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文 教 く ら し 委 員 会 記 録文 教 く ら し 委 員 会 記 録文 教 く ら し 委 員 会 記 録文 教 く ら し 委 員 会 記 録開催日時開催日時開催日時開催日時 平成２８年２月２３日（火） １３：０３～１６：１７平成２８年２月２３日（火） １３：０３～１６：１７平成２８年２月２３日（火） １３：０３～１６：１７平成２８年２月２３日（火） １３：０３～１６：１７開催場所開催場所開催場所開催場所 第１委員会室第１委員会室第１委員会室第１委員会室出席委員出席委員出席委員出席委員 ９名９名９名９名阪口 保 委員長阪口 保 委員長阪口 保 委員長阪口 保 委員長宮本 次郎 副委員長宮本 次郎 副委員長宮本 次郎 副委員長宮本 次郎 副委員長佐藤 光紀 委員佐藤 光紀 委員佐藤 光紀 委員佐藤 光紀 委員田中 惟允 委員田中 惟允 委員田中 惟允 委員田中 惟允 委員藤野 良次 委員藤野 良次 委員藤野 良次 委員藤野 良次 委員岡 史朗 委員岡 史朗 委員岡 史朗 委員岡 史朗 委員奥山 博康 委員奥山 博康 委員奥山 博康 委員奥山 博康 委員新谷 綋一 委員新谷 綋一 委員新谷 綋一 委員新谷 綋一 委員中村 昭 委員中村 昭 委員中村 昭 委員中村 昭 委員欠席委員欠席委員欠席委員欠席委員 なしなしなしなし出席理事者出席理事者出席理事者出席理事者 中 くらし創造部長兼景観・環境局長中 くらし創造部長兼景観・環境局長中 くらし創造部長兼景観・環境局長中 くらし創造部長兼景観・環境局長吉田 教育長 ほか、関係職員吉田 教育長 ほか、関係職員吉田 教育長 ほか、関係職員吉田 教育長 ほか、関係職員傍 聴 者傍 聴 者傍 聴 者傍 聴 者 ２名２名２名２名議 事議 事議 事議 事（１）２月定例県議会提出予定議案について（１）２月定例県議会提出予定議案について（１）２月定例県議会提出予定議案について（１）２月定例県議会提出予定議案について（２）その他（２）その他（２）その他（２）その他＜質疑応答＞＜質疑応答＞＜質疑応答＞＜質疑応答＞○阪口委員長○阪口委員長○阪口委員長○阪口委員長 それでは、ただいまの説明、報告またはその他事項も含めて、質疑があれそれでは、ただいまの説明、報告またはその他事項も含めて、質疑があれそれでは、ただいまの説明、報告またはその他事項も含めて、質疑があれそれでは、ただいまの説明、報告またはその他事項も含めて、質疑があればご発言願います。ばご発言願います。ばご発言願います。ばご発言願います。○藤野委員○藤野委員○藤野委員○藤野委員 代表質問をしますので、参考のために若干質問をさせていただきます。代表質問をしますので、参考のために若干質問をさせていただきます。代表質問をしますので、参考のために若干質問をさせていただきます。代表質問をしますので、参考のために若干質問をさせていただきます。まず、いじめ問題ですがまず、いじめ問題ですがまず、いじめ問題ですがまず、いじめ問題ですが、、、、「「「「（（（（仮称）奈良県いじめ防止基本方針（案仮称）奈良県いじめ防止基本方針（案仮称）奈良県いじめ防止基本方針（案仮称）奈良県いじめ防止基本方針（案））））」４ページ、調査」４ページ、調査」４ページ、調査」４ページ、調査結果３で説明がありましたように、いじめを見たときの対応で、奈良県と東京都の違い、結果３で説明がありましたように、いじめを見たときの対応で、奈良県と東京都の違い、結果３で説明がありましたように、いじめを見たときの対応で、奈良県と東京都の違い、結果３で説明がありましたように、いじめを見たときの対応で、奈良県と東京都の違い、「注意した」というのが、東京都では小中高ともに、奈良県より非常に高いという結果で「注意した」というのが、東京都では小中高ともに、奈良県より非常に高いという結果で「注意した」というのが、東京都では小中高ともに、奈良県より非常に高いという結果で「注意した」というのが、東京都では小中高ともに、奈良県より非常に高いという結果でしたが、これはどういった理由でこうなったのか、いじめの問題をかなり問題意識と捉えしたが、これはどういった理由でこうなったのか、いじめの問題をかなり問題意識と捉えしたが、これはどういった理由でこうなったのか、いじめの問題をかなり問題意識と捉えしたが、これはどういった理由でこうなったのか、いじめの問題をかなり問題意識と捉えながら、学校教育の中でしっかりとそこを押さえて、先生たちはいろいろ論議をされていながら、学校教育の中でしっかりとそこを押さえて、先生たちはいろいろ論議をされていながら、学校教育の中でしっかりとそこを押さえて、先生たちはいろいろ論議をされていながら、学校教育の中でしっかりとそこを押さえて、先生たちはいろいろ論議をされているのか、あるいは家庭教育の中でこういった問題を取り上げながら、何らかの話し合いをるのか、あるいは家庭教育の中でこういった問題を取り上げながら、何らかの話し合いをるのか、あるいは家庭教育の中でこういった問題を取り上げながら、何らかの話し合いをるのか、あるいは家庭教育の中でこういった問題を取り上げながら、何らかの話し合いを
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されているのか、そんなことを含めて、少しわかればお尋ねしたいと思います。されているのか、そんなことを含めて、少しわかればお尋ねしたいと思います。されているのか、そんなことを含めて、少しわかればお尋ねしたいと思います。されているのか、そんなことを含めて、少しわかればお尋ねしたいと思います。○西上生徒指導支援室長○西上生徒指導支援室長○西上生徒指導支援室長○西上生徒指導支援室長 「「「「（（（（仮称）奈良県いじめ防止基本方針（案仮称）奈良県いじめ防止基本方針（案仮称）奈良県いじめ防止基本方針（案仮称）奈良県いじめ防止基本方針（案））））」の４ページ、特に」の４ページ、特に」の４ページ、特に」の４ページ、特に調査結果３のところです。これは、いじめを見たときの対応についてで、ここに書いてい調査結果３のところです。これは、いじめを見たときの対応についてで、ここに書いてい調査結果３のところです。これは、いじめを見たときの対応についてで、ここに書いてい調査結果３のところです。これは、いじめを見たときの対応についてで、ここに書いているとおりの質問ですので、詳細には再度、調査分析する必要があるかと思います。グラフるとおりの質問ですので、詳細には再度、調査分析する必要があるかと思います。グラフるとおりの質問ですので、詳細には再度、調査分析する必要があるかと思います。グラフるとおりの質問ですので、詳細には再度、調査分析する必要があるかと思います。グラフのとおり注意した者が東京都と比べて半分ですが、当然本県の児童生徒も、いじめは絶対のとおり注意した者が東京都と比べて半分ですが、当然本県の児童生徒も、いじめは絶対のとおり注意した者が東京都と比べて半分ですが、当然本県の児童生徒も、いじめは絶対のとおり注意した者が東京都と比べて半分ですが、当然本県の児童生徒も、いじめは絶対にいけないという意識はさほど違いはございません。それ以外の部分で見ていただくとおにいけないという意識はさほど違いはございません。それ以外の部分で見ていただくとおにいけないという意識はさほど違いはございません。それ以外の部分で見ていただくとおにいけないという意識はさほど違いはございません。それ以外の部分で見ていただくとおり、直接その場で注意できない生徒が多いわけですが、相談したという生徒等は相当おりり、直接その場で注意できない生徒が多いわけですが、相談したという生徒等は相当おりり、直接その場で注意できない生徒が多いわけですが、相談したという生徒等は相当おりり、直接その場で注意できない生徒が多いわけですが、相談したという生徒等は相当おります。ただます。ただます。ただます。ただ、、、、「何もしなかった」というところが非常に多いわけで、間接的であれ、直接「何もしなかった」というところが非常に多いわけで、間接的であれ、直接「何もしなかった」というところが非常に多いわけで、間接的であれ、直接「何もしなかった」というところが非常に多いわけで、間接的であれ、直接的であれ、仲裁あるいは周囲の大人等に相談する仲裁的な役割を果たす人間、立場の生徒的であれ、仲裁あるいは周囲の大人等に相談する仲裁的な役割を果たす人間、立場の生徒的であれ、仲裁あるいは周囲の大人等に相談する仲裁的な役割を果たす人間、立場の生徒的であれ、仲裁あるいは周囲の大人等に相談する仲裁的な役割を果たす人間、立場の生徒を育てていくことが大切だと思っております。を育てていくことが大切だと思っております。を育てていくことが大切だと思っております。を育てていくことが大切だと思っております。５ページに５ページに５ページに５ページに、、、、「いじめ集団の四「いじめ集団の四「いじめ集団の四「いじめ集団の四層構層構層構層構造造造造モデルモデルモデルモデル」を」を」を」を挙挙挙挙げさせていただいております。かなげさせていただいております。かなげさせていただいております。かなげさせていただいております。かなり以り以り以り以前前前前から、奈良県いじめ防止基本方針から、奈良県いじめ防止基本方針から、奈良県いじめ防止基本方針から、奈良県いじめ防止基本方針検討協検討協検討協検討協議会の議会の議会の議会の座座座座長の長の長の長の森森森森田田田田洋司洋司洋司洋司先生が提先生が提先生が提先生が提唱唱唱唱されていされていされていされている「いじめ集団の四る「いじめ集団の四る「いじめ集団の四る「いじめ集団の四層構層構層構層構造造造造モデルモデルモデルモデル」ですが、」ですが、」ですが、」ですが、加害加害加害加害、、、、被害被害被害被害生徒だけではなくて、観生徒だけではなくて、観生徒だけではなくて、観生徒だけではなくて、観衆衆衆衆となるとなるとなるとなる者、あるいは者、あるいは者、あるいは者、あるいは傍傍傍傍観する者もいて、いじめを観する者もいて、いじめを観する者もいて、いじめを観する者もいて、いじめを促進促進促進促進する役割をする役割をする役割をする役割を担担担担っております。そこで、そのっております。そこで、そのっております。そこで、そのっております。そこで、その仲裁者が少ないわけですけれども、それを仲裁者が少ないわけですけれども、それを仲裁者が少ないわけですけれども、それを仲裁者が少ないわけですけれども、それをふやふやふやふやしていく取りしていく取りしていく取りしていく取り組み組み組み組みをしなくてはならないとをしなくてはならないとをしなくてはならないとをしなくてはならないと考えているところです。以上です。考えているところです。以上です。考えているところです。以上です。考えているところです。以上です。○藤野委員○藤野委員○藤野委員○藤野委員 検証検証検証検証しなければ当然わかりませんので、できればお調べいただければ非常にしなければ当然わかりませんので、できればお調べいただければ非常にしなければ当然わかりませんので、できればお調べいただければ非常にしなければ当然わかりませんので、できればお調べいただければ非常にありがたいと思いますが、よりよい基本方針になるように、ありがたいと思いますが、よりよい基本方針になるように、ありがたいと思いますが、よりよい基本方針になるように、ありがたいと思いますが、よりよい基本方針になるように、私私私私どももどももどももどもも協力協力協力協力したいと思いましたいと思いましたいと思いましたいと思います。ただ、す。ただ、す。ただ、す。ただ、現状現状現状現状、いじめ防止についての取り、いじめ防止についての取り、いじめ防止についての取り、いじめ防止についての取り組み組み組み組みはどのようにされているのでしはどのようにされているのでしはどのようにされているのでしはどのようにされているのでしょょょょうか。うか。うか。うか。○西上生徒指導支援室長○西上生徒指導支援室長○西上生徒指導支援室長○西上生徒指導支援室長 現状現状現状現状の対の対の対の対策策策策としましては、いじめ防止対としましては、いじめ防止対としましては、いじめ防止対としましては、いじめ防止対策推進法策推進法策推進法策推進法ができるができるができるができる前前前前のののの平成２４年１２月に、奈良県では平成２４年１２月に、奈良県では平成２４年１２月に、奈良県では平成２４年１２月に、奈良県では、、、、「いじめ「いじめ「いじめ「いじめ早期早期早期早期発見・発見・発見・発見・早期早期早期早期対応対応対応対応マニュアルマニュアルマニュアルマニュアル」を、県」を、県」を、県」を、県内国内国内国内国公私公私公私公私立の教員立の教員立の教員立の教員全全全全てにてにてにてに配付配付配付配付し、し、し、し、各各各各学校におけるいじめ問題に対応する学校におけるいじめ問題に対応する学校におけるいじめ問題に対応する学校におけるいじめ問題に対応する資資資資質の質の質の質の向向向向上を上を上を上を図図図図るととるととるととるとともに、いじめは絶対もに、いじめは絶対もに、いじめは絶対もに、いじめは絶対許許許許されないされないされないされない行為行為行為行為ではあるものの、どの学校でもではあるものの、どの学校でもではあるものの、どの学校でもではあるものの、どの学校でも起起起起こりこりこりこり得得得得るというるというるというるという認認認認識識識識のもと、のもと、のもと、のもと、未未未未然防止または然防止または然防止または然防止または早期早期早期早期発見、発見、発見、発見、早期早期早期早期対応、再発防止に取り対応、再発防止に取り対応、再発防止に取り対応、再発防止に取り組組組組んでいるところです。んでいるところです。んでいるところです。んでいるところです。加加加加えて、平成２６年４月から、県立学校においてえて、平成２６年４月から、県立学校においてえて、平成２６年４月から、県立学校においてえて、平成２６年４月から、県立学校において個個個個人人人人別別別別生生生生活カ活カ活カ活カーーーードドドドのののの運用運用運用運用をををを開始開始開始開始しまししまししまししました。これは、生徒一人た。これは、生徒一人た。これは、生徒一人た。これは、生徒一人ひひひひとりのいじめにかかわること、その他生徒とりのいじめにかかわること、その他生徒とりのいじめにかかわること、その他生徒とりのいじめにかかわること、その他生徒指導指導指導指導上のさまざまな上のさまざまな上のさまざまな上のさまざまな課課課課題について題について題について題について指導や支援指導や支援指導や支援指導や支援をををを記録記録記録記録して、して、して、して、継続継続継続継続的または的または的または的または効効効効果的なものとするために、果的なものとするために、果的なものとするために、果的なものとするために、カカカカーーーードドドドのののの運運運運用用用用、、、、活用活用活用活用をををを推進推進推進推進しているところで、しているところで、しているところで、しているところで、同様同様同様同様ののののカカカカーーーードドドドについては、については、については、については、各市町各市町各市町各市町村教育委員会におい村教育委員会におい村教育委員会におい村教育委員会においても、ても、ても、ても、様式様式様式様式等、等、等、等、工夫工夫工夫工夫をしていただいて、それをしていただいて、それをしていただいて、それをしていただいて、それぞぞぞぞれれれれ運用運用運用運用していただいているところです。していただいているところです。していただいているところです。していただいているところです。また、また、また、また、根根根根本的な本的な本的な本的な子子子子どもたちのいじめ防止につながる取りどもたちのいじめ防止につながる取りどもたちのいじめ防止につながる取りどもたちのいじめ防止につながる取り組み組み組み組みの一つとして、高校生がの一つとして、高校生がの一つとして、高校生がの一つとして、高校生がボボボボ
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ラララランティア活動や社ンティア活動や社ンティア活動や社ンティア活動や社会会会会体験活動体験活動体験活動体験活動を取りを取りを取りを取り組む組む組む組むことをことをことをことを通通通通じて、じて、じて、じて、自己有用感自己有用感自己有用感自己有用感をををを味味味味わうとともに、わうとともに、わうとともに、わうとともに、地域へ地域へ地域へ地域へのののの愛着愛着愛着愛着、または、または、または、または地域社地域社地域社地域社会の一員として会の一員として会の一員として会の一員として自覚自覚自覚自覚をををを深深深深め、児童生徒のめ、児童生徒のめ、児童生徒のめ、児童生徒の規範規範規範規範意識意識意識意識や社や社や社や社会会会会性性性性、、、、思い思い思い思いややややりのりのりのりの心心心心をををを醸醸醸醸成するために、成するために、成するために、成するために、地域ぐ地域ぐ地域ぐ地域ぐるるるるみみみみで取りで取りで取りで取り組む組む組む組む小・中・高校生小・中・高校生小・中・高校生小・中・高校生規範規範規範規範意識意識意識意識醸醸醸醸成事成事成事成事業業業業をををを昨昨昨昨年度より年度より年度より年度より実施実施実施実施しております。しております。しております。しております。今今今今年度では、年度では、年度では、年度では、モデル地域モデル地域モデル地域モデル地域として１５として１５として１５として１５地域地域地域地域で、で、で、で、地域地域地域地域をともをともをともをともにする小・中・高校生がにする小・中・高校生がにする小・中・高校生がにする小・中・高校生が地域地域地域地域の方の方の方の方 々々々々とともに、さまざまなとともに、さまざまなとともに、さまざまなとともに、さまざまなボボボボラララランティア活動や社ンティア活動や社ンティア活動や社ンティア活動や社会会会会貢献活貢献活貢献活貢献活動動動動に参に参に参に参加加加加しております。そういったものをしております。そういったものをしております。そういったものをしております。そういったものを通通通通じて、いじめをしない意識のじて、いじめをしない意識のじて、いじめをしない意識のじて、いじめをしない意識の醸醸醸醸成に成に成に成に努努努努めていめていめていめているところです。以上です。るところです。以上です。るところです。以上です。るところです。以上です。○藤野委員○藤野委員○藤野委員○藤野委員 要は、いじめ防止というのは、そう要は、いじめ防止というのは、そう要は、いじめ防止というのは、そう要は、いじめ防止というのは、そう効効効効果的に何があるかということではない果的に何があるかということではない果的に何があるかということではない果的に何があるかということではないであろうと。であろうと。であろうと。であろうと。地道地道地道地道にににに活動活動活動活動をををを行行行行われる中で、いじめ防止基本方針をわれる中で、いじめ防止基本方針をわれる中で、いじめ防止基本方針をわれる中で、いじめ防止基本方針を策策策策定されて、また定されて、また定されて、また定されて、また改改改改めてめてめてめてこの方針にこの方針にこの方針にこの方針に従従従従って取りって取りって取りって取り組み組み組み組みをされるとをされるとをされるとをされると認認認認識しておりますが、また識しておりますが、また識しておりますが、また識しておりますが、また続続続続きは代表質問等で取りきは代表質問等で取りきは代表質問等で取りきは代表質問等で取り上げてまいりたいと思います。上げてまいりたいと思います。上げてまいりたいと思います。上げてまいりたいと思います。もう１もう１もう１もう１点点点点、高校生の中、高校生の中、高校生の中、高校生の中退退退退についておについておについておについてお聞聞聞聞きします。きします。きします。きします。今今今今、県立高校の中、県立高校の中、県立高校の中、県立高校の中退率退率退率退率はどれはどれはどれはどれぐぐぐぐらいでしらいでしらいでしらいでしょょょょうか。うか。うか。うか。○西上生徒指導支援室長○西上生徒指導支援室長○西上生徒指導支援室長○西上生徒指導支援室長 県立高校県立高校県立高校県立高校全全全全日日日日制課程制課程制課程制課程についておについておについておについてお答答答答えします。えします。えします。えします。直直直直近近近近となります平成２６年度の集となります平成２６年度の集となります平成２６年度の集となります平成２６年度の集計計計計ですが、中ですが、中ですが、中ですが、中途退途退途退途退学者２７２名で、平成２５年度に比学者２７２名で、平成２５年度に比学者２７２名で、平成２５年度に比学者２７２名で、平成２５年度に比べて５８名べて５８名べて５８名べて５８名減減減減少し、４月当少し、４月当少し、４月当少し、４月当初初初初のののの在籍在籍在籍在籍者者者者数数数数に対する中に対する中に対する中に対する中途退途退途退途退学学学学率率率率でででで申申申申し上げますと、平成２５し上げますと、平成２５し上げますと、平成２５し上げますと、平成２５年度に比べて０年度に比べて０年度に比べて０年度に比べて０．．．．２３２３２３２３ポイント減ポイント減ポイント減ポイント減少し、１少し、１少し、１少し、１．．．．１２１２１２１２％％％％でした。そのでした。そのでした。そのでした。その主主主主な理由は、ほかの学校な理由は、ほかの学校な理由は、ほかの学校な理由は、ほかの学校へへへへのののの進進進進学学学学や就や就や就や就職といった職といった職といった職といった進路変更進路変更進路変更進路変更、２、２、２、２番目番目番目番目には学校生には学校生には学校生には学校生活活活活、学、学、学、学業不適業不適業不適業不適応、３応、３応、３応、３番目番目番目番目にはにはにはには病気病気病気病気、、、、けがなどのけがなどのけがなどのけがなどの順順順順になっています。以上です。になっています。以上です。になっています。以上です。になっています。以上です。○藤野委員○藤野委員○藤野委員○藤野委員 答弁答弁答弁答弁できるできるできるできる範範範範囲で、もし囲で、もし囲で、もし囲で、もし答弁答弁答弁答弁できなかったらおっしできなかったらおっしできなかったらおっしできなかったらおっしゃゃゃゃっていただければと思っていただければと思っていただければと思っていただければと思います。います。います。います。経済経済経済経済的事的事的事的事情情情情による中による中による中による中退退退退というのは、この２７２名のうち、どれというのは、この２７２名のうち、どれというのは、この２７２名のうち、どれというのは、この２７２名のうち、どれぐぐぐぐらいあったのでらいあったのでらいあったのでらいあったのでししししょょょょうか。うか。うか。うか。○西上生徒指導支援室長○西上生徒指導支援室長○西上生徒指導支援室長○西上生徒指導支援室長 さまざまな理由がございますが、さまざまな理由がございますが、さまざまな理由がございますが、さまざまな理由がございますが、経済経済経済経済的理由としては、２７２的理由としては、２７２的理由としては、２７２的理由としては、２７２名中５名、１名中５名、１名中５名、１名中５名、１．．．．８８８８％％％％です。です。です。です。○藤野委員○藤野委員○藤野委員○藤野委員 いわいわいわいわゆゆゆゆるるるる子子子子どものどものどものどもの貧困貧困貧困貧困とととと今今今今、、、、叫叫叫叫ばれておりますので、ばれておりますので、ばれておりますので、ばれておりますので、貧困貧困貧困貧困のののの連鎖連鎖連鎖連鎖がががが続続続続くようくようくようくようでは、日本では、日本では、日本では、日本社社社社会が非常に会が非常に会が非常に会が非常に厳厳厳厳しいしいしいしい状況状況状況状況になってしまうというになってしまうというになってしまうというになってしまうという危機感危機感危機感危機感をををを持持持持ちながら、ちながら、ちながら、ちながら、改改改改めてめてめてめて今今今今のののの答弁答弁答弁答弁を参考にしながら代表質問をを参考にしながら代表質問をを参考にしながら代表質問をを参考にしながら代表質問を行行行行いたいと思います。ありがとうございました。いたいと思います。ありがとうございました。いたいと思います。ありがとうございました。いたいと思います。ありがとうございました。○佐藤委員○佐藤委員○佐藤委員○佐藤委員 おおおおおおおおむむむむね理ね理ね理ね理解解解解したつもりですけれども、２～３、おしたつもりですけれども、２～３、おしたつもりですけれども、２～３、おしたつもりですけれども、２～３、お聞聞聞聞きしたいことがございきしたいことがございきしたいことがございきしたいことがございます。教育ます。教育ます。教育ます。教育費費費費については、については、については、については、前前前前年度比に対して年度比に対して年度比に対して年度比に対してマイナスマイナスマイナスマイナスになっているというおおになっているというおおになっているというおおになっているというおおむむむむねの報告、ねの報告、ねの報告、ねの報告、くらし創造くらし創造くらし創造くらし創造費費費費については少しのについては少しのについては少しのについては少しの増額増額増額増額という理という理という理という理解解解解はしましたが、教育はしましたが、教育はしましたが、教育はしましたが、教育費費費費がどうしてがどうしてがどうしてがどうして減額減額減額減額になになになにな
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っているのか、２～３、っているのか、２～３、っているのか、２～３、っているのか、２～３、不不不不思議に思うことがあるのでお思議に思うことがあるのでお思議に思うことがあるのでお思議に思うことがあるのでお答答答答えいただきたいと思います。えいただきたいと思います。えいただきたいと思います。えいただきたいと思います。ＩＣＴ化ＩＣＴ化ＩＣＴ化ＩＣＴ化についてですが、事についてですが、事についてですが、事についてですが、事前前前前にいただいたにいただいたにいただいたにいただいた資料資料資料資料の中にもあるのですけれども、の中にもあるのですけれども、の中にもあるのですけれども、の中にもあるのですけれども、公務公務公務公務員員員員支援システム支援システム支援システム支援システムのののの整備状況整備状況整備状況整備状況が、例えば４５が、例えば４５が、例えば４５が、例えば４５位位位位のののの秋秋秋秋田県６５田県６５田県６５田県６５．．．．４４４４％％％％、４６、４６、４６、４６位位位位のののの鹿鹿鹿鹿児児児児島島島島県６５県６５県６５県６５．．．．３３３３％％％％に対して、奈良県が４７に対して、奈良県が４７に対して、奈良県が４７に対して、奈良県が４７位位位位、しかも、、しかも、、しかも、、しかも、パパパパーーーーセンテセンテセンテセンテージが１６ージが１６ージが１６ージが１６．．．．２２２２％％％％というというというという数字数字数字数字が出てが出てが出てが出ております。おります。おります。おります。最下位最下位最下位最下位はははは最下位最下位最下位最下位でもでもでもでも断トツ最下位断トツ最下位断トツ最下位断トツ最下位というというというという状態状態状態状態になっておりまして、かといって、になっておりまして、かといって、になっておりまして、かといって、になっておりまして、かといって、学校学校学校学校ＣＩＯＣＩＯＣＩＯＣＩＯのののの設置状況設置状況設置状況設置状況が８１が８１が８１が８１．．．．１１１１％％％％で第８で第８で第８で第８位位位位、、、、トップテントップテントップテントップテンにはにはにはには入入入入っているのです。要は、っているのです。要は、っているのです。要は、っているのです。要は、そのそのそのその責任責任責任責任者は者は者は者は配置配置配置配置しているけれども、しているけれども、しているけれども、しているけれども、実際実際実際実際にはにはにはには公務公務公務公務員員員員支援システム支援システム支援システム支援システムのののの整備率整備率整備率整備率が非常にが非常にが非常にが非常に悪悪悪悪いいいいと。と。と。と。あと、あと、あと、あと、文文文文部部部部科科科科学学学学省省省省ののののデデデデーーーータタタタも出ているのですが、奈良県のも出ているのですが、奈良県のも出ているのですが、奈良県のも出ているのですが、奈良県のＩＣＴＩＣＴＩＣＴＩＣＴにおけるにおけるにおけるにおける指導指導指導指導要要要要綱綱綱綱、環、環、環、環境の境の境の境の整備状況整備状況整備状況整備状況は、奈良県はおおは、奈良県はおおは、奈良県はおおは、奈良県はおおむむむむねねねね下回下回下回下回っております。っております。っております。っております。ひひひひどいものになりますと、どいものになりますと、どいものになりますと、どいものになりますと、全全全全てのてのてのての項項項項目目目目でででで最下位最下位最下位最下位をとっているというをとっているというをとっているというをとっているという現状現状現状現状があるかと思います。があるかと思います。があるかと思います。があるかと思います。要は、学校の先生が教え切れないという要は、学校の先生が教え切れないという要は、学校の先生が教え切れないという要は、学校の先生が教え切れないという状況状況状況状況になっております。まずになっております。まずになっております。まずになっております。まず物物物物がががが足足足足りない、そりない、そりない、そりない、そして先生のして先生のして先生のして先生の指導力指導力指導力指導力のののの不足不足不足不足。例えば、。例えば、。例えば、。例えば、パソコンパソコンパソコンパソコンをををを買買買買って、すって、すって、すって、すぐぐぐぐそれをそれをそれをそれを充充充充当したからといって、当したからといって、当したからといって、当したからといって、先生がそれを先生がそれを先生がそれを先生がそれを使使使使い切れなかったら教え切れないと。い切れなかったら教え切れないと。い切れなかったら教え切れないと。い切れなかったら教え切れないと。反反反反対に、先生に教育を対に、先生に教育を対に、先生に教育を対に、先生に教育を施施施施したとしても、したとしても、したとしても、したとしても、すすすすぐぐぐぐさまさまさまさま実践レベル実践レベル実践レベル実践レベルまでまでまでまで使使使使えるかどうかということも非常にえるかどうかということも非常にえるかどうかということも非常にえるかどうかということも非常に難難難難しい問題かと思います。しい問題かと思います。しい問題かと思います。しい問題かと思います。私私私私は、県議会議員になるは、県議会議員になるは、県議会議員になるは、県議会議員になる前前前前ははははササササララララリリリリーーーーマンマンマンマンとしてとしてとしてとして働働働働いておりまして、いておりまして、いておりまして、いておりまして、建設業建設業建設業建設業出出出出身身身身でででで現現現現場場場場監督監督監督監督をしていたのですけれども、をしていたのですけれども、をしていたのですけれども、をしていたのですけれども、実際実際実際実際ににににパソコンパソコンパソコンパソコンがなければ日報すらがなければ日報すらがなければ日報すらがなければ日報すら入力入力入力入力できない。そしできない。そしできない。そしできない。そして見て見て見て見積積積積もりを出すときも、もりを出すときも、もりを出すときも、もりを出すときも、全全全全てのてのてのての計算計算計算計算において、において、において、において、電卓電卓電卓電卓だけではとてもだけではとてもだけではとてもだけではとても追追追追いつけないようないつけないようないつけないようないつけないような社社社社会環境があります。奈良県教育会環境があります。奈良県教育会環境があります。奈良県教育会環境があります。奈良県教育振興振興振興振興大大大大綱綱綱綱（（（（素素素素案）の中でも、案）の中でも、案）の中でも、案）の中でも、急速急速急速急速に発に発に発に発展展展展するするするする状況状況状況状況に対しに対しに対しに対して、教育をて、教育をて、教育をて、教育を実施実施実施実施しなければいけないという要しなければいけないという要しなければいけないという要しなければいけないという要綱綱綱綱があるのですが、出てきているがあるのですが、出てきているがあるのですが、出てきているがあるのですが、出てきているデデデデーーーータタタタのののの数数数数字字字字が非常にが非常にが非常にが非常に悪悪悪悪いといういといういといういという現状現状現状現状にあるかと思います。そのにあるかと思います。そのにあるかと思います。そのにあるかと思います。その点点点点で、で、で、で、拡拡拡拡充充充充すべきであると思っていすべきであると思っていすべきであると思っていすべきであると思っていたのですけれども、たのですけれども、たのですけれども、たのですけれども、今回今回今回今回予予予予算算算算案を見ていると、これが案を見ていると、これが案を見ていると、これが案を見ていると、これが減額減額減額減額になっていると。になっていると。になっていると。になっていると。情情情情報報報報化化化化ののののＩＣＴＩＣＴＩＣＴＩＣＴ対対対対策策策策はははは盛盛盛盛りりりり込込込込まれているのですが、まれているのですが、まれているのですが、まれているのですが、力力力力、対応、対応、対応、対応不足不足不足不足というというというという感感感感があるのですがあるのですがあるのですがあるのですが、おが、おが、おが、お答答答答えいただけませんでしえいただけませんでしえいただけませんでしえいただけませんでしょょょょうか。うか。うか。うか。○中村教育次長（企画管理室長事務取扱）○中村教育次長（企画管理室長事務取扱）○中村教育次長（企画管理室長事務取扱）○中村教育次長（企画管理室長事務取扱） まず、この２月議会で提出予定の平成２８年まず、この２月議会で提出予定の平成２８年まず、この２月議会で提出予定の平成２８年まず、この２月議会で提出予定の平成２８年度予度予度予度予算算算算案、それから平成２７年度案、それから平成２７年度案、それから平成２７年度案、それから平成２７年度補正補正補正補正予予予予算算算算案の教育案の教育案の教育案の教育費費費費はははは約約約約１１１１，，，，１３８１３８１３８１３８億円億円億円億円、、、、全体全体全体全体の２２の２２の２２の２２．．．．６６６６％％％％ということで、対ということで、対ということで、対ということで、対前前前前年度比年度比年度比年度比マイナスマイナスマイナスマイナス００００．．．．３３３３％％％％となっております。このうち、大学となっております。このうち、大学となっております。このうち、大学となっております。このうち、大学費費費費ななななどをどをどをどを除除除除いた教育委員会いた教育委員会いた教育委員会いた教育委員会所管所管所管所管の予の予の予の予算算算算はははは約約約約１１１１，，，，０８３０８３０８３０８３億円億円億円億円で、で、で、で、全体全体全体全体の２１の２１の２１の２１．．．．５５５５％％％％、これは対、これは対、これは対、これは対前前前前年度比年度比年度比年度比マイナスマイナスマイナスマイナス００００．．．．２２２２％％％％となっております。予となっております。予となっております。予となっております。予算算算算のののの額額額額もももも前前前前年度より年度より年度より年度より減減減減少しております。委少しております。委少しております。委少しております。委員がおっし員がおっし員がおっし員がおっしゃゃゃゃったとおりですが、その理由は、先ほど教育長からったとおりですが、その理由は、先ほど教育長からったとおりですが、その理由は、先ほど教育長からったとおりですが、その理由は、先ほど教育長から申申申申し上げましたとおり、し上げましたとおり、し上げましたとおり、し上げましたとおり、
