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予 算 審 査 特 別 委 員 会 記 録

＜地域振興部、観光局、水道局、教育委員会、国際化推進＞

開催日時 平成２６年１０月１日（水） １０：０２～１１：５４

開催場所 第１委員会室

出席委員 ９名

安井 宏一 委員長

中村 昭 副委員長

田中 惟允 委員

森山 賀文 委員

宮本 次郎 委員

上田 悟 委員

荻田 義雄 委員

高柳 忠夫 委員

山本 進章 委員

欠席委員 なし

出席理事者 前田 副知事

浪越 総務部長

野村 地域振興部長

福井 観光局長

久保田 水道局長

吉田 教育長

ほか、関係職員

傍 聴 者 なし

議 事 ９月定例県議会提出議案について

＜会議の経過＞

○安井委員長 ただいまから本日の会議を開きます。

それでは、日程に従い、地域振興部、観光局、水道局、教育委員会、国際化推進の審査

を行います。

これより質疑に入ります。その他の事項も含めて、質疑等があればご発言いただきたい

と思います。
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なお、理事者の皆さんには、委員の質疑に対して明確かつ簡潔に答弁をお願いいたしま

す。

それでは、発言願います。

○山本委員 エネルギーと文化財、それからうだ・アニマルパークについて数点質問しま

す。

まず、エネルギービジョンの推進について４点質問します。

１つ目は、家庭用太陽光発電の補助制度ですけれども、昨年、家庭用太陽光発電設備の

設置に補助金を出して約１，５００件ですか。申し込みもかなり殺到して予定数を早くに

クリアしていたと。それがことしになって、家庭用太陽光パネルの補助金を見直して、家

庭用太陽光発電による電力を蓄電する装置などに切りかえているとのことですけれども、

きょうの新聞を見ていたら、太陽光発電の買い取り制度を大幅に見直して、関西電力では

ないですけれども、５つの電力会社が２０１６年に見直して太陽光発電の買い取り制度を

もうこの１０月からやめるとのことです。それは事業用の買い取り制度の方です。

ただ、家庭用は残すという新聞報道がけさされていました。奈良県における自然エネル

ギーの推進の中には風力発電も小水力発電もあるのですけれども、特に奈良県は太陽光発

電のポテンシャルが１７０万キロワットあると。奈良県の関西電力からの受給が１５０万

キロワットなので、極端に言えば、太陽光発電のポテンシャルの１７０万キロワットで奈

良県全部の電力需給ができるといいますか、供給していけるということです。関西電力に

頼らなくても自給自足でいけると。これは物すごく壮大な話で、現実的にそんなことがす

ぐにできるわけでもないけれど。ただ、そういう方向を目指すことがこの都のあった奈良

県から全国に、原子力発電に頼らなくてもこのエネルギーは供給していけるのだというこ

とを発信するのは大きな意義があるのではないかといつも思っているのです。そんな中で、

行政が率先して、そのような施策をしていく姿勢を見せていただきたい。今はエネルギー

ビジョンで目標値を達成しているということです。目標値をどこまでどうかというのは、

今ここで申し上げるつもりはありませんけれども、その方向は太陽光発電によって経済活

性化ができる、そして雇用も生まれる、地域の活性化にもつながる、それから土地の有効

利用もできるということで、大変意義があるものではないかと。いろいろ語ると時間が長

くなってしまうので、そういう中で、一旦やめたこの家庭用太陽光発電設備設置の補助制

度を復活させるべきと考えるのですけれども、その辺はどうお考えなのか、お聞かせいた

だきたい。
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そして、率先して行政がやる場合は、やはり姿勢を見せなくてはいけない。家庭用の太

陽光発電もそうですけれども、公共施設の太陽光発電の導入促進をしていくと。橿原市の

金橋小学校の近くのバイパスを通っていたら、屋根にパネルが乗っていると。小学校の屋

上にパネルを乗せるのは、誰がどのように許可をするのか、補助金が出ているのかと調べ

たところ、公共施設である市町村の学校などには２分の１の補助金を出しているというこ

とで、全部の学校ではないですけれども、県内市町村で取り組んでいるところもあると。

もちろん県の施設も御所浄水場などで小水力発電などを進めているのですが、太陽光発電

も率先して取り組んでおられていることはわかるのですけれども、公共施設の太陽光発電

に取り組んでいる実績といいますか、どの程度、公共施設が太陽光発電を取り入れている

のか。そして今後、そういう面ではどのようにして、どういう方向で、推し進めていくの

か。

多分、小学校、中学校は市町村でやっていると思うのです。県がやりなさいとか言って

いるとは思いませんけれども、やはり県行政がもっと率先して太陽光パネルを取り入れて

いくと。現実にやっておられるのですから、県立の施設に取り入れていくこともあわせて、

家庭用の太陽光パネルと一緒にやっていかなくてはならないと思っている。その辺の状況

を教えていただきたいと思います。

そして、奈良県も入っている自然エネルギー協議会。その会長が徳島県の飯泉知事、事

務局長をしているのが、ソフトバンクの孫正義さんです。孫正義さんは、ご存じのように

あの福島第１原子力発電所事故から、これは取り組んでいかなくてはいけないと、全国の

県に呼びかけてメガソーラーの設置をされていますけれども、その事務局長をされていて、

その協議会の運営もしている。奈良県でもメガソーラー発電設備の導入実績を把握してお

られるとは思うのですけれども、その辺を教えていただきたい。きょうの担当部局ではな

いと思いますけれども、企業誘致の中で、メガソーラーの誘致をしていくことは、さっき

も言いましたけれども、雇用の促進にもなるし経済の活性化、税収の増収も期待できる。

大きな産業の一つだと思います。そういうところを行政はどう考えているのか、実績と今

後どのように導入促進をしていこうとされているのか聞かせていただきたい。

それから、さっき言ったソフトバンクの提案ですけれども、飛鳥のＥＶレンタル事業、

代表質問でも触れましたけれども、飛鳥に２０台のＥＶ車を観光客に、今までのレンタサ

イクルにかわってレンタルする。ＥＶカーで橿原市、明日香村、高取町を回るという事業

で、ＥＶカー投入の費用は全額交付金を出してもらえると。そのＥＶカーについているい
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ろいろな案内の装置がソフトバンクだそうですけれども、そういう飛鳥ＥＶレンタル事業

について、もう代表質問から１カ月、２カ月たっているけれども、導入されているのか。

まだされていないと思うのですけれども、される予定はいつなのか。わかる範囲で詳細に

ついて教えていただきたいという、この４点です。

文化財のほうで、十津川村の玉置神社ですけれども、新聞にも報道されていました。玉

置神社の神木を切るという要請があって、県が承諾をして、その伐採をしたと。世界遺産

の中でこれは影響を及ぼさないのかということと、どういう理由で、神木を切る補助金を

出されたのか。新聞には氏子の代表の方々がクレームを言っていたと掲載されていました。

地元である十津川村もどういう対応をされていたのかということで、これの経緯なり、ま

たその辺の正当性があるのかどうか。橿原神宮も駐車場にするために数年前に切られまし

たし、明日香村でも、そういう木を切ったりするのですけれど、それは補助金が出ている

のか。出せるのかというところですけれども、神木というか、お宮さんの木を切るのに補

助金が出るのだなというのが１つと、そういうものは勝手に切っていいのだろうかという

ようなところがありまして、そこを聞かせていただきたいと思います。以上です。

○平田エネルギー政策課長 エネルギーに関して４点の質問をいただきました。

まず、家庭用太陽光発電の補助制度についてお答えします。

家庭用太陽光発電設備の補助については、パネル等設備整備に関する費用と、それから

余剰電力の買電収入額及び自家消費による電気代節約額との差額を助成するという考えの

制度として始めています。近年、太陽光パネルの価格の下落等もあり、試算をし直したと

ころ、設置者の持ち出し額が生じず、固定価格買い取り制度により一定の採算性も見込め

ることから、太陽光発電設備を単独で補助する必要性はなくなったと判断し、平成２５年

度末で補助制度を廃止したところです。一方で、家庭における太陽光発電等の導入につい

ては、省エネルギー対策及び災害時等の自己電源の確保等の観点から、導入の促進を図る

必要があると考えています。

そのことから、県では本年度、太陽光発電設備とあわせてＨＥＭＳや蓄電池、燃料電池

を設置する家庭を対象とした補助を実施しています。引き続き太陽光発電設備普及に向け

た支援を行っていきたいと考えております。

２点目ですが、公共施設の太陽光発電の導入促進についての質問です。

平成２６年６月末時点において、県内の公共施設での太陽光発電の導入実績は、合計１

２８件、設備容量としては１，９５２キロワットとなっています。
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県では、国の補助制度等を積極的に活用し、太陽光発電等の再生可能エネルギーの導入

