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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２９年１２月１２日（火） １３：０３～１６：２９平成２９年１２月１２日（火） １３：０３～１６：２９平成２９年１２月１２日（火） １３：０３～１６：２９平成２９年１２月１２日（火） １３：０３～１６：２９開催場所開催場所開催場所開催場所 第２委員会室第２委員会室第２委員会室第２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名中村 昭 委員長中村 昭 委員長中村 昭 委員長中村 昭 委員長中川 崇 副委員長中川 崇 副委員長中川 崇 副委員長中川 崇 副委員長藤野 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 委員阪口 保 委員阪口 保 委員阪口 保 委員阪口 保 委員安井 宏一 委員安井 宏一 委員安井 宏一 委員安井 宏一 委員宮本 次郎 委員宮本 次郎 委員宮本 次郎 委員宮本 次郎 委員米田 忠則 委員米田 忠則 委員米田 忠則 委員米田 忠則 委員出口 武男 委員出口 武男 委員出口 武男 委員出口 武男 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 桝田 くらし創造部長兼景観・環境局長桝田 くらし創造部長兼景観・環境局長桝田 くらし創造部長兼景観・環境局長桝田 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 なしなしなしなし議 事議 事議 事議 事（１）議案の審査について（１）議案の審査について（１）議案の審査について（１）議案の審査について議第７０号 平成２９年度奈良県一般会計補正予算（第３号）議第７０号 平成２９年度奈良県一般会計補正予算（第３号）議第７０号 平成２９年度奈良県一般会計補正予算（第３号）議第７０号 平成２９年度奈良県一般会計補正予算（第３号）（文教くらし委員会所管分）（文教くらし委員会所管分）（文教くらし委員会所管分）（文教くらし委員会所管分）議第８２号 財産の減額貸付について議第８２号 財産の減額貸付について議第８２号 財産の減額貸付について議第８２号 財産の減額貸付について議第８５号 奈良県立橿原公苑（明日香庭球場）の指定管理者の指定につい議第８５号 奈良県立橿原公苑（明日香庭球場）の指定管理者の指定につい議第８５号 奈良県立橿原公苑（明日香庭球場）の指定管理者の指定につい議第８５号 奈良県立橿原公苑（明日香庭球場）の指定管理者の指定についてててて議第８８号 奈良県社会教育センター研修施設（研修棟）の指定管理者の指議第８８号 奈良県社会教育センター研修施設（研修棟）の指定管理者の指議第８８号 奈良県社会教育センター研修施設（研修棟）の指定管理者の指議第８８号 奈良県社会教育センター研修施設（研修棟）の指定管理者の指定について定について定について定について議第９５号 平成２９年度奈良県一般会計補正予算（第４号）議第９５号 平成２９年度奈良県一般会計補正予算（第４号）議第９５号 平成２９年度奈良県一般会計補正予算（第４号）議第９５号 平成２９年度奈良県一般会計補正予算（第４号）（文教くらし委員会所管分）（文教くらし委員会所管分）（文教くらし委員会所管分）（文教くらし委員会所管分）報第３０号 地方自治法第１７９条第１項の規定による専決処分の報告につ報第３０号 地方自治法第１７９条第１項の規定による専決処分の報告につ報第３０号 地方自治法第１７９条第１項の規定による専決処分の報告につ報第３０号 地方自治法第１７９条第１項の規定による専決処分の報告について （文教くらし委員会所管分）いて （文教くらし委員会所管分）いて （文教くらし委員会所管分）いて （文教くらし委員会所管分）
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（２）請願の審査について（２）請願の審査について（２）請願の審査について（２）請願の審査について（３）その他（３）その他（３）その他（３）その他＜会議の経過＞＜会議の経過＞＜会議の経過＞＜会議の経過＞○中村委員長○中村委員長○中村委員長○中村委員長 ただいまから、文教くらし委員会を開会します。ただいまから、文教くらし委員会を開会します。ただいまから、文教くらし委員会を開会します。ただいまから、文教くらし委員会を開会します。早速、案件に入ります。早速、案件に入ります。早速、案件に入ります。早速、案件に入ります。まず、付託議案の審査を行います。まず、付託議案の審査を行います。まず、付託議案の審査を行います。まず、付託議案の審査を行います。当委員会に付託を受けました議案は、委員会次第に記載のとおりです。当委員会に付託を受けました議案は、委員会次第に記載のとおりです。当委員会に付託を受けました議案は、委員会次第に記載のとおりです。当委員会に付託を受けました議案は、委員会次第に記載のとおりです。審査に先立ち申し上げておきますが、委員長報告は、正副委員長会議の申し合わせによ審査に先立ち申し上げておきますが、委員長報告は、正副委員長会議の申し合わせによ審査に先立ち申し上げておきますが、委員長報告は、正副委員長会議の申し合わせによ審査に先立ち申し上げておきますが、委員長報告は、正副委員長会議の申し合わせにより、付託を受けました議案の審査結果についてのみの報告となりますので、あらかじめごり、付託を受けました議案の審査結果についてのみの報告となりますので、あらかじめごり、付託を受けました議案の審査結果についてのみの報告となりますので、あらかじめごり、付託を受けました議案の審査結果についてのみの報告となりますので、あらかじめご了解願います。了解願います。了解願います。了解願います。それでは、付託案件について、くらし創造部長兼景観・環境局長、教育長の順にご説明それでは、付託案件について、くらし創造部長兼景観・環境局長、教育長の順にご説明それでは、付託案件について、くらし創造部長兼景観・環境局長、教育長の順にご説明それでは、付託案件について、くらし創造部長兼景観・環境局長、教育長の順にご説明願います。願います。願います。願います。なお、理事者の皆様は着席にてご説明願います。なお、理事者の皆様は着席にてご説明願います。なお、理事者の皆様は着席にてご説明願います。なお、理事者の皆様は着席にてご説明願います。○桝田くらし創造部長兼景観・環境局長○桝田くらし創造部長兼景観・環境局長○桝田くらし創造部長兼景観・環境局長○桝田くらし創造部長兼景観・環境局長 委員長から着座にて説明とご配慮いただきまし委員長から着座にて説明とご配慮いただきまし委員長から着座にて説明とご配慮いただきまし委員長から着座にて説明とご配慮いただきましたので、着座して説明をさせていただきます。たので、着座して説明をさせていただきます。たので、着座して説明をさせていただきます。たので、着座して説明をさせていただきます。平成２９年１２月定例県議会提出議案のうち、くらし創造部景観・環境局所管分につい平成２９年１２月定例県議会提出議案のうち、くらし創造部景観・環境局所管分につい平成２９年１２月定例県議会提出議案のうち、くらし創造部景観・環境局所管分につい平成２９年１２月定例県議会提出議案のうち、くらし創造部景観・環境局所管分について説明します。て説明します。て説明します。て説明します。まず、議第７０号、平成２９年度奈良県一般会計補正予算（第３号）についてです。まず、議第７０号、平成２９年度奈良県一般会計補正予算（第３号）についてです。まず、議第７０号、平成２９年度奈良県一般会計補正予算（第３号）についてです。まず、議第７０号、平成２９年度奈良県一般会計補正予算（第３号）についてです。「平成２９年１２月定例県議会提出予算案の概要」により説明します。「平成２９年１２月定例県議会提出予算案の概要」により説明します。「平成２９年１２月定例県議会提出予算案の概要」により説明します。「平成２９年１２月定例県議会提出予算案の概要」により説明します。６ページ、債務負担行為補正の追加です。明日香庭球場指定管理事業は、奈良県立橿原６ページ、債務負担行為補正の追加です。明日香庭球場指定管理事業は、奈良県立橿原６ページ、債務負担行為補正の追加です。明日香庭球場指定管理事業は、奈良県立橿原６ページ、債務負担行為補正の追加です。明日香庭球場指定管理事業は、奈良県立橿原公苑明日香庭球場の管理を指定管理者に行わせるため、平成３０年度から平成３４年度ま公苑明日香庭球場の管理を指定管理者に行わせるため、平成３０年度から平成３４年度ま公苑明日香庭球場の管理を指定管理者に行わせるため、平成３０年度から平成３４年度ま公苑明日香庭球場の管理を指定管理者に行わせるため、平成３０年度から平成３４年度までの５年間で１，８００万円余の債務負担行為の追加をお願いするものです。での５年間で１，８００万円余の債務負担行為の追加をお願いするものです。での５年間で１，８００万円余の債務負担行為の追加をお願いするものです。での５年間で１，８００万円余の債務負担行為の追加をお願いするものです。続いて、議第９５号、平成２９年度奈良県一般会計補正予算（第４号）についてです。続いて、議第９５号、平成２９年度奈良県一般会計補正予算（第４号）についてです。続いて、議第９５号、平成２９年度奈良県一般会計補正予算（第４号）についてです。続いて、議第９５号、平成２９年度奈良県一般会計補正予算（第４号）についてです。７ページ、給与改定に伴う増額です。１０月の人事委員会からの勧告の趣旨にのっとり、７ページ、給与改定に伴う増額です。１０月の人事委員会からの勧告の趣旨にのっとり、７ページ、給与改定に伴う増額です。１０月の人事委員会からの勧告の趣旨にのっとり、７ページ、給与改定に伴う増額です。１０月の人事委員会からの勧告の趣旨にのっとり、給与改定を実施することにより、増額となる９億８，７００万円余のうち、くらし創造部給与改定を実施することにより、増額となる９億８，７００万円余のうち、くらし創造部給与改定を実施することにより、増額となる９億８，７００万円余のうち、くらし創造部給与改定を実施することにより、増額となる９億８，７００万円余のうち、くらし創造部景観・環境局分としては１，２００万円余です。景観・環境局分としては１，２００万円余です。景観・環境局分としては１，２００万円余です。景観・環境局分としては１，２００万円余です。続いて、議第８５号、奈良県立橿原公苑（明日香庭球場）の指定管理者の指定について、続いて、議第８５号、奈良県立橿原公苑（明日香庭球場）の指定管理者の指定について、続いて、議第８５号、奈良県立橿原公苑（明日香庭球場）の指定管理者の指定について、続いて、議第８５号、奈良県立橿原公苑（明日香庭球場）の指定管理者の指定について、「平成２９年度一般会計補正予算案その他」の４３ページをお願いします。これは先ほど「平成２９年度一般会計補正予算案その他」の４３ページをお願いします。これは先ほど「平成２９年度一般会計補正予算案その他」の４３ページをお願いします。これは先ほど「平成２９年度一般会計補正予算案その他」の４３ページをお願いします。これは先ほど債務負担行為補正でご説明した奈良県立橿原公苑明日香庭球場を管理する指定管理者の指債務負担行為補正でご説明した奈良県立橿原公苑明日香庭球場を管理する指定管理者の指債務負担行為補正でご説明した奈良県立橿原公苑明日香庭球場を管理する指定管理者の指債務負担行為補正でご説明した奈良県立橿原公苑明日香庭球場を管理する指定管理者の指定について議決をお願いするものです。指定管理者の指定の相手方は有限会社ハー定について議決をお願いするものです。指定管理者の指定の相手方は有限会社ハー定について議決をお願いするものです。指定管理者の指定の相手方は有限会社ハー定について議決をお願いするものです。指定管理者の指定の相手方は有限会社ハードボドボドボドボーーーー
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ルテニスルテニスルテニスルテニスで、指定で、指定で、指定で、指定期期期期間は平成３０年４月１日から平成３５年３月３１日までの５年間です。間は平成３０年４月１日から平成３５年３月３１日までの５年間です。間は平成３０年４月１日から平成３５年３月３１日までの５年間です。間は平成３０年４月１日から平成３５年３月３１日までの５年間です。続いて、報第３０号、地方自治法第１７９条第１項の規定による専決処分の報告につい続いて、報第３０号、地方自治法第１７９条第１項の規定による専決処分の報告につい続いて、報第３０号、地方自治法第１７９条第１項の規定による専決処分の報告につい続いて、報第３０号、地方自治法第１７９条第１項の規定による専決処分の報告についてです。てです。てです。てです。５９ページ、施設管理５９ページ、施設管理５９ページ、施設管理５９ページ、施設管理瑕疵瑕疵瑕疵瑕疵に係る自に係る自に係る自に係る自動車損傷動車損傷動車損傷動車損傷事事事事故故故故についてのについてのについてのについての損害賠償損害賠償損害賠償損害賠償額の決定です。平額の決定です。平額の決定です。平額の決定です。平成２９年１０月２６日に成２９年１０月２６日に成２９年１０月２６日に成２９年１０月２６日に示談示談示談示談が成立した案件で、が成立した案件で、が成立した案件で、が成立した案件で、損害賠償損害賠償損害賠償損害賠償額は１０万２，８００円です。額は１０万２，８００円です。額は１０万２，８００円です。額は１０万２，８００円です。以以以以上がくらし創造部景観・環境局所管分についての説明です。よ上がくらし創造部景観・環境局所管分についての説明です。よ上がくらし創造部景観・環境局所管分についての説明です。よ上がくらし創造部景観・環境局所管分についての説明です。よろろろろしくご審議のほどおしくご審議のほどおしくご審議のほどおしくご審議のほどお願いします。願いします。願いします。願いします。○吉田教育長○吉田教育長○吉田教育長○吉田教育長 委員長から着座にて説明、報告との配慮をいただきましたので、着座して委員長から着座にて説明、報告との配慮をいただきましたので、着座して委員長から着座にて説明、報告との配慮をいただきましたので、着座して委員長から着座にて説明、報告との配慮をいただきましたので、着座して説明させていただきます。説明させていただきます。説明させていただきます。説明させていただきます。教育委員会所管の提出議案について説明します。教育委員会所管の提出議案について説明します。教育委員会所管の提出議案について説明します。教育委員会所管の提出議案について説明します。「平成２９年１２月定例県議会提出予算案の概要」の２ページをお願いします。「平成２９年１２月定例県議会提出予算案の概要」の２ページをお願いします。「平成２９年１２月定例県議会提出予算案の概要」の２ページをお願いします。「平成２９年１２月定例県議会提出予算案の概要」の２ページをお願いします。台風台風台風台風２２２２１号１号１号１号等等等等よるよるよるよる災害へ災害へ災害へ災害へのののの対応対応対応対応について、教育委員会から４件あります。吉野について、教育委員会から４件あります。吉野について、教育委員会から４件あります。吉野について、教育委員会から４件あります。吉野学園及び大淀養護学園及び大淀養護学園及び大淀養護学園及び大淀養護学校災害復旧学校災害復旧学校災害復旧学校災害復旧事業です。事業です。事業です。事業です。大淀養護学校大淀養護学校大淀養護学校大淀養護学校のののの敷敷敷敷地地地地内斜面崩落内斜面崩落内斜面崩落内斜面崩落によるによるによるによる復旧作復旧作復旧作復旧作業で、業で、業で、業で、隣接隣接隣接隣接するするするする健康健康健康健康福祉福祉福祉福祉部所管の吉野部所管の吉野部所管の吉野部所管の吉野学園学園学園学園のののの敷敷敷敷地地地地内斜面崩落内斜面崩落内斜面崩落内斜面崩落のののの復旧復旧復旧復旧とともに実施します。教育委員会の負担分とともに実施します。教育委員会の負担分とともに実施します。教育委員会の負担分とともに実施します。教育委員会の負担分は９，７２０万円となります。は９，７２０万円となります。は９，７２０万円となります。は９，７２０万円となります。次に、奈良次に、奈良次に、奈良次に、奈良高校災害復旧作高校災害復旧作高校災害復旧作高校災害復旧作業です。これは奈良業です。これは奈良業です。これは奈良業です。これは奈良高校敷高校敷高校敷高校敷地地地地北側斜面北側斜面北側斜面北側斜面のののの崩落崩落崩落崩落によるによるによるによる復旧作復旧作復旧作復旧作業業業業です。です。です。です。次に、史次に、史次に、史次に、史跡高取城跡災害復旧跡高取城跡災害復旧跡高取城跡災害復旧跡高取城跡災害復旧事業です。これは奈良県が管理事業です。これは奈良県が管理事業です。これは奈良県が管理事業です。これは奈良県が管理団体団体団体団体となっている史となっている史となっている史となっている史跡高取跡高取跡高取跡高取城跡城跡城跡城跡について、について、について、について、倒木や流木倒木や流木倒木や流木倒木や流木、、、、土砂土砂土砂土砂のののの撤去等撤去等撤去等撤去等のののの復旧工復旧工復旧工復旧工事を行うものです。事を行うものです。事を行うものです。事を行うものです。次に、文次に、文次に、文次に、文化化化化財保財保財保財保存存存存事業事業事業事業費費費費補補補補助金助金助金助金です。これはです。これはです。これはです。これは土砂崩土砂崩土砂崩土砂崩れれれれ等等等等のののの被害被害被害被害を受けたを受けたを受けたを受けた国国国国指定文指定文指定文指定文化化化化財で財で財で財である史ある史ある史ある史跡や特別跡や特別跡や特別跡や特別史史史史跡跡跡跡のののの復旧復旧復旧復旧を行うを行うを行うを行う市町市町市町市町村に村に村に村に対対対対し、し、し、し、国及び国及び国及び国及び県から補県から補県から補県から補助助助助を行うものです。を行うものです。を行うものです。を行うものです。続いて、５ページ、続いて、５ページ、続いて、５ページ、続いて、５ページ、繰越繰越繰越繰越明明明明許費許費許費許費補正の補正の補正の補正の新新新新規です。２件あります。吉野規です。２件あります。吉野規です。２件あります。吉野規です。２件あります。吉野学園及び大淀養護学園及び大淀養護学園及び大淀養護学園及び大淀養護学校災害復旧学校災害復旧学校災害復旧学校災害復旧事業のうち、事業のうち、事業のうち、事業のうち、大淀養護学校災害復旧大淀養護学校災害復旧大淀養護学校災害復旧大淀養護学校災害復旧事業で事業で事業で事業で繰越繰越繰越繰越明明明明許費許費許費許費は９，７６０万円です。は９，７６０万円です。は９，７６０万円です。は９，７６０万円です。さきに説明したさきに説明したさきに説明したさきに説明した台風台風台風台風２１号２１号２１号２１号等等等等によるによるによるによる災害へ災害へ災害へ災害へのののの対応対応対応対応で、で、で、で、工期工期工期工期のののの確確確確保のため、平成３０年度に保のため、平成３０年度に保のため、平成３０年度に保のため、平成３０年度に繰繰繰繰りりりり越越越越しをお願いするものです。しをお願いするものです。しをお願いするものです。しをお願いするものです。続いて、奈良続いて、奈良続いて、奈良続いて、奈良高校災害復旧高校災害復旧高校災害復旧高校災害復旧事業で、事業で、事業で、事業で、繰越繰越繰越繰越額は１億円です。こちらも額は１億円です。こちらも額は１億円です。こちらも額は１億円です。こちらも工期工期工期工期のののの確確確確保のため、保のため、保のため、保のため、平成３０年度に平成３０年度に平成３０年度に平成３０年度に繰繰繰繰りりりり越越越越しをお願いするものです。しをお願いするものです。しをお願いするものです。しをお願いするものです。続いて、６ページ、債務負担行為補正の追加です。社会教育センター研修施設（研修続いて、６ページ、債務負担行為補正の追加です。社会教育センター研修施設（研修続いて、６ページ、債務負担行為補正の追加です。社会教育センター研修施設（研修続いて、６ページ、債務負担行為補正の追加です。社会教育センター研修施設（研修棟）指定管理事業で、施設の管理を指定管理者に行わせるため、管理委託棟）指定管理事業で、施設の管理を指定管理者に行わせるため、管理委託棟）指定管理事業で、施設の管理を指定管理者に行わせるため、管理委託棟）指定管理事業で、施設の管理を指定管理者に行わせるため、管理委託料料料料の上限としての上限としての上限としての上限として平成３０年度から平成３２年度までの指定平成３０年度から平成３２年度までの指定平成３０年度から平成３２年度までの指定平成３０年度から平成３２年度までの指定期期期期間３年間で１億１５７万４，０００円として間３年間で１億１５７万４，０００円として間３年間で１億１５７万４，０００円として間３年間で１億１５７万４，０００円として
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います。います。います。います。続いて、７ページ、奈良県一般会計補正予算の事業概要、その他の給与改定に伴う増額続いて、７ページ、奈良県一般会計補正予算の事業概要、その他の給与改定に伴う増額続いて、７ページ、奈良県一般会計補正予算の事業概要、その他の給与改定に伴う増額続いて、７ページ、奈良県一般会計補正予算の事業概要、その他の給与改定に伴う増額です。先ほど桝田くらし創造部長からも申し上げたとおり、平成２９年の人事委員会勧告です。先ほど桝田くらし創造部長からも申し上げたとおり、平成２９年の人事委員会勧告です。先ほど桝田くらし創造部長からも申し上げたとおり、平成２９年の人事委員会勧告です。先ほど桝田くらし創造部長からも申し上げたとおり、平成２９年の人事委員会勧告の趣旨にのっとり、給与改定を実施することによるもので、９億８，７００万円余のうち、の趣旨にのっとり、給与改定を実施することによるもので、９億８，７００万円余のうち、の趣旨にのっとり、給与改定を実施することによるもので、９億８，７００万円余のうち、の趣旨にのっとり、給与改定を実施することによるもので、９億８，７００万円余のうち、教育委員会に関するものは教育委員会に関するものは教育委員会に関するものは教育委員会に関するものは特別特別特別特別職と一般職を合わせて６億１００万円余です。職と一般職を合わせて６億１００万円余です。職と一般職を合わせて６億１００万円余です。職と一般職を合わせて６億１００万円余です。以以以以上が教育委員会所管分の平成２９年度奈良県一般会計補正予算上が教育委員会所管分の平成２９年度奈良県一般会計補正予算上が教育委員会所管分の平成２９年度奈良県一般会計補正予算上が教育委員会所管分の平成２９年度奈良県一般会計補正予算及び及び及び及びその概要です。その概要です。その概要です。その概要です。続いて、教育委員会に係る１２月議会提出議案の概要、続いて、教育委員会に係る１２月議会提出議案の概要、続いて、教育委員会に係る１２月議会提出議案の概要、続いて、教育委員会に係る１２月議会提出議案の概要、契約等契約等契約等契約等について説明します。について説明します。について説明します。について説明します。「平成２９年度一般会計補正予算案その他」の４０ページ、議第８２号、財産の減額貸「平成２９年度一般会計補正予算案その他」の４０ページ、議第８２号、財産の減額貸「平成２９年度一般会計補正予算案その他」の４０ページ、議第８２号、財産の減額貸「平成２９年度一般会計補正予算案その他」の４０ページ、議第８２号、財産の減額貸付についてです。平成３０年４月１日から奈良県社会教育センター研修棟指定管理者に当付についてです。平成３０年４月１日から奈良県社会教育センター研修棟指定管理者に当付についてです。平成３０年４月１日から奈良県社会教育センター研修棟指定管理者に当付についてです。平成３０年４月１日から奈良県社会教育センター研修棟指定管理者に当該該該該施設の施設の施設の施設の宿泊宿泊宿泊宿泊棟を棟を棟を棟を前回同前回同前回同前回同様減額して貸し付けしたく議決を様減額して貸し付けしたく議決を様減額して貸し付けしたく議決を様減額して貸し付けしたく議決を求求求求めるものです。めるものです。めるものです。めるものです。減額理減額理減額理減額理由由由由は公は公は公は公共交通機共交通機共交通機共交通機関の関の関の関の利便性利便性利便性利便性、施設の、施設の、施設の、施設の現況現況現況現況をををを考考考考慮し、年額で県が定める貸付慮し、年額で県が定める貸付慮し、年額で県が定める貸付慮し、年額で県が定める貸付料料料料算定算定算定算定基準基準基準基準にににに基づ基づ基づ基づき算定した貸付き算定した貸付き算定した貸付き算定した貸付料料料料から１，５００万円をから１，５００万円をから１，５００万円をから１，５００万円を控除控除控除控除した額を貸付した額を貸付した額を貸付した額を貸付料料料料から減額することから減額することから減額することから減額することをお願いするものです。をお願いするものです。をお願いするものです。をお願いするものです。４６ページ、議第８８号、奈良県社会教育センター研修施設（研修棟）指定管理者の指４６ページ、議第８８号、奈良県社会教育センター研修施設（研修棟）指定管理者の指４６ページ、議第８８号、奈良県社会教育センター研修施設（研修棟）指定管理者の指４６ページ、議第８８号、奈良県社会教育センター研修施設（研修棟）指定管理者の指定についてです。平成３０年４月１日から奈良県社会教育センター研修棟の指定管理者を定についてです。平成３０年４月１日から奈良県社会教育センター研修棟の指定管理者を定についてです。平成３０年４月１日から奈良県社会教育センター研修棟の指定管理者を定についてです。平成３０年４月１日から奈良県社会教育センター研修棟の指定管理者を次のとおり指定したく議決を次のとおり指定したく議決を次のとおり指定したく議決を次のとおり指定したく議決を求求求求めるものです。めるものです。めるものです。めるものです。奈良県社会教育センター研修棟の指定管理者は、奈良県社会教育センター指定管理者奈良県社会教育センター研修棟の指定管理者は、奈良県社会教育センター指定管理者奈良県社会教育センター研修棟の指定管理者は、奈良県社会教育センター指定管理者奈良県社会教育センター研修棟の指定管理者は、奈良県社会教育センター指定管理者選選選選定審査会における審査結果を定審査会における審査結果を定審査会における審査結果を定審査会における審査結果を踏踏踏踏ままままええええ、決定したとこ、決定したとこ、決定したとこ、決定したところろろろです。指定管理の相手方はです。指定管理の相手方はです。指定管理の相手方はです。指定管理の相手方はアスカ美アスカ美アスカ美アスカ美装株式装株式装株式装株式会社で、指定の会社で、指定の会社で、指定の会社で、指定の期期期期間は平成３０年４月１日から平成３３年３月３１日までの３年間間は平成３０年４月１日から平成３３年３月３１日までの３年間間は平成３０年４月１日から平成３３年３月３１日までの３年間間は平成３０年４月１日から平成３３年３月３１日までの３年間とします。とします。とします。とします。前回前回前回前回、、、、前々回前々回前々回前々回は５年間の指定管理を行っていましたが、施設設は５年間の指定管理を行っていましたが、施設設は５年間の指定管理を行っていましたが、施設設は５年間の指定管理を行っていましたが、施設設備備備備のののの老朽化老朽化老朽化老朽化がががが進進進進んんんんでいること、また、でいること、また、でいること、また、でいること、また、今後今後今後今後の施設のあり方をの施設のあり方をの施設のあり方をの施設のあり方を検討検討検討検討するため、するため、するため、するため、期期期期間を間を間を間を短縮短縮短縮短縮し３年間としていし３年間としていし３年間としていし３年間としています。議決をいただいたます。議決をいただいたます。議決をいただいたます。議決をいただいた後後後後、先ほど説明した債務負担行為補正額を指定管理委託、先ほど説明した債務負担行為補正額を指定管理委託、先ほど説明した債務負担行為補正額を指定管理委託、先ほど説明した債務負担行為補正額を指定管理委託料料料料の上限の上限の上限の上限としてとしてとしてとして同同同同社と３社と３社と３社と３カカカカ年間の指定管理事業に係る年間の指定管理事業に係る年間の指定管理事業に係る年間の指定管理事業に係る協協協協定を定を定を定を締締締締結する予定です。結する予定です。結する予定です。結する予定です。以以以以上が教育委員会に係る提出議案の概要です。よ上が教育委員会に係る提出議案の概要です。よ上が教育委員会に係る提出議案の概要です。よ上が教育委員会に係る提出議案の概要です。よろろろろしくご審議のほどお願いいたします。しくご審議のほどお願いいたします。しくご審議のほどお願いいたします。しくご審議のほどお願いいたします。○中村委員長○中村委員長○中村委員長○中村委員長 それでは、ただいまの説明について、それでは、ただいまの説明について、それでは、ただいまの説明について、それでは、ただいまの説明について、質疑質疑質疑質疑があれがあれがあれがあれば発言ば発言ば発言ば発言をお願いします。をお願いします。をお願いします。をお願いします。なお、その他の事項については、なお、その他の事項については、なお、その他の事項については、なお、その他の事項については、後後後後ほどほどほどほど質問質問質問質問を行いますのでご了を行いますのでご了を行いますのでご了を行いますのでご了承承承承願います。願います。願います。願います。○阪口委員○阪口委員○阪口委員○阪口委員 議第８８号、県の社会教育センターの研議第８８号、県の社会教育センターの研議第８８号、県の社会教育センターの研議第８８号、県の社会教育センターの研究究究究施設に係る指定管理者の指定につ施設に係る指定管理者の指定につ施設に係る指定管理者の指定につ施設に係る指定管理者の指定についていていていて質問質問質問質問します。します。します。します。指定管理は本県、指定管理は本県、指定管理は本県、指定管理は本県、私私私私がががが調べ調べ調べ調べたとこたとこたとこたところろろろでは３４ほど施設があるとでは３４ほど施設があるとでは３４ほど施設があるとでは３４ほど施設があると思思思思います。指定管理についます。指定管理についます。指定管理についます。指定管理については、指定管理をすることでいては、指定管理をすることでいては、指定管理をすることでいては、指定管理をすることで運営運営運営運営ががががスムスムスムスムーーーーズズズズにいく、にいく、にいく、にいく、弾力的弾力的弾力的弾力的にいくというにいくというにいくというにいくというメリットメリットメリットメリットもあもあもあもあ
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ろろろろうかとうかとうかとうかと思思思思いますが、一般いますが、一般いますが、一般いますが、一般的的的的に指定管理がに指定管理がに指定管理がに指定管理が最初最初最初最初からここに決まってしまっているというからここに決まってしまっているというからここに決まってしまっているというからここに決まってしまっているという意意意意見等見等見等見等もあるわけでして、なもあるわけでして、なもあるわけでして、なもあるわけでして、なぜぜぜぜここに決まったのか、ここに決まったのか、ここに決まったのか、ここに決まったのか、透透透透明明明明性性性性がががが必必必必要かと要かと要かと要かと思思思思いますので、いますので、いますので、いますので、経緯経緯経緯経緯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たいときしたいときしたいときしたいと思思思思います。います。います。います。○福井人権・地域教育課長○福井人権・地域教育課長○福井人権・地域教育課長○福井人権・地域教育課長 社会教育センターの指定管理業者が決定された社会教育センターの指定管理業者が決定された社会教育センターの指定管理業者が決定された社会教育センターの指定管理業者が決定された経緯経緯経緯経緯についてについてについてについてです。です。です。です。社会教育センターは県社会教育センターは県社会教育センターは県社会教育センターは県民民民民の自の自の自の自主的主的主的主的なななな学習活動学習活動学習活動学習活動をををを促進促進促進促進し、県し、県し、県し、県民民民民の文の文の文の文化的化的化的化的教教教教養養養養のののの高揚高揚高揚高揚をををを図図図図るるるるという観という観という観という観点点点点で県ので県ので県ので県の拠点拠点拠点拠点施設として昭施設として昭施設として昭施設として昭和和和和５８年に開所されたものです。奈良県では、５８年に開所されたものです。奈良県では、５８年に開所されたものです。奈良県では、５８年に開所されたものです。奈良県では、民民民民間の間の間の間のすすすすぐぐぐぐれた施設の管理手法をれた施設の管理手法をれた施設の管理手法をれた施設の管理手法を活用活用活用活用するため、１０年するため、１０年するため、１０年するため、１０年前前前前に指定管理に指定管理に指定管理に指定管理制制制制度の度の度の度の導導導導入に入に入に入に踏踏踏踏みみみみ切切切切ったとったとったとったとこここころろろろです。です。です。です。社会教育センターは、社会教育センターは、社会教育センターは、社会教育センターは、建物建物建物建物がががが大大大大きく分かれており、一つが研修棟ときく分かれており、一つが研修棟ときく分かれており、一つが研修棟ときく分かれており、一つが研修棟と言言言言われるわれるわれるわれる建物建物建物建物です。です。です。です。もう一方がもう一方がもう一方がもう一方がレストラレストラレストラレストラン、ン、ン、ン、宿泊宿泊宿泊宿泊棟です。棟です。棟です。棟です。今回今回今回今回、指定管理者の指定をさせていただくのは研修、指定管理者の指定をさせていただくのは研修、指定管理者の指定をさせていただくのは研修、指定管理者の指定をさせていただくのは研修棟のみになります。この研修棟については、６月定例県議会でも指定管理者棟のみになります。この研修棟については、６月定例県議会でも指定管理者棟のみになります。この研修棟については、６月定例県議会でも指定管理者棟のみになります。この研修棟については、６月定例県議会でも指定管理者選選選選定審査会に定審査会に定審査会に定審査会についてついてついてついて附属機附属機附属機附属機関とする改正条例を提案させていただきました。どのような関とする改正条例を提案させていただきました。どのような関とする改正条例を提案させていただきました。どのような関とする改正条例を提案させていただきました。どのような選選選選定方法がいい定方法がいい定方法がいい定方法がいいかも指定管理者かも指定管理者かも指定管理者かも指定管理者選選選選定審査会に定審査会に定審査会に定審査会に諮諮諮諮りながら、ことしの８月に県りながら、ことしの８月に県りながら、ことしの８月に県りながら、ことしの８月に県内内内内に事務所をに事務所をに事務所をに事務所を置置置置くくくく団体団体団体団体をををを対象対象対象対象に公に公に公に公募募募募を行いました。その結果、２社からを行いました。その結果、２社からを行いました。その結果、２社からを行いました。その結果、２社から応募応募応募応募があったということで、先ほどのがあったということで、先ほどのがあったということで、先ほどのがあったということで、先ほどの選選選選定審査定審査定審査定審査会に会に会に会に諮諮諮諮ったとこったとこったとこったところろろろ、、、、途途途途中で１社が中で１社が中で１社が中で１社が辞退辞退辞退辞退され、され、され、され、アスカ美装株式アスカ美装株式アスカ美装株式アスカ美装株式会社１社になってしまいまし会社１社になってしまいまし会社１社になってしまいまし会社１社になってしまいました。ただ、審査会でこのた。ただ、審査会でこのた。ただ、審査会でこのた。ただ、審査会でこのアスカ美装株式アスカ美装株式アスカ美装株式アスカ美装株式会社でいいのかどうかをい会社でいいのかどうかをい会社でいいのかどうかをい会社でいいのかどうかをいろろろろいいいいろろろろな観な観な観な観点点点点から審査から審査から審査から審査をいただいた結果、をいただいた結果、をいただいた結果、をいただいた結果、引引引引き続き、これからの３年間についてもき続き、これからの３年間についてもき続き、これからの３年間についてもき続き、これからの３年間についてもアスカ美装株式アスカ美装株式アスカ美装株式アスカ美装株式会社で決定し会社で決定し会社で決定し会社で決定したらどうかというたらどうかというたらどうかというたらどうかという意見意見意見意見をいただいたとこをいただいたとこをいただいたとこをいただいたところろろろです。です。です。です。○阪口委員○阪口委員○阪口委員○阪口委員 公公公公募募募募で、できるだけで、できるだけで、できるだけで、できるだけ競争性競争性競争性競争性を担保しようとすれを担保しようとすれを担保しようとすれを担保しようとすればばばば、、、、多多多多くの事業者がくの事業者がくの事業者がくの事業者が参参参参加する加する加する加するのがのがのがのが望望望望ましいとましいとましいとましいと思思思思うのですが、うのですが、うのですが、うのですが、以前以前以前以前、平成２９年度の奈良県の指定管理者、平成２９年度の奈良県の指定管理者、平成２９年度の奈良県の指定管理者、平成２９年度の奈良県の指定管理者運営評価運営評価運営評価運営評価委員会委員会委員会委員会のののの評価評価評価評価結果の中で、結果の中で、結果の中で、結果の中で、アスカ美装株式アスカ美装株式アスカ美装株式アスカ美装株式会社が指定管理者になられている社会教育センター研会社が指定管理者になられている社会教育センター研会社が指定管理者になられている社会教育センター研会社が指定管理者になられている社会教育センター研修施設で修施設で修施設で修施設で評価コメ評価コメ評価コメ評価コメンンンントトトトがあるのでがあるのでがあるのでがあるので少少少少しおしおしおしお聞聞聞聞きしたいのです。事業計きしたいのです。事業計きしたいのです。事業計きしたいのです。事業計画画画画に記載されたに記載されたに記載されたに記載された内容内容内容内容にににに一部一部一部一部未未未未実施のものがあったという実施のものがあったという実施のものがあったという実施のものがあったという評価評価評価評価委員会の委員会の委員会の委員会のコメコメコメコメンンンントトトトがあり、その部分ががあり、その部分ががあり、その部分ががあり、その部分が少少少少しししし気気気気になりになりになりになりますので、説明をお願いします。ますので、説明をお願いします。ますので、説明をお願いします。ますので、説明をお願いします。○福井人権・地域教育課長○福井人権・地域教育課長○福井人権・地域教育課長○福井人権・地域教育課長 平成２９年度の公の施設指定管理者平成２９年度の公の施設指定管理者平成２９年度の公の施設指定管理者平成２９年度の公の施設指定管理者運営評価運営評価運営評価運営評価委員会の委員会の委員会の委員会の評価評価評価評価結結結結果において、事業計果において、事業計果において、事業計果において、事業計画画画画の一部にの一部にの一部にの一部に未未未未実施があったという記載がありました。その実施があったという記載がありました。その実施があったという記載がありました。その実施があったという記載がありました。その内容内容内容内容は、事は、事は、事は、事業計業計業計業計画画画画の中で社会教育センターのの中で社会教育センターのの中で社会教育センターのの中で社会教育センターの活用活用活用活用についてについてについてについて新聞広新聞広新聞広新聞広告告告告等等等等でででで広広広広報するという事業計報するという事業計報するという事業計報するという事業計画画画画を立を立を立を立てていたとこてていたとこてていたとこてていたところろろろです。その計です。その計です。その計です。その計画画画画が、年度がが、年度がが、年度がが、年度が始始始始まるまるまるまる直前直前直前直前の３月にの３月にの３月にの３月に現在現在現在現在ののののアスカ美装株式アスカ美装株式アスカ美装株式アスカ美装株式会社会社会社会社から県にから県にから県にから県に訂訂訂訂正がありました。県と正がありました。県と正がありました。県と正がありました。県とアスカ美装株式アスカ美装株式アスカ美装株式アスカ美装株式会社とは定会社とは定会社とは定会社とは定期的期的期的期的にににに意見交換意見交換意見交換意見交換する場をする場をする場をする場を持持持持っっっっ
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ていますので、このていますので、このていますので、このていますので、この進進進進め方がいいのかどうかをめ方がいいのかどうかをめ方がいいのかどうかをめ方がいいのかどうかを両両両両者間で者間で者間で者間で協協協協議した結果、一般議した結果、一般議した結果、一般議した結果、一般的的的的なななな新聞折新聞折新聞折新聞折りりりり込込込込みみみみ広広広広告をするよりは、教育、告をするよりは、教育、告をするよりは、教育、告をするよりは、教育、学校学校学校学校、社会教育に、より、社会教育に、より、社会教育に、より、社会教育に、よりスポットスポットスポットスポットを当ててを当ててを当ててを当てて広広広広報してはどう報してはどう報してはどう報してはどうかということで、かということで、かということで、かということで、各各各各地地地地域域域域で行われている、例で行われている、例で行われている、例で行われている、例えばえばえばえば社会教育委員の会議社会教育委員の会議社会教育委員の会議社会教育委員の会議やややや、公、公、公、公民館民館民館民館、、、、小学校小学校小学校小学校、、、、中中中中学校学校学校学校、、、、高等学校高等学校高等学校高等学校のののの校校校校長会長会長会長会等等等等で、社会教育センターので、社会教育センターので、社会教育センターので、社会教育センターの活用活用活用活用についてについてについてについてＰＲＰＲＰＲＰＲさせていただくとさせていただくとさせていただくとさせていただくということでいうことでいうことでいうことで変更変更変更変更がありましたので、一部がありましたので、一部がありましたので、一部がありましたので、一部未未未未実施となったとこ実施となったとこ実施となったとこ実施となったところろろろです。です。です。です。以以以以上です。上です。上です。上です。○阪口委員○阪口委員○阪口委員○阪口委員 それはわかりました。それはわかりました。それはわかりました。それはわかりました。そうしましたら、本そうしましたら、本そうしましたら、本そうしましたら、本質的質的質的質的なとこなとこなとこなところろろろをををを質問質問質問質問したいのですが、先ほどの説明では研修棟としたいのですが、先ほどの説明では研修棟としたいのですが、先ほどの説明では研修棟としたいのですが、先ほどの説明では研修棟と宿宿宿宿泊泊泊泊棟があるわけです。研修棟については１億１５７万４，０００円を３年間で指定管理者棟があるわけです。研修棟については１億１５７万４，０００円を３年間で指定管理者棟があるわけです。研修棟については１億１５７万４，０００円を３年間で指定管理者棟があるわけです。研修棟については１億１５７万４，０００円を３年間で指定管理者にににに支払支払支払支払われると。それからわれると。それからわれると。それからわれると。それから宿泊宿泊宿泊宿泊棟については、先ほど１，５００万円の財産の減額貸し付棟については、先ほど１，５００万円の財産の減額貸し付棟については、先ほど１，５００万円の財産の減額貸し付棟については、先ほど１，５００万円の財産の減額貸し付けという説明がありました。もうけという説明がありました。もうけという説明がありました。もうけという説明がありました。もう少少少少し、し、し、し、積積積積算算算算根拠根拠根拠根拠などなどなどなど詳細詳細詳細詳細をおをおをおをお聞聞聞聞きしたいときしたいときしたいときしたいと思思思思います。います。います。います。○福井人権・地域教育課長○福井人権・地域教育課長○福井人権・地域教育課長○福井人権・地域教育課長 まず、社会教育センターの指定管理上限額のまず、社会教育センターの指定管理上限額のまず、社会教育センターの指定管理上限額のまず、社会教育センターの指定管理上限額の積積積積算算算算根拠根拠根拠根拠ですが、ですが、ですが、ですが、先ほども申しましたように、指定管理者に先ほども申しましたように、指定管理者に先ほども申しましたように、指定管理者に先ほども申しましたように、指定管理者に対対対対しては、しては、しては、しては、収収収収入入入入面面面面では、では、では、では、各個各個各個各個人、人、人、人、団体団体団体団体がががが支払支払支払支払うううう施設施設施設施設使用料使用料使用料使用料で、これは県の条例にで、これは県の条例にで、これは県の条例にで、これは県の条例に基づ基づ基づ基づくものです。それと県からの指定管理の委託くものです。それと県からの指定管理の委託くものです。それと県からの指定管理の委託くものです。それと県からの指定管理の委託料料料料を合を合を合を合わせたものがわせたものがわせたものがわせたものが収収収収入ということになります。入ということになります。入ということになります。入ということになります。支支支支出については、当出については、当出については、当出については、当然然然然、、、、運営運営運営運営する上でする上でする上でする上で必必必必要な人要な人要な人要な人件件件件費費費費、管理、管理、管理、管理費費費費、施設、施設、施設、施設維持費維持費維持費維持費など、そういったもなど、そういったもなど、そういったもなど、そういったもろろろろももももろろろろがががが経費経費経費経費になになになになろろろろうかとうかとうかとうかと思思思思います。います。います。います。今回今回今回今回のののの試試試試算は、算は、算は、算は、収収収収入入入入面面面面については、平成２５年度から４年間の平については、平成２５年度から４年間の平については、平成２５年度から４年間の平については、平成２５年度から４年間の平均均均均をもとにをもとにをもとにをもとに歳歳歳歳出、いわ出、いわ出、いわ出、いわゆゆゆゆるるるる企企企企業としての業としての業としての業としての収収収収入額、施設入額、施設入額、施設入額、施設使用料使用料使用料使用料をををを積積積積算したとこ算したとこ算したとこ算したところろろろです。３年間で２，０６７万円がです。３年間で２，０６７万円がです。３年間で２，０６７万円がです。３年間で２，０６７万円が収収収収入としてあ入としてあ入としてあ入としてあろろろろうということです。このうということです。このうということです。このうということです。この試試試試算に当たっては、算に当たっては、算に当たっては、算に当たっては、企企企企業業業業努力努力努力努力をををを促促促促す観す観す観す観点点点点で年３で年３で年３で年３％％％％の増もの増もの増もの増も見込ん見込ん見込ん見込んだ上でのだ上でのだ上でのだ上での収収収収入ということになります。これに入ということになります。これに入ということになります。これに入ということになります。これに対対対対し、し、し、し、歳歳歳歳出出出出経費経費経費経費については、まについては、まについては、まについては、まず人件ず人件ず人件ず人件費費費費は、管理は、管理は、管理は、管理運営運営運営運営者として２名、者として２名、者として２名、者として２名、ススススタタタタッフッフッフッフとして２名、計４名の人件として２名、計４名の人件として２名、計４名の人件として２名、計４名の人件費費費費を計上していを計上していを計上していを計上しています。それとあわせてます。それとあわせてます。それとあわせてます。それとあわせて必必必必要な施設要な施設要な施設要な施設維持維持維持維持のののの経費や経費や経費や経費や修修修修繕費繕費繕費繕費、、、、光熱費等光熱費等光熱費等光熱費等については、これまでのについては、これまでのについては、これまでのについては、これまでの４年間の実４年間の実４年間の実４年間の実績績績績をををを参考参考参考参考にしながら平にしながら平にしながら平にしながら平均均均均ないし一ないし一ないし一ないし一番番番番少少少少ないないないない金金金金額額額額等等等等いいいいろろろろいいいいろ工ろ工ろ工ろ工夫夫夫夫した上で計算しした上で計算しした上で計算しした上で計算して、そのて、そのて、そのて、その差差差差しししし引引引引きを行ったとこきを行ったとこきを行ったとこきを行ったところろろろ、県が、県が、県が、県が支支支支出する実出する実出する実出する実際際際際の施設管理の委託の施設管理の委託の施設管理の委託の施設管理の委託料料料料は１億１５７万は１億１５７万は１億１５７万は１億１５７万４，０００円になったということです。４，０００円になったということです。４，０００円になったということです。４，０００円になったということです。なお、なお、なお、なお、今回試今回試今回試今回試算するに当たっては、これまでの４年間の算するに当たっては、これまでの４年間の算するに当たっては、これまでの４年間の算するに当たっては、これまでの４年間の使用使用使用使用実実実実績績績績で月で月で月で月曜曜曜曜日の日の日の日の使用使用使用使用実実実実績績績績がががが非常非常非常非常にににに少少少少ないということもわかりましたので、ないということもわかりましたので、ないということもわかりましたので、ないということもわかりましたので、今今今今までまでまでまで週週週週７日開所していたとこ７日開所していたとこ７日開所していたとこ７日開所していたところろろろは、は、は、は、週週週週６６６６日開所ということで日開所ということで日開所ということで日開所ということで試試試試算を行って、算を行って、算を行って、算を行って、経費経費経費経費のののの圧圧圧圧縮縮縮縮にににに努努努努めています。めています。めています。めています。以以以以上です。上です。上です。上です。○阪口委員○阪口委員○阪口委員○阪口委員 詳細詳細詳細詳細に説明していただきました。に説明していただきました。に説明していただきました。に説明していただきました。今後今後今後今後、その説明、その説明、その説明、その説明根拠根拠根拠根拠が正しいかについてはが正しいかについてはが正しいかについてはが正しいかについては精精精精査して査して査して査して検討検討検討検討していきたいとしていきたいとしていきたいとしていきたいと思思思思っています。っています。っています。っています。最初最初最初最初に申し上げましたように、指定管理をするに当たっては公に申し上げましたように、指定管理をするに当たっては公に申し上げましたように、指定管理をするに当たっては公に申し上げましたように、指定管理をするに当たっては公募募募募というというというという形形形形が原則なので、が原則なので、が原則なので、が原則なので、
