力と連携し、

市民の皆様にとって有益な情報発信に努めていく。その他、警

察などの関係機関とも必要な対策についての調整と協議を進め

ていく。 

 次に 2 点目。今回の大規模停電においては、使用する情報端

末が複数あるか、また、バッテリーなどの備えがあるか、によ

り情報収集ができる方とできない方との間に、格差が生じてい

たと認識している。本市では、本年度から「災害情報伝達手段

整備事業」を進めており、その整備方針の一つとして、「音声及

び文字情報が各個人もしくは世帯の情報端末に届くこと」をあ

げている。この整備方針に基づき、携帯電話メール、同報無線、

テレビ・ラジオのほかに、インターネット、ＳＮＳなども含め、

多様な手段を用いて、情報を伝達していく。さらに、広報車や

公共施設の掲示板、新聞各社からの報道、自主防災隊のご協力

による各地域での情報発信など、多様な手段を用いて、情報格

差を改善していく。市民の皆様には、普段使用している携帯電
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含めた今後の対策について伺う。 

(2) 停電時の情報格差があり、いつ停電が

復旧するか不安を抱いていた住民も多く

あったことから、携帯ラジオやＳＮＳの

活用等情報ツールの考えについて伺う。 

(3) 学校教育も多大な影響を受け、給食や

授業に支障を来し、休校を余儀なくされ

た小中学校も多かったと聞いている。 

また、開校しても、登下校時には交通

信号機が消えているため、警察官のいな

い箇所では通学路の交差点等に教員や保

護者が出向き、児童生徒の交通安全に配

慮していた学校もあった。 

部活等で遅くなる日没後の下校時に

は、交通信号機が消えているためさらに

危険度が増すことになる。 

そこで、今回のような大規模停電を想

定し、マニュアル化を図る等の適切な対

策を講じる必要があると思うがどうか伺

う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ ドッグランの公設について 

近年、核家族化や高齢者のみの家庭が増

加したことにより、犬を飼う市民も多くな

ってきている中で、我が子同様と思って飼

う愛犬家も多く、私のもとにはドッグラン

の設置を望む声がある。 

ドッグランは犬同士のみならず、飼い主

同士のコミュニケーションを図る場とし

て、多くの自治体や民間が設置し運営して

いる。 

全国各地には民間が設置運営し、ドッグ

カフェを併設しているドッグランも多くあ

るが、利用料金等の面から公設を望む市民

話等の情報端末だけでなく、携帯ラジオ、自動車のテレビ・ラ

ジオからの情報収集や携帯電話バッテリーなど、災害時を想定

した備えと自発的な情報収集に努めていただきたいと考えてい

る。市としては、明日オープンする「防災学習センター」の活

用や出前講座、各種研修会などを通じて、市民の皆様に情報収

集の手段・方法についての周知・啓発に努め、情報格差が生じ

ないように取り組んでいく。 

 

３ (3)伊熊学校教育部長 

 今回の大規模停電の影響により、信号機が点灯していない中、

児童生徒が登下校したり、学校から保護者にメール配信ができ

なかったりする等の課題が明らかとなった。これを受け、教育

委員会では、浜松市学校(園)防災対策基準に、大規模停電時に

おける対処基準を明確に示すよう、現在、その改訂取り組んで

いる。具体的には、学校施設の停電や校区内の広範囲にわたる

停電により、通学路上の信号機に支障がある場合、原則休校と

することを基本とし、各学校の危機管理マニュアルに反映する

よう指示していく。また、現行の防災対策基準には、子供が安

全に登校することができないと保護者が判断した場合、登校さ

せないことができる旨を定めているところだが、今一度、学校

を通じて保護者に周知徹底していく。この他、停電時における

保護者への休校等の情報提供の手段として、浜松市ホームペー

ジや防災ホッとメールなどの活用を検討している。今回の大規

模停電を教訓とし、児童生徒の安全確保に万全を期すことがで

きるよう努めていく。 

 

 

 

 

４ 伊藤花みどり担当部長 

 公園内のドッグランの設置状況は、東京都及び２０政令指定

都市のうち、１２都市で導入済みで９都市では未設置であるこ

とがわかっている。また、東海４県の県営公園と３政令市の公

園で調査した結果、半数の２県１市の４箇所で設置しており、

このうち公設は１箇所、民設は３箇所で、民設の場合の設置者

は指定管理者または市民団体であった。運営については４箇所

全てが指定管理者や、指定管理者とボランティアの連携で行わ

れている。本市でも平成２１年５月から１年９ヵ月間、安間川

公園の指定管理者の自主事業として小型犬を対象にしたドッグ

ランを開設した。こうした調査や実績から、ドッグランの設置

には周辺住民の理解が得られる場所の選定が重要であること

や、利用料金だけでは管理人の人件費が出せないため、運営を
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質問 答弁 