を進めていきたいと考えております。平成２６年度、本県では環境省のグリーンニューデ

ィール基金事業に要望書を提出し、１６億円の採択をいただきました。この事業は、平常

時の電力の活用に加え、非常用電源の確保として県や市町村の避難所や防災拠点等におい

てエネルギーを確保することを目的にした事業です。

今後は、この基金事業を最大限活用し、県や市町村の防災支援拠点である庁舎や学校等

の公共施設に太陽光発電や蓄電池等の整備を進めてまいりたいと考えています。

３点目、メガソーラー発電の導入促進について質問いただきました。

資源エネルギー庁の調べによると、メガソーラーといわれる１メガワット以上の太陽光

発電の導入実績は平成２６年６月時点で、奈良県内で７件、設備容量としては１万３，３

２３キロワットとなっています。市町村別では、大淀町で２件、奈良市、桜井市、五條市、

御所市、吉野町で各１件となっています。

これまでの取り組みとしては、メガソーラーなど太陽光発電の導入促進のために土地や

屋根の活用を希望する所有者と、それを借りて太陽光発電を実施したいという事業所を対

象に、太陽光発電推進マッチング事業を実施しています。現在、１件が調整中と聞いてい

ます。また、設置を希望する事業者等へは土地利用の許認可等に関する相談事業も実施し

ています。

今後も太陽光発電の導入促進に向けて県民や事業者等を対象とした再生可能エネルギー

に関する講演会を開催し、啓発に努めるとともに、県内の中小企業団体や工業団地等の代

表者が集まる協議会等に出向き、エネルギーに関する補助事業を含めた県のエネルギー政

策について周知を行う等、メガソーラーを含めた再生可能エネルギーの導入促進に努めて

まいりたいと考えています。

４点目、飛鳥ＥＶレンタル事業についての質問にお答えします。

この事業は、明日香村地域振興公社が事業主体となり、総務省の地域経済循環創造事業

交付金等を活用し、明日香村と橿原市、高取町にまたがる飛鳥地域において、２人乗りの

電気自動車である超小型モビリティーを活用したレンタカー事業を行うものです。

超小型モビリティーは市販されていませんので、全国的にも非常に珍しい乗り物で、こ

れによって観光客の増加や地域振興につながるものとして期待しています。この１０月１

０日にオープニング式典を開催し、営業が開始されますが、明日香村に聞いたところ、も

う既に予約も入っているとのことです。県では、明日香村地域振興公社に対して、総務省
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のこの交付金を活用して助成するなど、地域の先進的な取り組みに対して積極的に支援し

ています。

この交付金は平成２７年度は地域創生事業にも位置づけられ、またＥＶレンタル事業は

観光振興や地域振興策として、ほかの地域でも活用が期待されることから、県内の他の市

町村へも周知を積極的に行って広めていきたいと考えています。以上です。

○小槻文化財保存課長 玉置神社の神木の件です。

具体的には玉置神社の神代杉という杉があり、その着生植物を除去したという件です。

当初、平成２２年に玉置神社から県に対し、神代杉を含む県指定天然記念物の杉の巨樹

群の樹勢についての相談があり、その後、平成２４年には樹木医による神代杉の現地調査、

診断事業を実施したところです。その結果、その神代杉は樹勢が衰退しており、樹勢回復

にはその着生植物の除去が必要との診断が出たため、玉置神社が事業主体となって神代杉

の着生植物を除去したいという相談がありました。その後、平成２５年に、玉置神社から

現状変更許可申請と県の補助金の交付申請が十津川村の進達を経て県教育委員会に提出さ

れ、県教育委員会としては、樹勢回復措置として適正な内容であるとのことから現状変更

許可と補助金の交付決定をしたものです。

世界遺産との関係については、神代杉は世界遺産の構成資産ではありませんし、自生し

ている場所は世界遺産のプロパティーゾーンではなく、バッファーゾーンです。その杉の

木にある着生植物の除去は、世界遺産の顕著で普遍的な価値に影響を与えるものではあり

ません。

今後も貴重な天然記念物を長く残していくために、玉置神社、十津川村と協力して、そ

の保存に努めてまいりたいと考えています。以上です。

○山本委員 エネルギー政策課長の余りにも流暢な答弁だったので、なかなか理解してい

ないところもあるので、再度になる部分になるかもしれませんが、お聞きします。

家庭用太陽光発電の補助制度は、ＨＥＭＳですか、対象をこれに変えたけれども、来年

度への要望でこれを復活させると言っているわけで、それに対するきちんとした明確な答

弁があったのかと。なかったように思うのだけども。今後とも、太陽光エネルギーには県

は、前向きにということだったのだけれども、ＨＥＭＳのままいくのか、それとも、昨年

度の１０万円か８万円かで１，５００件の申し込みというような補助金。それを復活させ

て各家庭で申し込みのあった人に１０万円だったら１０万円の補助金を出してあげてくだ

さい。
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業界もというか、さっき言った経済の活性化の中で、そういう補助金がなくなったら、

目に見えて注文数は少なくなります。だから、もうすぐ家庭用太陽光発電の買い取り制度

がなくなるかも知れないけれども、そうなったら、みずからが太陽光発電設備を乗せると

いう方針になっていくと思う。ＨＥＭＳに対する補助金の３万円などではなしに、一軒家

に１０万円という本体に対する補助金という形のほうがいいのではないかと思うのですが、

その点をもう一度聞かせていただきたいと思います。

小学校については、ここに資料があります。これは教育委員会に言っていなかったので

すけれども、市町村立小・中学校の太陽光発電パネル設置校ということで、平成２６年度

に太陽光パネルを乗せるという予定も結構あります。市町村で、さっき言った橿原市の金

橋小学校もこの名簿に入っています。県立では奈良市の奈良養護学校が８０キロワット分

を平成２２年にしています。全部で幼稚園が２園、小学校１４校、中学校７校、高等学校

はゼロ校、特別支援学校が１校、給食センター１カ所で２５カ所ということです。この辺

は当然把握されていると思います。特にこの市町村立学校は今まで教育委員会で啓蒙して、

こういう形になってきているのか、また今の取り組み方はどのようにしているのか、学校

みずから率先してやっているのか、市町村の指導のもとでいろいろ相談してやっておられ

ると思うのですけれども、結構たくさんあると。ただ、県立高校が１校もないということ

ですけれども、そのところ特に教育委員会の取り組みを、わかる範囲で結構ですけれども、

教えていただけたらと思います。

小学校、中学校、市町村で２５カ所もやっているわけですけれども、それに伴って、県

の出先機関で、何カ所あるのか、県関係機関で。県立高校はゼロですから、それ以外のと

ころで太陽光発電を取り入れてるところはどれだけあるのかと。

それから、メガソーラーも今１カ所あるとは聞いたのですけれども、メガソーラー導入

の相談があるとのことですけれども、今、県内のメガソーラーが何カ所あるのかを聞かせ

てください。

飛鳥のＥＶレンタル事業は、１０月１０日に導入されることは聞きましたし、事前にも

聞いていたので、その事業を橿原市、高市郡だけではなく、もくろみとしては、２人乗り

のモビリティーのＥＶカーは、奈良県の観光地のどこにあってもいいわけですから、こう

いう形でもっと奈良県中に広げていけないのかどうか。総務省ということであれば高市総

務大臣がおられるわけですから、今が絶好のチャンスです。奈良県中にこういうＥＶカー

があれば、これもやってみないとわからないけれど、予約もあるということですから、注
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目されると思うのです。そういう部分は県としてこれから、どういう方向でいこうと思っ