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最最最最終終終終的的的的に１社しかに１社しかに１社しかに１社しか残残残残らないという指定管理であれらないという指定管理であれらないという指定管理であれらないという指定管理であればばばば、、、、ややややはりはりはりはり制制制制度そのものの度そのものの度そのものの度そのものの欠陥欠陥欠陥欠陥が出てくが出てくが出てくが出てくるかとるかとるかとるかと思思思思うのです。本うのです。本うのです。本うのです。本来来来来、施設をきれいに、施設をきれいに、施設をきれいに、施設をきれいにリニリニリニリニュュュューーーーアルアルアルアルしてよそもしてよそもしてよそもしてよそも応募応募応募応募するようなするようなするようなするような形形形形がががが望望望望ましいのか、ましいのか、ましいのか、ましいのか、根根根根本本本本的的的的なことはなことはなことはなことは今後考え今後考え今後考え今後考えていかれるとていかれるとていかれるとていかれると思思思思っていますが、さきほどの説明につっていますが、さきほどの説明につっていますが、さきほどの説明につっていますが、さきほどの説明について、わからないとこいて、わからないとこいて、わからないとこいて、わからないところろろろはまた担当はまた担当はまた担当はまた担当課課課課に説明していただけるとに説明していただけるとに説明していただけるとに説明していただけると思思思思いますので、いますので、いますので、いますので、今回今回今回今回はこれはこれはこれはこれでででで終終終終わりたいとわりたいとわりたいとわりたいと思思思思います。います。います。います。○中川副委員長○中川副委員長○中川副委員長○中川副委員長 明日香庭球場と社会教育センター研修施設について明日香庭球場と社会教育センター研修施設について明日香庭球場と社会教育センター研修施設について明日香庭球場と社会教育センター研修施設について質問質問質問質問させていただきさせていただきさせていただきさせていただきます。ます。ます。ます。まず、明日香庭球場ですが、こちらは平成１８年３月までは奈良県文まず、明日香庭球場ですが、こちらは平成１８年３月までは奈良県文まず、明日香庭球場ですが、こちらは平成１８年３月までは奈良県文まず、明日香庭球場ですが、こちらは平成１８年３月までは奈良県文化化化化事業事業事業事業団団団団によるによるによるによる運運運運営営営営とあったのですけれども、そのとあったのですけれども、そのとあったのですけれども、そのとあったのですけれども、その時代時代時代時代とととと比較比較比較比較して、あるいはずっとして、あるいはずっとして、あるいはずっとして、あるいはずっと昔昔昔昔とととと比較比較比較比較して、して、して、して、現在現在現在現在のののの指定管理者において、どのような成果といいますか、指定管理者において、どのような成果といいますか、指定管理者において、どのような成果といいますか、指定管理者において、どのような成果といいますか、費用面費用面費用面費用面のののの圧圧圧圧縮縮縮縮など、もなど、もなど、もなど、もろろろろももももろろろろをををを含含含含めめめめてててて効効効効果が上がっているのか。もち果が上がっているのか。もち果が上がっているのか。もち果が上がっているのか。もちろんろんろんろん指定管理にしたことによって指定管理にしたことによって指定管理にしたことによって指定管理にしたことによって何何何何かしら改かしら改かしら改かしら改善善善善がされながされながされながされなけれけれけれければばばばいけないのですけれども、いけないのですけれども、いけないのですけれども、いけないのですけれども、数値数値数値数値的的的的な報告をお願いします。な報告をお願いします。な報告をお願いします。な報告をお願いします。○三原スポーツ振興課長○三原スポーツ振興課長○三原スポーツ振興課長○三原スポーツ振興課長 明日香明日香明日香明日香テニスコテニスコテニスコテニスコーーーートトトトの指定管理に係るの指定管理に係るの指定管理に係るの指定管理に係る経費等経費等経費等経費等のののの効効効効果についての果についての果についての果についてのおおおお尋ね尋ね尋ね尋ねです。です。です。です。副委員長お副委員長お副委員長お副委員長お述述述述べべべべのとおり、平成１７年度までは奈良県文のとおり、平成１７年度までは奈良県文のとおり、平成１７年度までは奈良県文のとおり、平成１７年度までは奈良県文化化化化事業事業事業事業団へ団へ団へ団への委託ということで、の委託ということで、の委託ということで、の委託ということで、指定管理者指定管理者指定管理者指定管理者制制制制度を度を度を度を導導導導入したのは平成１８年度からです。かなり入したのは平成１８年度からです。かなり入したのは平成１８年度からです。かなり入したのは平成１８年度からです。かなり古古古古くなりますので、くなりますので、くなりますので、くなりますので、資資資資料料料料をををを確確確確認認認認させていただくと、させていただくと、させていただくと、させていただくと、収支収支収支収支差差差差をもとに指定管理をもとに指定管理をもとに指定管理をもとに指定管理料料料料を決めていますので、当を決めていますので、当を決めていますので、当を決めていますので、当時時時時はははは約約約約２８０２８０２８０２８０万円の管理万円の管理万円の管理万円の管理料料料料です。委託です。委託です。委託です。委託料料料料でおでおでおでお支払支払支払支払いしています。指定管理いしています。指定管理いしています。指定管理いしています。指定管理導導導導入入入入後後後後、、、、大体大体大体大体２００万円２００万円２００万円２００万円程程程程度度度度で委託で委託で委託で委託料料料料がががが推移推移推移推移していると。その分、委託していると。その分、委託していると。その分、委託していると。その分、委託料料料料としてはとしてはとしてはとしては下下下下がっているというとこがっているというとこがっているというとこがっているというところろろろです。たです。たです。たです。ただ、平成２７年度にだ、平成２７年度にだ、平成２７年度にだ、平成２７年度にククククララララブブブブハハハハウウウウススススをををを新新新新設しています。合設しています。合設しています。合設しています。合宿利用宿利用宿利用宿利用もできるということで、平もできるということで、平もできるということで、平もできるということで、平成１７年当成１７年当成１７年当成１７年当時時時時と業務と業務と業務と業務利用利用利用利用のののの運営運営運営運営形態形態形態形態がががが変変変変わっているとこわっているとこわっているとこわっているところろろろがあります。そのあたりを実があります。そのあたりを実があります。そのあたりを実があります。そのあたりを実際際際際のののの金金金金額ではなく、額ではなく、額ではなく、額ではなく、稼働率稼働率稼働率稼働率等等等等で説明させていただくと、平成１７年度ので説明させていただくと、平成１７年度ので説明させていただくと、平成１７年度ので説明させていただくと、平成１７年度のテニスコテニスコテニスコテニスコーーーートトトトのののの稼働稼働稼働稼働率率率率は、２２は、２２は、２２は、２２．．．．９９９９％％％％でした。平成２８年度では４６でした。平成２８年度では４６でした。平成２８年度では４６でした。平成２８年度では４６．．．．５５５５％％％％と２と２と２と２倍倍倍倍以以以以上に上に上に上にふふふふええええています。また、ています。また、ています。また、ています。また、利用利用利用利用者も平成１７年度当者も平成１７年度当者も平成１７年度当者も平成１７年度当時時時時３万２，０００人だったものが平成２８年度６万２，８９２人３万２，０００人だったものが平成２８年度６万２，８９２人３万２，０００人だったものが平成２８年度６万２，８９２人３万２，０００人だったものが平成２８年度６万２，８９２人と、こちらも２と、こちらも２と、こちらも２と、こちらも２倍倍倍倍以以以以上の上の上の上の利用利用利用利用をいただいているとこをいただいているとこをいただいているとこをいただいているところろろろです。です。です。です。状状状状況況況況としてはとしてはとしてはとしては端端端端的的的的にににに比較比較比較比較はではではではできませきませきませきませんんんんが、指定管理が、指定管理が、指定管理が、指定管理導導導導入入入入後後後後、に、に、に、にぎぎぎぎわいのあるわいのあるわいのあるわいのあるテニスコテニスコテニスコテニスコーーーートトトトとしてとしてとしてとして広広広広くくくく利用利用利用利用されており、されており、されており、されており、運営運営運営運営もももも効効効効果果果果的的的的に行っていただいているとに行っていただいているとに行っていただいているとに行っていただいていると考え考え考え考えています。ています。ています。ています。以以以以上です。上です。上です。上です。○中川副委員長○中川副委員長○中川副委員長○中川副委員長 わかりました。わかりました。わかりました。わかりました。昔昔昔昔のののの数字数字数字数字ですので、なかなかすですので、なかなかすですので、なかなかすですので、なかなかすぐぐぐぐには出てこないには出てこないには出てこないには出てこない面面面面もあるかともあるかともあるかともあるかと思思思思いますけれども、こちいますけれども、こちいますけれども、こちいますけれども、こちらもらもらもらも調べ調べ調べ調べていきたいとていきたいとていきたいとていきたいと思思思思います。います。います。います。
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こちらはこちらはこちらはこちらはテニスコテニスコテニスコテニスコーーーートトトトのののの稼働率稼働率稼働率稼働率であったり、であったり、であったり、であったり、使用料収使用料収使用料収使用料収入が入が入が入がふふふふええええていることもていることもていることもていることも承承承承知知知知をしてをしてをしてをしています。１社しか手をいます。１社しか手をいます。１社しか手をいます。１社しか手を挙挙挙挙げなかったということですけれども、１社であってもそういったげなかったということですけれども、１社であってもそういったげなかったということですけれども、１社であってもそういったげなかったということですけれども、１社であってもそういった検検検検証証証証はもちはもちはもちはもちろん必ろん必ろん必ろん必要ではないかと要ではないかと要ではないかと要ではないかと考え考え考え考えています。ています。ています。ています。続いて、こちらの名続いて、こちらの名続いて、こちらの名続いて、こちらの名称称称称ですが、ですが、ですが、ですが、私私私私のののの弟弟弟弟もずっともずっともずっともずっとテニステニステニステニスををををややややっていまして、明日香っていまして、明日香っていまして、明日香っていまして、明日香ココココーーーートトトトというというというという愛称愛称愛称愛称で、で、で、で、高校高校高校高校ののののテニステニステニステニス部でもよく部でもよく部でもよく部でもよく使使使使われています。庭球場というわれています。庭球場というわれています。庭球場というわれています。庭球場という呼称呼称呼称呼称については、については、については、については、より県より県より県より県民民民民がががが親親親親しみしみしみしみややややすいすいすいすいテニスコテニスコテニスコテニスコーーーートトトトといった一般といった一般といった一般といった一般的的的的な名な名な名な名称称称称に改めていったほうがいいのに改めていったほうがいいのに改めていったほうがいいのに改めていったほうがいいのではないかとではないかとではないかとではないかと思思思思いますけれども、いますけれども、いますけれども、いますけれども、現在現在現在現在のののの認識認識認識認識としてはどうでしとしてはどうでしとしてはどうでしとしてはどうでしょょょょうか。うか。うか。うか。○三原スポーツ振興課長○三原スポーツ振興課長○三原スポーツ振興課長○三原スポーツ振興課長 名名名名称称称称については、については、については、については、確確確確かにかにかにかに私私私私もももも今テニスコ今テニスコ今テニスコ今テニスコーーーートトトトと申し上げました。と申し上げました。と申し上げました。と申し上げました。諸諸諸諸規定規定規定規定等等等等との関係もありますので、よりとの関係もありますので、よりとの関係もありますので、よりとの関係もありますので、より親親親親ししししんんんんでいただけるように、そういった名でいただけるように、そういった名でいただけるように、そういった名でいただけるように、そういった名称称称称のののの変変変変更更更更がががが必必必必要かどうか、要かどうか、要かどうか、要かどうか、検討検討検討検討させていただきたいとさせていただきたいとさせていただきたいとさせていただきたいと思思思思います。います。います。います。以以以以上です。上です。上です。上です。○中川副委員長○中川副委員長○中川副委員長○中川副委員長 引引引引き続きき続きき続きき続き検討検討検討検討してもらしてもらしてもらしてもらええええたらとたらとたらとたらと思思思思います。います。います。います。続いて、社会教育センターの続いて、社会教育センターの続いて、社会教育センターの続いて、社会教育センターの附属附属附属附属施設についてです。まず、施設についてです。まず、施設についてです。まず、施設についてです。まず、宿泊宿泊宿泊宿泊棟については、どのよ棟については、どのよ棟については、どのよ棟については、どのような行うな行うな行うな行政目政目政目政目的的的的があるのか。一があるのか。一があるのか。一があるのか。一体的体的体的体的に研修棟をに研修棟をに研修棟をに研修棟を使使使使うといったことをうといったことをうといったことをうといったことを想想想想定しているとは定しているとは定しているとは定しているとは思思思思いまいまいまいますけれども、いかがでしすけれども、いかがでしすけれども、いかがでしすけれども、いかがでしょょょょうか。うか。うか。うか。○福井人権・地域教育課長○福井人権・地域教育課長○福井人権・地域教育課長○福井人権・地域教育課長 社会教育センターは、社会教育センターは、社会教育センターは、社会教育センターは、宿泊宿泊宿泊宿泊棟と研修棟という２つの施設で成棟と研修棟という２つの施設で成棟と研修棟という２つの施設で成棟と研修棟という２つの施設で成り立っています。り立っています。り立っています。り立っています。今回今回今回今回、指定管理をする、指定管理をする、指定管理をする、指定管理をする際際際際には、行には、行には、行には、行政政政政として指定管理が行として指定管理が行として指定管理が行として指定管理が行ええええるるるる範囲範囲範囲範囲というというというという意意意意味味味味でもでもでもでも生涯生涯生涯生涯教育センター教育センター教育センター教育センター的的的的なななな位位位位置づ置づ置づ置づけで研修棟を指定管理で、またけで研修棟を指定管理で、またけで研修棟を指定管理で、またけで研修棟を指定管理で、またレストラレストラレストラレストラン、ン、ン、ン、宿泊宿泊宿泊宿泊棟棟棟棟は貸与というは貸与というは貸与というは貸与という形形形形でででで経営経営経営経営をしています。これは、当をしています。これは、当をしています。これは、当をしています。これは、当初初初初、県が社会教育センターを設、県が社会教育センターを設、県が社会教育センターを設、県が社会教育センターを設置置置置したとしたとしたとしたときに、行きに、行きに、行きに、行政政政政が行うということで研修施設として開が行うということで研修施設として開が行うということで研修施設として開が行うということで研修施設として開発等発等発等発等のののの免免免免除除除除をいただいている関係で、一をいただいている関係で、一をいただいている関係で、一をいただいている関係で、一体体体体としてとしてとしてとして利用利用利用利用することがすることがすることがすることが前前前前提であ提であ提であ提であろろろろうとうとうとうと考え考え考え考えてててて運営運営運営運営をしています。実をしています。実をしています。実をしています。実際際際際、研修棟と、研修棟と、研修棟と、研修棟と宿泊宿泊宿泊宿泊棟棟棟棟が一が一が一が一連連連連のののの取取取取りりりり組組組組みの中で有みの中で有みの中で有みの中で有効効効効にににに活用活用活用活用されていると。例されていると。例されていると。例されていると。例えば学えば学えば学えば学生生生生がががが吹奏楽吹奏楽吹奏楽吹奏楽のののの練練練練習習習習などをするなどをするなどをするなどをするときに、ときに、ときに、ときに、多多多多目目目目的的的的ホホホホーーーールルルルをををを使使使使いながらいながらいながらいながら宿泊宿泊宿泊宿泊棟で合棟で合棟で合棟で合宿宿宿宿もすることがあります。そういったもすることがあります。そういったもすることがあります。そういったもすることがあります。そういった両両両両方方方方を一を一を一を一体体体体としてとしてとしてとして活用活用活用活用することがすることがすることがすることが必必必必要ということで、要ということで、要ということで、要ということで、今後今後今後今後もそれをお願いしたいともそれをお願いしたいともそれをお願いしたいともそれをお願いしたいと考え考え考え考えていまていまていまています。す。す。す。以以以以上です。上です。上です。上です。○中川副委員長○中川副委員長○中川副委員長○中川副委員長 こちらが行こちらが行こちらが行こちらが行政目政目政目政目的的的的とととと言言言言ってしまったのですけれども、ってしまったのですけれども、ってしまったのですけれども、ってしまったのですけれども、調べ調べ調べ調べていきますと、ていきますと、ていきますと、ていきますと、研修棟が行研修棟が行研修棟が行研修棟が行政政政政財産で財産で財産で財産で宿泊宿泊宿泊宿泊棟が棟が棟が棟が普普普普通通通通財産なのですが、一財産なのですが、一財産なのですが、一財産なのですが、一体的体的体的体的にににに運用運用運用運用しているにもかかわらず、しているにもかかわらず、しているにもかかわらず、しているにもかかわらず、分かれているのはどのような分かれているのはどのような分かれているのはどのような分かれているのはどのような経緯経緯経緯経緯があったのでしがあったのでしがあったのでしがあったのでしょょょょうか。うか。うか。うか。○福井人権・地域教育課長○福井人権・地域教育課長○福井人権・地域教育課長○福井人権・地域教育課長 先ほども申しましたように、県が先ほども申しましたように、県が先ほども申しましたように、県が先ほども申しましたように、県が最初最初最初最初、社会教育センターを、社会教育センターを、社会教育センターを、社会教育センターを設設設設置置置置するするするする際際際際に、その当に、その当に、その当に、その当時時時時はははは都都都都市市市市計計計計画画画画法の開法の開法の開法の開発許発許発許発許可可可可がががが免免免免除除除除されるということがありました。されるということがありました。されるということがありました。されるということがありました。そういうことから一そういうことから一そういうことから一そういうことから一体利用体利用体利用体利用ということができたとこということができたとこということができたとこということができたところろろろですけれども、１０年ほどですけれども、１０年ほどですけれども、１０年ほどですけれども、１０年ほど前前前前に指定に指定に指定に指定



---- 9999 ----

管理者管理者管理者管理者制制制制度を度を度を度を導導導導入する入する入する入する際際際際に、に、に、に、全全全全てを一てを一てを一てを一体体体体として指定管理ができるかととして指定管理ができるかととして指定管理ができるかととして指定管理ができるかと考え考え考え考えたときに、たときに、たときに、たときに、レスレスレスレストラトラトラトラン、ン、ン、ン、宿泊宿泊宿泊宿泊棟については、棟については、棟については、棟については、毎毎毎毎日、日、日、日、収収収収入が入ってくるものですので、一般入が入ってくるものですので、一般入が入ってくるものですので、一般入が入ってくるものですので、一般的的的的な行な行な行な行政目政目政目政目的的的的かかかからすると指定管理にはなじまないのではないだらすると指定管理にはなじまないのではないだらすると指定管理にはなじまないのではないだらすると指定管理にはなじまないのではないだろろろろうかということで、そこはお貸しするとうかということで、そこはお貸しするとうかということで、そこはお貸しするとうかということで、そこはお貸しするといういういういう形形形形で、研修棟は指定管理で行っています。ただ、で、研修棟は指定管理で行っています。ただ、で、研修棟は指定管理で行っています。ただ、で、研修棟は指定管理で行っています。ただ、契約契約契約契約するするするする段階段階段階段階、、、、応募応募応募応募するするするする段階段階段階段階では一では一では一では一体体体体のののの応募応募応募応募というというというという工工工工夫夫夫夫をしながら一をしながら一をしながら一をしながら一体利用体利用体利用体利用をををを継継継継続しているとこ続しているとこ続しているとこ続しているところろろろです。です。です。です。○中川副委員長○中川副委員長○中川副委員長○中川副委員長 経緯経緯経緯経緯はわかりました。はわかりました。はわかりました。はわかりました。ただ、ただ、ただ、ただ、普普普普通通通通財産でしたら財産でしたら財産でしたら財産でしたら知知知知事部局の管財事部局の管財事部局の管財事部局の管財課課課課が担当になるのかとが担当になるのかとが担当になるのかとが担当になるのかと思思思思いました。もちいました。もちいました。もちいました。もちろんろんろんろん一一一一体的体的体的体的なななな利用利用利用利用というというというという面面面面はあるのですけれども、なはあるのですけれども、なはあるのですけれども、なはあるのですけれども、なぜぜぜぜ教育委員会で管理をして、なおかつ文教教育委員会で管理をして、なおかつ文教教育委員会で管理をして、なおかつ文教教育委員会で管理をして、なおかつ文教くらし委員会に上がってきているのか。手続くらし委員会に上がってきているのか。手続くらし委員会に上がってきているのか。手続くらし委員会に上がってきているのか。手続的的的的なとこなとこなとこなところろろろでででで問問問問題題題題はないのでしはないのでしはないのでしはないのでしょょょょうか。うか。うか。うか。○福井人権・地域教育課長○福井人権・地域教育課長○福井人権・地域教育課長○福井人権・地域教育課長 はい。実施に当たっては、当はい。実施に当たっては、当はい。実施に当たっては、当はい。実施に当たっては、当然然然然、、、、知知知知事部局とも事部局とも事部局とも事部局とも協協協協議しながら議しながら議しながら議しながら進進進進めています。めています。めています。めています。以以以以上です。上です。上です。上です。○中川副委員長○中川副委員長○中川副委員長○中川副委員長 そうしましたら、そうしましたら、そうしましたら、そうしましたら、知知知知事部局から事部局から事部局から事部局から起起起起案案案案書書書書を上げて、例を上げて、例を上げて、例を上げて、例えばえばえばえば教育委員会に委教育委員会に委教育委員会に委教育委員会に委任任任任をするをするをするをする形形形形でででで任任任任されているといった理解でいいのでしされているといった理解でいいのでしされているといった理解でいいのでしされているといった理解でいいのでしょょょょうか。うか。うか。うか。○福井人権・地域教育課長○福井人権・地域教育課長○福井人権・地域教育課長○福井人権・地域教育課長 実務、実務、実務、実務、運営運営運営運営は教育委員会になりますけれども、実は教育委員会になりますけれども、実は教育委員会になりますけれども、実は教育委員会になりますけれども、実際際際際のののの執執執執行は行は行は行は知知知知事名での事名での事名での事名での契約契約契約契約にもなりますので、そういったにもなりますので、そういったにもなりますので、そういったにもなりますので、そういった点点点点はははは協協協協議しながら、議しながら、議しながら、議しながら、知知知知事部局と一事部局と一事部局と一事部局と一体体体体となりとなりとなりとなりながらながらながらながらややややっています。っています。っています。っています。○中川副委員長○中川副委員長○中川副委員長○中川副委員長 管理そのものはまだ管理そのものはまだ管理そのものはまだ管理そのものはまだ知知知知事部局になっているということなので、事部局になっているということなので、事部局になっているということなので、事部局になっているということなので、便便便便宜宜宜宜上、上、上、上、今今今今、教育委員会で一、教育委員会で一、教育委員会で一、教育委員会で一体的体的体的体的に手続などをに手続などをに手続などをに手続などをややややっているのだけれども、本当にその管理するっているのだけれども、本当にその管理するっているのだけれども、本当にその管理するっているのだけれども、本当にその管理するべべべべききききとことことこところろろろはははは知知知知事部局の管財事部局の管財事部局の管財事部局の管財課課課課のままということでしのままということでしのままということでしのままということでしょょょょうか。うか。うか。うか。○福井人権・地域教育課長○福井人権・地域教育課長○福井人権・地域教育課長○福井人権・地域教育課長 従来従来従来従来から県教育委員会でから県教育委員会でから県教育委員会でから県教育委員会でややややっていますので、そういうことかっていますので、そういうことかっていますので、そういうことかっていますので、そういうことかとととと思思思思っています。っています。っています。っています。○中川副委員長○中川副委員長○中川副委員長○中川副委員長 契約契約契約契約の名の名の名の名義義義義がががが知知知知事になるのでしたら、まだ事になるのでしたら、まだ事になるのでしたら、まだ事になるのでしたら、まだ知知知知事部局のままなのかと事部局のままなのかと事部局のままなのかと事部局のままなのかと思思思思っっっったのでたのでたのでたので質問質問質問質問をしました。明をしました。明をしました。明をしました。明確確確確にににに知知知知事部局から委事部局から委事部局から委事部局から委任任任任されているのでしたら教育委員会でそうされているのでしたら教育委員会でそうされているのでしたら教育委員会でそうされているのでしたら教育委員会でそういった事務処理もできるといった事務処理もできるといった事務処理もできるといった事務処理もできると思思思思います。これはいます。これはいます。これはいます。これは知知知知事部局の事部局の事部局の事部局の総総総総務務務務警察警察警察警察委員会の管委員会の管委員会の管委員会の管轄轄轄轄になってくになってくになってくになってくるかもしれませるかもしれませるかもしれませるかもしれませんんんんので、そういった事務手続のので、そういった事務手続のので、そういった事務手続のので、そういった事務手続の整整整整理といいますか、教育委員会に理といいますか、教育委員会に理といいますか、教育委員会に理といいますか、教育委員会に完全完全完全完全に委に委に委に委任任任任をするなど、そのをするなど、そのをするなど、そのをするなど、その辺辺辺辺の手続ができているか、こちらでもの手続ができているか、こちらでもの手続ができているか、こちらでもの手続ができているか、こちらでもチェチェチェチェッッッッククククをしていきたいとをしていきたいとをしていきたいとをしていきたいと思思思思いいいいます。ます。ます。ます。引引引引き続き、社会教育センターの研修棟とき続き、社会教育センターの研修棟とき続き、社会教育センターの研修棟とき続き、社会教育センターの研修棟と宿泊宿泊宿泊宿泊棟で、先ほど阪口委員からも棟で、先ほど阪口委員からも棟で、先ほど阪口委員からも棟で、先ほど阪口委員からも質問質問質問質問があり関があり関があり関があり関連連連連なのですけれども、こちらもなのですけれども、こちらもなのですけれども、こちらもなのですけれども、こちらも従従従従前前前前のののの経営経営経営経営とととと比較比較比較比較して、して、して、して、運営費用運営費用運営費用運営費用のののの圧圧圧圧縮縮縮縮など、どれだけのなど、どれだけのなど、どれだけのなど、どれだけの効効効効果が上がっているのか、わかりますか。果が上がっているのか、わかりますか。果が上がっているのか、わかりますか。果が上がっているのか、わかりますか。
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○福井人権・地域教育課長○福井人権・地域教育課長○福井人権・地域教育課長○福井人権・地域教育課長 社会教育センターについては、社会教育センターについては、社会教育センターについては、社会教育センターについては、約約約約１０年ほど１０年ほど１０年ほど１０年ほど前前前前に県のに県のに県のに県の直営直営直営直営かかかから指定管理にら指定管理にら指定管理にら指定管理に変変変変わったので、わったので、わったので、わったので、直接直接直接直接比較比較比較比較はははは非常非常非常非常にににに難難難難しいかとしいかとしいかとしいかと思思思思います。実います。実います。実います。実際際際際運営運営運営運営をしていくをしていくをしていくをしていく中で中で中で中で民民民民間のす間のす間のす間のすぐぐぐぐれた施設の管理れた施設の管理れた施設の管理れた施設の管理機機機機能能能能がががが随随随随所で所で所で所で見見見見られます。あわせてられます。あわせてられます。あわせてられます。あわせて経費面経費面経費面経費面でのでのでのでの比較比較比較比較になるになるになるになると、例と、例と、例と、例えばえばえばえば県が県が県が県が直営直営直営直営していた平成１８年度の県負担額は４，４３６万５，０００円になっしていた平成１８年度の県負担額は４，４３６万５，０００円になっしていた平成１８年度の県負担額は４，４３６万５，０００円になっしていた平成１８年度の県負担額は４，４３６万５，０００円になっています。これが平成２８年度になると３，６００万円ということで、８３６万５，００ています。これが平成２８年度になると３，６００万円ということで、８３６万５，００ています。これが平成２８年度になると３，６００万円ということで、８３６万５，００ています。これが平成２８年度になると３，６００万円ということで、８３６万５，０００円が０円が０円が０円が軽軽軽軽減されており、これが指定管理になったことによる減されており、これが指定管理になったことによる減されており、これが指定管理になったことによる減されており、これが指定管理になったことによる経経経経済済済済的的的的ななななメリットメリットメリットメリットとととと考え考え考え考えていていていています。ます。ます。ます。以以以以上です。上です。上です。上です。○中川副委員長○中川副委員長○中川副委員長○中川副委員長 引引引引き続きこちらでもき続きこちらでもき続きこちらでもき続きこちらでも調べ調べ調べ調べていきたいとていきたいとていきたいとていきたいと思思思思います。います。います。います。関関関関連連連連して、して、して、して、宿泊宿泊宿泊宿泊棟の貸付棟の貸付棟の貸付棟の貸付料料料料ですけれども、ですけれども、ですけれども、ですけれども、資資資資料料料料をををを見見見見ると、本当でしたらると、本当でしたらると、本当でしたらると、本当でしたら普普普普通通通通に貸付に貸付に貸付に貸付料料料料のののの算定をすれ算定をすれ算定をすれ算定をすればばばば３，０００万円余りになる３，０００万円余りになる３，０００万円余りになる３，０００万円余りになるべべべべきとこきとこきとこきところろろろ、もち、もち、もち、もちろんろんろんろんこれをこれをこれをこれをゼロゼロゼロゼロまで減額するこまで減額するこまで減額するこまで減額することもともともとも可能可能可能可能なのですが、１，５００万円にしたと。このなのですが、１，５００万円にしたと。このなのですが、１，５００万円にしたと。このなのですが、１，５００万円にしたと。この辺辺辺辺の算定のの算定のの算定のの算定のプロプロプロプロセセセセススススというか、というか、というか、というか、数値数値数値数値のののの具具具具体的体的体的体的なななな根拠根拠根拠根拠はどちらにあるのでしはどちらにあるのでしはどちらにあるのでしはどちらにあるのでしょょょょうか。うか。うか。うか。○福井人権・地域教育課長○福井人権・地域教育課長○福井人権・地域教育課長○福井人権・地域教育課長 宿泊宿泊宿泊宿泊棟の貸付棟の貸付棟の貸付棟の貸付金金金金額の算定は、県の貸付額の算定は、県の貸付額の算定は、県の貸付額の算定は、県の貸付料料料料算定算定算定算定基準基準基準基準にににに基づ基づ基づ基づきききき試試試試算しますと３，０１０万円になります。なお、この施設の貸付算しますと３，０１０万円になります。なお、この施設の貸付算しますと３，０１０万円になります。なお、この施設の貸付算しますと３，０１０万円になります。なお、この施設の貸付料料料料の算定については、の算定については、の算定については、の算定については、別途別途別途別途条例、規則、また条例、規則、また条例、規則、また条例、規則、また総総総総務部長務部長務部長務部長通通通通知知知知が出ており、奈良県のが出ており、奈良県のが出ており、奈良県のが出ており、奈良県の普普普普通通通通財産の減額貸付についての規定財産の減額貸付についての規定財産の減額貸付についての規定財産の減額貸付についての規定があります。減額の要があります。減額の要があります。減額の要があります。減額の要因因因因としてとしてとしてとして考え考え考え考えられるのが、この施設がまずられるのが、この施設がまずられるのが、この施設がまずられるのが、この施設がまず宿泊宿泊宿泊宿泊棟と研修棟を一棟と研修棟を一棟と研修棟を一棟と研修棟を一体体体体ととととしてしてしてして扱扱扱扱うということです。うということです。うということです。うということです。宿泊宿泊宿泊宿泊棟だけを貸すのであれ棟だけを貸すのであれ棟だけを貸すのであれ棟だけを貸すのであればばばば、い、い、い、いろろろろいいいいろろろろ自自自自由由由由なななな使使使使い方ができるい方ができるい方ができるい方ができるのでしのでしのでしのでしょょょょうけれども、研修棟と一うけれども、研修棟と一うけれども、研修棟と一うけれども、研修棟と一体体体体という条件をつけている関係上、どうしてもという条件をつけている関係上、どうしてもという条件をつけている関係上、どうしてもという条件をつけている関係上、どうしても使使使使いにくいにくいにくいにくいとこいとこいとこいところろろろがあり、そういうがあり、そういうがあり、そういうがあり、そういう意意意意味味味味でででで収収収収入入入入面面面面ののののデデデデメリットメリットメリットメリットといったものが、この一といったものが、この一といったものが、この一といったものが、この一体契約体契約体契約体契約の中の中の中の中でのでのでのでのデデデデメリットメリットメリットメリットかとかとかとかと思思思思っています。また、社会教育センターの立地条件ですが、っています。また、社会教育センターの立地条件ですが、っています。また、社会教育センターの立地条件ですが、っています。また、社会教育センターの立地条件ですが、昨昨昨昨年３月年３月年３月年３月に奈良に奈良に奈良に奈良交通交通交通交通ののののババババスススス路線路線路線路線がががが廃止廃止廃止廃止になった関係上、になった関係上、になった関係上、になった関係上、最最最最寄寄寄寄りのりのりのりの近鉄近鉄近鉄近鉄新新新新庄駅庄駅庄駅庄駅からからからから徒歩徒歩徒歩徒歩約約約約２２分とい２２分とい２２分とい２２分というううう位位位位置置置置にあります。そういうにあります。そういうにあります。そういうにあります。そういう利便性利便性利便性利便性のののの問問問問題題題題等等等等があります。またがあります。またがあります。またがあります。また宿泊宿泊宿泊宿泊棟の施設ですけれども、棟の施設ですけれども、棟の施設ですけれども、棟の施設ですけれども、例例例例えばえばえばえば、、、、風風風風呂呂呂呂はははは大大大大浴浴浴浴場のみで場のみで場のみで場のみで内風内風内風内風呂呂呂呂がない、がない、がない、がない、トトトトイイイイレレレレもももも共同ト共同ト共同ト共同トイイイイレレレレがががが大大大大部分を部分を部分を部分を占占占占めているなめているなめているなめているなど、ど、ど、ど、利用利用利用利用者の者の者の者のニニニニーーーーズズズズに合わないに合わないに合わないに合わない現現現現状状状状があります。それとあわせて、があります。それとあわせて、があります。それとあわせて、があります。それとあわせて、前回前回前回前回の５年間のの５年間のの５年間のの５年間の金金金金額貸額貸額貸額貸付付付付料料料料についても年間１，５００万円ということで、そのについても年間１，５００万円ということで、そのについても年間１，５００万円ということで、そのについても年間１，５００万円ということで、その金金金金額で額で額で額で収支収支収支収支をををを見見見見ても、この４年間ても、この４年間ても、この４年間ても、この４年間の平の平の平の平均均均均で、で、で、で、約約約約３３４万円ほどの３３４万円ほどの３３４万円ほどの３３４万円ほどの経経経経常赤字常赤字常赤字常赤字となっています。となっています。となっています。となっています。こういった観こういった観こういった観こういった観点点点点をををを考え考え考え考えまして、県のまして、県のまして、県のまして、県の使用料使用料使用料使用料の減の減の減の減免免免免に関する規定の中で、例に関する規定の中で、例に関する規定の中で、例に関する規定の中で、例えばえばえばえば県の事務、県の事務、県の事務、県の事務、または事業のまたは事業のまたは事業のまたは事業の用用用用にににに供供供供するためするためするためするため使用使用使用使用させる場合は６０させる場合は６０させる場合は６０させる場合は６０％％％％または８０または８０または８０または８０％％％％の減の減の減の減免免免免ができるとができるとができるとができると書書書書いいいいてあります。また、当てあります。また、当てあります。また、当てあります。また、当該該該該施設の立地施設の立地施設の立地施設の立地等等等等の事の事の事の事情情情情により、事業により、事業により、事業により、事業収収収収益益益益等等等等をををを確確確確保することが保することが保することが保することが困難困難困難困難でででである場合は、１００ある場合は、１００ある場合は、１００ある場合は、１００％以内％以内％以内％以内の減の減の減の減免免免免がががが可能可能可能可能となっています。この２つの規定をとなっています。この２つの規定をとなっています。この２つの規定をとなっています。この２つの規定を考え考え考え考えた中で、た中で、た中で、た中で、
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従来従来従来従来からの減からの減からの減からの減免免免免額になるような額になるような額になるような額になるような形形形形の貸付の貸付の貸付の貸付料料料料ということで、おおということで、おおということで、おおということで、おおむねむねむねむね２分の１になりますけ２分の１になりますけ２分の１になりますけ２分の１になりますけれども、１，５００万円としたということです。れども、１，５００万円としたということです。れども、１，５００万円としたということです。れども、１，５００万円としたということです。以以以以上です。上です。上です。上です。○中川副委員長○中川副委員長○中川副委員長○中川副委員長 今今今今の説明の中で、の説明の中で、の説明の中で、の説明の中で、約約約約５０５０５０５０％％％％減減減減免免免免ということですけれども、なということですけれども、なということですけれども、なということですけれども、なぜ約ぜ約ぜ約ぜ約５０５０５０５０％％％％だったのかについては、審査委員会の中でそういった議だったのかについては、審査委員会の中でそういった議だったのかについては、審査委員会の中でそういった議だったのかについては、審査委員会の中でそういった議論論論論があって、があって、があって、があって、大体大体大体大体このくらいかとこのくらいかとこのくらいかとこのくらいかといういういういう感覚感覚感覚感覚的的的的なものとして出てきたものなのか。また、２年なものとして出てきたものなのか。また、２年なものとして出てきたものなのか。また、２年なものとして出てきたものなのか。また、２年前前前前からからからから宿泊宿泊宿泊宿泊棟の棟の棟の棟の収収収収益益益益がががが悪悪悪悪化化化化してしてしてしていることについては、どういったいることについては、どういったいることについては、どういったいることについては、どういった評価評価評価評価をされているのか。をされているのか。をされているのか。をされているのか。以前以前以前以前からずっと１，５００万円からずっと１，５００万円からずっと１，５００万円からずっと１，５００万円のままきていて、のままきていて、のままきていて、のままきていて、収収収収益益益益がががが悪悪悪悪化化化化したしたしたした後後後後も１，５００万円でいくといった方も１，５００万円でいくといった方も１，５００万円でいくといった方も１，５００万円でいくといった方針針針針ですので、そのですので、そのですので、そのですので、その辺辺辺辺のののの評価評価評価評価をどうされているのか、その２をどうされているのか、その２をどうされているのか、その２をどうされているのか、その２点点点点をお願いします。をお願いします。をお願いします。をお願いします。○福井人権・地域教育課長○福井人権・地域教育課長○福井人権・地域教育課長○福井人権・地域教育課長 毎毎毎毎年年年年毎毎毎毎年、年、年、年、収収収収益益益益についてはについてはについてはについては変動変動変動変動はあります。当はあります。当はあります。当はあります。当然ア然ア然ア然アククククセセセセススススのののの問問問問題題題題もあもあもあもあろろろろうかとうかとうかとうかと思思思思いますし、いますし、いますし、いますし、近近近近くにくにくにくに道道道道のののの駅駅駅駅かつらかつらかつらかつらぎぎぎぎができました。ができました。ができました。ができました。最最最最近近近近は、例は、例は、例は、例えばえばえばえば飲食飲食飲食飲食部部部部門門門門ではかなりのおではかなりのおではかなりのおではかなりのお客客客客様がそちらに様がそちらに様がそちらに様がそちらに流流流流れていることもれていることもれていることもれていることも聞聞聞聞いています。いいています。いいています。いいています。いろろろろいいいいろろろろ分分分分析析析析をしなをしなをしなをしながら、こちらとしてもがら、こちらとしてもがら、こちらとしてもがら、こちらとしてもややややはり手をはり手をはり手をはり手を尽尽尽尽くそうと、例くそうと、例くそうと、例くそうと、例えば今えば今えば今えば今までまでまでまでイイイイタタタタリアリアリアリアンのンのンのンの料料料料理を出してい理を出してい理を出してい理を出していたものについて、より一般受けするたものについて、より一般受けするたものについて、より一般受けするたものについて、より一般受けする和和和和食食食食へ変更へ変更へ変更へ変更するなど、いするなど、いするなど、いするなど、いろろろろいいいいろ努力ろ努力ろ努力ろ努力はしていますけれはしていますけれはしていますけれはしていますけれども、ども、ども、ども、現現現現状状状状はなかなかはなかなかはなかなかはなかなか厳厳厳厳しいというとこしいというとこしいというとこしいというところろろろです。です。です。です。○中川副委員長○中川副委員長○中川副委員長○中川副委員長 そういったそういったそういったそういった厳厳厳厳しいしいしいしい状状状状況況況況もあるのだけれども、１，５００万円のままでいもあるのだけれども、１，５００万円のままでいもあるのだけれども、１，５００万円のままでいもあるのだけれども、１，５００万円のままでいくと、そういったくと、そういったくと、そういったくと、そういった評価評価評価評価を審査委員会でされたという理解でいいのか。を審査委員会でされたという理解でいいのか。を審査委員会でされたという理解でいいのか。を審査委員会でされたという理解でいいのか。約約約約５０５０５０５０％％％％というというというという数値数値数値数値の算定はの算定はの算定はの算定は大体大体大体大体このくらいとこのくらいとこのくらいとこのくらいと肌感覚肌感覚肌感覚肌感覚ででででややややったのか。それについてお願いします。ったのか。それについてお願いします。ったのか。それについてお願いします。ったのか。それについてお願いします。○福井人権・地域教育課長○福井人権・地域教育課長○福井人権・地域教育課長○福井人権・地域教育課長 例例例例えばえばえばえばこの４年の中で、平成２５年度であれこの４年の中で、平成２５年度であれこの４年の中で、平成２５年度であれこの４年の中で、平成２５年度であればばばば７２万円の７２万円の７２万円の７２万円の赤赤赤赤字字字字です。とこです。とこです。とこです。ところろろろが平成２８年度は７００万円のが平成２８年度は７００万円のが平成２８年度は７００万円のが平成２８年度は７００万円の赤字赤字赤字赤字と、と、と、と、非常非常非常非常にににに波波波波がありますので、一がありますので、一がありますので、一がありますので、一回回回回一一一一回回回回、一年度で、一年度で、一年度で、一年度で損損損損益益益益を補を補を補を補填填填填するというするというするというするという考え考え考え考えは県としてはは県としてはは県としてはは県としては持持持持っていませっていませっていませっていませんんんん。それよりも。それよりも。それよりも。それよりも今今今今までまでまでまでのののの経緯経緯経緯経緯もももも見見見見ながら、なおかつ、またこれからもながら、なおかつ、またこれからもながら、なおかつ、またこれからもながら、なおかつ、またこれからも企企企企業には業には業には業には努力努力努力努力していただきたいというしていただきたいというしていただきたいというしていただきたいという思思思思いいいいで１，５００万円でで１，５００万円でで１，５００万円でで１，５００万円で据据据据え置え置え置え置きさせていただきたいときさせていただきたいときさせていただきたいときさせていただきたいと考え考え考え考えているとこているとこているとこているところろろろです。です。です。です。以以以以上です。上です。上です。上です。○中川副委員長○中川副委員長○中川副委員長○中川副委員長 わかりました。わかりました。わかりました。わかりました。引引引引き続きこちらでもき続きこちらでもき続きこちらでもき続きこちらでも調べ調べ調べ調べていきたいとていきたいとていきたいとていきたいと思思思思います。場合にいます。場合にいます。場合にいます。場合によってはよってはよってはよっては収収収収益益益益がががが悪悪悪悪化化化化している関係で１，５００万円からさらにしている関係で１，５００万円からさらにしている関係で１，５００万円からさらにしている関係で１，５００万円からさらに下下下下げるというげるというげるというげるという考え考え考え考え方もある方もある方もある方もあるのかとのかとのかとのかと思思思思ってのってのってのっての質問質問質問質問でした。でした。でした。でした。社会教育センターは、社会教育センターは、社会教育センターは、社会教育センターは、宿泊宿泊宿泊宿泊棟と研修棟は結棟と研修棟は結棟と研修棟は結棟と研修棟は結構構構構ズズズズーーーームアッムアッムアッムアッププププされがちなのですけれども、されがちなのですけれども、されがちなのですけれども、されがちなのですけれども、本本本本体体体体の社会教育センターは田原本の社会教育センターは田原本の社会教育センターは田原本の社会教育センターは田原本町町町町にににに現在現在現在現在もあるという理解でいいのでしもあるという理解でいいのでしもあるという理解でいいのでしもあるという理解でいいのでしょょょょうか。うか。うか。うか。○福井人権・地域教育課長○福井人権・地域教育課長○福井人権・地域教育課長○福井人権・地域教育課長 はい。条例上、教育研はい。条例上、教育研はい。条例上、教育研はい。条例上、教育研究究究究所の中にあります。所の中にあります。所の中にあります。所の中にあります。○中川副委員長○中川副委員長○中川副委員長○中川副委員長 条例には田原本条例には田原本条例には田原本条例には田原本町町町町にににに置置置置くとくとくとくと書書書書いてありましたので、本いてありましたので、本いてありましたので、本いてありましたので、本体体体体がそちらにあるがそちらにあるがそちらにあるがそちらにあるかどうかかどうかかどうかかどうか確確確確認認認認したかっただけです。したかっただけです。したかっただけです。したかっただけです。以以以以上です、上です、上です、上です、終終終終わります。わります。わります。わります。
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○中村委員長○中村委員長○中村委員長○中村委員長 ほかにありませほかにありませほかにありませほかにありませんんんんか。か。か。か。それでは、ほかにないようですので、これをもちまして付託議案についてのそれでは、ほかにないようですので、これをもちまして付託議案についてのそれでは、ほかにないようですので、これをもちまして付託議案についてのそれでは、ほかにないようですので、これをもちまして付託議案についての質疑質疑質疑質疑をををを終終終終わわわわります。ります。ります。ります。続いて、付託議案につきまして、委員の続いて、付託議案につきまして、委員の続いて、付託議案につきまして、委員の続いて、付託議案につきまして、委員の意見意見意見意見をををを求求求求めます。めます。めます。めます。○宮本委員○宮本委員○宮本委員○宮本委員 日本日本日本日本共共共共産産産産党党党党の会の会の会の会派派派派としてのとしてのとしてのとしての意見意見意見意見を申し上げます。を申し上げます。を申し上げます。を申し上げます。議第９５号、平成２９年度奈良県一般会計補正予算（第４号）については、一般職員の議第９５号、平成２９年度奈良県一般会計補正予算（第４号）については、一般職員の議第９５号、平成２９年度奈良県一般会計補正予算（第４号）については、一般職員の議第９５号、平成２９年度奈良県一般会計補正予算（第４号）については、一般職員の改定は改定は改定は改定は賛賛賛賛成ですが、成ですが、成ですが、成ですが、特別特別特別特別職については職については職については職については反反反反対対対対ですので、この１ですので、この１ですので、この１ですので、この１点点点点でででで反反反反対対対対をををを表表表表明します。明します。明します。明します。○中村委員長○中村委員長○中村委員長○中村委員長 わかりました。わかりました。わかりました。わかりました。ほかの委員はよほかの委員はよほかの委員はよほかの委員はよろろろろしいですか。しいですか。しいですか。しいですか。それでは、ただいまから付託を受けましたそれでは、ただいまから付託を受けましたそれでは、ただいまから付託を受けましたそれでは、ただいまから付託を受けました各各各各議案につきまして、議案につきまして、議案につきまして、議案につきまして、採採採採決を行います。決を行います。決を行います。決を行います。まず、議第９５号中、当委員会所管分につきましては、委員よりまず、議第９５号中、当委員会所管分につきましては、委員よりまず、議第９５号中、当委員会所管分につきましては、委員よりまず、議第９５号中、当委員会所管分につきましては、委員より反反反反対対対対のののの意見意見意見意見がありましがありましがありましがありましたので、たので、たので、たので、起起起起立により立により立により立により採採採採決をいたします。決をいたします。決をいたします。決をいたします。議第９５号中、当委員会所管分を原案どおり議第９５号中、当委員会所管分を原案どおり議第９５号中、当委員会所管分を原案どおり議第９５号中、当委員会所管分を原案どおり可可可可決することに決することに決することに決することに賛賛賛賛成の方の成の方の成の方の成の方の起起起起立を立を立を立を求求求求めます。めます。めます。めます。（（（（賛賛賛賛成者成者成者成者起起起起立）立）立）立）ご着席願います。ご着席願います。ご着席願います。ご着席願います。起起起起立立立立多多多多数数数数であります。であります。であります。であります。よって、議第９５号中、当委員会所管分は、原案どおりよって、議第９５号中、当委員会所管分は、原案どおりよって、議第９５号中、当委員会所管分は、原案どおりよって、議第９５号中、当委員会所管分は、原案どおり可可可可決することに決しました。決することに決しました。決することに決しました。決することに決しました。次に、ただいま次に、ただいま次に、ただいま次に、ただいま可可可可決されました議案を決されました議案を決されました議案を決されました議案を除除除除くくくく残残残残余の議案につきましては、一余の議案につきましては、一余の議案につきましては、一余の議案につきましては、一括括括括してしてしてして簡易採簡易採簡易採簡易採決により行いたいと決により行いたいと決により行いたいと決により行いたいと思思思思いますがごいますがごいますがごいますがご異異異異議ありませ議ありませ議ありませ議ありませんんんんか。か。か。か。（（（（「「「「異異異異議なし」と議なし」と議なし」と議なし」と呼ぶ呼ぶ呼ぶ呼ぶ者あり）者あり）者あり）者あり）それでは、おそれでは、おそれでは、おそれでは、お諮諮諮諮りします。りします。りします。りします。議第７０号中、当委員会所管分、議第８２号、議第８５号、議第８８号議第７０号中、当委員会所管分、議第８２号、議第８５号、議第８８号議第７０号中、当委員会所管分、議第８２号、議第８５号、議第８８号議第７０号中、当委員会所管分、議第８２号、議第８５号、議第８８号及び及び及び及び報第３０号報第３０号報第３０号報第３０号中、当委員会所管分につきましては、原案どおり中、当委員会所管分につきましては、原案どおり中、当委員会所管分につきましては、原案どおり中、当委員会所管分につきましては、原案どおり可可可可決または決または決または決または承承承承認認認認することにごすることにごすることにごすることにご異異異異議ありま議ありま議ありま議ありませせせせんんんんか。か。か。か。 （（（（「「「「異異異異議なし」と議なし」と議なし」と議なし」と呼ぶ呼ぶ呼ぶ呼ぶ者あり）者あり）者あり）者あり）ごごごご異異異異議がないものと議がないものと議がないものと議がないものと認認認認めます。めます。めます。めます。よって、議第７０号中、当委員会所管分、議第８２号、議第８５号、議第８８号よって、議第７０号中、当委員会所管分、議第８２号、議第８５号、議第８８号よって、議第７０号中、当委員会所管分、議第８２号、議第８５号、議第８８号よって、議第７０号中、当委員会所管分、議第８２号、議第８５号、議第８８号及び及び及び及び報報報報第３０号中、当委員会所管分につきましては、原案どおり第３０号中、当委員会所管分につきましては、原案どおり第３０号中、当委員会所管分につきましては、原案どおり第３０号中、当委員会所管分につきましては、原案どおり可可可可決または決または決または決または承承承承認認認認することに決しすることに決しすることに決しすることに決しました。ました。ました。ました。これをもちまして付託議案の審査をこれをもちまして付託議案の審査をこれをもちまして付託議案の審査をこれをもちまして付託議案の審査を終終終終わります。わります。わります。わります。



