
新社会
週
刊

〒101-0051 東京都千代田区神田神保町2-10  三辰工業ビル３F    Tel.03-6380-9960  Fax.03-6380-9963

発行所 :新社会党

振替00140-0-149727 １ヵ月600円〒164円　１部150円〒41円

http://www.sinsyakai.or.jp/
E-mail/honbu@sinsyakai.or.jp

2017年号外
野 田 市 版11月21日

新社会党へのご連絡は長
おさなみひろくに

南博邦 ℡ 7125-2627  E-mail hiro-osanami@tbf.t-com.ne.jp週刊新社会号外 1743号 第三種郵便物認可

おさなみ議員のホームページは写真自慢！　osanami.fc2 と入力してください。

期日
開議

予定

会議

予定

主な会議内

容

 ４日

月
10 時

本会議

（開会）

会期の決定、

議 案 上 程、

市 政 一 般 報

告
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委員長報告、

質疑、討論、

採決

表1　12月議会日程（予定）
招集告示日  11 月 27 日

議会運営委員会  11 月 28 日 10 時

　「公立中 教員 96％『部活で悩み』

生徒は 6 割近く」（毎日新聞）、「『部

活と学校業務の両立に限界』47％

中学の顧問教員」（朝日新聞）、「中

学の部活顧問、半数超が『休息不

足』」（日経）。

　これらは 17 日にスポーツ庁（鈴

木大地長官）が発表した「運動部

活動実態調査」速報値を報じた新

聞各紙デジタル版の見出しだ。

　調査は今年７月、全国の公立、

私立の中学 456 校、高校 389 校

を抽出して実施。校長や教員、生

徒や保護者、スポーツ指導者を対

象に、活動実態についてアンケー

トした。回収率は 98％で、約 18

万４千人が回答した。

公立中、教員生徒とも
問題抱え、特に教員は顕著

　公立中学校の運動部活動では、

顧問教員の 96％、生徒の 59％が

顧問教員の悩み
公務が忙しくて、思うように指導できない 54.7 

自身の心身の疲労、休息不足 51.8 

公務と部活動の両立に限界感じる 47.9 

自身のワーク・ライフバランス 45.3 

自身の指導力不足 45.1 

生徒の悩み
部活動の時間・日数が長い 19.9 

学業との両立 16.3 

体がだるい 16.0 

眠くて授業に集中できない 12.3 

他の生徒との関係 10.8 

表2　公立中学校部活の悩み（複数回答）

部活動に関して何らかの悩みを抱

えていることがわかった。

　複数回答ではあるが、表 2 でわ

かるように、教員は多忙化で限界

にきていることは明らかだ。生徒

もまた問題を抱えている。

　一方、保護者の意識は「できる

範囲で今までどおり学校・教員が

担う」が 43％、「（教員とは別に）

実技指導者を配置」は 33％、「学

校から地域の活動へ移行させる」

は７％で、保護者の理解は進んで

いない。

　もちろん、外部指導者といって

も、予算の裏付けや人材確保が大

きな課題。しかし、教員の現状が

ただ働き同然であり、それを放置

していること自体が問題だ。

　アンケート結果でも、公立中学

の顧問教員の平日１日当たりの指

導時間は、2 ～ 3 時間が 39.6％、

1 ～ 2 時間が 35.9％。

3 ～ 4 時間は 14.6％と

なっている。

　スポーツ庁はこの結果を受けて、

今年度中に適切な活動時間や休養

日の日数などを含めたガイドライ

ンを策定する方針だ。

（この項はスポーツ庁の速報値が見つ

からないため、各紙報道を基にした）

スポーツ庁調査で再認識

教員体力限界 生徒も悩み抱え
中学
部活

健康食材の物資
販売にご協力を
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順位 名　　称 自治体名 件数