ておられるのか。明日香村でやればそれで終わりなのか。地域振興部長、よかったら意気

込みなどを答えていただきたいと思います。

玉置神社の件はそれでよくわかりましたので、また地元とも十分相談しながら、進めて

いただきたいと思います。

いのちの教育というのは、この事業をどのようにされているのか。動物愛護協議会や別

の会だと思うのですけれど、そういういろいろな愛護団体と、うだ・アニマルパークとで

協議をしていただいているのですけれども、捨て犬、捨て猫を減らす、また動物の命の大

切さを教える教育だと思うのですが、どのように取り組まれているのか聞かせていただき

たいと思います。

○吉尾学校支援課長 お尋ねがありました小・中学校の太陽光発電についてお答えします。

小・中学校の関係については、エコスクールという形で文部科学省で推進しています。

私どもは文部科学省から通知を受け、各補助事業について市町村にも紹介しています。

もう一方で、効果として、環境教育の効果も上がることから、かなり推奨しており、進

んでいます。

ただ、一方で県立学校については、耐震化もあり、一定の屋根の強度が必要になると判

断しまして、今は奈良養護学校にだけ設置しているところです。以上です。

○平田エネルギー政策課長 ３点お答えします。

まず１点目、家庭用太陽光発電の補助制度の復活についてですが、家庭用太陽光発電の

従前行っていた補助については、その設備にかかるお金と、その後の余剰電力、それから

自家消費による電気代との差額で自己負担がある分について補助するという考えで補助制

度をつくっておりました。これが近年、太陽光パネルの値段が下がってきたことで、その

差額が出ない、要するにＦＩＴで買電すると少なくともマイナスは出ないとのことです。

今までの制度設計で試算し直したところ、もう県から補助する必要はないのではないかと

のことで、平成２５年度末で廃止しております。ですから、平成２７年度以降についても

そういう制度設計ではやはりプラスになり、補助は少し難しいと考えていますので、平成

２６年度、形を変えてＨＥＭＳや蓄電池の補助にしているところです。今までと同じ制度

をもう一遍来年度というのは少し難しいのではないかと考えています。

２点目、公共施設の太陽光発電の設置の中で、県立の施設ではどこかというご質問だっ

たと思いますが、県立の施設では特に大きいものを挙げれば、図書情報館に２０キロワッ



- 9 -

ト、産業振興センターに４０キロワットの太陽光パネルを設置しています。そのほかは文

化会館の前や小さなものを奈良公園の中など、少しずつ街路灯のような形でつけていると

ころも何カ所かあります。

３点目、県内のメガソーラーの導入実績ですけれども、全体の量でいくと県内で７カ所、

設備容量は１万３，３２３キロワットになっています。市町村別でいくと、大淀町に２件、

奈良市、桜井市、五條市、御所市、吉野町にそれぞれ１件となっています。以上です。

○大西学校教育課長 いのちの教育の件ですが、いのちの教育推進については教育委員会

の学校教育課と、うだアニマルパーク振興室の２課共同で取り組んでいますけれども、教

育委員会では動物と触れ合い、命の大切さについて考える学習の場として、うだ・アニマ

ルパークを活用しております。小学校教科等研究会では、特に生活科との関係が深いので、

生活科部会とタイアップして動物飼育から学ぶ生活科の研修講座を行うなど、あるいは小

学校の先生方にうだ・アニマルパークで命にかかわる研修をしていただくことを日ごろか

ら実施しています。平成２６年１０月には、平成２５年度に続きうだ・アニマルパークと

共催でフェスティバルを開催し、そこで動物との触れ合いや命の大切さを知るいろいろな

催しをするという展開をしています。

詳しく言いますと、うだ・アニマルパーク振興室では、平成２６年度は４０校程度だと

思うのですけれども、研究指定校を指定していますし、県教育委員会でも幾つかの小学校

をそれぞれ指定校に指定しており、どのような実践をされたかと、いのちの教育にかかわ

っての取り組みをそのフェスティバルの場で発表していただきます。こういう時世ですの

で、命の大切さを深めていくような取り組みをやっているのが現状です。以上です。

○野村地域振興部長 飛鳥のＥＶレンタル事業を今後、県内にどれだけ広めていくのか、

意気込みをとのことでした。

今回の取り組みについては、昨日も明日香村長とこの件でお話をしたのですけれども、

地元でも観光振興にもつながるし、多少雇用も生んでいることもあり、地方創生という面

でもすごくいい取り組みだと思っています。

ただ、一方で、明日香村の板蓋宮のエリアは狭い道で、小型のモビリティーがすごくあ

ってほしい環境という面もあり、もっと言いますと、明日香村地域振興公社という主体が

あって、既にレンタル自転車事業もやりながらの話ではあります。

ですから、全てのところで即座にこれを使えるかはわかりませんが、そういう環境が調

っているところについて、今回の取り組みも広くＰＲしていきますし、オープニングも盛
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大にやると聞いており、こういう取り組みにソフトバンクがかかわっておられることも相

まって盛大に、全国的にも広がっていく取り組みを目指して、それが他のエリアでも、ぜ

ひやってみたいと思ってもらえるように、我々としても障害を取り除きながら進めていき

たいと思っています。

また、県としては、総務省に対して、申請を上げて交付金をとってまいりましたし、も

っと申しますと、内閣官房の地域モデル事業の全国的なモデル事業にも飛鳥のＥＶレンタ

ル事業が選ばれ、国の各省から課長クラスが視察に来たということもありますので、そう

いう意味でも全国的に広めていきたいし、県内で次の手の挙がるような取り組みを目指し

ていきたいと思っております。以上です。

○山本委員 地域振興部長の力強い意気込みを聞かせていただきましたし、その方向でこ

れからも頑張っていただきたいと。まずは飛鳥のＥＶ事業が成功するように、その件でも、

明日香村長ともお会いしているとのことですけれども、しっかりと相談してやっていって

いただきたいと思っております。

メガソーラーについて、再度要望だけしておきますけれども、奈良県でメガソーラーを

もっと誘致していく。エネルギー政策課では企業との橋渡しはなかなかできないかもわか

りませんけれども、今後、企業誘致の面からも、それを要望し続けていきたいと思ってお

りますので、よろしくお願いします。

公共施設も、耐震などの面で県の出先機関や県立高校の太陽光パネル設置は難しいとの

ことですけれども、公共の施設が模範を見せていかないと県民には広がらないと思います

ので、その点もあわせて今後、前向きに考えていただくように要望しておきます。

そして、その家庭用太陽光発電設備の補助は、もう悲観的になって、その制度では無理

かなと。確かにその計算からいくと１０万円なりの差額の補助は太陽光パネルの価格が下

がっているから難しいと。エネルギー政策課長の話でわからないでもないと思いますけれ

ども、考え方を変えないといけないと。考え方を変えるというのは、いかに太陽光発電を

各家庭に普及させていくのかという部分で、お金だけではないかもわかりませんけれども、

経済の活性化も含めて、何か違った形を考えて補助金を出せるかどうかという部分で、ま

たじっくりと考えてみたいと思いますので、よろしくお願いします。

これで質問を終わります。

○荻田委員 ９月１３日に石破地方創生大臣がお見えになり、３時間ばかりいろいろな話

をさせていただきました。地方創生、特にまち、仕事、そして人について、何としても地
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域の活性化を図っていくと、特に地方を元気にしていこうと。それからもう１点は人口減