---- 11113333 ----

次に、請願の審査を行います。次に、請願の審査を行います。次に、請願の審査を行います。次に、請願の審査を行います。６月定例県議会で当委員会に付託され、６月定例県議会で当委員会に付託され、６月定例県議会で当委員会に付託され、６月定例県議会で当委員会に付託され、継継継継続審査となっております請願第５号、県立続審査となっております請願第５号、県立続審査となっております請願第５号、県立続審査となっております請願第５号、県立高高高高等学校へ等学校へ等学校へ等学校へのののの空空空空調調調調設設設設備備備備設設設設置置置置に関する請願に関する請願に関する請願に関する請願書書書書について、について、について、について、質疑質疑質疑質疑があれがあれがあれがあればばばばごごごご発言発言発言発言願います。願います。願います。願います。○中川副委員長○中川副委員長○中川副委員長○中川副委員長 日本日本日本日本維新維新維新維新の会もの会もの会もの会も昨昨昨昨年度から年度から年度から年度から約約約約１年間ずっと追１年間ずっと追１年間ずっと追１年間ずっと追及及及及をしてきまして、先日のをしてきまして、先日のをしてきまして、先日のをしてきまして、先日の決算審査決算審査決算審査決算審査特別特別特別特別委員会において、よう委員会において、よう委員会において、よう委員会において、ようややややく予算を要く予算を要く予算を要く予算を要求求求求していくというしていくというしていくというしていくという確確確確認認認認がとれましたので、がとれましたので、がとれましたので、がとれましたので、タタタタイミイミイミイミンンンンググググ的的的的にもにもにもにも反反反反対対対対する理する理する理する理由由由由はないかとはないかとはないかとはないかと思思思思い、い、い、い、今回今回今回今回賛賛賛賛成する次第です。成する次第です。成する次第です。成する次第です。以以以以上です。上です。上です。上です。○中村委員長○中村委員長○中村委員長○中村委員長 ほかにないようですので、これをもちましてほかにないようですので、これをもちましてほかにないようですので、これをもちましてほかにないようですので、これをもちまして質疑質疑質疑質疑はははは終終終終わります。わります。わります。わります。続きまして、請願第５号につきましては、続きまして、請願第５号につきましては、続きまして、請願第５号につきましては、続きまして、請願第５号につきましては、採採採採決に入ります決に入ります決に入ります決に入ります前前前前に、委員のに、委員のに、委員のに、委員の意見意見意見意見をををを求求求求めます。めます。めます。めます。発言発言発言発言のある委員はごのある委員はごのある委員はごのある委員はご発言発言発言発言願います。願います。願います。願います。○藤野委員○藤野委員○藤野委員○藤野委員 民進民進民進民進党党党党会会会会派派派派としてはとしてはとしてはとしては賛賛賛賛成します。成します。成します。成します。○岡委員○岡委員○岡委員○岡委員 公明公明公明公明党党党党会会会会派派派派としてもとしてもとしてもとしても賛賛賛賛成します。成します。成します。成します。○阪口委員○阪口委員○阪口委員○阪口委員 創創創創生生生生奈良の会奈良の会奈良の会奈良の会派派派派も、も、も、も、賛賛賛賛成します。成します。成します。成します。○宮本委員○宮本委員○宮本委員○宮本委員 日本日本日本日本共共共共産産産産党党党党もももも賛賛賛賛成します。成します。成します。成します。○安井委員○安井委員○安井委員○安井委員 自自自自由民主由民主由民主由民主党党党党会会会会派派派派もももも賛賛賛賛成します。成します。成します。成します。○中川副委員長○中川副委員長○中川副委員長○中川副委員長 改めまして、日本改めまして、日本改めまして、日本改めまして、日本維新維新維新維新の会もの会もの会もの会も賛賛賛賛成します。成します。成します。成します。○中村委員長○中村委員長○中村委員長○中村委員長 ほかにほかにほかにほかに意見意見意見意見もないようです。もないようです。もないようです。もないようです。それでは、これよりそれでは、これよりそれでは、これよりそれでは、これより採採採採決いたします。決いたします。決いたします。決いたします。採採採採決は決は決は決は簡易採簡易採簡易採簡易採決により行いたいと決により行いたいと決により行いたいと決により行いたいと思思思思いますが、ごいますが、ごいますが、ごいますが、ご異異異異議ありませ議ありませ議ありませ議ありませんんんんか。か。か。か。（（（（「「「「異異異異議なし」と議なし」と議なし」と議なし」と呼ぶ呼ぶ呼ぶ呼ぶ者あり）者あり）者あり）者あり）それでは、おそれでは、おそれでは、おそれでは、お諮諮諮諮りします。りします。りします。りします。請願第５号につきましては、請願第５号につきましては、請願第５号につきましては、請願第５号につきましては、採択採択採択採択することにごすることにごすることにごすることにご異異異異議ありませ議ありませ議ありませ議ありませんんんんか。か。か。か。（（（（「「「「異異異異議なし」と議なし」と議なし」と議なし」と呼ぶ呼ぶ呼ぶ呼ぶ者あり）者あり）者あり）者あり）ごごごご異異異異議がないものと議がないものと議がないものと議がないものと認認認認めます。めます。めます。めます。よって、請願第５号は、よって、請願第５号は、よって、請願第５号は、よって、請願第５号は、採択採択採択採択することに決しました。することに決しました。することに決しました。することに決しました。これをもちまして請願の審査をこれをもちまして請願の審査をこれをもちまして請願の審査をこれをもちまして請願の審査を終終終終わります。わります。わります。わります。続きまして、続きまして、続きまして、続きまして、青青青青少少少少年・社会年・社会年・社会年・社会活動活動活動活動推推推推進進進進課課課課長から奈良県長から奈良県長から奈良県長から奈良県青青青青少少少少年の年の年の年の健健健健全全全全育成に関する条例の改育成に関する条例の改育成に関する条例の改育成に関する条例の改正（案）について、正（案）について、正（案）について、正（案）について、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から、奈良県長から、奈良県長から、奈良県長から、奈良県スポスポスポスポーーーーツ推ツ推ツ推ツ推進進進進計計計計画画画画の中間の中間の中間の中間見直見直見直見直し（案）し（案）し（案）し（案）について、について、について、について、消消消消費費費費・・・・生生生生活活活活安安安安全課全課全課全課長から、奈良県長から、奈良県長から、奈良県長から、奈良県動物動物動物動物愛愛愛愛護護護護管理管理管理管理推推推推進進進進計計計計画画画画（第２次計（第２次計（第２次計（第２次計画画画画））））（案）（案）（案）（案）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対物対物対物対策課策課策課策課長から、奈良県長から、奈良県長から、奈良県長から、奈良県廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物処理計処理計処理計処理計画画画画（第４次計（第４次計（第４次計（第４次計画画画画））））（案）について、（案）について、（案）について、（案）について、教育長からは、平成２９年度奈良県教育委員会の教育長からは、平成２９年度奈良県教育委員会の教育長からは、平成２９年度奈良県教育委員会の教育長からは、平成２９年度奈良県教育委員会の権権権権限に限に限に限に属属属属する事務の管理する事務の管理する事務の管理する事務の管理及び及び及び及び執執執執行の行の行の行の状状状状況況況況
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のののの点検及び評価点検及び評価点検及び評価点検及び評価の結果に関する報告の結果に関する報告の結果に関する報告の結果に関する報告書書書書について、報告をしたいとの申し出がありました。について、報告をしたいとの申し出がありました。について、報告をしたいとの申し出がありました。について、報告をしたいとの申し出がありました。青青青青少少少少年・社会年・社会年・社会年・社会活動活動活動活動推推推推進進進進課課課課長から、順次、ご報告願います。長から、順次、ご報告願います。長から、順次、ご報告願います。長から、順次、ご報告願います。○原田青少年・社会活動推進課長○原田青少年・社会活動推進課長○原田青少年・社会活動推進課長○原田青少年・社会活動推進課長 資資資資料料料料１「奈良県１「奈良県１「奈良県１「奈良県青青青青少少少少年の年の年の年の健健健健全全全全育成に関する条例の改正育成に関する条例の改正育成に関する条例の改正育成に関する条例の改正（案）について」をごら（案）について」をごら（案）について」をごら（案）について」をごらんんんんください。本条例はください。本条例はください。本条例はください。本条例は青青青青少少少少年の年の年の年の健健健健全全全全な成長をな成長をな成長をな成長を阻阻阻阻害害害害し、し、し、し、非非非非行を行を行を行を誘誘誘誘発発発発するおそれのある行為を規するおそれのある行為を規するおそれのある行為を規するおそれのある行為を規制制制制することをすることをすることをすることを目目目目的的的的として、昭として、昭として、昭として、昭和和和和５２年に施行し、平成２５年に５２年に施行し、平成２５年に５２年に施行し、平成２５年に５２年に施行し、平成２５年にはははは携帯電話携帯電話携帯電話携帯電話等等等等ののののフフフフィィィィルルルルタタタタリリリリンンンングサグサグサグサーーーービビビビススススのののの普普普普及及及及をををを促進促進促進促進する改正を行ったとこする改正を行ったとこする改正を行ったとこする改正を行ったところろろろです。です。です。です。今今今今日、日、日、日、ススススママママーーーートフトフトフトフォォォォンンンン等等等等により、により、により、により、Ｗｉ－ＦｉＷｉ－ＦｉＷｉ－ＦｉＷｉ－Ｆｉ経由経由経由経由でのでのでのでのイイイインターンターンターンターネネネネット接ット接ット接ット接続が続が続が続が拡拡拡拡大大大大するなど、するなど、するなど、するなど、青青青青少少少少年を年を年を年を取取取取りりりり巻巻巻巻くくくく情情情情報報報報通通通通信信信信環境の環境の環境の環境の変化変化変化変化に伴い、に伴い、に伴い、に伴い、国国国国においてにおいてにおいてにおいて青青青青少少少少年年年年イイイインターンターンターンターネネネネットットットット環境環境環境環境整整整整備備備備法が法が法が法が改正され、本年６月２３日に公改正され、本年６月２３日に公改正され、本年６月２３日に公改正され、本年６月２３日に公布布布布されました。この法改正を受けて県では条例改正を行うされました。この法改正を受けて県では条例改正を行うされました。この法改正を受けて県では条例改正を行うされました。この法改正を受けて県では条例改正を行うものです。ものです。ものです。ものです。改正法では、改正法では、改正法では、改正法では、携帯電話携帯電話携帯電話携帯電話等等等等のののの契約契約契約契約時時時時にににに青青青青少少少少年年年年確確確確認義認義認義認義務と保務と保務と保務と保護護護護者者者者等へ等へ等へ等への説明の説明の説明の説明義義義義務が務が務が務が新新新新設され設され設され設されました。このため、ました。このため、ました。このため、ました。このため、既既既既に条例に条例に条例に条例化化化化していたしていたしていたしていた青青青青少少少少年年年年確確確確認義認義認義認義務の条項を務の条項を務の条項を務の条項を削削削削除除除除し、法によるし、法によるし、法によるし、法による確確確確認認認認のののの結果、結果、結果、結果、契約契約契約契約者・者・者・者・使用使用使用使用者が者が者が者が青青青青少少少少年と年と年と年と判判判判明した場合には、法と条例に明した場合には、法と条例に明した場合には、法と条例に明した場合には、法と条例に掲掲掲掲げる事項を説明するよげる事項を説明するよげる事項を説明するよげる事項を説明するようううう重複重複重複重複条項を条項を条項を条項を整整整整理します。また、改正法において、理します。また、改正法において、理します。また、改正法において、理します。また、改正法において、携帯電話端末販売時携帯電話端末販売時携帯電話端末販売時携帯電話端末販売時ににににフフフフィィィィルルルルタタタタリリリリンンンンググググソソソソフトフトフトフトウエウエウエウエアアアアののののイイイインンンンストストストストーーーールやルやルやルやＯＳＯＳＯＳＯＳの設定をするの設定をするの設定をするの設定をするフフフフィィィィルルルルタタタタリリリリンンンンググググ有有有有効効効効化化化化措措措措置置置置実施実施実施実施義義義義務が務が務が務が新新新新設されたことに伴い、条例では有設されたことに伴い、条例では有設されたことに伴い、条例では有設されたことに伴い、条例では有効効効効化化化化措措措措置置置置をををを希希希希望望望望しない保しない保しない保しない保護護護護者に者に者に者に対対対対し、その理し、その理し、その理し、その理由由由由をををを書書書書面面面面ににににより申し出をするより申し出をするより申し出をするより申し出をする義義義義務を設け、手続を務を設け、手続を務を設け、手続を務を設け、手続を厳格厳格厳格厳格化化化化します。また、保します。また、保します。また、保します。また、保護護護護者から提出のあった者から提出のあった者から提出のあった者から提出のあった書書書書面面面面を保を保を保を保存存存存するするするする義義義義務を務を務を務を課課課課すこととします。また、すこととします。また、すこととします。また、すこととします。また、契約契約契約契約のののの電子電子電子電子化化化化にににに対応対応対応対応するため、保するため、保するため、保するため、保護護護護者が者が者が者が携帯携帯携帯携帯電話販売店電話販売店電話販売店電話販売店に提出するに提出するに提出するに提出する書書書書面面面面をををを電子電子電子電子的的的的記記記記録録録録によるものについてもによるものについてもによるものについてもによるものについても可能可能可能可能とするよう規定します。とするよう規定します。とするよう規定します。とするよう規定します。そのほか、法の定そのほか、法の定そのほか、法の定そのほか、法の定義義義義のののの変更変更変更変更またはまたはまたはまたは新新新新設に設に設に設に対応対応対応対応するための修正を行います。するための修正を行います。するための修正を行います。するための修正を行います。今後今後今後今後の予定は、の予定は、の予定は、の予定は、パブパブパブパブリッリッリッリッククククコメコメコメコメンンンントトトトを実施し、を実施し、を実施し、を実施し、必必必必要な修正を加要な修正を加要な修正を加要な修正を加ええええたたたた後後後後、平成３０年２月、平成３０年２月、平成３０年２月、平成３０年２月定例県議会に改正案を提出し、ご審議いただくこととしています。定例県議会に改正案を提出し、ご審議いただくこととしています。定例県議会に改正案を提出し、ご審議いただくこととしています。定例県議会に改正案を提出し、ご審議いただくこととしています。以以以以上です。上です。上です。上です。○三原スポーツ振興課長○三原スポーツ振興課長○三原スポーツ振興課長○三原スポーツ振興課長 奈良県奈良県奈良県奈良県スポスポスポスポーーーーツ推ツ推ツ推ツ推進進進進計計計計画画画画の中間の中間の中間の中間見直見直見直見直し（案）について、報告をし（案）について、報告をし（案）について、報告をし（案）について、報告をさせていただきます。させていただきます。させていただきます。させていただきます。それでは、計それでは、計それでは、計それでは、計画画画画の概要をの概要をの概要をの概要を取取取取りまとめたりまとめたりまとめたりまとめた資資資資料料料料２「奈良県２「奈良県２「奈良県２「奈良県スポスポスポスポーーーーツ推ツ推ツ推ツ推進進進進計計計計画画画画の中間の中間の中間の中間見直見直見直見直しにしにしにしについて（案ついて（案ついて（案ついて（案））））」の１ページですが、本計」の１ページですが、本計」の１ページですが、本計」の１ページですが、本計画画画画ははははスポスポスポスポーーーーツツツツ基基基基本法本法本法本法及び国及び国及び国及び国の第２の第２の第２の第２期スポ期スポ期スポ期スポーーーーツツツツ基基基基本本本本計計計計画画画画の趣旨の趣旨の趣旨の趣旨及び及び及び及び方方方方向向向向性性性性をををを踏踏踏踏ままままええええ、本県の実、本県の実、本県の実、本県の実情情情情にににに応応応応じてじてじてじて策策策策定するものです。定するものです。定するものです。定するものです。現現現現行計行計行計行計画期画期画期画期間は平成２５年３月の間は平成２５年３月の間は平成２５年３月の間は平成２５年３月の策策策策定からでして、５年定からでして、５年定からでして、５年定からでして、５年後後後後となるとなるとなるとなる今今今今年度にこれまでの年度にこれまでの年度にこれまでの年度にこれまでの取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの現現現現状状状状、また成果を、また成果を、また成果を、また成果を踏踏踏踏ままままええええ中間中間中間中間見直見直見直見直しを行うものです。しを行うものです。しを行うものです。しを行うものです。目目目目指す指す指す指す姿姿姿姿や基や基や基や基本本本本目標目標目標目標はははは現現現現行行行行計計計計画画画画をををを踏踏踏踏襲襲襲襲しています。しています。しています。しています。
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右右右右側側側側に、施に、施に、施に、施策策策策体体体体系系系系についておについておについておについてお示示示示ししています。こちらもししています。こちらもししています。こちらもししています。こちらも現現現現行計行計行計行計画画画画をををを踏踏踏踏襲襲襲襲しつつ、しつつ、しつつ、しつつ、ラララライイイイフフフフステステステステージ・ージ・ージ・ージ・ラララライイイイフスフスフスフスタタタタイイイイルルルルにににに応応応応じたじたじたじたスポスポスポスポーーーーツツツツのののの推推推推進進進進、また、、また、、また、、また、東京オ東京オ東京オ東京オリリリリンンンンピピピピッッッックククク・・・・パパパパラリラリラリラリンンンンピピピピッッッックククク等等等等をををを契機契機契機契機とととと捉捉捉捉ええええ、、、、スポスポスポスポーーーーツツツツをををを通通通通じた地じた地じた地じた地域域域域振興振興振興振興という２つの観という２つの観という２つの観という２つの観点点点点を設け、を設け、を設け、を設け、赤字赤字赤字赤字でおでおでおでお示示示示ししている計ししている計ししている計ししている計画画画画の６つのの６つのの６つのの６つの基基基基本本本本戦略戦略戦略戦略、また、、また、、また、、また、各各各各施施施施策策策策についてについてについてについて整整整整理をしています。理をしています。理をしています。理をしています。２ページから４ページは、６つの２ページから４ページは、６つの２ページから４ページは、６つの２ページから４ページは、６つの基基基基本本本本戦略戦略戦略戦略ごとにさらにごとにさらにごとにさらにごとにさらに細細細細かく施かく施かく施かく施策策策策とそのとそのとそのとその進進進進捗捗捗捗をををを図図図図る指る指る指る指標標標標を記載しています。を記載しています。を記載しています。を記載しています。今回今回今回今回、、、、進進進進捗状捗状捗状捗状況況況況がよりがよりがよりがより的確的確的確的確にににに把握把握把握把握できるよう、指できるよう、指できるよう、指できるよう、指標標標標の追加を行っています。の追加を行っています。の追加を行っています。の追加を行っています。赤字赤字赤字赤字で記載で記載で記載で記載しているものがしているものがしているものがしているものが今回新今回新今回新今回新たに追加した指たに追加した指たに追加した指たに追加した指標標標標です。です。です。です。今回今回今回今回のののの見直見直見直見直しでしでしでしで子子子子どもをどもをどもをどもを健や健や健や健やかに育かに育かに育かに育むむむむスポスポスポスポーーーーツツツツのののの推推推推進進進進をををを基基基基本本本本戦略戦略戦略戦略にににに初初初初めてめてめてめて位位位位置づ置づ置づ置づけましけましけましけました。た。た。た。幼幼幼幼少期少期少期少期におけるにおけるにおけるにおける運動運動運動運動・・・・スポスポスポスポーーーーツツツツは、は、は、は、心身心身心身心身のののの発発発発達達達達や健康や健康や健康や健康などになどになどになどに大大大大きくきくきくきく影響影響影響影響するとするとするとすると言言言言われわれわれわれており、ており、ており、ており、子子子子どもにどもにどもにどもにフフフフォォォォーーーーカスカスカスカスを当てたを当てたを当てたを当てた取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを進進進進めたいとめたいとめたいとめたいと考え考え考え考えているとこているとこているとこているところろろろです。です。です。です。４ページ、計４ページ、計４ページ、計４ページ、計画画画画のののの進進進進行管理行管理行管理行管理体制体制体制体制のののの構築構築構築構築です。県とです。県とです。県とです。県と市町市町市町市町村、そして村、そして村、そして村、そして総総総総合合合合型型型型地地地地域スポ域スポ域スポ域スポーーーーツクツクツクツクララララブブブブ等等等等から成るから成るから成るから成る組織組織組織組織を立ち上げ、計を立ち上げ、計を立ち上げ、計を立ち上げ、計画画画画のののの進進進進捗状捗状捗状捗状況況況況を定を定を定を定期的期的期的期的ににににフフフフォロォロォロォローし、ーし、ーし、ーし、情情情情報報報報共共共共有を有を有を有を図図図図るるるることとしています。この奈良県こととしています。この奈良県こととしています。この奈良県こととしています。この奈良県スポスポスポスポーーーーツ推ツ推ツ推ツ推進進進進計計計計画画画画は、は、は、は、今後今後今後今後、、、、パブパブパブパブリッリッリッリッククククコメコメコメコメンンンント等ト等ト等ト等を実施を実施を実施を実施し、し、し、し、必必必必要な修正を加要な修正を加要な修正を加要な修正を加ええええたたたた後後後後、、、、来来来来年２月定例県議会の本委員会で報告をさせていただき、３年２月定例県議会の本委員会で報告をさせていただき、３年２月定例県議会の本委員会で報告をさせていただき、３年２月定例県議会の本委員会で報告をさせていただき、３月をめどに月をめどに月をめどに月をめどに策策策策定、公定、公定、公定、公表表表表する予定です。する予定です。する予定です。する予定です。以以以以上です。上です。上です。上です。○姫野消費・生活安全課長○姫野消費・生活安全課長○姫野消費・生活安全課長○姫野消費・生活安全課長 奈良県奈良県奈良県奈良県動物動物動物動物愛愛愛愛護護護護管理管理管理管理推推推推進進進進計計計計画画画画（第２次計（第２次計（第２次計（第２次計画画画画））））（案）について（案）について（案）について（案）について報告させていただきます。報告させていただきます。報告させていただきます。報告させていただきます。お手お手お手お手元元元元にににに資資資資料料料料４「奈良県４「奈良県４「奈良県４「奈良県動物動物動物動物愛愛愛愛護護護護管理管理管理管理推推推推進進進進計計計計画画画画（第２次計（第２次計（第２次計（第２次計画画画画））））（案）（案）（案）（案）骨子骨子骨子骨子」」」」、、、、資資資資料料料料５「奈５「奈５「奈５「奈良県良県良県良県動物動物動物動物愛愛愛愛護護護護管理管理管理管理推推推推進進進進計計計計画画画画（（（（現現現現行計行計行計行計画画画画）の）の）の）の目標達目標達目標達目標達成度成度成度成度」」」」、、、、資資資資料料料料６「奈良県６「奈良県６「奈良県６「奈良県動物動物動物動物愛愛愛愛護護護護管理管理管理管理推推推推進進進進計計計計画画画画（第２次計（第２次計（第２次計（第２次計画画画画））））（案（案（案（案））））」を提出させていただいています。」を提出させていただいています。」を提出させていただいています。」を提出させていただいています。資資資資料料料料４「奈良県４「奈良県４「奈良県４「奈良県動物動物動物動物愛愛愛愛護護護護管理管理管理管理推推推推進進進進計計計計画画画画（第２次計（第２次計（第２次計（第２次計画画画画））））（案）（案）（案）（案）骨子骨子骨子骨子」をごら」をごら」をごら」をごらんんんんください。ください。ください。ください。本計本計本計本計画画画画のののの位位位位置づ置づ置づ置づけは、けは、けは、けは、動物動物動物動物のののの愛愛愛愛護及び護及び護及び護及び管理に関する法管理に関する法管理に関する法管理に関する法律律律律にににに基づ基づ基づ基づき、き、き、き、国国国国のののの基基基基本指本指本指本指針針針針に則してに則してに則してに則して策策策策定する法定計定する法定計定する法定計定する法定計画画画画です。です。です。です。現現現現計計計計画画画画は平成２０年３月には平成２０年３月には平成２０年３月には平成２０年３月に策策策策定し、本年度定し、本年度定し、本年度定し、本年度末末末末に１０年間の計に１０年間の計に１０年間の計に１０年間の計画画画画がががが終終終終了します。これに伴い、次了します。これに伴い、次了します。これに伴い、次了します。これに伴い、次期期期期計計計計画画画画として、平成３０年度から平成３９年度を計として、平成３０年度から平成３９年度を計として、平成３０年度から平成３９年度を計として、平成３０年度から平成３９年度を計画期画期画期画期間と間と間と間としてしてしてして変更変更変更変更するものです。するものです。するものです。するものです。次に、次に、次に、次に、資資資資料料料料５「奈良県５「奈良県５「奈良県５「奈良県動物動物動物動物愛愛愛愛護護護護管理管理管理管理推推推推進進進進計計計計画画画画（（（（現現現現行計行計行計行計画画画画）の）の）の）の目標達目標達目標達目標達成度」をごら成度」をごら成度」をごら成度」をごらんんんんくだくだくだください。さい。さい。さい。現現現現計計計計画画画画は成は成は成は成犬犬犬犬・・・・子子子子犬犬犬犬・・・・猫猫猫猫のののの譲渡譲渡譲渡譲渡のうち、のうち、のうち、のうち、猫猫猫猫のののの譲渡譲渡譲渡譲渡のみ１０年のみ１０年のみ１０年のみ１０年後評価後評価後評価後評価目標目標目標目標をををを達達達達成する成する成する成することができませことができませことができませことができませんんんんでした。でした。でした。でした。資資資資料料料料４にお４にお４にお４にお戻戻戻戻りください。次りください。次りください。次りください。次期期期期計計計計画画画画では、では、では、では、現現現現計計計計画画画画をををを踏踏踏踏ままままええええ、、、、資資資資料料料料に記載している１からに記載している１からに記載している１からに記載している１から
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４の施４の施４の施４の施策策策策体体体体系系系系により、さらなるにより、さらなるにより、さらなるにより、さらなる犬猫犬猫犬猫犬猫のののの引引引引きききき取取取取りりりり数数数数及び及び及び及び殺殺殺殺処分処分処分処分数数数数・・・・率率率率のののの削削削削減を減を減を減を目目目目指してまい指してまい指してまい指してまいります。ります。ります。ります。数値目標数値目標数値目標数値目標は、は、は、は、主主主主な関な関な関な関連連連連指指指指標標標標の指の指の指の指標標標標１、１、１、１、犬猫犬猫犬猫犬猫のののの引引引引きききき取取取取りりりり数数数数に記載のとおり、に記載のとおり、に記載のとおり、に記載のとおり、国国国国のののの基基基基本指本指本指本指針針針針では平成３５年度のでは平成３５年度のでは平成３５年度のでは平成３５年度の犬猫犬猫犬猫犬猫のののの引引引引きききき取取取取りりりり数数数数を平成１６年度を平成１６年度を平成１６年度を平成１６年度比比比比７５７５７５７５％％％％減としていることか減としていることか減としていることか減としていることから、県の次ら、県の次ら、県の次ら、県の次期期期期計計計計画画画画においても、県のにおいても、県のにおいても、県のにおいても、県の策策策策定の５年定の５年定の５年定の５年後後後後、すなわち、すなわち、すなわち、すなわち国国国国のののの目標目標目標目標の１年の１年の１年の１年前前前前の平成３４の平成３４の平成３４の平成３４年度の年度の年度の年度の目標目標目標目標として設定したいととして設定したいととして設定したいととして設定したいと考え考え考え考えているとこているとこているとこているところろろろです。また、です。また、です。また、です。また、現現現現計計計計画画画画では、では、では、では、猫猫猫猫のののの譲渡譲渡譲渡譲渡率率率率がががが目標目標目標目標未未未未達達達達成であったことから、成であったことから、成であったことから、成であったことから、譲渡譲渡譲渡譲渡がががが困難困難困難困難である野良である野良である野良である野良猫猫猫猫のののの引引引引きききき取取取取りりりり数数数数をををを削削削削減するため、記減するため、記減するため、記減するため、記載の施載の施載の施載の施策策策策体体体体系系系系、１、、１、、１、、１、動物動物動物動物のののの適適適適正な正な正な正な飼飼飼飼養及び養及び養及び養及び管理の管理の管理の管理の促進促進促進促進の、施の、施の、施の、施策策策策１１１１－－－－４の４の４の４の飼飼飼飼いいいい主主主主のいないのいないのいないのいない猫猫猫猫を減を減を減を減少少少少させるさせるさせるさせる取取取取りりりり組組組組みの実施に関して、みの実施に関して、みの実施に関して、みの実施に関して、新新新新たなたなたなたな取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを市町市町市町市町村と村と村と村と連携連携連携連携してしてしてして進進進進めていきためていきためていきためていきたいといといといと考え考え考え考えています。ています。ています。ています。今後今後今後今後の手続は法にの手続は法にの手続は法にの手続は法に基づ基づ基づ基づき、第２次計き、第２次計き、第２次計き、第２次計画画画画（案）を（案）を（案）を（案）を市町市町市町市町村村村村へ意見へ意見へ意見へ意見照照照照会するとともに、会するとともに、会するとともに、会するとともに、パブパブパブパブリリリリッッッッククククコメコメコメコメンンンントトトトを実施し、を実施し、を実施し、を実施し、最最最最終終終終案を案を案を案を来来来来年２月定例県議会の当委員会で報告し、３月年２月定例県議会の当委員会で報告し、３月年２月定例県議会の当委員会で報告し、３月年２月定例県議会の当委員会で報告し、３月末末末末をををを目目目目途途途途にににに策策策策定、公定、公定、公定、公表表表表する予定です。する予定です。する予定です。する予定です。私私私私からはからはからはからは以以以以上です。上です。上です。上です。○野田廃棄物対策課長○野田廃棄物対策課長○野田廃棄物対策課長○野田廃棄物対策課長 奈良県奈良県奈良県奈良県廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物処理計処理計処理計処理計画画画画（第４次計（第４次計（第４次計（第４次計画画画画））））（案）について報告させて（案）について報告させて（案）について報告させて（案）について報告させていただきます。いただきます。いただきます。いただきます。お手お手お手お手元元元元にににに資資資資料料料料７「奈良県７「奈良県７「奈良県７「奈良県廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物処理計処理計処理計処理計画画画画（第４次計（第４次計（第４次計（第４次計画画画画）の概要（案）の概要（案）の概要（案）の概要（案）」）」）」）」、、、、資資資資料料料料８「８「８「８「新新新新奈良奈良奈良奈良県県県県廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物処理計処理計処理計処理計画画画画（（（（現現現現行計行計行計行計画画画画）の事業）の事業）の事業）の事業進進進進捗捗捗捗概要概要概要概要」」」」、、、、資資資資料料料料９「奈良県９「奈良県９「奈良県９「奈良県廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物処理計処理計処理計処理計画画画画（第４（第４（第４（第４次計次計次計次計画画画画））））（案（案（案（案））））」をお配りさせていただいています。」をお配りさせていただいています。」をお配りさせていただいています。」をお配りさせていただいています。それでは、それでは、それでは、それでは、資資資資料料料料７「奈良県７「奈良県７「奈良県７「奈良県廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物処理計処理計処理計処理計画画画画（第４次計（第４次計（第４次計（第４次計画画画画）の概要（案）の概要（案）の概要（案）の概要（案））））」をごら」をごら」をごら」をごらんんんんくだくだくだください。さい。さい。さい。廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物処理計処理計処理計処理計画画画画はははは現現現現行の第３次計行の第３次計行の第３次計行の第３次計画画画画策策策策定定定定時時時時に施に施に施に施策策策策、事業、事業、事業、事業体体体体系系系系をををを大大大大幅幅幅幅にににに見直見直見直見直したことしたことしたことしたことから、第４次計から、第４次計から、第４次計から、第４次計画画画画ではではではでは現現現現行計行計行計行計画画画画をををを踏踏踏踏襲襲襲襲し、着実に成果を出していく方し、着実に成果を出していく方し、着実に成果を出していく方し、着実に成果を出していく方向向向向でででで進進進進めたいとめたいとめたいとめたいと考え考え考え考えています。ています。ています。ています。まず、計まず、計まず、計まず、計画画画画のののの位位位位置づ置づ置づ置づけですが、これはけですが、これはけですが、これはけですが、これは循循循循環環環環型型型型社会社会社会社会形形形形成を成を成を成を推推推推進進進進するために、中長するために、中長するために、中長するために、中長期的期的期的期的にににに取取取取りりりり組む組む組む組む基基基基本本本本的的的的な方な方な方な方向向向向をををを示示示示すもので、すもので、すもので、すもので、廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物処理法第５条の５に処理法第５条の５に処理法第５条の５に処理法第５条の５に基づ基づ基づ基づく法定計く法定計く法定計く法定計画画画画です。です。です。です。２の計２の計２の計２の計画画画画のののの期期期期間ですが、平成３０年度から平成３４年度までの５年間です。間ですが、平成３０年度から平成３４年度までの５年間です。間ですが、平成３０年度から平成３４年度までの５年間です。間ですが、平成３０年度から平成３４年度までの５年間です。基基基基本本本本目標目標目標目標ですが、ですが、ですが、ですが、現現現現行計行計行計行計画画画画をををを踏踏踏踏襲襲襲襲するというするというするというするという考え考え考え考え方から、方から、方から、方から、現現現現行計行計行計行計画画画画とととと同同同同じじじじ未未未未来来来来にににに生生生生きるきるきるきる「ごみ「ごみ「ごみ「ごみゼロゼロゼロゼロ奈良県」の実奈良県」の実奈良県」の実奈良県」の実現現現現としています。としています。としています。としています。数値目標数値目標数値目標数値目標は一般は一般は一般は一般廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物と産業と産業と産業と産業廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物に分けてそれに分けてそれに分けてそれに分けてそれぞぞぞぞれのれのれのれの最最最最終終終終処分処分処分処分量量量量、、、、再再再再生生生生利用利用利用利用量量量量、、、、排排排排出出出出量量量量の３の３の３の３種類種類種類種類で設定しています。平成１７年度から平成２７年度ので設定しています。平成１７年度から平成２７年度ので設定しています。平成１７年度から平成２７年度ので設定しています。平成１７年度から平成２７年度の値値値値については実については実については実については実績値績値績値績値、平、平、平、平成３４年度の成３４年度の成３４年度の成３４年度の欄欄欄欄がががが目標値目標値目標値目標値となっています。となっています。となっています。となっています。具具具具体的体的体的体的なななな数値数値数値数値については、については、については、については、資資資資料料料料に記載のとおりに記載のとおりに記載のとおりに記載のとおり
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ですけれども、一ですけれども、一ですけれども、一ですけれども、一番番番番ののののメルメルメルメルクマクマクマクマーーーールルルルとなるのがとなるのがとなるのがとなるのが最最最最終終終終処分処分処分処分量量量量だとだとだとだと思思思思っています。っています。っています。っています。そして、計そして、計そして、計そして、計画画画画をつくってをつくってをつくってをつくって終終終終わりにしないように、これまでもわりにしないように、これまでもわりにしないように、これまでもわりにしないように、これまでも毎毎毎毎年度その年度その年度その年度その進進進進捗状捗状捗状捗状況況況況ををををフフフフォォォォロロロローしており、その概要について、ーしており、その概要について、ーしており、その概要について、ーしており、その概要について、資資資資料料料料８「８「８「８「新新新新奈良県奈良県奈良県奈良県廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物処理計処理計処理計処理計画画画画（（（（現現現現行計行計行計行計画画画画）の事業）の事業）の事業）の事業進進進進捗捗捗捗概要」に記載しています。またご概要」に記載しています。またご概要」に記載しています。またご概要」に記載しています。またご確確確確認認認認いただけれいただけれいただけれいただければばばばとととと思思思思います。第４次計います。第４次計います。第４次計います。第４次計画画画画についてについてについてについても、そのも、そのも、そのも、その進進進進捗状捗状捗状捗状況況況況を定を定を定を定期的期的期的期的ににににフフフフォロォロォロォローするとともに、ーするとともに、ーするとともに、ーするとともに、状状状状況況況況にににに変化変化変化変化がががが生生生生じた場合には、じた場合には、じた場合には、じた場合には、必必必必要要要要なななな見直見直見直見直しを行いたいとしを行いたいとしを行いたいとしを行いたいと考え考え考え考えています。また、ています。また、ています。また、ています。また、進進進進捗状捗状捗状捗状況況況況はははは市町市町市町市町村、関係村、関係村、関係村、関係機機機機関関関関等等等等とのとのとのとの情情情情報報報報共共共共有有有有をををを図図図図り、り、り、り、各各各各種種種種協協協協議会において議会において議会において議会において検討検討検討検討するとともに、県するとともに、県するとともに、県するとともに、県民へ民へ民へ民へのののの情情情情報提報提報提報提供供供供にににに努努努努めてまいります。めてまいります。めてまいります。めてまいります。今後今後今後今後はお配りしている計はお配りしている計はお配りしている計はお配りしている計画画画画案で案で案で案でパブパブパブパブリッリッリッリッククククコメコメコメコメンンンントトトトを実施し、を実施し、を実施し、を実施し、必必必必要な修正を加要な修正を加要な修正を加要な修正を加ええええたたたた後後後後、、、、来来来来年２月定例県議会の本委員会に報告をさせていただき、３月をめどに年２月定例県議会の本委員会に報告をさせていただき、３月をめどに年２月定例県議会の本委員会に報告をさせていただき、３月をめどに年２月定例県議会の本委員会に報告をさせていただき、３月をめどに策策策策定、公定、公定、公定、公表表表表する予定する予定する予定する予定です。です。です。です。以以以以上です。上です。上です。上です。○吉田教育長○吉田教育長○吉田教育長○吉田教育長 過過過過日に県議会議長に提出し、議員の皆様にお配りしました「平成２９年度日に県議会議長に提出し、議員の皆様にお配りしました「平成２９年度日に県議会議長に提出し、議員の皆様にお配りしました「平成２９年度日に県議会議長に提出し、議員の皆様にお配りしました「平成２９年度奈良県教育委員会の奈良県教育委員会の奈良県教育委員会の奈良県教育委員会の権権権権限に限に限に限に属属属属する事務の管理する事務の管理する事務の管理する事務の管理及び及び及び及び執執執執行の行の行の行の状状状状況況況況のののの点検及び評価点検及び評価点検及び評価点検及び評価の結果に関すの結果に関すの結果に関すの結果に関する報告る報告る報告る報告書書書書（平成２８年度（平成２８年度（平成２８年度（平成２８年度対象対象対象対象））））」について説明します。」について説明します。」について説明します。」について説明します。教育委員会では、平成２０年度より地方教育行教育委員会では、平成２０年度より地方教育行教育委員会では、平成２０年度より地方教育行教育委員会では、平成２０年度より地方教育行政政政政のののの組織組織組織組織及び運営及び運営及び運営及び運営に関する法に関する法に関する法に関する法律律律律第２６条第２６条第２６条第２６条第１項の規定に第１項の規定に第１項の規定に第１項の規定に基づ基づ基づ基づき、き、き、き、毎毎毎毎年その年その年その年その権権権権限に限に限に限に属属属属する事務の管理する事務の管理する事務の管理する事務の管理及び及び及び及び執執執執行の行の行の行の状状状状況況況況についてについてについてについて点検評点検評点検評点検評価価価価を行っています。を行っています。を行っています。を行っています。今今今今年度も年度も年度も年度も昨昨昨昨年度の事務の管理年度の事務の管理年度の事務の管理年度の事務の管理及び及び及び及び執執執執行の行の行の行の状状状状況況況況についてについてについてについて点検評価点検評価点検評価点検評価を行い、を行い、を行い、を行い、この報告この報告この報告この報告書書書書をををを作作作作成しました。成しました。成しました。成しました。２ページには、２ページには、２ページには、２ページには、点検評価点検評価点検評価点検評価の概要として、の概要として、の概要として、の概要として、目目目目的的的的、実施方法などを記載しています。、実施方法などを記載しています。、実施方法などを記載しています。、実施方法などを記載しています。点検評点検評点検評点検評価価価価の実施にの実施にの実施にの実施に際際際際しては、しては、しては、しては、学学学学識識識識経経経経験験験験者の者の者の者の知知知知見見見見をををを活用活用活用活用することがすることがすることがすることが義義義義務務務務づづづづけられていますので、６けられていますので、６けられていますので、６けられていますので、６名の委員による教育名の委員による教育名の委員による教育名の委員による教育評価支評価支評価支評価支援援援援委員会をことしは８月３０日に開委員会をことしは８月３０日に開委員会をことしは８月３０日に開委員会をことしは８月３０日に開催催催催し、そのし、そのし、そのし、その意見意見意見意見などをなどをなどをなどを参考参考参考参考にさせていただきました。にさせていただきました。にさせていただきました。にさせていただきました。３ページには、平成２８年度教育委員会の３ページには、平成２８年度教育委員会の３ページには、平成２８年度教育委員会の３ページには、平成２８年度教育委員会の活動活動活動活動状状状状況況況況として、年間１９として、年間１９として、年間１９として、年間１９回回回回にわたる定例教にわたる定例教にわたる定例教にわたる定例教育委員会の開育委員会の開育委員会の開育委員会の開催催催催状状状状況況況況を記載しています。なお、定例教育委員会の会議を記載しています。なお、定例教育委員会の会議を記載しています。なお、定例教育委員会の会議を記載しています。なお、定例教育委員会の会議内容内容内容内容は、会議は、会議は、会議は、会議録録録録とととと資資資資料料料料を教育委員会のを教育委員会のを教育委員会のを教育委員会のホホホホーーーームムムムページにページにページにページに掲掲掲掲載しています。載しています。載しています。載しています。４ページには、教育委員の研修４ページには、教育委員の研修４ページには、教育委員の研修４ページには、教育委員の研修状状状状況等況等況等況等のののの活動活動活動活動状状状状況況況況をををを示示示示しています。しています。しています。しています。昨昨昨昨年度は教育委員会年度は教育委員会年度は教育委員会年度は教育委員会所管事業の実施所管事業の実施所管事業の実施所管事業の実施状状状状況や況や況や況や教育教育教育教育現現現現場の場の場の場の状状状状況況況況をををを把握把握把握把握し、また、本県の教育施し、また、本県の教育施し、また、本県の教育施し、また、本県の教育施策策策策のののの参考参考参考参考とするため、とするため、とするため、とするため、県県県県内内内内５５５５カカカカ所、県所、県所、県所、県外外外外３３３３カカカカ所の所の所の所の学校学校学校学校施設を施設を施設を施設を視視視視察察察察するとともに、するとともに、するとともに、するとともに、各校各校各校各校の先の先の先の先生生生生方と方と方と方と意見交換意見交換意見交換意見交換を行いを行いを行いを行いました。ました。ました。ました。６ページからは６ページからは６ページからは６ページからは昨昨昨昨年度に実施した教育施年度に実施した教育施年度に実施した教育施年度に実施した教育施策策策策についてのについてのについてのについての点検評価点検評価点検評価点検評価の結果を記載しています。の結果を記載しています。の結果を記載しています。の結果を記載しています。１の施１の施１の施１の施策策策策のののの体体体体系系系系をごらをごらをごらをごらんんんんください。平成２８年３月ください。平成２８年３月ください。平成２８年３月ください。平成２８年３月末末末末に教育に教育に教育に教育振興振興振興振興大大大大綱綱綱綱がががが策策策策定されましたの定されましたの定されましたの定されましたの
