
2022年3月町田市議会 矢口まゆ

乳幼児健診で指定会場
に行くのが困難な家庭
への支援について

2022年3月25日　矢口まゆ議員　一般質問資料1



通告内容

ご家族やお子さんに障がいや持病があったり、多
胎児家庭であったり、未就園児の兄弟姉妹がいる
家庭など、集団健診の指定場所まで行くのが困難
な家庭に対しての支援が必要と考える。

· 集団健診場所に行くのが困難な家庭に対しては、
近隣のかかりつけ医などで健診を受ける場合の費用
を補助してあげてはどうか。

· 乳幼児健診に行く際の兄弟姉妹の一時保育の利用
料を補助してはどうか。

· 南地域での実施についての検討状況は。
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乳幼児健診の実施場所について

2019年度包括外部監査報告書
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健診にいくのが困難って…？

■ 例えば…。
■ 自宅：南町田
■ 健診場所：健康福祉会館
■ メンバー：生後３か月の女の子、２才の男の子
■ →バスで乗り換えが必要（バスはノンステップでない可能性あり）／行きで１時間弱かか
りママはくたくた／到着後もお兄ちゃんは自由に遊べなくて不機嫌／保健師さんや医師の
方に相談したい事があったけど、３か月の妹を抱っこしつつお兄ちゃんの面倒も見ている
ため話しに集中ができない／健診が終わったあと、また１時間弱かけて帰宅するがお兄
ちゃんは自由がなくて不機嫌で泣き叫びベビーカーに乗せても脱走…。

ごく一般的な子育て家庭でもこんな状況になる…。
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2022年3月町田市議会 矢口まゆ

校則見直しについてのガイ
ドライン策定で、見直しの
後押しとサポートを！
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通告内容

市内の中学校の入学説明会の資料を読むと、標準
服の着用について相談できる記述が全くなかった
り、肌着など下着にまで細かく色を指定していた
り、防寒のためのセーターなども学校指定の高額
なものを購入しなくては着用不可であり金銭的に
余裕のない家庭を苦しめるような学校の決まりな
どが散見され、まだまだ見直しが進んでいない学
校が多いように感じられる。

校則の見直しの際に配慮が必要な点や、見直しの
方法や頻度などについてまとめた校則の見直しに
ついてのガイドラインを策定すべきと考えるがど
うか。
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都立学校での
見直し

■ 地毛を一律に染色
■ 登校しての謹慎（別室指導）で
はなく、自宅謹慎を行う指導

■ 下着の色の指定に関する指導
■ ツーブロックを禁止する指導
■ 「高校生らしい」など、表現が
曖昧で誤解を招く指導

実際の町田市の校則
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服装、髪型、所持品などに関することに
ついては、入学説明会において保護者に
明確に伝えること、相談したいことがあ
ればいつでもご相談くださいなどの一文
を資料に入れることなど、配慮するよう
各校に伝えてあります。
〜
入学時のしおりなど、そういうような資
料につきましては、こちらのほうでも事
前に確認はいたします。そういう中で、
こちらのほうで各校に伝えたこと、それ
と違うような文言が書いてあることに関
しましては、当然こちらのほうでも指導
してまいります。

令和３年度9月定例会答弁より
相談できると記載があったのは１校のみ
（矢口調査）
むしろ、絶対に標準服を着なさいという圧
になる文言は多く見受けられた。
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町田市の一部の学校では、高額な指定品を買えない家庭は、
夏にポロシャツで涼しく過ごすことも
冬にセーターを着用することもできない。

この学校の指定セーターは、一枚６，１６０円〜７,４８０円とのこと。
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学校でさえも正
しく理解発信で
きていない校則。
マニュアルも何
も無しに、生徒
や保護者が見直
しについて話し
合いができます
か？

■一年に一度以上は、必ず見直す機会を設ける。→見直す機
会の約束

■標準服は強制ではないこと、着用しなくても不利益は被ら
ないこと

■見直しの際、単なる多数決ではなく、公立学校としての各
家庭への配慮や、人権を大切にした視点をもち話し合う。
例：保護者に費用負担を強いることになるもの/健康上の問題
を生じさせる恐れのあるもの/性の多様性を尊重しないもの/
生まれもった性質を否定したり許可が必要なもの

■不登校の児童生徒や保護者にも、必ず意見を聞くこと。

■教育目的を達成するために必要かつ合理的な範囲かどうか。

■校則や学校ルールについて疑問をもったりそれを声に出し
て話し合っていくことは、むしろ教育的意義があると、児童
生徒保護者、教員と共有する。→意見の出しやすい雰囲気作
り。
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2022年3月町田市議会 矢口まゆ