少を食いとめていこうと。安倍政権のもと今度の内閣でこういった大胆な事業課題をなし

遂げようとのことでもあります。特に奈良モデルという知事の発想によって、市町村支援

を随分おやりいただいています。今回の補正予算でも３１億８，０００万円の市町村支援

をしようと。中でも市町村が運用する高金利地方債の繰り上げ償還、金利の高いものを何

とか償還して、財政力が上がるように、安定するようにとの知事の狙い、まことに結構だ

と思いますし、加えてそれぞれの技術者派遣などもそうですし、まさに国がやらなくては

ならないこういった手法をいち早く奈良県版でやっていただいている。今、国が当然やる

べきことをやらずに、県が代行して市町村支援に力を入れていただいてるのは結構だと思

います。

しかしながら、本県にとって財政力という面では、まだまだ県債残高も非常にあるわけ

です。そういった中で財政力を担保しながらも、支援をより一層強めていくのはもう当然

のことだと思います。

地域振興部長が承知しておられる中でこういった手法を取り入れている都道府県があれ

ば、お答えいただきたいと思います。

それからもう１点。奈良公園、随分よくなりました。知事発想のもとで奈良公園特区だ

のいろいろな形で頑張っていただいて、奈良公園から若草山にかけて随分景観上整ってき

ました。ますますおもてなしの心が発揮されているのだという思いとともに、若草山周辺

のトイレの改修などをしていただき、観光客から見てもすがすがしくなってきたのも事実

です。それから、このごろは奈良市内、中心市街地の商店街も含め、商店街から奈良公園、

春日大社、若草山にかけてのルートで、外国人観光客への多言語コールセンターというも

のを、奈良公園エリアで実施していると。電話や端末を使いながら観光客の皆さんが、中

国の方だったらニイハオとか言ったら、すぐにこんにちはというような同時通訳ができる

形になっている。これを今はＪＲ奈良駅、三条通り、そして東大寺、春日大社といった方

面に一方的にやっていただいていると思いますけれども、できたら中心市街地へ足を伸ば

していただいて、商店街がにぎわう、その店の店主さんがお困りにならないような運用を

ぜひ考えていただけたらと思うのです。この間も中西知事公室審議官にも申し上げたので

すが、このことについて、奈良市も前向きか後ろ向きか知りませんが、その辺のことをお

答えいただきたいと思います。まず２点。

○野村地域振興部長 委員から、奈良モデルの取り組み等についてお話がありました。こ



- 12 -

のような取り組みがほかの県でも行われているのかということです。

正確な調査をやっているわけでもないし、それぞれの県で独自の取り組みがあるかもし

れませんので、１００％ここでお答えできることではないのですが、私が今まで赴任して

きました長崎県、山梨県、福岡県で例えば知事と市町村長のサミットを定期的に２カ月に

１回程度やられているような取り組みはあまり聞いたことがないし、やっていなかったと

思います。また、その証拠として、奈良モデルの取り組みでいいますと、例えば先般、地

方自治法の改正があり、そのときに市町村や県の連携を深めていくための法律改正があり

ましたが、その法改正にあたり、学者以外の参考人として国会に呼ばれたのが荒井知事で

した。そういうことから考えると、国でも把握している上では、具体的なニーズに基づい

て、消防、病院や水道の問題など、具体的にやって実績を積み重ねている広域連携の例と

しては、私どもの取り組みが一定の評価をいただいてるのかと。だからこそ参考人として

呼ばれたのかと理解しています。以上です。

○中西知事公室審議官（奈良公園・観光振興プロジェクト担当）兼観光局次長兼まちづく

り推進局次長奈良公園室長事務取扱 奈良市内の特に中心市街地の商店街に外国人のお客

さんが来られている中で、奈良公園は大分環境整備が整ってまいり、外国人へのおもてな

し度が非常に上がっています。市内の商店街にも同じように、例えば先ほどお話がありま

した外国人の無料多言語コールセンターへの対応やＷｉ－Ｆｉ環境を今年度３月末までに、

ＪＲ奈良駅から奈良公園まで環境整備されることによって外国人の方がスマートフォン等

を利用されるのに便利になりますが、なかなかほかの商店街にまで全てが広がっていくわ

けではありません。その辺については地元商店街からもいろいろなお声を聞きながら、奈

良市と何か協定を結ぶなりして連携していくことができないかということで今、調整して

いるところです。

ご存じのように、奈良公園特区は、ＪＲ奈良駅からほぼ東側全面をエリアとしています

ので、そういう意味では、ほとんどの中心市街地の商店街はクリアできることにはなりま

す。奈良市もインバウンド、外国人の誘客には非常に力を入れておられますので、その辺

はけんかすることなく、仲よくお互い力を合わせていけるように費用負担も含めて調整し

ていきたいと考えています。以上です。

○荻田委員 中西知事公室審議官、Ｗｉ－Ｆｉやスマートフォンを使いながら商店街の商

店主さんがそういったことをどんどん取り入れてやっておいでになる姿を私自身が見てい

るわけで、これはぜひ進めてほしいことでもございました。それが外国人とのやりとりに
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気持ちを込めておもてなしするのに通じていくのではないかと思います。ここ最近、外国

人が随分奈良市の、市街地あるいは若草山にかけて多くなりました。このことは本当にあ

りがたいと思っているところです。

それから、もう１点、旧猿沢荘を(仮称)「外国人観光客交流館」整備事業で今度、外国

人の観光用の宿泊施設として頑張ってやっていこうと、当初予算から編成し予算化された

わけですけれども、例えばこれの運営母体、それからどのように取り扱いをしていくのか、

そしてあの地域とのコミュニケーションあるいは説明会などをどこまでおやりいただいて

いるのかをお答えいただきたいと思います。

○吉田観光プロモーション課長 昨年閉鎖された旧猿沢荘を、仮称ですけれども、外国人

観光客交流館として今回新たに整備しようと進めているものでして、主な機能としては、

外国人に対する観光案内機能や、あるいは外国人同士が交流できる機能、そして物販でき

るような施設、また宿泊機能、それから日本文化等を体験できるような施設として整備し

たいと考えています。

お尋ねのあった運営母体等については、来年の夏までには、まずは観光案内機能と物販

スペースなどを先に整備をしたいと考えています。最終的に宿泊機能等もありますので、

ここは指定管理制度の導入を考えないといけないかと現在検討しているところです。

それから、地域とのコミュニケーションや説明会等の案件ですけれども、現在のところ

奈良市内のホテル協議会や旅館組合については、整備状況の説明をしているところです。

今後、事業が始まる際には、詳しい内容等の説明もしてコミュニケーションを深めていき

たいと考えております。以上です。

○荻田委員 業界への説明は当然のことだと思いますけれども、例えばあの付近の自治会、

どんなものになるのだろうと。新聞紙上などでは熟知されていると思いますが、関係のな

い人たちはどうなるのだろうというぐらいで、心配している方々もたくさんおられます。

既にぼちぼち事業をやろうとしているのでしょう。自治連合会や奈良市を通じてでも結構

ですから、こういうことが進んでまいりますと、事業をやるときに説明するというよりも、

今まで猿沢荘が果たしてきた地域との懇親会、あるいはまた自治会単位で春夏冬など随分

あそこを懇親会などに利用して、行っておりますので、そういった点についてしっかり説

明責任を果たしていただきたい。このことが一番大事だと思います。

それから、もう１点、あの付近には元林院町という町があります。もともと元林院とい

うのは東大寺のお坊さんの別院であったとよく言われます。私ども昭和４０年代、昭和５
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０年代、元林院を守る会の活動で随分通い、あそこを通れば三味線の音が聞こえ芸者さん

の行き交う町でもありました。まさに京都のおもてなし、特に祇園の舞子さん。こういっ

たものを感じさせる、いいたたずまいのところでもありました。しかし、今そういった舞

子さん、芸子さんはもう数人になって、１０人あるかないかだと思います。また、近鉄の

山口会長が、そういった奈良市の元林院を何とか活性化しようという懇話会にもお入りを

くださり、帝塚山大学の先生にもお入りをいただいたりとあの町をどういうふうにしてい

こうかという町並み保存のこともあって、いろいろ頑張っているところです。市と県との

こういった地域の課題は必ずあると思います。その中で、方向をしっかり見定めて、より

よきまちづくりを促進できるよう、そしてまた対象は外国人であったり国内外の観光客で

あるわけですから、そういったことを県、市乗り越えて、ともに問題提起、共有されるよ

うに強く要望しておきたいと思います。地域振興部長、何か感想があったらおっしゃって

ください。

○野村地域振興部長 委員がおっしゃったように、猿沢荘においても地域の方々の交流が

あったというお話です。その地域の中で外国人を受け入れながら地域の方々にも愛される

施設になっていかなければいけないということです。ですので、委員がおっしゃったよう

に、県と市ともちろん地元の自治会、その他地域の方々とともに愛される施設にしていく

ということは大事なことだと思いますし、これは、ほかの奈良モデルの取り組み、例えば

簡易水道の問題、別の話になって申しわけないのですけれども、一つ一つの簡易水道を実

際に、現場でどう守っておられるのかというところまで行ってまいりました。県職員が足

を運んでという取り組みをしています。

そういう取り組みをすることによって、市町村の方々や地域の方々にも理解を得られて、

向こうが本当に悩んでおられることなどをこちらも把握し、制度改善につなげていけるの

かと思っております。県、市だけでなくて、さらに地元へも踏み込んでいく姿勢で、あら

ゆる行政をやっていくべきなのではないかと。そういうことによって地域振興というのが

底上げできるのではないかという感想を持ちました。以上です。

○荻田委員 最後に、記紀・万葉プロジェクトの特に名所図会という広報紙を発刊されて

おりますけれども、それを開くとすぐに太安麻呂の墓の写真が大きく出ているわけです。

きのうも県土マネジメント部に道路網を整えてほしいと申し上げました。これはきのう

撮ってきた写真ですが、奈良市でトイレを設置されたりしています。観光客も遠いところ

の人が多いのです。東京都だの静岡県だの愛知県だのと。そういうところですが、これは
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管理そのものは文化財保存課がしているのかと思うけれど、地域に任せきりになっている