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で、で、で、で、大大大大綱綱綱綱の施の施の施の施策策策策の分の分の分の分類類類類にににに従従従従ってってってって大学大学大学大学教育を教育を教育を教育を除除除除くくくく大大大大綱綱綱綱の１４の施の１４の施の１４の施の１４の施策策策策に文に文に文に文化化化化遺遺遺遺産の保産の保産の保産の保存存存存とととと活用活用活用活用を加を加を加を加ええええた１５の施た１５の施た１５の施た１５の施策策策策をををを評価評価評価評価単単単単位位位位としてとしてとしてとして点検評価点検評価点検評価点検評価を実施しました。を実施しました。を実施しました。を実施しました。７ページから４６ページには、１５の施７ページから４６ページには、１５の施７ページから４６ページには、１５の施７ページから４６ページには、１５の施策策策策についてについてについてについて点検評価点検評価点検評価点検評価したしたしたした内容内容内容内容をそれをそれをそれをそれぞぞぞぞれ２、３れ２、３れ２、３れ２、３ページのページのページのページの評価評価評価評価シシシシーーーートトトトにまとめてにまとめてにまとめてにまとめて掲掲掲掲載しています。載しています。載しています。載しています。各各各各シシシシーーーートトトトでは、施では、施では、施では、施策策策策のののの現現現現状状状状とととと課題課題課題課題、平成、平成、平成、平成２８年度の２８年度の２８年度の２８年度の取取取取りりりり組組組組みみみみ状状状状況況況況のののの評価評価評価評価とととと今後今後今後今後のののの主主主主なななな取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを示示示示しています。県教育委員会ではしています。県教育委員会ではしています。県教育委員会ではしています。県教育委員会では教育教育教育教育振興振興振興振興大大大大綱綱綱綱の実施にの実施にの実施にの実施に向向向向け、年度ごとのけ、年度ごとのけ、年度ごとのけ、年度ごとの主主主主なななな取取取取りりりり組組組組みと指みと指みと指みと指標標標標及び及び及び及び目標値目標値目標値目標値をををを掲掲掲掲げた奈良県教げた奈良県教げた奈良県教げた奈良県教育育育育振興振興振興振興大大大大綱綱綱綱アアアアククククショショショションンンンププププラララランをンをンをンを策策策策定しています。施定しています。施定しています。施定しています。施策策策策のののの点検評価点検評価点検評価点検評価に当たっては、このに当たっては、このに当たっては、このに当たっては、このアアアアククククショショショションンンンププププラララランにンにンにンに掲掲掲掲げられたげられたげられたげられた取取取取りりりり組組組組みと指みと指みと指みと指標標標標及び及び及び及び目標値目標値目標値目標値にににに基づ基づ基づ基づき、事業のき、事業のき、事業のき、事業の進進進進行管理に行管理に行管理に行管理に資資資資するするするすることとしています。こととしています。こととしています。こととしています。４７ページから５１ページには、教育４７ページから５１ページには、教育４７ページから５１ページには、教育４７ページから５１ページには、教育振興振興振興振興大大大大綱綱綱綱にににに示示示示したしたしたした重重重重要業要業要業要業績績績績評価評価評価評価指指指指標標標標のうち、教育のうち、教育のうち、教育のうち、教育委員会所管のものを一委員会所管のものを一委員会所管のものを一委員会所管のものを一覧覧覧覧にしました。にしました。にしました。にしました。基準基準基準基準値値値値は教育は教育は教育は教育振興振興振興振興大大大大綱綱綱綱策策策策定定定定時時時時にににに用用用用いたいたいたいた値値値値、、、、現現現現状値状値状値状値はははは平成２８年度または平成２８年度または平成２８年度または平成２８年度または直直直直近近近近のものです。のものです。のものです。のものです。５２ページから５４ページには、先ほどの教育５２ページから５４ページには、先ほどの教育５２ページから５４ページには、先ほどの教育５２ページから５４ページには、先ほどの教育評価支評価支評価支評価支援援援援委員会からいただいた委員会からいただいた委員会からいただいた委員会からいただいた意見等意見等意見等意見等をををを記載しています。これらの記載しています。これらの記載しています。これらの記載しています。これらの意見意見意見意見をををを参考参考参考参考にににに今後今後今後今後もももも的確的確的確的確なななな点検評価点検評価点検評価点検評価の実施にの実施にの実施にの実施に努努努努め、よりめ、よりめ、よりめ、より効効効効果果果果的的的的な教育行な教育行な教育行な教育行政政政政をををを推推推推進進進進してまいりたいとしてまいりたいとしてまいりたいとしてまいりたいと考え考え考え考えています。ています。ています。ています。なお、この報告なお、この報告なお、この報告なお、この報告書書書書は、速は、速は、速は、速ややややかに教育委員会のかに教育委員会のかに教育委員会のかに教育委員会のホホホホーーーームムムムページにページにページにページに掲掲掲掲載し、公載し、公載し、公載し、公表表表表します。また、します。また、します。また、します。また、各市町各市町各市町各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へへへへこの報告この報告この報告この報告書書書書をををを送送送送付するとともに、付するとともに、付するとともに、付するとともに、各学校各学校各学校各学校にもおにもおにもおにもお知知知知らせします。県らせします。県らせします。県らせします。県民民民民おおおお役役役役立ち立ち立ち立ち情情情情報報報報ココココーーーーナナナナーにも配ーにも配ーにも配ーにも配置置置置します。します。します。します。以以以以上です。上です。上です。上です。○中村委員長○中村委員長○中村委員長○中村委員長 それでは、ただいまの報告またはその他の事項もそれでは、ただいまの報告またはその他の事項もそれでは、ただいまの報告またはその他の事項もそれでは、ただいまの報告またはその他の事項も含含含含めまして、委員の皆さめまして、委員の皆さめまして、委員の皆さめまして、委員の皆さんんんんからからからから質問質問質問質問があれがあれがあれがあればばばばごごごご発言発言発言発言願います。願います。願います。願います。○藤野委員○藤野委員○藤野委員○藤野委員 それでは、それでは、それでは、それでは、質問質問質問質問します。します。します。します。まず、１まず、１まず、１まず、１点点点点目目目目に、先般、に、先般、に、先般、に、先般、生生生生駒駒駒駒市市市市でででで小学校小学校小学校小学校２年の２年の２年の２年の女児女児女児女児がががが同同同同級級級級生生生生のののの母母母母親親親親にににに刺刺刺刺されたというされたというされたというされたという大大大大変変変変ショショショショッッッッキキキキンンンンググググな、かつな、かつな、かつな、かつ痛痛痛痛ましい事件がましい事件がましい事件がましい事件が起起起起こりました。事件の概要、あるいはこりました。事件の概要、あるいはこりました。事件の概要、あるいはこりました。事件の概要、あるいは内容内容内容内容についについについについては、まだては、まだては、まだては、まだ今調今調今調今調査中ということですので、ここであ査中ということですので、ここであ査中ということですので、ここであ査中ということですので、ここであええええてそのことにはてそのことにはてそのことにはてそのことには触触触触れずに、そのれずに、そのれずに、そのれずに、その女児女児女児女児や同や同や同や同級級級級生生生生がががが通通通通っているっているっているっている学校学校学校学校ではどのようなではどのようなではどのようなではどのような対応対応対応対応をされているのか、をされているのか、をされているのか、をされているのか、子子子子どもたちのどもたちのどもたちのどもたちの現在現在現在現在の様の様の様の様相相相相やややや状状状状況況況況はどうなのか、まずおはどうなのか、まずおはどうなのか、まずおはどうなのか、まずお聞聞聞聞きしたいときしたいときしたいときしたいと思思思思います。います。います。います。○相知生徒指導支援室長○相知生徒指導支援室長○相知生徒指導支援室長○相知生徒指導支援室長 緊急緊急緊急緊急的的的的なななな心心心心ののののケケケケアアアアがががが必必必必要な要な要な要な子子子子どものどものどものどもの対応対応対応対応について、説明させてについて、説明させてについて、説明させてについて、説明させていただきます。いただきます。いただきます。いただきます。今回今回今回今回のことものことものことものことも含含含含めて県教育委員会では、相めて県教育委員会では、相めて県教育委員会では、相めて県教育委員会では、相談体制談体制談体制談体制のののの充充充充実を実を実を実を図図図図るため、県るため、県るため、県るため、県内内内内全全全全ての公立中ての公立中ての公立中ての公立中学校学校学校学校に平成２７年度からに平成２７年度からに平成２７年度からに平成２７年度からススススククククーーーールカルカルカルカウウウウンセンセンセンセララララーを配ーを配ーを配ーを配置置置置してしてしてして校校校校区区区区内内内内のののの小学校小学校小学校小学校かかかからの相らの相らの相らの相談談談談にもにもにもにも応応応応じています。また、じています。また、じています。また、じています。また、今今今今年度からは県立年度からは県立年度からは県立年度からは県立高等学校へス高等学校へス高等学校へス高等学校へスククククーーーールカルカルカルカウウウウンセンセンセンセララララーをーをーをーを
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配配配配置置置置し、し、し、し、生徒生徒生徒生徒のののの心心心心ののののケケケケアアアアにににに努努努努めています。加めています。加めています。加めています。加ええええて、より専て、より専て、より専て、より専門門門門的的的的なななな支支支支援援援援をををを必必必必要とする要とする要とする要とする重重重重篤篤篤篤なななな事案については、事案については、事案については、事案については、精精精精神科医神科医神科医神科医、、、、小小小小児科医児科医児科医児科医やややや臨床臨床臨床臨床心心心心理を専理を専理を専理を専門門門門とするとするとするとする大学大学大学大学教員などを教員などを教員などを教員などを派派派派遣遣遣遣する県する県する県する県独独独独自の自の自の自のススススククククーーーールカルカルカルカウウウウンセンセンセンセリリリリンンンンググググカカカカウウウウンセンセンセンセララララーーーー派派派派遣遣遣遣事業でも事業でも事業でも事業でも対応対応対応対応しています。しています。しています。しています。児童児童児童児童生徒生徒生徒生徒のののの緊緊緊緊急急急急的的的的なななな心心心心ののののケケケケアアアアがががが必必必必要であると県立要であると県立要であると県立要であると県立学校や市町学校や市町学校や市町学校や市町村教育委員会からの要請があった場合は、村教育委員会からの要請があった場合は、村教育委員会からの要請があった場合は、村教育委員会からの要請があった場合は、ススススククククーーーールカルカルカルカウウウウンセンセンセンセララララーーーーやスやスやスやスククククーーーールカルカルカルカウウウウンセンセンセンセリリリリンンンンググググカカカカウウウウンセンセンセンセララララーをーをーをーを派派派派遣遣遣遣し、し、し、し、児童児童児童児童生徒生徒生徒生徒のののの心心心心ののののケケケケアアアアに速に速に速に速ややややかにかにかにかに対応対応対応対応しています。しています。しています。しています。今回今回今回今回の事件については、の事件については、の事件については、の事件については、詳細詳細詳細詳細はまだはまだはまだはまだ把握把握把握把握されていませされていませされていませされていませんんんんが、が、が、が、生生生生駒駒駒駒市市市市教育委員会でも教育委員会でも教育委員会でも教育委員会でも毎毎毎毎日日日日ススススククククーーーールカルカルカルカウウウウンセンセンセンセララララーをーをーをーを学校学校学校学校にににに常常常常駐駐駐駐できるできるできるできる形形形形でででで対応対応対応対応されています。県にも要請があり、されています。県にも要請があり、されています。県にも要請があり、されています。県にも要請があり、今今今今週週週週から県もから県もから県もから県も支支支支援援援援に入る計に入る計に入る計に入る計画画画画をしています。をしています。をしています。をしています。以以以以上です。上です。上です。上です。○藤野委員○藤野委員○藤野委員○藤野委員 十十十十分に分に分に分に子子子子どもたちのどもたちのどもたちのどもたちの心心心心ののののケケケケアアアアにににに努努努努めていただきたいとめていただきたいとめていただきたいとめていただきたいと思思思思います。こういったいます。こういったいます。こういったいます。こういった痛痛痛痛ましい事件はましい事件はましい事件はましい事件は学校側学校側学校側学校側のののの対応対応対応対応もももも大変大変大変大変重重重重要なことだと要なことだと要なことだと要なことだと思思思思いますし、またそれをいますし、またそれをいますし、またそれをいますし、またそれを取取取取りりりり囲む囲む囲む囲む地地地地域域域域のののの対応対応対応対応も、いも、いも、いも、いろろろろいいいいろ取ろ取ろ取ろ取りりりり組組組組みがあるかとみがあるかとみがあるかとみがあるかと思思思思います。います。います。います。今後今後今後今後一一一一層層層層そういったそういったそういったそういった内容内容内容内容について、どについて、どについて、どについて、どうかうかうかうか子子子子どもたちのどもたちのどもたちのどもたちのケケケケアアアアにににに十十十十分に分に分に分に努努努努めていただくようにお願いします。めていただくようにお願いします。めていただくようにお願いします。めていただくようにお願いします。さて、先ほど教育長から説明があった「平成２９年度奈良県教育委員会のさて、先ほど教育長から説明があった「平成２９年度奈良県教育委員会のさて、先ほど教育長から説明があった「平成２９年度奈良県教育委員会のさて、先ほど教育長から説明があった「平成２９年度奈良県教育委員会の権権権権限に限に限に限に属属属属するするするする事務の管理事務の管理事務の管理事務の管理及び及び及び及び執執執執行の行の行の行の状状状状況況況況のののの点検及び評価点検及び評価点検及び評価点検及び評価の結果に関する報告の結果に関する報告の結果に関する報告の結果に関する報告書書書書」に」に」に」に沿沿沿沿ってってってって数数数数点点点点にわたっにわたっにわたっにわたってててて質問質問質問質問します。します。します。します。まずまずまずまず初初初初めに、いじめめに、いじめめに、いじめめに、いじめやややや不登不登不登不登校校校校などなどなどなど生徒生徒生徒生徒指指指指導導導導上の上の上の上の諸課題諸課題諸課題諸課題へへへへのののの取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの徹底徹底徹底徹底で、２４ペーで、２４ペーで、２４ペーで、２４ページにジにジにジにメメメメーーーールルルル相相相相談談談談窓窓窓窓口の開設、口の開設、口の開設、口の開設、生徒生徒生徒生徒指指指指導アド導アド導アド導アドバイバイバイバイザザザザーによるーによるーによるーによる学校支学校支学校支学校支援援援援があります。これはそがあります。これはそがあります。これはそがあります。これはそのとおり、のとおり、のとおり、のとおり、メメメメーーーールルルルでででで悩悩悩悩みをおみをおみをおみをお聞聞聞聞きする、あるいはきする、あるいはきする、あるいはきする、あるいは生徒生徒生徒生徒指指指指導アド導アド導アド導アドバイバイバイバイザザザザーによるーによるーによるーによる対応対応対応対応を、教を、教を、教を、教員の員の員の員のＯＯＯＯＢＢＢＢが中が中が中が中心心心心となってされているということですけれども、となってされているということですけれども、となってされているということですけれども、となってされているということですけれども、少少少少しししし気気気気になるのが平成２７になるのが平成２７になるのが平成２７になるのが平成２７年度から平成２８年度にかけて相年度から平成２８年度にかけて相年度から平成２８年度にかけて相年度から平成２８年度にかけて相談談談談件件件件数数数数やややや訪訪訪訪問回問回問回問回数数数数が減っていると。が減っていると。が減っていると。が減っていると。極極極極端端端端に減っている部に減っている部に減っている部に減っている部分が分が分が分が若干若干若干若干気気気気になるとこになるとこになるとこになるところろろろですけれども、いじめのちですけれども、いじめのちですけれども、いじめのちですけれども、いじめのちょょょょっとしたささいなことでもっとしたささいなことでもっとしたささいなことでもっとしたささいなことでも今今今今は報告は報告は報告は報告するなど、いするなど、いするなど、いするなど、いろろろろいいいいろ対応ろ対応ろ対応ろ対応をいただいて、ここはをいただいて、ここはをいただいて、ここはをいただいて、ここは評価評価評価評価するのですけれども、それにするのですけれども、それにするのですけれども、それにするのですけれども、それに比比比比べべべべて相て相て相て相談談談談件件件件数数数数がががが若干若干若干若干減っているのはどういった理減っているのはどういった理減っているのはどういった理減っているのはどういった理由由由由なのか。ここはなのか。ここはなのか。ここはなのか。ここは少少少少しおしおしおしお聞聞聞聞かせいただきたいとかせいただきたいとかせいただきたいとかせいただきたいと思思思思います。います。います。います。続いて、２８ページ、人続いて、２８ページ、人続いて、２８ページ、人続いて、２８ページ、人権権権権教育の教育の教育の教育の推推推推進進進進で、で、で、で、私私私私はははは大和大和大和大和郡山郡山郡山郡山市市市市の人の人の人の人権権権権まちまちまちまちづづづづくりくりくりくり推推推推進協進協進協進協議会議会議会議会の会長を務めているのですけれども、そこで一つの事業として人の会長を務めているのですけれども、そこで一つの事業として人の会長を務めているのですけれども、そこで一つの事業として人の会長を務めているのですけれども、そこで一つの事業として人権権権権ショショショショーーーートレトレトレトレターをターをターをターを募募募募集集集集しています。しています。しています。しています。全全全全国国国国でででで小小小小・中・中・中・中学校学校学校学校の部、の部、の部、の部、高校高校高校高校・一般の部と分けて・一般の部と分けて・一般の部と分けて・一般の部と分けて募募募募集集集集しているのですけれどしているのですけれどしているのですけれどしているのですけれども、も、も、も、小小小小・中・中・中・中学校学校学校学校の部で、たくさの部で、たくさの部で、たくさの部で、たくさんんんんのののの子子子子どもたちが人どもたちが人どもたちが人どもたちが人権権権権に関して関に関して関に関して関に関して関心心心心をををを持持持持ってってってってショショショショーーーートレトレトレトレタタタターをーをーをーを寄寄寄寄せていると。せていると。せていると。せていると。特特特特にににに今今今今いじめいじめいじめいじめ等々等々等々等々がががが非常非常非常非常にににに多多多多いという事いという事いという事いという事象象象象もあり、もあり、もあり、もあり、学校学校学校学校の先の先の先の先生生生生方の指方の指方の指方の指
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導導導導にもよるのでしにもよるのでしにもよるのでしにもよるの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、子子子子どもたちの関どもたちの関どもたちの関どもたちの関心心心心がががが高高高高いというのがいというのがいというのがいというのが私私私私のののの率率率率直直直直なななな感想感想感想感想です。です。です。です。この中で、２６ページの平成２８年度のこの中で、２６ページの平成２８年度のこの中で、２６ページの平成２８年度のこの中で、２６ページの平成２８年度の取取取取りりりり組組組組みみみみ状状状状況況況況のののの評価評価評価評価でででで、、、、「人「人「人「人権権権権意意意意識識識識、自、自、自、自尊尊尊尊感情感情感情感情、、、、集集集集団づ団づ団づ団づくりに係る項くりに係る項くりに係る項くりに係る項目目目目にににに肯肯肯肯定した定した定した定した児童児童児童児童生徒生徒生徒生徒のののの割割割割合」ですけれども、ここで「自分にはよい合」ですけれども、ここで「自分にはよい合」ですけれども、ここで「自分にはよい合」ですけれども、ここで「自分にはよいとことことこところろろろがあるとがあるとがあるとがあると思思思思う」という、自分をう」という、自分をう」という、自分をう」という、自分を認認認認めるというめるというめるというめるという思思思思いがいがいがいが若干若干若干若干下下下下がっているのががっているのががっているのががっているのが気気気気になるになるになるになるとことことこところろろろで、で、で、で、ややややはり人をはり人をはり人をはり人を認認認認めるにはまずは自分自めるにはまずは自分自めるにはまずは自分自めるにはまずは自分自身身身身をををを認認認認めるという、こういった指めるという、こういった指めるという、こういった指めるという、こういった指導導導導がががが必必必必要要要要ではないかとではないかとではないかとではないかと思思思思うのですが、このことについて、もしうのですが、このことについて、もしうのですが、このことについて、もしうのですが、このことについて、もし感想感想感想感想がありましたらおがありましたらおがありましたらおがありましたらお聞聞聞聞かせいただかせいただかせいただかせいただきたいときたいときたいときたいと思思思思います。います。います。います。さらには、さらには、さらには、さらには、今今今今、、、、ネネネネットットットットによるによるによるによる差差差差別被害別被害別被害別被害がががが多発多発多発多発しています。こういった中で、指しています。こういった中で、指しています。こういった中で、指しています。こういった中で、指導導導導はどのはどのはどのはどのようにされているのか。また、５３ページの２ようにされているのか。また、５３ページの２ようにされているのか。また、５３ページの２ようにされているのか。また、５３ページの２－－－－４、人４、人４、人４、人権権権権教育の教育の教育の教育の推推推推進進進進で、で、で、で、ＬＩＮＥＬＩＮＥＬＩＮＥＬＩＮＥをををを通通通通じじじじてのいじめてのいじめてのいじめてのいじめややややヘヘヘヘイイイイトストストストスピピピピーーーーチチチチ等等等等、、、、新新新新しい人しい人しい人しい人権権権権問問問問題題題題についてもについてもについてもについても積積積積極極極極的的的的にににに取取取取り上げていってほり上げていってほり上げていってほり上げていってほしいと。まさしくこういったとこしいと。まさしくこういったとこしいと。まさしくこういったとこしいと。まさしくこういったところろろろにもにもにもにも差差差差別的別的別的別的な部分が、あるいは人な部分が、あるいは人な部分が、あるいは人な部分が、あるいは人権権権権被害被害被害被害がががが潜潜潜潜んんんんでいるでいるでいるでいるとととと思思思思っています。こういった指っています。こういった指っています。こういった指っています。こういった指導導導導もももも含含含含めてどのようにされているのかおめてどのようにされているのかおめてどのようにされているのかおめてどのようにされているのかお聞聞聞聞かせいただきたかせいただきたかせいただきたかせいただきたいといといといと思思思思います。います。います。います。次に、３０ページの次に、３０ページの次に、３０ページの次に、３０ページのググググララララウウウウンンンンドドドドのののの芝芝芝芝生生生生化化化化です。これもずっとです。これもずっとです。これもずっとです。これもずっと言言言言い続けていることですが、い続けていることですが、い続けていることですが、い続けていることですが、現在現在現在現在のののの芝芝芝芝生生生生化化化化のののの状状状状況況況況とととと今後今後今後今後の方の方の方の方向向向向性性性性をおをおをおをお聞聞聞聞かせいただきたいとかせいただきたいとかせいただきたいとかせいただきたいと思思思思います。います。います。います。続いて、３４ページから３５ページの続いて、３４ページから３５ページの続いて、３４ページから３５ページの続いて、３４ページから３５ページのキャキャキャキャリアリアリアリア教育です。中教育です。中教育です。中教育です。中学校学校学校学校、、、、高等学校高等学校高等学校高等学校もももも含含含含めて職めて職めて職めて職業業業業体体体体験験験験をされていますが、をされていますが、をされていますが、をされていますが、体体体体験験験験学習学習学習学習ののののフフフフォロォロォロォローーーーアッアッアッアッププププををををキャキャキャキャリアリアリアリア教育の教育の教育の教育の充充充充実に実に実に実に向向向向けてどのけてどのけてどのけてどのようにつなげていっておられるのか。あるいは研修もようにつなげていっておられるのか。あるいは研修もようにつなげていっておられるのか。あるいは研修もようにつなげていっておられるのか。あるいは研修も含含含含めてどのようなめてどのようなめてどのようなめてどのようなキャキャキャキャリアリアリアリア教育に教育に教育に教育に対対対対するするするする体制体制体制体制をとっているのかおをとっているのかおをとっているのかおをとっているのかお聞聞聞聞かせいただきたいとかせいただきたいとかせいただきたいとかせいただきたいと思思思思います。います。います。います。以以以以上で、上で、上で、上で、質問質問質問質問をををを終終終終わります。わります。わります。わります。○相知生徒指導支援室長○相知生徒指導支援室長○相知生徒指導支援室長○相知生徒指導支援室長 生徒生徒生徒生徒指指指指導アド導アド導アド導アドバイバイバイバイザザザザーの相ーの相ーの相ーの相談談談談件件件件数数数数の減の減の減の減少少少少について説明します。について説明します。について説明します。について説明します。平成２７年度７２９件から、平成２８年度３２１件平成２７年度７２９件から、平成２８年度３２１件平成２７年度７２９件から、平成２８年度３２１件平成２７年度７２９件から、平成２８年度３２１件へへへへと減っていますが、こちらは、と減っていますが、こちらは、と減っていますが、こちらは、と減っていますが、こちらは、生生生生徒徒徒徒指指指指導アド導アド導アド導アドバイバイバイバイザザザザーも８名から５名ーも８名から５名ーも８名から５名ーも８名から５名へへへへと人と人と人と人数数数数が減っています。それとが減っています。それとが減っています。それとが減っています。それと並並並並行して、平成２７行して、平成２７行して、平成２７行して、平成２７年度には、年度には、年度には、年度には、生生生生活支活支活支活支援援援援アドアドアドアドバイバイバイバイザザザザーとーとーとーとソソソソーーーーシャシャシャシャルルルルワワワワーーーーカカカカーを合わせてーを合わせてーを合わせてーを合わせて派派派派遣遣遣遣時時時時間が５０４間が５０４間が５０４間が５０４時時時時間間間間だったのが、平成２８年度には、３，４４２だったのが、平成２８年度には、３，４４２だったのが、平成２８年度には、３，４４２だったのが、平成２８年度には、３，４４２時時時時間と間と間と間とふふふふややややしていまして、していまして、していまして、していまして、生生生生活支活支活支活支援援援援アドアドアドアドバイバイバイバイザザザザーとーとーとーと生徒生徒生徒生徒指指指指導アド導アド導アド導アドバイバイバイバイザザザザーーーー両面両面両面両面でででで学校学校学校学校のののの支支支支援援援援にににに回回回回るるるる形形形形でででで進進進進めています。めています。めています。めています。以以以以上です。上です。上です。上です。○福井人権・地域教育課長○福井人権・地域教育課長○福井人権・地域教育課長○福井人権・地域教育課長 人人人人権権権権は、自は、自は、自は、自尊尊尊尊感情感情感情感情のののの高揚高揚高揚高揚ということだとということだとということだとということだと思思思思います。います。います。います。全全全全てにかてにかてにかてにかかわることですが、一人かわることですが、一人かわることですが、一人かわることですが、一人ひひひひとりがおとりがおとりがおとりがお互互互互いにいにいにいに尊尊尊尊重重重重されながら成長していくのがされながら成長していくのがされながら成長していくのがされながら成長していくのが学校学校学校学校の教育のの教育のの教育のの教育の中でも中でも中でも中でも基基基基本だと本だと本だと本だと思思思思っています。っています。っています。っています。昨昨昨昨年、いわ年、いわ年、いわ年、いわゆゆゆゆる人る人る人る人権権権権三三三三法と法と法と法と言言言言われる法われる法われる法われる法律律律律ができたことも受ができたことも受ができたことも受ができたことも受け、け、け、け、現在現在現在現在、教育委員会では、まず、教育委員会では、まず、教育委員会では、まず、教育委員会では、まず学校学校学校学校の先の先の先の先生生生生方に理解していただきたいということで、研方に理解していただきたいということで、研方に理解していただきたいということで、研方に理解していただきたいということで、研
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修会修会修会修会等等等等をををを去去去去年に増して年に増して年に増して年に増してふふふふややややして実施しています。そういう中で、して実施しています。そういう中で、して実施しています。そういう中で、して実施しています。そういう中で、生徒生徒生徒生徒たちの教育をたちの教育をたちの教育をたちの教育を充充充充実さ実さ実さ実させてほしいとせてほしいとせてほしいとせてほしいと思思思思っているとこっているとこっているとこっているところろろろです。です。です。です。それと、人それと、人それと、人それと、人権権権権ショショショショーーーートレトレトレトレターですけれども、人ターですけれども、人ターですけれども、人ターですけれども、人権権権権施施施施策課策課策課策課でもいでもいでもいでもいろろろろいいいいろ取ろ取ろ取ろ取りりりり組組組組んんんんでいます。でいます。でいます。でいます。子子子子どもたちがいどもたちがいどもたちがいどもたちがいろろろろいいいいろろろろなとこなとこなとこなところろろろで、で、で、で、折折折折にににに触触触触れて人れて人れて人れて人権権権権にかかわるにかかわるにかかわるにかかわる機機機機会を設けることで、例会を設けることで、例会を設けることで、例会を設けることで、例ええええばばばば人人人人権権権権作作作作文の文の文の文の募募募募集集集集やややや、、、、生生生生駒駒駒駒市市市市の人の人の人の人権権権権ショショショショーーーートレトレトレトレターなど、いターなど、いターなど、いターなど、いろろろろいいいいろろろろなななな取取取取りりりり組組組組みをされていみをされていみをされていみをされています。こういうこともます。こういうこともます。こういうこともます。こういうことも今後今後今後今後ますますますますますますますます広広広広めていきたいと、めていきたいと、めていきたいと、めていきたいと、各各各各教育長教育長教育長教育長や校や校や校や校長会長会長会長会等等等等にお願いしてにお願いしてにお願いしてにお願いしているとこいるとこいるとこいるところろろろです。です。です。です。それから、それから、それから、それから、ＳＳＳＳＮＮＮＮＳＳＳＳ等等等等による人による人による人による人権権権権にかかわるにかかわるにかかわるにかかわる問問問問題題題題です。です。です。です。学校現学校現学校現学校現場では、場では、場では、場では、新新新新しいしいしいしいＳＳＳＳＮＮＮＮＳＳＳＳ等等等等のののの活用活用活用活用については、実については、実については、実については、実際際際際のとこのとこのとこのところろろろ先先先先生生生生よりもよりもよりもよりも子子子子どものほうがよくどものほうがよくどものほうがよくどものほうがよく知知知知っているという事実もあっているという事実もあっているという事実もあっているという事実もあります。そういう観ります。そういう観ります。そういう観ります。そういう観点点点点で、当で、当で、当で、当課課課課ではいではいではいではいろろろろいいいいろ工ろ工ろ工ろ工夫夫夫夫し、例し、例し、例し、例えばえばえばえばことしのことしのことしのことしの夏夏夏夏に「ならの教育に「ならの教育に「ならの教育に「ならの教育応応応応援隊援隊援隊援隊」を」を」を」を組織組織組織組織して、その中にして、その中にして、その中にして、その中にＬＩＮＥＬＩＮＥＬＩＮＥＬＩＮＥ社から担当の方に社から担当の方に社から担当の方に社から担当の方に来来来来ていただき、その方にていただき、その方にていただき、その方にていただき、その方に各学校へ各学校へ各学校へ各学校への出の出の出の出前前前前授授授授業業業業等等等等をしていただけるようなをしていただけるようなをしていただけるようなをしていただけるような仕仕仕仕組組組組みをつくったとこみをつくったとこみをつくったとこみをつくったところろろろです。です。です。です。以以以以上です。上です。上です。上です。○吉田保健体育課長○吉田保健体育課長○吉田保健体育課長○吉田保健体育課長 県県県県内内内内のののの学校学校学校学校ののののググググララララウウウウンンンンドドドドのののの芝芝芝芝生生生生化化化化のののの現現現現状状状状とととと今後今後今後今後の方の方の方の方向向向向性性性性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えええします。します。します。します。県県県県内内内内の公立の公立の公立の公立学校園学校園学校園学校園のののの芝芝芝芝生生生生化化化化のののの現現現現状状状状は、は、は、は、幼幼幼幼稚稚稚稚園園園園で４で４で４で４園園園園、、、、小学校小学校小学校小学校で１５で１５で１５で１５校校校校、県立、県立、県立、県立高等学校高等学校高等学校高等学校でででで４４４４校校校校、、、、特別支特別支特別支特別支援援援援学校学校学校学校で３で３で３で３校校校校のののの芝芝芝芝生生生生化化化化を行っています。を行っています。を行っています。を行っています。続いて、続いて、続いて、続いて、今後今後今後今後の方の方の方の方針針針針等等等等についてですが、人間のについてですが、人間のについてですが、人間のについてですが、人間の神神神神経経経経系系系系はははは生生生生まれてから５まれてから５まれてから５まれてから５歳ぐ歳ぐ歳ぐ歳ぐらいまでにらいまでにらいまでにらいまでに８０８０８０８０％％％％の成長をの成長をの成長をの成長を遂遂遂遂げ、１２げ、１２げ、１２げ、１２歳歳歳歳でほでほでほでほぼぼぼぼ１００１００１００１００％％％％になるというになるというになるというになるというススススキャモキャモキャモキャモンのンのンのンの発発発発達達達達発発発発育育育育曲曲曲曲線線線線のののの特特特特性性性性からも、からも、からも、からも、運動運動運動運動好好好好きなきなきなきな子子子子どもをどもをどもをどもをふふふふややややすためにはすためにはすためにはすためには就就就就学前学前学前学前のののの子子子子どもどもどもどもへへへへのののの働働働働きかけがきかけがきかけがきかけが重重重重要である要である要である要であるとととと考え考え考え考えています。このことをています。このことをています。このことをています。このことを踏踏踏踏ままままええええ、県教育委員会としては、、県教育委員会としては、、県教育委員会としては、、県教育委員会としては、運動運動運動運動好好好好きのきのきのきの子子子子どもをどもをどもをどもをふふふふややややすすすすことがことがことがことが体力体力体力体力向向向向上につながることからも、上につながることからも、上につながることからも、上につながることからも、子子子子どもたちがけがをどもたちがけがをどもたちがけがをどもたちがけがを気気気気にすることなく、にすることなく、にすることなく、にすることなく、気持気持気持気持ちよちよちよちよくくくく十十十十分に分に分に分に体体体体をををを動動動動かすことができる環境をかすことができる環境をかすことができる環境をかすことができる環境を幼幼幼幼稚稚稚稚園や園や園や園やこどもこどもこどもこども園園園園ののののググググララララウウウウンンンンドドドドのののの芝芝芝芝生生生生化化化化をををを推推推推進進進進すすすすることにより、ることにより、ることにより、ることにより、整整整整ええええていきたいとていきたいとていきたいとていきたいと考え考え考え考えています。ついては、ています。ついては、ています。ついては、ています。ついては、現在現在現在現在行っている行っている行っている行っているモモモモデデデデルルルル幼幼幼幼稚稚稚稚園園園園等へ等へ等へ等へのののの芝芝芝芝生生生生化化化化整整整整備備備備にににに対対対対する補する補する補する補助助助助事業を事業を事業を事業を継継継継続し、続し、続し、続し、子子子子どものどものどものどもの体力体力体力体力向向向向上に上に上に上に向向向向けたけたけたけた取取取取りりりり組組組組みの一つみの一つみの一つみの一つとしてとしてとしてとして市町市町市町市町村教育委員会にも村教育委員会にも村教育委員会にも村教育委員会にも働働働働きかけをしていきたいときかけをしていきたいときかけをしていきたいときかけをしていきたいと考え考え考え考えています。ています。ています。ています。以以以以上です。上です。上です。上です。○深田学校教育課長○深田学校教育課長○深田学校教育課長○深田学校教育課長 キャキャキャキャリアリアリアリア教育、その中でも教育、その中でも教育、その中でも教育、その中でも体体体体験験験験学習学習学習学習にかかわってのにかかわってのにかかわってのにかかわっての質問質問質問質問です。です。です。です。県県県県内内内内のののの各学校各学校各学校各学校において、において、において、において、子子子子どものどものどものどもの発発発発達段階達段階達段階達段階やややや地地地地域域域域・・・・学校学校学校学校のこれまでののこれまでののこれまでののこれまでの取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを生生生生かしかしかしかしたたたたキャキャキャキャリアリアリアリア教育が実教育が実教育が実教育が実践践践践されているとこされているとこされているとこされているところろろろです。例です。例です。例です。例えば小学校えば小学校えば小学校えば小学校のののの低低低低学学学学年では年では年では年では調べ学習調べ学習調べ学習調べ学習から、から、から、から、中・中・中・中・高学高学高学高学年では職場年では職場年では職場年では職場見学等見学等見学等見学等からからからからキャキャキャキャリアリアリアリアププププラララランンンンニニニニンンンング能グ能グ能グ能力力力力を育成しています。そして、中を育成しています。そして、中を育成しています。そして、中を育成しています。そして、中学校学校学校学校では、社会での自立にでは、社会での自立にでは、社会での自立にでは、社会での自立に向向向向けたけたけたけた準備準備準備準備をををを整整整整ええええるるるる時時時時期期期期とととと捉捉捉捉ええええ、教育、教育、教育、教育活動活動活動活動全全全全体体体体ででででキャキャキャキャリアリアリアリア教育教育教育教育
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のののの充充充充実を実を実を実を図図図図っています。っています。っています。っています。特特特特に職場に職場に職場に職場体体体体験験験験は、平成２８年度においてはは、平成２８年度においてはは、平成２８年度においてはは、平成２８年度においては約約約約９８９８９８９８．．．．１１１１％％％％のののの学校学校学校学校でででで実施したとこ実施したとこ実施したとこ実施したところろろろです。です。です。です。高等学校高等学校高等学校高等学校では社会での自立をでは社会での自立をでは社会での自立をでは社会での自立を控え控え控え控え、、、、目目目目的的的的にににに向向向向けてけてけてけて力力力力をつけるをつけるをつけるをつける時時時時期期期期とととと捉捉捉捉ええええ、、、、イイイインターンンターンンターンンターンシシシシッッッッププププのののの参参参参加も加も加も加も含含含含め教育め教育め教育め教育活動活動活動活動全全全全体体体体ででででキャキャキャキャリアリアリアリア教育の教育の教育の教育の充充充充実を実を実を実を図図図図っています。っています。っています。っています。平成２８年度、平成２８年度、平成２８年度、平成２８年度、全全全全日日日日制高等学校制高等学校制高等学校制高等学校での実施は３４での実施は３４での実施は３４での実施は３４校校校校中３３中３３中３３中３３校校校校でした。また、平成２７年度かでした。また、平成２７年度かでした。また、平成２７年度かでした。また、平成２７年度からはらはらはらはキャキャキャキャリアリアリアリア教育教育教育教育進進進進路路路路指指指指導導導導の一の一の一の一層層層層のののの充充充充実を実を実を実を図図図図るため、県立教育研るため、県立教育研るため、県立教育研るため、県立教育研究究究究所に所に所に所にキャキャキャキャリアリアリアリアササササポポポポーーーートトトトセンターを設センターを設センターを設センターを設置置置置したとこしたとこしたとこしたところろろろです。また、です。また、です。また、です。また、取取取取りりりり組組組組みとして、平成２８年３月にみとして、平成２８年３月にみとして、平成２８年３月にみとして、平成２８年３月に策策策策定された奈定された奈定された奈定された奈良県教育良県教育良県教育良県教育振興振興振興振興大大大大綱綱綱綱を受け、を受け、を受け、を受け、同同同同６月には奈良県６月には奈良県６月には奈良県６月には奈良県キャキャキャキャリアリアリアリア教育の手教育の手教育の手教育の手引引引引をををを作作作作成し、県成し、県成し、県成し、県内内内内のののの各小各小各小各小・・・・中・中・中・中・高等学校及び各市町高等学校及び各市町高等学校及び各市町高等学校及び各市町村教育委員会に配付しました。また、村教育委員会に配付しました。また、村教育委員会に配付しました。また、村教育委員会に配付しました。また、今後今後今後今後ももももアアアアンンンンケケケケーーーート調ト調ト調ト調査査査査等等等等ににににより実より実より実より実態把握態把握態把握態把握を行うとともに、研修を行うとともに、研修を行うとともに、研修を行うとともに、研修講講講講座の実施座の実施座の実施座の実施等等等等、、、、キャキャキャキャリアリアリアリア教育のさらなる教育のさらなる教育のさらなる教育のさらなる充充充充実を実を実を実を図図図図ってってってっていきたいといきたいといきたいといきたいと考え考え考え考えています。ています。ています。ています。以以以以上です。上です。上です。上です。○藤野委員○藤野委員○藤野委員○藤野委員 さまさまさまさまざざざざまなまなまなまな質問質問質問質問をさせていただきました。をさせていただきました。をさせていただきました。をさせていただきました。答答答答ええええもいただきました。もいただきました。もいただきました。もいただきました。生徒生徒生徒生徒指指指指導導導導アドアドアドアドバイバイバイバイザザザザーの相ーの相ーの相ーの相談談談談件件件件数数数数の減の減の減の減少少少少の件については、了解をさせていただきます。の件については、了解をさせていただきます。の件については、了解をさせていただきます。の件については、了解をさせていただきます。続いて、続いて、続いて、続いて、ＬＩＮＥＬＩＮＥＬＩＮＥＬＩＮＥ等々等々等々等々ののののＳＳＳＳＮＮＮＮＳＳＳＳの中でもいじめの中でもいじめの中でもいじめの中でもいじめやややや差差差差別被害等々別被害等々別被害等々別被害等々もあるというもあるというもあるというもあるという質問質問質問質問をさせをさせをさせをさせていただき、出ていただき、出ていただき、出ていただき、出前前前前講講講講座での座での座での座での対応や対応や対応や対応や、教員の研修、教員の研修、教員の研修、教員の研修等々等々等々等々もされているということです。もされているということです。もされているということです。もされているということです。答弁答弁答弁答弁ののののとおりとおりとおりとおり大大大大人より人より人より人より子子子子どものほうがそういったどものほうがそういったどものほうがそういったどものほうがそういった点点点点にはにはにはには非常非常非常非常にににに詳詳詳詳しいとしいとしいとしいと思思思思いますので、教育者のいますので、教育者のいますので、教育者のいますので、教育者の方方方方 々々々々の研修の実施もさらにの研修の実施もさらにの研修の実施もさらにの研修の実施もさらに充充充充実を実を実を実を図図図図っていただきたいとっていただきたいとっていただきたいとっていただきたいと思思思思います。います。います。います。芝芝芝芝生生生生化化化化については、については、については、については、就就就就学前学前学前学前教育での教育での教育での教育での大切大切大切大切さもさもさもさも含含含含めて、めて、めて、めて、今今今今、、、、幼幼幼幼稚稚稚稚園園園園のののの芝芝芝芝生生生生化化化化は、は、は、は、子子子子どもたどもたどもたどもたちがはだしでちがはだしでちがはだしでちがはだしで園園園園庭を庭を庭を庭を駆駆駆駆けけけけ回回回回るというのはるというのはるというのはるというのは体力体力体力体力のののの向向向向上にもつながっていくし、上にもつながっていくし、上にもつながっていくし、上にもつながっていくし、非常非常非常非常によいこによいこによいこによいことだととだととだととだと思思思思いますが、いますが、いますが、いますが、現在現在現在現在実施されている中実施されている中実施されている中実施されている中学校学校学校学校、、、、高等学校高等学校高等学校高等学校で、管理がで、管理がで、管理がで、管理が非常非常非常非常にににに大変大変大変大変とおとおとおとお聞聞聞聞ききききしています。地しています。地しています。地しています。地域域域域の方の方の方の方 々々々々が入っていって管理をされている、教職員がが入っていって管理をされている、教職員がが入っていって管理をされている、教職員がが入っていって管理をされている、教職員がややややっておられるといっておられるといっておられるといっておられるということもうこともうこともうことも含含含含めてめてめてめて大変大変大変大変な管理ですが、な管理ですが、な管理ですが、な管理ですが、芝芝芝芝生生生生化化化化ををををややややめようとめようとめようとめようと言言言言ったとこったとこったとこったところろろろはないのですか。はないのですか。はないのですか。はないのですか。続いて、続いて、続いて、続いて、キャキャキャキャリアリアリアリア教育です。教育です。教育です。教育です。引引引引き続き、職場き続き、職場き続き、職場き続き、職場体体体体験験験験からつながっていくさまからつながっていくさまからつながっていくさまからつながっていくさまざざざざまなまなまなまなササササポポポポーーーートトトトもももも含含含含めてお願いしたいとめてお願いしたいとめてお願いしたいとめてお願いしたいと思思思思いますが、いますが、いますが、いますが、気気気気になるとこになるとこになるとこになるところろろろがありまして、５３ページのがありまして、５３ページのがありまして、５３ページのがありまして、５３ページの高校高校高校高校生生生生ののののイイイインターンンターンンターンンターンシシシシッッッッププププについて、奈良県について、奈良県について、奈良県について、奈良県下下下下のののの企企企企業だけで業だけで業だけで業だけで全全全全てててて対応対応対応対応するのはするのはするのはするのは難難難難しいのではなしいのではなしいのではなしいのではないかと。いかと。いかと。いかと。今後広域今後広域今後広域今後広域でででで考え考え考え考えることもることもることもることも必必必必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点検点検点検点検・・・・評価評価評価評価にににに対対対対する教育する教育する教育する教育評価支評価支評価支評価支援援援援委員委員委員委員会からの会からの会からの会からの意見意見意見意見がありましたが、奈良県にもがありましたが、奈良県にもがありましたが、奈良県にもがありましたが、奈良県にも企企企企業も事業所もたくさ業も事業所もたくさ業も事業所もたくさ業も事業所もたくさんんんんあり、ありとあらあり、ありとあらあり、ありとあらあり、ありとあらゆゆゆゆるるるる職職職職種種種種等々等々等々等々もあるのでもあるのでもあるのでもあるので十十十十分分分分対応対応対応対応できるのではないかとできるのではないかとできるのではないかとできるのではないかと思思思思うのですが、このうのですが、このうのですが、このうのですが、この意見意見意見意見が出たというが出たというが出たというが出たというのはどういったことなのか、おのはどういったことなのか、おのはどういったことなのか、おのはどういったことなのか、お聞聞聞聞かせいただきたいとかせいただきたいとかせいただきたいとかせいただきたいと思思思思います。います。います。います。以以以以上です。上です。上です。上です。○吉田保健体育課長○吉田保健体育課長○吉田保健体育課長○吉田保健体育課長 芝芝芝芝生生生生化化化化ををををややややめようというめようというめようというめようという意見意見意見意見がないのかというがないのかというがないのかというがないのかという質問質問質問質問ですが、当ですが、当ですが、当ですが、当課課課課にににに直接的直接的直接的直接的にはないですけれども、委員がにはないですけれども、委員がにはないですけれども、委員がにはないですけれども、委員が今今今今おおおお述述述述べべべべになりましたように、になりましたように、になりましたように、になりましたように、芝芝芝芝生生生生化化化化整整整整備備備備に当たっに当たっに当たっに当たっ