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職員職員職員職員給給給給や退や退や退や退職職職職手手手手当の当の当の当の減減減減、それから、それから、それから、それから昨昨昨昨年年年年夏夏夏夏にににに開開開開催催催催されましたされましたされましたされました全国全国全国全国高校高校高校高校総総総総体体体体の奈良県の奈良県の奈良県の奈良県開開開開催催催催分の分の分の分の減減減減などによるものです。などによるものです。などによるものです。などによるものです。ＩＣＴＩＣＴＩＣＴＩＣＴ関係ですが、関係ですが、関係ですが、関係ですが、ＩＣＴＩＣＴＩＣＴＩＣＴは、は、は、は、耐耐耐耐用用用用年年年年数数数数もももも短短短短うございまして、常うございまして、常うございまして、常うございまして、常時時時時継続継続継続継続したしたしたした使用使用使用使用をできをできをできをできるようにるようにるようにるように整備整備整備整備する必要がございますが、県のする必要がございますが、県のする必要がございますが、県のする必要がございますが、県の財政財政財政財政が非常にが非常にが非常にが非常に厳厳厳厳しい中、しい中、しい中、しい中、効効効効果的、果的、果的、果的、効率効率効率効率的な予的な予的な予的な予算算算算のののの執執執執行行行行にににに努努努努めてまいりたいと思っております。めてまいりたいと思っております。めてまいりたいと思っております。めてまいりたいと思っております。ＩＣＴ整備ＩＣＴ整備ＩＣＴ整備ＩＣＴ整備のののの個別個別個別個別の質問につきましては、の質問につきましては、の質問につきましては、の質問につきましては、担担担担当当当当課課課課長から長から長から長から答答答答えさせていただきます。以上えさせていただきます。以上えさせていただきます。以上えさせていただきます。以上です。です。です。です。○大西学校教育課長○大西学校教育課長○大西学校教育課長○大西学校教育課長 県立学校での県立学校での県立学校での県立学校でのＩＣＴ機ＩＣＴ機ＩＣＴ機ＩＣＴ機器器器器のののの整備整備整備整備についてのご質問におについてのご質問におについてのご質問におについてのご質問にお答答答答えします。えします。えします。えします。奈良県の奈良県の奈良県の奈良県の整備状況整備状況整備状況整備状況はははは全国全国全国全国に比べてに比べてに比べてに比べて低低低低いということですけれども、県立高校のいということですけれども、県立高校のいということですけれども、県立高校のいということですけれども、県立高校の整備率整備率整備率整備率につにつにつにつきましては、１きましては、１きましては、１きましては、１台台台台当たりの生徒当たりの生徒当たりの生徒当たりの生徒数数数数が５が５が５が５．．．．５人に１５人に１５人に１５人に１台台台台ということで、ということで、ということで、ということで、全国全国全国全国平平平平均均均均に比べまして、に比べまして、に比べまして、に比べまして、これは５これは５これは５これは５．．．．０人に対して１０人に対して１０人に対して１０人に対して１台台台台ということになっておりまして、ということになっておりまして、ということになっておりまして、ということになっておりまして、全国全国全国全国３２３２３２３２位位位位となっておりまとなっておりまとなっておりまとなっております。また、校す。また、校す。また、校す。また、校務用コン務用コン務用コン務用コンピピピピュュュューーーータタタターのーのーのーの整備率整備率整備率整備率につきましては、５０につきましては、５０につきましては、５０につきましては、５０．．．．６６６６％％％％ということで、ということで、ということで、ということで、全全全全国国国国平平平平均均均均は１２４は１２４は１２４は１２４．．．．８８８８％％％％でして、ここ３年ほどで奈良県も１でして、ここ３年ほどで奈良県も１でして、ここ３年ほどで奈良県も１でして、ここ３年ほどで奈良県も１．．．．５５５５ポイントポイントポイントポイントほどほどほどほど微微微微増増増増というというというという形形形形でででで整備整備整備整備はははは進進進進めているものの、めているものの、めているものの、めているものの、順位順位順位順位的には的には的には的には全国最下位全国最下位全国最下位全国最下位ではございます。ではございます。ではございます。ではございます。これまで県立学校を対これまで県立学校を対これまで県立学校を対これまで県立学校を対象象象象に、県立学校教育のに、県立学校教育のに、県立学校教育のに、県立学校教育の情情情情報報報報化推進化推進化推進化推進事事事事業業業業をををを実施実施実施実施し、教育し、教育し、教育し、教育及び及び及び及びコンコンコンコンピピピピュュュューーーータタタターーーーやややや校校校校内内内内ネネネネットットットットワワワワーーーーククククのののの整備整備整備整備をををを行行行行っておりまして、この５年間で１っておりまして、この５年間で１っておりまして、この５年間で１っておりまして、この５年間で１台台台台当たりの生徒当たりの生徒当たりの生徒当たりの生徒数数数数６６６６．．．．１人に１１人に１１人に１１人に１台台台台から５から５から５から５．．．．５人にという５人にという５人にという５人にという形形形形でででで改改改改善善善善はしてきています。はしてきています。はしてきています。はしてきています。ＩＣＴＩＣＴＩＣＴＩＣＴの教育環境の教育環境の教育環境の教育環境整整整整備備備備事事事事業業業業としましては、としましては、としましては、としましては、今今今今後後後後はははは国国国国がががが示示示示しております「教育のしております「教育のしております「教育のしております「教育のＩＴ化ＩＴ化ＩＴ化ＩＴ化にににに向向向向けた環境けた環境けた環境けた環境整備整備整備整備４か年４か年４か年４か年計計計計画画画画」に基」に基」に基」に基づづづづきまして、きまして、きまして、きまして、ＩＣＴＩＣＴＩＣＴＩＣＴをををを効効効効果的に果的に果的に果的に活用活用活用活用している生徒がしている生徒がしている生徒がしている生徒が主体主体主体主体的に学的に学的に学的に学習習習習できる環境をできる環境をできる環境をできる環境を整備整備整備整備するということと、ごするということと、ごするということと、ごするということと、ご指指指指摘摘摘摘ありましたありましたありましたありました指導指導指導指導する教員のする教員のする教員のする教員の資資資資質質質質向向向向上を上を上を上を図図図図るために、教育るために、教育るために、教育るために、教育用用用用、、、、校校校校務用務用務用務用ののののコンコンコンコンピピピピュュュューーーータタタターーーーややややネネネネットットットットワワワワーーーーククククのののの整備整備整備整備をををを行行行行うことを考えております。うことを考えております。うことを考えております。うことを考えております。これまで、これまで、これまで、これまで、毎毎毎毎年１０校年１０校年１０校年１０校程程程程度の度の度の度の機機機機器器器器更更更更新を新を新を新を行行行行ってまいりましたけれども、次年度は２２校ってまいりましたけれども、次年度は２２校ってまいりましたけれども、次年度は２２校ってまいりましたけれども、次年度は２２校程程程程度という度という度という度という形形形形で、で、で、で、入入入入札時札時札時札時期や内期や内期や内期や内容容容容をそろえるをそろえるをそろえるをそろえる工夫工夫工夫工夫をいたしまして、をいたしまして、をいたしまして、をいたしまして、機機機機器単価器単価器単価器単価やややや購購購購入入入入台台台台数数数数ににににおけるおけるおけるおけるメメメメリットリットリットリットが出るように、さらなるが出るように、さらなるが出るように、さらなるが出るように、さらなる整備整備整備整備のののの充実充実充実充実をををを図図図図っていきたいと考えております。っていきたいと考えております。っていきたいと考えております。っていきたいと考えております。ＩＣＴＩＣＴＩＣＴＩＣＴをををを活用活用活用活用した教育のした教育のした教育のした教育の推進推進推進推進には、には、には、には、機機機機器器器器整備整備整備整備のほかに教育ののほかに教育ののほかに教育ののほかに教育の資資資資質質質質向向向向上が上が上が上が重重重重要であるという要であるという要であるという要であるということもごこともごこともごこともご指指指指摘摘摘摘がございましたが、がございましたが、がございましたが、がございましたが、国国国国の事の事の事の事業業業業等を等を等を等を活用活用活用活用しながら、しながら、しながら、しながら、担担担担当当当当指導主指導主指導主指導主事による事による事による事による研修研修研修研修会会会会等を等を等を等を実施実施実施実施しておりまして、教員のしておりまして、教員のしておりまして、教員のしておりまして、教員の資資資資質質質質向向向向上も上も上も上も同同同同時時時時にににに図図図図っているところです。平成２７年３っているところです。平成２７年３っているところです。平成２７年３っているところです。平成２７年３月月月月現在現在現在現在の調査では、教の調査では、教の調査では、教の調査では、教材研究材研究材研究材研究ににににＩＣＴＩＣＴＩＣＴＩＣＴをををを活用活用活用活用できる教員の割合ができる教員の割合ができる教員の割合ができる教員の割合が前前前前年度の７５年度の７５年度の７５年度の７５．．．．９９９９％％％％からからからから８０８０８０８０．．．．３３３３％％％％に上に上に上に上昇昇昇昇するなど、成果が少しずつ見えするなど、成果が少しずつ見えするなど、成果が少しずつ見えするなど、成果が少しずつ見え始始始始めてきているところで、さらなる教員めてきているところで、さらなる教員めてきているところで、さらなる教員めてきているところで、さらなる教員のののの資資資資質質質質向向向向上を上を上を上を図図図図るために、平成２８年度予るために、平成２８年度予るために、平成２８年度予るために、平成２８年度予算算算算におきましてはにおきましてはにおきましてはにおきましてはＩＣＴ活用ＩＣＴ活用ＩＣＴ活用ＩＣＴ活用学学学学びびびびのののの推進プ推進プ推進プ推進プロロロロジジジジ
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ェクェクェクェクトトトト事事事事業業業業をををを計計計計上しております。上しております。上しております。上しております。各各各各校において教員校において教員校において教員校において教員研修研修研修研修を、を、を、を、ＩＣＴ支援ＩＣＴ支援ＩＣＴ支援ＩＣＴ支援員を員を員を員を派遣派遣派遣派遣することすることすることすることによってによってによってによって支援支援支援支援するほか、県立学校の教員２０名するほか、県立学校の教員２０名するほか、県立学校の教員２０名するほか、県立学校の教員２０名程程程程度を度を度を度をＩＣＴＩＣＴＩＣＴＩＣＴ教員教員教員教員推進指導推進指導推進指導推進指導者として者として者として者として養養養養成し成し成し成しまして、教員まして、教員まして、教員まして、教員研修研修研修研修のののの講師講師講師講師としてとしてとしてとして活用活用活用活用し、教育のし、教育のし、教育のし、教育のＩＣＴ活用ＩＣＴ活用ＩＣＴ活用ＩＣＴ活用能能能能力力力力のののの向向向向上を上を上を上を目指目指目指目指すことを考えすことを考えすことを考えすことを考えております。以上です。ております。以上です。ております。以上です。ております。以上です。○佐藤委員○佐藤委員○佐藤委員○佐藤委員 ききききょょょょうの奈良新うの奈良新うの奈良新うの奈良新聞聞聞聞にも出ていたのですけれども、一にも出ていたのですけれども、一にも出ていたのですけれども、一にも出ていたのですけれども、一般般般般会会会会計計計計予予予予算算算算として、として、として、として、過去過去過去過去１０年で１０年で１０年で１０年で最最最最大大大大規規規規模模模模ででででふふふふえてきているといったえてきているといったえてきているといったえてきているといった状況状況状況状況です。ほかの委員会で、です。ほかの委員会で、です。ほかの委員会で、です。ほかの委員会で、担担担担当者と話をさ当者と話をさ当者と話をさ当者と話をさせていただいても、おおせていただいても、おおせていただいても、おおせていただいても、おおむむむむねねねねふふふふえているえているえているえている傾傾傾傾向向向向は出ています。その中で、は出ています。その中で、は出ています。その中で、は出ています。その中で、整備整備整備整備におにおにおにお金金金金がかかがかかがかかがかかると言われる教育ると言われる教育ると言われる教育ると言われる教育費費費費ですけれども、ですけれども、ですけれども、ですけれども、減額減額減額減額方方方方向向向向になっているのは、どうしてもになっているのは、どうしてもになっているのは、どうしてもになっているのは、どうしてもひひひひっかかると。っかかると。っかかると。っかかると。明らかに明らかに明らかに明らかに現状現状現状現状にににに即即即即していない教育環境がそこにあるということです。していない教育環境がそこにあるということです。していない教育環境がそこにあるということです。していない教育環境がそこにあるということです。例えば、先ほどのご例えば、先ほどのご例えば、先ほどのご例えば、先ほどのご答弁答弁答弁答弁にもあったかと思うのですが、若干のにもあったかと思うのですが、若干のにもあったかと思うのですが、若干のにもあったかと思うのですが、若干の微微微微増増増増だと。だと。だと。だと。近近近近隣隣隣隣他他他他府府府府県は、県は、県は、県は、どんどんどんどんどんどんどんどん整備率整備率整備率整備率を高めています。奈良県で、これを高めています。奈良県で、これを高めています。奈良県で、これを高めています。奈良県で、これぐぐぐぐらいらいらいらいややややっておけばいいだろうというっておけばいいだろうというっておけばいいだろうというっておけばいいだろうという姿姿姿姿勢勢勢勢が、が、が、が、全国最下位全国最下位全国最下位全国最下位をとったり、をとったり、をとったり、をとったり、断トツ断トツ断トツ断トツでのでのでのでの最下位最下位最下位最下位、もしくは小中高で、もしくは小中高で、もしくは小中高で、もしくは小中高でパソコンパソコンパソコンパソコン教育を教育を教育を教育をややややっっっっていかなければ、先ていかなければ、先ていかなければ、先ていかなければ、先 々々々々、、、、社社社社会に会に会に会に貢献貢献貢献貢献できる人できる人できる人できる人材材材材をををを輩輩輩輩出するのも非常に出するのも非常に出するのも非常に出するのも非常に難難難難しいと言わざるをしいと言わざるをしいと言わざるをしいと言わざるを得得得得ないのです。ないのです。ないのです。ないのです。パソコンパソコンパソコンパソコンとかそういった部分をとかそういった部分をとかそういった部分をとかそういった部分を決決決決してしてしてして軽視軽視軽視軽視しないように、本しないように、本しないように、本しないように、本腰腰腰腰ででででややややっていっていっていっていただかないと、平成２４年度からのただかないと、平成２４年度からのただかないと、平成２４年度からのただかないと、平成２４年度からのＩＣＴ化ＩＣＴ化ＩＣＴ化ＩＣＴ化、比、比、比、比率率率率を見させていただいているのですが、を見させていただいているのですが、を見させていただいているのですが、を見させていただいているのですが、本当に本当に本当に本当に微微微微増増増増なのです。その間にどんどんなのです。その間にどんどんなのです。その間にどんどんなのです。その間にどんどん抜抜抜抜かれているというかれているというかれているというかれているという現状現状現状現状を、いま一度考えていたを、いま一度考えていたを、いま一度考えていたを、いま一度考えていただきたいと考えております。だきたいと考えております。だきたいと考えております。だきたいと考えております。そして、そして、そして、そして、評価評価評価評価すべきは、すべきは、すべきは、すべきは、インタインタインタインターーーーネネネネットットットットの接の接の接の接続率や各続率や各続率や各続率や各教室の教室の教室の教室のＬＡＮＬＡＮＬＡＮＬＡＮ環境の環境の環境の環境の整備整備整備整備がががが全国全国全国全国水水水水準準準準をををを超超超超えている、ほえている、ほえている、ほえている、ほぼぼぼぼ１００１００１００１００％％％％にににに近近近近いいいい状態状態状態状態にあります。そういうことであれば、あとはにあります。そういうことであれば、あとはにあります。そういうことであれば、あとはにあります。そういうことであれば、あとは物物物物をををを入入入入れれば、そして一れれば、そして一れれば、そして一れれば、そして一般般般般職員が職員が職員が職員が減数減数減数減数になっているのですか、そういったところでいったら、になっているのですか、そういったところでいったら、になっているのですか、そういったところでいったら、になっているのですか、そういったところでいったら、先生に先生に先生に先生にＰＰＰＰＣＣＣＣののののススススキキキキルルルルをををを付加付加付加付加させて、そしてそれをさせて、そしてそれをさせて、そしてそれをさせて、そしてそれを持持持持っているっているっているっている子子子子どもたちに教えるのもありどもたちに教えるのもありどもたちに教えるのもありどもたちに教えるのもありだとは思うのですけれども、新しくそのだとは思うのですけれども、新しくそのだとは思うのですけれども、新しくそのだとは思うのですけれども、新しくそのススススキキキキルルルルの高い方をの高い方をの高い方をの高い方を募募募募集して、その方に教育を集して、その方に教育を集して、その方に教育を集して、その方に教育を実施実施実施実施していただくとか、さまざまな考え方ができるかと思います。していただくとか、さまざまな考え方ができるかと思います。していただくとか、さまざまな考え方ができるかと思います。していただくとか、さまざまな考え方ができるかと思います。当然、何かを当然、何かを当然、何かを当然、何かをややややろうとすれば、先立つものが必要だと思いますので、そういったところろうとすれば、先立つものが必要だと思いますので、そういったところろうとすれば、先立つものが必要だと思いますので、そういったところろうとすれば、先立つものが必要だと思いますので、そういったところに予に予に予に予算算算算をををを組組組組んでいただいて、んでいただいて、んでいただいて、んでいただいて、ぜぜぜぜひひひひとも出してきていただきたいと。そして、うんととも出してきていただきたいと。そして、うんととも出してきていただきたいと。そして、うんととも出してきていただきたいと。そして、うんと下下下下のほのほのほのほうにうにうにうに私私私私はははは全全全全部部部部ママママーーーーカカカカーでつけているのですけれども、これが、がんと上のほうに上がってーでつけているのですけれども、これが、がんと上のほうに上がってーでつけているのですけれども、これが、がんと上のほうに上がってーでつけているのですけれども、これが、がんと上のほうに上がってくるような、そしてくるような、そしてくるような、そしてくるような、そして実際実際実際実際にこれからどんどん若いにこれからどんどん若いにこれからどんどん若いにこれからどんどん若い世世世世代が代が代が代が社社社社会に出ていく、そのときに小中会に出ていく、そのときに小中会に出ていく、そのときに小中会に出ていく、そのときに小中高と奈良県で教育を高と奈良県で教育を高と奈良県で教育を高と奈良県で教育を受受受受けて本当によかったと言ってもらえるような、そういうけて本当によかったと言ってもらえるような、そういうけて本当によかったと言ってもらえるような、そういうけて本当によかったと言ってもらえるような、そういう声声声声がががが返返返返ってってってってくるように、教育委員会にはくるように、教育委員会にはくるように、教育委員会にはくるように、教育委員会には頑張頑張頑張頑張っていただきたいと考えております。っていただきたいと考えております。っていただきたいと考えております。っていただきたいと考えております。そして、一そして、一そして、一そして、一般般般般質問でも取り上げさせていただこうと思うのですが、質問でも取り上げさせていただこうと思うのですが、質問でも取り上げさせていただこうと思うのですが、質問でも取り上げさせていただこうと思うのですが、実際実際実際実際にはにはにはには知知知知事にお事にお事にお事にお聞聞聞聞
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きしようと思っております。きしようと思っております。きしようと思っております。きしようと思っております。今回今回今回今回予予予予算算算算案をつくるときに、案をつくるときに、案をつくるときに、案をつくるときに、最初最初最初最初からからからから絞絞絞絞って考えたのか、そって考えたのか、そって考えたのか、そって考えたのか、それとも、いろいろ出したけれども、調れとも、いろいろ出したけれども、調れとも、いろいろ出したけれども、調れとも、いろいろ出したけれども、調整整整整のののの段階段階段階段階で大分で大分で大分で大分削削削削られてこの予られてこの予られてこの予られてこの予算算算算になったのか、教になったのか、教になったのか、教になったのか、教育長、お育長、お育長、お育長、お答答答答えいただけませんか。えいただけませんか。えいただけませんか。えいただけませんか。○吉田教育長○吉田教育長○吉田教育長○吉田教育長 ＩＣＴＩＣＴＩＣＴＩＣＴ関係に関しましては、関係に関しましては、関係に関しましては、関係に関しましては、設備設備設備設備をををを投投投投資資資資していくことも含めて大していくことも含めて大していくことも含めて大していくことも含めて大変変変変大事だ大事だ大事だ大事だと思っているのですけれども、学校教育と思っているのですけれども、学校教育と思っているのですけれども、学校教育と思っているのですけれども、学校教育課課課課長をしておりましたときに、学校長をしておりましたときに、学校長をしておりましたときに、学校長をしておりましたときに、学校単単単単位位位位で環境で環境で環境で環境整整整整備備備備をしていたというをしていたというをしていたというをしていたという実情実情実情実情があります。どんながあります。どんながあります。どんながあります。どんなソソソソフフフフトトトトをををを入入入入れたらいいかと、学校の要れたらいいかと、学校の要れたらいいかと、学校の要れたらいいかと、学校の要望望望望をををを聞聞聞聞くと、さまざまな要くと、さまざまな要くと、さまざまな要くと、さまざまな要望望望望が学校から上がってくると。が学校から上がってくると。が学校から上がってくると。が学校から上がってくると。普普普普通科通科通科通科ががががコンコンコンコンピピピピュュュューーーータタタターのーのーのーの授授授授業業業業をををを行行行行われる中で、それわれる中で、それわれる中で、それわれる中で、それぞぞぞぞれの学校の要れの学校の要れの学校の要れの学校の要望望望望をををを聞聞聞聞くよりも、くよりも、くよりも、くよりも、まとめていく必要があるのではないかと。まとめていく必要があるのではないかと。まとめていく必要があるのではないかと。まとめていく必要があるのではないかと。今今今今は例えば、は例えば、は例えば、は例えば、アドアドアドアドビビビビというというというというソソソソフフフフトトトト会会会会社社社社はかなりはかなりはかなりはかなり社社社社会的にも会的にも会的にも会的にも有有有有名だと思うのですが、名だと思うのですが、名だと思うのですが、名だと思うのですが、従従従従来来来来ですと１本１本、学校の要ですと１本１本、学校の要ですと１本１本、学校の要ですと１本１本、学校の要望望望望をををを聞聞聞聞いていていていて入入入入れていた。れていた。れていた。れていた。それをそれをそれをそれを今回今回今回今回はははは包括包括包括包括的な的な的な的な契約契約契約契約をして、をして、をして、をして、アドアドアドアドビビビビののののソソソソフフフフトトトトを、かなりを、かなりを、かなりを、かなりププププロ仕ロ仕ロ仕ロ仕様様様様ののののソソソソフフフフトトトトもそれもそれもそれもそれぞぞぞぞれの学校がれの学校がれの学校がれの学校が使使使使えるようなことをしたと。ですからえるようなことをしたと。ですからえるようなことをしたと。ですからえるようなことをしたと。ですから今今今今、まずは、まずは、まずは、まずは内内内内部で部で部で部で整整整整理をしていこうとい理をしていこうとい理をしていこうとい理をしていこうということで、学校教育うことで、学校教育うことで、学校教育うことで、学校教育課課課課長が長が長が長が申申申申し上げましたように、１０校し上げましたように、１０校し上げましたように、１０校し上げましたように、１０校単単単単位位位位でででで契約契約契約契約をするものを２２校をするものを２２校をするものを２２校をするものを２２校にまとめていくと。県立高校にまとめていくと。県立高校にまとめていくと。県立高校にまとめていくと。県立高校全体全体全体全体の中で、の中で、の中で、の中で、ハハハハーーーードドドドももももソソソソフフフフトトトトもまとめ上げるもまとめ上げるもまとめ上げるもまとめ上げる努力努力努力努力をしているをしているをしているをしているところでありまして、これをまずきちんとところでありまして、これをまずきちんとところでありまして、これをまずきちんとところでありまして、これをまずきちんとややややって、中って、中って、中って、中身身身身をををを充実充実充実充実させていきたいという思いさせていきたいという思いさせていきたいという思いさせていきたいという思いは常には常には常には常に持持持持っております。以上です。っております。以上です。っております。以上です。っております。以上です。○佐藤委員○佐藤委員○佐藤委員○佐藤委員 最最最最後後後後におにおにおにお聞聞聞聞きしたのは、きしたのは、きしたのは、きしたのは、今回今回今回今回予予予予算算算算案を出していくのに、出している案を出していくのに、出している案を出していくのに、出している案を出していくのに、出している数字数字数字数字よりよりよりよりも多も多も多も多目目目目の予の予の予の予算算算算案を出されて、調案を出されて、調案を出されて、調案を出されて、調整整整整の結果、ここにの結果、ここにの結果、ここにの結果、ここに落落落落ちついたかちついたかちついたかちついたか否否否否かということです。かということです。かということです。かということです。○吉田教育長○吉田教育長○吉田教育長○吉田教育長 ＩＣＴＩＣＴＩＣＴＩＣＴだけではなくて、だけではなくて、だけではなくて、だけではなくて、全体全体全体全体的な予的な予的な予的な予算算算算ですか。ですか。ですか。ですか。全体全体全体全体的な予的な予的な予的な予算算算算になりますと、になりますと、になりますと、になりますと、各課各課各課各課それそれそれそれぞぞぞぞれのれのれのれの担担担担当で当で当で当でややややりたいことはたくさんございますので、いろいろなりたいことはたくさんございますので、いろいろなりたいことはたくさんございますので、いろいろなりたいことはたくさんございますので、いろいろな形形形形で提案もしで提案もしで提案もしで提案もしながら、ながら、ながら、ながら、私自身私自身私自身私自身の中で、それはもうあっということもの中で、それはもうあっということもの中で、それはもうあっということもの中で、それはもうあっということもややややったりしております。多ったりしております。多ったりしております。多ったりしております。多目目目目に上げに上げに上げに上げてててて削削削削られることのないように、必要なものを要られることのないように、必要なものを要られることのないように、必要なものを要られることのないように、必要なものを要求求求求をしていくというをしていくというをしていくというをしていくという姿勢姿勢姿勢姿勢ででででややややっておりますっておりますっておりますっておりますので、おおので、おおので、おおので、おおむむむむね必要なものはいただいていると思いますので、ね必要なものはいただいていると思いますので、ね必要なものはいただいていると思いますので、ね必要なものはいただいていると思いますので、ＩＣＴＩＣＴＩＣＴＩＣＴのおくれ、のおくれ、のおくれ、のおくれ、ハハハハーーーードドドドののののおくれというのは、先ほどおくれというのは、先ほどおくれというのは、先ほどおくれというのは、先ほど申申申申し上げましたように、まずはし上げましたように、まずはし上げましたように、まずはし上げましたように、まずは内内内内部をきちんと部をきちんと部をきちんと部をきちんと整整整整えてから、要えてから、要えてから、要えてから、要求求求求すべきだというすべきだというすべきだというすべきだという私私私私のののの判判判判断断断断がありますので、そういうことになっております。以上です。がありますので、そういうことになっております。以上です。がありますので、そういうことになっております。以上です。がありますので、そういうことになっております。以上です。○佐藤委員○佐藤委員○佐藤委員○佐藤委員 ＩＣＴＩＣＴＩＣＴＩＣＴ以外にも以外にも以外にも以外にも気気気気がかりなのは、例えば県がかりなのは、例えば県がかりなのは、例えば県がかりなのは、例えば県営営営営ププププーーーールルルルであるとか、県立高校のであるとか、県立高校のであるとか、県立高校のであるとか、県立高校のププププーーーールルルルのののの整備状況整備状況整備状況整備状況であるとか、であるとか、であるとか、であるとか、ププププーーーールルルルはあるけれどもはあるけれどもはあるけれどもはあるけれども水泳水泳水泳水泳のののの授授授授業業業業がないとか、がないとか、がないとか、がないとか、ココココーーーーチチチチがいがいがいがいないからないからないからないから水泳水泳水泳水泳部がないとか、部がないとか、部がないとか、部がないとか、ププププーーーールルルルをつくろうと思って場をつくろうと思って場をつくろうと思って場をつくろうと思って場所所所所をををを確確確確保しているけれども、保しているけれども、保しているけれども、保しているけれども、ププププーーーールルルルがつくられていないということもあるかと思います。いろいろお話をがつくられていないということもあるかと思います。いろいろお話をがつくられていないということもあるかと思います。いろいろお話をがつくられていないということもあるかと思います。いろいろお話を聞聞聞聞いていると、いていると、いていると、いていると、ププププーーーールルルルはおはおはおはお金金金金がかかると。がかかると。がかかると。がかかると。ププププーーーールルルルをつくるのも、をつくるのも、をつくるのも、をつくるのも、維維維維持持持持するのもおするのもおするのもおするのもお金金金金がかかる。がかかる。がかかる。がかかる。指導指導指導指導員の問員の問員の問員の問