の声もある。 

公設ドッグランの多くはシルバー人材セ

ンターやドッグランボランティアが管理運

営し、利用料は無料のところがほとんどで

ある。 

また、近隣住民に迷惑がかからないよう

な、行政が管理している公園の一部に設置

されている。 

東京都内には多くの公設ドッグランがあ

り、愛犬家癒しの場となっていると聞いて

おり、名古屋市の庄内緑地公園内にも市内

で唯一の市営ドッグランが設置されてい

る。 

私は、平成21年11月議会でも遠州灘海浜

公園芝生広場へのドッグランの設置につい

て質問したが、当時の公園緑地部長答弁で

は、調査研究していくとのことであった。 

その調査研究から９年が経過しており、

設置を望む市民も多くなってきていること

から、ドッグラン設置の調査研究の状況と

あわせ、公園エリアへの愛犬家癒しの場と

してのドッグラン公設について、今回改め

て考えを伺う。 

 

 

 

 

５ はままつ人づくり未来プランについて 

このプランは、平成27年４月に策定され、

子どもたちの未来に向けての教育施策を推

進している。 

私は、平成30年２月議会でもそのプラン

のうち、コミュニティ・スクールや教員多

忙化の解消に向けた取り組みについて教育

長の考えを伺ったところである。 

教育、学校現場をめぐる状況も年ごとに

変化している中、平成29年度教育委員会点

検・評価報告書が平成30年３月に提出され

た。 

平成29年度の評価・検証を生かしながら、

平成30年度もプランの推進を図っていると

考えているが、今後の新たな施策の推進に

行うボランティアの人材確保や育成が必要なことがわかった。

また、狂犬病予防法の規定に基づく鑑札や注射済票をつけてい

ない犬が入場するなどの事象が起きたため、利用者モラルを徹

底し、犬の登録制度を構築して適正に運営する必要があること

も判明した。民間が既に実施する業種に市が参入することで民

業圧迫にならないか、を十分考慮したうえで、近隣住民や利用

者の要望を踏まえ、市民団体や指定管理者等の発意や協力によ

り民設民営で行うなど、課題解決の見通しが立つようであれば、

公園内への設置を検討していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ (1)花井教育長 

 昨年度の評価・検証にあたっては、市内全小中学校の教職員・

児童生徒を対象に実態調査を実施した。調査結果については、

第 3 次浜松市教育総合計画～はままつ人づくり未来プラン～に

おいて重点として取り組んでいるキャリア教育の実態と、本市

の抱える課題の視点から分析を行い、はままつ人づくり未来プ

ラン検討委員会等において改善策等の協議をした。協議の中で、

本市の教育理念や目指す子供の姿のキーワードである「夢と希

望」、「資質・能力」、「自分らしさ」、「市民協働」はキャリア教

育に繋がるものであり、目指す子供の姿に迫るためには「キャ

リア教育」、「市民協働」、「教育の情報化」は不可欠であるとの

意見を受け、今年度は、この 3 つを重点に取り組んでいるとこ

ろである。また、学校における働き方改革や教員育成は本市の

喫緊の課題であり、3 つの重点と併せて取り組んでいる。今後

は、第 3 次浜松市教育総合計画の前期 5 年間の評価・検証を行
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質問 答弁 

ついて以下４点伺う。 

(1) 平成29年度の評価・検証を受けた、平

成30年度の取り組み状況について伺う。 

(2) 教育の情報化の方向性として、子ども

の情報活用能力を向上させるために、本

市の教育の重点として、学校ＩＣＴ環境

の整備を計画的に進めるとしている。 

その実行に当たっては、機器の整備や

教員研修等の課題も多いと考えている

が、具体的にどのように取り組んでいく

のか伺う。 

(3) 2020年度から新学習指導要領が実施さ

れ、小学校３、４年生のカリキュラムに

も外国語教育が取り入れられてくる。 

新学習指導要領の実施に向け、小学校

外国語教育におけるＩＣＴ活用の現状

と、教員研修やＡＬＴの拡充についての

考えを伺う。 

(4) 現在、いわゆる入管難民法の改正審議

が国会で続いているが、その法案が実施

されれば外国籍の児童生徒が今以上に増

加してくることが懸念されている。 

日本語がわからない、それも多国籍の

児童生徒であれば学校現場での不安も増

大することが想定される。 

そのような状況に対応していくための

取り組みについて伺う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

い、新学習指導要領や国の第 3期教育振興基本計画等を踏まえ、

平成 32年度からの後期計画策定にむけた準備を進めていく。 

 

