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おさなみ議員のホームページは　http://osanami.web.fc2.com/

　おさなみ議員は

30 日には「なくそ

う！官製ワーキン

グプア　第 6 回反

貧困集会」、31 日

は「たんぽぽ舎 25

周年のつどい」に

参加した。

期日
開議予
定時刻

会議
主な会議

内容

３日
水

10 時
本会議
  開会

会期の決定

議案上程、市

政一般報告

10 日
水

10 時 本会議
議案質疑
委員会付託

11 日
木

10 時
　

本会議 一般質問
12 日

金

16 日
火

17 日
水

未定
常任委
員会

議案等の
審査18 日

木

19 日
金

10 時
決算審
査特別
委員会

平成 25 年度
各会計決算
の審査

22 日
月

24 日
水

29 日
月

10 時
本会議
  閉会

委員長報告、
質疑、討論、
採決

　28 日の議会運営委員会で 9 月

議会日程が正式に決まった。常任

委員会は開会日に決まる見込み。

　おさなみ議員の一般質問予定は

次の通り。

　まず、土曜授業と教員の健康問

題では今回の土曜授業を苦にした

脅迫事件を取り上げ、背景にある

と思われる上意下達の問題、教員

の勤務状況と過労状態をただし、

教員の過重負担をなくすために何

をするのか議論する。

　次に 10 年間発行が延長された

合併特例債の活用と返済計画など

の財政見通しをただす。

　さらに女性管理職の不在とその

原因、女性が能力を発揮でき、意

欲が持てる働きやすい環境をどう

つくるのか質問する。

　そして広報戦略官を採用して一

年たつが、どのような戦略を立て

ようとしているのか、庁内体制も

含めてただす。

おさなみ議
員の質問

土曜授業と教員の過労、合併
特例債と財政見通しなど４点

　3 日から始まる 9 月議会は昨年

度の決算審査、つまり事業の総括

と来年度の事業をどのように組み

立てるのかが審査される重要な議

会だ。

　したがって審査に関わる 9 名の

委員は市政の全体像を把握し、そ

の流れを見極めて個別課題の過不

足や課題を指摘あるいは評価し

て、来年度の予算編成に議会とし

て影響を与えなければならない。

　そのためには今後、個別事項の

質疑にあわせて総括質疑方式の導

入や、審査後に各委員が意見を調

整して付帯意見や要望をまとめる

作業も必要となる。すでに先進議

会で学んできたのだから、あとは

やる気と具体策である。

一般質問同様決算審査にも注目を

決算審査を活かして次年度予算編成へ
9月議会は
３日から

傍聴が議会の改
善・向上に力

アーサー・ビナードさんが面白く講演
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職場の問題など労働相談は東葛ふれあいユニオン野田支部まで　℡ 7125-1647　困ったらまずお電話を
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第１回

４月

第２回

７月

そう思う 少しそう思う

あまりそう思わない まったくそう思わない

無回答

0.3 

0.3 

第１回

４月

第２回

７月

そう思う 少しそう思う

あまりそう思わない まったくそう思わない

無回答

　隔週土曜授業の 2 回目のアン

ケート結果が出た。あ然である。

早くもサタデースクールの二の舞

を想わせる結果であった。

　小学生（3 年～ 6 年生対象）と

中学生は「土曜授業は楽しいか」

との問いにそれぞれ 59％、73％

が「あまりそう思わない」と「そ

う思わない」と答え、「土曜授業

を続けてもらいたいか」との回答

は小学生の 73％、中学生はそれを

上回る 77％が否定的であった。

　これらの理由は同じアンケート

から歴然だ。中学生からそれを見

ると、「わかりやすく教えてもら

えた」、「先生方と勉強したり話し

合う時間が増えた」、「土曜授業の

なかった時と比べ一日が充実して

いる」、「学力向上に役立つ」との

回答が前回のアンケートからすべ

て大きく落ちているからだ。

　他方、教員へのアンケートでは

「土曜授業が学力向上に役立つ」と

答えたものは 4.6 ポイント増えた

ものの、45.1％で過半数に届かな

かった。役立たないと答えたもの

は 52％で、前回比 1.7 ポイント減

であった。保護者も「学力向上に

役立つ」との回答が 13 ポイント

減って 71.1％に下落した。

　ある若手中学校教員は「これま

でも土日は部活があったが、これ

は自分の意思、土曜授業のように

出勤を強制されるのは気持が乗れ

ず疲れが違う」と言う。

　しかし、教育委員会は一度始め

た隔週土曜授業をやめようとせ

ず、問題を教員の工夫と努力で乗

り越えようとしている。つまり、

教員はますます過重な負担を強い

られることになる。

　前号で報告したように教員は働

きすぎており、その上、OECD の

同じ調査では、「教職が社会的に評

価されているか」との問いに、日

本の教員は 3 割弱しか肯定的に答

えておらず、「もう一度仕事を選

べるとしたら教員になりたい」と

答えたのは最下位のスウェーデン

に次いで下から2番目の58.1％（平

均 77.6％）という。これでは教員

は救われないし、ここを受けとめ

ないでは教育委員会の「善意」は

伝わらない。学校丸投げはやめて

一度リセットすべきだ。

今後も土曜授業を続けてもらいたい

土曜授業は学力向上に役立つ

土曜授業では学習内容をわかりやすく教えてもらえた

土曜授業アンケート第１回・第２回結果比較（中学生抜粋）

学校丸投げはやめよう
一度リセットを

サタデースクールの二の舞いか

８割弱が土曜授業続けないで中学生

第１回

４月

第２回

７月

そう思う 少しそう思う

あまりそう思わない まったくそう思わない

無回答
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