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題もある。さまざまなことで、まず、そこのお題もある。さまざまなことで、まず、そこのお題もある。さまざまなことで、まず、そこのお題もある。さまざまなことで、まず、そこのお金金金金がかかる部分についてがかかる部分についてがかかる部分についてがかかる部分について削除削除削除削除しているしているしているしている感感感感ががががどうしてもあるのです。どうしてもあるのです。どうしてもあるのです。どうしてもあるのです。私私私私がががが登美ヶ丘登美ヶ丘登美ヶ丘登美ヶ丘高校に高校に高校に高校に進進進進学したときも、学したときも、学したときも、学したときも、卒卒卒卒業業業業生が生が生が生が初初初初めて出るかどうかというめて出るかどうかというめて出るかどうかというめて出るかどうかというタイタイタイタイミミミミンンンングでグでグでグでして、ここにして、ここにして、ここにして、ここにププププーーーールルルルができるという話をができるという話をができるという話をができるという話を聞聞聞聞いていたのですけれども、いまだにできていないていたのですけれども、いまだにできていないていたのですけれども、いまだにできていないていたのですけれども、いまだにできていないというか、いというか、いというか、いというか、整備整備整備整備ができていないと。ができていないと。ができていないと。ができていないと。改改改改めて県議会議員になりまして、いろいろな県めて県議会議員になりまして、いろいろな県めて県議会議員になりまして、いろいろな県めて県議会議員になりまして、いろいろな県下下下下のののの高校を見させていただいているのですが、高校を見させていただいているのですが、高校を見させていただいているのですが、高校を見させていただいているのですが、ププププーーーールルルルがががが有効有効有効有効にににに使使使使われていない。われていない。われていない。われていない。水泳水泳水泳水泳のののの授授授授業業業業も、も、も、も、昔昔昔昔からからからから水練水練水練水練という項という項という項という項目目目目があったように、非常にがあったように、非常にがあったように、非常にがあったように、非常に重重重重要な教育項要な教育項要な教育項要な教育項目目目目だと思いますし、奈良県にだと思いますし、奈良県にだと思いますし、奈良県にだと思いますし、奈良県にはははは海海海海がありません。がありません。がありません。がありません。泳ぎ泳ぎ泳ぎ泳ぎににににふふふふなれで、なれで、なれで、なれで、水水水水にににに触触触触れるれるれるれる機機機機会も少ない中、あえて会も少ない中、あえて会も少ない中、あえて会も少ない中、あえて整備整備整備整備していく必していく必していく必していく必要もあるのではないかと思っております。要もあるのではないかと思っております。要もあるのではないかと思っております。要もあるのではないかと思っております。教育に関しての予教育に関しての予教育に関しての予教育に関しての予算全体算全体算全体算全体案、日本案、日本案、日本案、日本全体全体全体全体で言えるのですけれども、で言えるのですけれども、で言えるのですけれども、で言えるのですけれども、諸諸諸諸国国国国に比べて非常に教に比べて非常に教に比べて非常に教に比べて非常に教育育育育費費費費はははは安安安安いと言われて、いと言われて、いと言われて、いと言われて、抑抑抑抑えられる、えられる、えられる、えられる、後後後後回回回回しにされしにされしにされしにされややややすいというすいというすいというすいという状況状況状況状況にあるかと思います。にあるかと思います。にあるかと思います。にあるかと思います。これからの教育は、これからの教育は、これからの教育は、これからの教育は、将来将来将来将来のくさのくさのくさのくさびびびびだと思っていますので、教育だと思っていますので、教育だと思っていますので、教育だと思っていますので、教育費費費費のののの拡拡拡拡充充充充についてはについてはについてはについては全全全全面面面面的的的的に参に参に参に参画画画画して、して、して、して、内内内内容容容容によりますけども、によりますけども、によりますけども、によりますけども、賛賛賛賛同同同同していきたいと思いますので、もう少ししていきたいと思いますので、もう少ししていきたいと思いますので、もう少ししていきたいと思いますので、もう少しアアアアググググレレレレッシッシッシッシブブブブな予な予な予な予算算算算を出してきていただいたらよろしいかと思います。すごい予を出してきていただいたらよろしいかと思います。すごい予を出してきていただいたらよろしいかと思います。すごい予を出してきていただいたらよろしいかと思います。すごい予算算算算案が出てきた案が出てきた案が出てきた案が出てきたら、これは何ですかという話にはなるかと思うのですけれども、ら、これは何ですかという話にはなるかと思うのですけれども、ら、これは何ですかという話にはなるかと思うのですけれども、ら、これは何ですかという話にはなるかと思うのですけれども、今回今回今回今回はこういうはこういうはこういうはこういう形形形形であるであるであるであるのであれば、のであれば、のであれば、のであれば、残残残残りのりのりのりの続続続続きの話は、教育きの話は、教育きの話は、教育きの話は、教育費費費費についてどうお考えかというについてどうお考えかというについてどうお考えかというについてどうお考えかという知知知知事の質問に事の質問に事の質問に事の質問に充充充充てててててててていきたいと思います。教育委員会としてのお考えはよくわかりました。以上です。ありがいきたいと思います。教育委員会としてのお考えはよくわかりました。以上です。ありがいきたいと思います。教育委員会としてのお考えはよくわかりました。以上です。ありがいきたいと思います。教育委員会としてのお考えはよくわかりました。以上です。ありがとうございます。とうございます。とうございます。とうございます。○吉田教育長○吉田教育長○吉田教育長○吉田教育長 補補補補足足足足説明させていただきますと、説明させていただきますと、説明させていただきますと、説明させていただきますと、ややややはりはりはりはり今今今今、、、、耐震耐震耐震耐震化化化化のほうに集中的に、平のほうに集中的に、平のほうに集中的に、平のほうに集中的に、平成２９年度までに、２年おくれておりますので、それ成２９年度までに、２年おくれておりますので、それ成２９年度までに、２年おくれておりますので、それ成２９年度までに、２年おくれておりますので、それへへへへの取りの取りの取りの取り組み組み組み組みをまずは集中しているをまずは集中しているをまずは集中しているをまずは集中しているというというというという実情実情実情実情もご理もご理もご理もご理解解解解いただきたいと思います。いただきたいと思います。いただきたいと思います。いただきたいと思います。○阪口委員長○阪口委員長○阪口委員長○阪口委員長 ここで議事のここで議事のここで議事のここで議事の進行進行進行進行についての提案ですが、宮本副委員長からは３０分ほどについての提案ですが、宮本副委員長からは３０分ほどについての提案ですが、宮本副委員長からは３０分ほどについての提案ですが、宮本副委員長からは３０分ほど質問があるとお質問があるとお質問があるとお質問があるとお聞聞聞聞きしております。ほかの方もあると思いますので、１０分ほどここできしております。ほかの方もあると思いますので、１０分ほどここできしております。ほかの方もあると思いますので、１０分ほどここできしております。ほかの方もあると思いますので、１０分ほどここで休休休休憩憩憩憩をとらさせていただいて、再をとらさせていただいて、再をとらさせていただいて、再をとらさせていただいて、再開開開開ということでよろしいでしということでよろしいでしということでよろしいでしということでよろしいでしょょょょうか。うか。うか。うか。（（（（「「「「はい、結はい、結はい、結はい、結構構構構です」とです」とです」とです」と呼ぶ呼ぶ呼ぶ呼ぶ者あり）者あり）者あり）者あり）１０分１０分１０分１０分休憩休憩休憩休憩いたします。いたします。いたします。いたします。１４：５２分１４：５２分１４：５２分１４：５２分 休憩休憩休憩休憩１５：０８分 再１５：０８分 再１５：０８分 再１５：０８分 再開開開開○阪口委員長○阪口委員長○阪口委員長○阪口委員長 ただいまから委員会を再ただいまから委員会を再ただいまから委員会を再ただいまから委員会を再開開開開いたします。いたします。いたします。いたします。○岡委員○岡委員○岡委員○岡委員 ２～３２～３２～３２～３点点点点、お願いします。、お願いします。、お願いします。、お願いします。



---- 9999 ----

先ほど「奈良県教育先ほど「奈良県教育先ほど「奈良県教育先ほど「奈良県教育振興振興振興振興大大大大綱綱綱綱（（（（素素素素案）の案）の案）の案）の概概概概要」について説明いただきました。これから要」について説明いただきました。これから要」について説明いただきました。これから要」について説明いただきました。これからもその成りもその成りもその成りもその成り行行行行きをしっかりと注きをしっかりと注きをしっかりと注きをしっかりと注目目目目していきたい、大していきたい、大していきたい、大していきたい、大変変変変大事なことだと思います。一言ここ大事なことだと思います。一言ここ大事なことだと思います。一言ここ大事なことだと思います。一言ここで、要で、要で、要で、要望望望望としてお願いするとすれば、教育の一としてお願いするとすれば、教育の一としてお願いするとすれば、教育の一としてお願いするとすれば、教育の一番番番番の基本は人の基本は人の基本は人の基本は人材材材材だと思うのです。人をどうだと思うのです。人をどうだと思うのです。人をどうだと思うのです。人をどう育てるかと。要するに教育てるかと。要するに教育てるかと。要するに教育てるかと。要するに教師師師師であるとか、教える立場の人のグであるとか、教える立場の人のグであるとか、教える立場の人のグであるとか、教える立場の人のグレレレレーーーードアップドアップドアップドアップをををを図図図図ることが、ることが、ることが、ることが、優秀優秀優秀優秀な人な人な人な人材材材材をををを持続持続持続持続可能可能可能可能なななな形形形形としてとしてとしてとして持持持持っていけるわけですので、そちらっていけるわけですので、そちらっていけるわけですので、そちらっていけるわけですので、そちらへへへへのののの投投投投資資資資をしっかりをしっかりをしっかりをしっかりととととややややってもらいたいと思います。ってもらいたいと思います。ってもらいたいと思います。ってもらいたいと思います。それに関それに関それに関それに関連連連連しまして、しまして、しまして、しまして、確確確確認認認認ですけれども、先ほどですけれども、先ほどですけれども、先ほどですけれども、先ほど条条条条例例例例改改改改正正正正の中で職員の人の中で職員の人の中で職員の人の中で職員の人数数数数のののの変更変更変更変更もあもあもあもありました。これも定りました。これも定りました。これも定りました。これも定数数数数条条条条例に基例に基例に基例に基づづづづくくくく修正修正修正修正と先ほどおと先ほどおと先ほどおと先ほどお聞聞聞聞きしまして、特に意きしまして、特に意きしまして、特に意きしまして、特に意図図図図的にどこかを的にどこかを的にどこかを的にどこかを減減減減らすということはないのだろう、らすということはないのだろう、らすということはないのだろう、らすということはないのだろう、自自自自然に然に然に然に減減減減らさざるをらさざるをらさざるをらさざるを得得得得なくなって多分なくなって多分なくなって多分なくなって多分減減減減らしたのだろらしたのだろらしたのだろらしたのだろうとは思いますが、うとは思いますが、うとは思いますが、うとは思いますが、確確確確認認認認したいことは、したいことは、したいことは、したいことは、講師講師講師講師というというというという身身身身分の方がいます。この方はこの人分の方がいます。この方はこの人分の方がいます。この方はこの人分の方がいます。この方はこの人数数数数の中にの中にの中にの中に入入入入っているのかどうか、先に教えてください。っているのかどうか、先に教えてください。っているのかどうか、先に教えてください。っているのかどうか、先に教えてください。○村田教職員課長補佐○村田教職員課長補佐○村田教職員課長補佐○村田教職員課長補佐 定定定定数数数数の中にの中にの中にの中に講師講師講師講師がががが入入入入っているかというご質問ですけれども、これっているかというご質問ですけれども、これっているかというご質問ですけれども、これっているかというご質問ですけれども、これは定は定は定は定数数数数ですので、定ですので、定ですので、定ですので、定数内数内数内数内講師講師講師講師というというというという形形形形でででで計計計計上しております。以上です。上しております。以上です。上しております。以上です。上しております。以上です。○岡委員○岡委員○岡委員○岡委員 わかりました。それに関わかりました。それに関わかりました。それに関わかりました。それに関連連連連して、その比して、その比して、その比して、その比率率率率は、は、は、は、全体全体全体全体で結で結で結で結構構構構ですけれども、ですけれども、ですけれども、ですけれども、講師講師講師講師の方はの方はの方はの方は全全全全職員の中でどれ職員の中でどれ職員の中でどれ職員の中でどれぐぐぐぐらいの割合をらいの割合をらいの割合をらいの割合を占占占占めているのですか。めているのですか。めているのですか。めているのですか。○村田教職員課長補佐○村田教職員課長補佐○村田教職員課長補佐○村田教職員課長補佐 まだ平成２８年度のまだ平成２８年度のまだ平成２８年度のまだ平成２８年度の数字数字数字数字は出ておりませんが、平成２７年４月のは出ておりませんが、平成２７年４月のは出ておりませんが、平成２７年４月のは出ておりませんが、平成２７年４月の時時時時点点点点ではではではでは約約約約１１１１１１１１．．．．１１１１％％％％ということでということでということでということでカカカカウウウウントントントントをしております。をしております。をしております。をしております。○岡委員○岡委員○岡委員○岡委員 私私私私のののの記記記記憶憶憶憶では、では、では、では、講師講師講師講師の比の比の比の比率率率率が、奈良県の場合はが、奈良県の場合はが、奈良県の場合はが、奈良県の場合は過去過去過去過去高かったように思うのです高かったように思うのです高かったように思うのです高かったように思うのですけれども、これについてのけれども、これについてのけれども、これについてのけれども、これについての推推推推移移移移がががが今今今今どうなっているのか、ここどうなっているのか、ここどうなっているのか、ここどうなっているのか、ここ最近最近最近最近のののの傾傾傾傾向向向向を、を、を、を、確確確確認認認認できたできたできたできたら教えてほしいと思いますのと、この人ら教えてほしいと思いますのと、この人ら教えてほしいと思いますのと、この人ら教えてほしいと思いますのと、この人材材材材の話に関の話に関の話に関の話に関連連連連するのですが、するのですが、するのですが、するのですが、講師講師講師講師の方がの方がの方がの方が全全全全てどうてどうてどうてどうこうではないのですが、当然、こうではないのですが、当然、こうではないのですが、当然、こうではないのですが、当然、採採採採用用用用試試試試験験験験ををををパスパスパスパスしてもらわないとしてもらわないとしてもらわないとしてもらわないと正正正正規規規規のののの採採採採用用用用ができないとができないとができないとができないといういういういうルルルルーーーールルルルもありますので、もありますので、もありますので、もありますので、講師講師講師講師の方をすの方をすの方をすの方をすぐぐぐぐにににに正正正正規規規規の職員にの職員にの職員にの職員に変更変更変更変更することについてはすることについてはすることについてはすることについては条件条件条件条件、、、、ハハハハーーーードルドルドルドルもたくさんあることをよくわかった上でお話ししているのですけれども、できるもたくさんあることをよくわかった上でお話ししているのですけれども、できるもたくさんあることをよくわかった上でお話ししているのですけれども、できるもたくさんあることをよくわかった上でお話ししているのですけれども、できる限限限限りりりり正正正正規規規規の職員にの職員にの職員にの職員に登登登登用用用用できる方、特に人できる方、特に人できる方、特に人できる方、特に人材材材材として非常にとして非常にとして非常にとして非常に期期期期待待待待のできる方については、教育のできる方については、教育のできる方については、教育のできる方については、教育委員会としてもしっかりと委員会としてもしっかりと委員会としてもしっかりと委員会としてもしっかりと目目目目をつけていただいて、をつけていただいて、をつけていただいて、をつけていただいて、積積積積極極極極的に、それこそ的に、それこそ的に、それこそ的に、それこそ早早早早くくくく正正正正規規規規の職員にの職員にの職員にの職員に育てると。というのは、育てると。というのは、育てると。というのは、育てると。というのは、講師講師講師講師の場合ですと、の場合ですと、の場合ですと、の場合ですと、デデデデーーーータタタタはははは知知知知りませんけれども、おりませんけれども、おりませんけれども、おりませんけれども、おややややめになっめになっめになっめになったり、よそたり、よそたり、よそたり、よそへ行へ行へ行へ行ったりというったりというったりというったりという可能可能可能可能性性性性も高くなるわけです。要するに一も高くなるわけです。要するに一も高くなるわけです。要するに一も高くなるわけです。要するに一般般般般の職員との職員との職員との職員と待遇面待遇面待遇面待遇面でででで差差差差がありますから。そういう意がありますから。そういう意がありますから。そういう意がありますから。そういう意味味味味でもでもでもでも優秀優秀優秀優秀な人な人な人な人材材材材はできるだけよそはできるだけよそはできるだけよそはできるだけよそへ行へ行へ行へ行かないようにするかないようにするかないようにするかないようにするためにも、また本人のためにも、また本人のためにも、また本人のためにも、また本人のモモモモチチチチベベベベーーーーシシシショョョョンンンンを上げるためにも、そういうを上げるためにも、そういうを上げるためにも、そういうを上げるためにも、そういう視視視視点点点点でしっかりとごでしっかりとごでしっかりとごでしっかりとご指指指指導導導導なり、なり、なり、なり、配配配配慮慮慮慮をしてもらいたいと思います。をしてもらいたいと思います。をしてもらいたいと思います。をしてもらいたいと思います。



---- 11110000 ----

そのそのそのその辺辺辺辺のののの最近最近最近最近のののの傾傾傾傾向向向向だけ教えてください。だけ教えてください。だけ教えてください。だけ教えてください。○村田教職員課長補佐○村田教職員課長補佐○村田教職員課長補佐○村田教職員課長補佐 講師講師講師講師率率率率のののの推推推推移移移移ということで、平成２２年からということで、平成２２年からということで、平成２２年からということで、平成２２年から過去過去過去過去５年間というこ５年間というこ５年間というこ５年間ということでとでとでとで申申申申し上げますけれども、平成２２年から１１し上げますけれども、平成２２年から１１し上げますけれども、平成２２年から１１し上げますけれども、平成２２年から１１．．．．９９９９％％％％、平成２３年１１、平成２３年１１、平成２３年１１、平成２３年１１．．．．００００％％％％、平成２、平成２、平成２、平成２４年１０４年１０４年１０４年１０．．．．８８８８％％％％、平成２５年１０、平成２５年１０、平成２５年１０、平成２５年１０．．．．８８８８％％％％、平成２６年１０、平成２６年１０、平成２６年１０、平成２６年１０．．．．４４４４％％％％、それから先ほども、それから先ほども、それから先ほども、それから先ほども申申申申しししし上げました、平成２７年が１１上げました、平成２７年が１１上げました、平成２７年が１１上げました、平成２７年が１１．．．．１１１１％％％％ということで、ということで、ということで、ということで、約約約約１割というところでの１割というところでの１割というところでの１割というところでの推推推推移移移移です。です。です。です。また、また、また、また、地地地地方方方方公務公務公務公務員員員員法法法法上、上、上、上、講師講師講師講師をしているからということで、をしているからということで、をしているからということで、をしているからということで、採採採採用用用用についてについてについてについて優優優優位位位位なななな地位地位地位地位をををを与与与与えることはできないのですけれども、例えば平成２８年のえることはできないのですけれども、例えば平成２８年のえることはできないのですけれども、例えば平成２８年のえることはできないのですけれども、例えば平成２８年の採採採採用用用用にににに向向向向けましては、けましては、けましては、けましては、過去過去過去過去に教に教に教に教職職職職経験経験経験経験が、これはが、これはが、これはが、これは講師講師講師講師も含も含も含も含みみみみますけれども、３年以上ある方については、ますけれども、３年以上ある方については、ますけれども、３年以上ある方については、ますけれども、３年以上ある方については、受受受受験資験資験資験資格格格格を４４を４４を４４を４４歳歳歳歳から５０から５０から５０から５０歳歳歳歳にににに引引引引き上げる、それからき上げる、それからき上げる、それからき上げる、それから試試試試験験験験のののの内内内内容容容容につきましても、教につきましても、教につきましても、教につきましても、教科科科科のののの専門専門専門専門を１次を１次を１次を１次試試試試験験験験ののののみみみみで、あとはで、あとはで、あとはで、あとは実実実実技試技試技試技試験験験験を２次のを２次のを２次のを２次のみみみみでででで実施実施実施実施するというような、するというような、するというような、するというような、講師講師講師講師がががが受受受受けけけけややややすい対応をしすい対応をしすい対応をしすい対応をしてきているところです。以上です。てきているところです。以上です。てきているところです。以上です。てきているところです。以上です。○岡委員○岡委員○岡委員○岡委員 そういうそういうそういうそういう努力努力努力努力をしていただいていることについてはをしていただいていることについてはをしていただいていることについてはをしていただいていることについては感感感感謝謝謝謝したいと思います。よしたいと思います。よしたいと思います。よしたいと思います。よくくくく現現現現場で場で場で場で聞聞聞聞くのですけれども、非常にくのですけれども、非常にくのですけれども、非常にくのですけれども、非常に熱熱熱熱心心心心なすごくいい先生ですねとなすごくいい先生ですねとなすごくいい先生ですねとなすごくいい先生ですねと聞聞聞聞いたら、いたら、いたら、いたら、講師講師講師講師といといといといううううケケケケーーーーススススが結が結が結が結構構構構多いのです。その人は一生多いのです。その人は一生多いのです。その人は一生多いのです。その人は一生懸命懸命懸命懸命ややややっている、これはすばらしいことで、っている、これはすばらしいことで、っている、これはすばらしいことで、っている、これはすばらしいことで、ププププラララライドイドイドイドをををを持持持持ってってってってややややっているけれども、一っているけれども、一っているけれども、一っているけれども、一般般般般の職員と比べて、の職員と比べて、の職員と比べて、の職員と比べて、身身身身分的な分的な分的な分的な差差差差もありますので、もありますので、もありますので、もありますので、今今今今後後後後ともともともとも課課課課題として見ていきたいと思っております。題として見ていきたいと思っております。題として見ていきたいと思っております。題として見ていきたいと思っております。それともう１それともう１それともう１それともう１点点点点、教、教、教、教師師師師のののの配置配置配置配置の問題で、もう１０年、ずっと言ってきました。一学校にの問題で、もう１０年、ずっと言ってきました。一学校にの問題で、もう１０年、ずっと言ってきました。一学校にの問題で、もう１０年、ずっと言ってきました。一学校に長長長長期期期期勤勤勤勤務務務務している先生のしている先生のしている先生のしている先生の率率率率です。１０年問題と言っていたのですが、です。１０年問題と言っていたのですが、です。１０年問題と言っていたのですが、です。１０年問題と言っていたのですが、最近最近最近最近はどんなはどんなはどんなはどんな状況状況状況状況でででですか。すか。すか。すか。○村田教職員課長補佐○村田教職員課長補佐○村田教職員課長補佐○村田教職員課長補佐 平成１１年当平成１１年当平成１１年当平成１１年当初初初初、小学校、中学校、小学校、中学校、小学校、中学校、小学校、中学校全体全体全体全体では１０年以上では１０年以上では１０年以上では１０年以上勤勤勤勤務務務務していしていしていしている教員が１５る教員が１５る教員が１５る教員が１５．．．．１１１１％％％％という割合でしたけれども、平成２７年４月では３という割合でしたけれども、平成２７年４月では３という割合でしたけれども、平成２７年４月では３という割合でしたけれども、平成２７年４月では３．．．．４４４４％％％％ということということということということでででで減減減減ってきております。それにつきましては、ってきております。それにつきましては、ってきております。それにつきましては、ってきております。それにつきましては、異異異異動動動動方針の中で、１０年以上の長方針の中で、１０年以上の長方針の中で、１０年以上の長方針の中で、１０年以上の長期期期期勤勤勤勤務務務務にににについてはついてはついてはついては解解解解消消消消しますという方針をしますという方針をしますという方針をしますという方針を打打打打ち出させていただいたり、また、平成２７年４月の新ち出させていただいたり、また、平成２７年４月の新ち出させていただいたり、また、平成２７年４月の新ち出させていただいたり、また、平成２７年４月の新規規規規採採採採用用用用ですが、３年以上のものについては基本的にですが、３年以上のものについては基本的にですが、３年以上のものについては基本的にですが、３年以上のものについては基本的に異異異異動動動動対対対対象象象象としますという方針をとる中としますという方針をとる中としますという方針をとる中としますという方針をとる中でででで解解解解消消消消をしてきているところです。をしてきているところです。をしてきているところです。をしてきているところです。○岡委員○岡委員○岡委員○岡委員 大大大大変変変変ごごごご努力努力努力努力いただいてよかったと思いますが、一方、そのいただいてよかったと思いますが、一方、そのいただいてよかったと思いますが、一方、そのいただいてよかったと思いますが、一方、その反動反動反動反動として、中学校として、中学校として、中学校として、中学校ででででククククララララブブブブ活動活動活動活動のののの顧顧顧顧問で、非常に問で、非常に問で、非常に問で、非常に熱熱熱熱心心心心で、で、で、で、ククククララララブブブブをををを盛盛盛盛り上げている先生もいらっしり上げている先生もいらっしり上げている先生もいらっしり上げている先生もいらっしゃゃゃゃるわけるわけるわけるわけです。その人をです。その人をです。その人をです。その人を転勤転勤転勤転勤させたらさせたらさせたらさせたら困困困困るといって、校長先生以るといって、校長先生以るといって、校長先生以るといって、校長先生以下下下下、、、、父兄父兄父兄父兄から大から大から大から大変変変変強強強強い要い要い要い要望望望望があっがあっがあっがあったりという学校もございます。こういうたりという学校もございます。こういうたりという学校もございます。こういうたりという学校もございます。こういう点点点点についてはについてはについてはについては柔軟柔軟柔軟柔軟に多少のに多少のに多少のに多少の配配配配慮慮慮慮をしないといけなをしないといけなをしないといけなをしないといけないと考えます。だから、この３いと考えます。だから、この３いと考えます。だから、この３いと考えます。だから、この３％％％％というのはそういうというのはそういうというのはそういうというのはそういう範範範範囲かと思いますので、その囲かと思いますので、その囲かと思いますので、その囲かと思いますので、その辺辺辺辺はははは実実実実
