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18 時 30 分～日比谷野音

新型コロナ感染拡大継続中

各種支援策も継続や新規対応続く
野田市も全国同様、7 月に入っ
て新型コロナ感染者数が増加を見

る 新 生 児 特 別 定 額 給 付 表 1 一般質問者一覧
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10
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7 谷口早苗
対応を見ればわかるよう （木）
8 池田利秋
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12 長 勝則
使われる臨時地方創生交

で）
、歯科医院にも支援金を出す

付金は、全国知事会が都道府県分

ことで内容を検討中、バスやタク

でも 5000 億円以上が不足と表明

シーなどの地域公共交通機関支

し、政府に要望している。

援、個人事業主への支援締め切り

自治体の頑張りに応える臨時国会を

額給付金は、対象世帯数６万 9,413

の延長、特別定額給付金の対象外

政府は単に予備費の範囲での対

に対して申請件数は 6 万 9102 世

となる４月 28 日から令和３年４

応ではなく、臨時国会を開いて予

帯、申請率は 99.55％、
、未申請は

月１日までに生まれる新生児に対

備費の活用状況や必要施策を国民

312 世帯と、市政一般報告で発表

し、国と同額の 10 万円を支給す

の前で議論すべきだ。

された。

せている。この状況の中で開かれ
た 9 月議会の冒頭、市長は市内感
染状況と対応を報告。その中で 8
月 27 日現在入院者数は 10 人程度
であり、8 割以上が退院ないし療
養解除となっており、市内医療体
制はひっ迫する状況にないと表明
した。
しかし、新型コロナ対策はこれ
で終わりとはならず、市政一般報
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特別定額給付金申請率 99.55％
8 月 24 日に締め切られた特別定

医療従事者支援金：5 ～ 7 月を 12 月まで支援継続、配分方法等は見直しが必要かどうか調査検討する方針
①病院：月額 50 万円、②精神科病院：同 40 万円、③その他の医療機関：30 万円（この金額を各医療機
関で適正に活用）
医療機関経営支援金：新型コロナウイルス感染症の入院患者受入れのために専用病床を確保した２医療機関に
対し、減床１床につき１日当たり１万円を 4 ～７月まで支援しているが、これも 12 月まで継続
歯科医院支援関係：8 ～ 12 月まで支給決定、内容は検討中
地域公共交通運行継続支援金：路線バス事業者２者及び市内タクシー事業者４者に対し、バス事業者には運行
ルート 1 本あたり 20 万円、市内に事業所のある事業者に別途 50 万円支給。タクシー会社には
保有するタクシー 1 台につき 5 万円支給。予算額は約 750 万円。
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中学校教科書選定終わる

秀次・麗沢大学教授で、13 年に道
徳を正式教科に格上げするよう安

注目の歴史・公民・道徳は無事

倍首相に提言した政府の教育再生
実行会議のメンバーだ。

来年度から 4 年間中学校で使わ

ことが決まっている。

なお、今回は「新しい歴史教科

れる教科書が決まり、千葉県教育

ただ、柏、我孫子、鎌ヶ谷の東

書をつくる会」
（つくる会、高池

委員会は 9 月 1 日に県内 15 採択

葛飾東部地区の道徳教科書は表 2

勝彦会長）系の自由社が発行する

地区の結果を公表した。毎回注目

に見るように日本教科書が採択さ

中学社会の歴史と公民の教科書が

される歴史教科書で、侵略を正当

れている（県内唯一）
。

文科省による検定で不合格となっ

化する育鵬社版は県内で採択され

同社の最初の代表取締役は八木

育鵬社版は全国的に後退へ

ることはなかった。ただ、野田市
も属する東葛飾西部採択地区では
社会の歴史的分野で育鵬社版に 1

ていた。

つくる会から分かれた育鵬社版

いる。神奈川県横浜市（09 年自由

も今回大きな後退を強いられた。 社、
11 年から育鵬社）や藤沢市（11

票入っている。
野田市の小中学生は流山市や松

全国に先駆けて 2001 年、都立養

年から育鵬社）も今回採択せず、

戸市の小中学生と同じ教科書を使

護学校で「扶桑社版」の歴史と公

採択反対運動を続けてきた市民運

う。なお、小学校は昨年度に採択

民の教科書を採択した。その都教

動が実った。

され、今年度から 4 年間使われる

委も今回は早々と採択を断念して

名古屋市の不採択を 8 月 7 日付
の朝日新聞デジタルは、次のよう
に報じている。

東葛ふれあいユニオンなどが反失業キャラバン

「文部科学省によると、育鵬社

新型コロナ感染が雇用を奪う事

JR 柏駅をスタートにして、7 駅で

版の 2020 年度の全国での採択率

態の中、県内のユニオンや労働組

雇用を守り、最低賃金引き上げを

は 歴 史 6.4%、 公 民 5.8%。 現 在、

合が実行委員会をつくり、5 日に

訴えるキャラバン行動を行った。

育鵬社版を使っている横浜市や東
京都（都立中高一貫校）
、神奈川
県藤沢市、大阪府河内長野市など
は、今回の採択で他社版に切り替
えた。
」
しかし、栃木県大田原市は育鵬
社の歴史と公民、日本教科書の道
徳を採択している。

表 2 近隣採択地区中学校採択教科書一部の一覧（音楽や体育、技術家庭などは省略）
国語
採択地区

地理的

社会
歴史的

公民的

外国語

道徳

分野
分野
分野
教育出版 帝国書院 帝国書院 東京書籍 啓林館 大日本図書

三省堂

学研教育みらい

東葛飾東部 教育出版 東京書籍 東京書籍 東京書籍 学校図書 大日本図書

開隆堂

日本教科書

葛南西部

国語

数学

理科

東葛飾西部 教育出版 東京書籍 東京書籍 東京書籍 東京書籍 大日本図書 東京書籍 学研教育みらい
野田市を含む流山、松戸は東葛飾西部。東葛飾東部は柏、我孫子、鎌ヶ谷。葛南西部は市川、浦安。
おさなみ前議員のフェイスブックは http://www.facebook.com/hirokuniosanami