５ (2)花井教育長 

 本市では、平成 32年度から全面実施される新学習指導要領や

国の教育の情報化ビジョン等も踏まえ、昨年 7 月に第 3 次浜松

市教育総合計画・教育の情報化編を策定し、教育の情報化に取

り組んでいる。また、12月には、国から本年度以降のＩＣＴ環

境整備方針が示されたことから、実物投影装置や指導者用ダブ

レットパソコンの整備等を優先的に進めているところである。

加えて、学習者用タブレットパソコンの将来的な整備を見据え、

平成 28年度から活用検証にも取り組んでいる。しかしながら、

昨年度の評価・検証では、教育のＩＣＴ機器の効果的な活用に

ついて課題がみられたことから、指導力の向上も併せて進めて

いく必要があると認識している。今後も国の整備方針やタブレ

ットパソコン活用検証での効果等を踏まえたＩＣＴ機器等の環

境整備や、新学習指導要領を見据えた情報教育研修の拡充など

により、児童生徒の情報活用能力育成に向けた教育の情報化を

推進していく。 

 

５ (3)(4)花井教育長 

 小学校の外国語活動・外国語科は、平成 32年度、新学習指導

要領の完全実施に先駆け、来年度から市民全小学校で実施をし

ていく。外国語教育でのＩＣＴの活用状況は、文部科学省から

の教材提供がデジタル化されていることもあり、パソコンと大

型モニターを使って授業を展開している。教育研修については、

これまで、指導力向上のため、外国語教育推進リーダーの研修、

文部科学省教科調査官による講演など、様々な研修会を開催し

準備を進めてきた。さらに、本年度から 2 年間、外国語の教育

研究校を指定した。この研究で得られた成果を研修会や学校訪

問等で周知し、各小学校の外国語教育の充実に役立てていく。

現在、ＡＬＴは、小学校の外国語活動や外国語科の年間総授業

時間数の３分の１程度の授業に配置している。ＡＬＴから生き

た英語を学び、外国文化を紹介してもらうなど、英語に親しむ

学習環境を整えている。来年度については、授業時間数の増加

に対応できるよう、ＡＬＴの増員を図り、同様な学習環境を保

持していく。 

 次に４点目。本年５月１日現在における本市の小中学校に在

籍する外国籍児童生徒は、1,727 人。そのうち、日本語指導が

必要な児童生徒は 1,085人、国籍は 21か国、19言語と多国籍・

多言語の子供たちが在籍している。外国籍児童生徒に対して、

バイリンガル支援者を派遣し、編入初期の学校に適応するため
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６ 二級河川芳川の浄化について 

二級河川芳川は県管理ではあるが、浄化

と美化については、地元の「芳川をきれい

にする会」が主体となって取り組んでいる。 

会の発足以来、その活動は四半世紀がた

っており、地域住民の活動には高い評価が

なされていることから、今年、会長を長年

務められた方がその活動と功労に対し県か

ら表彰されたところである。 

毎年11月にクリーン作戦として、地元自

治会、小中学校教員と児童生徒、消防団、

水防団、凧揚げ会、さらにはＪＡとぴあ浜

松や土木建設企業の社員も含め、多くの参

加者が堤防のクリーン化に取り組んでい

る。 

一方、四半世紀にわたる住民の強い願い

は、黒ずんでいる芳川の浄化であり、産学

官共同で協議に取り組んでいると聞いてい

るが、行政として現時点での取り組み状況

について伺う。 

 

の取り出し指導や授業に入り込んでの指導を行っている。また、

日本人の指導者による日本語の基礎指導、教科の補修を行って

いる。バイリンガル支援者がいない言語については、動作や絵・

写真などを利用し、日本語で指導したり、今年度から市内小中

学校 9 校に配置したタブレットの多言語翻訳アプリを活用した

り、個々の子供の状況や学校の支援体制に応じて支援している。

今後、日本語が理解できない多国籍児童生徒の編入の動向をみ

ながら、日本語指導者やバイリンガル支援者の確保・育成、タ

ブレット等のＩＣＴ機器の活用によって、外国籍児童生徒の増

加に応じた支援体制の構築を推進していく。 

 

 

 

 

６ 影山環境部長 

 芳川については、平成２０年度に地域や事業者の代表、学識

者、行政で組織した「公共用水域等色汚染対策協議会」におい

て、これまで、他の河川からの導水や工業用水による希釈、染

色工場排水の下水道放流などのほか、オゾン処理などの様々な

脱色実験を実施し、対策を検討してきたが、水利権や高額な対

策経費の課題もあり、実施が難しい状況にある。しかしながら、

この間、事業者が、地下水の汲み上げによる排水の希釈や、薬

剤、染色残液の削減を行うほか、染色残液のでない機器を導入

している。また、市としても、近隣中学校から自噴する地下水

を芳川に流入させて河川水の希釈を行っているところである。

こうした取り組みにより、芳川の着色度は、平成２９年度に 62

となり、１０年前と比べ約３０％の改善がみられたが、最終目

標とする３０には達していない状況にある。今後は、地下水に

よる排水や河川水の希釈など現行対策を継続するとともに、更

なる着色度の低減に向けて、染色残液のでない機器の増設や低

コストの脱色技術の検討など改善策について、引き続き事業者

と連携して取り組んでいく。 

 

 

 