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態態態態に応じたに応じたに応じたに応じた運運運運営営営営はあっていいと思います。ただ、以はあっていいと思います。ただ、以はあっていいと思います。ただ、以はあっていいと思います。ただ、以前前前前の１０何の１０何の１０何の１０何％％％％というのは、非常に高かというのは、非常に高かというのは、非常に高かというのは、非常に高かったということで、ったということで、ったということで、ったということで、改改改改善善善善されたことについては、されたことについては、されたことについては、されたことについては、評価評価評価評価をしていきたいと思います。をしていきたいと思います。をしていきたいと思います。をしていきたいと思います。それからもう一つ、それからもう一つ、それからもう一つ、それからもう一つ、夜夜夜夜間中学のことで、参考までにお間中学のことで、参考までにお間中学のことで、参考までにお間中学のことで、参考までにお聞聞聞聞きしたい。例えば事きしたい。例えば事きしたい。例えば事きしたい。例えば事情情情情があって、があって、があって、があって、中学校の中学校の中学校の中学校の卒卒卒卒業証業証業証業証書まではもらったのだけれども、書まではもらったのだけれども、書まではもらったのだけれども、書まではもらったのだけれども、実際実際実際実際は中学校をは中学校をは中学校をは中学校を途途途途中でこもって、中でこもって、中でこもって、中でこもって、全全全全然然然然行行行行っていないと。中学校中っていないと。中学校中っていないと。中学校中っていないと。中学校中退退退退というのは基本的にというのは基本的にというのは基本的にというのは基本的に今今今今はないのです。何とかして中学校はないのです。何とかして中学校はないのです。何とかして中学校はないのです。何とかして中学校卒卒卒卒業業業業ままままでででで皆皆皆皆行行行行くのです。でも、本人がくのです。でも、本人がくのです。でも、本人がくのです。でも、本人が後後後後から、もう一から、もう一から、もう一から、もう一回回回回中学校の中学校の中学校の中学校の勉強勉強勉強勉強をしたいと思った場合、中をしたいと思った場合、中をしたいと思った場合、中をしたいと思った場合、中学校の学校の学校の学校の勉強勉強勉強勉強を学べる場を学べる場を学べる場を学べる場所所所所はははは夜夜夜夜間中学かと思うのですが、その間中学かと思うのですが、その間中学かと思うのですが、その間中学かと思うのですが、その辺辺辺辺のののの活用や実際活用や実際活用や実際活用や実際利利利利用用用用できるのできるのできるのできるのかどうか、そのかどうか、そのかどうか、そのかどうか、その辺辺辺辺の見の見の見の見通通通通ししししや現状や現状や現状や現状、そういう方が出てきた場合の対応はどうなのでし、そういう方が出てきた場合の対応はどうなのでし、そういう方が出てきた場合の対応はどうなのでし、そういう方が出てきた場合の対応はどうなのでしょょょょううううか。か。か。か。○大西学校教育課長○大西学校教育課長○大西学校教育課長○大西学校教育課長 中学校の中学校の中学校の中学校の夜夜夜夜間学間学間学間学級級級級についてのご質問だと思います。平成２７年７月についてのご質問だと思います。平成２７年７月についてのご質問だと思います。平成２７年７月についてのご質問だと思います。平成２７年７月３０日に３０日に３０日に３０日に文文文文部部部部科科科科学学学学省省省省からからからから、、、、「「「「義義義義務務務務教育教育教育教育修了修了修了修了者が中学校者が中学校者が中学校者が中学校夜夜夜夜間学間学間学間学級級級級へへへへの再の再の再の再入入入入学を学を学を学を希望希望希望希望した場合した場合した場合した場合の対応に関する考え方について」というの対応に関する考え方について」というの対応に関する考え方について」というの対応に関する考え方について」という通通通通知知知知が出されまして、中学校をが出されまして、中学校をが出されまして、中学校をが出されまして、中学校を卒卒卒卒業業業業した者であっした者であっした者であっした者であっても、ても、ても、ても、改改改改めて中学校で学めて中学校で学めて中学校で学めて中学校で学びびびび直すことを直すことを直すことを直すことを希望希望希望希望する場合、一定の要する場合、一定の要する場合、一定の要する場合、一定の要件件件件のもと、のもと、のもと、のもと、夜夜夜夜間中学での間中学での間中学での間中学での受受受受けけけけ入入入入れをれをれをれを可能可能可能可能とすることがとすることがとすることがとすることが適適適適当であるという見当であるという見当であるという見当であるという見解解解解がががが示示示示されております。されております。されております。されております。中学校の中学校の中学校の中学校の夜夜夜夜間学間学間学間学級級級級は、は、は、は、現在現在現在現在、、、、全国全国全国全国では８都では８都では８都では８都道道道道県に３１校ございまして、県県に３１校ございまして、県県に３１校ございまして、県県に３１校ございまして、県内内内内にはにはにはには既既既既に３に３に３に３つのつのつのつの公公公公立中学校が立中学校が立中学校が立中学校が設置設置設置設置されておりまして、生徒のされておりまして、生徒のされておりまして、生徒のされておりまして、生徒の実態実態実態実態に応じて、学校教育に応じて、学校教育に応じて、学校教育に応じて、学校教育法法法法に定める中学に定める中学に定める中学に定める中学校の校の校の校の目目目目標標標標にににに準準準準じた教育がじた教育がじた教育がじた教育が行行行行われているところです。県教育委員会では、このような中学校われているところです。県教育委員会では、このような中学校われているところです。県教育委員会では、このような中学校われているところです。県教育委員会では、このような中学校夜夜夜夜間学間学間学間学級級級級のののの現状現状現状現状をををを踏踏踏踏まえて、まえて、まえて、まえて、今今今今後後後後のののの夜夜夜夜間学間学間学間学級級級級のあり方について、のあり方について、のあり方について、のあり方について、設置設置設置設置者間で、これは中学者間で、これは中学者間で、これは中学者間で、これは中学校ですので校ですので校ですので校ですので市町市町市町市町村が村が村が村が設置設置設置設置ということになっておりますので、そういうということになっておりますので、そういうということになっておりますので、そういうということになっておりますので、そういう協協協協議をする場を議をする場を議をする場を議をする場を現在現在現在現在設設設設けております。けております。けております。けております。今今今今後後後後、、、、義義義義務務務務教育を教育を教育を教育を受受受受けるけるけるける機機機機会を保会を保会を保会を保障障障障するというするというするというするという夜夜夜夜間学間学間学間学級級級級の意の意の意の意義義義義をををを踏踏踏踏まえまえまえまえまして、学校教育まして、学校教育まして、学校教育まして、学校教育課課課課ののののウエブウエブウエブウエブページに、県ページに、県ページに、県ページに、県内公内公内公内公立中学校の立中学校の立中学校の立中学校の夜夜夜夜間学間学間学間学級級級級についてのについてのについてのについての情情情情報報報報掲載掲載掲載掲載ももももしておりますけれども、考えてまいりたいと思っております。ただ、しておりますけれども、考えてまいりたいと思っております。ただ、しておりますけれども、考えてまいりたいと思っております。ただ、しておりますけれども、考えてまいりたいと思っております。ただ、夜夜夜夜間中学校の中間中学校の中間中学校の中間中学校の中身身身身、、、、どのような方がどのような方がどのような方がどのような方が来来来来られるか、られるか、られるか、られるか、今今今今、非常に、非常に、非常に、非常に広広広広いいいい範範範範囲の方囲の方囲の方囲の方 々々々々がががが来来来来られておりますので、られておりますので、られておりますので、られておりますので、現状現状現状現状をををを見ながら見ながら見ながら見ながら検討検討検討検討をしてまいりたいと思います。をしてまいりたいと思います。をしてまいりたいと思います。をしてまいりたいと思います。○岡委員○岡委員○岡委員○岡委員 大大大大体今体今体今体今の説明でわかったのですけれども、例えば本県の中での説明でわかったのですけれども、例えば本県の中での説明でわかったのですけれども、例えば本県の中での説明でわかったのですけれども、例えば本県の中で該該該該当者は当者は当者は当者は今今今今把握把握把握把握さささされているのかしていないのか、そのれているのかしていないのか、そのれているのかしていないのか、そのれているのかしていないのか、その辺辺辺辺はどうですか。はどうですか。はどうですか。はどうですか。○大西学校教育課長○大西学校教育課長○大西学校教育課長○大西学校教育課長 中学校を中学校を中学校を中学校を卒卒卒卒業業業業された方で、もう一度ということをされた方で、もう一度ということをされた方で、もう一度ということをされた方で、もう一度ということを申申申申し出ておられるし出ておられるし出ておられるし出ておられるかについて、かについて、かについて、かについて、現在現在現在現在、県教育委員会に、県教育委員会に、県教育委員会に、県教育委員会に情情情情報は報は報は報は入入入入ってきておりません。ってきておりません。ってきておりません。ってきておりません。ひょひょひょひょっとしたら、それっとしたら、それっとしたら、それっとしたら、それぞぞぞぞれのれのれのれの市町市町市町市町村でご相談をされているかもしれませんが、村でご相談をされているかもしれませんが、村でご相談をされているかもしれませんが、村でご相談をされているかもしれませんが、今今今今のところは特にはございません。のところは特にはございません。のところは特にはございません。のところは特にはございません。○岡委員○岡委員○岡委員○岡委員 平成２７年７月に平成２７年７月に平成２７年７月に平成２７年７月に文文文文部部部部科科科科学学学学省省省省がそういうがそういうがそういうがそういう通通通通知知知知を出したということは、を出したということは、を出したということは、を出したということは、国国国国民民民民の要の要の要の要
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望望望望があるということですので、本県においても、その対応が出てきた場合には、があるということですので、本県においても、その対応が出てきた場合には、があるということですので、本県においても、その対応が出てきた場合には、があるということですので、本県においても、その対応が出てきた場合には、速や速や速や速やかにかにかにかに受受受受けけけけ入入入入れができるように、しっかりとれができるように、しっかりとれができるように、しっかりとれができるように、しっかりと研究研究研究研究しておいていただきたいし、また応しておいていただきたいし、また応しておいていただきたいし、また応しておいていただきたいし、また応援援援援をしてもをしてもをしてもをしてもらいたいと思います。らいたいと思います。らいたいと思います。らいたいと思います。それからそれからそれからそれから最最最最後後後後に、以に、以に、以に、以前前前前本会議場で、特本会議場で、特本会議場で、特本会議場で、特別支援別支援別支援別支援学校、特に大学校、特に大学校、特に大学校、特に大淀養護淀養護淀養護淀養護学校学校学校学校やややや明日明日明日明日香養護香養護香養護香養護学校学校学校学校のののの施設施設施設施設について質問しました。について質問しました。について質問しました。について質問しました。今回今回今回今回、、、、空空空空調関係の予調関係の予調関係の予調関係の予算算算算をををを組組組組んでいただいているのですけれんでいただいているのですけれんでいただいているのですけれんでいただいているのですけれども、本県における特ども、本県における特ども、本県における特ども、本県における特別支援別支援別支援別支援学校の学校の学校の学校の空空空空調関係は、調関係は、調関係は、調関係は、全全全全ての学校において、これでての学校において、これでての学校において、これでての学校において、これで解解解解決決決決するのするのするのするのかどうかかどうかかどうかかどうか確確確確認認認認させてください。させてください。させてください。させてください。○大西学校教育課長○大西学校教育課長○大西学校教育課長○大西学校教育課長 特特特特別支援別支援別支援別支援学校の学校の学校の学校の空空空空調調調調設備設備設備設備についてですが、平成２７年度までに、児についてですが、平成２７年度までに、児についてですが、平成２７年度までに、児についてですが、平成２７年度までに、児童生徒が童生徒が童生徒が童生徒が使用使用使用使用する教室のする教室のする教室のする教室の空空空空調調調調設備設備設備設備のののの設置率設置率設置率設置率１００１００１００１００％％％％にににに達達達達していないしていないしていないしていない盲盲盲盲学校、学校、学校、学校、聾聾聾聾学校、高等学校、高等学校、高等学校、高等養護養護養護養護学校、大学校、大学校、大学校、大淀養護淀養護淀養護淀養護学校につきましては、一学校につきましては、一学校につきましては、一学校につきましては、一般般般般会会会会計計計計２月２月２月２月補正補正補正補正で予で予で予で予算算算算要要要要求求求求をををを行行行行っておりましっておりましっておりましっておりまして、平成２８年度中にて、平成２８年度中にて、平成２８年度中にて、平成２８年度中に空空空空調調調調設備設備設備設備をををを設置設置設置設置しまして、児童生徒のしまして、児童生徒のしまして、児童生徒のしまして、児童生徒の使用使用使用使用する教室につきましては、する教室につきましては、する教室につきましては、する教室につきましては、特特特特別支援別支援別支援別支援学校の学校の学校の学校の空空空空調調調調設備設置率設備設置率設備設置率設備設置率を１００を１００を１００を１００％％％％にする予定です。にする予定です。にする予定です。にする予定です。○岡委員○岡委員○岡委員○岡委員 安安安安心心心心いたしました。特にいたしました。特にいたしました。特にいたしました。特に温温温温度度度度管管管管理が大理が大理が大理が大変難変難変難変難しい生徒も大しい生徒も大しい生徒も大しい生徒も大勢勢勢勢いらっしいらっしいらっしいらっしゃゃゃゃいますのいますのいますのいますので、で、で、で、ぜぜぜぜひひひひこれからもこれからもこれからもこれからも目目目目をををを配配配配っていただきたいと思います。以上、っていただきたいと思います。以上、っていただきたいと思います。以上、っていただきたいと思います。以上、終終終終わります。わります。わります。わります。○田中委員○田中委員○田中委員○田中委員 まず、まず、まず、まず、前前前前にもにもにもにも申申申申し上げているのですけれども、教職員会議、学校の会議は、し上げているのですけれども、教職員会議、学校の会議は、し上げているのですけれども、教職員会議、学校の会議は、し上げているのですけれども、教職員会議、学校の会議は、内内内内部だけではなくて部だけではなくて部だけではなくて部だけではなくて公開公開公開公開したらどうかと、したらどうかと、したらどうかと、したらどうかと、情情情情報報報報開開開開示示示示をできるようにして、そこでをできるようにして、そこでをできるようにして、そこでをできるようにして、そこで傍傍傍傍聴聴聴聴できできできできるようにしたらどうかというご意見をるようにしたらどうかというご意見をるようにしたらどうかというご意見をるようにしたらどうかというご意見を申申申申し上げております。し上げております。し上げております。し上げております。そのそのそのその申申申申し上げたことにはし上げたことにはし上げたことにはし上げたことには変変変変わりないのですが、先ほどから藤野委員のいじめの問題、生わりないのですが、先ほどから藤野委員のいじめの問題、生わりないのですが、先ほどから藤野委員のいじめの問題、生わりないのですが、先ほどから藤野委員のいじめの問題、生徒間徒間徒間徒間同同同同士士士士、、、、子子子子どもどもどもども同同同同士士士士のいじめの問題もありますが、のいじめの問題もありますが、のいじめの問題もありますが、のいじめの問題もありますが、逆逆逆逆に学校がに学校がに学校がに学校が荒荒荒荒れて、先生がいじめられて、先生がいじめられて、先生がいじめられて、先生がいじめられているというれているというれているというれているという姿姿姿姿の学の学の学の学級級級級も、ある一定の特定のところがずっとも、ある一定の特定のところがずっとも、ある一定の特定のところがずっとも、ある一定の特定のところがずっと続続続続けてそういうけてそういうけてそういうけてそういう状況状況状況状況だといだといだといだということではなしに、うことではなしに、うことではなしに、うことではなしに、時時時時には学校がには学校がには学校がには学校が変変変変わり、わり、わり、わり、時時時時には学年がには学年がには学年がには学年が変変変変わりというわりというわりというわりという形形形形で、で、で、で、時時時時 々々々々といいまといいまといいまといいますか、絶えずといいますか、県すか、絶えずといいますか、県すか、絶えずといいますか、県すか、絶えずといいますか、県内内内内にはにはにはには起起起起こっているように思います。そういう場合でも、こっているように思います。そういう場合でも、こっているように思います。そういう場合でも、こっているように思います。そういう場合でも、学校の中だけで学校の中だけで学校の中だけで学校の中だけで解解解解決決決決しようというしようというしようというしようという形形形形にしますと、先ほどご報告のありましたにしますと、先ほどご報告のありましたにしますと、先ほどご報告のありましたにしますと、先ほどご報告のありました転落転落転落転落事事事事象象象象につにつにつについてという報告になってしまうと思うのです。学校の中で何が相談されて、いてという報告になってしまうと思うのです。学校の中で何が相談されて、いてという報告になってしまうと思うのです。学校の中で何が相談されて、いてという報告になってしまうと思うのです。学校の中で何が相談されて、誰誰誰誰がではなしがではなしがではなしがではなしに、どんなことで、どういうに、どんなことで、どういうに、どんなことで、どういうに、どんなことで、どういう心心心心境になって、こういう結果が出たのだということを対境になって、こういう結果が出たのだということを対境になって、こういう結果が出たのだということを対境になって、こういう結果が出たのだということを対象象象象ににににしてしてしてして物物物物事を事を事を事を解解解解決決決決していくためには、していくためには、していくためには、していくためには、客客客客観的に何が相談されて、どういう対応がとられてい観的に何が相談されて、どういう対応がとられてい観的に何が相談されて、どういう対応がとられてい観的に何が相談されて、どういう対応がとられているのかということをるのかということをるのかということをるのかということを把握把握把握把握してくれる方してくれる方してくれる方してくれる方 々々々々が必要だと思います。が必要だと思います。が必要だと思います。が必要だと思います。学校学校学校学校評評評評議員議員議員議員やややや、学校を取り、学校を取り、学校を取り、学校を取り巻巻巻巻くさまざまなくさまざまなくさまざまなくさまざまな支援支援支援支援の方の方の方の方 々々々々がおられますが、その方がおられますが、その方がおられますが、その方がおられますが、その方 々々々々が先生が先生が先生が先生方の方の方の方の下下下下請請請請のののの状況状況状況状況ではなしに、ではなしに、ではなしに、ではなしに、客客客客観的に見て、学校のあり方についても考え方を観的に見て、学校のあり方についても考え方を観的に見て、学校のあり方についても考え方を観的に見て、学校のあり方についても考え方を述述述述べたりすべたりすべたりすべたりすることもることもることもることも可能可能可能可能だと思いますので、教職員会議もだと思いますので、教職員会議もだと思いますので、教職員会議もだと思いますので、教職員会議も積積積積極極極極的な的な的な的な姿勢姿勢姿勢姿勢でででで開開開開示示示示をされる、をされる、をされる、をされる、傍傍傍傍聴聴聴聴ができができができができ
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るという方るという方るという方るという方向性向性向性向性をををを模索模索模索模索していただきたい。していただきたい。していただきたい。していただきたい。現現現現段階段階段階段階では、そんなことを言ってでは、そんなことを言ってでは、そんなことを言ってでは、そんなことを言って現現現現場で理場で理場で理場で理解解解解ししししてもらえるのだろうかというてもらえるのだろうかというてもらえるのだろうかというてもらえるのだろうかという不不不不安安安安もあるかもわかりませんが、もあるかもわかりませんが、もあるかもわかりませんが、もあるかもわかりませんが、積積積積極極極極的に取り上げていって的に取り上げていって的に取り上げていって的に取り上げていっていただきたいと思います。おいただきたいと思います。おいただきたいと思います。おいただきたいと思います。お聞聞聞聞きしましたら、きしましたら、きしましたら、きしましたら、既既既既にそれににそれににそれににそれに近近近近いことをなさっておられるいことをなさっておられるいことをなさっておられるいことをなさっておられる地地地地方方方方自自自自治治治治体体体体もおありのようですので、もおありのようですので、もおありのようですので、もおありのようですので、全全全全く何もないところでそれをく何もないところでそれをく何もないところでそれをく何もないところでそれを始始始始めたほうがいいというめたほうがいいというめたほうがいいというめたほうがいいということをことをことをことを申申申申し上げているつもりではありません。もし何らかのお考えがあればおし上げているつもりではありません。もし何らかのお考えがあればおし上げているつもりではありません。もし何らかのお考えがあればおし上げているつもりではありません。もし何らかのお考えがあればお聞聞聞聞かせいたかせいたかせいたかせいただきたいと思います。だきたいと思います。だきたいと思います。だきたいと思います。それから、先ほど佐藤委員がお話しになりましたそれから、先ほど佐藤委員がお話しになりましたそれから、先ほど佐藤委員がお話しになりましたそれから、先ほど佐藤委員がお話しになりましたＩＣＴＩＣＴＩＣＴＩＣＴについてですけれども、これはについてですけれども、これはについてですけれども、これはについてですけれども、これは指指指指標標標標がががが示示示示されたされたされたされた段階段階段階段階で、で、で、で、控控控控室で話もさせていただきましたけれども、先ほどもご説明があ室で話もさせていただきましたけれども、先ほどもご説明があ室で話もさせていただきましたけれども、先ほどもご説明があ室で話もさせていただきましたけれども、先ほどもご説明がありました。りました。りました。りました。ＩＣＴＩＣＴＩＣＴＩＣＴをををを活用活用活用活用できる先生が７５できる先生が７５できる先生が７５できる先生が７５％％％％から８０から８０から８０から８０％％％％になったという話がございましたになったという話がございましたになったという話がございましたになったという話がございましたけれども、これは、会けれども、これは、会けれども、これは、会けれども、これは、会社社社社にににに勤勤勤勤めている方はめている方はめている方はめている方はパソコンパソコンパソコンパソコンをををを使使使使えないと、会えないと、会えないと、会えないと、会社社社社のののの勤勤勤勤務務務務ができないができないができないができないというというというという現実現実現実現実です。それで、高校生を育ててです。それで、高校生を育ててです。それで、高校生を育ててです。それで、高校生を育てて社社社社会会会会へへへへ送送送送り出していこうとする先生がり出していこうとする先生がり出していこうとする先生がり出していこうとする先生がパソコンパソコンパソコンパソコンをををを使使使使えないということは、何といったらいいのか、学校の先生が、えないということは、何といったらいいのか、学校の先生が、えないということは、何といったらいいのか、学校の先生が、えないということは、何といったらいいのか、学校の先生が、パソコンパソコンパソコンパソコンおおおお手手手手上げです上げです上げです上げですということを言っていたら、ということを言っていたら、ということを言っていたら、ということを言っていたら、子子子子どもはどもはどもはどもはパソコンパソコンパソコンパソコンをををを使使使使いこなすところまでいこなすところまでいこなすところまでいこなすところまで行行行行かない、かない、かない、かない、目目目目に見に見に見に見えていることだと思いますので、これはえていることだと思いますので、これはえていることだと思いますので、これはえていることだと思いますので、これはぜぜぜぜひひひひ１００１００１００１００％％％％にににに向向向向かってかってかってかって努力努力努力努力していただきたい。していただきたい。していただきたい。していただきたい。先生方の教育を、先生方の教育を、先生方の教育を、先生方の教育を、全全全全員が一員が一員が一員が一太太太太郎、郎、郎、郎、ワワワワーーーードやドやドやドやエクエクエクエクセルセルセルセル、そういうものはきちんと、そういうものはきちんと、そういうものはきちんと、そういうものはきちんと使使使使いこなせいこなせいこなせいこなせるところまでるところまでるところまでるところまで能能能能力力力力ををををアップアップアップアップしていただかないと中等教育にはならないと思いますので、１していただかないと中等教育にはならないと思いますので、１していただかないと中等教育にはならないと思いますので、１していただかないと中等教育にはならないと思いますので、１００００００００％％％％になるよう取りになるよう取りになるよう取りになるよう取り組組組組んでいただきたいということに対して意んでいただきたいということに対して意んでいただきたいということに対して意んでいただきたいということに対して意気気気気込込込込みみみみみみみみたいなものがあたいなものがあたいなものがあたいなものがあればおればおればおればお聞聞聞聞かせいただきたいと思います。以上２つ。かせいただきたいと思います。以上２つ。かせいただきたいと思います。以上２つ。かせいただきたいと思います。以上２つ。○吉田教育長○吉田教育長○吉田教育長○吉田教育長 職員会議に職員会議に職員会議に職員会議に評評評評議員など外部の方を議員など外部の方を議員など外部の方を議員など外部の方を入入入入れることによって、れることによって、れることによって、れることによって、情情情情報報報報公開公開公開公開も含めて、も含めて、も含めて、も含めて、隠蔽隠蔽隠蔽隠蔽、、、、閉閉閉閉鎖鎖鎖鎖的な的な的な的な体体体体質から質から質から質から開開開開放放放放的な的な的な的な体体体体質に質に質に質に変変変変わっていくということは当然のことですので、わっていくということは当然のことですので、わっていくということは当然のことですので、わっていくということは当然のことですので、県立学校の校長会長とも話をしながら、県立学校の校長会長とも話をしながら、県立学校の校長会長とも話をしながら、県立学校の校長会長とも話をしながら、全全全全ててててオオオオーーーープンプンプンプンにということはできなくても、関係にということはできなくても、関係にということはできなくても、関係にということはできなくても、関係者を職員会議で者を職員会議で者を職員会議で者を職員会議で入入入入れていくようなことを県立学校の中でれていくようなことを県立学校の中でれていくようなことを県立学校の中でれていくようなことを県立学校の中で模索模索模索模索をしているところです。をしているところです。をしているところです。をしているところです。片片片片ややややココココミミミミュニティュニティュニティュニティ・・・・ススススククククーーーールルルルという学校という学校という学校という学校運運運運営営営営協協協協議会という議会という議会という議会という組組組組織織織織をつくって、これはをつくって、これはをつくって、これはをつくって、これは完完完完全全全全に学校に学校に学校に学校運運運運営営営営にかかわって、外部の人が一にかかわって、外部の人が一にかかわって、外部の人が一にかかわって、外部の人が一緒緒緒緒にににに入入入入って、職員会議以上のって、職員会議以上のって、職員会議以上のって、職員会議以上の協協協協議会を議会を議会を議会を持持持持ってってってってややややるというるというるというるという制制制制度も、例えば度も、例えば度も、例えば度も、例えば今今今今、、、、葛城葛城葛城葛城市市市市でしたら、でしたら、でしたら、でしたら、全全全全ての小学校でての小学校でての小学校でての小学校でココココミミミミュニティュニティュニティュニティ・・・・ススススククククーーーールルルルというものというものというものというものにして、委員がおっしにして、委員がおっしにして、委員がおっしにして、委員がおっしゃゃゃゃるような職員会議とも違った一るような職員会議とも違った一るような職員会議とも違った一るような職員会議とも違った一歩歩歩歩進進進進んだんだんだんだ形形形形の学校の学校の学校の学校運運運運営営営営もされておもされておもされておもされております。平成２８年８月に学校ります。平成２８年８月に学校ります。平成２８年８月に学校ります。平成２８年８月に学校ココココミミミミュニティュニティュニティュニティ・・・・ススススククククーーーールルルルのののの全国全国全国全国大会を奈良県で大会を奈良県で大会を奈良県で大会を奈良県で開開開開催催催催するこするこするこすることにしておりますので、そういった方とにしておりますので、そういった方とにしておりますので、そういった方とにしておりますので、そういった方向性向性向性向性はははは今今今今後後後後もももも進進進進めていきたいと思っているところでめていきたいと思っているところでめていきたいと思っているところでめていきたいと思っているところです。す。す。す。それから、教員のそれから、教員のそれから、教員のそれから、教員のＩＣＴ活用ＩＣＴ活用ＩＣＴ活用ＩＣＴ活用能能能能力力力力を高める、１００を高める、１００を高める、１００を高める、１００％％％％をををを目指目指目指目指す、これは当然のことだとす、これは当然のことだとす、これは当然のことだとす、これは当然のことだと
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思っておりますので、しっかり思っておりますので、しっかり思っておりますので、しっかり思っておりますので、しっかり目指目指目指目指してしてしてして頑張頑張頑張頑張っていきたいと思っております。っていきたいと思っております。っていきたいと思っております。っていきたいと思っております。○田中委員○田中委員○田中委員○田中委員 佐藤委員がおっし佐藤委員がおっし佐藤委員がおっし佐藤委員がおっしゃゃゃゃっていたのは、っていたのは、っていたのは、っていたのは、使用率使用率使用率使用率、教育の、教育の、教育の、教育の時時時時間の中で、どれだけ間の中で、どれだけ間の中で、どれだけ間の中で、どれだけココココンンンンピピピピュュュューーーータタタターをーをーをーを使使使使ってってってって授授授授業業業業がががが行行行行われているかという部分で、かなりわれているかという部分で、かなりわれているかという部分で、かなりわれているかという部分で、かなり程程程程度が度が度が度が低低低低いということいということいということいということだったと思います。ですから、１００だったと思います。ですから、１００だったと思います。ですから、１００だったと思います。ですから、１００％目指％目指％目指％目指して、教員のして、教員のして、教員のして、教員の資資資資質を高めていただいて、そし質を高めていただいて、そし質を高めていただいて、そし質を高めていただいて、そして、よりて、よりて、よりて、より具具具具体体体体的にその的にその的にその的にそのププププロロロログラグラグラグラムムムムの中での中での中での中で指指指指示示示示を出していただきたいと思いますので、まずを出していただきたいと思いますので、まずを出していただきたいと思いますので、まずを出していただきたいと思いますので、まず答答答答えをいただけるならありがたい。えをいただけるならありがたい。えをいただけるならありがたい。えをいただけるならありがたい。それからもう一つ、一それからもう一つ、一それからもう一つ、一それからもう一つ、一般般般般質問の中で、発質問の中で、発質問の中で、発質問の中で、発達障達障達障達障害害害害児の児の児の児の療療療療育問題をまた取り上げていきたい育問題をまた取り上げていきたい育問題をまた取り上げていきたい育問題をまた取り上げていきたいと思います。特に小学校はかなり一生と思います。特に小学校はかなり一生と思います。特に小学校はかなり一生と思います。特に小学校はかなり一生懸命懸命懸命懸命取り取り取り取り組組組組んでいただいていますし、んでいただいていますし、んでいただいていますし、んでいただいていますし、充実充実充実充実しているしているしているしているように思えるのですけれども、ように思えるのですけれども、ように思えるのですけれども、ように思えるのですけれども、就就就就学学学学前前前前のののの療療療療育問題について、育問題について、育問題について、育問題について、ぜぜぜぜひ充実ひ充実ひ充実ひ充実するようにお取りするようにお取りするようにお取りするようにお取り組組組組みみみみいただきたいということを、先に要いただきたいということを、先に要いただきたいということを、先に要いただきたいということを、先に要望望望望としてとしてとしてとして申申申申し上げておきます。質問はまた一し上げておきます。質問はまた一し上げておきます。質問はまた一し上げておきます。質問はまた一般般般般質問質問質問質問の中での中での中での中で申申申申し上げます。以上です。し上げます。以上です。し上げます。以上です。し上げます。以上です。○吉田教育長○吉田教育長○吉田教育長○吉田教育長 教員の教員の教員の教員の指導力指導力指導力指導力を高めるを高めるを高めるを高める努力努力努力努力はしてまいりたいと思いますけれども、はしてまいりたいと思いますけれども、はしてまいりたいと思いますけれども、はしてまいりたいと思いますけれども、授授授授業業業業のののの中で、中で、中で、中で、実際実際実際実際にどのようににどのようににどのようににどのように活用活用活用活用されるかというと、これはまたされるかというと、これはまたされるかというと、これはまたされるかというと、これはまた市町市町市町市町村の村の村の村のハハハハーーーード整備ド整備ド整備ド整備に環境のに環境のに環境のに環境の違いがあると。違いがあると。違いがあると。違いがあると。初任初任初任初任者と者と者と者と懇懇懇懇談する談する談する談する機機機機会を会を会を会を持持持持っているのですが、っているのですが、っているのですが、っているのですが、市町市町市町市町村によって、２０年村によって、２０年村によって、２０年村によって、２０年前前前前ののののハハハハーーーード整備ド整備ド整備ド整備のままであるということを新のままであるということを新のままであるということを新のままであるということを新規規規規採採採採用用用用職員が言ったりすることもありますので、職員が言ったりすることもありますので、職員が言ったりすることもありますので、職員が言ったりすることもありますので、ハハハハーーーードドドドのののの整備整備整備整備をしっかりをしっかりをしっかりをしっかり市町市町市町市町村のほうで、村のほうで、村のほうで、村のほうで、逆逆逆逆ににににへへへへきききき地地地地は結は結は結は結構構構構、、、、へへへへきききき地地地地教育のほうで教育のほうで教育のほうで教育のほうで充実充実充実充実ははははしておりますので、しておりますので、しておりますので、しておりますので、ハハハハーーーード整備ド整備ド整備ド整備をををを市町市町市町市町村にずっと村にずっと村にずっと村にずっと伝伝伝伝えていくことも大事かと思っておりまえていくことも大事かと思っておりまえていくことも大事かと思っておりまえていくことも大事かと思っております。す。す。す。○田中委員○田中委員○田中委員○田中委員 へへへへきききき地地地地教育のことをおっし教育のことをおっし教育のことをおっし教育のことをおっしゃゃゃゃったので、あわせて、ったので、あわせて、ったので、あわせて、ったので、あわせて、決決決決してしてしてしてへへへへきききき地地地地教育が教育が教育が教育が劣劣劣劣っっっっているということではないとているということではないとているということではないとているということではないと認認認認識しているということだけ識しているということだけ識しているということだけ識しているということだけ申申申申し上げて、質問をし上げて、質問をし上げて、質問をし上げて、質問を終終終終わります。わります。わります。わります。○宮本副委員長○宮本副委員長○宮本副委員長○宮本副委員長 ６６６６点聞点聞点聞点聞きたいと思います。きたいと思います。きたいと思います。きたいと思います。まず１まず１まず１まず１点点点点は、は、は、は、今今今今般般般般出ております奈良県出ております奈良県出ております奈良県出ております奈良県犯罪犯罪犯罪犯罪被害被害被害被害者等者等者等者等支援支援支援支援条条条条例について１例について１例について１例について１点点点点だけおだけおだけおだけお聞聞聞聞きしきしきしきしたいのですが、たいのですが、たいのですが、たいのですが、条条条条例案の第１０例案の第１０例案の第１０例案の第１０条条条条、、、、財政財政財政財政上の上の上の上の措措措措置置置置ということで書かれておりますということで書かれておりますということで書かれておりますということで書かれております。。。。「平成「平成「平成「平成２８年度一２８年度一２８年度一２８年度一般般般般会会会会計計計計特特特特別別別別会会会会計計計計予予予予算算算算案の案の案の案の概概概概要・平成２７年度一要・平成２７年度一要・平成２７年度一要・平成２７年度一般般般般会会会会計計計計２月２月２月２月補正補正補正補正予予予予算算算算案の案の案の案の概概概概要」要」要」要」の１４８ページ、の１４８ページ、の１４８ページ、の１４８ページ、犯罪犯罪犯罪犯罪被害被害被害被害者者者者支援支援支援支援対対対対策策策策事事事事業業業業で、で、で、で、前前前前年度１１０年度１１０年度１１０年度１１０万万万万円円円円に対しまして、に対しまして、に対しまして、に対しまして、今回今回今回今回は３は３は３は３１０１０１０１０万万万万円円円円ということで、ということで、ということで、ということで、パンパンパンパンフフフフレットレットレットレット、、、、ポスタポスタポスタポスターのーのーのーの作作作作成、あるいは成、あるいは成、あるいは成、あるいは臨床臨床臨床臨床心心心心理理理理士士士士の相談対応、の相談対応、の相談対応、の相談対応、主主主主にににに犯罪犯罪犯罪犯罪被害被害被害被害者者者者支援センタ支援センタ支援センタ支援センターがーがーがーが実施実施実施実施する事する事する事する事業業業業をををを補補補補助助助助するということでした。するということでした。するということでした。するということでした。数数数数年年年年前前前前に平に平に平に平群群群群町町町町で、で、で、で、社社社社会教育の会教育の会教育の会教育の講講講講演演演演会で話をお会で話をお会で話をお会で話をお伺伺伺伺いしてから非常に関いしてから非常に関いしてから非常に関いしてから非常に関心心心心をををを持持持持って見ておって見ておって見ておって見ておりまして、りまして、りまして、りまして、今回今回今回今回条条条条例例例例化化化化ということで非常にということで非常にということで非常にということで非常に喜喜喜喜んでいるのですが、んでいるのですが、んでいるのですが、んでいるのですが、今今今今後後後後多く多く多く多く啓啓啓啓発をしていく発をしていく発をしていく発をしていくということと、この事ということと、この事ということと、この事ということと、この事業業業業にかかわっていただく人をにかかわっていただく人をにかかわっていただく人をにかかわっていただく人をふやふやふやふやすことが大事だと思いますので、すことが大事だと思いますので、すことが大事だと思いますので、すことが大事だと思いますので、