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て、て、て、て、課題課題課題課題としてとしてとしてとして見え見え見え見えてきたものに、まずてきたものに、まずてきたものに、まずてきたものに、まず維持費維持費維持費維持費に伴うに伴うに伴うに伴うラララランンンンニニニニンンンンググググコストコストコストコストのののの問問問問題題題題が上がってが上がってが上がってが上がってきています。また、しきています。また、しきています。また、しきています。また、しばばばば刈刈刈刈りなどのりなどのりなどのりなどのメメメメンンンンテテテテナナナナンンンンス作ス作ス作ス作業に伴う教職員の負担業に伴う教職員の負担業に伴う教職員の負担業に伴う教職員の負担等等等等もももも課題課題課題課題としてとしてとしてとして上がってきているのは事実です。これらについて、県教育委員会としては、上がってきているのは事実です。これらについて、県教育委員会としては、上がってきているのは事実です。これらについて、県教育委員会としては、上がってきているのは事実です。これらについて、県教育委員会としては、既既既既にににに芝芝芝芝生生生生化化化化整整整整備備備備をしてきたをしてきたをしてきたをしてきた学校や市町学校や市町学校や市町学校や市町村教育委員会、あるいは村教育委員会、あるいは村教育委員会、あるいは村教育委員会、あるいは芝芝芝芝生生生生化化化化にににに前前前前向向向向きなきなきなきな市町市町市町市町村教育委員会を村教育委員会を村教育委員会を村教育委員会を集集集集めて年に２めて年に２めて年に２めて年に２回回回回、、、、運動運動運動運動場場場場芝芝芝芝生生生生化化化化実実実実践践践践校校校校連連連連絡絡絡絡協協協協議会を開議会を開議会を開議会を開催催催催し、し、し、し、芝芝芝芝生生生生のののの活用活用活用活用状状状状況や況や況や況や課題課題課題課題などにつなどにつなどにつなどについていていていて情情情情報を報を報を報を交換交換交換交換したり、専したり、専したり、専したり、専門門門門家家家家をををを招聘招聘招聘招聘してしてしてしてノノノノウウウウハハハハウウウウを提を提を提を提供供供供したりすることで、したりすることで、したりすることで、したりすることで、課題課題課題課題解決に解決に解決に解決に向向向向けたけたけたけた取取取取りりりり組組組組みを行っているとこみを行っているとこみを行っているとこみを行っているところろろろです。です。です。です。○石井教育研究所副所長○石井教育研究所副所長○石井教育研究所副所長○石井教育研究所副所長 ５３ページの県５３ページの県５３ページの県５３ページの県内企内企内企内企業だけでは業だけでは業だけでは業だけでは対応対応対応対応がががが難難難難しいのではないかといしいのではないかといしいのではないかといしいのではないかというううう意見意見意見意見がありました。先ほどがありました。先ほどがありました。先ほどがありました。先ほど深深深深田田田田学校学校学校学校教育教育教育教育課課課課長からも長からも長からも長からも答弁答弁答弁答弁させていただいたとおり、平成させていただいたとおり、平成させていただいたとおり、平成させていただいたとおり、平成２７年度に県立教育研２７年度に県立教育研２７年度に県立教育研２７年度に県立教育研究究究究所に所に所に所にキャキャキャキャリアリアリアリアササササポポポポーーーートトトトセンターを設センターを設センターを設センターを設置置置置して、して、して、して、子子子子どもたちのどもたちのどもたちのどもたちのキャキャキャキャリリリリアアアア教育の教育の教育の教育の推推推推進進進進につながるようにつながるようにつながるようにつながるようキャキャキャキャリアリアリアリア教育教育教育教育支支支支援援援援員２名、員２名、員２名、員２名、キャキャキャキャリアリアリアリアププププラララランンンンナナナナー２名を配ー２名を配ー２名を配ー２名を配置置置置し、し、し、し、あわせて指あわせて指あわせて指あわせて指導主導主導主導主事も担当していますけれども、そうした事も担当していますけれども、そうした事も担当していますけれども、そうした事も担当していますけれども、そうした形形形形でででで進進進進めています。めています。めています。めています。その中でその中でその中でその中でイイイインターンンターンンターンンターンシシシシッッッッププププ先の開先の開先の開先の開拓拓拓拓もあわせて行っています。先般、もあわせて行っています。先般、もあわせて行っています。先般、もあわせて行っています。先般、商商商商工工工工会議所会議所会議所会議所連連連連合会、合会、合会、合会、経経経経済済済済産業産業産業産業協協協協会、中会、中会、中会、中小企小企小企小企業業業業団体団体団体団体中中中中央央央央会、会、会、会、商商商商工工工工会会会会連連連連合会の合会の合会の合会の経経経経済済済済４４４４団体団体団体団体にもにもにもにも訪訪訪訪問問問問させていただき、させていただき、させていただき、させていただき、県県県県内内内内の受け入れ先、の受け入れ先、の受け入れ先、の受け入れ先、イイイインターンンターンンターンンターンシシシシッッッッププププ先の開先の開先の開先の開拓拓拓拓についてについてについてについて現在進現在進現在進現在進めているとこめているとこめているとこめているところろろろでして、でして、でして、でして、キキキキャャャャリアリアリアリアササササポポポポーーーートトトトセンターの業務の概要についてのセンターの業務の概要についてのセンターの業務の概要についてのセンターの業務の概要についてのチチチチララララシシシシ等等等等を、加を、加を、加を、加盟盟盟盟機機機機関で関で関で関で企企企企業にお業にお業にお業にお届届届届けいけいけいけいただけるようなただけるようなただけるようなただけるような取取取取りりりり組組組組みもしています。みもしています。みもしています。みもしています。以以以以上です。上です。上です。上です。○藤野委員○藤野委員○藤野委員○藤野委員 キャキャキャキャリアリアリアリア教育について、県教育について、県教育について、県教育について、県下下下下のののの企企企企業・事業所に、業・事業所に、業・事業所に、業・事業所に、大大大大いにごいにごいにごいにご協力協力協力協力いただくよういただくよういただくよういただくような、あるいはな、あるいはな、あるいはな、あるいは逆逆逆逆に教育に関に教育に関に教育に関に教育に関心心心心をおをおをおをお持持持持ちいただいて、県ちいただいて、県ちいただいて、県ちいただいて、県下下下下のののの生徒生徒生徒生徒たちをしっかりとつないでたちをしっかりとつないでたちをしっかりとつないでたちをしっかりとつないでいただくこともいただくこともいただくこともいただくことも含含含含めてのめてのめてのめての質問質問質問質問の趣旨でしたので、そのの趣旨でしたので、そのの趣旨でしたので、そのの趣旨でしたので、その辺辺辺辺はどうかよはどうかよはどうかよはどうかよろろろろしくお願いします。しくお願いします。しくお願いします。しくお願いします。また、また、また、また、芝芝芝芝生生生生化化化化については安については安については安については安心心心心しましたが、しましたが、しましたが、しましたが、今後今後今後今後、、、、学校学校学校学校からからからから市町市町市町市町村教育委員会を村教育委員会を村教育委員会を村教育委員会を通通通通じてそじてそじてそじてそういったういったういったういった類類類類いの相いの相いの相いの相談談談談もあるかともあるかともあるかともあるかと思思思思います。相います。相います。相います。相談談談談があった場合には、またがあった場合には、またがあった場合には、またがあった場合には、また存存存存分に相分に相分に相分に相談談談談にににに乗乗乗乗っっっっていただいて、管理のていただいて、管理のていただいて、管理のていただいて、管理の面面面面についてはさまについてはさまについてはさまについてはさまざざざざまなまなまなまな点点点点でごでごでごでご支支支支援援援援、ご、ご、ご、ご協力協力協力協力をいただきたいとをいただきたいとをいただきたいとをいただきたいと思思思思いいいいます。ます。ます。ます。最後最後最後最後に、５４ページに教員が自に、５４ページに教員が自に、５４ページに教員が自に、５４ページに教員が自由由由由にににに物物物物をををを考え考え考え考えたり自たり自たり自たり自由由由由に自分のに自分のに自分のに自分の考え考え考え考えをまとめていったりをまとめていったりをまとめていったりをまとめていったりできる余できる余できる余できる余裕裕裕裕、、、、ゆゆゆゆとりがとりがとりがとりが必必必必要であると記載されていますが、要であると記載されていますが、要であると記載されていますが、要であると記載されていますが、ややややはり教員の先はり教員の先はり教員の先はり教員の先生生生生方にしっかり方にしっかり方にしっかり方にしっかりとととと心心心心の余の余の余の余裕裕裕裕をををを持持持持っていただいて、っていただいて、っていただいて、っていただいて、子子子子どもたちにどもたちにどもたちにどもたちに接接接接していただく。していただく。していただく。していただく。元元元元気気気気でででで接接接接していただくたしていただくたしていただくたしていただくためには、めには、めには、めには、昨昨昨昨日の一般日の一般日の一般日の一般質問質問質問質問でありましたが、長でありましたが、長でありましたが、長でありましたが、長時時時時間間間間労労労労働働働働、長、長、長、長時時時時間間間間勤勤勤勤務は、かなり配慮をして務は、かなり配慮をして務は、かなり配慮をして務は、かなり配慮をしていかなけれいかなけれいかなけれいかなければばばばならない、ならない、ならない、ならない、対応や対対応や対対応や対対応や対策策策策をしていかなけれをしていかなけれをしていかなけれをしていかなければばばばならないとならないとならないとならないと思思思思います。います。います。います。今後今後今後今後の県教の県教の県教の県教育委員会の育委員会の育委員会の育委員会の取取取取りりりり組組組組みにみにみにみに大大大大いにいにいにいに期期期期待待待待をををを持持持持ちますので、どうかちますので、どうかちますので、どうかちますので、どうか引引引引き続きのき続きのき続きのき続きの取取取取りりりり組組組組みをお願い申みをお願い申みをお願い申みをお願い申
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し上げてし上げてし上げてし上げて質問質問質問質問をををを終終終終わります。わります。わります。わります。○宮本委員○宮本委員○宮本委員○宮本委員 ４４４４点質問点質問点質問点質問します。まず１します。まず１します。まず１します。まず１点点点点は、先ほど報告があったは、先ほど報告があったは、先ほど報告があったは、先ほど報告があったスポスポスポスポーーーーツ推ツ推ツ推ツ推進進進進計計計計画画画画です。です。です。です。誰誰誰誰もがいつでもどこでももがいつでもどこでももがいつでもどこでももがいつでもどこでもスポスポスポスポーーーーツツツツにににに親親親親しめる環境しめる環境しめる環境しめる環境づづづづくり、これはくり、これはくり、これはくり、これは大大大大事なことだと事なことだと事なことだと事なことだと思思思思います。います。います。います。私私私私もももも何何何何度か度か度か度か取取取取り上げましたが、奈良県り上げましたが、奈良県り上げましたが、奈良県り上げましたが、奈良県内内内内ににににアアアアイイイイススススススススケケケケーーーートリトリトリトリンンン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久久久久しく、そしく、そしく、そしく、そしてしてしてして昨昨昨昨年の年の年の年の初初初初頭頭頭頭に、に、に、に、隣隣隣隣にあったにあったにあったにあった大大大大阪阪阪阪府柏府柏府柏府柏原原原原市市市市ののののアアアアイイイイススススススススケケケケーーーートリトリトリトリンンンンククククもももも閉鎖閉鎖閉鎖閉鎖され、奈良県され、奈良県され、奈良県され、奈良県ででででウイウイウイウインターンターンターンタースポスポスポスポーーーーツツツツ、、、、特特特特ににににアアアアイイイイススススススススケケケケーーーートトトトにににに取取取取りりりり組む組む組む組む人は人は人は人は非常非常非常非常にににに苦労苦労苦労苦労してしてしてして練練練練習習習習をされてをされてをされてをされていると。先日、いると。先日、いると。先日、いると。先日、小学小学小学小学生生生生のののの女女女女子子子子児童児童児童児童から手から手から手から手紙紙紙紙をいただきました。をいただきました。をいただきました。をいただきました。アアアアイイイイススススホホホホッッッッケケケケーをーをーをーをややややっていっていっていっているのだけれども、るのだけれども、るのだけれども、るのだけれども、大大大大阪阪阪阪府府府府ののののススススケケケケーーーートリトリトリトリンンンンククククまでまでまでまで親親親親にににに送送送送りりりり迎迎迎迎ええええをしてもらってをしてもらってをしてもらってをしてもらって練練練練習習習習をしていをしていをしていをしている。る。る。る。夜夜夜夜の１０の１０の１０の１０時時時時、１０、１０、１０、１０時時時時半半半半ぐぐぐぐらいまでらいまでらいまでらいまで練練練練習習習習をするのでをするのでをするのでをするので帰帰帰帰ってくると１２ってくると１２ってくると１２ってくると１２時時時時で、もうくたくで、もうくたくで、もうくたくで、もうくたくただと、こういうただと、こういうただと、こういうただと、こういう話話話話です。です。です。です。そういう中で、そういう中で、そういう中で、そういう中で、アアアアイイイイススススススススケケケケーーーート協ト協ト協ト協会の皆さ会の皆さ会の皆さ会の皆さんんんんがががが非常非常非常非常にににに努力努力努力努力をされ、奈良県でをされ、奈良県でをされ、奈良県でをされ、奈良県でアアアアイイイイススススススススケケケケーーーートトトトのののの灯灯灯灯をををを消消消消すなと、すなと、すなと、すなと、総総総総合合合合型型型型地地地地域スポ域スポ域スポ域スポーーーーツクツクツクツクララララブブブブともともともとも連携連携連携連携してしてしてしてススススケケケケーーーートトトト教室をされている教室をされている教室をされている教室をされているのです。のです。のです。のです。三郷三郷三郷三郷町や大和町や大和町や大和町や大和郡山郡山郡山郡山市市市市のののの子子子子ども会もども会もども会もども会もババババススススをををを仕仕仕仕立てて立てて立てて立てて大大大大阪まで阪まで阪まで阪までススススケケケケーーーートトトト教室に行くと。教室に行くと。教室に行くと。教室に行くと。初初初初めてめてめてめてススススケケケケーーーートトトト靴靴靴靴をををを履履履履いたいたいたいた子子子子どもも、ものの３０分もすれどもも、ものの３０分もすれどもも、ものの３０分もすれどもも、ものの３０分もすればばばば専専専専門門門門的的的的な指な指な指な指導導導導を受けてを受けてを受けてを受けて滑滑滑滑れるれるれるれるようになって、ようになって、ようになって、ようになって、非常非常非常非常にににに感感感感動動動動したというしたというしたというしたという話話話話もももも聞聞聞聞いています。いています。いています。いています。平平平平昌昌昌昌でででで冬季冬季冬季冬季オオオオリリリリンンンンピピピピッッッッククククがががが来来来来年開かれることもあり、年開かれることもあり、年開かれることもあり、年開かれることもあり、アアアアイイイイススススススススケケケケーーーートトトトにににに親親親親ししししむむむむ機機機機会も会も会も会もふふふふええええますので、奈良県でなかなかますので、奈良県でなかなかますので、奈良県でなかなかますので、奈良県でなかなか難難難難しい環境にあるしい環境にあるしい環境にあるしい環境にあるアアアアイイイイススススススススケケケケーーーートトトトが、このが、このが、このが、このスポスポスポスポーーーーツ推ツ推ツ推ツ推進進進進計計計計画画画画でどのようにでどのようにでどのようにでどのように位位位位置づ置づ置づ置づけられるか。けられるか。けられるか。けられるか。私私私私なりになりになりになりに読読読読み解きますと、２０ページ、２１ページにみ解きますと、２０ページ、２１ページにみ解きますと、２０ページ、２１ページにみ解きますと、２０ページ、２１ページにスポスポスポスポーーーーツツツツ施設の施設の施設の施設の整整整整備備備備・・・・運営運営運営運営、、、、身近身近身近身近な公な公な公な公共共共共施設施設施設施設等等等等のののの整整整整備備備備と記載があります。と記載があります。と記載があります。と記載があります。荒荒荒荒井井井井知知知知事も本会事も本会事も本会事も本会議の議の議の議の答弁答弁答弁答弁で、で、で、で、ホホホホテルテルテルテルをををを核核核核としたまちとしたまちとしたまちとしたまちづづづづくりの計くりの計くりの計くりの計画画画画の一部に、の一部に、の一部に、の一部に、イイイイベベベベンンンント広ト広ト広ト広場を場を場を場を使使使使ってってってってススススケケケケーーーートリトリトリトリンンンンククククができないかとのができないかとのができないかとのができないかとの言及言及言及言及もありましたので、そういったことももありましたので、そういったことももありましたので、そういったことももありましたので、そういったことも念頭念頭念頭念頭にににに置置置置いて、いて、いて、いて、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はどのように長はどのように長はどのように長はどのように考え考え考え考えているのかを、ているのかを、ているのかを、ているのかを、聞聞聞聞いておきたいといておきたいといておきたいといておきたいと思思思思います。います。います。います。２２２２点点点点目目目目は、文は、文は、文は、文化化化化財保財保財保財保存存存存課課課課になるとになるとになるとになると思思思思うのですが、うのですが、うのですが、うのですが、興興興興福福福福寺寺寺寺旧旧旧旧境境境境内内内内でででで発見発見発見発見されたされたされたされた登登登登大大大大路路路路瓦窯瓦窯瓦窯瓦窯跡跡跡跡群群群群についてです。このすについてです。このすについてです。このすについてです。このすぐ隣ぐ隣ぐ隣ぐ隣の県立の県立の県立の県立美美美美術術術術館館館館のののの拡拡拡拡張張張張計計計計画画画画に伴って、ことし５月から県のに伴って、ことし５月から県のに伴って、ことし５月から県のに伴って、ことし５月から県の婦婦婦婦人会人会人会人会館館館館、、、、消消消消費費費費生生生生活活活活センターのセンターのセンターのセンターの跡跡跡跡地で地で地で地で発発発発掘掘掘掘調調調調査が行われており、先月１１日に査が行われており、先月１１日に査が行われており、先月１１日に査が行われており、先月１１日に現現現現地説明会が地説明会が地説明会が地説明会がありました。当地は平ありました。当地は平ありました。当地は平ありました。当地は平城城城城京京京京左左左左京京京京三三三三条条条条七坊七坊七坊七坊でででで興興興興福福福福寺寺寺寺のののの旧旧旧旧境境境境内内内内に当たるということで、に当たるということで、に当たるということで、に当たるということで、検検検検出さ出さ出さ出されたれたれたれた瓦窯瓦窯瓦窯瓦窯は、９は、９は、９は、９基基基基あると。いずれも有あると。いずれも有あると。いずれも有あると。いずれも有牀牀牀牀式式式式平平平平窯窯窯窯で、このうち４で、このうち４で、このうち４で、このうち４基基基基は平安は平安は平安は平安時代末時代末時代末時代末期期期期からからからから鎌倉鎌倉鎌倉鎌倉時代時代時代時代初期初期初期初期のものということがのものということがのものということがのものということが判判判判明しています。ち明しています。ち明しています。ち明しています。ちょょょょうど１１８０年に平うど１１８０年に平うど１１８０年に平うど１１８０年に平重重重重衡衡衡衡によるによるによるによる南南南南都都都都焼焼焼焼きききき討討討討ちでちでちでちで焼失焼失焼失焼失したしたしたした興興興興福福福福寺寺寺寺のののの復復復復興興興興にににに使使使使われたわれたわれたわれた貴貴貴貴重重重重なななな遺遺遺遺構構構構だというこのだというこのだというこのだというこの瓦窯瓦窯瓦窯瓦窯のののの跡跡跡跡ですが、ですが、ですが、ですが、今回今回今回今回初初初初めてめてめてめて検検検検出されたものではなくて、およそ５０年出されたものではなくて、およそ５０年出されたものではなくて、およそ５０年出されたものではなくて、およそ５０年前前前前、、、、婦婦婦婦人会人会人会人会館や館や館や館や消消消消費費費費生生生生活活活活センターのセンターのセンターのセンターの建建建建設設設設
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のののの際際際際にににに検検検検出され、当出され、当出され、当出され、当時時時時はははは埋埋埋埋めめめめ戻戻戻戻し保し保し保し保存存存存をしてをしてをしてをして今今今今にににに至至至至っているということです。とこっているということです。とこっているということです。とこっているということです。ところろろろが、が、が、が、今回今回今回今回、この、この、この、この遺遺遺遺構構構構は、は、は、は、現現現現地保地保地保地保存存存存をせずに記をせずに記をせずに記をせずに記録録録録保保保保存存存存をするとおをするとおをするとおをするとお聞聞聞聞きしています。きしています。きしています。きしています。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ですが、５０年きしたいのですが、５０年きしたいのですが、５０年きしたいのですが、５０年前前前前はははは建物建物建物建物の設計の設計の設計の設計変更変更変更変更まで行って保まで行って保まで行って保まで行って保存存存存をしてきたをしてきたをしてきたをしてきた貴貴貴貴重重重重なななな遺遺遺遺跡跡跡跡をををを今回今回今回今回はなはなはなはなぜぜぜぜ破壊破壊破壊破壊をををを前前前前提とした記提とした記提とした記提とした記録録録録保保保保存存存存とするのか。とするのか。とするのか。とするのか。私私私私はははは瓦窯群瓦窯群瓦窯群瓦窯群の保の保の保の保存存存存をををを前前前前提と提と提と提とした計した計した計した計画画画画に改めるに改めるに改めるに改めるべべべべきだときだときだときだと考え考え考え考えますが、名ますが、名ますが、名ますが、名草草草草文文文文化化化化財保財保財保財保存存存存課課課課長の長の長の長の考え考え考え考えをおをおをおをお聞聞聞聞きしておきたいきしておきたいきしておきたいきしておきたいとととと思思思思います。います。います。います。３３３３点点点点目目目目は、は、は、は、学校学校学校学校ののののトトトトイイイイレレレレのののの問問問問題題題題です。県です。県です。県です。県内内内内のののの小小小小・中・中・中・中学校学校学校学校ののののトトトトイイイイレレレレの実の実の実の実態態態態を、この間いを、この間いを、この間いを、この間いろろろろいいいいろろろろおおおお聞聞聞聞きをしていますと、きをしていますと、きをしていますと、きをしていますと、トトトトイイイイレレレレのののの洋洋洋洋式化式化式化式化がががが言言言言われる中で、一定われる中で、一定われる中で、一定われる中で、一定洋洋洋洋式化式化式化式化されるとこされるとこされるとこされるところろろろももももふふふふええええてきているわけですが、それでもまだてきているわけですが、それでもまだてきているわけですが、それでもまだてきているわけですが、それでもまだ洋洋洋洋式化式化式化式化率率率率は３４は３４は３４は３４．．．．９９９９％％％％でででで全全全全国国国国３８３８３８３８位位位位というというというという状状状状況況況況になっています。実になっています。実になっています。実になっています。実態態態態をををを聞聞聞聞きますと、きますと、きますと、きますと、洋洋洋洋式化以前式化以前式化以前式化以前にににに老朽化老朽化老朽化老朽化がががが激激激激しく、においがしく、においがしく、においがしく、においがひひひひどかったどかったどかったどかったり、そもそも男り、そもそも男り、そもそも男り、そもそも男女女女女別別別別になっていない、あるいはになっていない、あるいはになっていない、あるいはになっていない、あるいは洋洋洋洋式化式化式化式化はしたがはしたがはしたがはしたが無無無無理理理理ややややりりりり狭狭狭狭いいいいススススペーペーペーペーススススでででで洋洋洋洋式化式化式化式化をしたためにをしたためにをしたためにをしたために非常非常非常非常にににに使使使使いにくい、いにくい、いにくい、いにくい、カカカカーーーーテテテテンでンでンでンで仕仕仕仕切切切切ったったったった狭狭狭狭いいいいススススペーペーペーペーススススにににに洋洋洋洋便便便便器器器器ががががぽぽぽぽつつつつんんんんとととと置置置置いてあるなどといった実いてあるなどといった実いてあるなどといった実いてあるなどといった実態態態態をををを聞聞聞聞いています。県教育委員会として、こういったいています。県教育委員会として、こういったいています。県教育委員会として、こういったいています。県教育委員会として、こういったトトトトイイイイレレレレのののの整整整整備備備備状状状状況況況況について、一について、一について、一について、一斉斉斉斉点検点検点検点検を行って、を行って、を行って、を行って、ふふふふさわしい改修をさわしい改修をさわしい改修をさわしい改修を促促促促すすすすべべべべきだときだときだときだと思思思思うのですが、うのですが、うのですが、うのですが、学校支学校支学校支学校支援援援援課課課課長の長の長の長の考え考え考え考えをおをおをおをお聞聞聞聞きしたいときしたいときしたいときしたいと思思思思います。います。います。います。４４４４点点点点目目目目は、県立は、県立は、県立は、県立高等学校高等学校高等学校高等学校のののの再編再編再編再編成の成の成の成の問問問問題題題題です。２００４年から２００８年にかけてです。２００４年から２００８年にかけてです。２００４年から２００８年にかけてです。２００４年から２００８年にかけて高等高等高等高等学校学校学校学校のののの再編再編再編再編成が行われ、１１成が行われ、１１成が行われ、１１成が行われ、１１校校校校を一を一を一を一気気気気に減らすというものでした。に減らすというものでした。に減らすというものでした。に減らすというものでした。今回今回今回今回は、１０月には、１０月には、１０月には、１０月に臨臨臨臨時時時時教育委員会が開かれて、教育委員会が開かれて、教育委員会が開かれて、教育委員会が開かれて、今後今後今後今後、、、、検討検討検討検討をををを重ね重ね重ね重ねて２月には方て２月には方て２月には方て２月には方針針針針を定め６月にはを定め６月にはを定め６月にはを定め６月には学校学校学校学校名を上げた名を上げた名を上げた名を上げた計計計計画画画画がまとまるというがまとまるというがまとまるというがまとまるという見通見通見通見通しになっており、しになっており、しになっており、しになっており、今回今回今回今回はははは非常非常非常非常にににに短期短期短期短期集集集集中中中中型型型型かと受けとめていまかと受けとめていまかと受けとめていまかと受けとめています。先月から県す。先月から県す。先月から県す。先月から県内内内内を３つのを３つのを３つのを３つのブロブロブロブロッッッッククククに分けて地に分けて地に分けて地に分けて地域別協域別協域別協域別協議会を開議会を開議会を開議会を開催催催催し、中し、中し、中し、中学校学校学校学校長、保長、保長、保長、保護護護護者の者の者の者の意見意見意見意見をををを聞聞聞聞いているということですが、１いているということですが、１いているということですが、１いているということですが、１回回回回目目目目の地の地の地の地域別協域別協域別協域別協議会でどのような議会でどのような議会でどのような議会でどのような意見意見意見意見が出されたが出されたが出されたが出されたのかをおのかをおのかをおのかをお聞聞聞聞かせいただきたいとかせいただきたいとかせいただきたいとかせいただきたいと思思思思います。います。います。います。また、中また、中また、中また、中学校学校学校学校長長長長やＰやＰやＰやＰＴＡＴＡＴＡＴＡのののの役役役役員の員の員の員の意見意見意見意見をををを聞聞聞聞くだけではくだけではくだけではくだけでは不十不十不十不十分だと分だと分だと分だと思思思思います。います。います。います。現現現現役役役役のののの高校高校高校高校生生生生や高校や高校や高校や高校教員、あるいは教員、あるいは教員、あるいは教員、あるいは広広広広く県く県く県く県民民民民のののの意見意見意見意見にににに耳耳耳耳をををを傾傾傾傾けてけてけてけて慎慎慎慎重重重重に計に計に計に計画画画画を立てるを立てるを立てるを立てるべべべべきだときだときだときだと思思思思うのうのうのうのですが、そのですが、そのですが、そのですが、その点点点点についてもおについてもおについてもおについてもお聞聞聞聞きしたいときしたいときしたいときしたいと思思思思います。います。います。います。○三原スポーツ振興課長○三原スポーツ振興課長○三原スポーツ振興課長○三原スポーツ振興課長 宮本委員からご指宮本委員からご指宮本委員からご指宮本委員からご指摘摘摘摘いただいた県いただいた県いただいた県いただいた県内内内内ののののアアアアイイイイススススススススケケケケーーーートリトリトリトリンンンンククククでででですが、すが、すが、すが、現在現在現在現在、ない、ない、ない、ない状状状状況況況況であることはであることはであることはであることは重重重重 々々々々認識認識認識認識しています。委員からしています。委員からしています。委員からしています。委員から紹介紹介紹介紹介がありましたようがありましたようがありましたようがありましたように、に、に、に、競競競競技技技技団体団体団体団体、、、、ススススケケケケーーーートトトト連連連連盟盟盟盟の皆様との皆様との皆様との皆様と勉強勉強勉強勉強会の会の会の会の形形形形で、どのように県で、どのように県で、どのように県で、どのように県内内内内ににににアアアアイイイイススススススススケケケケーーーートリトリトリトリンンンンククククを設を設を設を設置置置置していくのかを、していくのかを、していくのかを、していくのかを、膝膝膝膝をををを突突突突き合わせてこれまでき合わせてこれまでき合わせてこれまでき合わせてこれまで何何何何度か度か度か度か意見交換等意見交換等意見交換等意見交換等もさせていただもさせていただもさせていただもさせていただいています。設いています。設いています。設いています。設置置置置については、については、については、については、スポスポスポスポーーーーツ推ツ推ツ推ツ推進進進進計計計計画画画画にににに具具具具体体体体ににににアアアアイイイイススススススススケケケケーーーートリトリトリトリンンンンククククというというというという言言言言
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葉葉葉葉は入っていませは入っていませは入っていませは入っていませんんんんけれども、例けれども、例けれども、例けれども、例えば考ええば考ええば考ええば考え方として公だけではなくて、方として公だけではなくて、方として公だけではなくて、方として公だけではなくて、民民民民間間間間活力活力活力活力、、、、資資資資金金金金、、、、ノノノノウウウウハハハハウウウウのののの導導導導入ということで、入ということで、入ということで、入ということで、近近近近隣隣隣隣のののの兵庫兵庫兵庫兵庫県県県県やややや、、、、来来来来年度には年度には年度には年度には京都京都京都京都府山府山府山府山城町城町城町城町でも、でも、でも、でも、連携連携連携連携したしたしたした形形形形でででで民民民民設の施設もできると設の施設もできると設の施設もできると設の施設もできると聞聞聞聞いています。そういった方いています。そういった方いています。そういった方いています。そういった方 々々々々のののの意見意見意見意見もももも参考参考参考参考にしながらにしながらにしながらにしながら競競競競技技技技団団団団体体体体、関係の、関係の、関係の、関係の企企企企業業業業等等等等のののの力力力力をいただくをいただくをいただくをいただく形形形形でででで前前前前向向向向きにきにきにきに進進進進むむむむようにようにようにように努力努力努力努力していきたいとしていきたいとしていきたいとしていきたいと思思思思います。います。います。います。以以以以上です。上です。上です。上です。○名草文化財保存課長○名草文化財保存課長○名草文化財保存課長○名草文化財保存課長 遺遺遺遺構構構構についてについてについてについて現現現現地での保地での保地での保地での保存存存存をををを前前前前提とした保提とした保提とした保提とした保存存存存を行うを行うを行うを行うべべべべきだというきだというきだというきだという質問質問質問質問ですが、ですが、ですが、ですが、残残残残念念念念ながらながらながらながら遺遺遺遺構構構構のののの残残残残存存存存状態状態状態状態がよくないことから、がよくないことから、がよくないことから、がよくないことから、現現現現地での保地での保地での保地での保存存存存ではなくではなくではなくではなく詳細詳細詳細詳細な記な記な記な記録録録録をををを作作作作成することによる保成することによる保成することによる保成することによる保存存存存をををを図図図図ることとしたものです。ることとしたものです。ることとしたものです。ることとしたものです。具具具具体的体的体的体的に説明しますと、に説明しますと、に説明しますと、に説明しますと、瓦瓦瓦瓦窯窯窯窯はたき口、はたき口、はたき口、はたき口、燃焼燃焼燃焼燃焼室、室、室、室、焼焼焼焼成室、成室、成室、成室、沿沿沿沿道道道道のののの各各各各部分から成る部分から成る部分から成る部分から成るトトトトンンンンネネネネルルルル構構構構造を造を造を造を持持持持ちますが、ちますが、ちますが、ちますが、今回見今回見今回見今回見つかったつかったつかったつかった窯窯窯窯跡跡跡跡の中での中での中での中で全全全全てがそてがそてがそてがそろろろろっているものがありませっているものがありませっているものがありませっているものがありませんんんん。また、。また、。また、。また、瓦窯瓦窯瓦窯瓦窯の上部はの上部はの上部はの上部は押押押押しなしなしなしなべべべべてててて後後後後世世世世にににに削削削削りりりり取取取取られているられているられているられている状状状状況況況況です。です。です。です。今後今後今後今後とも出とも出とも出とも出土土土土品品品品の公開をはじめ、の公開をはじめ、の公開をはじめ、の公開をはじめ、発発発発掘掘掘掘調調調調査成果の公査成果の公査成果の公査成果の公表表表表をををを通通通通じたじたじたじた活用活用活用活用をををを進進進進めていきたいとめていきたいとめていきたいとめていきたいと思思思思います。また、います。また、います。また、います。また、遺遺遺遺構構構構の保の保の保の保存存存存については、３については、３については、３については、３ＤＤＤＤレレレレーーーーザザザザーーーー測量測量測量測量などによりなどによりなどによりなどにより詳細詳細詳細詳細な記な記な記な記録録録録をををを残残残残して保して保して保して保存存存存をしているとこをしているとこをしているとこをしているところろろろです。です。です。です。以以以以上です。上です。上です。上です。○中西学校支援課長○中西学校支援課長○中西学校支援課長○中西学校支援課長 小小小小・中・中・中・中学校学校学校学校ののののトトトトイイイイレレレレについてです。委員ご指についてです。委員ご指についてです。委員ご指についてです。委員ご指摘摘摘摘のように、のように、のように、のように、昨昨昨昨年４月年４月年４月年４月１日１日１日１日現在現在現在現在のののの調調調調査によると、奈良県が査によると、奈良県が査によると、奈良県が査によると、奈良県が全全全全国国国国平平平平均均均均をかなりをかなりをかなりをかなり下下下下回回回回っているっているっているっている状状状状況況況況です。このです。このです。このです。この洋洋洋洋式化式化式化式化のののの問問問問題題題題のほかにも、のほかにも、のほかにも、のほかにも、老朽化老朽化老朽化老朽化のののの問問問問題題題題、それから、それから、それから、それから狭狭狭狭いといった施設いといった施設いといった施設いといった施設面面面面のののの問問問問題題題題もあります。もあります。もあります。もあります。特特特特にににに老朽化老朽化老朽化老朽化については、については、については、については、全全全全国的国的国的国的にににに見見見見てもてもてもても築築築築２５年を２５年を２５年を２５年を経経経経過過過過するするするする学校学校学校学校がががが約約約約７７７７割割割割をををを占占占占めるめるめるめる状状状状況況況況です。です。です。です。これは本県においてもこれは本県においてもこれは本県においてもこれは本県においても同同同同様の様の様の様の状状状状況況況況で、施設ので、施設ので、施設ので、施設の老朽化老朽化老朽化老朽化がががが喫緊喫緊喫緊喫緊のののの課題課題課題課題とととと認識認識認識認識しています。しています。しています。しています。調調調調査をして実査をして実査をして実査をして実態把握態把握態把握態把握をしてはどうかというご指をしてはどうかというご指をしてはどうかというご指をしてはどうかというご指摘摘摘摘です。一です。一です。一です。一斉斉斉斉調調調調査という査という査という査という形形形形ではありませではありませではありませではありませんんんんが、が、が、が、毎毎毎毎年度、年度、年度、年度、洋洋洋洋式化以式化以式化以式化以外外外外のののの老朽化や老朽化や老朽化や老朽化や改修改修改修改修等等等等のののの問問問問題題題題について、について、について、について、各市町各市町各市町各市町村から村から村から村から建建建建築築築築計計計計画画画画の提の提の提の提出を受けるときに出を受けるときに出を受けるときに出を受けるときにヒヒヒヒアリアリアリアリンンンンググググを実施しています。そういった場をを実施しています。そういった場をを実施しています。そういった場をを実施しています。そういった場を通通通通じて、じて、じて、じて、各市町各市町各市町各市町村の村の村の村の個々個々個々個々の実の実の実の実態態態態をををを把握把握把握把握するようにするようにするようにするように努努努努めているとこめているとこめているとこめているところろろろです。です。です。です。市町市町市町市町村においても、平成２９年度は、６村においても、平成２９年度は、６村においても、平成２９年度は、６村においても、平成２９年度は、６市町市町市町市町村２０村２０村２０村２０校校校校において改修を実施、それから、において改修を実施、それから、において改修を実施、それから、において改修を実施、それから、来来来来年度の計年度の計年度の計年度の計画画画画ですが、１１ですが、１１ですが、１１ですが、１１市町市町市町市町村２５村２５村２５村２５校校校校にににについてついてついてついてトトトトイイイイレレレレの事業を計の事業を計の事業を計の事業を計画画画画されているされているされているされている状状状状況況況況です。県としましては、こういったです。県としましては、こういったです。県としましては、こういったです。県としましては、こういった市町市町市町市町村の村の村の村の整整整整備備備備事業について、一事業について、一事業について、一事業について、一義義義義的的的的にはにはにはには市町市町市町市町村の村の村の村の判判判判断断断断ででででややややっていただくわけですけれども、これまでっていただくわけですけれども、これまでっていただくわけですけれども、これまでっていただくわけですけれども、これまでもももも各市町各市町各市町各市町村に村に村に村に対対対対しては、説明会のしては、説明会のしては、説明会のしては、説明会の機機機機会を会を会を会を通通通通じて、じて、じて、じて、トトトトイイイイレレレレをはじめとしたをはじめとしたをはじめとしたをはじめとした学校学校学校学校施設の施設の施設の施設の老朽化老朽化老朽化老朽化対対対対策策策策をお願いしてきたとこをお願いしてきたとこをお願いしてきたとこをお願いしてきたところろろろです。です。です。です。引引引引き続きき続きき続きき続き国国国国の財の財の財の財政政政政支支支支援援援援もありますので、そういったもありますので、そういったもありますので、そういったもありますので、そういった制制制制度について、きめ度について、きめ度について、きめ度について、きめ細や細や細や細やかなかなかなかな情情情情報提報提報提報提供供供供を行い、一方では、を行い、一方では、を行い、一方では、を行い、一方では、国国国国にににに対対対対して施設して施設して施設して施設整整整整備備備備予算の予算の予算の予算の確確確確保に保に保に保について、しっかりと要ついて、しっかりと要ついて、しっかりと要ついて、しっかりと要望望望望をしていきたいとをしていきたいとをしていきたいとをしていきたいと考え考え考え考えています。ています。ています。ています。以以以以上です。上です。上です。上です。○前田教育振興大綱推進課長○前田教育振興大綱推進課長○前田教育振興大綱推進課長○前田教育振興大綱推進課長 県立県立県立県立高等学校高等学校高等学校高等学校のののの適適適適正配正配正配正配置置置置のののの検討検討検討検討についてのごについてのごについてのごについてのご質問質問質問質問です。です。です。です。
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まず１まず１まず１まず１点点点点目目目目の、の、の、の、過過過過日行われた１日行われた１日行われた１日行われた１回回回回目目目目の地の地の地の地域別協域別協域別協域別協議会で出た議会で出た議会で出た議会で出た意見意見意見意見についてですが、１１月についてですが、１１月についてですが、１１月についてですが、１１月２８日、２９日に第１２８日、２９日に第１２８日、２９日に第１２８日、２９日に第１回回回回の地の地の地の地域別協域別協域別協域別協議会を県議会を県議会を県議会を県内内内内３３３３ブロブロブロブロッッッッククククに分けて実施しました。中に分けて実施しました。中に分けて実施しました。中に分けて実施しました。中学校学校学校学校のののの校校校校長先長先長先長先生生生生やややや保保保保護護護護者の立場から者の立場から者の立場から者の立場から特特特特色色色色化化化化をををを進進進進めることめることめることめることやややや地地地地域域域域をををを支え支え支え支える人る人る人る人材材材材育成を育成を育成を育成を進進進進めることめることめることめることについてごについてごについてごについてご意見意見意見意見をいただいたとこをいただいたとこをいただいたとこをいただいたところろろろです。です。です。です。特特特特に県立に県立に県立に県立高等学校高等学校高等学校高等学校のののの特特特特色色色色化化化化をををを進進進進めることについめることについめることについめることについては、中ては、中ては、中ては、中学校学校学校学校卒卒卒卒業業業業段階段階段階段階でででで進進進進路路路路を明を明を明を明確確確確に決めることができない。できているに決めることができない。できているに決めることができない。できているに決めることができない。できている生徒生徒生徒生徒はははは特特特特色色色色化化化化さささされたれたれたれた学学学学科科科科をみずからをみずからをみずからをみずから選選選選択択択択するが、決めることができないするが、決めることができないするが、決めることができないするが、決めることができない生徒生徒生徒生徒もももも多多多多く、それらのく、それらのく、それらのく、それらの生徒生徒生徒生徒のののの多多多多くくくくはははは普普普普通通通通科科科科にににに進ん進ん進ん進んでいるなどのでいるなどのでいるなどのでいるなどの意見意見意見意見も出された一方で、中も出された一方で、中も出された一方で、中も出された一方で、中学学学学生生生生がががが選選選選択択択択できるようにするためできるようにするためできるようにするためできるようにするためには、には、には、には、幅幅幅幅広広広広いいいい視視視視野を野を野を野を持持持持たせるたせるたせるたせるキャキャキャキャリアリアリアリア教育が教育が教育が教育が必必必必要という要という要という要という意見意見意見意見も出されており、も出されており、も出されており、も出されており、生徒生徒生徒生徒がががが主体主体主体主体的的的的にににに学学学学科科科科をををを選選選選ぶぶぶぶことができるよう、中ことができるよう、中ことができるよう、中ことができるよう、中学校学校学校学校におけるにおけるにおけるにおける進進進進路路路路指指指指導導導導をををを充充充充実させること実させること実させること実させることやややや普普普普通通通通科科科科をををを含含含含めてめてめてめて幅幅幅幅広広広広いいいい選選選選択択択択肢肢肢肢を提を提を提を提供供供供できるできるできるできる学学学学科科科科構構構構成成成成ややややその配その配その配その配置置置置をををを見直見直見直見直すなど、中すなど、中すなど、中すなど、中学学学学生生生生がみずからのがみずからのがみずからのがみずからの進進進進路路路路と関と関と関と関連連連連づづづづけてけてけてけて選選選選択択択択できる県立できる県立できる県立できる県立高等学校高等学校高等学校高等学校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検討検討検討検討したいとしたいとしたいとしたいと考え考え考え考えています。ています。ています。ています。なお、実なお、実なお、実なお、実際際際際的的的的なななな課題課題課題課題として、中として、中として、中として、中学校学校学校学校の関係者から、の関係者から、の関係者から、の関係者から、各学校各学校各学校各学校のののの特特特特色色色色が中が中が中が中学学学学生生生生やややや保保保保護護護護者に者に者に者に十十十十分に分に分に分に周周周周知知知知できていないのではないか、できていないのではないか、できていないのではないか、できていないのではないか、高校高校高校高校に入ってからに入ってからに入ってからに入ってから幅幅幅幅広広広広いいいい進進進進路路路路にににに対応対応対応対応できるようにしできるようにしできるようにしできるようにしてほしいというてほしいというてほしいというてほしいという声声声声もいただいています。これらについても、もいただいています。これらについても、もいただいています。これらについても、もいただいています。これらについても、今後今後今後今後、、、、特特特特色色色色化化化化をををを進進進進める上でのめる上でのめる上でのめる上での参考参考参考参考にしていきたいとにしていきたいとにしていきたいとにしていきたいと考え考え考え考えています。ています。ています。ています。２２２２点点点点目目目目として、もっととして、もっととして、もっととして、もっと幅幅幅幅広広広広くくくく意見意見意見意見をををを聴聴聴聴取取取取し、し、し、し、慎慎慎慎重重重重にににに進進進進めるめるめるめるべべべべきではないかということできではないかということできではないかということできではないかということですが、この地すが、この地すが、この地すが、この地域別協域別協域別協域別協議会とは議会とは議会とは議会とは別別別別に、教育委員会のに、教育委員会のに、教育委員会のに、教育委員会の臨臨臨臨時時時時会において、会において、会において、会において、高等学校高等学校高等学校高等学校の関係者からの関係者からの関係者からの関係者からののののヒヒヒヒアリアリアリアリンンンンググググを２を２を２を２回回回回実施しました。また、実施しました。また、実施しました。また、実施しました。また、別別別別日に県の日に県の日に県の日に県の高等学校高等学校高等学校高等学校ののののＰＰＰＰＴＡＴＡＴＡＴＡ会長からも会長からも会長からも会長からも意見意見意見意見をををを聴聴聴聴取取取取することになっています。さらに県することになっています。さらに県することになっています。さらに県することになっています。さらに県内内内内のののの全全全全ての中ての中ての中ての中学校学校学校学校のののの校校校校長長長長やＰやＰやＰやＰＴＡＴＡＴＡＴＡ会長に会長に会長に会長にアアアアンンンンケケケケーーーートトトトを実施しました。を実施しました。を実施しました。を実施しました。今後今後今後今後は、は、は、は、来来来来年１月年１月年１月年１月下下下下旬旬旬旬に開に開に開に開催催催催予定の第２予定の第２予定の第２予定の第２回回回回地地地地域別協域別協域別協域別協議会において、議会において、議会において、議会において、適適適適正配正配正配正配置置置置のののの基基基基本方本方本方本方針策針策針策針策定に定に定に定に向向向向けたさまけたさまけたさまけたさまざざざざまなまなまなまな論論論論点点点点について、について、について、について、再再再再度度度度意見意見意見意見をををを聞聞聞聞かせていただく予かせていただく予かせていただく予かせていただく予定をしています。定をしています。定をしています。定をしています。引引引引き続きき続きき続きき続き幅幅幅幅広広広広いごいごいごいご意見意見意見意見をををを聞聞聞聞かせていただきながら、２月のかせていただきながら、２月のかせていただきながら、２月のかせていただきながら、２月の基基基基本方本方本方本方針針針針のののの策策策策定、その定、その定、その定、その後後後後ののののパブパブパブパブリッリッリッリッククククコメコメコメコメンンンントトトトの実施、６月のの実施、６月のの実施、６月のの実施、６月の適適適適正配正配正配正配置置置置計計計計画画画画策策策策定に定に定に定に向向向向けけけけ進進進進めてまいりためてまいりためてまいりためてまいりたいといといといと考え考え考え考えています。ています。ています。ています。○宮本委員○宮本委員○宮本委員○宮本委員 アアアアイイイイススススススススケケケケーーーートリトリトリトリンンンンククククですが、ですが、ですが、ですが、昨昨昨昨今今今今、、、、ショショショショッッッッピピピピンンンンググググモモモモーーーールルルルなどの一などの一などの一などの一角角角角にににに簡易簡易簡易簡易ななななススススケケケケーーーートリトリトリトリンンンンククククを設を設を設を設置置置置し、し、し、し、親子親子親子親子でででで体体体体験験験験できるようなこともできるようなこともできるようなこともできるようなことも展展展展開されているようですので、開されているようですので、開されているようですので、開されているようですので、ぜぜぜぜひひひひ県の産業・県の産業・県の産業・県の産業・雇雇雇雇用用用用振興振興振興振興部などとも部などとも部などとも部などとも連携連携連携連携をとっていただいて、をとっていただいて、をとっていただいて、をとっていただいて、ぜぜぜぜひ念頭ひ念頭ひ念頭ひ念頭にににに置置置置いてしっかりいてしっかりいてしっかりいてしっかり進進進進めていただきたいと申し上げておきます。めていただきたいと申し上げておきます。めていただきたいと申し上げておきます。めていただきたいと申し上げておきます。それから、２それから、２それから、２それから、２点点点点目目目目のののの興興興興福福福福寺寺寺寺旧旧旧旧境境境境内内内内のののの瓦窯瓦窯瓦窯瓦窯跡跡跡跡群群群群についてですが、についてですが、についてですが、についてですが、ややややはりはりはりはり時代時代時代時代がががが進進進進むむむむと史と史と史と史跡跡跡跡にににに対対対対するするするする新新新新たなたなたなたな知知知知見見見見も出てくるとも出てくるとも出てくるとも出てくると思思思思いますので、いますので、いますので、いますので、今回今回今回今回はははは破壊破壊破壊破壊をををを前前前前提とした記提とした記提とした記提とした記録録録録保保保保存存存存とせずとせずとせずとせず