校則見直しについてのガイ
ドライン策定で、見直しの
後押しとサポートを！
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通告内容
文科省からは令和2年7月に学校における携帯電話
の取り扱い等についてという通知が発出されてい
るが、令和４年度入学説明会の内容や保護者から
の相談を聞く限り学校現場ではこの通知にそった
対応がなされていないようである。
行く学校によって対応が違うことは保護者には理
解し難いものであり、現場に改善を求めるべきと
考えるがどうか。
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学校現場では市教委の通知の内容とは少し異なる内
容で保護者に説明がなされている。

事情によって学校に許可を取り
持ち込める旨の説明がなく、一
律禁止と見える説明内容になっ
ている学校も
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2022年3月町田市議会 矢口まゆ

不登校の理由について、
児童生徒に答えてもらう
町田市独自調査の実施を！
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通告内容

文科省が毎年実施している児童生徒の問題行動・
不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査におい
て、不登校の要因を集計しているが、これらは教
職員の考える要因を集計したものであり、児童生
徒本人に聞いたものではない。

不登校の児童生徒本人に対して、その理由を問う
ことが不登校の要因を知ることにつながると考え
るがどうか。
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文科省調査による
不登校の原因は教員が回答

■ 教職員との関係２、２%

■ いじめ0.４%

■ 学校の決まりなど3.５%
子どもが直接回
答したNHK調査では

■先生との関係23%
■いじめを受けた21%
■決まりや校則に

なじめない21%

子ども本人の気持ちと、回答している教員の気持ちに違いが
ある可能性が高い。
町田市独自に、不登校の子どもに答えてもらう、
匿名のアンケートを実施しては？
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2022年3月町田市議会 矢口まゆ

現行の中学校給食の喫食率
向上のために

冬季の温度改善を！
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通告内容 これまで現行の中学校給食の改善に向けさまざま
取り組みを行ってきた。2018年度〜2021年度で
は喫食率はどのように変化したか。
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喫食率は何%必要か。
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喫食率向上のために
…。
■冬場は外気温の影響を受け、配膳室の温度が低
いことで給食の温度も低くなりがち。
→白飯の保温剤を増やせないか
→おかずの温度が低くなりすぎないよう、配膳室
の室温を工夫できないか
■配膳室に取りにいくのが大変だという声。
→配膳室から遠いクラスだけで良いので、お昼の
前に教室に運べないか
■喫食時間が短いという声
→時間を見直すとのことであったが、すでに学校
ごとに差がある中で、どのような基準で見直しを
する︖

9月実施

堺 24.50%
木曽 17.60%
薬師 28.60%
南 21.80%
町田第二 40.60%

平均 26.62%

10月実施

小山 25.60%
小山田 24.60%
鶴川第二 22.20%
南大谷 31.10%
町田第三 39.70%

平均 28.64%

11月実施

山崎 27.70%
金井 34.60%
真光寺 20.80%
南成瀬 34.40%
成瀬台 44.80%

平均 32.46%

12月実施
鶴川 44.80%
町田第一 48%

平均 46.40%

1月実施
忠生 48.10%
つくし野 43.30%

平均 45.70%

中学校給食無料試食会事業の際に行った
「中学校給食に関するアンケートのお願い」の回答結果より

「注文したくない/どちらかといえば注文したくない」と回答した
人の主な理由（二つまで）として「冷たいから」を選択した生徒。
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2022年3月町田市議会 矢口まゆ

公園を利用する保育園の園児たちに、
質の高い公園遊びの提供を！
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通告内容

町田市内では土地の確保や増加する保育ニーズに整
備が追いつかずに多くの園で園庭のない環境で保育
がなされ、公園にて園外保育を実施している。また、
園庭のある保育園でも、公園を利用した園外保育は
頻繁に行われている。
このことから、公園での保育活動の質を高めること
が町田市の子どもたちにとって非常に重要となって
いる。

6月に本件を一般質問にて取り上げ、市内の保育園
への公園利用に関してアンケート調査を実施してい
ただいた。
アンケートの結果をもとに、園児の公園遊びの質を
高めるための公園緑地課と保育幼稚園課との連携に
ついてどのように進めていく予定か方針をとう。
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	公園を利用する保育園の園児たちに、質の高い公園遊びの提供を！
	通告内容
	Slide Number 3
	Slide Number 4