---- 11115555 ----

そのそのそのその点点点点でででで具具具具体体体体的にどういった取り的にどういった取り的にどういった取り的にどういった取り組み組み組み組みをなされるのか、をなされるのか、をなされるのか、をなされるのか、継続性継続性継続性継続性をををを持持持持たせるということで、たせるということで、たせるということで、たせるということで、どういうことを考えているかをおどういうことを考えているかをおどういうことを考えているかをおどういうことを考えているかをお聞聞聞聞きしたいと思うのですが、このきしたいと思うのですが、このきしたいと思うのですが、このきしたいと思うのですが、この点点点点いかがでしいかがでしいかがでしいかがでしょょょょうか。うか。うか。うか。○久森人権施策課長○久森人権施策課長○久森人権施策課長○久森人権施策課長 犯罪犯罪犯罪犯罪被害被害被害被害者者者者支援支援支援支援条条条条例につきましてのお尋ねでございます。例につきましてのお尋ねでございます。例につきましてのお尋ねでございます。例につきましてのお尋ねでございます。委員がお委員がお委員がお委員がお述述述述べのように、べのように、べのように、べのように、今回今回今回今回の奈良県の奈良県の奈良県の奈良県犯罪犯罪犯罪犯罪被害被害被害被害者者者者支援支援支援支援条条条条例を例を例を例を制制制制定するに当たり、定するに当たり、定するに当たり、定するに当たり、犯罪犯罪犯罪犯罪被被被被害害害害者の方者の方者の方者の方 々々々々のいろいろなのいろいろなのいろいろなのいろいろな状況状況状況状況につきまして、県につきまして、県につきまして、県につきまして、県民民民民の方の方の方の方 々々々々にそういったにそういったにそういったにそういった状況状況状況状況をよくをよくをよくをよく知知知知っていっていっていっていただく、そして理ただく、そして理ただく、そして理ただく、そして理解解解解していただくということが一つの大きなしていただくということが一つの大きなしていただくということが一つの大きなしていただくということが一つの大きな狙狙狙狙いでございまして、そういいでございまして、そういいでございまして、そういいでございまして、そういう意う意う意う意味味味味では、これまでからも県では、これまでからも県では、これまでからも県では、これまでからも県民民民民の方の方の方の方 々々々々にににに啓啓啓啓発をしてまいりましたけれども、発をしてまいりましたけれども、発をしてまいりましたけれども、発をしてまいりましたけれども、今今今今後後後後、、、、条条条条例例例例制制制制定を定を定を定を機機機機に、さらにに、さらにに、さらにに、さらに啓啓啓啓発に発に発に発に努努努努めたいと思います。例えば１１月にはめたいと思います。例えば１１月にはめたいと思います。例えば１１月にはめたいと思います。例えば１１月には犯罪犯罪犯罪犯罪被害被害被害被害者者者者週週週週間がござ間がござ間がござ間がございまして、これまでから県いまして、これまでから県いまして、これまでから県いまして、これまでから県民民民民の集いをの集いをの集いをの集いを毎毎毎毎年年年年ややややってまいりましたが、こちらのほうもさらにってまいりましたが、こちらのほうもさらにってまいりましたが、こちらのほうもさらにってまいりましたが、こちらのほうもさらに充実充実充実充実をしながら、をしながら、をしながら、をしながら、啓啓啓啓発もしてまいりたいと思います。その発もしてまいりたいと思います。その発もしてまいりたいと思います。その発もしてまいりたいと思います。その際際際際に、こういったに、こういったに、こういったに、こういったポスタポスタポスタポスター、あー、あー、あー、あるいはるいはるいはるいはパンパンパンパンフフフフレットレットレットレット等をつくりまして、等をつくりまして、等をつくりまして、等をつくりまして、啓啓啓啓発に発に発に発に努努努努めてまいりたいと思います。めてまいりたいと思います。めてまいりたいと思います。めてまいりたいと思います。また、また、また、また、犯罪犯罪犯罪犯罪被害被害被害被害者の方者の方者の方者の方 々々々々が、このが、このが、このが、この条条条条例の例の例の例の制制制制定を定を定を定を機機機機に、県がそういったに、県がそういったに、県がそういったに、県がそういった姿勢姿勢姿勢姿勢を明を明を明を明確確確確にするにするにするにすることによりまして、これまで相談されていない方ことによりまして、これまで相談されていない方ことによりまして、これまで相談されていない方ことによりまして、これまで相談されていない方 々々々々につきましても、相談をされる方がにつきましても、相談をされる方がにつきましても、相談をされる方がにつきましても、相談をされる方がふふふふえてくると思います。そういった方えてくると思います。そういった方えてくると思います。そういった方えてくると思います。そういった方 々々々々に対してに対してに対してに対して支援支援支援支援される、される、される、される、支援支援支援支援員の方と員の方と員の方と員の方と呼呼呼呼んでいるのでんでいるのでんでいるのでんでいるのですが、すが、すが、すが、ボボボボラララランティアンティアンティアンティアの方でして、例えばの方でして、例えばの方でして、例えばの方でして、例えば主主主主婦婦婦婦の方、あるいはの方、あるいはの方、あるいはの方、あるいはリタイアリタイアリタイアリタイアされた方がされた方がされた方がされた方が主主主主になっになっになっになっておられるのですが、そういった方ておられるのですが、そういった方ておられるのですが、そういった方ておられるのですが、そういった方 々々々々をををを養養養養成する成する成する成する講講講講座座座座を、奈良を、奈良を、奈良を、奈良犯罪犯罪犯罪犯罪被害被害被害被害者者者者支援センタ支援センタ支援センタ支援センターなーなーなーなどでどでどでどで開開開開催催催催しております。県としましてはそのしております。県としましてはそのしております。県としましてはそのしております。県としましてはその講講講講座開座開座開座開催催催催のののの補補補補助助助助をさせていただいて、をさせていただいて、をさせていただいて、をさせていただいて、支援支援支援支援員員員員のののの養養養養成に成に成に成に貢献貢献貢献貢献させていただきたい、そういったさせていただきたい、そういったさせていただきたい、そういったさせていただきたい、そういった形形形形で、で、で、で、支援支援支援支援員の方員の方員の方員の方 々々々々のののの養養養養成も非常に大事だ成も非常に大事だ成も非常に大事だ成も非常に大事だということで取りということで取りということで取りということで取り組組組組んでまいりたいと考えております。以上です。んでまいりたいと考えております。以上です。んでまいりたいと考えております。以上です。んでまいりたいと考えております。以上です。○宮本副委員長○宮本副委員長○宮本副委員長○宮本副委員長 地地地地元元元元の平の平の平の平群群群群町町町町でも、１１月１７日に、でも、１１月１７日に、でも、１１月１７日に、でも、１１月１７日に、連続連続連続連続してしてしてして子子子子どもがどもがどもがどもが犠牲犠牲犠牲犠牲になる事になる事になる事になる事故故故故やややや事事事事件件件件がががが続続続続いたということで、この日をいたということで、この日をいたということで、この日をいたということで、この日を町町町町民民民民の集会の日として定の集会の日として定の集会の日として定の集会の日として定着着着着させたことで、相当させたことで、相当させたことで、相当させたことで、相当町町町町民民民民の中で１１月１７日はの中で１１月１７日はの中で１１月１７日はの中で１１月１７日は命命命命のののの重重重重みみみみを考える日だと定を考える日だと定を考える日だと定を考える日だと定着着着着をしたことがありますので、をしたことがありますので、をしたことがありますので、をしたことがありますので、ぜぜぜぜひひひひここここれがれがれがれが実実実実ることを願っております。ることを願っております。ることを願っております。ることを願っております。次に、２次に、２次に、２次に、２点目点目点目点目、、、、御御御御所所所所市市市市のののの産産産産業業業業廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物処処処処分場における２年分場における２年分場における２年分場における２年連続連続連続連続の火の火の火の火災災災災についてについてについてについて廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物対対対対策策策策課課課課におにおにおにお聞聞聞聞きしたいのですが、１月２３日のきしたいのですが、１月２３日のきしたいのですが、１月２３日のきしたいのですが、１月２３日の未未未未明に、明に、明に、明に、御御御御所所所所市市市市のののの産廃処産廃処産廃処産廃処分場で大分場で大分場で大分場で大規規規規模模模模な火な火な火な火災災災災がががが発生しました。４日間発生しました。４日間発生しました。４日間発生しました。４日間燃燃燃燃ええええ続続続続けて、けて、けて、けて、私私私私たちも２月１６日にたちも２月１６日にたちも２月１６日にたちも２月１６日に現地現地現地現地を調査しましたが、を調査しましたが、を調査しましたが、を調査しましたが、消消消消防出防出防出防出動動動動車両車両車両車両がががが延延延延べ１００べ１００べ１００べ１００台台台台と、それからと、それからと、それからと、それから消消消消防防防防署署署署員の出員の出員の出員の出動動動動はははは延延延延べ３０８名、２月１６日べ３０８名、２月１６日べ３０８名、２月１６日べ３０８名、２月１６日時時時時点点点点でおでおでおでお聞聞聞聞きしまして、きしまして、きしまして、きしまして、三三三三重重重重県の防県の防県の防県の防災ヘ災ヘ災ヘ災ヘリリリリが出が出が出が出動動動動して、５５０して、５５０して、５５０して、５５０リットルリットルリットルリットルのののの水水水水を１５を１５を１５を１５回回回回にわたってにわたってにわたってにわたって放放放放水水水水するということがあって、するということがあって、するということがあって、するということがあって、テレテレテレテレビビビビやややや新新新新聞聞聞聞でもでもでもでも衝撃衝撃衝撃衝撃的に報的に報的に報的に報道道道道されました。されました。されました。されました。２月１６日の２月１６日の２月１６日の２月１６日の時時時時点点点点ですから、ですから、ですから、ですから、私私私私どもがどもがどもがどもが行行行行ったのは、火ったのは、火ったのは、火ったのは、火災災災災から３から３から３から３週週週週間以上たっていたわけ間以上たっていたわけ間以上たっていたわけ間以上たっていたわけ
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ですが、それでもですが、それでもですが、それでもですが、それでも現現現現場に場に場に場に到到到到着着着着しますと、しますと、しますと、しますと、鼻鼻鼻鼻をつくようなをつくようなをつくようなをつくような化化化化学学学学刺激臭刺激臭刺激臭刺激臭が立ちが立ちが立ちが立ち込込込込めていまして、めていまして、めていまして、めていまして、ところどころでところどころでところどころでところどころで水水水水蒸蒸蒸蒸気気気気が上がっており、が上がっており、が上がっており、が上がっており、重重重重機機機機でででで作作作作業業業業がががが行行行行われていると。われていると。われていると。われていると。廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物もうずたかもうずたかもうずたかもうずたかくくくく積積積積まれておりまして、まれておりまして、まれておりまして、まれておりまして、圧迫圧迫圧迫圧迫感感感感をををを感感感感じました。じました。じました。じました。消消消消防防防防署署署署で話をで話をで話をで話を伺伺伺伺いますと、このいますと、このいますと、このいますと、この消消消消火火火火活動活動活動活動がががが大大大大変困難変困難変困難変困難をきわめて、相当なをきわめて、相当なをきわめて、相当なをきわめて、相当な苦労苦労苦労苦労があったということで、例えばがあったということで、例えばがあったということで、例えばがあったということで、例えば廃廃廃廃ププププララララススススチチチチッッッッククククから出るから出るから出るから出る有有有有毒ガ毒ガ毒ガ毒ガススススがあったり、があったり、があったり、があったり、放水放水放水放水しますと次しますと次しますと次しますと次 々々々々とととと崩崩崩崩れていきますから、れていきますから、れていきますから、れていきますから、足足足足場が場が場が場が危危危危険険険険だということだということだということだということです。また、です。また、です。また、です。また、水水水水をかけるとをかけるとをかけるとをかけると固固固固まってしまうという特まってしまうという特まってしまうという特まってしまうという特性性性性をををを持持持持ったったったった廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物ですので、ですので、ですので、ですので、幾幾幾幾らららら放水放水放水放水しても火しても火しても火しても火元元元元にににに水水水水がががが浸透浸透浸透浸透しないということで、４日間しないということで、４日間しないということで、４日間しないということで、４日間燃燃燃燃ええええ続続続続け、けが人を出さずにけ、けが人を出さずにけ、けが人を出さずにけ、けが人を出さずに鎮鎮鎮鎮火でき火でき火でき火できたのは、本当に日ごろのたのは、本当に日ごろのたのは、本当に日ごろのたのは、本当に日ごろの署署署署員の員の員の員の皆皆皆皆さんのさんのさんのさんの鍛錬鍛錬鍛錬鍛錬のたまものだと思いました。のたまものだと思いました。のたまものだと思いました。のたまものだと思いました。そこでおそこでおそこでおそこでお聞聞聞聞きしたいのが、この火きしたいのが、この火きしたいのが、この火きしたいのが、この火災災災災が発生したが発生したが発生したが発生した原因原因原因原因に、どのようにに、どのようにに、どのようにに、どのようにアプアプアプアプロロロローーーーチチチチしようとしようとしようとしようとされているのか、また、されているのか、また、されているのか、また、されているのか、また、同施設同施設同施設同施設では、２０１４年１２月１８日にも、では、２０１４年１２月１８日にも、では、２０１４年１２月１８日にも、では、２０１４年１２月１８日にも、同様同様同様同様の火の火の火の火災災災災が発生しが発生しが発生しが発生しているのです。そのときは、火ているのです。そのときは、火ているのです。そのときは、火ているのです。そのときは、火災災災災発生から１９日発生から１９日発生から１９日発生から１９日後後後後にににに埋埋埋埋め立てが再め立てが再め立てが再め立てが再開開開開されているわけですされているわけですされているわけですされているわけですが、１年１が、１年１が、１年１が、１年１カカカカ月たたないうちにまた月たたないうちにまた月たたないうちにまた月たたないうちにまた今回今回今回今回の火の火の火の火災災災災がががが起起起起こっているということですので、こここっているということですので、こここっているということですので、こここっているということですので、ここはははは慎慎慎慎重重重重に対応される必要があると思うのですが、そのに対応される必要があると思うのですが、そのに対応される必要があると思うのですが、そのに対応される必要があると思うのですが、その点点点点どう考えているのかおどう考えているのかおどう考えているのかおどう考えているのかお聞聞聞聞きしたいきしたいきしたいきしたいと思います。と思います。と思います。と思います。○西井廃棄物対策課長○西井廃棄物対策課長○西井廃棄物対策課長○西井廃棄物対策課長 御御御御所所所所市市市市小小小小林林林林にございますにございますにございますにございます産産産産業業業業廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物処処処処分場の火分場の火分場の火分場の火災災災災におけます県のにおけます県のにおけます県のにおけます県の対応等についてお対応等についてお対応等についてお対応等についてお答答答答えします。えします。えします。えします。平成２６年１２月、平成２８年１月と平成２６年１２月、平成２８年１月と平成２６年１２月、平成２８年１月と平成２６年１２月、平成２８年１月と約約約約１年の間に、１年の間に、１年の間に、１年の間に、同同同同じじじじ産産産産業業業業廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物処処処処分場で火分場で火分場で火分場で火災災災災が発が発が発が発生したことはまことに生したことはまことに生したことはまことに生したことはまことに遺憾遺憾遺憾遺憾なことであり、県としては火なことであり、県としては火なことであり、県としては火なことであり、県としては火災災災災発生の当日から発生の当日から発生の当日から発生の当日から毎毎毎毎日日日日現現現現場に出場に出場に出場に出向向向向き、き、き、き、業業業業者に対して当者に対して当者に対して当者に対して当面面面面のののの処処処処置置置置をををを指導指導指導指導するとともに、そのするとともに、そのするとともに、そのするとともに、その後後後後のののの経経経経過過過過の中で、の中で、の中で、の中で、業業業業者から事者から事者から事者から事情情情情をををを聴聴聴聴取してきているところです。取してきているところです。取してきているところです。取してきているところです。県といたしましては、およそ１年の間に２県といたしましては、およそ１年の間に２県といたしましては、およそ１年の間に２県といたしましては、およそ１年の間に２回回回回の火の火の火の火災災災災が発生したことをが発生したことをが発生したことをが発生したことを重重重重くくくく受受受受けとめておけとめておけとめておけとめており、り、り、り、業業業業者に対して者に対して者に対して者に対して現地現地現地現地調査等の必要な調査を調査等の必要な調査を調査等の必要な調査を調査等の必要な調査を行行行行うことによりうことによりうことによりうことにより原因原因原因原因をををを究究究究明し報告するよう明し報告するよう明し報告するよう明し報告するよう求求求求めているところであり、これらのめているところであり、これらのめているところであり、これらのめているところであり、これらの状況状況状況状況等を等を等を等を踏踏踏踏まえ、まえ、まえ、まえ、検証検証検証検証してまいるしてまいるしてまいるしてまいる所所所所存存存存です。です。です。です。火火火火災災災災の発生は、直ちにの発生は、直ちにの発生は、直ちにの発生は、直ちに廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物処処処処理理理理法法法法違違違違反反反反とはならないものの、とはならないものの、とはならないものの、とはならないものの、法法法法のののの維維維維持持持持管管管管理基理基理基理基準準準準では、では、では、では、火火火火災災災災発生を防止するために必要な発生を防止するために必要な発生を防止するために必要な発生を防止するために必要な措措措措置置置置をををを講講講講ずるとともに、ずるとともに、ずるとともに、ずるとともに、消消消消火火火火器器器器その他のその他のその他のその他の消消消消火火火火設備設備設備設備をををを備備備備ええええておくこととされていることからも、県としてはておくこととされていることからも、県としてはておくこととされていることからも、県としてはておくこととされていることからも、県としては業業業業者に対して者に対して者に対して者に対して厳厳厳厳しくしくしくしく指導指導指導指導しているところしているところしているところしているところです。です。です。です。業業業業者からは、県の者からは、県の者からは、県の者からは、県の指導指導指導指導にににに従従従従うとともに、うとともに、うとともに、うとともに、みみみみずからずからずからずから専門専門専門専門家の意見を取り家の意見を取り家の意見を取り家の意見を取り入入入入れて、れて、れて、れて、改改改改善善善善策策策策をををを検討検討検討検討、、、、実施実施実施実施するするするする旨旨旨旨をををを確確確確認認認認しております。しております。しております。しております。まず、１年まず、１年まず、１年まず、１年前前前前の平成２６年の火の平成２６年の火の平成２６年の火の平成２６年の火災災災災発生に発生に発生に発生に際際際際しては、しては、しては、しては、鎮鎮鎮鎮火し、火し、火し、火し、現現現現場が場が場が場が安安安安定するまでの間、定するまでの間、定するまでの間、定するまでの間、平成２６年１２月１８日から平成２７年１月５日までの１９日間、平成２６年１２月１８日から平成２７年１月５日までの１９日間、平成２６年１２月１８日から平成２７年１月５日までの１９日間、平成２６年１２月１８日から平成２７年１月５日までの１９日間、業業業業者に対して者に対して者に対して者に対して搬搬搬搬入入入入をををを自自自自
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粛粛粛粛させるとともに、させるとともに、させるとともに、させるとともに、燃燃燃燃ええええ殻殻殻殻のののの適適適適正正正正処処処処理理理理やややや覆土量覆土量覆土量覆土量のののの増増増増、、、、毎毎毎毎月の月の月の月の水水水水質質質質検検検検査の結果を６査の結果を６査の結果を６査の結果を６カカカカ月間、月間、月間、月間、県に報告することなどを県に報告することなどを県に報告することなどを県に報告することなどを内内内内容容容容とするとするとするとする改改改改善善善善計計計計画画画画書を提出させるなどの書を提出させるなどの書を提出させるなどの書を提出させるなどの措措措措置置置置をををを講講講講じさせてきてじさせてきてじさせてきてじさせてきており、県はそのおり、県はそのおり、県はそのおり、県はその実施実施実施実施をその都度、をその都度、をその都度、をその都度、確確確確認認認認してきました。してきました。してきました。してきました。今回今回今回今回の平成２８年１月の火の平成２８年１月の火の平成２８年１月の火の平成２８年１月の火災災災災にににに際際際際しては、出火当日の平成２８年１月２３日しては、出火当日の平成２８年１月２３日しては、出火当日の平成２８年１月２３日しては、出火当日の平成２８年１月２３日午午午午前前前前１０１０１０１０時時時時ごろに、当ごろに、当ごろに、当ごろに、当廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物対対対対策課策課策課策課職員が職員が職員が職員が現現現現場に出場に出場に出場に出向向向向き、き、き、き、業業業業者に対し、まず事者に対し、まず事者に対し、まず事者に対し、まず事態態態態をををを鎮静鎮静鎮静鎮静化化化化させること、させること、させること、させること、安安安安全全全全がががが確確確確認認認認できるまでできるまでできるまでできるまで廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物のののの搬搬搬搬入入入入をををを自自自自粛粛粛粛すること、すること、すること、すること、毎毎毎毎日日日日現現現現場の場の場の場の状況状況状況状況を県に報告するととを県に報告するととを県に報告するととを県に報告するとともに、もに、もに、もに、状況状況状況状況にににに変化変化変化変化があったがあったがあったがあった際際際際にはにはにはには即時即時即時即時報告することを当報告することを当報告することを当報告することを当面面面面のののの措措措措置置置置としてとしてとしてとして文文文文書により書により書により書により行行行行政政政政指指指指導導導導をををを行行行行ったところです。ったところです。ったところです。ったところです。なお、そのなお、そのなお、そのなお、その後後後後のののの状況状況状況状況については、については、については、については、廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物対対対対策課策課策課策課または景観・環境または景観・環境または景観・環境または景観・環境総総総総合合合合センタセンタセンタセンターの職員がーの職員がーの職員がーの職員が毎毎毎毎日日日日継続継続継続継続してしてしてして現現現現場場場場監監監監視視視視をををを行行行行い、い、い、い、現状現状現状現状のののの確確確確認認認認をををを続続続続けております。けております。けております。けております。県は県は県は県は今今今今後後後後、、、、現地現地現地現地のののの状況や状況や状況や状況や、、、、業業業業者から提出される者から提出される者から提出される者から提出される改改改改善善善善計計計計画画画画書が書が書が書が妥妥妥妥当であるかどうかについ当であるかどうかについ当であるかどうかについ当であるかどうかについて、て、て、て、専門専門専門専門家にも意見を家にも意見を家にも意見を家にも意見を求求求求めた上でめた上でめた上でめた上で判判判判断断断断し、そのし、そのし、そのし、その内内内内容容容容がががが不不不不十十十十分と分と分と分と判判判判断断断断した場合には、さらなした場合には、さらなした場合には、さらなした場合には、さらなるるるる改改改改善善善善をををを求求求求めることとしております。以上です。めることとしております。以上です。めることとしております。以上です。めることとしております。以上です。○宮本副委員長○宮本副委員長○宮本副委員長○宮本副委員長 現現現現場を見て非常に場を見て非常に場を見て非常に場を見て非常に驚驚驚驚いたのですが、いたのですが、いたのですが、いたのですが、誰誰誰誰でもでもでもでも入入入入れるようなすき間がいっれるようなすき間がいっれるようなすき間がいっれるようなすき間がいっぱぱぱぱいありまして、これはいありまして、これはいありまして、これはいありまして、これは放放放放火をしようと思ったらいつでもできるではないかという火をしようと思ったらいつでもできるではないかという火をしようと思ったらいつでもできるではないかという火をしようと思ったらいつでもできるではないかという印印印印象象象象をををを最最最最初初初初にににに受受受受けました。けました。けました。けました。そこで、そこで、そこで、そこで、総総総総務省務省務省務省消消消消防防防防庁庁庁庁が定めていますが定めていますが定めていますが定めています廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物処処処処理理理理施設施設施設施設の火の火の火の火災災災災対対対対策検討策検討策検討策検討報告書を報告書を報告書を報告書を拝拝拝拝見しま見しま見しま見しますと、すと、すと、すと、屋屋屋屋外外外外型処型処型処型処理理理理施設施設施設施設の場合に、火の場合に、火の場合に、火の場合に、火災災災災危危危危険険険険性性性性が高いが高いが高いが高い物物物物品品品品の分の分の分の分別や別や別や別や選選選選別別別別、出火防止対、出火防止対、出火防止対、出火防止対策策策策はもはもはもはもちろんのこと、防火対ちろんのこと、防火対ちろんのこと、防火対ちろんのこと、防火対策策策策もももも万万万万全全全全をををを期期期期するようにするようにするようにするように指導指導指導指導するするするする内内内内容容容容として定められています。そとして定められています。そとして定められています。そとして定められています。そういうものにういうものにういうものにういうものに照照照照らして、らして、らして、らして、今回今回今回今回のののの現現現現場が果たして場が果たして場が果たして場が果たして妥妥妥妥当な対応をしていたのかと。１年当な対応をしていたのかと。１年当な対応をしていたのかと。１年当な対応をしていたのかと。１年前前前前に火に火に火に火災災災災をををを起起起起こしておきながら、そういった対こしておきながら、そういった対こしておきながら、そういった対こしておきながら、そういった対策策策策がとられていなかったのではないかという疑問がとられていなかったのではないかという疑問がとられていなかったのではないかという疑問がとられていなかったのではないかという疑問をををを持持持持ったわけですが、その１年ったわけですが、その１年ったわけですが、その１年ったわけですが、その１年前前前前の火の火の火の火災災災災からからからから後後後後、どういう、どういう、どういう、どういう指導指導指導指導をされたのかということををされたのかということををされたのかということををされたのかということを再度再度再度再度振振振振りりりり返返返返っていただきたいと思うのです。っていただきたいと思うのです。っていただきたいと思うのです。っていただきたいと思うのです。現現現現場を見に場を見に場を見に場を見に行行行行きましたら、きましたら、きましたら、きましたら、幾幾幾幾らでも人が出らでも人が出らでも人が出らでも人が出入入入入りできるではないかというりできるではないかというりできるではないかというりできるではないかという状況状況状況状況もありましもありましもありましもありました。た。た。た。放放放放火対火対火対火対策や策や策や策や出火防止対出火防止対出火防止対出火防止対策策策策はきちんとなされていたのかというはきちんとなされていたのかというはきちんとなされていたのかというはきちんとなされていたのかという点点点点はどうですか。はどうですか。はどうですか。はどうですか。○西井廃棄物対策課長○西井廃棄物対策課長○西井廃棄物対策課長○西井廃棄物対策課長 消消消消防防防防庁庁庁庁の関係の関係の関係の関係性性性性はははは答答答答えられないのですけれども、ただ、先ほどえられないのですけれども、ただ、先ほどえられないのですけれども、ただ、先ほどえられないのですけれども、ただ、先ほど申申申申しましたように、しましたように、しましたように、しましたように、法法法法のののの維維維維持持持持管管管管理基理基理基理基準準準準はございますので、その中に、火はございますので、その中に、火はございますので、その中に、火はございますので、その中に、火災災災災発生を防止するた発生を防止するた発生を防止するた発生を防止するために必要なめに必要なめに必要なめに必要な措措措措置置置置をををを講講講講ずるとともに、ずるとともに、ずるとともに、ずるとともに、消消消消火火火火器器器器その他のその他のその他のその他の消消消消火火火火設備設備設備設備をををを備備備備えておくことというえておくことというえておくことというえておくことという規規規規定定定定がございます。これに基がございます。これに基がございます。これに基がございます。これに基づづづづいて、いて、いて、いて、実実実実は１年は１年は１年は１年前前前前の平成２６年１２月以の平成２６年１２月以の平成２６年１２月以の平成２６年１２月以前前前前について、ずっとについて、ずっとについて、ずっとについて、ずっと監監監監視視視視をををを続続続続けておりますので、そのけておりますので、そのけておりますので、そのけておりますので、その際際際際は、は、は、は、処処処処分場の東分場の東分場の東分場の東側側側側にににに現現現現場事場事場事場事務務務務所所所所がございます。そのがございます。そのがございます。そのがございます。その現現現現場場場場