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に、しっかりとに、しっかりとに、しっかりとに、しっかりと現現現現地保地保地保地保存存存存をして、をして、をして、をして、新新新新しい施設をしい施設をしい施設をしい施設を建建建建てたとしても、４０年てたとしても、４０年てたとしても、４０年てたとしても、４０年後後後後、５０年、５０年、５０年、５０年後後後後にはにはにはにはまたまたまたまた違違違違う施設にう施設にう施設にう施設に建建建建てかわるときにてかわるときにてかわるときにてかわるときに同同同同じようなことになってくるとじようなことになってくるとじようなことになってくるとじようなことになってくると思思思思います。います。います。います。興興興興福福福福寺寺寺寺のののの瓦瓦瓦瓦研研研研究究究究でででで知知知知られるられるられるられる興興興興福福福福寺寺寺寺境境境境内内内内管理室の方が、史管理室の方が、史管理室の方が、史管理室の方が、史跡跡跡跡指定されてもよい指定されてもよい指定されてもよい指定されてもよいレレレレベベベベルルルルのすのすのすのすばばばばらしいらしいらしいらしい遺遺遺遺跡跡跡跡だとだとだとだと新聞新聞新聞新聞のののの取取取取材材材材にもにもにもにも答答答答ええええておられますので、こういったこともておられますので、こういったこともておられますので、こういったこともておられますので、こういったことも念頭念頭念頭念頭にににに置置置置くくくくべべべべきではなかったかときではなかったかときではなかったかときではなかったかと思思思思いましたので、いましたので、いましたので、いましたので、意見意見意見意見として申し上げておきます。として申し上げておきます。として申し上げておきます。として申し上げておきます。それから、それから、それから、それから、学校学校学校学校ののののトトトトイイイイレレレレのののの問問問問題題題題ですが、きですが、きですが、きですが、きょょょょう、あるう、あるう、あるう、ある市市市市のののの小学校小学校小学校小学校ののののトトトトイイイイレレレレの様の様の様の様子子子子を記を記を記を記録録録録したものをしたものをしたものをしたものを持持持持ってきたのです。ってきたのです。ってきたのです。ってきたのです。参考参考参考参考までにまでにまでにまでに示示示示しますが、これは男しますが、これは男しますが、これは男しますが、これは男子子子子児童児童児童児童がががが使用使用使用使用するするするするトトトトイイイイレレレレですが、入り口からですが、入り口からですが、入り口からですが、入り口から丸丸丸丸見え見え見え見えなのです。なのです。なのです。なのです。カカカカーーーーテテテテンというよりものれンというよりものれンというよりものれンというよりものれんんんんのようなのようなのようなのような物物物物でででで仕仕仕仕切切切切ってってってっているといういるといういるといういるという情情情情報です。これは報です。これは報です。これは報です。これは児童児童児童児童便便便便所と所と所と所と書書書書いた入り口ですが、中にいた入り口ですが、中にいた入り口ですが、中にいた入り口ですが、中に赤赤赤赤いいいい金金金金魚魚魚魚とととと青青青青いいいい金金金金魚魚魚魚のののの印印印印がつけてあり、がつけてあり、がつけてあり、がつけてあり、赤赤赤赤がががが女女女女子子子子児童児童児童児童用用用用、、、、青青青青が男が男が男が男子子子子児童児童児童児童用用用用で、中で分かれていますが入り口は一で、中で分かれていますが入り口は一で、中で分かれていますが入り口は一で、中で分かれていますが入り口は一緒緒緒緒なのです。これはまたなのです。これはまたなのです。これはまたなのです。これはまた別別別別のとこのとこのとこのところろろろですが、男ですが、男ですが、男ですが、男子子子子用用用用とととと女女女女子子子子用用用用と分かれているのですが、上と分かれているのですが、上と分かれているのですが、上と分かれているのですが、上があいているものですから、があいているものですから、があいているものですから、があいているものですから、声声声声はははは丸丸丸丸聞聞聞聞ここここええええというというというという状状状状況況況況です。中にはここを上ったりするです。中にはここを上ったりするです。中にはここを上ったりするです。中にはここを上ったりする児児児児童童童童も出てくるということです。結も出てくるということです。結も出てくるということです。結も出てくるということです。結構構構構深刻深刻深刻深刻です。それからです。それからです。それからです。それから洋洋洋洋式化式化式化式化したということですが、したということですが、したということですが、したということですが、和和和和便便便便器器器器がががが置置置置かれていたかれていたかれていたかれていたススススペーペーペーペーススススにそのままにそのままにそのままにそのまま洋洋洋洋便便便便器器器器をををを置置置置いていますから、いていますから、いていますから、いていますから、前前前前のののの壁壁壁壁がすがすがすがすぐぐぐぐ目目目目のののの前前前前にににに来来来来る、る、る、る、膝膝膝膝ががががぶぶぶぶつかってつかってつかってつかって衣類衣類衣類衣類の着の着の着の着脱脱脱脱ができないという実ができないという実ができないという実ができないという実態態態態です。これをもってです。これをもってです。これをもってです。これをもって洋洋洋洋式化式化式化式化としとしとしとしているということです。ているということです。ているということです。ているということです。同同同同じくじくじくじく洋洋洋洋式化式化式化式化ですが、このように本当にですが、このように本当にですが、このように本当にですが、このように本当に簡易簡易簡易簡易ななななカカカカーーーーテテテテンでンでンでンでススススペーペーペーペーススススをををを仕仕仕仕切切切切っているだけで、まさにっているだけで、まさにっているだけで、まさにっているだけで、まさに洋洋洋洋便便便便器器器器をををを置置置置いただけと。しかもいただけと。しかもいただけと。しかもいただけと。しかも鍵鍵鍵鍵がかかっていませがかかっていませがかかっていませがかかっていませんんんんかかかから、うっかりあけてしまって、ら、うっかりあけてしまって、ら、うっかりあけてしまって、ら、うっかりあけてしまって、キャキャキャキャーということになるというーということになるというーということになるというーということになるという話話話話です。それからこれはです。それからこれはです。それからこれはです。それからこれは和和和和便便便便器器器器のののの状状状状況況況況ですが、ですが、ですが、ですが、びびびびちちちちゃゃゃゃびびびびちちちちゃゃゃゃになっていますから、上になっていますから、上になっていますから、上になっていますから、上履履履履きのままここに入るときのままここに入るときのままここに入るときのままここに入ると大変大変大変大変不不不不潔潔潔潔なななな状態状態状態状態で教室に出入りするということです。で教室に出入りするということです。で教室に出入りするということです。で教室に出入りするということです。こういった実こういった実こういった実こういった実態態態態がががが割割割割とととと広広広広くくくく置置置置かれているかれているかれているかれている状態状態状態状態だとだとだとだと思思思思うのです。うのです。うのです。うのです。児童児童児童児童の人の人の人の人権権権権にかかわるよにかかわるよにかかわるよにかかわるようなうなうなうな問問問問題題題題だとだとだとだと私私私私はははは思思思思っているのですが、教育長にこのっているのですが、教育長にこのっているのですが、教育長にこのっているのですが、教育長にこの写真写真写真写真をごらをごらをごらをごらんんんんいただいたいただいたいただいたいただいた感想感想感想感想ををををぜぜぜぜひひひひ述述述述べべべべていただきたい。これは本当にていただきたい。これは本当にていただきたい。これは本当にていただきたい。これは本当に放放放放置置置置していてはいけないとしていてはいけないとしていてはいけないとしていてはいけないと思思思思うのです。せめて実うのです。せめて実うのです。せめて実うのです。せめて実態態態態ををををよくよくよくよく把握把握把握把握して、して、して、して、市町市町市町市町村教育委員会にも、人村教育委員会にも、人村教育委員会にも、人村教育委員会にも、人権権権権にかかわるにかかわるにかかわるにかかわる問問問問題題題題としてとしてとしてとして情情情情報報報報発発発発信信信信していくしていくしていくしていくべべべべききききだとだとだとだと思思思思うのです。教育長の受けとめをおうのです。教育長の受けとめをおうのです。教育長の受けとめをおうのです。教育長の受けとめをお聞聞聞聞きしておきたいときしておきたいときしておきたいときしておきたいと思思思思います。います。います。います。それから、県立それから、県立それから、県立それから、県立高等学校高等学校高等学校高等学校のののの再編再編再編再編成の計成の計成の計成の計画画画画ですが、先日、県のですが、先日、県のですが、先日、県のですが、先日、県のＰＰＰＰＴＡＴＡＴＡＴＡの会議があり、の会議があり、の会議があり、の会議があり、進進進進路路路路対対対対策策策策の委員会がみっちり３の委員会がみっちり３の委員会がみっちり３の委員会がみっちり３時時時時間行われました。その間行われました。その間行われました。その間行われました。その多多多多くがくがくがくが高校高校高校高校の受の受の受の受験験験験のののの問問問問題題題題ややややあり方のあり方のあり方のあり方の問問問問題題題題についてのについてのについてのについての意見交換意見交換意見交換意見交換の場になりました。先ほど地の場になりました。先ほど地の場になりました。先ほど地の場になりました。先ほど地域別協域別協域別協域別協議会でも出された議会でも出された議会でも出された議会でも出された意見意見意見意見としてとしてとしてとして紹紹紹紹介介介介されましたが、されましたが、されましたが、されましたが、今今今今、定員の７０、定員の７０、定員の７０、定員の７０．．．．２２２２％％％％がががが普普普普通通通通科科科科、、、、約約約約３０３０３０３０％％％％がががが特特特特色色色色・専・専・専・専門門門門ですが、結ですが、結ですが、結ですが、結構構構構選選選選びびびびにくいというにくいというにくいというにくいという話話話話です。です。です。です。確確確確かにかにかにかに多多多多様な様な様な様な学校学校学校学校ができました。いができました。いができました。いができました。いろろろろいいいいろろろろななななココココーーーーススススがあります。があります。があります。があります。
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選選選選択択択択肢肢肢肢ががががふふふふええええたかにたかにたかにたかに見え見え見え見えるのですけれども、いるのですけれども、いるのですけれども、いるのですけれども、いざざざざ選選選選ぼぼぼぼうとなると、そのうとなると、そのうとなると、そのうとなると、その多多多多様さ様さ様さ様さゆえゆえゆえゆえに、例に、例に、例に、例えばえばえばえば漠漠漠漠然然然然と人文と人文と人文と人文系系系系に行きたい、に行きたい、に行きたい、に行きたい、機機機機械械械械工学工学工学工学系系系系に行きたいとに行きたいとに行きたいとに行きたいと思思思思っていても、っていても、っていても、っていても、細細細細かいかいかいかい選選選選択択択択肢肢肢肢だとだとだとだと選び選び選び選びにくかったり、にくかったり、にくかったり、にくかったり、選ん選ん選ん選んだときにもしだときにもしだときにもしだときにもし進進進進路路路路が合わなかったらどうしようというが合わなかったらどうしようというが合わなかったらどうしようというが合わなかったらどうしようという思思思思いをいをいをいを持持持持つつつつということです。結局、ということです。結局、ということです。結局、ということです。結局、最後最後最後最後はははは偏偏偏偏差値差値差値差値でででで選選選選ぶぶぶぶことになるのだということになるのだということになるのだということになるのだという声声声声やややや、地、地、地、地域域域域にあるにあるにあるにある学校学校学校学校の中からの中からの中からの中から選選選選ぶぶぶぶことになるのだということを議ことになるのだということを議ことになるのだということを議ことになるのだということを議論論論論しました。それで、しました。それで、しました。それで、しました。それで、大大大大まかにどういう方まかにどういう方まかにどういう方まかにどういう方向向向向にににに意見意見意見意見がががが収収収収れれれれんんんんされるかというと、されるかというと、されるかというと、されるかというと、今今今今あるあるあるある学校学校学校学校の中からの中からの中からの中から選ば選ば選ば選ばないといけないということでないといけないということでないといけないということでないといけないということで言えば言えば言えば言えば、入った、入った、入った、入った後後後後でででで多多多多様な様な様な様な学び学び学び学びを保を保を保を保障障障障してほしいと。１５してほしいと。１５してほしいと。１５してほしいと。１５歳歳歳歳から１８から１８から１８から１８歳歳歳歳にににに至至至至る教育のる教育のる教育のる教育の課程課程課程課程の中で、入り口がの中で、入り口がの中で、入り口がの中で、入り口が多多多多様様様様化化化化によってによってによってによって狭狭狭狭まった分、出口をまった分、出口をまった分、出口をまった分、出口を広広広広げるというげるというげるというげるという高校高校高校高校教育の教育の教育の教育の充充充充実が実が実が実が必必必必要要要要ではないかというではないかというではないかというではないかという意見意見意見意見にににに大体大体大体大体集集集集約約約約されていったようにされていったようにされていったようにされていったように思思思思うのです。そのうのです。そのうのです。そのうのです。その点点点点で、で、で、で、ぜぜぜぜひひひひこの中この中この中この中で出ていたで出ていたで出ていたで出ていた高校高校高校高校に入ってからに入ってからに入ってからに入ってから幅幅幅幅広広広広いいいい進進進進路路路路選選選選択択択択ができるような教育ができるような教育ができるような教育ができるような教育内容内容内容内容のののの充充充充実という実という実という実という点点点点につにつにつについて、吉田教育長は、どのようにいて、吉田教育長は、どのようにいて、吉田教育長は、どのようにいて、吉田教育長は、どのように考え考え考え考えておられるかをておられるかをておられるかをておられるかを確確確確認認認認しておきたいとしておきたいとしておきたいとしておきたいと思思思思うのです。うのです。うのです。うのです。私私私私がががが学学学学生生生生のこのこのこのころろろろをををを振振振振りりりり返返返返りますと、１５りますと、１５りますと、１５りますと、１５歳歳歳歳のときにそのときにそのときにそのときにそんんんんな専な専な専な専門門門門性性性性をををを考え考え考え考えた記た記た記た記憶憶憶憶がありませがありませがありませがありませんんんん。。。。１８１８１８１８歳歳歳歳でででで大学大学大学大学をををを選選選選ぶぶぶぶときでさときでさときでさときでさええええも、どういうも、どういうも、どういうも、どういう進進進進路路路路に行こうかと。当に行こうかと。当に行こうかと。当に行こうかと。当初初初初は理は理は理は理系ク系ク系ク系クラスラスラスラスにいたにいたにいたにいたのですが、受のですが、受のですが、受のですが、受験験験験直前直前直前直前に文に文に文に文系系系系にににに志志志志がががが変変変変わって、文わって、文わって、文わって、文転転転転してしてしてして苦労苦労苦労苦労したしたしたした経経経経験験験験があるのです。教育があるのです。教育があるのです。教育があるのです。教育大大大大に入ったけれども、教に入ったけれども、教に入ったけれども、教に入ったけれども、教師師師師にはならずにこういうにはならずにこういうにはならずにこういうにはならずにこういう道道道道にににに来来来来ているわけなのですが、そういうこているわけなのですが、そういうこているわけなのですが、そういうこているわけなのですが、そういうこともともともとも考え考え考え考えますし、一ますし、一ますし、一ますし、一昔昔昔昔前前前前は、は、は、は、大学大学大学大学といといといといえばえばえばえば１１１１回回回回生生生生、２、２、２、２回回回回生生生生は一般教は一般教は一般教は一般教養養養養で、専で、専で、専で、専門門門門性性性性のののの選選選選択択択択はははは２０２０２０２０歳歳歳歳からだったわけです。とこからだったわけです。とこからだったわけです。とこからだったわけです。ところろろろがががが今今今今は１５は１５は１５は１５歳歳歳歳で専で専で専で専門門門門性性性性をををを選選選選択択択択するというのは、かなりするというのは、かなりするというのは、かなりするというのは、かなり酷酷酷酷なななな話話話話ではないかとではないかとではないかとではないかと思思思思うので、中には１５うので、中には１５うので、中には１５うので、中には１５歳歳歳歳で専で専で専で専門門門門性性性性ををををばばばばちっとちっとちっとちっと選選選選択択択択できるできるできるできる生徒生徒生徒生徒もいるでもいるでもいるでもいるでししし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、多多多多くの場合、１５くの場合、１５くの場合、１５くの場合、１５歳歳歳歳、１８、１８、１８、１８歳歳歳歳、そして２０、そして２０、そして２０、そして２０歳歳歳歳というというというという壁壁壁壁の中で自分をの中で自分をの中で自分をの中で自分を探探探探ししししていくことになるとていくことになるとていくことになるとていくことになると思思思思いますので、そういういますので、そういういますので、そういういますので、そういう点点点点で、で、で、で、高校高校高校高校の教育の中での出口をの教育の中での出口をの教育の中での出口をの教育の中での出口を広広広広げることげることげることげることについてのについてのについてのについての考え考え考え考えをををを聞聞聞聞いておきたいといておきたいといておきたいといておきたいと思思思思います。います。います。います。○吉田教育長○吉田教育長○吉田教育長○吉田教育長 まず、まず、まず、まず、トトトトイイイイレレレレの件です。の件です。の件です。の件です。恐恐恐恐らくらくらくらく小学校小学校小学校小学校ののののトトトトイイイイレレレレかとかとかとかと思思思思います。います。います。います。旧旧旧旧態態態態依依依依然然然然ととととした人した人した人した人権感覚権感覚権感覚権感覚の中では、の中では、の中では、の中では、カカカカーーーーテテテテンでンでンでンで仕仕仕仕切切切切るるるる等々等々等々等々ののののトトトトイイイイレレレレがががが昔昔昔昔はははは許許許許されたかもわかりませされたかもわかりませされたかもわかりませされたかもわかりませんんんんが、が、が、が、性的性的性的性的に成に成に成に成熟熟熟熟をしているをしているをしているをしている今今今今のののの小学小学小学小学生生生生にににに対対対対しては、しては、しては、しては、ややややはり一つのはり一つのはり一つのはり一つの課題課題課題課題だとだとだとだと思思思思っています。っています。っています。っています。トトトトイイイイレレレレの環境をの環境をの環境をの環境を整整整整ええええることもることもることもることも必必必必要ですし、人要ですし、人要ですし、人要ですし、人権権権権的的的的な配慮もな配慮もな配慮もな配慮も必必必必要だということを、要だということを、要だということを、要だということを、今後今後今後今後、、、、市市市市町町町町村村村村等等等等にににに伝伝伝伝ええええてまいりたいとてまいりたいとてまいりたいとてまいりたいと思思思思っています。っています。っています。っています。それから、それから、それから、それから、高等学校高等学校高等学校高等学校をどのようにをどのようにをどのようにをどのように特特特特色色色色化化化化していくかですけれども、していくかですけれども、していくかですけれども、していくかですけれども、ややややはりはりはりはり右右右右肩肩肩肩上がりの上がりの上がりの上がりの時代時代時代時代にににに普普普普通通通通科科科科高校高校高校高校をどをどをどをどんんんんどどどどんんんんつくって、そしてつくって、そしてつくって、そしてつくって、そして大学へ大学へ大学へ大学へ行け行け行け行けばばばばいいといういいといういいといういいという時代時代時代時代はははは既既既既にににに過過過過ぎぎぎぎ去去去去ったのではないかとったのではないかとったのではないかとったのではないかと思思思思っています。っています。っています。っています。これは、あるこれは、あるこれは、あるこれは、ある意意意意味味味味では、では、では、では、普普普普通通通通科科科科をたくさをたくさをたくさをたくさんんんんつくると、つくると、つくると、つくると、偏偏偏偏差値差値差値差値というというというという物物物物差差差差しでしでしでしで子子子子どもたちどもたちどもたちどもたち
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のののの学力学力学力学力に合わせてに合わせてに合わせてに合わせて学校学校学校学校をををを選選選選択択択択することになっていくと。これからのすることになっていくと。これからのすることになっていくと。これからのすることになっていくと。これからの時代時代時代時代は、は、は、は、ＡＩＡＩＡＩＡＩのののの進進進進展展展展にににによってよってよってよって子子子子どもたちの職業が６０どもたちの職業が６０どもたちの職業が６０どもたちの職業が６０％％％％奪奪奪奪われるかもわからないというわれるかもわからないというわれるかもわからないというわれるかもわからないという時代時代時代時代に、に、に、に、子子子子どもがどもがどもがどもが何何何何にににに興興興興味味味味・関・関・関・関心心心心をををを持持持持つのか、つのか、つのか、つのか、必必必必ずずずず子子子子どもはどもはどもはどもは何何何何かにかにかにかに興味興味興味興味・関・関・関・関心心心心をををを持持持持つので、そのつので、そのつので、そのつので、その興味興味興味興味・関・関・関・関心心心心をををを引引引引きききき出したり、その出したり、その出したり、その出したり、その興味興味興味興味・関・関・関・関心心心心をををを伸伸伸伸ばばばばす、そして社会です、そして社会です、そして社会です、そして社会で生生生生きるようなきるようなきるようなきるような子子子子どもに育て上げていく。どもに育て上げていく。どもに育て上げていく。どもに育て上げていく。二二二二階階階階堂堂堂堂高等学校高等学校高等学校高等学校ににににキャキャキャキャリアリアリアリアデデデデザザザザイイイインンンン科科科科を設を設を設を設置置置置しました。しました。しました。しました。幅幅幅幅広広広広くくくくキャキャキャキャリアリアリアリアを自分でを自分でを自分でを自分で形形形形成し成し成し成していこうという趣旨のていこうという趣旨のていこうという趣旨のていこうという趣旨の学校学校学校学校です。です。です。です。美容美容美容美容師師師師になるためのになるためのになるためのになるためのダダダダブブブブルスルスルスルスククククーーーール制ル制ル制ル制度を度を度を度を今今今今の１年の１年の１年の１年生生生生かかかからららら導導導導入しました。当入しました。当入しました。当入しました。当初初初初は７人がは７人がは７人がは７人が希希希希望望望望し、し、し、し、現在現在現在現在は４人がは４人がは４人がは４人が来来来来年度には年度には年度には年度には土土土土曜曜曜曜日に専日に専日に専日に専門門門門学校学校学校学校にににに通通通通い、い、い、い、通通通通信信信信教育を受けると教育を受けると教育を受けると教育を受けると校校校校長からも長からも長からも長からも聞聞聞聞きました。宮本委員がおっしきました。宮本委員がおっしきました。宮本委員がおっしきました。宮本委員がおっしゃゃゃゃるような、入ってそこでるような、入ってそこでるような、入ってそこでるような、入ってそこで考え考え考え考えるというるというるというるという学校学校学校学校ももちももちももちももちろん必ろん必ろん必ろん必要であると要であると要であると要であると思思思思いますし、早くからいますし、早くからいますし、早くからいますし、早くから子子子子どもたちがいどもたちがいどもたちがいどもたちがいろろろろいいいいろろろろななななことに、例ことに、例ことに、例ことに、例えばえばえばえば語語語語学学学学にににに興味興味興味興味関関関関心心心心がある、そうしたらがある、そうしたらがある、そうしたらがある、そうしたら語語語語学学学学をををを伸伸伸伸ばばばばす、そす、そす、そす、そんんんんなななな学校学校学校学校をどのようをどのようをどのようをどのように設に設に設に設置置置置するのか、するのか、するのか、するのか、両面両面両面両面からからからからややややはりはりはりはり学校づ学校づ学校づ学校づくりをくりをくりをくりを推推推推進進進進していくしていくしていくしていく必必必必要があると要があると要があると要があると思思思思っています。っています。っています。っています。またまたまたまた進進進進路路路路をををを変更変更変更変更するするするする子子子子どもどもどもどもへへへへのののの対応対応対応対応は、は、は、は、高等学校高等学校高等学校高等学校の教育の中でできるのかどうかもの教育の中でできるのかどうかもの教育の中でできるのかどうかもの教育の中でできるのかどうかも大切大切大切大切なななな視視視視点点点点であるとであるとであるとであると思思思思っていますので、どっていますので、どっていますので、どっていますので、どんんんんなななな対応対応対応対応ができるのかもができるのかもができるのかもができるのかも含含含含めて、めて、めて、めて、未未未未来来来来のののの高等学校づ高等学校づ高等学校づ高等学校づくりにくりにくりにくりに邁邁邁邁進進進進してまいりたいとしてまいりたいとしてまいりたいとしてまいりたいと思思思思っています。っています。っています。っています。○宮本委員○宮本委員○宮本委員○宮本委員 トトトトイイイイレ問レ問レ問レ問題題題題については、人については、人については、人については、人権権権権にも配慮したにも配慮したにも配慮したにも配慮した情情情情報報報報発発発発信信信信というというというという力力力力強強強強いいいい答弁答弁答弁答弁をいたをいたをいたをいただきましたので、だきましたので、だきましたので、だきましたので、期期期期待待待待しておきたいとしておきたいとしておきたいとしておきたいと思思思思います。います。います。います。県立県立県立県立高等学校高等学校高等学校高等学校についてですが、１つについてですが、１つについてですが、１つについてですが、１つ気気気気になっているのが、になっているのが、になっているのが、になっているのが、新聞新聞新聞新聞報報報報道道道道にあった吉田教育長にあった吉田教育長にあった吉田教育長にあった吉田教育長のののの発言発言発言発言の概要ですが、の概要ですが、の概要ですが、の概要ですが、普普普普通通通通科科科科からからからから大学進学大学進学大学進学大学進学というというというという思考思考思考思考がががが主流主流主流主流だったが、だったが、だったが、だったが、語語語語学学学学など実など実など実など実学学学学をををを求求求求めるめるめるめる傾傾傾傾向向向向にににに変変変変わりわりわりわり始始始始めているというめているというめているというめているという発言発言発言発言です。これは、一定のです。これは、一定のです。これは、一定のです。これは、一定の今今今今の社会のの社会のの社会のの社会の側面側面側面側面をををを捉捉捉捉ええええたもたもたもたものだとのだとのだとのだと思思思思うのですが、うのですが、うのですが、うのですが、私私私私は、そういったは、そういったは、そういったは、そういった選選選選択択択択のののの背背背背後後後後にににに大学大学大学大学のののの学費学費学費学費負担が負担が負担が負担が高高高高いこともあって、いこともあって、いこともあって、いこともあって、進学進学進学進学をををを断念断念断念断念するするするする流流流流れもれもれもれも生生生生まれていると。その中での実まれていると。その中での実まれていると。その中での実まれていると。その中での実学思考学思考学思考学思考という要という要という要という要素素素素もあるかともあるかともあるかともあるかと思思思思うのうのうのうのです。です。です。です。その一方で、その一方で、その一方で、その一方で、生徒生徒生徒生徒、、、、青青青青少少少少年の年の年の年の心心心心にににに目目目目をををを向向向向けますと、けますと、けますと、けますと、ややややはりはりはりはり多多多多様様様様化化化化の社会の中での社会の中での社会の中での社会の中でゆゆゆゆっくりっくりっくりっくりと自分と自分と自分と自分探探探探しをしたい、いしをしたい、いしをしたい、いしをしたい、いろろろろいいいいろろろろなことをなことをなことをなことを学び学び学び学びながら、いながら、いながら、いながら、いろろろろいいいいろろろろなななな経経経経験験験験をしながら、自分のをしながら、自分のをしながら、自分のをしながら、自分の進進進進路路路路を定めていくといったを定めていくといったを定めていくといったを定めていくといった思思思思いはいはいはいは昔昔昔昔とととと比比比比べべべべてててて広広広広がっているとがっているとがっているとがっていると思思思思うのです。そういううのです。そういううのです。そういううのです。そういう点点点点で、で、で、で、専専専専門門門門化や特化や特化や特化や特色色色色化化化化がががが進ん進ん進ん進んでででで細細細細分分分分化化化化されていくことにされていくことにされていくことにされていくことに大大大大きなきなきなきな不不不不安を安を安を安を感感感感じているのです。じているのです。じているのです。じているのです。大大大大きなきなきなきなくくりの専くくりの専くくりの専くくりの専門門門門化化化化というのはありというのはありというのはありというのはあり得得得得るとるとるとると思思思思うのですが、うのですが、うのですが、うのですが、細細細細分分分分化化化化ははははややややはりはりはりはり発発発発達達達達年年年年齢齢齢齢が上がる中が上がる中が上がる中が上がる中で、で、で、で、高等高等高等高等教育教育教育教育へへへへとととと進進進進むむむむ中で、みずからの中で、みずからの中で、みずからの中で、みずからの力力力力でででで切切切切り開いていくものだとり開いていくものだとり開いていくものだとり開いていくものだと思思思思いますので、余りいますので、余りいますので、余りいますので、余り入り口を入り口を入り口を入り口を狭狭狭狭めるのもよくないとめるのもよくないとめるのもよくないとめるのもよくないと思思思思いますし、当いますし、当いますし、当いますし、当然然然然出口は出口は出口は出口は広広広広げていくことがげていくことがげていくことがげていくことが大大大大事だと事だと事だと事だと思思思思ってってってっていますので、このことを申し上げていますので、このことを申し上げていますので、このことを申し上げていますので、このことを申し上げて質問質問質問質問をををを終終終終わります。わります。わります。わります。
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○阪口委員○阪口委員○阪口委員○阪口委員 犬犬犬犬・・・・猫猫猫猫のののの殺殺殺殺処分処分処分処分及び及び及び及び譲渡譲渡譲渡譲渡についてについてについてについて質問質問質問質問します。します。します。します。先ほど先ほど先ほど先ほど姫姫姫姫野野野野消消消消費費費費・・・・生生生生活活活活安安安安全課全課全課全課長から、長から、長から、長から、資資資資料料料料４「奈良県４「奈良県４「奈良県４「奈良県動物動物動物動物愛愛愛愛護護護護管理管理管理管理推推推推進進進進計計計計画画画画（第２次計（第２次計（第２次計（第２次計画画画画））））（案）（案）（案）（案）骨子骨子骨子骨子」で、」で、」で、」で、詳細詳細詳細詳細にわたって説明していただきました。にわたって説明していただきました。にわたって説明していただきました。にわたって説明していただきました。私私私私は、県議会議員になっは、県議会議員になっは、県議会議員になっは、県議会議員になって７年になりますが、当て７年になりますが、当て７年になりますが、当て７年になりますが、当初思初思初思初思ったのは、奈良県はったのは、奈良県はったのは、奈良県はったのは、奈良県は動物動物動物動物のののの殺殺殺殺処分が処分が処分が処分が多多多多いということで、本会いということで、本会いということで、本会いということで、本会議議議議やややや文教くらし委員会で文教くらし委員会で文教くらし委員会で文教くらし委員会で質問質問質問質問をしました。議員になって、担当者をしました。議員になって、担当者をしました。議員になって、担当者をしました。議員になって、担当者等等等等はははは随随随随分分分分努力努力努力努力をしていたをしていたをしていたをしていただいているというだいているというだいているというだいているという気持気持気持気持ちはちはちはちは持持持持つわけです。つわけです。つわけです。つわけです。資資資資料料料料４の指４の指４の指４の指標標標標２で、２で、２で、２で、犬犬犬犬・・・・猫猫猫猫のののの殺殺殺殺処分処分処分処分数数数数・・・・率率率率がががが掲掲掲掲載されていますけれども、載されていますけれども、載されていますけれども、載されていますけれども、殺殺殺殺処分を減ら処分を減ら処分を減ら処分を減らすために、すために、すために、すために、今今今今どういうどういうどういうどういう取取取取りりりり組組組組みをしていこうとされているのか、そのみをしていこうとされているのか、そのみをしていこうとされているのか、そのみをしていこうとされているのか、その辺辺辺辺をもうをもうをもうをもう少少少少しししし具具具具体的体的体的体的におにおにおにお聞聞聞聞きしたいときしたいときしたいときしたいと思思思思います。います。います。います。○姫野消費・生活安全課長○姫野消費・生活安全課長○姫野消費・生活安全課長○姫野消費・生活安全課長 犬犬犬犬・・・・猫猫猫猫のののの殺殺殺殺処分処分処分処分及び及び及び及び譲渡譲渡譲渡譲渡のののの状状状状況況況況です。です。です。です。まず１つまず１つまず１つまず１つ目目目目に、に、に、に、犬犬犬犬・・・・猫猫猫猫のののの殺殺殺殺処分の処分の処分の処分の状状状状況況況況です。です。です。です。犬犬犬犬・・・・猫猫猫猫のののの殺殺殺殺処分のうち処分のうち処分のうち処分のうち犬犬犬犬は、は、は、は、昨昨昨昨年度、年度、年度、年度、動物動物動物動物愛愛愛愛護護護護センターがセンターがセンターがセンターが引引引引きききき取取取取った３９２った３９２った３９２った３９２頭頭頭頭からからからから飼飼飼飼いいいい主主主主にににに返返返返還還還還した３７した３７した３７した３７頭頭頭頭をををを除除除除く３５５く３５５く３５５く３５５頭頭頭頭にににに対対対対し、し、し、し、動物動物動物動物愛愛愛愛護護護護センターのセンターのセンターのセンターの獣獣獣獣医師医師医師医師がががが性性性性格格格格検検検検査、査、査、査、血液血液血液血液検検検検査、査、査、査、ふふふふん便検ん便検ん便検ん便検査、査、査、査、感感感感染症染症染症染症検検検検査査査査等等等等の審査を実の審査を実の審査を実の審査を実施、１３４施、１３４施、１３４施、１３４頭頭頭頭がががが譲渡譲渡譲渡譲渡できるとできるとできるとできると判判判判定し、その定し、その定し、その定し、その全全全全てのてのてのての犬犬犬犬をををを譲渡譲渡譲渡譲渡することができましたが、することができましたが、することができましたが、することができましたが、残残残残念念念念ながら審査でながら審査でながら審査でながら審査で譲渡譲渡譲渡譲渡できるとできるとできるとできると判判判判定されなかった２２１定されなかった２２１定されなかった２２１定されなかった２２１頭頭頭頭は安は安は安は安楽楽楽楽死死死死処分となったとこ処分となったとこ処分となったとこ処分となったところろろろです。です。です。です。次に、次に、次に、次に、猫猫猫猫ですが、成ですが、成ですが、成ですが、成猫猫猫猫は、３３０は、３３０は、３３０は、３３０頭頭頭頭のうちわずか４のうちわずか４のうちわずか４のうちわずか４頭頭頭頭だけだけだけだけ譲渡譲渡譲渡譲渡したというしたというしたというしたという状状状状況況況況です。そです。そです。そです。そして、して、して、して、子子子子猫猫猫猫は、１，０２６は、１，０２６は、１，０２６は、１，０２６頭頭頭頭のうちのうちのうちのうち譲渡譲渡譲渡譲渡できるとできるとできるとできると判判判判定したのは、わずか１９定したのは、わずか１９定したのは、わずか１９定したのは、わずか１９頭頭頭頭です。これです。これです。これです。これは、成は、成は、成は、成猫猫猫猫でででで引引引引きききき取取取取ったものは野ったものは野ったものは野ったものは野外外外外でででで生生生生息息息息しているものがしているものがしているものがしているものが多多多多く、人く、人く、人く、人へへへへのののの攻撃攻撃攻撃攻撃性性性性がががが大変大変大変大変あるとあるとあるとあるということ、また、いうこと、また、いうこと、また、いうこと、また、完完完完治の治の治の治の難難難難しいしいしいしい伝伝伝伝染染染染性性性性のののの猫猫猫猫エイエイエイエイズズズズ、、、、猫猫猫猫白血病白血病白血病白血病等等等等にににに罹患罹患罹患罹患しているものがしているものがしているものがしているものが多多多多かかかかったというったというったというったという状状状状況況況況です。です。です。です。またまたまたまた子子子子猫猫猫猫は、は、は、は、伝伝伝伝染染染染性性性性のののの呼呼呼呼吸疾患吸疾患吸疾患吸疾患にににに罹患罹患罹患罹患していたり、していたり、していたり、していたり、離乳離乳離乳離乳前前前前のために自のために自のために自のために自活活活活ができず、ができず、ができず、ができず、現現現現状状状状のののの動物動物動物動物愛愛愛愛護護護護センターではセンターではセンターではセンターでは飼飼飼飼育が育が育が育が難難難難しいしいしいしい状状状状況況況況になっています。になっています。になっています。になっています。しかしながら、しかしながら、しかしながら、しかしながら、犬犬犬犬、、、、猫猫猫猫ともにともにともにともに譲渡譲渡譲渡譲渡できるとできるとできるとできると判判判判定したものは、定したものは、定したものは、定したものは、全全全全てててて譲渡譲渡譲渡譲渡したというしたというしたというしたという状状状状況況況況でででです。す。す。す。以以以以上です。上です。上です。上です。○阪口委員○阪口委員○阪口委員○阪口委員 今今今今のののの答弁答弁答弁答弁をおをおをおをお聞聞聞聞きすると、きすると、きすると、きすると、猫猫猫猫のののの譲渡譲渡譲渡譲渡はははは犬犬犬犬よりはよりはよりはよりは難難難難しいと、しかししいと、しかししいと、しかししいと、しかし全全全全体体体体としてとしてとしてとしては、は、は、は、殺殺殺殺処分を減らしていく方処分を減らしていく方処分を減らしていく方処分を減らしていく方向向向向で着実にで着実にで着実にで着実に取取取取りりりり組組組組みをされているという理解でいいでしみをされているという理解でいいでしみをされているという理解でいいでしみをされているという理解でいいでしょょょょううううか。か。か。か。○姫野消費・生活安全課長○姫野消費・生活安全課長○姫野消費・生活安全課長○姫野消費・生活安全課長 そのとおりです。そのとおりです。そのとおりです。そのとおりです。○阪口委員○阪口委員○阪口委員○阪口委員 では次に、では次に、では次に、では次に、譲渡譲渡譲渡譲渡に当たって、に当たって、に当たって、に当たって、私私私私はははは動物動物動物動物愛愛愛愛護団体等護団体等護団体等護団体等とととと協協協協働働働働してしてしてして譲渡譲渡譲渡譲渡にににに取取取取りりりり組組組組んんんんでいただきたいと。実でいただきたいと。実でいただきたいと。実でいただきたいと。実際際際際そういうこともしていただいているかとそういうこともしていただいているかとそういうこともしていただいているかとそういうこともしていただいているかと思思思思います。います。います。います。私私私私自自自自身身身身、い、い、い、いろろろろ
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いいいいろろろろなななな動物動物動物動物愛愛愛愛護団体護団体護団体護団体とととと接接接接していますけれども、していますけれども、していますけれども、していますけれども、愛愛愛愛護団体護団体護団体護団体はそれはそれはそれはそれぞぞぞぞれれれれ考え考え考え考えがががが違違違違って、なかなって、なかなって、なかなって、なかなかかかか調調調調整整整整がががが難難難難しいとこしいとこしいとこしいところろろろがあるのです。があるのです。があるのです。があるのです。大大大大きなきなきなきな愛愛愛愛護団体護団体護団体護団体は余りなく、は余りなく、は余りなく、は余りなく、少少少少人人人人数数数数のいのいのいのいろろろろいいいいろろろろなななな愛愛愛愛護団体護団体護団体護団体があり、があり、があり、があり、考え考え考え考えのののの違違違違いがあると。そのいがあると。そのいがあると。そのいがあると。その愛愛愛愛護団体護団体護団体護団体にににに譲渡譲渡譲渡譲渡するに当たって、どういうするに当たって、どういうするに当たって、どういうするに当たって、どういう取取取取りりりり組組組組みをされているのか、おみをされているのか、おみをされているのか、おみをされているのか、お聞聞聞聞かせいただきたいとかせいただきたいとかせいただきたいとかせいただきたいと思思思思います。います。います。います。○姫野消費・生活安全課長○姫野消費・生活安全課長○姫野消費・生活安全課長○姫野消費・生活安全課長 動物動物動物動物愛愛愛愛護団体護団体護団体護団体との関係です。県では平成２６年５月から県との関係です。県では平成２６年５月から県との関係です。県では平成２６年５月から県との関係です。県では平成２６年５月から県下下下下のののの動物動物動物動物愛愛愛愛護団体護団体護団体護団体とととと譲渡譲渡譲渡譲渡事業に関する事業に関する事業に関する事業に関する協協協協議、議、議、議、協協協協働働働働についてについてについてについて話話話話し合いをし合いをし合いをし合いを持持持持ち、平成２６年１１ち、平成２６年１１ち、平成２６年１１ち、平成２６年１１月から月から月から月から動物動物動物動物愛愛愛愛護団体等護団体等護団体等護団体等とととと協協協協働働働働したしたしたした譲渡譲渡譲渡譲渡事業を事業を事業を事業をススススタータータータートトトトしたとこしたとこしたとこしたところろろろです。です。です。です。また、平成２７年度からは、また、平成２７年度からは、また、平成２７年度からは、また、平成２７年度からは、民民民民間間間間団体等団体等団体等団体等をををを介介介介したしたしたした動物動物動物動物譲渡譲渡譲渡譲渡事業として予算事業として予算事業として予算事業として予算化化化化し、事業をし、事業をし、事業をし、事業を円円円円滑滑滑滑に行に行に行に行ええええるよう、るよう、るよう、るよう、動物動物動物動物愛愛愛愛護護護護センターの設センターの設センターの設センターの設備備備備を改を改を改を改善善善善するなどのするなどのするなどのするなどの整整整整備備備備も行い、事業にも行い、事業にも行い、事業にも行い、事業に取取取取りりりり組組組組んんんんでいます。でいます。でいます。でいます。猫猫猫猫のののの団体団体団体団体については、事については、事については、事については、事情情情情により、により、により、により、現在現在現在現在、県との、県との、県との、県との協協協協働働働働をををを辞退辞退辞退辞退されていますが、されていますが、されていますが、されていますが、犬犬犬犬のののの団体団体団体団体には県のには県のには県のには県の譲渡譲渡譲渡譲渡基準基準基準基準にににに外外外外れたれたれたれた大大大大型型型型犬犬犬犬、、、、高高高高齢齢齢齢犬犬犬犬やややや、、、、回復回復回復回復まで中長まで中長まで中長まで中長期期期期の治の治の治の治療療療療ややややしつけしつけしつけしつけ直直直直しがしがしがしが必必必必要要要要となるとなるとなるとなる病病病病気や気や気や気やけがをけがをけがをけがを患患患患ったったったった犬犬犬犬をををを預預預預託し、託し、託し、託し、譲渡譲渡譲渡譲渡していただいています。していただいています。していただいています。していただいています。昨昨昨昨年度は県が年度は県が年度は県が年度は県が譲渡譲渡譲渡譲渡しししした１３４た１３４た１３４た１３４頭頭頭頭のうち９９のうち９９のうち９９のうち９９頭頭頭頭をこのをこのをこのをこの団体へ団体へ団体へ団体へ預預預預託し、託し、託し、託し、譲渡譲渡譲渡譲渡をお願いしました。をお願いしました。をお願いしました。をお願いしました。また、このまた、このまた、このまた、この団体団体団体団体が実施するが実施するが実施するが実施する譲渡譲渡譲渡譲渡会を平成２８年度から年２会を平成２８年度から年２会を平成２８年度から年２会を平成２８年度から年２回回回回、県、県、県、県庁庁庁庁回回回回廊廊廊廊下下下下で実施するこで実施するこで実施するこで実施することとし、県ととし、県ととし、県ととし、県獣獣獣獣医師医師医師医師会とともに会とともに会とともに会とともに譲渡譲渡譲渡譲渡会の開会の開会の開会の開催催催催をををを支支支支援援援援し、これまでにし、これまでにし、これまでにし、これまでに回回回回廊廊廊廊下下下下で４で４で４で４回回回回実施したと実施したと実施したと実施したとこここころろろろです。です。です。です。また、これまでまた、これまでまた、これまでまた、これまで動物動物動物動物愛愛愛愛護護護護センターではセンターではセンターではセンターでは取取取取りりりり組む組む組む組むことができなかったことができなかったことができなかったことができなかった幼幼幼幼猫猫猫猫のののの問問問問題題題題ですが、ですが、ですが、ですが、これはこれはこれはこれは特特特特にににに動物動物動物動物愛愛愛愛護団体護団体護団体護団体ということではなく、ということではなく、ということではなく、ということではなく、離乳離乳離乳離乳にににに近近近近いいいい幼幼幼幼猫猫猫猫に、に、に、に、授授授授乳乳乳乳やややや離乳離乳離乳離乳食食食食を与を与を与を与ええええてててていただくいただくいただくいただく飼飼飼飼養ボラ養ボラ養ボラ養ボランンンンテテテティィィィアアアアを一般の方、またはを一般の方、またはを一般の方、またはを一般の方、または動物動物動物動物愛愛愛愛護団体護団体護団体護団体の方からの方からの方からの方から募募募募集集集集し、し、し、し、少少少少しでもしでもしでもしでも命命命命をををを助助助助けるけるけるける取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを始始始始めたとこめたとこめたとこめたところろろろです。です。です。です。広広広広報報報報活動活動活動活動などもことしの６月議会でご報告させていただきましたが、などもことしの６月議会でご報告させていただきましたが、などもことしの６月議会でご報告させていただきましたが、などもことしの６月議会でご報告させていただきましたが、ソソソソーーーーシャシャシャシャルルルルネネネネットットットットワワワワーーーークサクサクサクサーーーービビビビススススによりによりによりにより譲渡譲渡譲渡譲渡候候候候補補補補犬犬犬犬やややや猫猫猫猫の様の様の様の様子子子子を、を、を、を、写真写真写真写真や動画や動画や動画や動画でででで紹介紹介紹介紹介しています。また、しています。また、しています。また、しています。また、奥奥奥奥大和大和大和大和移移移移住住住住定定定定住住住住交流交流交流交流センター「センター「センター「センター「ｅｎｇａｗａｅｎｇａｗａｅｎｇａｗａｅｎｇａｗａ」において、」において、」において、」において、譲渡譲渡譲渡譲渡候候候候補補補補犬犬犬犬をををを見見見見ていただきながらていただきながらていただきながらていただきながら講講講講習習習習会会会会等等等等を行う出を行う出を行う出を行う出張譲渡講張譲渡講張譲渡講張譲渡講習習習習会を７月から２会を７月から２会を７月から２会を７月から２回回回回実施し、これまでにその他の会場でも４実施し、これまでにその他の会場でも４実施し、これまでにその他の会場でも４実施し、これまでにその他の会場でも４回回回回の出の出の出の出張譲渡張譲渡張譲渡張譲渡会を実施しました。会を実施しました。会を実施しました。会を実施しました。これらのこれらのこれらのこれらの取取取取りりりり組組組組みにより、みにより、みにより、みにより、昨昨昨昨年度の年度の年度の年度の猫猫猫猫のののの譲渡譲渡譲渡譲渡数数数数は２３は２３は２３は２３頭頭頭頭でしたが、でしたが、でしたが、でしたが、今今今今年度は１１月年度は１１月年度は１１月年度は１１月末末末末現現現現在在在在で、わずかですけれども５３で、わずかですけれども５３で、わずかですけれども５３で、わずかですけれども５３頭頭頭頭のののの猫猫猫猫をををを譲渡譲渡譲渡譲渡したとこしたとこしたとこしたところろろろです。です。です。です。今後今後今後今後ともともともとも引引引引き続き事業をき続き事業をき続き事業をき続き事業を進進進進めていきたいとめていきたいとめていきたいとめていきたいと考え考え考え考えています。ています。ています。ています。○阪口委員○阪口委員○阪口委員○阪口委員 いいいいろろろろいいいいろろろろとととと民民民民間間間間団体団体団体団体とととと協協協協働働働働してしてしてしてややややっていくのはっていくのはっていくのはっていくのは難難難難しいしいしいしい側面側面側面側面もあもあもあもあろろろろうかとうかとうかとうかと思思思思いいいい
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ますけれども、うまくいけますけれども、うまくいけますけれども、うまくいけますけれども、うまくいけばばばば県県県県庁庁庁庁だけではなく、いだけではなく、いだけではなく、いだけではなく、いろろろろいいいいろろろろなななな力力力力をかりていくとをかりていくとをかりていくとをかりていくと進進進進むむむむとととと思思思思いいいいますので、県はますので、県はますので、県はますので、県は大変大変大変大変かとかとかとかと思思思思いますけれども、いますけれども、いますけれども、いますけれども、引引引引き続きよき続きよき続きよき続きよろろろろしくお願いします。しくお願いします。しくお願いします。しくお願いします。最後最後最後最後に、これは要に、これは要に、これは要に、これは要望望望望です。です。です。です。昨昨昨昨日日日日私私私私は、一般は、一般は、一般は、一般質問質問質問質問で、で、で、で、砂砂砂砂防防防防・・・・災害対災害対災害対災害対策課策課策課策課の自の自の自の自殺殺殺殺のののの問問問問題題題題につにつにつについていていていて取取取取り上げました。り上げました。り上げました。り上げました。彼彼彼彼の出の出の出の出勤勤勤勤簿簿簿簿を、を、を、を、全全全全部部部部見見見見ました。ました。ました。ました。砂砂砂砂防防防防・・・・災害対災害対災害対災害対策課策課策課策課のときにかなりのときにかなりのときにかなりのときにかなり超超超超過勤過勤過勤過勤務がありますが、それ務がありますが、それ務がありますが、それ務がありますが、それ以前以前以前以前のののの課課課課でもあるわけです。それでもあるわけです。それでもあるわけです。それでもあるわけです。それ以前以前以前以前のののの課課課課は教職員は教職員は教職員は教職員課課課課です。です。です。です。全全全全部部部部見見見見ましたら、ましたら、ましたら、ましたら、ややややはりはりはりはり非常非常非常非常にににに退退退退勤勤勤勤時時時時間が間が間が間が遅遅遅遅いのです。いのです。いのです。いのです。彼彼彼彼は奈良は奈良は奈良は奈良ママママララララソソソソンをンをンをンを走走走走ったったったった後後後後も、そも、そも、そも、そこでこでこでこで働働働働いていると。いていると。いていると。いていると。ササササーーーービビビビスススス残残残残業はどの業はどの業はどの業はどの課課課課にもあるとにもあるとにもあるとにもあると思思思思いますが、いますが、いますが、いますが、豊豊豊豊かにかにかにかに生生生生活活活活するためにするためにするためにするために働働働働きにきにきにきに来来来来ているので、そこでているので、そこでているので、そこでているので、そこで過労過労過労過労自自自自殺殺殺殺にににに至至至至るのはるのはるのはるのはややややはりはりはりはり問問問問題題題題だとだとだとだと思思思思います。います。います。います。あす、１２月１３日あす、１２月１３日あす、１２月１３日あす、１２月１３日午午午午前前前前１１１１１１１１時時時時にににに弁弁弁弁護護護護士士士士も入れて公務も入れて公務も入れて公務も入れて公務災害災害災害災害の申請をし記者会の申請をし記者会の申請をし記者会の申請をし記者会見見見見をするわをするわをするわをするわけです。そこでけです。そこでけです。そこでけです。そこで話話話話がががが大大大大きくなってもきくなってもきくなってもきくなっても死死死死んんんんでしまったらでしまったらでしまったらでしまったら何何何何にもならないのです。公務にもならないのです。公務にもならないのです。公務にもならないのです。公務災害災害災害災害のののの申請は申請は申請は申請は意意意意外外外外とととと難難難難しいのです。しいのです。しいのです。しいのです。私私私私は、中は、中は、中は、中学学学学教教教教師師師師ををををややややっていまして、４８っていまして、４８っていまして、４８っていまして、４８歳歳歳歳のときにのときにのときにのときに学校学校学校学校でででで授授授授業中に業中に業中に業中に倒倒倒倒れました。それでも公務れました。それでも公務れました。それでも公務れました。それでも公務災害災害災害災害の申請はなかなかの申請はなかなかの申請はなかなかの申請はなかなか認認認認定が定が定が定が難難難難しく、公務しく、公務しく、公務しく、公務災害災害災害災害申請はし申請はし申請はし申請はしていませていませていませていませんんんんが、そのが、そのが、そのが、その後後後後のののの後後後後遺遺遺遺症症症症もももも少少少少しししし残残残残っているわけです。要っているわけです。要っているわけです。要っているわけです。要望望望望は、は、は、は、ややややはり教職員はり教職員はり教職員はり教職員課課課課やややや、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろなななな課課課課がありますが、がありますが、がありますが、がありますが、超超超超過勤過勤過勤過勤務については、できるだけ務については、できるだけ務については、できるだけ務については、できるだけ縮縮縮縮減していただきたいと、減していただきたいと、減していただきたいと、減していただきたいと、私私私私がががが言言言言うのはおかしいわけですけれども、ようのはおかしいわけですけれども、ようのはおかしいわけですけれども、ようのはおかしいわけですけれども、よろろろろしくお願いします。しくお願いします。しくお願いします。しくお願いします。○中村委員長○中村委員長○中村委員長○中村委員長 委員の皆さ委員の皆さ委員の皆さ委員の皆さんんんんにおにおにおにお諮諮諮諮りします。りします。りします。りします。今今今今、、、、午午午午後後後後３３３３時時時時１０分ですけれども、まだ委１０分ですけれども、まだ委１０分ですけれども、まだ委１０分ですけれども、まだ委員の皆さ員の皆さ員の皆さ員の皆さんんんんのごのごのごのご質問質問質問質問もあるようにもあるようにもあるようにもあるように伺伺伺伺っておりますので、ここで１０分間ほどっておりますので、ここで１０分間ほどっておりますので、ここで１０分間ほどっておりますので、ここで１０分間ほど休憩休憩休憩休憩をとらせをとらせをとらせをとらせていただいてよていただいてよていただいてよていただいてよろろろろしいですか。しいですか。しいですか。しいですか。（（（（「「「「異異異異議なし」と議なし」と議なし」と議なし」と呼ぶ呼ぶ呼ぶ呼ぶ者あり）者あり）者あり）者あり）では、では、では、では、午午午午後後後後３３３３時時時時２０分から会議を２０分から会議を２０分から会議を２０分から会議を再再再再開するということでお願いします。開するということでお願いします。開するということでお願いします。開するということでお願いします。１５：１０分１５：１０分１５：１０分１５：１０分 休憩休憩休憩休憩１５：２３分１５：２３分１５：２３分１５：２３分 再再再再開開開開○中村委員長○中村委員長○中村委員長○中村委員長 休憩休憩休憩休憩前前前前にににに引引引引き続き、会議を開きます。き続き、会議を開きます。き続き、会議を開きます。き続き、会議を開きます。○岡委員○岡委員○岡委員○岡委員 先に要先に要先に要先に要望望望望を申し上げます。を申し上げます。を申し上げます。を申し上げます。先ほど先ほど先ほど先ほど来来来来出ている出ている出ている出ている話話話話をををを重ね重ね重ね重ねますけれども、１つは、ますけれども、１つは、ますけれども、１つは、ますけれども、１つは、学校現学校現学校現学校現場の先場の先場の先場の先生生生生方が方が方が方が非常非常非常非常にににに忙忙忙忙しくなしくなしくなしくなっていることについて、っていることについて、っていることについて、っていることについて、ササササーーーービビビビスススス残残残残業という業という業という業という話話話話も出ましたが、も出ましたが、も出ましたが、も出ましたが、非常非常非常非常にににに私私私私もそういう実もそういう実もそういう実もそういう実感感感感をををを持持持持っていますので、っていますので、っていますので、っていますので、ぜぜぜぜひひひひそのそのそのその辺辺辺辺の改の改の改の改善善善善をしっかりとをしっかりとをしっかりとをしっかりとややややってもらいたいとお願いしたいとってもらいたいとお願いしたいとってもらいたいとお願いしたいとってもらいたいとお願いしたいと思思思思います。います。います。います。それともう一つ、先ほど宮本委員からもそれともう一つ、先ほど宮本委員からもそれともう一つ、先ほど宮本委員からもそれともう一つ、先ほど宮本委員からも話話話話があったがあったがあったがあったトトトトイイイイレレレレのののの問問問問題題題題で、で、で、で、私私私私もももも幾幾幾幾つかつかつかつか聞聞聞聞いていていていています。また、います。また、います。また、います。また、トトトトイイイイレレレレに限らず、に限らず、に限らず、に限らず、特特特特にににに小学校小学校小学校小学校の施設は、かなりの施設は、かなりの施設は、かなりの施設は、かなり厳厳厳厳しいしいしいしい学校学校学校学校もももも多多多多いようです。いようです。いようです。いようです。