と思います。だから、ああ、これがやっぱり太安麻呂の墓かと。あそこの大きな案内板、

立派なものですが、ちょうど昭和５６年から昭和５８年にかけて整備をしたところです。

私もそのことをよく知っているほうでして、つくるときはみんなしっかりつくるのです。

そういった発見されたときのブームで、新聞や報道が押し寄せて整備した。その後は、鳴

かず飛ばずになっていると。

しかし、今また記紀・万葉という一つのこういった呼び起こす、そういった文化のいざ

ないというものを大切にしていくという意味では、これの再整備も含めて、もう一度それ

ぞれ課の所掌事務があると思いますので、横断的に横串を入れて、縦割りではなくて横の

連絡調整もしっかりお取りいただきながら、太安麻呂の墓の保存あるいはおもてなしの心

を共有できる対応策をとっていただきますようお願いし、私の質問を終わりたいと思いま

す。以上です。

○上田委員 １問だけお尋ねしておきたいと思います。いじめ問題防止対策に関する県の

組織整備の件です。

今回、定例会で、議案として、議第７１号、奈良県いじめ問題再調査委員会条例、そし

て議第７５号、奈良県立学校いじめ問題調査委員会条例という２本連動した形で出てきて

います。生徒指導支援室からいただいている資料のフロー図を拝見しているのですけれど

も、学校現場で重大事象が発生した場合に、それに対処する調査委員会を設置する条例の

制定、調査委員会設置の理由や制定の背景、内容など、一定の説明を受けたのですけれど

も、少し確認しておきたい部分がありますので、お尋ねしたいと思います。

まず、いじめ防止対策推進法が国で制定された。それを受けて、条例を整備していくと

いう背景があることはわかります。その中で、いじめに関する重大事態に対処する、また

重大事態に該当するような同種の事態が発生した場合という問題が出てきます。まずこの

重大事態というのはどこで規定されているのかと。学校現場の判断なのか、当事者の判断

なのか、重大というのはどこをもって重大と規定するのかという基準があるやなしやをま

ず教えてください。

そして、それについて調査をするという目的なのですけれども、その調査をするのに、

教育現場並びに法律の専門家、また医療や心理や福祉の専門家などをもって５名ぐらいの

委員会を設置すると組織の規定も示されています。起こったことを調査する、調査してそ

の原因を究明して、またぞろそのようなことが起こらないように、再発の未然防止のため
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の条件を整えていくという体制づくりなのかと見えるのですけれども、文字どおり調査委

員会という言葉でもってすると起こったことに対して調査だけで終わるのか、いや、問題

解決まで含めてかかわっていく委員会となるのか、そのようなところを少しお尋ねしてお

きたいと思います。

先ほど、２本の条例がかかわると言いましたけれども、議第７５号は県立学校というこ

とですので、教育委員会の生徒指導支援室ですけれど、議第７１号は、知事部局の教育振

興課になるのでしょうか。両課にまたがる話ですね。どちらがお答えいただいても結構で

す。少しお尋ねしておきたいと思います。

○西上生徒指導支援室長 まず、いじめ防止対策推進法における重大事態についてお答え

します。

いじめ防止対策推進法において、第２８条に重大事態を規定しています。

ここで規定している重大事態については、児童生徒がいじめ等により生命、心身または

財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるときがまず１点です。２点目、児童生徒が

いじめ等により相当の期間、学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認め

るときといった状況に関してという規定があります。

それから、調査委員会の目的等ですが、事実関係の調査をもって同種の事態の再発防止

に努めるものとなっています。以上です。

○上田委員 重大事態という大体のイメージはできます。それほど大きな事態が起こった

として、調査をします。これもわかります。調査して、その後どうなのかということが大

変気になるところです。調査して、ほかの事案が起こらないように、未然防止のための調

査だということはわかるのですけれども、調査をした結果どうだったのか。この起こった

事案に対してどう対応するのかというところで、この委員会はどのような位置づけになる

のか。どこまでこの委員会がかかわるのかというところをお教えください。

○吉田教育長 自殺等が起こりますと、その原因究明をすることによって再発を当然防止

していると。ただ、いじめによって不登校という状況になった場合には、その原因を究明

しながら不登校状態を解消すると。だから再発防止ではなくて、今の現象を改善させるよ

うな方向性をこの調査委員会の中で調査をしながら、我々にそのサジェスチョンをいただ

きながら解決も目指していくことに当然なろうかと思います。

○上田委員 教育長からご答弁いただきました。昨年、どの委員会でしたか、公明党の岡

議員がご質問なさっていた件がありました。それは実際にあった県立高校でのいじめ事象
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を例に出して、いじめた側、いじめられた側、両方の生徒の間で、親御さんも含めて、学

校の現場、校長先生や担任の先生、生徒指導の先生がご苦労いただいて問題解決にあたっ

ていただいたと。感謝の意を込めて触れておられた質問です。そのように問題解決に持っ

ていく、そしておさめる。またぞろそんなことが起こらないようにすることを前提として

いくのが大きな目的だと思うのですけれども、この調査委員会は、例えば法律家も入る、

医療や心理や福祉の関係の専門家も入るという構成で、どこまでくちばしを突っ込めるの

か。当事者間の話やその生徒の指導も含めてというところでどこまでかかわるのかと思う

のです。

といいますのは、例えばこの重大なという言葉をもってするならば、いじめを起こした

加害者側の生徒も、またいじめられた被害者側の生徒も、多分退学になったり、また転校

を余儀なくされたりということが起こり得る話だと思います。今後仲よくねと握手してそ

のままでいける問題ではないということが、往々にして起こると思うのです。その辺まで

この委員会はかかわるのですかというのをお聞きしたいのです。

○吉田教育長 実際に調査委員会は、原因を究明したり今後の方向性を議論していただく

ものです。それを踏まえて、教育委員会や学校でどのように対応していくのか、実際に対

応するのはやはり我々教育委員会で、当然学校と連携しながらになろうかと思っておりま

す。

○上田委員 調査委員会が前に出るのではなくて、責任者の自覚は学校現場にあり、調査

委員会から校長先生にあり、そして教育委員会にあるということです。

確かに、こういう形でいろいろなことに対応できる組織を整備しようと。結構なことだ

と思います。これを実のあるものとしていただいて、これは重大だから、これは重大に当

たらないからという線引きも含めて、大変扱いが難しいとは思うのですけれども、細かい

事例も含めてかかわっていっていただく。そして問題解決につながるような提案もしてい

ただき、意見も言っていただき、その結果が教育委員会、教育長のところに戻ってくると

いう形になると思います。とにかくいじめる側もいじめられる側も奈良県民なのです、県

立学校の場合で言いますと。いじめたから、こいつ悪いではなくて、この子も奈良県民の

一人なので、その子の今後の進路も考えてあげる必要もあると思います。そういうところ

も含めて、調査委員会が実のある組織として運用されていくことを期待しておきたいと思

います。以上です。

○宮本委員 何点か質問したいと思うのですが、先ほどの山本委員の質問との関連で、エ
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ネルギー政策課に１つお聞きしたいのです。ＨＥＭＳの補助金へ切りかわったということ

でそれを進められています。たしか、補助の予定件数に比べて、現在申し込みが少なかっ

たように思うのですが、現時点で何件を予定し、何件補助申請があったのか、把握されて

いると思いますので、その点、１点聞いておきたいと思います。

続いて、教育振興課にお聞きをしたいのですが、給付型奨学金、とりわけ県立大学の給

付型奨学金の検討状況についてお聞きしたいと思います。

昨今、ブラックバイト問題が大きく話題になっており、これは労働法制の問題もさるこ

とながら、学生生活にお金がかかり過ぎることから、学生が修業できない状態にあって、

この問題も生じているという側面が大きいと思うのです。

日本の大学の初年度納付金でいうと、国公立で８０万円、私立で１３０万円、高校入学

から大学卒業までにかかる費用が１人平均１，０００万円を超えると。それにもかかわら

ず大学生向きの給付型奨学金は日本学生支援機構には一切なく、あるのは大半が利子つき

のいわば借金です。大学を出たとしても、低賃金で不安定な非正規雇用が多いとか、ある

いは奨学金の返済に追われると大変だと。奨学金の返還が滞ればブラックリストに載る、

一括請求される、法的措置、自己破産と、こういう現実がある中で、奨学金を借りても将

来返す当てが厳しいので、学生の多くがアルバイトで何とかしようとなり、ブラックバイ

トにひっかかる。それで、授業にも出られないと。こういうことが今、社会問題になって

いると思うのです。

そこで今般、県立大学を大きく改編していくという中で、年内に中期目標も示されると

思うのですが、給付型奨学金の創設を検討するのかどうか。これは自由民主党の前回総選

挙の選挙公約にも掲げている課題でありますので、全国の議論もあろうかと思いますが、

県としても率先して具体化していただきたいと思います。その後の検討状況をお聞きして

おきたいと思います。

それから、学校教育課に２点お聞きしたいのですが、１つは、キャリア教育にかかわる

職業体験、これは中学校や高校で行われていると思うのですが、この職業体験の現状につ

いて明らかにしていただきたいと思うのです。

最近は集団的自衛権行使容認が閣議決定されたこともあって、自衛隊の任務の一つに海

外での武力行使が加わってくるのではないかというので、職業体験の実習先に自衛隊が入

ってくると非常に心配だという声を県内で幾つかお聞きしております。

自衛隊のほうはどうかといいますと、最近は勧誘活動がヒートアップしており、自衛隊
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関連の雑誌などを見ますと、若いモデルの女性を使って美し過ぎる自衛隊員というような