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事事事事務務務務所所所所にににに消消消消火火火火器器器器があるというのはがあるというのはがあるというのはがあるというのは確確確確認認認認しております。それから、平成２６年１２月の出火しております。それから、平成２６年１２月の出火しております。それから、平成２６年１２月の出火しております。それから、平成２６年１２月の出火以以以以降降降降ですけれども、さらにですけれども、さらにですけれども、さらにですけれども、さらに散散散散水水水水車車車車を１を１を１を１台台台台常常常常備備備備させているということで、防火させているということで、防火させているということで、防火させているということで、防火設備設備設備設備のののの充実充実充実充実をををを業業業業者としては者としては者としては者としては実施実施実施実施しておりました。以上です。しておりました。以上です。しておりました。以上です。しておりました。以上です。○桝田景観・環境局次長○桝田景観・環境局次長○桝田景観・環境局次長○桝田景観・環境局次長 少しだけ少しだけ少しだけ少しだけ補補補補足足足足しておきます。しておきます。しておきます。しておきます。消消消消防防防防庁庁庁庁のののの通通通通達達達達は、もちろん詳しくは、もちろん詳しくは、もちろん詳しくは、もちろん詳しく読読読読みみみみますけれども、ますけれども、ますけれども、ますけれども、産産産産業業業業廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物処処処処理理理理施設施設施設施設の場合は、中の場合は、中の場合は、中の場合は、中間の間の間の間の処処処処理理理理施設施設施設施設、あるいは、あるいは、あるいは、あるいは最最最最終終終終のののの埋埋埋埋め立てるめ立てるめ立てるめ立てる処処処処分分分分施設施設施設施設というというというという類型類型類型類型がございます。がございます。がございます。がございます。今回今回今回今回火火火火災災災災がががが起起起起きたのはきたのはきたのはきたのは最最最最終終終終のののの埋埋埋埋め立てめ立てめ立てめ立て処処処処分場です。分場です。分場です。分場です。最最最最終終終終のののの埋埋埋埋め立てめ立てめ立てめ立て処処処処分場というのは、分場というのは、分場というのは、分場というのは、安安安安定定定定型型型型、、、、管管管管理理理理型型型型とありますが、とありますが、とありますが、とありますが、マニマニマニマニフフフフェェェェストストストストによってによってによってによって持持持持ちちちち込込込込まれたまれたまれたまれた荷荷荷荷物物物物がそのままがそのままがそのままがそのまま埋埋埋埋め立てめ立てめ立てめ立て処処処処分される分される分される分されるものでありまして、ものでありまして、ものでありまして、ものでありまして、通通通通常、常、常、常、展開検展開検展開検展開検査ということを査ということを査ということを査ということをややややられますけれども、分られますけれども、分られますけれども、分られますけれども、分別別別別というというというという行為行為行為行為はははは伴伴伴伴っておりません。それが１っておりません。それが１っておりません。それが１っておりません。それが１点点点点です。です。です。です。それと、囲いの話があると思いますが、それと、囲いの話があると思いますが、それと、囲いの話があると思いますが、それと、囲いの話があると思いますが、今回今回今回今回、、、、業業業業者に者に者に者に厳厳厳厳しくしくしくしく指導指導指導指導しようと思っておりましようと思っておりましようと思っておりましようと思っております。１す。１す。１す。１点点点点、火、火、火、火災災災災防止のための囲いという考え方もあるでし防止のための囲いという考え方もあるでし防止のための囲いという考え方もあるでし防止のための囲いという考え方もあるでしょょょょうけれども、うけれども、うけれども、うけれども、最最最最終終終終処処処処分場の場分場の場分場の場分場の場合、あるいは合、あるいは合、あるいは合、あるいは産産産産業業業業廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物の中間の中間の中間の中間処処処処理理理理施設施設施設施設の場合は、外のもののの場合は、外のもののの場合は、外のもののの場合は、外のものの安安安安全全全全をををを確確確確保する保する保する保する目目目目的のため的のため的のため的のためにも囲いをしなくてはいけないということがあります。そういうにも囲いをしなくてはいけないということがあります。そういうにも囲いをしなくてはいけないということがあります。そういうにも囲いをしなくてはいけないということがあります。そういう規規規規定がありますので、そ定がありますので、そ定がありますので、そ定がありますので、それはまさにれはまさにれはまさにれはまさに維維維維持持持持管管管管理基理基理基理基準準準準、、、、施設施設施設施設基基基基準準準準の中にありますので、そういった観の中にありますので、そういった観の中にありますので、そういった観の中にありますので、そういった観点点点点でででで指導指導指導指導していきしていきしていきしていきたいと思っております。たいと思っております。たいと思っております。たいと思っております。○宮本副委員長○宮本副委員長○宮本副委員長○宮本副委員長 今回現地今回現地今回現地今回現地にににに行行行行っていろいろおっていろいろおっていろいろおっていろいろお聞聞聞聞きしますと、火きしますと、火きしますと、火きしますと、火災災災災発生発生発生発生前前前前からも、からも、からも、からも、刺激臭刺激臭刺激臭刺激臭やややや、景観、景観、景観、景観やややや汚汚汚汚水水水水に対するに対するに対するに対する苦苦苦苦情情情情がががが寄寄寄寄せられているということもおせられているということもおせられているということもおせられているということもお聞聞聞聞きしておりますので、先きしておりますので、先きしておりますので、先きしておりますので、先ほど景観・環境局次長がおっしほど景観・環境局次長がおっしほど景観・環境局次長がおっしほど景観・環境局次長がおっしゃゃゃゃっていたような囲いに対するっていたような囲いに対するっていたような囲いに対するっていたような囲いに対する指導指導指導指導は、は、は、は、ぜぜぜぜひひひひともともともとも徹底徹底徹底徹底してしてしてしていただきたいと思います。いただきたいと思います。いただきたいと思います。いただきたいと思います。次に、次に、次に、次に、スポスポスポスポーーーーツ振興課ツ振興課ツ振興課ツ振興課長にお長にお長にお長にお聞聞聞聞きしたいのですが、きしたいのですが、きしたいのですが、きしたいのですが、アイススアイススアイススアイススケケケケーーーートトトトの問題についてです。の問題についてです。の問題についてです。の問題についてです。アイススアイススアイススアイススケケケケーーーートトトトは、このは、このは、このは、この時時時時期期期期、、、、国国国国民民民民にもにもにもにも広広広広く人く人く人く人気気気気のあるのあるのあるのあるスポスポスポスポーーーーツツツツでありまして、でありまして、でありまして、でありまして、ＮＮＮＮＨＫＨＫＨＫＨＫのののの調査によりますと、野調査によりますと、野調査によりますと、野調査によりますと、野球球球球やサッカやサッカやサッカやサッカーとーとーとーと並並並並んで、んで、んで、んで、テレテレテレテレビビビビでよくでよくでよくでよく視聴視聴視聴視聴されるされるされるされるスポスポスポスポーーーーツツツツの上の上の上の上位位位位ににににラララランンンンキキキキンンンングされています。特にフグされています。特にフグされています。特にフグされています。特にフィィィィギギギギュアスュアスュアスュアスケケケケーーーートトトト選選選選手手手手ががががオオオオリンリンリンリンピピピピッッッッククククでででで活活活活躍躍躍躍するというするというするというするということから、ことから、ことから、ことから、子子子子どもたちにも人どもたちにも人どもたちにも人どもたちにも人気気気気のあるのあるのあるのあるスポスポスポスポーーーーツツツツの一つだと思います。ただ、の一つだと思います。ただ、の一つだと思います。ただ、の一つだと思います。ただ、残残残残念念念念なことに、なことに、なことに、なことに、本県では、本県では、本県では、本県では、通通通通年年年年営営営営業業業業していたしていたしていたしていたスポスポスポスポーーーーツセンタツセンタツセンタツセンター、ラー、ラー、ラー、ライイイイオオオオンスンスンスンスケケケケーーーートリントリントリントリンククククがががが橿原橿原橿原橿原市市市市にござにござにござにございましたが、１９９８年３月にいましたが、１９９８年３月にいましたが、１９９８年３月にいましたが、１９９８年３月に閉閉閉閉鎖鎖鎖鎖されました。これにされました。これにされました。これにされました。これに続続続続いて、いて、いて、いて、冬冬冬冬ののののみみみみ営営営営業業業業していたあしていたあしていたあしていたあややややめめめめ池遊園池遊園池遊園池遊園地地地地が２００４年、奈良が２００４年、奈良が２００４年、奈良が２００４年、奈良ドリドリドリドリーーーームムムムラララランドンドンドンドが２００６年と、次が２００６年と、次が２００６年と、次が２００６年と、次 々々々々ととととススススケケケケーーーートリントリントリントリンククククがががが閉閉閉閉鎖鎖鎖鎖されまして、以されまして、以されまして、以されまして、以来来来来、県、県、県、県内内内内ににににアイススアイススアイススアイススケケケケーーーートトトトができる場ができる場ができる場ができる場所所所所がなくなっております。がなくなっております。がなくなっております。がなくなっております。現在現在現在現在、奈良県、奈良県、奈良県、奈良県民民民民ののののススススケケケケーーーータタタターたちはどこにーたちはどこにーたちはどこにーたちはどこに行行行行っているかといいますと、多くは、大阪っているかといいますと、多くは、大阪っているかといいますと、多くは、大阪っているかといいますと、多くは、大阪府府府府
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柏原柏原柏原柏原市市市市にありますにありますにありますにありますアアアアククククアアアアピピピピアアアア・・・・アイスアリアイスアリアイスアリアイスアリーーーーナナナナにににに行行行行ってってってって利利利利用用用用されていまして、されていまして、されていまして、されていまして、同アリ同アリ同アリ同アリーーーーナナナナの関係者にの関係者にの関係者にの関係者に聞聞聞聞きますと、このきますと、このきますと、このきますと、この施設施設施設施設が奈良県が奈良県が奈良県が奈良県民民民民にににに送送送送付付付付している案している案している案している案内内内内はがき、はがき、はがき、はがき、入入入入場割場割場割場割引チケ引チケ引チケ引チケッッッットトトトつきのはがきが８つきのはがきが８つきのはがきが８つきのはがきが８，，，，００００００００００００枚枚枚枚にににに達達達達していると。これはしていると。これはしていると。これはしていると。これは利利利利用用用用者の者の者の者の約約約約２分の１に当たるとい２分の１に当たるとい２分の１に当たるとい２分の１に当たるということで、うことで、うことで、うことで、アイスアリアイスアリアイスアリアイスアリーーーーナナナナのののの様子様子様子様子を、おとといの日を、おとといの日を、おとといの日を、おとといの日曜曜曜曜日、見に日、見に日、見に日、見に行行行行かせてもらいましたが、かせてもらいましたが、かせてもらいましたが、かせてもらいましたが、とまっているとまっているとまっているとまっている車車車車の大の大の大の大体体体体３分の１は奈良３分の１は奈良３分の１は奈良３分の１は奈良ナンナンナンナンババババーのーのーのーの車車車車でした。だから、でした。だから、でした。だから、でした。だから、利利利利用用用用者の２分の１は者の２分の１は者の２分の１は者の２分の１は奈良県奈良県奈良県奈良県民民民民というのはそうなんだろうと思いました。というのはそうなんだろうと思いました。というのはそうなんだろうと思いました。というのはそうなんだろうと思いました。ところが、このところが、このところが、このところが、このススススケケケケーーーートリントリントリントリンククククも、も、も、も、経経経経営営営営方針方針方針方針変更変更変更変更で、で、で、で、今今今今月月月月末末末末でででで閉閉閉閉館館館館ということになってということになってということになってということになっていまして、奈良県いまして、奈良県いまして、奈良県いまして、奈良県在在在在住住住住のののの子子子子どもたちどもたちどもたちどもたちやスやスやスやスケケケケーーーート愛ト愛ト愛ト愛好好好好家の家の家の家の受受受受けけけけ入入入入れ場れ場れ場れ場所所所所がががが求求求求められているとめられているとめられているとめられているということです。本県のいうことです。本県のいうことです。本県のいうことです。本県のスポスポスポスポーーーーツ推進計ツ推進計ツ推進計ツ推進計画画画画でも、でも、でも、でも、誰誰誰誰もがいつでももがいつでももがいつでももがいつでも楽楽楽楽しめるしめるしめるしめるスポスポスポスポーーーーツツツツ、、、、スポスポスポスポーーーーツツツツ環境の環境の環境の環境の整備整備整備整備、、、、地域地域地域地域でででで楽楽楽楽ししししむスポむスポむスポむスポーーーーツツツツのののの推進推進推進推進、そして、、そして、、そして、、そして、憧憧憧憧れ、れ、れ、れ、感動感動感動感動を生を生を生を生むスポむスポむスポむスポーーーーツツツツのののの推進推進推進推進と４つの基本と４つの基本と４つの基本と４つの基本戦略戦略戦略戦略がががが掲掲掲掲げられていますので、げられていますので、げられていますので、げられていますので、広広広広く県く県く県く県民民民民がががが利利利利用用用用できるできるできるできるアイススアイススアイススアイススケケケケーーーートリントリントリントリンククククをどこかにをどこかにをどこかにをどこかに設置設置設置設置していくことが、本県のしていくことが、本県のしていくことが、本県のしていくことが、本県のスポスポスポスポーーーーツ推進計ツ推進計ツ推進計ツ推進計画画画画のののの精神精神精神精神にも合にも合にも合にも合致致致致するように思いするように思いするように思いするように思います。ます。ます。ます。折折折折しも、２０２０年には東京しも、２０２０年には東京しも、２０２０年には東京しも、２０２０年には東京オオオオリンリンリンリンピピピピッッッッククククがががが開開開開催催催催されますが、２０１８年のされますが、２０１８年のされますが、２０１８年のされますが、２０１８年の冬季冬季冬季冬季オオオオリンリンリンリンピピピピッッッッククククはははは韓韓韓韓国国国国の平の平の平の平昌昌昌昌でででで行行行行われる、２０２２年のわれる、２０２２年のわれる、２０２２年のわれる、２０２２年の冬季冬季冬季冬季オオオオリンリンリンリンピピピピッッッッククククは中は中は中は中国国国国のののの北北北北京ということ京ということ京ということ京ということで、で、で、で、アアアアジジジジアアアアでででで開開開開催催催催されることから、されることから、されることから、されることから、アイススアイススアイススアイススケケケケーーーートトトトの人の人の人の人気気気気も高まるのではないかと思いまも高まるのではないかと思いまも高まるのではないかと思いまも高まるのではないかと思いますので、本県において、すので、本県において、すので、本県において、すので、本県において、ススススケケケケーーーートリントリントリントリンククククをををを設置設置設置設置する見する見する見する見通通通通しについてどのように考えておらしについてどのように考えておらしについてどのように考えておらしについてどのように考えておられるのか、れるのか、れるのか、れるのか、スポスポスポスポーーーーツ振興課ツ振興課ツ振興課ツ振興課長の考えを長の考えを長の考えを長の考えを聞聞聞聞いておきたいと思います。いておきたいと思います。いておきたいと思います。いておきたいと思います。○村上スポーツ振興課長○村上スポーツ振興課長○村上スポーツ振興課長○村上スポーツ振興課長 現在現在現在現在、県、県、県、県内内内内にいろいろなにいろいろなにいろいろなにいろいろな競競競競技技技技団団団団体体体体がございまして、いろいろながございまして、いろいろながございまして、いろいろながございまして、いろいろな県県県県内施設内施設内施設内施設、県外の、県外の、県外の、県外の施設施設施設施設も含めて、それを調も含めて、それを調も含めて、それを調も含めて、それを調整整整整しながら、必要な大会しながら、必要な大会しながら、必要な大会しながら、必要な大会やややや練習練習練習練習に取りに取りに取りに取り組組組組まれてまれてまれてまれているいるいるいる状況状況状況状況にございます。副委員長のごにございます。副委員長のごにございます。副委員長のごにございます。副委員長のご指指指指摘摘摘摘のように、特に本県にのように、特に本県にのように、特に本県にのように、特に本県に施設施設施設施設がないようながないようながないようながないようなマリンマリンマリンマリンスポスポスポスポーーーーツツツツ、、、、ススススケケケケーーーートトトト、、、、ススススキキキキー、こういったものについては県外でのー、こういったものについては県外でのー、こういったものについては県外でのー、こういったものについては県外での練習練習練習練習がががが余儀余儀余儀余儀なくされてなくされてなくされてなくされているいるいるいる状況状況状況状況にあるということはにあるということはにあるということはにあるということは認認認認識いたしております。識いたしております。識いたしております。識いたしております。特に特に特に特にススススケケケケーーーートトトトにつきましては、１０年につきましては、１０年につきましては、１０年につきましては、１０年前前前前に県に県に県に県内内内内ののののリンリンリンリンククククがなくなって、がなくなって、がなくなって、がなくなって、隣隣隣隣接接接接地地地地の大阪の大阪の大阪の大阪府府府府柏原柏原柏原柏原市市市市にございますにございますにございますにございますアアアアククククアアアアピピピピアアアア・・・・アイスアリアイスアリアイスアリアイスアリーーーーナナナナが、この２月が、この２月が、この２月が、この２月末末末末でででで閉閉閉閉館館館館されるということされるということされるということされるということもももも聞聞聞聞きききき及及及及んでおります。ほかに、んでおります。ほかに、んでおります。ほかに、んでおります。ほかに、近近近近くにどこがあるかといいますと、大阪くにどこがあるかといいますと、大阪くにどこがあるかといいますと、大阪くにどこがあるかといいますと、大阪市内市内市内市内ですけれどですけれどですけれどですけれども、も、も、も、浪浪浪浪速スポ速スポ速スポ速スポーーーーツセンタツセンタツセンタツセンターーーーやややや大阪大阪大阪大阪ププププーーーールルルル、それと、それと、それと、それと門門門門真真真真市市市市にありますなにありますなにありますなにありますなみみみみははははやドやドやドやドーーーームムムム、こう、こう、こう、こういったところがいったところがいったところがいったところが近近近近くにはあるのですが、奈良県との県境というわけにはいかないので、ごくにはあるのですが、奈良県との県境というわけにはいかないので、ごくにはあるのですが、奈良県との県境というわけにはいかないので、ごくにはあるのですが、奈良県との県境というわけにはいかないので、ご不不不不便便便便な思いをおかけすることになるということはな思いをおかけすることになるということはな思いをおかけすることになるということはな思いをおかけすることになるということは認認認認識しているところです。識しているところです。識しているところです。識しているところです。本県では本県では本県では本県ではススススケケケケーーーートリントリントリントリンククククだけではなく、ほかのだけではなく、ほかのだけではなく、ほかのだけではなく、ほかのスポスポスポスポーーーーツ施設ツ施設ツ施設ツ施設も含めて、かなりも含めて、かなりも含めて、かなりも含めて、かなり老朽老朽老朽老朽化化化化しししし
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ているものもございます。新たなているものもございます。新たなているものもございます。新たなているものもございます。新たな施設施設施設施設のののの整備整備整備整備ということになりますと、県ということになりますと、県ということになりますと、県ということになりますと、県全体全体全体全体ののののスポスポスポスポーーーーツツツツ施設施設施設施設のののの配置配置配置配置なり、なり、なり、なり、今今今今後後後後のののの整備計整備計整備計整備計画画画画をををを総総総総合的に合的に合的に合的に勘勘勘勘案して、中長案して、中長案して、中長案して、中長期期期期的な的な的な的な視視視視点点点点から、これからから、これからから、これからから、これから検検検検討討討討していきたいと考えているところです。していきたいと考えているところです。していきたいと考えているところです。していきたいと考えているところです。○宮本副委員長○宮本副委員長○宮本副委員長○宮本副委員長 奈良県奈良県奈良県奈良県ススススケケケケーーーート連ト連ト連ト連盟盟盟盟のののの皆皆皆皆さんが、いろいろさんが、いろいろさんが、いろいろさんが、いろいろ熱熱熱熱心心心心に調べておられまして、に調べておられまして、に調べておられまして、に調べておられまして、近近近近畿圏畿圏畿圏畿圏内内内内ののののススススケケケケーーーートリントリントリントリンククククのののの配置地図配置地図配置地図配置地図をいただきました。これを見ますと、大阪をいただきました。これを見ますと、大阪をいただきました。これを見ますと、大阪をいただきました。これを見ますと、大阪府府府府の東部の東部の東部の東部から京都から京都から京都から京都府府府府のののの南南南南部が部が部が部がぽぽぽぽっかりとあいているのです。大阪っかりとあいているのです。大阪っかりとあいているのです。大阪っかりとあいているのです。大阪府府府府のののの西西西西部部部部やややや、、、、兵庫兵庫兵庫兵庫県の東部まで県の東部まで県の東部まで県の東部まで行行行行くとくとくとくと幾幾幾幾つかあるということですから、つかあるということですから、つかあるということですから、つかあるということですから、逆逆逆逆に言いますと、奈良県にに言いますと、奈良県にに言いますと、奈良県にに言いますと、奈良県にススススケケケケーーーートリントリントリントリンククククをつくれをつくれをつくれをつくれば、大阪ば、大阪ば、大阪ば、大阪府府府府あるいは京都あるいは京都あるいは京都あるいは京都府府府府からもからもからもからも利利利利用用用用が見が見が見が見込込込込めると思います。めると思います。めると思います。めると思います。フフフファァァァシリティシリティシリティシリティーーーーママママネネネネジジジジメメメメントントントントで、県立高校をで、県立高校をで、県立高校をで、県立高校を統廃統廃統廃統廃合した合した合した合した後後後後の校の校の校の校舎舎舎舎のののの跡跡跡跡地地地地のののの利利利利用状況用状況用状況用状況をををを聞聞聞聞きますと、例えばきますと、例えばきますと、例えばきますと、例えば志貴志貴志貴志貴高校の高校の高校の高校の跡跡跡跡地地地地にフにフにフにフットサルットサルットサルットサルのののの施設施設施設施設をつくって奈良県をつくって奈良県をつくって奈良県をつくって奈良県サッカサッカサッカサッカーーーー協協協協会に定会に定会に定会に定期期期期借借借借地地地地権権権権でででで土土土土地地地地をををを貸貸貸貸して、して、して、して、建物建物建物建物をををを建建建建てていただいててていただいててていただいててていただいて利利利利用用用用されているということもありますされているということもありますされているということもありますされているということもありますので、そういうこともので、そういうこともので、そういうこともので、そういうこともぜぜぜぜひひひひ視視視視野に野に野に野に置置置置いていていていて検討検討検討検討をしていただきたいと思うのですが、この問をしていただきたいと思うのですが、この問をしていただきたいと思うのですが、この問をしていただきたいと思うのですが、この問題について、くらし創造部長の題について、くらし創造部長の題について、くらし創造部長の題について、くらし創造部長の所所所所感感感感をををを聞聞聞聞いておきたいと思うのですが、いかがでしいておきたいと思うのですが、いかがでしいておきたいと思うのですが、いかがでしいておきたいと思うのですが、いかがでしょょょょうか。うか。うか。うか。○中くらし創造部長兼景観・環境局長○中くらし創造部長兼景観・環境局長○中くらし創造部長兼景観・環境局長○中くらし創造部長兼景観・環境局長 先ほど先ほど先ほど先ほどスポスポスポスポーーーーツ振興課ツ振興課ツ振興課ツ振興課長が長が長が長が申申申申し上げたとおり、県し上げたとおり、県し上げたとおり、県し上げたとおり、県内内内内ののののスポスポスポスポーーーーツツツツ環境にはいろいろな環境にはいろいろな環境にはいろいろな環境にはいろいろな課課課課題もございます。そういったものも題もございます。そういったものも題もございます。そういったものも題もございます。そういったものも重重重重点点点点的に考えてい的に考えてい的に考えてい的に考えていく必要があると思っておりますし、宮本副委員長がおっしく必要があると思っておりますし、宮本副委員長がおっしく必要があると思っておりますし、宮本副委員長がおっしく必要があると思っておりますし、宮本副委員長がおっしゃゃゃゃった一つの例をった一つの例をった一つの例をった一つの例を挙挙挙挙げて、例えげて、例えげて、例えげて、例えばばばばサッカサッカサッカサッカーのフーのフーのフーのフットサルットサルットサルットサルは、もともとその団は、もともとその団は、もともとその団は、もともとその団体体体体で取りで取りで取りで取り組組組組もうという考え方で、団もうという考え方で、団もうという考え方で、団もうという考え方で、団体自身体自身体自身体自身ももももそのそのそのその財財財財源源源源をををを確確確確保しながら保しながら保しながら保しながら運運運運営営営営をしていくということで、をしていくということで、をしていくということで、をしていくということで、今今今今、県のいろいろな高校、県のいろいろな高校、県のいろいろな高校、県のいろいろな高校跡跡跡跡地地地地とかとかとかとかをををを活用活用活用活用しながらしながらしながらしながらややややっておられると。っておられると。っておられると。っておられると。それそれそれそれぞぞぞぞれれれれアイススアイススアイススアイススケケケケーーーートトトトをををを行行行行っておられる団っておられる団っておられる団っておられる団体体体体が、それだけのが、それだけのが、それだけのが、それだけの財財財財力力力力なりなりなりなり財財財財源源源源をををを持持持持ってってってって確確確確保できるのかというような問題も、いろいろな問題が多分この保できるのかというような問題も、いろいろな問題が多分この保できるのかというような問題も、いろいろな問題が多分この保できるのかというような問題も、いろいろな問題が多分この解解解解決決決決にはかかわっていくかにはかかわっていくかにはかかわっていくかにはかかわっていくかと思っております。そういった意と思っております。そういった意と思っております。そういった意と思っております。そういった意味味味味では、県としても、例えば他では、県としても、例えば他では、県としても、例えば他では、県としても、例えば他府府府府県における県における県における県におけるアイスアリアイスアリアイスアリアイスアリーーーーナナナナのののの状況状況状況状況がどういうがどういうがどういうがどういう形形形形でででで動動動動いているのか、そういったものもしっかりといているのか、そういったものもしっかりといているのか、そういったものもしっかりといているのか、そういったものもしっかりと情情情情報報報報収収収収集もして集もして集もして集もしていって、いって、いって、いって、幅幅幅幅広広広広いいいい視視視視点点点点から考えていく必要があるとから考えていく必要があるとから考えていく必要があるとから考えていく必要があると認認認認識しておるところです。以上です。識しておるところです。以上です。識しておるところです。以上です。識しておるところです。以上です。○宮本副委員長○宮本副委員長○宮本副委員長○宮本副委員長 全国各地全国各地全国各地全国各地には、には、には、には、アイススアイススアイススアイススケケケケーーーートリントリントリントリンククククをををを設置設置設置設置する会する会する会する会社社社社がががが幾幾幾幾つかありましつかありましつかありましつかありまして、て、て、て、公設公設公設公設民営民営民営民営、あるいは、あるいは、あるいは、あるいは民民民民設設設設民営民営民営民営というというというという形形形形でうまくでうまくでうまくでうまく経経経経営営営営されているところもあるとされているところもあるとされているところもあるとされているところもあると聞聞聞聞いていていていてます。また、ます。また、ます。また、ます。また、ススススケケケケーーーート連ト連ト連ト連盟盟盟盟の中で、奈良県の中で、奈良県の中で、奈良県の中で、奈良県在在在在住住住住の方の方の方の方 々々々々が非常にが非常にが非常にが非常に熱熱熱熱心心心心に、に、に、に、ススススケケケケーーーートトトト教室に教室に教室に教室にボボボボラララランティアンティアンティアンティアでででで携携携携わっておられますけれども、わっておられますけれども、わっておられますけれども、わっておられますけれども、ススススケケケケーーーートトトトにににに興味興味興味興味をををを持持持持ってもらえるってもらえるってもらえるってもらえる子子子子どもたちどもたちどもたちどもたちををををふやふやふやふやそうと、そうと、そうと、そうと、子子子子どもどもどもども向向向向けの教室をけの教室をけの教室をけの教室を展開展開展開展開しようという相談もされているということですのしようという相談もされているということですのしようという相談もされているということですのしようという相談もされているということですので、で、で、で、ぜぜぜぜひひひひ県でそういう取り県でそういう取り県でそういう取り県でそういう取り組み組み組み組みをををを支援支援支援支援していただいて、奈良県のしていただいて、奈良県のしていただいて、奈良県のしていただいて、奈良県の子子子子どもたちがどもたちがどもたちがどもたちがアイススアイススアイススアイススケケケケ