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町や町や町や町や村になると予算もないということで、村になると予算もないということで、村になると予算もないということで、村になると予算もないということで、大変大変大変大変なななな状状状状況況況況です。県としてです。県としてです。県としてです。県として何何何何か配慮していただか配慮していただか配慮していただか配慮していただけれけれけれければばばばありがたいとありがたいとありがたいとありがたいと思思思思いますので、まず実いますので、まず実いますので、まず実いますので、まず実態態態態をしっかりとをしっかりとをしっかりとをしっかりと見見見見ていただくようにお願いしたていただくようにお願いしたていただくようにお願いしたていただくようにお願いしたいと、いと、いと、いと、最初最初最初最初に２に２に２に２点点点点要要要要望望望望をしておきます。をしておきます。をしておきます。をしておきます。質問質問質問質問ですが、実は先般、ですが、実は先般、ですが、実は先般、ですが、実は先般、代表代表代表代表質問質問質問質問したことについて、したことについて、したことについて、したことについて、時時時時間がなく間がなく間がなく間がなく尻尻尻尻切切切切れとれとれとれとんんんんぼぼぼぼになったになったになったになったというというというという思思思思いがありますので、いがありますので、いがありますので、いがありますので、二二二二、、、、三三三三重ね重ね重ね重ねてててて質問質問質問質問したいとしたいとしたいとしたいと思思思思います。います。います。います。１つは、１つは、１つは、１つは、特特特特色色色色あるあるあるある学校づ学校づ学校づ学校づくりについて、先ほどくりについて、先ほどくりについて、先ほどくりについて、先ほど来来来来、、、、キャキャキャキャリアリアリアリア教育などい教育などい教育などい教育などいろろろろいいいいろろろろなななな話話話話の中の中の中の中で、教育委員会としてもそういう方で、教育委員会としてもそういう方で、教育委員会としてもそういう方で、教育委員会としてもそういう方向向向向性性性性をををを取取取取りりりり組組組組んんんんでいるでいるでいるでいる話話話話もたくさもたくさもたくさもたくさん聞ん聞ん聞ん聞かせてもらいまかせてもらいまかせてもらいまかせてもらいました。した。した。した。そこで、改めてそこで、改めてそこで、改めてそこで、改めて今今今今、奈良県として、例、奈良県として、例、奈良県として、例、奈良県として、例えばえばえばえば他県に他県に他県に他県に向向向向けて自けて自けて自けて自慢慢慢慢できるとできるとできるとできると言言言言ったらったらったらったら言言言言いいいい過過過過ぎぎぎぎかもしれませかもしれませかもしれませかもしれませんんんんが、が、が、が、今今今今、これは奈良県として、これは奈良県として、これは奈良県として、これは奈良県として非常非常非常非常にににに力力力力を入れてを入れてを入れてを入れてややややっているというっているというっているというっているという取取取取りりりり組組組組みみみみがあれがあれがあれがあればばばばごごごご紹介紹介紹介紹介願いたい。願いたい。願いたい。願いたい。特特特特にににに高等学校高等学校高等学校高等学校ののののキャキャキャキャリアリアリアリア教育、教育、教育、教育、特特特特色色色色あるあるあるある学校づ学校づ学校づ学校づくりについて、くりについて、くりについて、くりについて、何何何何かあれかあれかあれかあればばばば教教教教ええええていただきたいのと、ていただきたいのと、ていただきたいのと、ていただきたいのと、今後今後今後今後奈良県として、こういう方奈良県として、こういう方奈良県として、こういう方奈良県として、こういう方向向向向性性性性をををを持持持持ったったったった特特特特色色色色ああああるるるる学校づ学校づ学校づ学校づくりをしてみたいというくりをしてみたいというくりをしてみたいというくりをしてみたいという思思思思いがあれいがあれいがあれいがあればばばば、その、その、その、その点点点点をおをおをおをお尋ね尋ね尋ね尋ねしたいとしたいとしたいとしたいと思思思思います。います。います。います。この間のこの間のこの間のこの間の代表代表代表代表質問質問質問質問ではではではでは詳詳詳詳しく申し上げられませしく申し上げられませしく申し上げられませしく申し上げられませんんんんでしたが、でしたが、でしたが、でしたが、私私私私がががが触触触触れたれたれたれた島島島島根根根根県県県県海士海士海士海士町町町町のののの離島離島離島離島のののの高校高校高校高校でででで魅魅魅魅力化力化力化力化事業をされまして、事業をされまして、事業をされまして、事業をされまして、全全全全国国国国でも有名になりました。ここのでも有名になりました。ここのでも有名になりました。ここのでも有名になりました。ここの授授授授業の業の業の業の内容内容内容内容をををを勉強勉強勉強勉強させてもらいましたけれども、本当にさせてもらいましたけれども、本当にさせてもらいましたけれども、本当にさせてもらいましたけれども、本当にＶＶＶＶ字字字字回復回復回復回復で、で、で、で、生徒生徒生徒生徒のののの数数数数ががががふふふふええええたと。たと。たと。たと。時時時時に、に、に、に、島島島島のののの外外外外からからからから全全全全校校校校生徒生徒生徒生徒の４の４の４の４割割割割をををを超超超超ええええる方る方る方る方 々々々々が入ってきたという実が入ってきたという実が入ってきたという実が入ってきたという実態態態態です。です。です。です。数数数数千千千千万円万円万円万円程程程程度の予算を度の予算を度の予算を度の予算を毎毎毎毎年年年年使使使使って、平成２２年からずっとって、平成２２年からずっとって、平成２２年からずっとって、平成２２年からずっとややややってきているわけです。１つはってきているわけです。１つはってきているわけです。１つはってきているわけです。１つは学習学習学習学習センターセンターセンターセンター運営費運営費運営費運営費で、で、で、で、ポポポポイイイインンンントトトトはははは塾塾塾塾というというというという形形形形をとりながら、そこにをとりながら、そこにをとりながら、そこにをとりながら、そこに塾塾塾塾のののの講師講師講師講師を入れまして、を入れまして、を入れまして、を入れまして、啓啓啓啓発発発発をしながらをしながらをしながらをしながら取取取取りりりり組組組組んんんんでいったということ。そして、でいったということ。そして、でいったということ。そして、でいったということ。そして、全全全全国国国国にににに発発発発信信信信をした結果がこういうことになったとをした結果がこういうことになったとをした結果がこういうことになったとをした結果がこういうことになったということです。いうことです。いうことです。いうことです。背背背背景には、入景には、入景には、入景には、入学学学学者が者が者が者が少少少少なくなってなくなってなくなってなくなって廃廃廃廃校校校校寸寸寸寸前前前前までいったということが、までいったということが、までいったということが、までいったということが、島島島島としてはとしてはとしてはとしては大大大大きなきなきなきな危危危危機機機機感感感感があったわけでして、があったわけでして、があったわけでして、があったわけでして、島島島島をををを挙挙挙挙げてげてげてげて取取取取りりりり組組組組んんんんだということです。だということです。だということです。だということです。ややややはりはりはりはりややややれれれればばばばできるできるできるできるということが、一つは実ということが、一つは実ということが、一つは実ということが、一つは実証証証証としては、としては、としては、としては、参考参考参考参考にすにすにすにすべべべべきではないかときではないかときではないかときではないかと思思思思うのです。うのです。うのです。うのです。特特特特にににに今今今今、、、、高等学校高等学校高等学校高等学校でもでもでもでも統統統統廃廃廃廃合の合の合の合の問問問問題題題題もももも現現現現実実実実的的的的に議に議に議に議論論論論されているわけです。もちされているわけです。もちされているわけです。もちされているわけです。もちろんろんろんろん統統統統廃廃廃廃合をせ合をせ合をせ合をせざざざざるをるをるをるを得得得得ないこともよく理解できますが、それとないこともよく理解できますが、それとないこともよく理解できますが、それとないこともよく理解できますが、それと同同同同時時時時に、あわせてどうしてもそのに、あわせてどうしてもそのに、あわせてどうしてもそのに、あわせてどうしてもその学校学校学校学校をををを廃廃廃廃校校校校しなけれしなけれしなけれしなければばばばならないのか、ならないのか、ならないのか、ならないのか、何何何何かかかか今今今今から手をから手をから手をから手を打打打打ててててばばばば、まだ間に合うことがあるの、まだ間に合うことがあるの、まだ間に合うことがあるの、まだ間に合うことがあるのではないかとではないかとではないかとではないかと私私私私はははは思思思思いますので、そのいますので、そのいますので、そのいますので、その辺辺辺辺のことものことものことものことも含含含含めて教育長がめて教育長がめて教育長がめて教育長が思思思思っていらっしっていらっしっていらっしっていらっしゃゃゃゃることることることることがあれがあれがあれがあればばばば教教教教ええええてもらいたい。これが１てもらいたい。これが１てもらいたい。これが１てもらいたい。これが１点点点点です。です。です。です。２つ２つ２つ２つ目目目目は、は、は、は、学校学校学校学校の安の安の安の安全全全全に関するに関するに関するに関する取取取取りりりり組組組組みで、みで、みで、みで、昨昨昨昨今今今今、本当に、本当に、本当に、本当に何何何何がががが起起起起こるかわからないこるかわからないこるかわからないこるかわからない学校学校学校学校
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現現現現場の場の場の場の状状状状況況況況です。です。です。です。小学校小学校小学校小学校からからからから高等学校高等学校高等学校高等学校にににに至至至至るまで、本当に日るまで、本当に日るまで、本当に日るまで、本当に日々変化々変化々変化々変化のののの最最最最近近近近のののの状状状状況況況況です。です。です。です。そういう中で、いそういう中で、いそういう中で、いそういう中で、いろろろろいいいいろろろろなななな危危危危機機機機にににに備え備え備え備えて、て、て、て、今今今今、県としてもい、県としてもい、県としてもい、県としてもいろろろろいいいいろろろろなななな形形形形でででで取取取取りりりり組組組組んんんんでもでもでもでもらっているとはらっているとはらっているとはらっているとは思思思思うのですが、うのですが、うのですが、うのですが、ややややはりはりはりはりポポポポイイイインンンントトトトは、は、は、は、学校学校学校学校はもちはもちはもちはもちろんろんろんろんですけれども、地ですけれども、地ですけれども、地ですけれども、地域や域や域や域や警察警察警察警察とのとのとのとの連携連携連携連携、、、、消消消消防防防防とのとのとのとの連携連携連携連携、また保、また保、また保、また保護護護護者との者との者との者との連携連携連携連携等々等々等々等々、地、地、地、地域ぐ域ぐ域ぐ域ぐるみでるみでるみでるみで子子子子どもをどもをどもをどもを守守守守っていっていっていっていくというくというくというくという体制体制体制体制がががが今今今今、どれだけできているのかが、どれだけできているのかが、どれだけできているのかが、どれだけできているのかが大変気大変気大変気大変気になるわけです。になるわけです。になるわけです。になるわけです。本県も、事件が本県も、事件が本県も、事件が本県も、事件が幾幾幾幾つかありました。つかありました。つかありました。つかありました。登登登登校校校校中、中、中、中、命命命命をををを失失失失うううう生徒生徒生徒生徒も出ました。そういう中で、も出ました。そういう中で、も出ました。そういう中で、も出ました。そういう中で、登登登登下下下下校校校校のののの防犯防犯防犯防犯はもちはもちはもちはもちろんろんろんろんですけれども、ですけれども、ですけれども、ですけれども、交通交通交通交通事事事事故等故等故等故等もあります。それから、もあります。それから、もあります。それから、もあります。それから、災害災害災害災害、、、、風風風風水水水水害害害害もあります。また、もあります。また、もあります。また、もあります。また、今今今今このこのこのこの瞬瞬瞬瞬間に間に間に間に来来来来てもおかしくないとてもおかしくないとてもおかしくないとてもおかしくないと言言言言われているわれているわれているわれている南南南南海海海海・・・・東東東東南南南南海海海海地地地地震震震震、、、、それが実それが実それが実それが実際来際来際来際来たときに、どのたときに、どのたときに、どのたときに、どの程程程程度の度の度の度の被害被害被害被害がががが想想想想定されるかは、ほ定されるかは、ほ定されるかは、ほ定されるかは、ほぼぼぼぼ言言言言われているわけです。われているわけです。われているわけです。われているわけです。では、それがわかっている中で、では、それがわかっている中で、では、それがわかっている中で、では、それがわかっている中で、現現現現場としてどのような場としてどのような場としてどのような場としてどのような対対対対策策策策をををを考え考え考え考えておられるのかておられるのかておられるのかておられるのか等々等々等々等々をををを含含含含めて、めて、めて、めて、学校学校学校学校の安の安の安の安全全全全についてのについてのについてのについての具具具具体的体的体的体的なななな取取取取りりりり組組組組みについて、みについて、みについて、みについて、何何何何かおかおかおかお考え考え考え考えなり決なり決なり決なり決意意意意があれがあれがあれがあればばばばおおおお尋ね尋ね尋ね尋ねしたいと、この２したいと、この２したいと、この２したいと、この２点点点点です。です。です。です。○吉田教育長○吉田教育長○吉田教育長○吉田教育長 まず、奈良県がまず、奈良県がまず、奈良県がまず、奈良県が誇誇誇誇れるようなれるようなれるようなれるような高等学校づ高等学校づ高等学校づ高等学校づくりをどのようにしてきたかですくりをどのようにしてきたかですくりをどのようにしてきたかですくりをどのようにしてきたかですけれども、１つけれども、１つけれども、１つけれども、１つ私私私私がががが誇誇誇誇れるのは、れるのは、れるのは、れるのは、スポスポスポスポーーーーツツツツによるによるによるによる全全全全国国国国公公公公募募募募を４つのを４つのを４つのを４つの高等学校高等学校高等学校高等学校で実施できたで実施できたで実施できたで実施できたかと。かと。かと。かと。山山山山辺辺辺辺高等学校高等学校高等学校高等学校ではではではではラララライイイイフルフルフルフルとととと馬馬馬馬術術術術、、、、非常非常非常非常にににに少少少少人人人人数数数数ですけれども、ですけれども、ですけれども、ですけれども、全全全全国的国的国的国的にもにもにもにも活活活活躍躍躍躍ををををしています。しています。しています。しています。榛榛榛榛生生生生昇陽昇陽昇陽昇陽高等学校高等学校高等学校高等学校では自では自では自では自転転転転車車車車。。。。御御御御所実業所実業所実業所実業高等学校高等学校高等学校高等学校ではではではではララララグビグビグビグビー。これが一ー。これが一ー。これが一ー。これが一番番番番学校学校学校学校がががが活性化活性化活性化活性化しています。それからしています。それからしています。それからしています。それから十十十十津津津津川川川川高等学校高等学校高等学校高等学校ではではではではボボボボーーーートトトトでででで全全全全国国国国に公に公に公に公募募募募をしています。をしています。をしています。をしています。十十十十津津津津川川川川高等学校高等学校高等学校高等学校はははは残残残残念念念念ながら実ながら実ながら実ながら実績績績績がありませがありませがありませがありませんんんんが、が、が、が、全全全全般般般般的的的的には実には実には実には実績績績績が上がっているのではが上がっているのではが上がっているのではが上がっているのではないかとないかとないかとないかと思思思思っています。県名はっています。県名はっています。県名はっています。県名は言言言言いませいませいませいませんんんんが、が、が、が、全全全全国国国国公公公公募募募募をして野球がをして野球がをして野球がをして野球が強強強強かったかったかったかった学校学校学校学校が、教が、教が、教が、教育長はなかなかそれができなかったのだとおっし育長はなかなかそれができなかったのだとおっし育長はなかなかそれができなかったのだとおっし育長はなかなかそれができなかったのだとおっしゃゃゃゃっていましたが、奈良県では議会もっていましたが、奈良県では議会もっていましたが、奈良県では議会もっていましたが、奈良県では議会も含含含含めておめておめておめてお認認認認めいただいたので、こういっためいただいたので、こういっためいただいたので、こういっためいただいたので、こういった活性化活性化活性化活性化にににに対対対対して、して、して、して、スポスポスポスポーーーーツツツツによってによってによってによって学校学校学校学校のののの活力活力活力活力ををををつけていこうということが１つ成つけていこうということが１つ成つけていこうということが１つ成つけていこうということが１つ成功功功功したのではないかと。したのではないかと。したのではないかと。したのではないかと。それから、それから、それから、それから、高等学校高等学校高等学校高等学校では理では理では理では理数数数数科単独科単独科単独科単独校校校校は定員は定員は定員は定員割割割割れのれのれのれの状状状状況況況況がががが起起起起こりましたけれども、県立こりましたけれども、県立こりましたけれども、県立こりましたけれども、県立の中・の中・の中・の中・高等学校高等学校高等学校高等学校をつくらせていただいて、理をつくらせていただいて、理をつくらせていただいて、理をつくらせていただいて、理数数数数科単独科単独科単独科単独ではなく、中ではなく、中ではなく、中ではなく、中学学学学生生生生がががが高等学校へ高等学校へ高等学校へ高等学校へ上が上が上が上がったときには理ったときには理ったときには理ったときには理科科科科系系系系と文と文と文と文系系系系のののの進進進進路路路路にににに対応対応対応対応できる、中できる、中できる、中できる、中高高高高一一一一貫貫貫貫校校校校もできたともできたともできたともできたと考え考え考え考えています。ています。ています。ています。それから、それから、それから、それから、過過過過疎疎疎疎中中中中山山山山間地間地間地間地域域域域のののの高等学校高等学校高等学校高等学校をどのようにするのか、これはをどのようにするのか、これはをどのようにするのか、これはをどのようにするのか、これは課題課題課題課題です。です。です。です。十十十十津津津津川川川川高等学校高等学校高等学校高等学校もももも十十十十津津津津川村からい川村からい川村からい川村からいろろろろいいいいろろろろなななな協力協力協力協力をしていただき、そして、をしていただき、そして、をしていただき、そして、をしていただき、そして、十十十十津津津津川村長の川村長の川村長の川村長の学校学校学校学校にににに対対対対するするするする思思思思いも受けとめながら、どのようにいも受けとめながら、どのようにいも受けとめながら、どのようにいも受けとめながら、どのように学校学校学校学校をををを活性化活性化活性化活性化するのかと。実をするのかと。実をするのかと。実をするのかと。実を言言言言いますといますといますといますと隠岐島隠岐島隠岐島隠岐島前高校前高校前高校前高校のようなのようなのようなのような進学校進学校進学校進学校ということをということをということをということを考え考え考え考えたこともありました。しかし、たこともありました。しかし、たこともありました。しかし、たこともありました。しかし、十十十十津津津津川という川という川という川というフフフフィィィィーーーールドルドルドルドですので、ですので、ですので、ですので、ややややはりはりはりはり工工工工芸芸芸芸ココココーーーーススススを設を設を設を設置置置置しししし林林林林業が業が業が業が盛盛盛盛んんんんな地でな地でな地でな地で復活復活復活復活をををを目目目目指しています。指しています。指しています。指しています。工工工工
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芸芸芸芸の中でもの中でもの中でもの中でも木工木工木工木工を中を中を中を中心心心心にににに特特特特色色色色を出していこうということで、を出していこうということで、を出していこうということで、を出していこうということで、少少少少しではありますけれども、しではありますけれども、しではありますけれども、しではありますけれども、高校高校高校高校生生生生のののの作作作作品品品品がががが評価評価評価評価されるようになっていると。されるようになっていると。されるようになっていると。されるようになっていると。これはいいのかどうかわかりませこれはいいのかどうかわかりませこれはいいのかどうかわかりませこれはいいのかどうかわかりませんんんんけれども、けれども、けれども、けれども、木木木木でででで介介介介護用護用護用護用ののののべットべットべットべットかかかか何何何何かをつくってくかをつくってくかをつくってくかをつくってくれないかと、それないかと、それないかと、それないかと、そんんんんなななな声声声声もももも校校校校長には長には長には長には届届届届いているということで、いているということで、いているということで、いているということで、木工木工木工木工を中を中を中を中心心心心にににに特特特特色色色色化化化化をどのよをどのよをどのよをどのようにできるのか。それから当うにできるのか。それから当うにできるのか。それから当うにできるのか。それから当然進学然進学然進学然進学にもにもにもにも対応対応対応対応するするするする必必必必要がありますので、要がありますので、要がありますので、要がありますので、普普普普通通通通科科科科というというというという両側両側両側両側面面面面をををを持持持持たせながら、たせながら、たせながら、たせながら、十十十十津津津津川川川川高等学校高等学校高等学校高等学校のののの活性化活性化活性化活性化は、これからは、これからは、これからは、これから真真真真剣剣剣剣にににに考え考え考え考えていくていくていくていく必必必必要があるの要があるの要があるの要があるのではないかとではないかとではないかとではないかと考え考え考え考えています。ています。ています。ています。今後今後今後今後はははは学校づ学校づ学校づ学校づくりをくりをくりをくりを進進進進めていく上で、めていく上で、めていく上で、めていく上で、ややややはり地はり地はり地はり地域域域域にににに愛愛愛愛されたり、地されたり、地されたり、地されたり、地域域域域のののの小小小小・中・中・中・中学学学学生生生生がそがそがそがそこに行きたいというこに行きたいというこに行きたいというこに行きたいという学校学校学校学校をつくりながら、をつくりながら、をつくりながら、をつくりながら、普普普普通通通通科科科科のののの全全全全県県県県的的的的な配な配な配な配置置置置、それから地、それから地、それから地、それから地域性域性域性域性のののの強強強強いいいい特特特特色色色色あるあるあるある学校づ学校づ学校づ学校づくりを、どのようにあわせくりを、どのようにあわせくりを、どのようにあわせくりを、どのようにあわせ持持持持ってってってって学校づ学校づ学校づ学校づくりをしていくかを、くりをしていくかを、くりをしていくかを、くりをしていくかを、今考え今考え今考え今考えていていていているとこるとこるとこるところろろろです。です。です。です。答答答答ええええになったかどうかはわかりませになったかどうかはわかりませになったかどうかはわかりませになったかどうかはわかりませんんんんけれども、けれども、けれども、けれども、今今今今のののの考え考え考え考えはそういうとこはそういうとこはそういうとこはそういうところろろろです。です。です。です。○吉田保健体育課長○吉田保健体育課長○吉田保健体育課長○吉田保健体育課長 岡委員から、岡委員から、岡委員から、岡委員から、学校学校学校学校安安安安全全全全にににに対対対対するするするする取取取取りりりり組組組組みについて、もうみについて、もうみについて、もうみについて、もう少少少少しししし具具具具体的体的体的体的なななな状状状状況況況況についてのごについてのごについてのごについてのご質問質問質問質問、そして、、そして、、そして、、そして、今後今後今後今後どのようにどのようにどのようにどのように取取取取りりりり組組組組んんんんでいくのかについておでいくのかについておでいくのかについておでいくのかについてお答答答答ええええしししします。ます。ます。ます。さきのさきのさきのさきの代表代表代表代表質問質問質問質問の中で教育長からの中で教育長からの中で教育長からの中で教育長から答弁答弁答弁答弁させていただきましたけれども、その中でさせていただきましたけれども、その中でさせていただきましたけれども、その中でさせていただきましたけれども、その中で生生生生活活活活安安安安全全全全教育における地教育における地教育における地教育における地域域域域安安安安全マ全マ全マ全マッッッッププププのののの作作作作成についてもご成についてもご成についてもご成についてもご答弁答弁答弁答弁をさせていただきました。このこをさせていただきました。このこをさせていただきました。このこをさせていただきました。このことについて、地とについて、地とについて、地とについて、地域域域域とのとのとのとの連携連携連携連携もももも含含含含めて、めて、めて、めて、具具具具体体体体例としてご例としてご例としてご例としてご紹介紹介紹介紹介させていただきます。させていただきます。させていただきます。させていただきます。事件事件事件事件やややや事事事事故故故故にににに遭遭遭遭うううう危険危険危険危険をををを回回回回避避避避するために、するために、するために、するために、校校校校区区区区内内内内の、例の、例の、例の、例えばえばえばえば過過過過去去去去に事件に事件に事件に事件やややや事事事事故故故故がががが起起起起こっこっこっこったとこたとこたとこたところろろろ、、、、ヒヒヒヒヤヤヤヤリリリリ・ハ・ハ・ハ・ハットットットット事事事事故故故故のののの発発発発生生生生箇箇箇箇所、事件所、事件所、事件所、事件やややや事事事事故故故故がががが起起起起きそうなとこきそうなとこきそうなとこきそうなところろろろ、、、、何何何何かあったかあったかあったかあったらららら助助助助けをけをけをけを求求求求めることができるとこめることができるとこめることができるとこめることができるところろろろ、、、、降雨降雨降雨降雨等等等等によるによるによるによる災害災害災害災害のののの発発発発生生生生しそうなとこしそうなとこしそうなとこしそうなところろろろを中を中を中を中心心心心に、に、に、に、子子子子どもたちが教職員はもとより、保どもたちが教職員はもとより、保どもたちが教職員はもとより、保どもたちが教職員はもとより、保護護護護者、地者、地者、地者、地域域域域の自治会の人の自治会の人の自治会の人の自治会の人 々々々々、、、、警察警察警察警察などの関係などの関係などの関係などの関係機機機機関の関の関の関の協協協協力力力力をををを得得得得て、実て、実て、実て、実際際際際にににに通学通学通学通学路路路路等等等等を中を中を中を中心心心心としたとしたとしたとした校校校校区区区区内内内内をををを歩歩歩歩いていていていて調調調調査し、地査し、地査し、地査し、地図図図図にににに落落落落としとしとしとし込込込込むむむむ作作作作業を業を業を業をしています。しています。しています。しています。各学校各学校各学校各学校によってによってによってによって作作作作成方法成方法成方法成方法やややや地地地地域域域域とのとのとのとの協力体制協力体制協力体制協力体制にににに違違違違いはあるものの、いはあるものの、いはあるものの、いはあるものの、子子子子どもたどもたどもたどもたちがちがちがちが危険危険危険危険を予を予を予を予測測測測し、し、し、し、危険危険危険危険をををを回回回回避避避避するためにはするためにはするためにはするためには効効効効果果果果的的的的なななな取取取取りりりり組組組組みとなっています。みとなっています。みとなっています。みとなっています。続いて、続いて、続いて、続いて、防防防防災災災災教育の教育の教育の教育の面面面面でのでのでのでの具具具具体的体的体的体的なななな取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを紹介紹介紹介紹介させていただきますと、これもさきさせていただきますと、これもさきさせていただきますと、これもさきさせていただきますと、これもさきのののの代表代表代表代表質問質問質問質問でおでおでおでお答答答答ええええさせていただきましたが、平成２６年度させていただきましたが、平成２６年度させていただきましたが、平成２６年度させていただきましたが、平成２６年度作作作作成の成の成の成の防防防防災災災災教育教教育教教育教教育教材材材材「「「「災害災害災害災害かかかからららら身身身身をををを守守守守る～る～る～る～紀伊紀伊紀伊紀伊半半半半島島島島大大大大水水水水害害害害の記の記の記の記録録録録～」の～」の～」の～」の活用活用活用活用をををを促促促促しながら、しながら、しながら、しながら、緊急緊急緊急緊急地地地地震震震震速報の速報の速報の速報の警警警警報報報報音音音音をををを活活活活用用用用したしたしたした科科科科学学学学技術技術技術技術をををを活用活用活用活用したしたしたした避避避避難難難難訓訓訓訓練練練練等等等等についても、についても、についても、についても、対応対応対応対応ママママニニニニュュュュアルアルアルアル例を例を例を例を各学校各学校各学校各学校に文に文に文に文書書書書でででで知知知知らせるとともに、県教育委員会のらせるとともに、県教育委員会のらせるとともに、県教育委員会のらせるとともに、県教育委員会のホホホホーーーームムムムページにもページにもページにもページにも掲掲掲掲載し、載し、載し、載し、各学校各学校各学校各学校におけるにおけるにおけるにおける取取取取りりりり組組組組みをみをみをみをササササ
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ポポポポーーーートトトトしているとこしているとこしているとこしているところろろろです。です。です。です。また、また、また、また、特特特特徴徴徴徴的的的的なななな取取取取りりりり組組組組み実み実み実み実践践践践としては、例としては、例としては、例としては、例えばえばえばえば五條五條五條五條市市市市の中の中の中の中学校学校学校学校ではではではでは生徒生徒生徒生徒が中が中が中が中心心心心となり保となり保となり保となり保護護護護者、自治会、関係者、自治会、関係者、自治会、関係者、自治会、関係機機機機関と関と関と関と連携連携連携連携したしたしたした防防防防災災災災訓訓訓訓練練練練を実施し、を実施し、を実施し、を実施し、避避避避難難難難所設所設所設所設営営営営訓訓訓訓練練練練、、、、心心心心肺蘇肺蘇肺蘇肺蘇生生生生法実法実法実法実習習習習、、、、炊炊炊炊き出しき出しき出しき出し訓訓訓訓練練練練等等等等にににに取取取取りりりり組組組組み、成果を上げているとこみ、成果を上げているとこみ、成果を上げているとこみ、成果を上げているところろろろです。です。です。です。今後今後今後今後のののの取取取取りりりり組組組組みについてですが、県教育委員会がみについてですが、県教育委員会がみについてですが、県教育委員会がみについてですが、県教育委員会が作作作作成している成している成している成している、、、、「「「「学校学校学校学校安安安安全全全全」指」指」指」指導導導導の手の手の手の手引引引引があります。これはあらがあります。これはあらがあります。これはあらがあります。これはあらゆゆゆゆるるるる学校学校学校学校安安安安全全全全に関する事に関する事に関する事に関する事象象象象について、項について、項について、項について、項目目目目別別別別にどのようなにどのようなにどのようなにどのような対応対応対応対応がががが必必必必要なのか、要なのか、要なのか、要なのか、学校学校学校学校でどのようにでどのようにでどのようにでどのようにママママニニニニュュュュアルアルアルアルをつくるをつくるをつくるをつくるべべべべきかをその中にきかをその中にきかをその中にきかをその中に網羅網羅網羅網羅しているわけしているわけしているわけしているわけなのですけれども、なのですけれども、なのですけれども、なのですけれども、学習学習学習学習指指指指導導導導要要要要領領領領の改の改の改の改訂訂訂訂にあわせて、にあわせて、にあわせて、にあわせて、各学校各学校各学校各学校のののの今後今後今後今後のののの対応対応対応対応ママママニニニニュュュュアルアルアルアルをををを作作作作成する上での指成する上での指成する上での指成する上での指針針針針となるようとなるようとなるようとなるよう、、、、「「「「学校学校学校学校安安安安全全全全」指」指」指」指導導導導の手の手の手の手引引引引をををを新新新新たにたにたにたに全全全全面的面的面的面的に改に改に改に改訂訂訂訂していきたしていきたしていきたしていきたいといといといと考え考え考え考えています。ています。ています。ています。○岡委員○岡委員○岡委員○岡委員 まずまずまずまず最初最初最初最初のののの特特特特色色色色あるあるあるある学校づ学校づ学校づ学校づくりで、くりで、くりで、くりで、私私私私はははは代表代表代表代表質問質問質問質問のときにのときにのときにのときにピピピピンンンンチチチチははははチチチチャャャャンンンンススススとととと申し上げましたが、本県のように申し上げましたが、本県のように申し上げましたが、本県のように申し上げましたが、本県のように大変大変大変大変厳厳厳厳しい人口減しい人口減しい人口減しい人口減少少少少、、、、過過過過疎疎疎疎化等々化等々化等々化等々の中で、これをの中で、これをの中で、これをの中で、これを逆逆逆逆手に手に手に手にとっていくというとっていくというとっていくというとっていくという発発発発想想想想があるのではないかとがあるのではないかとがあるのではないかとがあるのではないかと思思思思うのです。うのです。うのです。うのです。例例例例えばえばえばえば、、、、少少少少しししし話話話話がずれるかもしれませがずれるかもしれませがずれるかもしれませがずれるかもしれませんんんんけれども、先般、教育委員会の中で、けれども、先般、教育委員会の中で、けれども、先般、教育委員会の中で、けれども、先般、教育委員会の中で、私私私私もももも参参参参加加加加させてもらって、させてもらって、させてもらって、させてもらって、へへへへき地教育の議き地教育の議き地教育の議き地教育の議論論論論をををを聞聞聞聞いていていていて最後最後最後最後にごにごにごにご意見意見意見意見申し上げたのですけれども、申し上げたのですけれども、申し上げたのですけれども、申し上げたのですけれども、複複複複式学式学式学式学級級級級のののの話話話話です。です。です。です。最初最初最初最初は教育委員会の方は教育委員会の方は教育委員会の方は教育委員会の方 々々々々もももも市町市町市町市町村教育委員会の方村教育委員会の方村教育委員会の方村教育委員会の方 々々々々も、加配をという要も、加配をという要も、加配をという要も、加配をという要望望望望がずっとあったわけですけれども、議がずっとあったわけですけれども、議がずっとあったわけですけれども、議がずっとあったわけですけれども、議論論論論をする中で、をする中で、をする中で、をする中で、複複複複式学式学式学式学級級級級のあり方をもっと研のあり方をもっと研のあり方をもっと研のあり方をもっと研究究究究しししして、それをて、それをて、それをて、それを逆逆逆逆手に手に手に手に生生生生かさないといけないのではないかというかさないといけないのではないかというかさないといけないのではないかというかさないといけないのではないかという発発発発想想想想のののの話話話話もありましたし、まもありましたし、まもありましたし、まもありましたし、また、そのためにはた、そのためにはた、そのためにはた、そのためにはややややはり教育委員会としてのはり教育委員会としてのはり教育委員会としてのはり教育委員会としての複複複複式学式学式学式学級級級級を担当する先を担当する先を担当する先を担当する先生生生生の研修の研修の研修の研修やややや、、、、能能能能力力力力のののの向向向向上が上が上が上が欠欠欠欠けていたのではないかなというけていたのではないかなというけていたのではないかなというけていたのではないかなという反反反反省省省省のののの弁弁弁弁も出ていました。まさにそうだとも出ていました。まさにそうだとも出ていました。まさにそうだとも出ていました。まさにそうだと思思思思うのでうのでうのでうのです。す。す。す。だから、だから、だから、だから、現現現現状状状状をををを考え考え考え考えると、ると、ると、ると、初初初初めからめからめからめから複複複複式学式学式学式学級級級級をををを否否否否定してかかるのではなくて、これはも定してかかるのではなくて、これはも定してかかるのではなくて、これはも定してかかるのではなくて、これはもうううう避避避避けてけてけてけて通通通通れないれないれないれない課題課題課題課題だとだとだとだと思思思思うのです。そうすると、それをうのです。そうすると、それをうのです。そうすると、それをうのです。そうすると、それを今今今今度どう度どう度どう度どうややややってってってって生生生生かすほうにかすほうにかすほうにかすほうに変化変化変化変化させるかというさせるかというさせるかというさせるかという発発発発想想想想がががが大大大大事だと事だと事だと事だと思思思思います。います。います。います。今今今今のののの学校学校学校学校がががが抱抱抱抱ええええているているているている課題課題課題課題の中で、人口減の中で、人口減の中で、人口減の中で、人口減少少少少によりによりによりにより生徒生徒生徒生徒が減っていく、また、よそのが減っていく、また、よそのが減っていく、また、よそのが減っていく、また、よその学校へ学校へ学校へ学校へ行かれてしまう、行かれてしまう、行かれてしまう、行かれてしまう、高校高校高校高校でもでもでもでも私私私私立に行く方立に行く方立に行く方立に行く方ががががふふふふええええていますけれども、そういう中で、ていますけれども、そういう中で、ていますけれども、そういう中で、ていますけれども、そういう中で、ややややはり公立はり公立はり公立はり公立高校高校高校高校として、また、として、また、として、また、として、また、小小小小・中・中・中・中学校学校学校学校もそもそもそもそうですけれども、うですけれども、うですけれども、うですけれども、生徒生徒生徒生徒をいかにをいかにをいかにをいかに呼呼呼呼び込び込び込び込むむむむかというかというかというかという仕仕仕仕掛掛掛掛け、そして、そのためにはけ、そして、そのためにはけ、そして、そのためにはけ、そして、そのためには何何何何といっといっといっといってもてもてもても私私私私ははははキキキキーーーーママママンがンがンがンが必必必必要だと要だと要だと要だと思思思思うのです。先ほどのうのです。先ほどのうのです。先ほどのうのです。先ほどの隠岐島隠岐島隠岐島隠岐島前高等学校前高等学校前高等学校前高等学校でもそうですけれどでもそうですけれどでもそうですけれどでもそうですけれども、も、も、も、ややややはりはりはりはりキキキキーーーーママママンをンをンをンを呼呼呼呼んんんんだ、その人が中だ、その人が中だ、その人が中だ、その人が中心心心心になって、いになって、いになって、いになって、いろろろろいいいいろろろろなことをなことをなことをなことをアドアドアドアドバイバイバイバイススススしなしなしなしながら行がら行がら行がら行政政政政と地と地と地と地域域域域とととと取取取取りりりり組組組組んんんんででででややややってきた結果がこうなっているということです。ってきた結果がこうなっているということです。ってきた結果がこうなっているということです。ってきた結果がこうなっているということです。
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したがって、したがって、したがって、したがって、確確確確かに教育委員会の中にも立かに教育委員会の中にも立かに教育委員会の中にも立かに教育委員会の中にも立派派派派なななな発発発発想想想想があるとがあるとがあるとがあると思思思思いますけれども、それよいますけれども、それよいますけれども、それよいますけれども、それよりりりり外外外外にもにもにもにも知知知知恵恵恵恵をををを求求求求めるということもめるということもめるということもめるということもぜぜぜぜひひひひややややってもらいたいと、要ってもらいたいと、要ってもらいたいと、要ってもらいたいと、要望望望望したいとしたいとしたいとしたいと思思思思います。います。います。います。必必必必ずそこにずそこにずそこにずそこに何何何何かいいかいいかいいかいいヒヒヒヒンンンントトトトがもらがもらがもらがもらええええるのではないかとるのではないかとるのではないかとるのではないかと思思思思いますので、よいますので、よいますので、よいますので、よろろろろしくお願いします。しくお願いします。しくお願いします。しくお願いします。それから、安それから、安それから、安それから、安全全全全については、いについては、いについては、いについては、いろろろろいいいいろろろろなことがなことがなことがなことが想想想想定されるだけに、これが一定されるだけに、これが一定されるだけに、これが一定されるだけに、これが一番番番番いいのだいいのだいいのだいいのだということはなかなかということはなかなかということはなかなかということはなかなか私私私私もわかりませもわかりませもわかりませもわかりませんんんん。しかし、。しかし、。しかし、。しかし、ポポポポイイイインンンントトトトはははは何何何何かといったら、かといったら、かといったら、かといったら、ややややはりはりはりはり身身身身についているかです。いについているかです。いについているかです。いについているかです。いざざざざというときのというときのというときのというときの動動動動きができているかどうか、ここがきができているかどうか、ここがきができているかどうか、ここがきができているかどうか、ここがポポポポイイイインンンントトトトだとだとだとだと思思思思います。います。います。います。釜石釜石釜石釜石のののの奇奇奇奇跡跡跡跡とととと呼呼呼呼ばばばばれたあのれたあのれたあのれたあ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全全全全員員員員助助助助かったのは、日ごかったのは、日ごかったのは、日ごかったのは、日ごろろろろからからからから訓訓訓訓練練練練ししししてててて身身身身についていた。についていた。についていた。についていた。反反反反射射射射的的的的に、もうとにかくに、もうとにかくに、もうとにかくに、もうとにかく津津津津波波波波がががが来来来来たらてたらてたらてたらてんんんんででででんんんんここここ逃逃逃逃げげげげろろろろと、と、と、と、最初最初最初最初からからからから教教教教ええええてあることがてあることがてあることがてあることが生生生生きたのです。そういうことをきたのです。そういうことをきたのです。そういうことをきたのです。そういうことを考え考え考え考えると、日ごると、日ごると、日ごると、日ごろろろろから、から、から、から、子子子子どもたちにどもたちにどもたちにどもたちに対対対対して、して、して、して、身身身身につけるためのにつけるためのにつけるためのにつけるための訓訓訓訓練練練練をしっかりとをしっかりとをしっかりとをしっかりと取取取取りりりり組組組組んんんんでいただくように、でいただくように、でいただくように、でいただくように、各学校各学校各学校各学校ににににぜぜぜぜひひひひご指ご指ご指ご指導導導導願いたいとお願いして願いたいとお願いして願いたいとお願いして願いたいとお願いして終終終終わります。わります。わります。わります。○安井委員○安井委員○安井委員○安井委員 子子子子どもたちがどもたちがどもたちがどもたちが学校学校学校学校生生生生活活活活をををを送送送送るのに、るのに、るのに、るのに、楽楽楽楽しいしいしいしい学校学校学校学校であるというであるというであるというであるという前前前前提はもち提はもち提はもち提はもちろんろんろんろん言言言言うまでもないわけです。うまでもないわけです。うまでもないわけです。うまでもないわけです。楽楽楽楽しいしいしいしい学校学校学校学校生生生生活活活活をををを送送送送ることこそがることこそがることこそがることこそが健健健健全全全全なななな子子子子どもたちの育成につどもたちの育成につどもたちの育成につどもたちの育成につながっていくのではないかとながっていくのではないかとながっていくのではないかとながっていくのではないかと思思思思っています。これもっています。これもっています。これもっています。これも言言言言うまでもなく先うまでもなく先うまでもなく先うまでもなく先生生生生もそういうことをもそういうことをもそういうことをもそういうことを基基基基本にしていつも本にしていつも本にしていつも本にしていつも取取取取りりりり組組組組んんんんでいただいているとでいただいているとでいただいているとでいただいていると思思思思っているのですが、っているのですが、っているのですが、っているのですが、不不不不幸幸幸幸にして事件にして事件にして事件にして事件や問や問や問や問題題題題をををを起起起起こしたこしたこしたこした少少少少年が、年が、年が、年が、学校学校学校学校で当で当で当で当然然然然そういうことがそういうことがそういうことがそういうことが話題話題話題話題になり、になり、になり、になり、学校学校学校学校としてもとしてもとしてもとしても対応対応対応対応にににに困困困困られられられられる場合もあるかとる場合もあるかとる場合もあるかとる場合もあるかと思思思思います。います。います。います。前回前回前回前回もももも特別特別特別特別指指指指導導導導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質問質問質問質問させていただきましたさせていただきましたさせていただきましたさせていただきましたが、が、が、が、問問問問題題題題をををを起起起起こしてしまったこしてしまったこしてしまったこしてしまった生徒生徒生徒生徒にににに対対対対しては、それしては、それしては、それしては、それぞぞぞぞれのれのれのれの学校学校学校学校でででで対応対応対応対応されてきたというされてきたというされてきたというされてきたという過過過過去去去去があって、そしてがあって、そしてがあって、そしてがあって、そして問問問問題題題題をををを起起起起こしたこしたこしたこした生徒生徒生徒生徒にににに対対対対してしてしてして反反反反省省省省をををを促促促促す、例す、例す、例す、例えばえばえばえば謹謹謹謹慎慎慎慎をするとかをするとかをするとかをするとか注注注注意意意意をするとか、さまをするとか、さまをするとか、さまをするとか、さまざざざざまなことをまなことをまなことをまなことを学校学校学校学校単単単単位位位位ででででややややってこられたということで、それが法定ってこられたということで、それが法定ってこられたということで、それが法定ってこられたということで、それが法定的的的的でででではなく、はなく、はなく、はなく、学校学校学校学校でででで最最最最善善善善のののの策策策策をををを講講講講じられてきたわけですが、じられてきたわけですが、じられてきたわけですが、じられてきたわけですが、各学校各学校各学校各学校にににに基準や基準や基準や基準や指指指指導導導導方法は、お方法は、お方法は、お方法は、お任任任任せされていたというか、おのおのせされていたというか、おのおのせされていたというか、おのおのせされていたというか、おのおの対応対応対応対応されてきたというされてきたというされてきたというされてきたという経緯経緯経緯経緯があり、教員の間でもがあり、教員の間でもがあり、教員の間でもがあり、教員の間でも取取取取りりりり組組組組みについてみについてみについてみについて不十不十不十不十分なとこ分なとこ分なとこ分なところろろろもあったのではないかというもあったのではないかというもあったのではないかというもあったのではないかという側面側面側面側面もももも否否否否めないかとめないかとめないかとめないかと思思思思うのです。うのです。うのです。うのです。取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの反反反反省省省省すすすすべべべべきとこきとこきとこきところろろろはははは反反反反省省省省して、当して、当して、当して、当然然然然そのそのそのそのケケケケーーーースや内容スや内容スや内容スや内容によっては、によっては、によっては、によっては、各学校各学校各学校各学校でででで個個個個別別別別にににに対応対応対応対応をををを考え考え考え考えられるのが一られるのが一られるのが一られるのが一番番番番いいのですが、いいのですが、いいのですが、いいのですが、少少少少なくともなくともなくともなくとも現現現現状状状状のののの問問問問題題題題点点点点としては、教育委としては、教育委としては、教育委としては、教育委員会で、ある一定の員会で、ある一定の員会で、ある一定の員会で、ある一定の統統統統一した一した一した一した考え考え考え考え方方方方やややや、どういう、どういう、どういう、どういう形形形形で教育委員会とので教育委員会とので教育委員会とので教育委員会との連携連携連携連携をとっていくのをとっていくのをとっていくのをとっていくのか、そういうか、そういうか、そういうか、そういうガガガガイイイイドラドラドラドライイイインがンがンがンが必必必必要ではないかと要ではないかと要ではないかと要ではないかと思思思思ってってってって質問質問質問質問したのですが、したのですが、したのですが、したのですが、最最最最近近近近の報の報の報の報道道道道によによによによると、教育委員会がると、教育委員会がると、教育委員会がると、教育委員会がガガガガイイイイドラドラドラドライイイインをつくっているという報ンをつくっているという報ンをつくっているという報ンをつくっているという報道道道道がありました。教育委員会とがありました。教育委員会とがありました。教育委員会とがありました。教育委員会としても一定の方しても一定の方しても一定の方しても一定の方向向向向を出されて、を出されて、を出されて、を出されて、各学校各学校各学校各学校それそれそれそれぞぞぞぞれがれがれがれが対応対応対応対応されたことにされたことにされたことにされたことに対対対対して、教育委員会として、教育委員会として、教育委員会として、教育委員会としてもこういうしてもこういうしてもこういうしてもこういう思思思思い、い、い、い、考え考え考え考え、そしてまた、そしてまた、そしてまた、そしてまた聞聞聞聞く、く、く、く、話話話話す、さます、さます、さます、さまざざざざまなまなまなまな面面面面でででで効効効効果果果果的的的的なななな対応対応対応対応策策策策がががが講講講講