広告が載ったり、あるいは人気キャラクターのくまもんを迷彩服で登場させるなど、あら

ゆる活動を展開しているわけです。保護者の中から実習先に自衛隊が選ばれるのは心配だ

という声が出てくるのも当然だと思うのですが、そういうことがあるのかどうかをお聞き

したいと思います。

もう１点、学校教育課にお聞きしたいのは、受験産業と学校とのかかわりについてであ

ります。

最近、リクルート社の受験サプリという大学受験生向けの教育商品が注目を集めていま

す。商品といいましても、有名な学習塾講師による講義の動画をインターネットで視聴で

きる権利を購入するというものであり、１カ月９８０円で登録をすれば無制限で有名塾の

講師の講義が視聴できるとのことで、現役の高校生を中心に急速に売り上げを伸ばしてい

るとのことです。この受験サプリの案内を学校を通じて配布したり、中には購入希望者を

学校で取りまとめるという実態があるとのことで、個人情報の保護は大丈夫なのか、受験

産業に学校が加担していいのかという厳しい声が寄せられています。県内の公立高校でこ

の受験サプリについて、学校を通じてのチラシ配布の実態や、取りまとめの実態がどうな

っているのかお聞きしたいと思います。以上、お願いします。

○平田エネルギー政策課長 太陽光発電設備とあわせて設置されるＨＥＭＳの設置状況に

ついての質問です。

ＨＥＭＳの募集件数については、上限１，０００件で予定をしていますが、８月末現在

で８６件の申請となっております。当初予定していたよりもかなり少ない状況ではあるの

ですけれども、この補助事業については、まず補助申請の申し込みをしていただき、県か

ら登録決定証を送付して登録を受けた後、実際に購入された方にもう一度申し込みしてい

ただき、交付決定するという形で、手続が煩雑だという声を聞いております。その割に１

件あたりの補助金額が３万円という金額ですので、その金額と手続の煩雑さ等を比較して、

申請をしていただく方が少ないのかと推測はしています。そのあたりの手続的なことを今

後は考えていきたいということと、まだまだ、平成２６年度から始まった制度ですので、

少し周知が足りない部分もあるかと思います。今後、事業者等に対する周知も図っていき

たいと考えております。以上です。

○福井教育振興課長 県立大学における給付型奨学金の検討状況はどうかというお尋ねで

す。
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県では、平成２７年４月の県立大学の公立大学法人化に向けて準備を行っているところ

です。これから６年間の大学運営を中期目標として定め、またそれを受けて大学はこれか

ら中期計画を立てるというところです。

現時点の検討状況ですが、中期目標には教育、研究、地域貢献、国際交流という４つの

柱を設けることで考えています。その中でも一番大事な項目が教育というところでして、

この中に優秀な学生を奨励する意味での給付型奨学金を導入し、優秀な学生の確保を考え

ているところです。

県では従来から、学生への経済的な支援には３つの方法があると考えています。まず１

つ目が、日本学生支援機構などが実施する貸与型の奨学金でして、学資を貸与し、将来働

いて返していただくというところで、日本の奨学金制度の基本であると考えております。

２つ目が、現在、県立大学にも入れておりますが、授業料の減免制度でして、授業料の負

担が困難な学生に対して直接授業料そのものを減額するというものです。平成２６年度で

は全額免除２名、半額免除２２名という状況です。この２つの奨学金ないしは授業料減免

については、経済的な理由からの支援で考えています。

これに対して、給付型奨学金については、一般的には特に成績が優秀な学生に対する支

援として支給されているもので、全国の大学でも同様な取り扱いになっていると聞いてい

ます。

県では、平成２７年度の法人化に向けて中期目標を作成するにあたり、給付型奨学金な

どについて必要な財源の確保、また導入する場合には導入の時期等を含めて現在、検討を

行っているところです。以上です。

○大西学校教育課長 ２点の質問をいただいています。

１つ目の、県内の公立中、高等学校の職業体験の現状を伺いたいというところですが、

県教育委員会では、中学校の３年間は社会での自立に向けた準備を整える時期と捉えてお

り、教育活動全体でキャリア教育の充実を図っています。その一環として職場体験を行っ

ているわけですが、平成２５年度の実績でいうと、中学校の場合、公立１０５校中１００

校で実施をしており、実施率で９５．２％となっています。全国平均の９８．６％をやや

下回っている状況です。県立高校のほうは、これも望ましい勤労観、職業観の育成に資す

るためのインターンシップの推進を図っています。平成２５年度の実績でいきますと、公

立４０校中２８校で実施し、実施率は７０．０％となっています。全国平均は８０．８％

となっていますので、これもまだ少し下回っている状況です。
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こういう状況のため、平成２６年度、インターンシップコーディネーターを学校教育課

内に配置し、実施率の低い普通科高校を中心に、高校と受け入れ先企業とのコーディネー

トを行い、インターンシップの推進を図っているところです。

なお、インターンシップの受け入れ先ですが、受け入れ先を全て県教育委員会が把握し

ているわけではありませんが、進路の候補の一つとして考えている生徒の実習先として、

指摘があった自衛隊でインターンシップが行われているということは聞いております。そ

ういう状況です。

それから、２つ目です。県立高校がリクルートの販売している受験サプリについて、紹

介している現状はどうかとのことです。先ほどのご説明にあったように、受験サプリは大

手予備校の講座や大学の過去問等を、これに申し込むことで利用できるというサイトのこ

とですが、全国で約１１３万人の生徒が利用しているという情報をつかんでいます。

現在、奈良県の県立高校では、３３校中１２校でこの案内を生徒に配っておると。その

うち５校が団体申し込みをしており、申し込み人数は５校で合計４１６名となっています。

学校で団体申し込みすることについては、受験サプリの案内と同じなのですが、生徒の

進路実現のための情報提供の一つということと、学校で団体申し込みすることによって若

干の割引があるとのことで、学校で取りまとめをしている実態があると聞いております。

以上の２点でした。

○宮本委員 先ほど急な質問だったのですが、ＨＥＭＳ補助については３万円の補助で１，

０００件を予定していたところ、平成２６年８月末で８６件という答弁でした。

答弁にあったように手続上の問題だとのことなのですが、私はむしろ手続上の問題で済

む話なのかという思いを持っており、例えば平成２４年度の家庭用太陽光パネル設置補助

は１０万円の補助を１，０００件、１億円の予算だったのです。これはあっという間に申

し込みが殺到したとのことで、平成２５年度は８万円に減額したけれども、１，５００件

にふやしたと。総額でいうと１億２，０００万円。これもあっという間に売れたと。次は

３万円か４万円に減らしたとしても、２，０００件ほどはいるのかと思ったら、国の方針

が変わってＨＥＭＳ補助だと。１，０００件用意したけれども全く振るわないとのことで

すから、差額を補助するという発想に立っていたのでは、太陽光発電も、自然エネルギー

の推進も、なかなか進まないのではないかという思いを持ちました。これは再質問しませ

んけれども、家庭用太陽光パネルの設置補助について、国の動向はともかくとして、県と

しては考えをしっかりと定めて積極的に拡充するべきだと要望しておきます。これはもう
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山本委員と同じような要望だと思いますし、また脱原発をめざす奈良県議会議員連盟も今

後、知事に予算要望する際に、これらを組み込む予定にしていますが、ここでも申し上げ

ておきたいと思います。

それから、給付型奨学金ですが、優秀な学生を支援するという意味での検討とのことで、

私はどちらかというと経済的に困難な学生を支えることが大事だと思いますので、その点

は若干意見があるのですけれども、いずれにしても、国も国際人権規約の学費無償化条項

をマダガスカルと日本だけが批准していない状態から脱して、ようやく批准したと。とこ

ろが、なかなか進まないという状況があるもとで、県が率先して給付型奨学金を導入して

成果を上げていっていただきたいと思います。今後の具体化を見守っていきたいと思いま

す。

それから、キャリア教育ですが、答弁にあったように、自衛隊を職業体験の実習先にし

ていないとのことで安心したわけですが、ただ、このキャリア教育が大学生や大学を卒業

した直後の学生の就職活動に違った影響を与えているのではないかという意見があります。

働くことの社会的な役割や働くことが権利なのだという側面、また労働者の権利というも

のはこうあるのですというのをしっかりとキャリア教育の中で学んで身につけておくこと

が、例えばブラック企業問題に直面したときにすぐやめてしまうとか、自分の能力不足だ

と決め込んで我慢を強いられるということではなしに、いや、明らかに法律違反ではない

ですかと、みずから組合に加入して闘う、あるいは声を上げると。そこまでいかなくても、

労働組合に相談に行くとか労働局に相談に行くというようなことに結びつけられる、そう

いう側面の職業教育も当然必要になってくると思っています。

ブラックバイト問題も同じことが言えまして、学生の大学生活にお金がかかり過ぎると

いう問題を申し上げましたが、もう一つ大きな問題は、アルバイトでも労働法が適用され

ることを知らないために、むちゃくちゃ言われても、ああ、そうなのかと思って働き続け

てしまうことがあります。今回ブラックバイト問題とキャリア教育のことを話題にしまし

たので、ぜひ今後の職業教育の中で労働者の権利や働くことの社会的意義なども積極的に

盛り込んでいただくように、これも要望としておきたいと思います。以上で終わります。

○大西学校教育課長 確認ですが、先ほど、自衛隊のインターンシップについては、自衛

隊で行っている学校はあるとお答えしたと思いますので、確認させていただきます。

○宮本委員 あるということだったのですね。では、あるとのことであれば、具体的に何

校あるいは何名がそういうところに行っているのかを明らかにしていただきたいと思うの
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です。