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ーーーートトトトにににに興味興味興味興味をををを持持持持った場合に、きちんとった場合に、きちんとった場合に、きちんとった場合に、きちんと練習練習練習練習もできて、もできて、もできて、もできて、才才才才能能能能もももも伸伸伸伸ばせるような環境をばせるような環境をばせるような環境をばせるような環境を整整整整えてえてえてえていただきたいということをいただきたいということをいただきたいということをいただきたいということを申申申申し上げて、次にし上げて、次にし上げて、次にし上げて、次に行行行行きたいと思います。きたいと思います。きたいと思います。きたいと思います。同同同同じようにじようにじようにじようにスポスポスポスポーーーーツツツツの話になるのですが、県の話になるのですが、県の話になるのですが、県の話になるのですが、県内内内内のののの公公公公立高校の立高校の立高校の立高校のププププーーーールルルルの話が先ほどありまの話が先ほどありまの話が先ほどありまの話が先ほどありました。した。した。した。障障障障害害害害者者者者水泳水泳水泳水泳のののの国際国際国際国際大会で大大会で大大会で大大会で大活活活活躍躍躍躍をされている高校生が、をされている高校生が、をされている高校生が、をされている高校生が、水泳水泳水泳水泳部で部で部で部で頑張頑張頑張頑張っているのだっているのだっているのだっているのだけれども、学校のけれども、学校のけれども、学校のけれども、学校のププププーーーールルルルがががが故故故故障障障障中で中で中で中で使使使使えないというえないというえないというえないという声声声声をををを聞聞聞聞きました。そのきました。そのきました。そのきました。その選選選選手手手手は、は、は、は、昨昨昨昨年６年６年６年６月に月に月に月に開開開開催催催催されたされたされたされた競競競競泳泳泳泳の県高校の県高校の県高校の県高校選選選選手手手手権権権権、、、、女女女女子子子子８００８００８００８００メメメメーーーートル自トル自トル自トル自由由由由形形形形にも出場した高田高校のにも出場した高田高校のにも出場した高田高校のにも出場した高田高校の生徒です。生徒です。生徒です。生徒です。私私私私も中学、高校とも中学、高校とも中学、高校とも中学、高校と水泳水泳水泳水泳部でしたので、関部でしたので、関部でしたので、関部でしたので、関心心心心をををを持持持持って見ましたが、生まれつきって見ましたが、生まれつきって見ましたが、生まれつきって見ましたが、生まれつき両両両両足足足足のののの膝膝膝膝からからからから下下下下がないというがないというがないというがないという障障障障害害害害がありながら、上半がありながら、上半がありながら、上半がありながら、上半身身身身をフをフをフをフルルルルにににに使使使使ったったったった力力力力強強強強いいいい泳ぎ泳ぎ泳ぎ泳ぎでででで健健健健常者常者常者常者とととと渡渡渡渡り合って県大会に出場したというり合って県大会に出場したというり合って県大会に出場したというり合って県大会に出場したという記記記記事を見まして、非常にすばらしい事を見まして、非常にすばらしい事を見まして、非常にすばらしい事を見まして、非常にすばらしい選選選選手手手手だと思いまだと思いまだと思いまだと思いました。した。した。した。２０１３年の２０１３年の２０１３年の２０１３年のアアアアジジジジアアアアユユユユーーーースパスパスパスパララララ競競競競技技技技大会、大会、大会、大会、障障障障害害害害者の者の者の者のアアアアジジジジアアアアの大会での大会での大会での大会で金メ金メ金メ金メダダダダルルルルを３を３を３を３個個個個とっとっとっとったと。２０１４年のたと。２０１４年のたと。２０１４年のたと。２０１４年の韓韓韓韓国国国国でででで行行行行われたわれたわれたわれたアアアアジジジジパパパパラ大会でラ大会でラ大会でラ大会で銅銅銅銅メメメメダダダダルルルル２２２２個個個個ということで２０１６年ということで２０１６年ということで２０１６年ということで２０１６年４月からは大学に４月からは大学に４月からは大学に４月からは大学に進進進進学されて、９月の学されて、９月の学されて、９月の学されて、９月のリリリリオオオオデデデデジジジジャャャャネネネネイイイイロロロロののののパパパパララララリンリンリンリンピピピピッッッッククククへへへへの出場をの出場をの出場をの出場を目指目指目指目指すということですが、すということですが、すということですが、すということですが、ププププーーーールルルルがががが使使使使えないとえないとえないとえないと聞聞聞聞いて非常にいて非常にいて非常にいて非常に残残残残念念念念だと思って、学校をだと思って、学校をだと思って、学校をだと思って、学校を訪訪訪訪れてれてれてれて伺伺伺伺いました。そうしたら、いました。そうしたら、いました。そうしたら、いました。そうしたら、同同同同校には校には校には校には水泳水泳水泳水泳部があって、部があって、部があって、部があって、約約約約３０人の部員がいらっし３０人の部員がいらっし３０人の部員がいらっし３０人の部員がいらっしゃゃゃゃると。けると。けると。けると。けれども、れども、れども、れども、ププププーーーールルルルがががが使使使使えないために、えないために、えないために、えないために、近近近近くのくのくのくの公公公公立中学校の立中学校の立中学校の立中学校のププププーーーールルルルをををを借借借借りて、それも、中学校りて、それも、中学校りて、それも、中学校りて、それも、中学校ののののププププーーーールルルルはははは授授授授業業業業をしないときにはをしないときにはをしないときにはをしないときには水水水水をををを抜抜抜抜きますので、きますので、きますので、きますので、夏夏夏夏、、、、盆盆盆盆までの間にある学校をまでの間にある学校をまでの間にある学校をまでの間にある学校を借借借借りるりるりるりると。と。と。と。盆盆盆盆以以以以降降降降はははは秋秋秋秋まで、また違う学校をまで、また違う学校をまで、また違う学校をまで、また違う学校を借借借借りるというりるというりるというりるというふふふふうにうにうにうに苦労苦労苦労苦労してしてしてして練習練習練習練習をををを確確確確保してきたそ保してきたそ保してきたそ保してきたそうですが、そういううですが、そういううですが、そういううですが、そういう実態実態実態実態をををを聞聞聞聞いて、いて、いて、いて、今今今今、奈良県、奈良県、奈良県、奈良県内内内内のののの公公公公立高校の立高校の立高校の立高校のププププーーーールルルルのののの状況状況状況状況はどうかと関はどうかと関はどうかと関はどうかと関心心心心をををを持持持持ちました。おちました。おちました。おちました。お聞聞聞聞きしますと、県立高校３３校のうち、きしますと、県立高校３３校のうち、きしますと、県立高校３３校のうち、きしますと、県立高校３３校のうち、ププププーーーールルルルのある学校は１８校。のある学校は１８校。のある学校は１８校。のある学校は１８校。先ほど佐藤委員がおっし先ほど佐藤委員がおっし先ほど佐藤委員がおっし先ほど佐藤委員がおっしゃゃゃゃったったったったププププーーーールルルルのない学校が１５校です。のない学校が１５校です。のない学校が１５校です。のない学校が１５校です。ププププーーーールルルルのある１８校のうのある１８校のうのある１８校のうのある１８校のうち５校はち５校はち５校はち５校は使使使使えないえないえないえない状況状況状況状況になっていて、高田高校もその１つだということで、高田高校は教になっていて、高田高校もその１つだということで、高田高校は教になっていて、高田高校もその１つだということで、高田高校は教になっていて、高田高校もその１つだということで、高田高校は教員を員を員を員を目指目指目指目指すすすすココココーーーーススススもももも設置設置設置設置されていますから、教員されていますから、教員されていますから、教員されていますから、教員採採採採用用用用試試試試験験験験にはにはにはにはププププーーーールルルルが必が必が必が必須須須須です。そういです。そういです。そういです。そういうううう点点点点では、何としてもでは、何としてもでは、何としてもでは、何としてもププププーーーールルルルをををを使使使使えるようにと願うばかりですが、どういった見えるようにと願うばかりですが、どういった見えるようにと願うばかりですが、どういった見えるようにと願うばかりですが、どういった見通通通通しをしをしをしを持持持持ってってってってププププーーーールルルルの問題に取りの問題に取りの問題に取りの問題に取り組組組組んでいかれるのかということについて、保んでいかれるのかということについて、保んでいかれるのかということについて、保んでいかれるのかということについて、保健健健健体体体体育育育育課課課課長の考えを長の考えを長の考えを長の考えをおおおお聞聞聞聞きしたいと思います。きしたいと思います。きしたいと思います。きしたいと思います。○沼田保健体育課長○沼田保健体育課長○沼田保健体育課長○沼田保健体育課長 水泳水泳水泳水泳につきましては、学につきましては、学につきましては、学につきましては、学習習習習指導指導指導指導要要要要領領領領のののの科目科目科目科目、、、、体体体体育の中の一育の中の一育の中の一育の中の一領領領領域域域域としとしとしとしてててて位置位置位置位置づづづづけられているものです。また、学校教育けられているものです。また、学校教育けられているものです。また、学校教育けられているものです。また、学校教育活動活動活動活動の一環としての一環としての一環としての一環として実施実施実施実施されるされるされるされる運動運動運動運動部部部部活動活動活動活動のののの種種種種目目目目としても大切なとしても大切なとしても大切なとしても大切な活動活動活動活動としてとしてとしてとして認認認認識しているところです。識しているところです。識しているところです。識しているところです。県立高校の県立高校の県立高校の県立高校のププププーーーールルルルは、委員のおは、委員のおは、委員のおは、委員のお述述述述べのとおりべのとおりべのとおりべのとおり老朽老朽老朽老朽化化化化がががが進み進み進み進み、一部の学校では、一部の学校では、一部の学校では、一部の学校では使用使用使用使用できなできなできなできな
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いいいい状況状況状況状況でありますが、でありますが、でありますが、でありますが、現在現在現在現在、県立高校では校、県立高校では校、県立高校では校、県立高校では校舎舎舎舎等の等の等の等の耐震耐震耐震耐震化化化化をををを計計計計画画画画的に的に的に的に進進進進めていることから、めていることから、めていることから、めていることから、耐震耐震耐震耐震化化化化がががが完了完了完了完了次第、次第、次第、次第、老朽老朽老朽老朽化や化や化や化や故故故故障障障障等によって等によって等によって等によって使用使用使用使用できないできないできないできないププププーーーールルルルのののの改改改改修修修修を、学校ごとに、を、学校ごとに、を、学校ごとに、を、学校ごとに、その必要その必要その必要その必要性性性性に合わせてに合わせてに合わせてに合わせて検討検討検討検討をしてまいりたいと考えております。をしてまいりたいと考えております。をしてまいりたいと考えております。をしてまいりたいと考えております。○宮本副委員長○宮本副委員長○宮本副委員長○宮本副委員長 現在現在現在現在１３校しかないということで、１３校しかないということで、１３校しかないということで、１３校しかないということで、聞聞聞聞きますと、ろきますと、ろきますと、ろきますと、ろ過過過過施設施設施設施設というのは、というのは、というのは、というのは、２０年、３０年でどうしても２０年、３０年でどうしても２０年、３０年でどうしても２０年、３０年でどうしても寿寿寿寿命命命命がががが来来来来るということで、もうるということで、もうるということで、もうるということで、もう寿寿寿寿命命命命をををを迎迎迎迎えようとしているとえようとしているとえようとしているとえようとしているところもあると思いますので、ころもあると思いますので、ころもあると思いますので、ころもあると思いますので、積積積積極極極極的に取り的に取り的に取り的に取り組組組組んでいただくようにお願いしておきたいと思んでいただくようにお願いしておきたいと思んでいただくようにお願いしておきたいと思んでいただくようにお願いしておきたいと思います。います。います。います。次に、学校教育次に、学校教育次に、学校教育次に、学校教育課課課課に２問だけおに２問だけおに２問だけおに２問だけお聞聞聞聞きしたいのですが、１つは、先日おきしたいのですが、１つは、先日おきしたいのですが、１つは、先日おきしたいのですが、１つは、先日お伺伺伺伺いした話で、いした話で、いした話で、いした話で、陸陸陸陸上上上上自自自自衛隊衛隊衛隊衛隊高等高等高等高等工科工科工科工科学校生徒学校生徒学校生徒学校生徒募募募募集という集という集という集というチチチチララララシシシシをををを子子子子どもが学校からどもが学校からどもが学校からどもが学校から持持持持ちちちち帰帰帰帰ったと、中学校にったと、中学校にったと、中学校にったと、中学校に通通通通う生徒の保う生徒の保う生徒の保う生徒の保護護護護者から者から者から者から情情情情報をいただきました。報をいただきました。報をいただきました。報をいただきました。このこのこのこのチチチチララララシシシシを見ますと、高等を見ますと、高等を見ますと、高等を見ますと、高等工科工科工科工科学校とは、学校とは、学校とは、学校とは、充実充実充実充実した教育した教育した教育した教育内内内内容容容容、生徒の、生徒の、生徒の、生徒の待遇待遇待遇待遇、、、、手手手手当が月当が月当が月当が月９９９９万万万万６６６６，，，，００００００００００００円円円円もらえます、高校もらえます、高校もらえます、高校もらえます、高校卒卒卒卒業資業資業資業資格格格格がががが得得得得られますと書いてあるわけですけれども、られますと書いてあるわけですけれども、られますと書いてあるわけですけれども、られますと書いてあるわけですけれども、この学校がどういう学校なのかということを明らかにしていただきたいと思います。また、この学校がどういう学校なのかということを明らかにしていただきたいと思います。また、この学校がどういう学校なのかということを明らかにしていただきたいと思います。また、この学校がどういう学校なのかということを明らかにしていただきたいと思います。また、この学校にこの学校にこの学校にこの学校に入入入入ったらったらったらったら自自自自衛官衛官衛官衛官ということになるのか、それとも違うということになるのか、それとも違うということになるのか、それとも違うということになるのか、それとも違う身身身身分になるのか、まず明分になるのか、まず明分になるのか、まず明分になるのか、まず明らかにしていただきたいと思うのですが、いかがでしらかにしていただきたいと思うのですが、いかがでしらかにしていただきたいと思うのですが、いかがでしらかにしていただきたいと思うのですが、いかがでしょょょょうか。うか。うか。うか。○大西学校教育課長○大西学校教育課長○大西学校教育課長○大西学校教育課長 陸陸陸陸上上上上自自自自衛隊衛隊衛隊衛隊の高等の高等の高等の高等工科工科工科工科学校はどのような学校かということですが、学校はどのような学校かということですが、学校はどのような学校かということですが、学校はどのような学校かということですが、学校教育学校教育学校教育学校教育法法法法に定められた学校ではございませんで、高等に定められた学校ではございませんで、高等に定められた学校ではございませんで、高等に定められた学校ではございませんで、高等工科工科工科工科学校の教育学校の教育学校の教育学校の教育課程課程課程課程をををを修了修了修了修了するだするだするだするだけでは、高等学校のけでは、高等学校のけでは、高等学校のけでは、高等学校の卒卒卒卒業資業資業資業資格格格格は基本的にはは基本的にはは基本的にはは基本的には与与与与えられないものです。ただ、高等えられないものです。ただ、高等えられないものです。ただ、高等えられないものです。ただ、高等工科工科工科工科学校学校学校学校へへへへ入入入入学する生徒は、学する生徒は、学する生徒は、学する生徒は、全全全全員が員が員が員が同同同同時時時時にににに神神神神奈奈奈奈川川川川県立県立県立県立横浜横浜横浜横浜修修修修悠館悠館悠館悠館高等学校という高等学校という高等学校という高等学校という通通通通信信信信制制制制の学校にの学校にの学校にの学校に入入入入学学学学することになっておりまして、することになっておりまして、することになっておりまして、することになっておりまして、修了時修了時修了時修了時には高等学校のには高等学校のには高等学校のには高等学校の卒卒卒卒業資業資業資業資格格格格も取も取も取も取得得得得できるとしているとできるとしているとできるとしているとできるとしていると聞聞聞聞いております。いております。いております。いております。それから、高等それから、高等それから、高等それから、高等工科工科工科工科学校に学校に学校に学校に入入入入学した生徒、中学校を学した生徒、中学校を学した生徒、中学校を学した生徒、中学校を卒卒卒卒業業業業してしてしてして入入入入られた生徒ですが、られた生徒ですが、られた生徒ですが、られた生徒ですが、身身身身分分分分は防は防は防は防衛衛衛衛省省省省職員で、特職員で、特職員で、特職員で、特別別別別職職職職国国国国家家家家公務公務公務公務員という員という員という員という扱扱扱扱いとなるということでして、いとなるということでして、いとなるということでして、いとなるということでして、自自自自衛官衛官衛官衛官ではないではないではないではないとととと聞聞聞聞いております。いております。いております。いております。○宮本副委員長○宮本副委員長○宮本副委員長○宮本副委員長 学校ではないということ、そして、学校ではないということ、そして、学校ではないということ、そして、学校ではないということ、そして、自自自自衛官衛官衛官衛官ではなくて防ではなくて防ではなくて防ではなくて防衛衛衛衛省省省省職員だとい職員だとい職員だとい職員だということが明らかにされました。ただ、このうことが明らかにされました。ただ、このうことが明らかにされました。ただ、このうことが明らかにされました。ただ、このチチチチララララシシシシは、生徒は、生徒は、生徒は、生徒募募募募集と書いてありますから、集と書いてありますから、集と書いてありますから、集と書いてありますから、誤誤誤誤解解解解をををを招招招招ききききややややすいと思いますし、小さいすいと思いますし、小さいすいと思いますし、小さいすいと思いますし、小さい字字字字で、で、で、で、通通通通信信信信制制制制高校に高校に高校に高校に入入入入学しますと書いていますから、学しますと書いていますから、学しますと書いていますから、学しますと書いていますから、よくよくよくよく読読読読めばわかるのですけれども、高校めばわかるのですけれども、高校めばわかるのですけれども、高校めばわかるのですけれども、高校卒卒卒卒業資業資業資業資格格格格がががが得得得得られると書いてあるので、高校かとられると書いてあるので、高校かとられると書いてあるので、高校かとられると書いてあるので、高校かと誤誤誤誤解解解解をををを招招招招くと思うのです。そこでなくと思うのです。そこでなくと思うのです。そこでなくと思うのです。そこでなぜぜぜぜ、、、、自自自自衛官衛官衛官衛官ではないのかということですが、ではないのかということですが、ではないのかということですが、ではないのかということですが、国際国際国際国際的な的な的な的な取り取り取り取り決決決決めの中で２０００年５月にめの中で２０００年５月にめの中で２０００年５月にめの中で２０００年５月に国連国連国連国連総総総総会で会で会で会で採採採採択択択択された「された「された「された「武武武武力力力力紛争紛争紛争紛争における児童の関における児童の関における児童の関における児童の関与与与与にににに
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関する児童の関する児童の関する児童の関する児童の権権権権利利利利に関するに関するに関するに関する条約条約条約条約のののの選択選択選択選択議定書」というもので、１８議定書」というもので、１８議定書」というもので、１８議定書」というもので、１８歳歳歳歳未未未未満満満満の少年に対しての少年に対しての少年に対しての少年に対して敵敵敵敵対対対対行為行為行為行為にかかわらせてはならないということで、非にかかわらせてはならないということで、非にかかわらせてはならないということで、非にかかわらせてはならないということで、非自自自自衛官衛官衛官衛官化化化化されたとされたとされたとされたと聞聞聞聞いているのです。いているのです。いているのです。いているのです。ですから、そういったこともですから、そういったこともですから、そういったこともですから、そういったことも踏踏踏踏まえた対応が必要だとまず１まえた対応が必要だとまず１まえた対応が必要だとまず１まえた対応が必要だとまず１点点点点、思いました。、思いました。、思いました。、思いました。もう１もう１もう１もう１点点点点は、このは、このは、このは、この陸陸陸陸上上上上自自自自衛隊衛隊衛隊衛隊高等高等高等高等工科工科工科工科学校が、どういう学校が、どういう学校が、どういう学校が、どういうカリカリカリカリキキキキュュュュララララムムムムををををややややっているのかっているのかっているのかっているのかを見ますと、を見ますと、を見ますと、を見ますと、実際実際実際実際にはにはにはには普普普普通通通通高校と高校と高校と高校と同様同様同様同様の一の一の一の一般般般般教育も教育も教育も教育もややややります。それからります。それからります。それからります。それから自自自自衛隊衛隊衛隊衛隊のののの専門技専門技専門技専門技術術術術を学を学を学を学ぶ専門ぶ専門ぶ専門ぶ専門教育と、それから教育と、それから教育と、それから教育と、それから陸曹候陸曹候陸曹候陸曹候補補補補です、です、です、です、自自自自衛隊幹衛隊幹衛隊幹衛隊幹部部部部候候候候補補補補としての防としての防としての防としての防衛衛衛衛基基基基礎礎礎礎学という３学という３学という３学という３つのつのつのつの領領領領域域域域で学で学で学で学ぶぶぶぶと。２年生になるとと。２年生になるとと。２年生になるとと。２年生になると銃銃銃銃がががが貸貸貸貸与与与与されて、されて、されて、されて、射撃訓射撃訓射撃訓射撃訓練練練練が５４が５４が５４が５４時時時時間あるのです。間あるのです。間あるのです。間あるのです。戦戦戦戦闘訓闘訓闘訓闘訓練練練練２０２０２０２０時時時時間。３年生になると、東間。３年生になると、東間。３年生になると、東間。３年生になると、東富富富富士士士士演演演演習習習習場で場で場で場で総総総総合合合合訓訓訓訓練練練練すると。このすると。このすると。このすると。この銃銃銃銃をををを貸貸貸貸与与与与してしてしてして射射射射撃訓撃訓撃訓撃訓練練練練をしたり、をしたり、をしたり、をしたり、戦闘訓戦闘訓戦闘訓戦闘訓練練練練をすることが、１８をすることが、１８をすることが、１８をすることが、１８歳歳歳歳未未未未満満満満の少年にの少年にの少年にの少年に銃銃銃銃をををを使使使使わせるということにわせるということにわせるということにわせるということになるので、なるので、なるので、なるので、国連国連国連国連が定めた議定書にが定めた議定書にが定めた議定書にが定めた議定書に反反反反するのではないかという意見もあるのです。そういうするのではないかという意見もあるのです。そういうするのではないかという意見もあるのです。そういうするのではないかという意見もあるのです。そういう点点点点でいいますと、集団的でいいますと、集団的でいいますと、集団的でいいますと、集団的自自自自衛権衛権衛権衛権行使行使行使行使を定めた平を定めた平を定めた平を定めた平和和和和安安安安全法制全法制全法制全法制がががが強強強強行行行行されたという中で、保されたという中で、保されたという中で、保されたという中で、保護護護護者の中で非常に者の中で非常に者の中で非常に者の中で非常に心配心配心配心配するするするする声声声声もあります。もあります。もあります。もあります。そういうそういうそういうそういう点点点点で、こので、こので、こので、このチチチチララララシシシシを学校の教室でを学校の教室でを学校の教室でを学校の教室で配配配配るということになりますと、るということになりますと、るということになりますと、るということになりますと、積積積積極極極極的に教育的に教育的に教育的に教育委員会が委員会が委員会が委員会が推進推進推進推進しているかのようなしているかのようなしているかのようなしているかのような受受受受けとめも出てしまうのではないかと思うのですが、どけとめも出てしまうのではないかと思うのですが、どけとめも出てしまうのではないかと思うのですが、どけとめも出てしまうのではないかと思うのですが、どう考えるかおう考えるかおう考えるかおう考えるかお聞聞聞聞きしたいと思います。きしたいと思います。きしたいと思います。きしたいと思います。○大西学校教育課長○大西学校教育課長○大西学校教育課長○大西学校教育課長 募募募募集の集の集の集のチチチチララララシシシシ、案、案、案、案内内内内についてですが、県についてですが、県についてですが、県についてですが、県内内内内中学校中学校中学校中学校へへへへのののの募募募募集の案集の案集の案集の案内内内内ににににつきましては、つきましては、つきましては、つきましては、自自自自衛隊衛隊衛隊衛隊奈良奈良奈良奈良地地地地方方方方協力協力協力協力本部から本部から本部から本部から市町市町市町市町村教育委員会村教育委員会村教育委員会村教育委員会やややや、あるいは直接、あるいは直接、あるいは直接、あるいは直接各各各各中学校中学校中学校中学校に出に出に出に出向向向向いていていていて募募募募集要項を集要項を集要項を集要項を配配配配布布布布されて、されて、されて、されて、進路進路進路進路のののの資料資料資料資料としてとしてとしてとして置置置置いているといているといているといていると聞聞聞聞いておりまして、いておりまして、いておりまして、いておりまして、各各各各中学校では中学校では中学校では中学校では進路進路進路進路のののの資料資料資料資料として、として、として、として、公公公公立立立立や私や私や私や私立の高等学校のほか、いわ立の高等学校のほか、いわ立の高等学校のほか、いわ立の高等学校のほか、いわゆゆゆゆるるるる専修専修専修専修学校、学校、学校、学校、各各各各種種種種学学学学校の校の校の校の募募募募集要項も集要項も集要項も集要項も配置配置配置配置しておりまして、これらとしておりまして、これらとしておりまして、これらとしておりまして、これらと同様同様同様同様に、多に、多に、多に、多様様様様な生徒のな生徒のな生徒のな生徒の進路進路進路進路選択選択選択選択のためののためののためののための資資資資料料料料の１つとして、高等の１つとして、高等の１つとして、高等の１つとして、高等工科工科工科工科学校の学校の学校の学校の募募募募集要項が集要項が集要項が集要項が配置配置配置配置されているとされているとされているとされていると認認認認識しております。そのよ識しております。そのよ識しております。そのよ識しております。そのようなうなうなうな形形形形でででで現在配現在配現在配現在配布布布布されていると考えております。されていると考えております。されていると考えております。されていると考えております。○宮本副委員長○宮本副委員長○宮本副委員長○宮本副委員長 県教育委員会として、どの県教育委員会として、どの県教育委員会として、どの県教育委員会として、どの市町市町市町市町村で、どの村で、どの村で、どの村で、どの市町市町市町市町村教育委員会が村教育委員会が村教育委員会が村教育委員会が把握把握把握把握をしをしをしをしてててて配配配配布布布布をををを確確確確認認認認しているということはつかんでいるのですか。しているということはつかんでいるのですか。しているということはつかんでいるのですか。しているということはつかんでいるのですか。○大西学校教育課長○大西学校教育課長○大西学校教育課長○大西学校教育課長 全全全全てのてのてのての市町市町市町市町村の教育委員会を村の教育委員会を村の教育委員会を村の教育委員会を通通通通してということではありませんで、してということではありませんで、してということではありませんで、してということではありませんで、幾幾幾幾つかのつかのつかのつかの市町市町市町市町村では、村では、村では、村では、挨拶挨拶挨拶挨拶されたされたされたされた後後後後、、、、配配配配布布布布されているとされているとされているとされていると聞聞聞聞いております。いております。いております。いております。現在現在現在現在知知知知っているっているっているっているのは６つののは６つののは６つののは６つの市町市町市町市町村教育委員会で、そういうご村教育委員会で、そういうご村教育委員会で、そういうご村教育委員会で、そういうご挨拶挨拶挨拶挨拶があったとがあったとがあったとがあったと聞聞聞聞いております。いております。いております。いております。○宮本副委員長○宮本副委員長○宮本副委員長○宮本副委員長 そのそのそのその市町市町市町市町村名は明らかにできませんか。村名は明らかにできませんか。村名は明らかにできませんか。村名は明らかにできませんか。○大西学校教育課長○大西学校教育課長○大西学校教育課長○大西学校教育課長 明らかにするという明らかにするという明らかにするという明らかにするという形形形形が、県教育委員会からするのがが、県教育委員会からするのがが、県教育委員会からするのがが、県教育委員会からするのが適適適適切かどうか切かどうか切かどうか切かどうかというのはというのはというのはというのは気気気気にはなりますけれども、もし必要であれば、ごにはなりますけれども、もし必要であれば、ごにはなりますけれども、もし必要であれば、ごにはなりますけれども、もし必要であれば、ご挨拶挨拶挨拶挨拶があったというのは、があったというのは、があったというのは、があったというのは、自自自自
