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本年２月の選挙で皆様方のご支援により二期目の活動に入りました。市議会にお
きましても、二期目ではありますが重責を担うようになり、心も新たに引き締めて挑んで
いるところです。我が会派自民クラブには今期、新人議員が３名加わり、会派活動
でも本当にフレッシュな活動を行っております。今年度第二回（６月１日〜６月２０日）
定例会終了後にも、
７月１日高幡不動駅前・７月４日豊田駅北口・７月６日日野駅西
口におきまして、会派として市政報告街頭演説会を実施しました。
今後も市民の皆様のご意見をお聞きし、市政に反映されるように、
より良いまちづく
りを目指して活動を行います。

梅田 俊幸

心より哀悼の意を表します
去る６月２２日、私が所属している市議会自民クラブ代表の小山良悟議員が急逝されました。平成１８年度第二
回定例会が６月２０日に終了したばかりで、前の週までお元気で共に会議に出席していたもので、本当に信じら
れませんでした。
２０日には登庁されましたが具合が悪いと帰られ、入院後に急変して帰らぬ人となりました。
小山さんにはこの４年間、市議会で色々と面倒を見て戴き、特に議員歴の長い方だったことで市議会の昔から
の経緯や仕組みを教えて戴きました。今期３月からは会派の幹事長を拝命したことから、議会や市当局との調
整等を教えて戴き、
これからも代表のサポートをしながら、
まだまだ教えて戴きたいことがたくさんあったのに残念
でたまりません。
また、昨年の衆議院選挙の時、同志である小川友一代議士の為に自分の身体のことを構わずに運動をしてい
たのが印象的でありました。小山さんに最後に改めてお礼を言いたいことがあります。この時の選挙活動で私
の失敗を一緒にお詫びに行って戴いたことです。私単独では事が済まなかったことと痛感した事態でした。先
輩議員として本当に有り難かったことです。
小山良悟議員

ありがとうございました。心よりご冥福をお祈り申し上げます。
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６月議会での一般質問（要旨）
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・教育センターの取り組みについて
・教員研修について

