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速報　仙台市議会　一般質問・すげの直子

　すげの議員　9月になってから
も30℃を超える日が続いた。夏休
みがあけた学校では、先生方が
朝7時過ぎには校舎内のすべて
の窓をあけ、扇風機をつけてまわ
っていた。
　市当局による昨年度の職員室、
校長室の室温調査では、夏休み
は39℃、40℃を記録している学
校もあった。今年も、ある学校で
は、温度計の上限45℃を示したと
ころもあったとのことだ。
　職員室でさえこの状況だから、
40人近くがひしめく教室が、もっ
と過酷だということは、想像に難
くない。
　教育長　各学校にすだれやグ
リーンカーテンの設置などを勧
めてきた。

　すげの議員　子どもたちが一
日を過ごす普通教室こそ、安全、
快適に過ごせるようにすべきだ。
　震災後、まず保健室へのエアコ
ン設置が5ヵ年計画ではじまり、

エアコン整備
をすすめよ 5ヵ年計画で年

16億円程度

教室は40℃前後にも

■職員室の最高室温
　…市内小中学校、市立高校

■エアコン整備が必要
　な普通教室…市資料

2015 年 午前 10 時 午後 2 時 

7 月 15 日 35℃ 37℃ 

9 月 2日 32℃ 34℃ 
 

小学校 1,985 室 

中学校 921 室 

合計 2,906 室 

 

子どもたちが一日を過ごす教室。猛暑の日には、40℃を超えてし
まうことも。すげの直子議員は、エアコンの設置を求めました。

今年度に全校設置が完了する。ま
た、窓を開けることすらできない
音楽室にエアコンがない問題に
ついても、残されていた小学校へ
の設置が今年度から始まった。一
定の前進をしてきたことは評価す
るものの、さらなる改善は、待っ
たなしだ。
　蒸し風呂のような教室のなか
で子どもたちが学んでいること
を、奥山市長はどのようにとらえ
ているのか。
　奥山市長　夏の暑さ対策は、
大きな課題だが、200校すべての
普通教室にエアコンを設置して
いくのは、財政上難しい。時間を
いただいた検討課題とする。

　すげの議員　当局は、エアコン
を設置しない理由のひとつに「エ
アコンを必要とする期間が短い」
ことをあげていた。しかし、教室へ
のエアコン設置が当たり前にな
りつつある関東地方などでは、夏
休み期間自体が8月いっぱいなの
に、本市は、早ければお盆明けの
8月18日から学校が始まってい
る。必要期間が短いなどとは、と
ても言えない。

　すげの議員　エアコン整備が
必要な小中学校の普通教室は
2,906室。市の試算によると、設置
費用は総額94億円、国からの補
助を除くと本市の負担は約80億
円ということだ。
　5ヵ年計画にすれば、1年にか
かる費用は16億円程度だ。かつ
て、子どもたちのためにと学校の
耐震改修をすすめたときには、教
育予算は500億円を超えていた。
いま370億円。できない額ではな
い。老朽化対策といっしょに進め
れば、さらに予算措置も少なくす
む。
　教育長　（教室が）快適とは思
っていないが、教育全体の予算の
なかで優先すべきものがある。い
まの時点では、普通教室、職員室
へのエアコンは考えていない。
　
　すげの議員　わたしは、答弁
を冷たくすることを求めているん
じゃない。暑い学校を冷やすこと
を求めている。　



すげの直子議員の一般質問より

　すげの議員　本市の就学援助
の認定者数は、要保護、準要保護
合わせて10,070人。全児童生徒
に占める割合（認定率）は12.71%
だ（2015年度）。制度を利用した
いと申請したものの、認定されな
かったのは437人だった。認定率
は、他都市より低く、いかに対象
が狭いかということだ（下欄）。
　基準額は、標準4人世帯で収入
390万円以下。これは政令市20市
中、下から3番目という低さだ（下
欄）。生活保護世帯と変わらない、
ぎりぎりの方しか対象にならな
い。基準額の引き上げを求める。
　教育長　基準額は妥当と考え
ている。
　
　すげの議員　本市では、新入
学のための学用品費として、小学
1年生に20,470円、中学1年生に
23,550円が7月に支給されてい
る。ただでさえ、子どもの入学時