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衛隊衛隊衛隊衛隊のののの地地地地方本部から方本部から方本部から方本部から確確確確認認認認ができるかと思っております。ができるかと思っております。ができるかと思っております。ができるかと思っております。○宮本副委員長○宮本副委員長○宮本副委員長○宮本副委員長 今今今今この場では明らかにできないですか。この場では明らかにできないですか。この場では明らかにできないですか。この場では明らかにできないですか。○大西学校教育課長○大西学校教育課長○大西学校教育課長○大西学校教育課長 こちらでこちらでこちらでこちらで確確確確認認認認をさせていただいたのが、こう明らかにするというこをさせていただいたのが、こう明らかにするというこをさせていただいたのが、こう明らかにするというこをさせていただいたのが、こう明らかにするということでとでとでとで許許許許可可可可をとっているものではございませんので、をとっているものではございませんので、をとっているものではございませんので、をとっているものではございませんので、控控控控えさせていただけたらと思います。えさせていただけたらと思います。えさせていただけたらと思います。えさせていただけたらと思います。○宮本副委員長○宮本副委員長○宮本副委員長○宮本副委員長 保保保保護護護護者の立場からすると者の立場からすると者の立場からすると者の立場からすると気気気気になるところです。になるところです。になるところです。になるところです。折折折折しもしもしもしも今今今今、教育、教育、教育、教育費費費費が非常が非常が非常が非常に高いと、大学の学に高いと、大学の学に高いと、大学の学に高いと、大学の学費費費費も高い、高校のも高い、高校のも高い、高校のも高い、高校の授授授授業料業料業料業料も、も、も、も、経済経済経済経済的な的な的な的な負負負負担担担担になると。になると。になると。になると。子子子子どものどものどものどもの貧困貧困貧困貧困がががが社社社社会問題になる中で、会問題になる中で、会問題になる中で、会問題になる中で、子子子子どもがどもがどもがどもが自自自自分から新分から新分から新分から新聞聞聞聞奨奨奨奨学生を学生を学生を学生をややややると言ってくると。ると言ってくると。ると言ってくると。ると言ってくると。私私私私もそういうもそういうもそういうもそういう立場で、立場で、立場で、立場で、親親親親ががががリストリストリストリストラをされたラをされたラをされたラをされたタイタイタイタイミミミミンンンングだったものですから、グだったものですから、グだったものですから、グだったものですから、みみみみずからずからずからずから産産産産経経経経新新新新聞聞聞聞のののの奨奨奨奨学学学学会に会に会に会に申申申申しししし込込込込んで新んで新んで新んで新聞配聞配聞配聞配達達達達を５年間を５年間を５年間を５年間ややややったったったった経験経験経験経験がありますから、非常によくわかるのです。がありますから、非常によくわかるのです。がありますから、非常によくわかるのです。がありますから、非常によくわかるのです。こういうこういうこういうこういうチチチチララララシシシシがががが置置置置いてあると、ここにいてあると、ここにいてあると、ここにいてあると、ここに入入入入ったら学ったら学ったら学ったら学費費費費のののの負負負負担担担担をををを親親親親にかけずににかけずににかけずににかけずに済む済む済む済むというこというこというこということで、とで、とで、とで、自自自自分からここに分からここに分からここに分からここに行行行行くということになっていくと。これがくということになっていくと。これがくということになっていくと。これがくということになっていくと。これが経済経済経済経済的的的的徴兵徴兵徴兵徴兵制制制制というものにというものにというものにというものになるのではないかというなるのではないかというなるのではないかというなるのではないかという心配心配心配心配のののの声声声声がががが今今今今非常に非常に非常に非常に広広広広がっているわけです。このがっているわけです。このがっているわけです。このがっているわけです。この情情情情勢勢勢勢、この、この、この、この時時時時期期期期ですから、どういったところでですから、どういったところでですから、どういったところでですから、どういったところで配配配配られているのか、こういうものを本当にられているのか、こういうものを本当にられているのか、こういうものを本当にられているのか、こういうものを本当に配配配配っていいのかっていいのかっていいのかっていいのかと、教育委員会がと、教育委員会がと、教育委員会がと、教育委員会が黙黙黙黙認認認認していいのかというしていいのかというしていいのかというしていいのかという声声声声が当然上がってくるわけですので、そのことが当然上がってくるわけですので、そのことが当然上がってくるわけですので、そのことが当然上がってくるわけですので、そのことについてどう思うか、教育長の考えをについてどう思うか、教育長の考えをについてどう思うか、教育長の考えをについてどう思うか、教育長の考えを最最最最後後後後にににに聞聞聞聞いておきたいと思います。いておきたいと思います。いておきたいと思います。いておきたいと思います。○吉田教育長○吉田教育長○吉田教育長○吉田教育長 今初今初今初今初めておめておめておめてお聞聞聞聞きしてきしてきしてきして経済経済経済経済的な的な的な的な徴兵徴兵徴兵徴兵制制制制につながるという、これもちにつながるという、これもちにつながるという、これもちにつながるという、これもちょょょょっとっとっとっと余余余余りにもりにもりにもりにも飛飛飛飛び過ぎび過ぎび過ぎび過ぎているのではないかという思いもているのではないかという思いもているのではないかという思いもているのではないかという思いも持持持持ちますし、ただ、一部のちますし、ただ、一部のちますし、ただ、一部のちますし、ただ、一部の市町市町市町市町村にどう村にどう村にどう村にどういういういういう形形形形でででで配配配配布布布布をされているのか、教室でをされているのか、教室でをされているのか、教室でをされているのか、教室で配配配配られているのか、られているのか、られているのか、られているのか、進路進路進路進路のののの資料資料資料資料としてとしてとしてとして置置置置かれていかれていかれていかれているのか。るのか。るのか。るのか。現現現現場の教員が場の教員が場の教員が場の教員が進路進路進路進路のののの資料資料資料資料としてとしてとしてとして置置置置いていることに対してどういういていることに対してどういういていることに対してどういういていることに対してどういう認認認認識を識を識を識を持持持持って、って、って、って、説明をきちんと果たせるようになっているのかということも含めて、少し調べさせていた説明をきちんと果たせるようになっているのかということも含めて、少し調べさせていた説明をきちんと果たせるようになっているのかということも含めて、少し調べさせていた説明をきちんと果たせるようになっているのかということも含めて、少し調べさせていただきたいと思っております。だきたいと思っております。だきたいと思っております。だきたいと思っております。○宮本副委員長○宮本副委員長○宮本副委員長○宮本副委員長 そこはそこはそこはそこはぜぜぜぜひひひひつかんでいただきたいと思うのですが、本当につかんでいただきたいと思うのですが、本当につかんでいただきたいと思うのですが、本当につかんでいただきたいと思うのですが、本当にレレレレーーーールルルルががががひひひひかかかかれてしまうわけです。ここにれてしまうわけです。ここにれてしまうわけです。ここにれてしまうわけです。ここに入入入入ると、２年生になってると、２年生になってると、２年生になってると、２年生になって銃銃銃銃をををを渡渡渡渡されてされてされてされて銃撃訓銃撃訓銃撃訓銃撃訓練練練練をしてをしてをしてをして実践実践実践実践訓訓訓訓練練練練をして、をして、をして、をして、優秀優秀優秀優秀なななな子子子子は防は防は防は防衛衛衛衛大学に大学に大学に大学に行行行行くと。そうでなかった場合は、くと。そうでなかった場合は、くと。そうでなかった場合は、くと。そうでなかった場合は、実践実践実践実践舞舞舞舞台台台台のののの幹幹幹幹部として部として部として部としてレレレレーーーールルルルがががが引引引引かれていくわけです。ですから、その先には、かれていくわけです。ですから、その先には、かれていくわけです。ですから、その先には、かれていくわけです。ですから、その先には、自自自自衛隊衛隊衛隊衛隊のののの幹幹幹幹部になるのか、部になるのか、部になるのか、部になるのか、現現現現場場場場ののののエエエエリリリリーーーートトトトになるのかというになるのかというになるのかというになるのかというレレレレーーーールルルルががががひひひひかれるようなところに、たまたまかれるようなところに、たまたまかれるようなところに、たまたまかれるようなところに、たまたま経済経済経済経済的な環境が的な環境が的な環境が的な環境が厳厳厳厳しい家に育ったばかりに、しい家に育ったばかりに、しい家に育ったばかりに、しい家に育ったばかりに、みみみみずからの思いで、このずからの思いで、このずからの思いで、このずからの思いで、このチチチチララララシシシシをををを持持持持ってってってって帰帰帰帰ってということにってということにってということにってということになってしまう。なってしまう。なってしまう。なってしまう。また、学校の先生がまた、学校の先生がまた、学校の先生がまた、学校の先生が気気気気をきかせて、何をきかせて、何をきかせて、何をきかせて、何 々々々々君君君君のところは高校のところは高校のところは高校のところは高校進路進路進路進路にににに苦苦苦苦しんでいると。先生しんでいると。先生しんでいると。先生しんでいると。先生がががが気気気気をきかせて、こういうものがあるといってをきかせて、こういうものがあるといってをきかせて、こういうものがあるといってをきかせて、こういうものがあるといって経済経済経済経済的に的に的に的に厳厳厳厳しいご家庭のしいご家庭のしいご家庭のしいご家庭の子子子子どもにどもにどもにどもに渡渡渡渡すようすようすようすよう
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なことがあったとしたら、これほどなことがあったとしたら、これほどなことがあったとしたら、これほどなことがあったとしたら、これほど悲悲悲悲しいことはないと思います。こういうことはあってしいことはないと思います。こういうことはあってしいことはないと思います。こういうことはあってしいことはないと思います。こういうことはあってはならないとはならないとはならないとはならないと強強強強く思いました。く思いました。く思いました。く思いました。私私私私も、当も、当も、当も、当時時時時はははは産産産産経経経経新新新新聞聞聞聞のののの奨奨奨奨学学学学制制制制度の度の度の度のチチチチララララシシシシが、たまたま高が、たまたま高が、たまたま高が、たまたま高校の校の校の校の進路進路進路進路相談のところに相談のところに相談のところに相談のところに置置置置いてあったから、それでいてあったから、それでいてあったから、それでいてあったから、それで行行行行きましたけれども、このきましたけれども、このきましたけれども、このきましたけれども、このチチチチララララシシシシがががが置置置置いてあったら、ここにいてあったら、ここにいてあったら、ここにいてあったら、ここに飛飛飛飛びびびびついたかもしれないわけです。そうなったら、ついたかもしれないわけです。そうなったら、ついたかもしれないわけです。そうなったら、ついたかもしれないわけです。そうなったら、今今今今、よも、よも、よも、よもやややや日本日本日本日本共産党共産党共産党共産党の議員なんてことにはなっていないと思うのです。そういうことも思いました。の議員なんてことにはなっていないと思うのです。そういうことも思いました。の議員なんてことにはなっていないと思うのです。そういうことも思いました。の議員なんてことにはなっていないと思うのです。そういうことも思いました。最最最最後後後後に１に１に１に１点点点点、学校教育、学校教育、学校教育、学校教育課課課課長に長に長に長に聞聞聞聞いておきたいのが、特いておきたいのが、特いておきたいのが、特いておきたいのが、特別支援別支援別支援別支援学校の学校の学校の学校の過過過過密密密密解解解解消消消消の問題です。の問題です。の問題です。の問題です。これは、新年度予これは、新年度予これは、新年度予これは、新年度予算算算算でもでもでもでも今今今今、岡委員も、岡委員も、岡委員も、岡委員も紹介紹介紹介紹介されましたように、されましたように、されましたように、されましたように、空空空空調調調調設備設備設備設備のののの整備整備整備整備とあわせとあわせとあわせとあわせまして、まして、まして、まして、過過過過密密密密解解解解消消消消ということで、ということで、ということで、ということで、幾幾幾幾つか上げていただいております。本当につか上げていただいております。本当につか上げていただいております。本当につか上げていただいております。本当に今今今今、特、特、特、特別支援別支援別支援別支援学校の児童生徒が学校の児童生徒が学校の児童生徒が学校の児童生徒がふふふふえていまして、えていまして、えていまして、えていまして、私私私私のののの地域地域地域地域はははは西和西和西和西和養護養護養護養護学校ですが、２５０人を学校ですが、２５０人を学校ですが、２５０人を学校ですが、２５０人を超超超超えておえておえておえております。教員は１００人をります。教員は１００人をります。教員は１００人をります。教員は１００人を超超超超えていますから、学校の中で児童生徒、そして教えていますから、学校の中で児童生徒、そして教えていますから、学校の中で児童生徒、そして教えていますから、学校の中で児童生徒、そして教師師師師、、、、全全全全部合部合部合部合わせると４００名わせると４００名わせると４００名わせると４００名近近近近い人が学校生い人が学校生い人が学校生い人が学校生活活活活をををを送送送送るというるというるというるという状況状況状況状況です。です。です。です。このこのこのこの過過過過密密密密解解解解消消消消の取りの取りの取りの取り組み組み組み組みが、が、が、が、今今今今後後後後どうなっていくのかということです。一部いろいろどうなっていくのかということです。一部いろいろどうなっていくのかということです。一部いろいろどうなっていくのかということです。一部いろいろ聞聞聞聞いてますと、小・中学校の特いてますと、小・中学校の特いてますと、小・中学校の特いてますと、小・中学校の特別支援別支援別支援別支援学学学学級級級級にににに行行行行ってもらうというような、いわってもらうというような、いわってもらうというような、いわってもらうというような、いわゆゆゆゆるるるる就就就就学相談学相談学相談学相談をををを強強強強めていこうというめていこうというめていこうというめていこうという流流流流れもあるのですが、それで果たして本当にいいのかと思ったりもれもあるのですが、それで果たして本当にいいのかと思ったりもれもあるのですが、それで果たして本当にいいのかと思ったりもれもあるのですが、それで果たして本当にいいのかと思ったりもするので、このするので、このするので、このするので、この過過過過密密密密解解解解消消消消の取りの取りの取りの取り組み組み組み組みをどう考えているのかということを１つおをどう考えているのかということを１つおをどう考えているのかということを１つおをどう考えているのかということを１つお聞聞聞聞きしたい。きしたい。きしたい。きしたい。それから、それから、それから、それから、今回ス今回ス今回ス今回スククククーーーールルルルババババススススの予の予の予の予算算算算がついております。奈良東がついております。奈良東がついております。奈良東がついております。奈良東養護養護養護養護学校と学校と学校と学校と二二二二階階階階堂堂堂堂養護養護養護養護学校学校学校学校ののののススススククククーーーールルルルババババススススのののの更更更更新と。新と。新と。新と。通通通通学学学学時時時時間が長いという問題もよく間が長いという問題もよく間が長いという問題もよく間が長いという問題もよく聞聞聞聞いてまして、平いてまして、平いてまして、平いてまして、平群群群群町町町町ではではではでは西西西西和和和和養護養護養護養護学校の学校の学校の学校のババババススススですが、ですが、ですが、ですが、早早早早い児童生徒ですと、い児童生徒ですと、い児童生徒ですと、い児童生徒ですと、午午午午前前前前７７７７時時時時４０分ごろに４０分ごろに４０分ごろに４０分ごろにババババススススにににに乗乗乗乗るわけでるわけでるわけでるわけです。学校にす。学校にす。学校にす。学校に着着着着くのはくのはくのはくのは午午午午前前前前９９９９時時時時ごろになる。ごろになる。ごろになる。ごろになる。渋滞渋滞渋滞渋滞していたらしていたらしていたらしていたら午午午午前前前前９９９９時時時時をををを回回回回ってしまうこともってしまうこともってしまうこともってしまうこともあるとあるとあるとあると聞聞聞聞いてます。そうなりますと、９０分いてます。そうなりますと、９０分いてます。そうなりますと、９０分いてます。そうなりますと、９０分ぐぐぐぐらいらいらいらいババババススススにににに乗乗乗乗っているわけです。っているわけです。っているわけです。っているわけです。そこで、そこで、そこで、そこで、通通通通学学学学ババババススススにににに乗乗乗乗っているっているっているっている時時時時間が９０分以上になっている児童生徒が何人間が９０分以上になっている児童生徒が何人間が９０分以上になっている児童生徒が何人間が９０分以上になっている児童生徒が何人ぐぐぐぐらいいらいいらいいらいいるのか、また、６０分以上という場合は何人なのかと。これについて、るのか、また、６０分以上という場合は何人なのかと。これについて、るのか、また、６０分以上という場合は何人なのかと。これについて、るのか、また、６０分以上という場合は何人なのかと。これについて、早急早急早急早急にににに解解解解消消消消する必する必する必する必要があると思いますので、要があると思いますので、要があると思いますので、要があると思いますので、ババババススススのののの実態実態実態実態を明らかにしていただきたいと思います。を明らかにしていただきたいと思います。を明らかにしていただきたいと思います。を明らかにしていただきたいと思います。○大西学校教育課長○大西学校教育課長○大西学校教育課長○大西学校教育課長 まず、特まず、特まず、特まず、特別支援別支援別支援別支援学校の学校の学校の学校の過過過過密密密密解解解解消消消消にににに向向向向けた取りけた取りけた取りけた取り組み組み組み組みについてです。についてです。についてです。についてです。知知知知的的的的障障障障害害害害教育校は５校、教育校は５校、教育校は５校、教育校は５校、来来来来年度の児童生徒年度の児童生徒年度の児童生徒年度の児童生徒数数数数は、平成２８年２月１日は、平成２８年２月１日は、平成２８年２月１日は、平成２８年２月１日現在現在現在現在で、平成２７で、平成２７で、平成２７で、平成２７年度に比べまして、奈良東年度に比べまして、奈良東年度に比べまして、奈良東年度に比べまして、奈良東養護養護養護養護学校、奈良学校、奈良学校、奈良学校、奈良西西西西養護養護養護養護学校、学校、学校、学校、二二二二階階階階堂堂堂堂養護養護養護養護学校は学校は学校は学校は微微微微減減減減、または、または、または、または横横横横ばいとなっております。ばいとなっております。ばいとなっております。ばいとなっております。西和西和西和西和養護養護養護養護学校は１３人、大学校は１３人、大学校は１３人、大学校は１３人、大淀養護淀養護淀養護淀養護学校は２４人の学校は２４人の学校は２４人の学校は２４人の増加増加増加増加が見が見が見が見込込込込まれまれまれまれるというるというるというるという状況状況状況状況になっております。になっております。になっております。になっております。西和西和西和西和養護養護養護養護学校につきましては、校学校につきましては、校学校につきましては、校学校につきましては、校内内内内でででで使用使用使用使用教室の調教室の調教室の調教室の調整整整整等により対応を等により対応を等により対応を等により対応を行行行行う予定ですし、う予定ですし、う予定ですし、う予定ですし、大大大大淀養護淀養護淀養護淀養護学校につきましては、学校につきましては、学校につきましては、学校につきましては、今今今今年度年度年度年度内内内内に教室に教室に教室に教室改改改改修修修修やスやスやスやスククククーーーールルルルババババススススの大の大の大の大型型型型化化化化、、、、備備備備品品品品のののの整備整備整備整備
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等を等を等を等を行行行行うことで対応を考えております。うことで対応を考えております。うことで対応を考えております。うことで対応を考えております。過過過過密密密密解解解解消消消消にににに向向向向けましては、平成３０年３月までに、奈良東けましては、平成３０年３月までに、奈良東けましては、平成３０年３月までに、奈良東けましては、平成３０年３月までに、奈良東養護養護養護養護学校は、学校は、学校は、学校は、病病病病弱弱弱弱教育部教育部教育部教育部門門門門のののの明日明日明日明日香養護香養護香養護香養護学校学校学校学校へへへへのののの移管移管移管移管と、と、と、と、知知知知的的的的障障障障害害害害部部部部門門門門高等高等高等高等養護養護養護養護部の高等部の高等部の高等部の高等養護養護養護養護学校との一本学校との一本学校との一本学校との一本化化化化をををを実施実施実施実施いいいいたします。それによって生じる奈良東たします。それによって生じる奈良東たします。それによって生じる奈良東たします。それによって生じる奈良東養護養護養護養護学校の学校の学校の学校の空空空空き校き校き校き校舎舎舎舎のののの有効活用有効活用有効活用有効活用をををを今今今今後後後後考え、特考え、特考え、特考え、特別支別支別支別支援援援援学校の児童生徒の学校の児童生徒の学校の児童生徒の学校の児童生徒の増加へ増加へ増加へ増加への対応をの対応をの対応をの対応を検討検討検討検討してまいりたいと考えております。してまいりたいと考えております。してまいりたいと考えております。してまいりたいと考えております。また、また、また、また、インインインインククククルルルルーーーーシシシシブブブブ教育の教育の教育の教育の推進推進推進推進を基を基を基を基盤盤盤盤とするということで、とするということで、とするということで、とするということで、適適適適正正正正就就就就学について学について学について学について市町市町市町市町村村村村教育委員会に対しましても周教育委員会に対しましても周教育委員会に対しましても周教育委員会に対しましても周知知知知をををを図図図図りまして、りまして、りまして、りまして、地域地域地域地域でともに学でともに学でともに学でともに学ぶ仕ぶ仕ぶ仕ぶ仕組み組み組み組みづづづづくりのため、教くりのため、教くりのため、教くりのため、教員員員員へへへへのののの研修研修研修研修等を等を等を等を通通通通して、して、して、して、地域地域地域地域の小・中学校の特の小・中学校の特の小・中学校の特の小・中学校の特別支援別支援別支援別支援教育教育教育教育体制体制体制体制のののの強強強強化化化化、、、、充実充実充実充実についても取についても取についても取についても取りりりり組組組組んでまいりたいと考えております。んでまいりたいと考えております。んでまいりたいと考えております。んでまいりたいと考えております。それから、それから、それから、それから、ススススククククーーーールルルルババババススススのののの乗車乗車乗車乗車時時時時間ですが、間ですが、間ですが、間ですが、乗車乗車乗車乗車時時時時間が９０分以上から２間が９０分以上から２間が９０分以上から２間が９０分以上から２時時時時間間間間未未未未満満満満の児の児の児の児童生徒の童生徒の童生徒の童生徒の数数数数は、は、は、は、現在ス現在ス現在ス現在スククククーーーールルルルババババススススをををを利利利利用用用用している生徒している生徒している生徒している生徒数数数数１１１１，，，，１０３人のうち４３人、１０３人のうち４３人、１０３人のうち４３人、１０３人のうち４３人、約約約約３３３３．．．．９９９９％％％％となっております。それから、となっております。それから、となっております。それから、となっております。それから、同同同同じく１じく１じく１じく１時時時時間以上２間以上２間以上２間以上２時時時時間間間間未未未未満満満満ですと、生徒のですと、生徒のですと、生徒のですと、生徒の数数数数は３６は３６は３６は３６２人となりまして、３２２人となりまして、３２２人となりまして、３２２人となりまして、３２．．．．９９９９％％％％です。です。です。です。ススススククククーーーールルルルババババススススのののの乗車乗車乗車乗車時時時時間につきましては、間につきましては、間につきましては、間につきましては、現在増現在増現在増現在増車車車車の予の予の予の予算算算算要要要要求求求求をををを行行行行うとともに、うとともに、うとともに、うとともに、毎毎毎毎年、年、年、年、各各各各学校におきまして、学校におきまして、学校におきまして、学校におきまして、ススススククククーーーールルルルババババススススのののの停留停留停留停留所所所所やコやコやコやコーーーーススススの見直しということをの見直しということをの見直しということをの見直しということを図図図図りまして、できるだけりまして、できるだけりまして、できるだけりまして、できるだけ乗車乗車乗車乗車時時時時間の間の間の間の短短短短縮縮縮縮にににに努努努努めるようめるようめるようめるよう指導指導指導指導しているしているしているしているところです。以上です。ところです。以上です。ところです。以上です。ところです。以上です。○宮本副委員長○宮本副委員長○宮本副委員長○宮本副委員長 ススススククククーーーールルルルババババススススについてですが、３人に１人が１についてですが、３人に１人が１についてですが、３人に１人が１についてですが、３人に１人が１時時時時間以上間以上間以上間以上乗乗乗乗っているといっているといっているといっているというううう実態実態実態実態が明らかにされまして、これはが明らかにされまして、これはが明らかにされまして、これはが明らかにされまして、これは随随随随分分分分前前前前からからからから余余余余りりりり変変変変わっていないように思うのです。わっていないように思うのです。わっていないように思うのです。わっていないように思うのです。学校ごとに言いますと、いただいた学校ごとに言いますと、いただいた学校ごとに言いますと、いただいた学校ごとに言いますと、いただいた資料資料資料資料では、奈良では、奈良では、奈良では、奈良西西西西養護養護養護養護学校は比学校は比学校は比学校は比較較較較的校的校的校的校区区区区がががが狭狭狭狭いといういといういといういということもあって、１こともあって、１こともあって、１こともあって、１時時時時間以上間以上間以上間以上乗乗乗乗っている児童生徒っている児童生徒っている児童生徒っている児童生徒数数数数は１８４名中２０名ということで１０は１８４名中２０名ということで１０は１８４名中２０名ということで１０は１８４名中２０名ということで１０．．．．８８８８％％％％とととと聞聞聞聞いています。ところが、いています。ところが、いています。ところが、いています。ところが、逆逆逆逆にににに二二二二階階階階堂堂堂堂養護養護養護養護学校は学校は学校は学校は宇陀宇陀宇陀宇陀市市市市も含まれる非常にも含まれる非常にも含まれる非常にも含まれる非常に広広広広い校い校い校い校区区区区です。これは１８７名中８３名ですから４４です。これは１８７名中８３名ですから４４です。これは１８７名中８３名ですから４４です。これは１８７名中８３名ですから４４．．．．４４４４％％％％と。大と。大と。大と。大淀養護淀養護淀養護淀養護学校も大学校も大学校も大学校も大変変変変広広広広いです。１いです。１いです。１いです。１６６名中６９名が１６６名中６９名が１６６名中６９名が１６６名中６９名が１時時時時間以上間以上間以上間以上乗乗乗乗っているということでいいますと、これも４割をっているということでいいますと、これも４割をっているということでいいますと、これも４割をっているということでいいますと、これも４割を超超超超えてくえてくえてくえてくるということですので、るということですので、るということですので、るということですので、ババババススススのののの増増増増車車車車やややや停留停留停留停留所所所所の見直しだけではの見直しだけではの見直しだけではの見直しだけでは解解解解消消消消しないのではないかと。しないのではないかと。しないのではないかと。しないのではないかと。特特特特別支援別支援別支援別支援学校の新学校の新学校の新学校の新設設設設がどうしても必要ではないかとがどうしても必要ではないかとがどうしても必要ではないかとがどうしても必要ではないかと強強強強く思いました。く思いました。く思いました。く思いました。先ほど先ほど先ほど先ほど述述述述べられましたべられましたべられましたべられました西和西和西和西和養護養護養護養護学校で１３名学校で１３名学校で１３名学校で１３名ふふふふえるということですから、２６９名になえるということですから、２６９名になえるということですから、２６９名になえるということですから、２６９名になるのです。大るのです。大るのです。大るのです。大淀養護淀養護淀養護淀養護学校も２４名学校も２４名学校も２４名学校も２４名ふふふふえますから、２００名をえますから、２００名をえますから、２００名をえますから、２００名を超超超超えてくると。大えてくると。大えてくると。大えてくると。大淀養護淀養護淀養護淀養護学校学校学校学校のような場のような場のような場のような場所所所所で２００名をで２００名をで２００名をで２００名を超超超超えるというのは大えるというのは大えるというのは大えるというのは大変厳変厳変厳変厳しいしいしいしい状況状況状況状況だと思いますので、これもだと思いますので、これもだと思いますので、これもだと思いますので、これも橿橿橿橿原原原原校校校校区区区区のあたりに新のあたりに新のあたりに新のあたりに新設設設設校が要るのではないかと校が要るのではないかと校が要るのではないかと校が要るのではないかと強強強強く思いました。く思いました。く思いました。く思いました。それから、それから、それから、それから、最最最最後後後後に、に、に、に、就就就就学学学学指導指導指導指導で特で特で特で特別支援別支援別支援別支援学学学学級級級級にという話がありましたけれども、特にという話がありましたけれども、特にという話がありましたけれども、特にという話がありましたけれども、特別支別支別支別支
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援援援援学学学学級級級級のののの在籍率在籍率在籍率在籍率を見ましても、を見ましても、を見ましても、を見ましても、近近近近畿畿畿畿府府府府県と比べると、奈良県は高くなっていまして、２県と比べると、奈良県は高くなっていまして、２県と比べると、奈良県は高くなっていまして、２県と比べると、奈良県は高くなっていまして、２．．．．７３７３７３７３％％％％です。これはです。これはです。これはです。これは全国全国全国全国平平平平均均均均の２の２の２の２．．．．００００％％％％よりもよりもよりもよりも随随随随分高いし、特分高いし、特分高いし、特分高いし、特別支援別支援別支援別支援学校の新学校の新学校の新学校の新設設設設をしたをしたをしたをした和和和和歌歌歌歌山県山県山県山県やややや兵庫兵庫兵庫兵庫県が２県が２県が２県が２％や％や％や％や１１１１．．．．６６６６％％％％、こういう、こういう、こういう、こういう点点点点を見ても非常に高いと思いますので、特を見ても非常に高いと思いますので、特を見ても非常に高いと思いますので、特を見ても非常に高いと思いますので、特別別別別支援支援支援支援学校の新学校の新学校の新学校の新設設設設をしないをしないをしないをしない限限限限りりりり過過過過密密密密解解解解消消消消しないのではないかということをしないのではないかということをしないのではないかということをしないのではないかということを申申申申し上げて、質問し上げて、質問し上げて、質問し上げて、質問をををを終終終終わっておきたいと思います。以上です。わっておきたいと思います。以上です。わっておきたいと思います。以上です。わっておきたいと思います。以上です。○阪口委員長○阪口委員長○阪口委員長○阪口委員長 ほかになければ、これをもちまして質疑をほかになければ、これをもちまして質疑をほかになければ、これをもちまして質疑をほかになければ、これをもちまして質疑を終終終終わります。わります。わります。わります。なお、当委員会なお、当委員会なお、当委員会なお、当委員会所管所管所管所管事項に係る議案が事項に係る議案が事項に係る議案が事項に係る議案が追加追加追加追加提出される場合には、当委員会を定例会中の提出される場合には、当委員会を定例会中の提出される場合には、当委員会を定例会中の提出される場合には、当委員会を定例会中の３月７日月３月７日月３月７日月３月７日月曜曜曜曜日の本会議日の本会議日の本会議日の本会議終了後終了後終了後終了後に再度に再度に再度に再度開開開開催催催催させていただくことになりますので、あらかじさせていただくことになりますので、あらかじさせていただくことになりますので、あらかじさせていただくことになりますので、あらかじめごめごめごめご了了了了承承承承願います。願います。願います。願います。それでは、これをもちまして本日の委員会をそれでは、これをもちまして本日の委員会をそれでは、これをもちまして本日の委員会をそれでは、これをもちまして本日の委員会を終終終終わります。わります。わります。わります。