○大西学校教育課長 先ほど申し上げたのですが、全てを把握しているわけではありませ

んので、何校あってどこかというのは、まだつかんではおりません。特にインターンシッ

プの場合は卒業生が入られた企業等でされる場合が多いので、卒業生に自衛隊の方がおら

れるような学校であれば、やっている場合もあると聞いております。以上です。

○宮本委員 今、全国では１８歳になった途端に、自衛隊の大きな駐屯地があるような都

道府県ではダイレクトメールが届くということで、ちょうど７月１日の閣議決定の前後だ

った時期というのもあって、非常に驚きの声が上がったとニュースになっていました。奈

良県は大きな駐屯地がありませんので、自衛隊に卒業生が入隊するという学校はそんなに

多くはないとは思うのですけれども、ぜひ今後、実態を教えていただきたいと思いますの

で、そのことを申し上げておきます。以上です。

○高柳委員 ３点ほどお願いします。

先に教育委員会なのですけれども、子どもの貧困に関連して代表質問しました。奈良県

なり、どこの教育でも子どもの貧困は教育の大きな柱にしていて、今さら法律ができたか

らといって大きく変わることはないぐらいの自負心を持って取り組んでもらっているだろ

うということや、奈良県の人権教育からいえば、ずっと培ってきてもらっていると思って

いるのです。そんな中での、いろいろな思いというのですか。その時の質問の中で、スク

ールソーシャルワーカーに関して平成２５年度は文部科学省の人数で１，０００人だった

と。平成２６年度は１，５００人だと。奈良県は３人だと言ったのです。

代表質問が終わってから聞くと、実は国の言っている１，０００人や１，５００人とい

うのは、正規採用ベースで言っていると。奈良県の場合は週４時間の人数で３人と言って

いると。これはどうなっているのだ、比べるところが違うと。実は平成２６年度は全国で

１，５００人の正規採用で、４，７００人ぐらいが実際は非正規対応というので文部科学

省が出してきていると。そのうち奈良県は３人しか採っていないと。うん、というふうに

なるのです。１５人で３人だと代表質問で言っていました。けれども、終わっていろいろ

な話を聞いてみると、４，７００人の中の１％、４７人で３人だという話を聞いたら、い

やいや、アドバイザーもやっているしスクールカウンセラーもやっているという話なので

すけれども、そういう実態の中で、本当に人権教育をやってきたと思っているし苦労なさ

っていることはわかっているけれども、そういう貧困問題、特に荒れている学校の問題な

どのことは実際のところ人的配置や教育予算で見られるところもあると思うのです。それ
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なのに、なぜ４７人のところが３人なのだと。大綱もできて基本計画もつくるといってい

るし、平成２７年はまた子どもの貧困元年だといっている中で、人員配置も含めて基本計

画の中で一番中身をとるのは教育委員会だと思っています。

そういう意味では、今までの実績も含めて、きちんと基本計画の中で表現してほしいか

ら、今回代表質問したつもりなのです。そういう中で言ったら、もう一度正規採用ベース

で１，５００人、非正規採用で４，７００人という文部科学省が言っている話のところで、

本当にそれは非正規対応で実際迎えられるのかと、現場の声からいえば。教師は本職、役

所の対応する人も本職、それで間を専門的な言葉でマネジメントしながら教育と福祉をつ

なぐ人間は非正規職員です。教師はずっと引きずるものを持っている。役所も引きずるも

のを持っている、正規職員は。それで理念として、いや、今の時代は貧困をなくすために

はこうなのですという専門家が非正規職員、週４時間という仕組み、それ自身もやはり変

えていかないといけないのではないかと思っているのです。きちんとその辺と向かい合っ

て、来年度の対策をしてほしいということで、もう一度決意などを言っていただきたいと

思います。

もう一つは、クーラーの設置のことなのです。実際のところこれも悩ましい問題だと思

っています。この課題は民主党会派がこの１年間かけて重点的にやっていくということで

確認していることなので、私だけが言っていることと違います。というのが、中退率のこ

とをきっちり出そうと。そういう数値を出そうということになったのです。それでクーラ

ーを設置しているところ、していないところ、クーラーの設置をＰＴＡにしてもらおうと

動いたのか、もうＰＴＡを抑えることができなかったのか。それは別問題にしても、その

ことに踏み切った結果に関して、やはり公的責任を持たないといけないと思うのです。

というのは、クーラーを設置している１４校の中退率は０．３２％なのです。クーラー

を設置していない学校の中退率は４．１１％なのです。そういう、はっきりとした差が出

てきていることに関して、教育現場の人間は、結果が出てくるのはわかっていたでしょう、

調査するときには。そんなことをしたらいけないということを多分今まで言っていたと思

うのです、予算折衝のときに知事部局に。ほかの県でも、ＰＴＡがクーラーを導入したい

と。これだけの受験戦争の中で受験できる態勢をつくってやりたいという保護者の声も含

めて、もうとめることができないという話の中で、ほかの県教育委員会はどうしたかとい

うと、クーラーつまりエアコンの設置のための全体計画を立て、後ろを一緒にしているわ

けです。
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そういう意味では、知事部局がいるのだから、その場所でどういうじくじたる思いなの

かを語ってください。子どもの貧困のことで決意を言ってもらっていて、このような具体

的な差としてあらわれていることに関して公的に果たしたのだということをぜひとも言っ

てください。少し難しいですけれども。

次は、エネルギービジョンの話です。これも担当の委員会で計画期間を３年にするべき

かという話は詰めてきたと思うのです。３年では、そんなのおかしいではないか。事業が

できたものだけ積み上げて、そんなものビジョンと言えるのかと言ったときに、いや、職

員は一生懸命頑張っているという話で、言っている意味を取り違えて、この前のエネルギ

ー政策推進特別委員会では質問の意図と違う答弁ではなかったかと思っているのです。後

で担当の職員が間に入っていろいろなことを多分言っていると思うので。なぜ３年のビジ

ョンで区切っているのかと。もともと再生可能エネルギーの問題は地球の温暖化や、もっ

と大きなスパンの流れの中の位置づけもあるわけでしょう。中長期の数値目標をどのよう

にセッティングするのかというので、各県レベルの環境政策の成熟度を比べられたら、奈

良県がいかにお粗末なのかというのが見えてくると思うのです。そういうことをとりあえ

ず３年でスタートしながら、どこかの時点で何年かの計画の中の３年、実施計画、当面の

計画ということで、これは３年ではないですか。そんなことはわかっているでしょう。そ

ういうことも含めて、再生可能エネルギーの問題に関してすごく大事だと思っていると。

３年ではこなせないと思っているのだったら、その先の組み立て方を言ってください。

もう一つは、国際化の問題です。実は、この前の、８月です。旧猿沢荘のところで外国

人観光客を対象に盆踊りなどのイベントをしたのです。そこに行って、職員が苦労なさっ

ている姿を見てきました。地域国際化協会のような法人が普通どこの県にもあるのです。

多分、東京都と奈良県にだけそれがない。その地域国際化協会があったら違った取り組み

の形ができたのではないのだろうかと思いながらおりました。もしあればこういう事業を、

地域国際化協会が積極的にかかわって市町村や国際交流の市民団体、その他の関係団体、

大学の中にある国際交流部門とも結びつきながらの国際交流の場にしたらいいのにと思い

ながら帰ったのです。

厳しい感想を持っているけれど、こういう場所で言ったらいけないと思うので言わない

ようにするけれども、やはり国際交流、観光客向けの予算をたくさんつくっています。東

アジア関連の予算は湯水のごとく使っています。今回、民主党県議団は予算に賛成しまし

たけれど、その予算執行に対して、きちんとチェックをしていく中で、獲得目標を何にす
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るのかということです。県民のいろいろな自治能力というのですか、市民団体なりの能力