他都市より
遅れている。拡充すれば、どんなに喜ば
れることか。

相模原市 615 万円 

横浜市 497 万 8 千円 

浜松市 495 万 7 千円 

広島市 494 万 8 千円 

大阪市 475 万 2 千円 

さいたま市 473 万 1 千円 

新潟市 465 万円 

名古屋市 457 万 5 千円 

川崎市 455 万円 

千葉市 450 万 2 千円 

熊本市 426 万 2 千円 

福岡市 417 万 5 千円 

京都市 416 万 8 千円 

岡山市 402 万円 

神戸市 400 万 4 千円 

静岡市 398 万 2 千円 

堺市 396 万 1 千円 

仙台市 390 万円 

北九州市 388 万 8 千円 

札幌市 369 万 9 千円 

 

の経済的負担は大きい。入学から
はるか経ってからの支給では、意
味がない。文部科学省は昨年「児
童生徒が援助を必要とする時期
に速やかに支給することができ
るよう」という通知を出した。北九
州市はこの9月議会に補正予算を
提案し、今年度の3月に前払い支
給できるよう変えるとのことだ。
政令市では、ほかにも新潟市、福
岡市が3月に前倒しで支給してい
る。
　修学旅行の一時立替払いを家
庭に求めるのもやめるべきだ。学
校への概算払いや実費支給に変
えるよう求める。
　教育長　他都市の事例も調査
し検討する。

　すげの議員　本市の制度は、
国が示す基準から一歩もでない。
他の都市では、独自で対象となる
費目を拡げるなどしている。（下

欄)
　教育長　費目の水準としては、
妥当なものだ。

　すげの議員　就学援助制度の
周知については、スクールソーシ
ャルワーカーの役割りが大きい。
困難をかかえる家庭に寄り添い、

すげの議員　給食費を無料とする自治体が100を超えてい
る。憲法を具現化する取り組みが必要。

○横浜市…小学1年生に20,130
円、中学1年生に23,850円上乗
せ。その年の4月時から該当し
たことが確認できれば、いつ申
請してもさかのぼって適用。ク
ラブ活動費、生徒会費、PTA活
動費は準要保護まで支給。
○千葉市…制服調整費として
4,000円

○相模原市…めがね購入に
12,000円
○神戸市…体操着、水着代約
5,000円
○熊本市…補助教材費7,000円
○福岡市…卒業記念品費4,300円

福祉の窓口にも同行して支援に
つなげている。しかし、スクールソ
ーシャルワーカーの人数は少な
い。現在の倍以上に増やす努力
を。
　教育長　今年度2名増員した。
今後も適切な人員を配置する。

　すげの議員　学級編成権が来年４月から、県から移譲される。市に権限
がきたことを最大限生かし、少人数学級の拡充に踏み出すべきだ。
　教育長　多額の財政負担が生じるので、慎重な検討が必要。

【他都市の独自上乗せや独自費目】

【就学援助の認定率】 【就学援助の基準額】

■少人数学級に踏み出せ

政
令
市
の
比
較

広島市 29.5% 

新潟市 27.6% 

大阪市 26.8% 

福岡市 24.3% 

京都市 23.2% 

北九州市 19.9% 

神戸市 19.7% 

堺市 19.0% 

さいたま市 19.0% 

札幌市 15.8% 

岡山市 15.7% 

相模原市 15.6% 

熊本市 15.3% 

横浜市 14.2% 

名古屋市 14.1% 

仙台市 12.7% 

川崎市 10.5% 

千葉市 8.5% 

浜松市 7.1% 

 （すげの議員の調査による　9月20日現在）