1 オガールプロジェクト 岩手県紫波町 270

2 熊本城公園（被災・復興） 熊本市 114

3 みんなの森　ぎふメディアコスモス 岐阜市 94

4
コミュニティ・スクールを基盤とした小・

中一貫教育
東京都三鷹市 90

5 豊島区役所本庁舎 東京都豊島区 89

6
" ふじのくにに住みかえる " 静岡県移住相談

センター
静岡県 87

6
「サテライトオフィスプロジェクト」におけ

る「とくしま新未来創造オフィス」
徳島県 87

8 日本一の子育て村構想 島根県邑南町 81

9 長浜市役所（新庁舎） 滋賀県長浜市 69

10
低炭素社会の実現に向けたまちづくり（と

よたエコフルタウン）
愛知県豊田市 60

10
鳴門市営モーターボート競走事業（ボート

レース鳴門）
徳島県鳴門市 60

12 東日本大震災の被害状況と復興への取組 宮城県石巻市 56

12 コンパクトなまちづくり 富山市 56

14 大和市文化創造拠点シリウス 神奈川県大和市 55

14 星ヶ台保育園 岐阜市多治見市 55

14 認知症ケアコミュニティ推進事業 福岡県大牟田市 55

17 子どもの貧困対策 東京都足立区 50

17 北淡震災記念公園 兵庫県淡路市 50

19 商店街再生事業 宮崎県日南市 48

20
平成 27 年 9 月関東・東北豪雨による視察

研修
茨城県常総市 47

21 介護予防・日常生活支援総合事業 大阪府大東市 45

22
横須賀市エンディングプラン・サポート事

業
神奈川県横須賀市 44

23 会津若松市議会 福島県会津若松市 43

23 富岡製糸場 群馬県富岡市 43

23 富山型デイサービス 富山市 43

26 さいたま市桜環境センター さいたま市 42

27
福島県環境創造センター 交流棟 コミュタ

ン福島
福島県 41

27 市立吹田サッカースタジアム 大阪府吹田市 41

29
平成 28 年度木材を活用した学校施設づく

り講習会
埼玉県和光市 40

29 福岡市中央卸売市場青果市場 福岡市 40

30 佐賀県子ども・若者総合相談センター 佐賀県 39

表3　2016年度行政視察受け入れランキングトップ30　日経 BP 社の日経 BP 総研が行っ

た 2016 年度の議会や行政職員に

よる視察の受け入れ調査の結果が

分かった。

　日経 BP 総研のウエブサイトに

よると、回答自治体数は全体の

32.8％にあたる 582 団体（調査対

象は 47 都道府県および 1741 市区

町村）。

　トップ 30 位を表 3 に示すが、

ダントツの 1 位は、岩手県紫
し わ

波

町
ちょう

（人口 3 万 3 千人余、盛岡市か

ら電車で 20 分）。JR 紫波中央駅

前の町有地 10.7ha を中心として、

2007 年 4 月の東洋大学との公民

連携協定に端を発した、紫波中央

駅前都市整備事業（オガールプロ

ジェクト）だ。休日を除けばほぼ

毎日、行政視察を受け入れている。

　同プロジェクトには分譲宅地

（オガールタウン）もあり、これ

まで完成している施設は、岩手

県サッカー協会が運営するフット

ボールセンター、官民複合施設オ

ガールプラザ（産直 ･ カフェ・ク

リニック ･ 学習塾などの民間テナ

ントと、紫波町が運営する交流館・

図書館・子育て応援センターで構

成。所有、運営は特定目的会社、

オガールプラザ株式会社）、エネ

ルギーステーション（木質バイオ

マスボイラーで作った熱水を循環

させ、地域内熱供給を行う施設）、

民間複合施設オガールベース（日

本初のバレーボール専用体育館。

合宿やアカデミー事業を展開。ホ

テル・コンビニなどが入居）、紫

波町新庁舎、民間複合施設オガー

ルセンター（オガール保育園、小

児科クリニック・病児保育施設、

ヘアーサロン、ベーカリーカフェ、

スポーツジム、英会話教室、教育

支援施設、集合住宅が順次入居）、

サン・ビレッジ紫波（アリーナは

テニス ､ ゲートボール ､ フットサ

ル ､ バレーボールなど多目的に活

用）など多種多様。

　　2016年度行政視察受け入れランキング

岩手県紫波町オガールプロジェクトが驚異の一位
日経BP総

研