を育成していくところにも目を向けないといけないと思うので。外国人支援センターの運

営をしているのは、非常勤職員と公務員ですか。市民団体が国際交流部門のところで県と

きちんと向かい合っている組織をつくり上げるのは、ものすごく大きな課題だと思うので

す。

そういうことをしながらも、内なる国際化のことを組み立ててほしいと思っているので

す。今回の予算の中で、それがどこかで読み取れるのだったら、その説明も含めて教えて

ください。

○吉田教育長 委員から、決意も含めて、ここで述べていただきたいとおっしゃいました。

日本の将来を担う子どもたち、それから奈良県の将来を担う子どもたち、やはり子どもは

国の宝であり、県の宝です。生まれ育った環境によって教育環境が左右されるといったこ

とは決してあってはならないと思っています。議会でも述べたように、夢と希望を持って

子どもたちが成長していける社会の実現を目指してそんな環境をつくっていく、それが私

たちの仕事だと思っています。

先ほどおっしゃったクーラーの件も、さまざまな観点から内部議論をしていった中で必

要性も含めて、我々のほうでまずしっかり検討し、年度末までに加速的にやっていきたい

と思っております。また、ソーシャルワーカーについて、親と子どもの相談員という相談

員制度の後継事業として、社会福祉士の資格を持ったソーシャルワーカーを国で１０分の

１０の補助事業で導入されました。それがたった１年で３分の１補助にという、研究もし

っかりできないままの導入であったと学校教育課長のときのこととして覚えております。

したがって、県で学校支援アドバイザーという常勤の職員配置、巡回して学校を支援する

アドバイザーの配置、それから従来のスクールカウンセラーの配置、それから現在は３人

の非常勤のスクールソーシャルワーカーが本当に効果的なのかどうかの検証結果が遅いで

はないかと思われるかもしれませんけれども、その結果をしっかり出して、非正規、非常

勤の形での学校支援がいいのか、それともソーシャルワーカーとして常勤の巡回アドバイ

ザー、支援アドバイザーとして社会福祉の視点を持ちながら回っていただくといったこと

もできます。そういった子どもたちの環境、学校の支援のために県教育委員会として精い

っぱい考えていきたいと思っています。

○野村地域振興部長 委員からエネルギービジョンの計画期間についてのお尋ねがありま

した。
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現行のエネルギービジョンはご承知のとおり、平成２５年度から平成２７年度までの３

カ年としております。これは、平成２４年度の時点において東日本大震災後の原子力発電

所の再稼働の状況も不透明でしたし、国のその時点でのエネルギー基本計画も３年ごとに

見直しを行うことなどから、県のエネルギービジョンを３カ年計画としたところです。

その後の状況ですが、国のＦＩＴ制度、固定価格買い取り制度の影響もあり、先般申し

上げたように、２．７倍の数値目標を今後３．８倍に上方修正したいとのことで、先般の

専門家に集まっていただいた会議でも、これは誰も読めなかった、こんなに伸びるとは思

わなかったというぐらいの伸びがありましたので、数値目標を上方修正したいということ

です。

一方、国のその後の動きですが、再生可能エネルギーを長期的にどの程度の目標に設定

するのかについては、ことしの４月に閣議決定された国のエネルギー基本計画の中でも具

体的な目標は明確な記載がなされていない状況だと考えております。また、その電源別の

比率といいましょうか、火力発電、水力発電、原子力発電、その他再生可能エネルギーと、

どのぐらいの比率でやっていくのかというところも現在、検討中だと聞いております。

したがって、現行のビジョンは平成２７年度までですので、平成２８年度以降エネルギ

ービジョンをどうしていくかについては、平成２７年度にことしも来年も含めて、最新の

国の動向など最新の状況を見きわめながら、どのような計画にしていくのか考えていきた

いと思っております。以上です。

○及川国際課長 地域国際化協会がなくなったけれども、その後の機能はどうなっている

のか、地域の国際化はどうなっているのかという話かと思います。

シルクロード財団が、社会環境の変化、公益法人を取り巻く状況の変化などにより、平

成２３年度末をもって解散し、地域国際化協会についても廃止届を提出したことから、奈

良県には現在、地域国際化協会が存在しなくなったということです。

これまでシルクロード財団を担ってきた国際交流支援、それから多文化共生促進などに

ついては、県が新しい組織を設置して引き継いでいます。地域国際化協会としての県民国

際交流団体などのコーディネート役については、国際交流団体活動の県のホームページへ

の掲載や、情報提供などを通じて県の直営で行っています。また、在住外国人の支援など

地域の国際化、国際交流支援についても、多言語による相談窓口の設置や学校などへの国

際交流員などの業務を県が継承しています。

特に平成２５年度からは、ＪＲ奈良駅近くの出先機関、外国人支援センターを設置し、
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より県民に近い機動的な組織として、これらの業務を拡充していくことで他府県と同様の

地域国際化協会の役割を果たしています。以上です。

○高柳委員 教育委員会からですけれども、エアコンの設置の問題は、もう待ったなしだ

と思うのです。やはり言えないのだ、難しいのかと。中退率でこんなに差を生み出してし

まった、白日のもとに出してしまった。言ったのはこっちです、責任を持って。それが現

実だから出したのです。普通、そういうことはタブーなのです。クーラーのある学校に入

学するのですか、しないのですかとは、今まで言わなかったし、貧困の連鎖というのも言

わなかった。福祉の現場でも担当はみんな知っている。だけれど、そういうことは口が避

けても言わない、レッテル張りになるからということで。

そうなのですが、実際、県の行ったクーラーの設置方法はそういう結果を生み出してい

て、子どもは敏感に反応するのです。貧困の問題というのは、実際のところそういう具体

的な事象によって差別されている。合理的な配慮を公的なところがしないといけないとな

っているわけでしょう。一番大事なところなのです。そういうことが出てしまわないよう

な施策を組むのが公的な責任だと思っているときに、平成２６年度末までに検討すると言

うより、年度末には結論を出して第一発目への予算を組むという答弁は絶対に必要だと思

っています。というより、常任委員会の中では出ていないとは思っていますけれども、裏

で十分論議してきて、あとは政治判断だけだと思っているのです、こういうのは。もうこ

の市場は試算も含めて大きな市場になっているから、そこの会社は必ず行っていると思う

のです。あとはゴーか、もうちょっと待ってくれかという話だけなのです。そういうのも

含めて、検討するというより、政治判断だと思うので、これはあとの総括でお聞きします。

あと、人権の問題というのは、すごく取り組んできたと思うのです。だから、きちんと

整理しながら、子どもの貧困対策の基本計画の中で場所をとってください。４７人採らな

いといけないところを３人だけみたいなことをもうしないでと。ほかのアドバイザーやケ

ースワーカーもあるからわかりませんではなしに、きちんとそういう対応策をしてくださ

い、期待しておきます。

次に、エネルギービジョンの問題ですが、奈良県は突発的に皆さんに協力してもらって、

３年間で太陽光パネルのことは軌道修正できましたなどという数値目標のことではなしに、

自治体のビジョンとして３年で組み立てられる話と５年でも難しい話と１０年でようやく

形になるような話があるのです。だから３年、５年の話をほってあるのかという話です。

国の動向は変わるし、そのことによって県が影響されるのは当然ですが、このエネルギー
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ビジョンを組み立てるときに、地域の人と向かい合って、きっちりと組み立てていって、

５年でまだ３分とか、７年目で半分とかというふうに計画すべきところがあるだろうと。

そこが一番大事なのと違いますかと言いたいのです。３年の積み上げみたいなのは、結果

を積み上げるというか、読める先のことの積み上げでしかないでしょう。これはもう大き

な違いですので、ずっと追っていきます。総括でお聞きします。

もう一つは、国際交流の話ですけれど、きれいな話はきれいなところで動いてほしいの

です。盆踊りをするのにコンサルタントを入れてやっているわけでしょう。普通は市民団

体が来て、外国人の支援団体が来て、その上で、外国人観光客に向かい合ってというのが

きれいな話です。だから観光客に予算を山ほどつぎ込むというのは、戦略としてはいいで

すけれども、もっと大事に根づかすような、金もうけという視点ではなしに文化を交流で

きるような仕組みをいろいろな形で仕掛けてください、見える形で。そこが見えていない

ことを言っておきます。以上です。

○安井委員長 ほかにございませんか。

ないようでございますので、これをもって地域振興部、観光局、水道局、教育委員会、

国際化推進の審査を終わります。

午後は１時から総括審査を行いたいと思っております。よろしくお願いします。

それでは、しばらく休憩します。

１１：５４分 休憩

１３：０２分 再開