６／５（月）行いました一般質問をご報告

・道徳授業の取り組みについて

致します。

・学校の情報管理態勢について
・今後改正が予想されている教育基本法につ

１.豊田南区画整理地域内の公共施設

いての対応予定について

（地区センター等）の計画について

・当市の今後の教育改革について

・５月８日未明に発生しました豊田地区セン
最近の世論調査で保護者の関心が高い問題と

ターの放火事件をはじめ、市内で起こって

して、・学力の低下・道徳教育の充実・教師

いる放火事件の対応について

の質の低下等が上位を占めました。そこで今

・豊田地区センターの今後の計画

回はこの３点を中心に質問事項を考え、当市

・豊田地区の公共施設（地区センター・交流

の教育状況を聞き、教育力の向上を願い、質

センター・市民センター等）の計画につい

問致しました。

て
以上の３点を中心に質問しました。放火ら

意見・要望

については木造施設の点検や市民への啓発、
・職員会議については５月の新聞で八王子市

消防署・団による警戒を実施するようにな

の小学校で毎水曜日の午後に職員会議を行

りました。豊田地区センターは昨年から移

って、授業は午前中のみという実体が報道

転計画がありましたが早急な対応を要望し

されました。東京都ではこうした問題は平

ました。また、兼ねてから要望がありまし

成１０年に発覚し、是正したはずであります。

た地区センターの増設は複合型も含めて、

当市の現状をお聞きし、この様な事がない

前向きに検討するとの事です。早期実現に

か確認しました。

向けて計画を詰めて行きますのでご期待下

また、東京都は一部の都立高校の職員会

さい。

議で挙手による採決を行っていたことがあ
ったことから、各市教委へも通達を出しま

２.学校運営の現状と問題について

した。この通達を受け、小中学校への対応
・小中学校の職員会議の現状は

も確認しました。

・職員会議について、都教委の都立高校への

・学校評価については、今年度、文科省は「学

通達を受けて当市の対応は
・学校評価について
議会の現状は

校評価のガイドライン」策定し適用しました。

学校評議員会・運営協

この事を受けて、現状の学校評議員会につ

今後の取り組みは

・学力テストについて

いて、今まで以上のもう一歩踏み出した評

今年度実施のCRTに

価基準や評価方法を要望しました。

ついて
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・現在、当市ではCRTを小学４年、中学１年

今後の抱負をお聞きしました。今後４年間の

で実施しておりますが出来れば、低学年は

日野市の教育行政をしっかりとお願いすると

別としても全学年で毎年実施出来ないかと

共に中長期的なビジョンを持って、強いリー

提案しました。学力向上の解決策の一つと

ダーシップを望みます。

して実効性があるもと言われております。
・教師の質の問題は来年からの団塊世代の大

終わりに、昨今の教育情勢を鑑みますと、

量退職によっても危惧されています。良く

今後、国でも教育基本法改正が予想されますし、

言われています、戦後３０年の教育の後退

地方は地方として独自の教育方針、教育シス

が公務員全体の質の低下にも影響している

テムを模索し、確立する必要があると思いま

と言ってもいいと思います。

すし、地方としてもより一層の教育改革を行
う必要があると思います。

所謂、団塊の世代の一斉退職を受け、来年ぐ

例えば、最近の都教委の意見でも教員採用の

らいから今まで以上の急激な教員の補充が必

市への移譲や他、様々な権限の移譲を検討し

要となるため、市教委レベルでも教員研修の

ています。所謂、地方分権一括法を受けての

充実が必要だと思います。

改革の一つであり、国から地方への三位一体

世論調査でも必要と感じている人は半数以上

改革と同じ図式の事がその後、都から市への

にものぼる教員免許制は中教審の答申に盛り

三位一体改革に移行してくる訳です。

込まれようとしています。そこで、教育セン

この改革は教育分野も例外ではなく、そうし

ターに関しては、現状では研修機能を十分に

た制度の変革へ対応するためにも、根本的に

活用し、そして、今後は現状問題に即した研

現行の教育委員会制度から考え直す必要があ

修や独自採用等を行えるように、より一層の

るのではないかと思いますし、独自の教育制

充実を図る必要があると思います。

度を選択出来るように改革する機運があります。

また、犯罪の低年令化等の社会問題から道徳

早急に行うと言うことではありませんが、重

教育の必要性が叫ばれていますが、実際問題

要な改革ですから議論に議論を重ね、当市の

として、道徳授業をどのように行えば良いか、

子供たちにとって、より良い教育制度を考え

迷っている若い教員はたくさんいると思います。

直す時期でもあると思っています。私も更に

この道徳教育や総合的学習等の教科書がない

調査研究を行い、今後も現状に即した問題提

授業の充実が今、最も必要であり、その為に

起を行っていきたいと思います。

特に採用１０年未満の教員への実体験を踏ま
えた研修やベテラン教員からの指導の充実が
必要であると思います。
質問では最後にここで任期満了となり、再
任されました教育長へこれまでの自己評価と
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活 動 報 告
3月

5月

9〜 平成１８年度第一回定例会

6月

7日 豊田商店会総会

1〜 平成１８年度第二回定例会

9日 議会報編集委員会

4月6日
4日 自民党三多摩支部連合会青年部総会

20日

10日 農業委員会

3日 自衛隊八王子募集協議会総会

10日 二小学校運営連絡協議会

11日 防衛協会青年部総会

14日 農業委員会

11日 自民党三多摩議員連盟総会

13日 新選組まつり開会式

18日 実践倫理宏正会壮年の集い

16日 ふたば幼稚園卒園式

14日 新井わかたけ地区センター開所式

21日 農業委員会

20日 農業委員会臨時総会

交通安全協会第九支部総会

24日 江口議長就任祝賀会

29日 堀之内地区区画整理説明会

ミニバスケット連盟大会表彰式

26日 市川ボートピア見学

17日 日本会議地方議員懇談会総会

4月

28日 堀之内地区区画整理説明会

18日 三多摩上下水道・道路建設促進協議会

7月

19日 東京河川改修促進大会

1日 交通安全市民の集い
後援会市政報告会

3〜 平成１８年度第一回臨時議会

映像支援隊５周年の集い

7日 二中入学式

20日 防衛協会総会

9日 サクラの集い

21日 市民体育大会開会式

2日 倫理法人会フォーラムたま

10日 ふたば幼稚園入園式

23日 商工会総会

3日 二小学校運営連絡協議会

12日 農業委員会

24日 北朝鮮拉致被害者支援街頭活動

4日 野火止用水見学

13日 豊田の歴史を生かすまちづくりの会総会

25日 観光協会NPO法人取得祝賀会

5日 都市計画審議委員会

15日 上田地区センター開所式

30日 相武国道事務所３３２号線説明会

11日

12日 議会報編集委員会

22日 二中地区青少年育成会総会

農業委員会・建議・市外研修

25日 宅建会南多摩支部総会

16日 消防団ポンプ操法審査会

実 行 報 告
ありがとうございました！
（7／1高幡不動駅・７／４豊田駅北口・７／６日野駅西口）
上記の日程で自民党日野総支部・自民クラブとして街頭演説会を実施しながら、インドネシア・ジャワ島地震の募
金活動を行ったところ、２１,６９０円を頂戴いたしました。早速、自民党本部へ送金しました。政府を通してイン
ドネシア政府へ送金致します。皆様のご厚意に感謝申し上げます。！

市議会での
新たな役職

○自民クラブ 代表

○日野市都市計画審議会委員

○議会運営委員会委員長

○行財政改革推進特別委員会委員

○環境まちづくり委員会委員

○四市競艇・11市競輪事業組合議員（7月から）
（7月までは農業委員でしたが変更になります）

（任期2年）

今 期より後 援 会 役 員も新たに後 援 会 活 動を行っていくことになりました 。皆 様 、
どうぞ
宜しくお願い申し上げます 。

後援会報告
会

長

大貫

隆

事務局長

有竹晴彦

女性部長

内山育子

バス旅行の予定
今年も後援会主催の日帰りバス旅行を企
画します。また後日、ご案内致しますので、
皆様お誘い合わせの上、ご参加下さい。

日時／平成18年10月22日（日）
場所／（現在検討中です。）
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青年部長

落合寛之