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じられていくものとじられていくものとじられていくものとじられていくものと思思思思うのですけれども、つくられたうのですけれども、つくられたうのですけれども、つくられたうのですけれども、つくられたガガガガイイイイドラドラドラドライイイインについて、まずンについて、まずンについて、まずンについて、まず現現現現状状状状かかかからららら見見見見てどういう方てどういう方てどういう方てどういう方向向向向性性性性をををを見見見見出していくのか、また、その出していくのか、また、その出していくのか、また、その出していくのか、また、その意意意意義義義義をどうをどうをどうをどう強強強強調調調調されていこうとしされていこうとしされていこうとしされていこうとしているのか、そのているのか、そのているのか、そのているのか、その点点点点をおをおをおをお尋ね尋ね尋ね尋ねしたいとしたいとしたいとしたいと思思思思います。います。います。います。○相知生徒指導支援室長○相知生徒指導支援室長○相知生徒指導支援室長○相知生徒指導支援室長 このたこのたこのたこのたび作び作び作び作成した成した成した成した特別特別特別特別指指指指導導導導ガガガガイイイイドラドラドラドライイイインについて説明します。ンについて説明します。ンについて説明します。ンについて説明します。委員お委員お委員お委員お述述述述べべべべのとおり、のとおり、のとおり、のとおり、生徒生徒生徒生徒の環境の環境の環境の環境やややや生徒生徒生徒生徒個々個々個々個々のののの対応対応対応対応で、で、で、で、生徒生徒生徒生徒集集集集団団団団全全全全体体体体をををを対象対象対象対象とした一般とした一般とした一般とした一般的的的的な指な指な指な指導導導導では解決できない場合、また、では解決できない場合、また、では解決できない場合、また、では解決できない場合、また、問問問問題題題題行行行行動動動動をををを起起起起こしたこしたこしたこした生徒生徒生徒生徒に実施しているに実施しているに実施しているに実施している特別特別特別特別指指指指導導導導について、このたについて、このたについて、このたについて、このたびびびび県で県で県で県で特別特別特別特別指指指指導導導導ののののガガガガイイイイドラドラドラドライイイインをンをンをンを作作作作成しました。成しました。成しました。成しました。特別特別特別特別指指指指導導導導とはとはとはとは問問問問題題題題行行行行動動動動等等等等をををを起起起起こしたこしたこしたこした生徒生徒生徒生徒がみずからの行がみずからの行がみずからの行がみずからの行動動動動をををを反反反反省省省省し、し、し、し、将将将将来来来来にににに希希希希望や望や望や望や目標目標目標目標をををを持持持持ってってってって充充充充実した実した実した実した学校学校学校学校生生生生活活活活をををを送送送送ることができるよう、ることができるよう、ることができるよう、ることができるよう、特別特別特別特別に指に指に指に指導導導導を行ってを行ってを行ってを行って支支支支援援援援する教育する教育する教育する教育活動活動活動活動です。このことを、です。このことを、です。このことを、です。このことを、各各各各県立県立県立県立高等学校高等学校高等学校高等学校にににに再再再再認識認識認識認識してもらうためにしてもらうためにしてもらうためにしてもらうために作作作作成しました。成しました。成しました。成しました。個々個々個々個々のののの生徒生徒生徒生徒にとってどのような指にとってどのような指にとってどのような指にとってどのような指導導導導とととと支支支支援援援援がががが必必必必要なのかを要なのかを要なのかを要なのかを見見見見きわめ、関係職員がきわめ、関係職員がきわめ、関係職員がきわめ、関係職員が共通共通共通共通理解を理解を理解を理解を図図図図りながら指りながら指りながら指りながら指導導導導とととと支支支支援援援援を行うこを行うこを行うこを行うことをとをとをとを全全全全県県県県的的的的にににに推推推推しししし進進進進めることがめることがめることがめることが重重重重要と要と要と要と考え考え考え考え、このた、このた、このた、このたびびびび１２月４日に奈良県立１２月４日に奈良県立１２月４日に奈良県立１２月４日に奈良県立高等学校高等学校高等学校高等学校におにおにおにおけるけるけるける特別特別特別特別指指指指導導導導ガガガガイイイイドラドラドラドライイイインをンをンをンを作作作作成しました。成しました。成しました。成しました。県立県立県立県立高等学校高等学校高等学校高等学校でででで特別特別特別特別指指指指導導導導のののの対象対象対象対象となる事となる事となる事となる事象象象象がががが発発発発生生生生した場合は、このした場合は、このした場合は、このした場合は、このガガガガイイイイドラドラドラドライイイインをもとンをもとンをもとンをもとにににに問問問問題題題題行行行行動等動等動等動等のののの背背背背景景景景やややや事実を事実を事実を事実を具具具具体的体的体的体的にににに把握把握把握把握するとともに、するとともに、するとともに、するとともに、各学校各学校各学校各学校であらかじめ定められたであらかじめ定められたであらかじめ定められたであらかじめ定められた生徒生徒生徒生徒指指指指導導導導に関する規定をに関する規定をに関する規定をに関する規定を踏踏踏踏ままままええええつつ、つつ、つつ、つつ、個々個々個々個々のののの生徒生徒生徒生徒のののの置置置置かれた環境かれた環境かれた環境かれた環境や特性等や特性等や特性等や特性等にも配慮した指にも配慮した指にも配慮した指にも配慮した指導導導導とととと支支支支援援援援を行っていきます。を行っていきます。を行っていきます。を行っていきます。また、また、また、また、特別特別特別特別指指指指導導導導はははは生徒生徒生徒生徒にににに対対対対する教育する教育する教育する教育的的的的な指な指な指な指導導導導であり、法定であり、法定であり、法定であり、法定懲戒懲戒懲戒懲戒とはとはとはとは異異異異なるということをなるということをなるということをなるということを保保保保護護護護者者者者及び及び及び及び生徒生徒生徒生徒にににに十十十十分に説明して、分に説明して、分に説明して、分に説明して、生徒生徒生徒生徒の自の自の自の自覚覚覚覚とととと家家家家庭の庭の庭の庭の協力協力協力協力のもとにのもとにのもとにのもとに進進進進めていこうとめていこうとめていこうとめていこうと思思思思っっっっています。ています。ています。ています。今後今後今後今後、、、、生徒生徒生徒生徒理解を理解を理解を理解を基基基基盤盤盤盤とした指とした指とした指とした指導導導導とととと支支支支援援援援がががが全全全全県立県立県立県立高等学校高等学校高等学校高等学校で行われるよう、で行われるよう、で行われるよう、で行われるよう、今今今今年度中に、年度中に、年度中に、年度中に、具具具具体的体的体的体的にはにはにはには今今今今月月月月末末末末からからからから生徒生徒生徒生徒指指指指導支導支導支導支援援援援室の指室の指室の指室の指導主導主導主導主事が事が事が事が各学校各学校各学校各学校をををを訪訪訪訪問問問問して、して、して、して、ガガガガイイイイドラドラドラドライイイインにンにンにンに基基基基づづづづく研修会をく研修会をく研修会をく研修会を全全全全てのてのてのての高等学校高等学校高等学校高等学校で行い、で行い、で行い、で行い、内容内容内容内容のののの周周周周知知知知にににに努努努努めてまいりたいとめてまいりたいとめてまいりたいとめてまいりたいと思思思思っています。っています。っています。っています。以以以以上です。上です。上です。上です。○安井委員○安井委員○安井委員○安井委員 このこのこのこのガガガガイイイイドラドラドラドライイイインによって、一定、一ンによって、一定、一ンによって、一定、一ンによって、一定、一体的体的体的体的なななな問問問問題題題題行行行行動動動動にににに対対対対するするするする取取取取りりりり組組組組みがみがみがみが広広広広がったということががったということががったということががったということが言え言え言え言えるのですけれども、るのですけれども、るのですけれども、るのですけれども、各学校各学校各学校各学校ででででややややっておられたっておられたっておられたっておられた今今今今までのまでのまでのまでの特別特別特別特別指指指指導導導導は、は、は、は、決してそれを決してそれを決してそれを決してそれを否否否否定するものではなく、定するものではなく、定するものではなく、定するものではなく、ややややはりそのはりそのはりそのはりそのケケケケーーーースススス、立場、環境によっては、それは、立場、環境によっては、それは、立場、環境によっては、それは、立場、環境によっては、それはそれでそれでそれでそれで十十十十分いいと分いいと分いいと分いいと思思思思うのです。教育委員会としてどうするかは、おうのです。教育委員会としてどうするかは、おうのです。教育委員会としてどうするかは、おうのです。教育委員会としてどうするかは、お聞聞聞聞かせいただきました。かせいただきました。かせいただきました。かせいただきました。指指指指導主導主導主導主事の方が中事の方が中事の方が中事の方が中心心心心になって、になって、になって、になって、各学校各学校各学校各学校をををを訪訪訪訪問問問問してということですけれど、その実施方法にしてということですけれど、その実施方法にしてということですけれど、その実施方法にしてということですけれど、その実施方法について、ついて、ついて、ついて、全全全全体的体的体的体的なななな意見意見意見意見をををを聞聞聞聞こうとこうとこうとこうと思えば思えば思えば思えば、、、、個別個別個別個別にににに訪訪訪訪問問問問していくよりも研修会でも開いた上していくよりも研修会でも開いた上していくよりも研修会でも開いた上していくよりも研修会でも開いた上
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で、いで、いで、いで、いろろろろいいいいろろろろなななな意見意見意見意見をををを聞聞聞聞かれたほうがいいのではないかと。かれたほうがいいのではないかと。かれたほうがいいのではないかと。かれたほうがいいのではないかと。各学校各学校各学校各学校ではどういうではどういうではどういうではどういう問問問問題題題題があがあがあがあって、どういうとこって、どういうとこって、どういうとこって、どういうところろろろにににに不不不不備備備備なななな点点点点があり、どういうとこがあり、どういうとこがあり、どういうとこがあり、どういうところろろろにににに特特特特徴徴徴徴があったかというがあったかというがあったかというがあったかという点点点点もももも全全全全体的体的体的体的にににに意見意見意見意見を出せる場をつくって、県がを出せる場をつくって、県がを出せる場をつくって、県がを出せる場をつくって、県が作作作作成した成した成した成したガガガガイイイイドラドラドラドライイイインの趣旨のンの趣旨のンの趣旨のンの趣旨の徹底徹底徹底徹底をををを図図図図っていくっていくっていくっていくべべべべきではないかときではないかときではないかときではないかと思思思思うのですけれども、教員たちにどのようにうのですけれども、教員たちにどのようにうのですけれども、教員たちにどのようにうのですけれども、教員たちにどのように聞聞聞聞いてこられたのか、そういてこられたのか、そういてこられたのか、そういてこられたのか、そういういういういう機機機機会はあったのか、教会はあったのか、教会はあったのか、教会はあったのか、教ええええていただきたいとていただきたいとていただきたいとていただきたいと思思思思います。います。います。います。○相知生徒指導支援室長○相知生徒指導支援室長○相知生徒指導支援室長○相知生徒指導支援室長 学校現学校現学校現学校現場場場場等等等等のののの意見意見意見意見をををを聞聞聞聞くことについては、８月１０日にくことについては、８月１０日にくことについては、８月１０日にくことについては、８月１０日に今後今後今後今後のののの特別特別特別特別指指指指導導導導のあり方のあり方のあり方のあり方検討検討検討検討委員会を立ち上げ、奈良県委員会を立ち上げ、奈良県委員会を立ち上げ、奈良県委員会を立ち上げ、奈良県高等学校高等学校高等学校高等学校長長長長協協協協会会長、会会長、会会長、会会長、生徒生徒生徒生徒指指指指導導導導研研研研究究究究会会会会会会会会長、長、長、長、並並並並びびびびにににに生徒生徒生徒生徒指指指指導導導導研研研研究協究協究協究協議会の議会の議会の議会の常任常任常任常任委員長、事務局長と委員長、事務局長と委員長、事務局長と委員長、事務局長と役役役役員の先員の先員の先員の先生生生生方、方、方、方、現現現現場の場の場の場の生徒生徒生徒生徒指指指指導導導導の先の先の先の先生生生生方にもかかわっていただき、また、教育委員会方にもかかわっていただき、また、教育委員会方にもかかわっていただき、また、教育委員会方にもかかわっていただき、また、教育委員会内内内内の関係の関係の関係の関係各各各各課課課課より委員としてより委員としてより委員としてより委員として参参参参加を加を加を加をいただいたり、いただいたり、いただいたり、いただいたり、現現現現場の先場の先場の先場の先生生生生方、方、方、方、校校校校長先長先長先長先生生生生方も方も方も方も含含含含め、委員会を８月から１１月まで４め、委員会を８月から１１月まで４め、委員会を８月から１１月まで４め、委員会を８月から１１月まで４回回回回、そ、そ、そ、それにかかわって事務局会議を４れにかかわって事務局会議を４れにかかわって事務局会議を４れにかかわって事務局会議を４回回回回、計８、計８、計８、計８回回回回行いまして、皆さ行いまして、皆さ行いまして、皆さ行いまして、皆さんんんんにごにごにごにご意見等意見等意見等意見等をいただいて、をいただいて、をいただいて、をいただいて、一定一定一定一定取取取取りまとめたとこりまとめたとこりまとめたとこりまとめたところろろろです。です。です。です。また、専また、専また、専また、専門門門門のののの大学大学大学大学の先の先の先の先生生生生等等等等からも指からも指からも指からも指導助言導助言導助言導助言をいただいていますが、をいただいていますが、をいただいていますが、をいただいていますが、今今今今、委員におっし、委員におっし、委員におっし、委員におっしゃゃゃゃっていただいたとおり、っていただいたとおり、っていただいたとおり、っていただいたとおり、今後今後今後今後研修していく上でも、研修していく上でも、研修していく上でも、研修していく上でも、活用活用活用活用にににに向向向向けてけてけてけて現現現現場のご場のご場のご場のご意見意見意見意見をををを反反反反映映映映したしたしたした形形形形で、で、で、で、効効効効果果果果的的的的に実施していけるようにに実施していけるようにに実施していけるようにに実施していけるように努力努力努力努力したいとしたいとしたいとしたいと思思思思っています。っています。っています。っています。○安井委員○安井委員○安井委員○安井委員 効効効効果果果果的的的的にというにというにというにという言言言言葉葉葉葉で安で安で安で安心心心心しましたけれども、しましたけれども、しましたけれども、しましたけれども、ぜぜぜぜひひひひともともともとも効効効効果あらしめること果あらしめること果あらしめること果あらしめることをををを期期期期待待待待したいとしたいとしたいとしたいと思思思思います。また、事件、事います。また、事件、事います。また、事件、事います。また、事件、事故故故故、そういう、そういう、そういう、そういう問問問問題題題題行行行行動動動動がががが起起起起こらないこらないこらないこらない現現現現場という場という場という場ということをことをことをことを非常非常非常非常にににに大切大切大切大切にしたいと、にしたいと、にしたいと、にしたいと、起起起起きてからのきてからのきてからのきてからの対対対対策策策策ではなくて、ではなくて、ではなくて、ではなくて、起起起起きるきるきるきる前前前前のののの対対対対策策策策がががが最最最最もももも大切大切大切大切であるとかであるとかであるとかであるとかねねねねががががねねねね思思思思っていますけれども、そういう環境っていますけれども、そういう環境っていますけれども、そういう環境っていますけれども、そういう環境づづづづくりにもくりにもくりにもくりにも十十十十分配慮して分配慮して分配慮して分配慮して頑頑頑頑張張張張ってってってってほしいとほしいとほしいとほしいと思思思思います。います。います。います。いずれにしても、いずれにしても、いずれにしても、いずれにしても、生徒生徒生徒生徒たちがたちがたちがたちが学校学校学校学校とのとのとのとの信信信信頼頼頼頼関係をつくっていかなけれ関係をつくっていかなけれ関係をつくっていかなけれ関係をつくっていかなければばばばいけないといけないといけないといけないと思思思思ううううので、これをので、これをので、これをので、これを契機契機契機契機にににに信信信信頼頼頼頼関係の関係の関係の関係の醸醸醸醸成にも、成にも、成にも、成にも、生徒生徒生徒生徒とととと学校学校学校学校との関係をとの関係をとの関係をとの関係を十十十十分分分分意意意意識識識識をををを高高高高めていただめていただめていただめていただきたいときたいときたいときたいと思思思思います。います。います。います。以以以以上です。上です。上です。上です。○中川副委員長○中川副委員長○中川副委員長○中川副委員長 私私私私からも、先に教育委員会所管のものについてからも、先に教育委員会所管のものについてからも、先に教育委員会所管のものについてからも、先に教育委員会所管のものについて質問質問質問質問します。します。します。します。まず、先日の決算審査まず、先日の決算審査まず、先日の決算審査まず、先日の決算審査特別特別特別特別委員会において、委員会において、委員会において、委員会において、学校学校学校学校給給給給食食食食の安の安の安の安全全全全安安安安心心心心について、香について、香について、香について、香芝芝芝芝市市市市の給の給の給の給食食食食食食食食材材材材にににに不不不不正な正な正な正な書書書書類類類類が提出されていた件に関して、そのが提出されていた件に関して、そのが提出されていた件に関して、そのが提出されていた件に関して、その後後後後どのようなどのようなどのようなどのような調調調調査結果が出たのか、査結果が出たのか、査結果が出たのか、査結果が出たのか、経緯経緯経緯経緯もももも含含含含めてご報告をお願いします。めてご報告をお願いします。めてご報告をお願いします。めてご報告をお願いします。○吉田保健体育課長○吉田保健体育課長○吉田保健体育課長○吉田保健体育課長 ごごごご質問質問質問質問は、平成２８年５月に、香は、平成２８年５月に、香は、平成２８年５月に、香は、平成２８年５月に、香芝芝芝芝市市市市のののの学校学校学校学校給給給給食食食食でででで使用使用使用使用するするするする豚肉豚肉豚肉豚肉にににについてついてついてついて納納納納入条件に県入条件に県入条件に県入条件に県内内内内産を産を産を産を求求求求めていたにもかかわらず、業者がめていたにもかかわらず、業者がめていたにもかかわらず、業者がめていたにもかかわらず、業者が納納納納品品品品したしたしたした全全全全てのてのてのての豚肉豚肉豚肉豚肉の産地の産地の産地の産地証証証証明明明明書書書書を提出しないままを提出しないままを提出しないままを提出しないまま納納納納品品品品したことによって、したことによって、したことによって、したことによって、豚肉豚肉豚肉豚肉にににに対対対対する安する安する安する安全全全全性性性性についてについてについてについて不不不不信信信信をををを招招招招いいいい
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たという件についてです。おたという件についてです。おたという件についてです。おたという件についてです。お答答答答ええええします。します。します。します。県教育委員会としましては、この事県教育委員会としましては、この事県教育委員会としましては、この事県教育委員会としましては、この事態態態態を受け、平成２８年９月に香を受け、平成２８年９月に香を受け、平成２８年９月に香を受け、平成２８年９月に香芝芝芝芝市市市市教育委員会を教育委員会を教育委員会を教育委員会を訪訪訪訪問問問問し、し、し、し、聞聞聞聞きききき取取取取りと指りと指りと指りと指導導導導を行っています。そのを行っています。そのを行っています。そのを行っています。その後後後後のののの状状状状況確況確況確況確認認認認のため、のため、のため、のため、再再再再度本年１０月２７日度本年１０月２７日度本年１０月２７日度本年１０月２７日に当に当に当に当課課課課の担当者２名が香の担当者２名が香の担当者２名が香の担当者２名が香芝芝芝芝市市市市教育委員会を教育委員会を教育委員会を教育委員会を訪訪訪訪問問問問し、し、し、し、聞聞聞聞きききき取取取取りを行いました。りを行いました。りを行いました。りを行いました。そのそのそのその聞聞聞聞きききき取取取取りでは、平成２８年５月に、りでは、平成２８年５月に、りでは、平成２８年５月に、りでは、平成２８年５月に、約約約約５００５００５００５００キキキキログログログログラムラムラムラムのののの豚肉豚肉豚肉豚肉がががが納納納納品品品品されたときに、されたときに、されたときに、されたときに、本本本本来来来来は１５は１５は１５は１５頭頭頭頭分の分の分の分の証証証証明が明が明が明が必必必必要ですが、４月１１日要ですが、４月１１日要ですが、４月１１日要ですが、４月１１日発発発発行の行の行の行の販売証販売証販売証販売証明明明明書書書書においては４においては４においては４においては４頭頭頭頭分の分の分の分の豚豚豚豚の産地しかの産地しかの産地しかの産地しか確確確確認認認認できていませできていませできていませできていませんんんんでした。そのでした。そのでした。そのでした。その後後後後、、、、同同同同年８月になり業者から年８月になり業者から年８月になり業者から年８月になり業者から国国国国産産産産豚肉豚肉豚肉豚肉出出出出荷荷荷荷証証証証明明明明書書書書が提出されたことで、が提出されたことで、が提出されたことで、が提出されたことで、約約約約５００５００５００５００キキキキログログログログラムラムラムラムのののの豚肉豚肉豚肉豚肉全全全全てについて奈良県産であることがてについて奈良県産であることがてについて奈良県産であることがてについて奈良県産であることが確確確確認認認認できたということです。できたということです。できたということです。できたということです。香香香香芝芝芝芝市市市市教育委員会は、本教育委員会は、本教育委員会は、本教育委員会は、本来来来来納納納納品品品品時時時時にににに確確確確認認認認しなけれしなけれしなけれしなければばばばならないならないならないならない豚肉豚肉豚肉豚肉全全全全ての産地ての産地ての産地ての産地確確確確認認認認がががが納納納納品品品品後後後後になってしまったことについては、になってしまったことについては、になってしまったことについては、になってしまったことについては、市民市民市民市民にににに誤誤誤誤解を解を解を解を招招招招くくくく不適不適不適不適切切切切な事務処理であったことをな事務処理であったことをな事務処理であったことをな事務処理であったことを認認認認め、め、め、め、現在現在現在現在はそのはそのはそのはその反反反反省省省省をををを踏踏踏踏ままままええええて業務のて業務のて業務のて業務の見直見直見直見直しを行っています。しを行っています。しを行っています。しを行っています。具具具具体的体的体的体的には、には、には、には、納納納納品品品品時時時時にはにはにはには必必必必ずずずず納納納納品品品品されたされたされたされた肉肉肉肉にににに見見見見合う産地合う産地合う産地合う産地証証証証明明明明等等等等のののの書書書書類類類類をををを確確確確認認認認することすることすることすることやややや、、、、その他のその他のその他のその他の納納納納入条件についても入条件についても入条件についても入条件についても仕仕仕仕様様様様書書書書に明記するなど、給に明記するなど、給に明記するなど、給に明記するなど、給食食食食の安の安の安の安全全全全をををを確確確確保できるよう、改保できるよう、改保できるよう、改保できるよう、改善善善善を行っています。そのため、業務のを行っています。そのため、業務のを行っています。そのため、業務のを行っています。そのため、業務の見直見直見直見直しししし後後後後はははは同同同同様の事様の事様の事様の事態態態態はははは起起起起こっていないとの報告を受こっていないとの報告を受こっていないとの報告を受こっていないとの報告を受けています。けています。けています。けています。今後今後今後今後とも県教育委員会としましては、とも県教育委員会としましては、とも県教育委員会としましては、とも県教育委員会としましては、食食食食品品品品のののの選選選選定、あるいは定、あるいは定、あるいは定、あるいは食食食食品品品品のののの検収検収検収検収、保管、保管、保管、保管等等等等についについについについては、文部ては、文部ては、文部ては、文部科科科科学学学学省省省省が定めるが定めるが定めるが定める学校学校学校学校給給給給食食食食衛衛衛衛生生生生管理管理管理管理基準基準基準基準にににに従従従従ってってってって適適適適切切切切、、、、適適適適正に実施されるよう、正に実施されるよう、正に実施されるよう、正に実施されるよう、研修会などのさま研修会などのさま研修会などのさま研修会などのさまざざざざまなまなまなまな機機機機会を会を会を会を捉捉捉捉ええええて、て、て、て、市町市町市町市町村教育委員会を指村教育委員会を指村教育委員会を指村教育委員会を指導導導導してまいりたいとしてまいりたいとしてまいりたいとしてまいりたいと思思思思ってってってっています。います。います。います。以以以以上です。上です。上です。上です。○中川副委員長○中川副委員長○中川副委員長○中川副委員長 １５１５１５１５頭頭頭頭のうち４のうち４のうち４のうち４頭頭頭頭分しか分しか分しか分しか販売証販売証販売証販売証明明明明書書書書がががが確確確確認認認認されていないとされていないとされていないとされていないと同同同同時時時時に、奈良に、奈良に、奈良に、奈良県産であるという産地県産であるという産地県産であるという産地県産であるという産地確確確確認認認認もももも完全完全完全完全にはできていないと、そういった理解でよにはできていないと、そういった理解でよにはできていないと、そういった理解でよにはできていないと、そういった理解でよろろろろしいでししいでししいでししいでしょょょょうか。うか。うか。うか。○吉田保健体育課長○吉田保健体育課長○吉田保健体育課長○吉田保健体育課長 先ほど申し上げましたように、８月になり業者から先ほど申し上げましたように、８月になり業者から先ほど申し上げましたように、８月になり業者から先ほど申し上げましたように、８月になり業者から国国国国産産産産豚肉豚肉豚肉豚肉出出出出荷荷荷荷証証証証明明明明書書書書が出ています。３が出ています。３が出ています。３が出ています。３カカカカ月おくれて出てきているということです。月おくれて出てきているということです。月おくれて出てきているということです。月おくれて出てきているということです。○中川副委員長○中川副委員長○中川副委員長○中川副委員長 おくれて出てきたおくれて出てきたおくれて出てきたおくれて出てきた証証証証明明明明書書書書もももも含含含含めると、めると、めると、めると、全全全全頭頭頭頭について、奈良県産のものでについて、奈良県産のものでについて、奈良県産のものでについて、奈良県産のものであるとあるとあるとあると確確確確認認認認ができたということでしができたということでしができたということでしができたということでしょょょょうか。うか。うか。うか。○吉田保健体育課長○吉田保健体育課長○吉田保健体育課長○吉田保健体育課長 はい、そうです。はい、そうです。はい、そうです。はい、そうです。○中川副委員長○中川副委員長○中川副委員長○中川副委員長 先ほど先ほど先ほど先ほど詳詳詳詳しい説明をいただきましたが、なしい説明をいただきましたが、なしい説明をいただきましたが、なしい説明をいただきましたが、なぜぜぜぜおくれておくれておくれておくれて証証証証明明明明書書書書をををを発発発発行しな行しな行しな行しないといけないのかと。本いといけないのかと。本いといけないのかと。本いといけないのかと。本来来来来であれであれであれであればばばば、、、、納納納納品品品品時時時時にしないといけないことが、おくれて出てきにしないといけないことが、おくれて出てきにしないといけないことが、おくれて出てきにしないといけないことが、おくれて出てき
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たことで、本当に奈良県産であるかどうかというたことで、本当に奈良県産であるかどうかというたことで、本当に奈良県産であるかどうかというたことで、本当に奈良県産であるかどうかという信信信信頼頼頼頼性性性性がががが揺揺揺揺らいでいるらいでいるらいでいるらいでいる状態状態状態状態です。です。です。です。今回今回今回今回、県教育委員会からも、県教育委員会からも、県教育委員会からも、県教育委員会からも調調調調査していただき、先ほど査していただき、先ほど査していただき、先ほど査していただき、先ほど今後今後今後今後の指の指の指の指導導導導についても説明いただについても説明いただについても説明いただについても説明いただきましたけれども、きましたけれども、きましたけれども、きましたけれども、学校学校学校学校給給給給食食食食のののの食食食食品品品品安安安安全全全全上の上の上の上の問問問問題題題題ですから、ですから、ですから、ですから、厳格厳格厳格厳格な管理は行っていただきな管理は行っていただきな管理は行っていただきな管理は行っていただきたいとたいとたいとたいと思思思思います。います。います。います。次の次の次の次の質問質問質問質問は、は、は、は、学校学校学校学校をはじめ、教育をはじめ、教育をはじめ、教育をはじめ、教育現現現現場におけるお場におけるお場におけるお場におけるお金金金金のののの取取取取りりりり扱扱扱扱いです。育いです。育いです。育いです。育友友友友会会会会費や費や費や費や給給給給食食食食費費費費など、など、など、など、必必必必ずしも公ずしも公ずしも公ずしも公金金金金ではないのですけれども、ではないのですけれども、ではないのですけれども、ではないのですけれども、準準準準公公公公金金金金とでもとでもとでもとでも言言言言ううううべべべべきおきおきおきお金金金金がががが取取取取りりりり扱扱扱扱われてわれてわれてわれているわけです。そういったものについて、例いるわけです。そういったものについて、例いるわけです。そういったものについて、例いるわけです。そういったものについて、例えば使えば使えば使えば使いいいい込込込込みであったりみであったりみであったりみであったり不適不適不適不適切切切切な管理はないな管理はないな管理はないな管理はないかといったかといったかといったかといった課題課題課題課題意意意意識識識識をををを持持持持っています。っています。っています。っています。例例例例えばえばえばえば、、、、最最最最近近近近の３年間でそういった報告は県教育委員会にありましたか。の３年間でそういった報告は県教育委員会にありましたか。の３年間でそういった報告は県教育委員会にありましたか。の３年間でそういった報告は県教育委員会にありましたか。○塩見教育次長（企画管理室長事務取扱）○塩見教育次長（企画管理室長事務取扱）○塩見教育次長（企画管理室長事務取扱）○塩見教育次長（企画管理室長事務取扱） 準準準準公公公公金金金金のののの不適不適不適不適切切切切なななな取取取取りりりり扱扱扱扱いのごいのごいのごいのご質問質問質問質問ですが、ですが、ですが、ですが、直直直直近近近近３年間で３年間で３年間で３年間で聞聞聞聞いたことはありませいたことはありませいたことはありませいたことはありませんんんん。。。。以以以以上です。上です。上です。上です。○中川副委員長○中川副委員長○中川副委員長○中川副委員長 報告はなかったという理解でおります。報告はなかったという理解でおります。報告はなかったという理解でおります。報告はなかったという理解でおります。次の次の次の次の質問質問質問質問にににに移移移移りたいとりたいとりたいとりたいと思思思思います。教育います。教育います。教育います。教育現現現現場の場の場の場のＩＩＩＩＣＣＣＣＴＴＴＴ化化化化推推推推進進進進、とりわけ教員、とりわけ教員、とりわけ教員、とりわけ教員用用用用ののののパソパソパソパソココココンンンンについてです。こちらは、先ほど藤野委員からも指についてです。こちらは、先ほど藤野委員からも指についてです。こちらは、先ほど藤野委員からも指についてです。こちらは、先ほど藤野委員からも指摘摘摘摘があったがあったがあったがあった校校校校務務務務用用用用ののののパソパソパソパソココココンにも関ンにも関ンにも関ンにも関連連連連するものですが、するものですが、するものですが、するものですが、生徒生徒生徒生徒用用用用ののののパソパソパソパソココココンンンン整整整整備備備備率率率率は奈良県はは奈良県はは奈良県はは奈良県は全全全全国国国国平平平平均均均均並並並並みです。平成２８年３月みです。平成２８年３月みです。平成２８年３月みです。平成２８年３月現在現在現在現在でででで全全全全国国国国平平平平均均均均は、は、は、は、生徒生徒生徒生徒１名に１名に１名に１名に対対対対して０して０して０して０．．．．２００２００２００２００台台台台で、で、で、で、対対対対して奈良県はして奈良県はして奈良県はして奈良県は生徒生徒生徒生徒１名に１名に１名に１名に対対対対してしてしてして００００．．．．１９６１９６１９６１９６台台台台と、おおと、おおと、おおと、おおむね全むね全むね全むね全国国国国平平平平均均均均ですが、一方で、教員ですが、一方で、教員ですが、一方で、教員ですが、一方で、教員用用用用パソパソパソパソココココンはンはンはンは整整整整備備備備率率率率がががが全全全全国最国最国最国最下下下下位位位位にににに近近近近いわけです。いわけです。いわけです。いわけです。全全全全国国国国平平平平均均均均が教員１名にが教員１名にが教員１名にが教員１名に対対対対して１して１して１して１．．．．２７８２７８２７８２７８台台台台、奈良県が教員１名に、奈良県が教員１名に、奈良県が教員１名に、奈良県が教員１名に対対対対しししして０て０て０て０．．．．５１４５１４５１４５１４台台台台とととと半半半半分分分分以以以以下下下下しかそのしかそのしかそのしかその割割割割合としてもない合としてもない合としてもない合としてもない状態状態状態状態です。です。です。です。教員教員教員教員用用用用ののののパソパソパソパソココココンのンのンのンの整整整整備備備備については、については、については、については、昨昨昨昨年度は３０７年度は３０７年度は３０７年度は３０７台台台台を追加していただいたわけですを追加していただいたわけですを追加していただいたわけですを追加していただいたわけですけれども、けれども、けれども、けれども、今今今今年度は追加なしと年度は追加なしと年度は追加なしと年度は追加なしと聞聞聞聞いています。いています。いています。いています。今今今今年度追加しなかった理年度追加しなかった理年度追加しなかった理年度追加しなかった理由由由由としてどとしてどとしてどとしてどんんんんなもなもなもなものがあるのか、のがあるのか、のがあるのか、のがあるのか、最最最最近何近何近何近何年間かの教員の年間かの教員の年間かの教員の年間かの教員のパソパソパソパソココココンのンのンのンの整整整整備備備備状状状状況況況況、追加、追加、追加、追加状状状状況況況況はどのようなはどのようなはどのようなはどのような推移推移推移推移ををををたどっているのか、説明をお願いします。たどっているのか、説明をお願いします。たどっているのか、説明をお願いします。たどっているのか、説明をお願いします。○前田教育振興大綱推進課長○前田教育振興大綱推進課長○前田教育振興大綱推進課長○前田教育振興大綱推進課長 教員教員教員教員用用用用のののの校校校校務務務務系パソ系パソ系パソ系パソココココンについては、ンについては、ンについては、ンについては、昨昨昨昨年度３０７年度３０７年度３０７年度３０７台台台台をををを整整整整備備備備させていただき、平成２９年３月させていただき、平成２９年３月させていただき、平成２９年３月させていただき、平成２９年３月現在現在現在現在は、県立は、県立は、県立は、県立高等学校高等学校高等学校高等学校において６６において６６において６６において６６．．．．１１１１％％％％のののの整整整整備備備備率率率率ととととなっています。なっています。なっています。なっています。昨昨昨昨年度は、これまで年度は、これまで年度は、これまで年度は、これまで学習用学習用学習用学習用、教育、教育、教育、教育用用用用のののの生徒生徒生徒生徒用用用用パソパソパソパソココココンのンのンのンのネネネネットットットットワワワワーーーーク整ク整ク整ク整備備備備の中での中での中での中で学校学校学校学校ごとに行っていたごとに行っていたごとに行っていたごとに行っていた整整整整備備備備を、を、を、を、整整整整備備備備のののの集集集集約約約約に伴うに伴うに伴うに伴う経費縮経費縮経費縮経費縮減により減により減により減により購購購購入入入入費用費用費用費用をををを捻捻捻捻出す出す出す出することがることがることがることが可能可能可能可能となったというとなったというとなったというとなったという状状状状況況況況です。です。です。です。過過過過去去去去には平成２１年度に教員２人に１には平成２１年度に教員２人に１には平成２１年度に教員２人に１には平成２１年度に教員２人に１台台台台というというというという状状状状況況況況でででで整整整整備備備備してしてしてして以以以以来来来来、、、、昨昨昨昨年度まで年度まで年度まで年度まで特特特特に実施できていなかったというに実施できていなかったというに実施できていなかったというに実施できていなかったという状状状状況況況況です。です。です。です。○中川副委員長○中川副委員長○中川副委員長○中川副委員長 平成２１年度に追加平成２１年度に追加平成２１年度に追加平成２１年度に追加整整整整備備備備したしたしたした後後後後は、平成２８年度まではは、平成２８年度まではは、平成２８年度まではは、平成２８年度までは特特特特にににに整整整整備備備備せずにせずにせずにせずに
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至至至至っていて、っていて、っていて、っていて、昨昨昨昨年度、改めて３０７年度、改めて３０７年度、改めて３０７年度、改めて３０７台台台台追加したという理解でおります。追加したという理解でおります。追加したという理解でおります。追加したという理解でおります。概算ですが、概算ですが、概算ですが、概算ですが、昨昨昨昨年度の年度の年度の年度の数字数字数字数字で、奈良県ので、奈良県ので、奈良県ので、奈良県の高校高校高校高校教員１，７３３名という教員１，７３３名という教員１，７３３名という教員１，７３３名という数字数字数字数字がありましたがありましたがありましたがありましたので、これをので、これをので、これをので、これを基準基準基準基準に、奈良県の０に、奈良県の０に、奈良県の０に、奈良県の０．．．．５１４５１４５１４５１４台台台台でででで割割割割合を合を合を合を掛掛掛掛けますとけますとけますとけますと現現現現場に８９１場に８９１場に８９１場に８９１台台台台ほどあるほどあるほどあるほどあるのかと。のかと。のかと。のかと。仮仮仮仮にににに全全全全国国国国平平平平均均均均ののののパパパパーセンーセンーセンーセンテテテテージだったらージだったらージだったらージだったら何何何何台台台台あるのかと計算をしたとこあるのかと計算をしたとこあるのかと計算をしたとこあるのかと計算をしたところろろろ、２，、２，、２，、２，２１５２１５２１５２１５台台台台になると。そのになると。そのになると。そのになると。その差差差差分は１，３２４分は１，３２４分は１，３２４分は１，３２４台台台台でして、でして、でして、でして、昨昨昨昨年度年度年度年度整整整整備備備備した３０７した３０７した３０７した３０７台台台台をををを引引引引きますきますきますきますと、それでもまだあと１，０１７と、それでもまだあと１，０１７と、それでもまだあと１，０１７と、それでもまだあと１，０１７台台台台、１，０００、１，０００、１，０００、１，０００台台台台ほどほどほどほど必必必必要になってくるわけです。要になってくるわけです。要になってくるわけです。要になってくるわけです。生徒生徒生徒生徒用用用用ののののパソパソパソパソココココンもンもンもンも大大大大事ですけれども、より事ですけれども、より事ですけれども、より事ですけれども、より深刻深刻深刻深刻なこういった教員なこういった教員なこういった教員なこういった教員用用用用ののののパソパソパソパソココココンのンのンのンの充充充充実も実も実も実も非常非常非常非常にににに急急急急務な務な務な務な課題課題課題課題であるようにであるようにであるようにであるように考え考え考え考えています。ています。ています。ています。こちらは、教員、教育のこちらは、教員、教育のこちらは、教員、教育のこちらは、教員、教育の質質質質であったり、結局しわであったり、結局しわであったり、結局しわであったり、結局しわ寄寄寄寄せが行くのはせが行くのはせが行くのはせが行くのは生徒生徒生徒生徒ですから、ですから、ですから、ですから、今後今後今後今後もももも財財財財政課政課政課政課にしっかりとにしっかりとにしっかりとにしっかりと単独単独単独単独で予算要で予算要で予算要で予算要求求求求を上げていってほしいとを上げていってほしいとを上げていってほしいとを上げていってほしいと考え考え考え考えますが、いかがでしますが、いかがでしますが、いかがでしますが、いかがでしょょょょううううか。か。か。か。○前田教育振興大綱推進課長○前田教育振興大綱推進課長○前田教育振興大綱推進課長○前田教育振興大綱推進課長 今後今後今後今後のののの整整整整備備備備については、については、については、については、パソパソパソパソココココンのンのンのンの整整整整備備備備だけでなく、ことだけでなく、ことだけでなく、ことだけでなく、ことし１０月に文部し１０月に文部し１０月に文部し１０月に文部科科科科学学学学省省省省が、教育が、教育が、教育が、教育情情情情報セ報セ報セ報セキキキキュュュュリテリテリテリティィィィーーーーポリポリポリポリシシシシーーーーガガガガイイイイドラドラドラドライイイインをンをンをンを策策策策定したこと定したこと定したこと定したことを受けまして、それにを受けまして、それにを受けまして、それにを受けまして、それに沿沿沿沿ったったったった情情情情報報報報ネネネネットットットットワワワワーーーーククククをををを確確確確立すること、教員一人立すること、教員一人立すること、教員一人立すること、教員一人ひひひひとりのとりのとりのとりの整整整整備備備備状状状状況況況況を早を早を早を早期期期期にににに達達達達成すること、さらに、成すること、さらに、成すること、さらに、成すること、さらに、校校校校務を務を務を務を効率効率効率効率化化化化し教員がし教員がし教員がし教員が子子子子どもたちにどもたちにどもたちにどもたちに向向向向き合き合き合き合ええええるるるる時時時時間を間を間を間をふふふふややややすためのすためのすためのすための校校校校務務務務支支支支援シ援シ援シ援システムステムステムステムをををを導導導導入することの３入することの３入することの３入することの３点点点点について、一について、一について、一について、一体的体的体的体的にににに進進進進めることがめることがめることがめることが必必必必要であると要であると要であると要であると考え考え考え考えています。そのためのています。そのためのています。そのためのています。そのための整整整整備内容備内容備内容備内容のののの具具具具体体体体について、関係について、関係について、関係について、関係各各各各課課課課とととと連携連携連携連携をしながをしながをしながをしながらららら検討検討検討検討をををを進進進進めているとこめているとこめているとこめているところろろろです。です。です。です。○中川副委員長○中川副委員長○中川副委員長○中川副委員長 学校学校学校学校のののの現現現現場でも先場でも先場でも先場でも先生生生生たちは、たちは、たちは、たちは、非常非常非常非常にににに深刻深刻深刻深刻なななな状状状状況況況況でして、でして、でして、でして、パソパソパソパソココココンのンのンのンの前前前前にににに行行行行列列列列ができているといったができているといったができているといったができているといった話話話話もももも聞聞聞聞いています。そういった中で、いています。そういった中で、いています。そういった中で、いています。そういった中で、今後今後今後今後、、、、適適適適切切切切なななな数字数字数字数字にににに対対対対ししししてててて向向向向かっていくために、計かっていくために、計かっていくために、計かっていくために、計画画画画をををを別途別途別途別途つくるなり、つくるなり、つくるなり、つくるなり、適適適適切切切切なななな進進進進捗捗捗捗管理をしていただきたいと管理をしていただきたいと管理をしていただきたいと管理をしていただきたいと思思思思います。一います。一います。一います。一歩歩歩歩踏踏踏踏みみみみ込ん込ん込ん込んだだだだ質問質問質問質問ですけれども、いかがでしですけれども、いかがでしですけれども、いかがでしですけれども、いかがでしょょょょうか。うか。うか。うか。○前田教育振興大綱推進課長○前田教育振興大綱推進課長○前田教育振興大綱推進課長○前田教育振興大綱推進課長 先ほども申しましたように、先ほども申しましたように、先ほども申しましたように、先ほども申しましたように、整整整整備備備備のののの具具具具体体体体について計について計について計について計画画画画もももも作作作作成しながら、関係成しながら、関係成しながら、関係成しながら、関係各各各各課課課課とのとのとのとの連携連携連携連携のもとにのもとにのもとにのもとに進進進進めてまいりたいとめてまいりたいとめてまいりたいとめてまいりたいと思思思思っています。っています。っています。っています。○中川副委員長○中川副委員長○中川副委員長○中川副委員長 計計計計画画画画もきちもきちもきちもきちんんんんとつくってくださるということで、ありがとうごとつくってくださるということで、ありがとうごとつくってくださるということで、ありがとうごとつくってくださるということで、ありがとうござざざざいます。います。います。います。次の次の次の次の質問質問質問質問にににに移移移移りますりますりますります。。。。「平成２９年度奈良県教育委員会の「平成２９年度奈良県教育委員会の「平成２９年度奈良県教育委員会の「平成２９年度奈良県教育委員会の権権権権限に限に限に限に属属属属する事務の管理する事務の管理する事務の管理する事務の管理及び及び及び及び執執執執行の行の行の行の状状状状況況況況のののの点検及び評価点検及び評価点検及び評価点検及び評価の結果に関する報告の結果に関する報告の結果に関する報告の結果に関する報告書書書書」の」の」の」の内容内容内容内容についてです。についてです。についてです。についてです。４７ページ４７ページ４７ページ４７ページ以以以以降降降降に、平成３１年度にに、平成３１年度にに、平成３１年度にに、平成３１年度に向向向向けたけたけたけた目標目標目標目標がありますが、がありますが、がありますが、がありますが、目標値目標値目標値目標値がががが軒軒軒軒並並並並みみみみ全全全全国国国国平平平平均均均均ばばばばかりというのは、そもそも指かりというのは、そもそも指かりというのは、そもそも指かりというのは、そもそも指標標標標の設定としておかしいのではないかとの設定としておかしいのではないかとの設定としておかしいのではないかとの設定としておかしいのではないかと思思思思いいいい質問質問質問質問をする次をする次をする次をする次第です。第です。第です。第です。
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数数数数ええええてみたのですけれども、てみたのですけれども、てみたのですけれども、てみたのですけれども、目標値目標値目標値目標値がががが全全全全部で１１０件あり、部で１１０件あり、部で１１０件あり、部で１１０件あり、全全全全国国国国平平平平均均均均をををを基準基準基準基準としたとしたとしたとした目標目標目標目標が７５件で、が７５件で、が７５件で、が７５件で、既既既既にににに全全全全国国国国平平平平均均均均をををを達達達達成している事成している事成している事成している事象象象象については、さらなるについては、さらなるについては、さらなるについては、さらなる割割割割合の増加と合の増加と合の増加と合の増加と機機機機械械械械的的的的にににに書書書書いたものが２８件あります。ただ、そういったものにいたものが２８件あります。ただ、そういったものにいたものが２８件あります。ただ、そういったものにいたものが２８件あります。ただ、そういったものに対対対対してしてしてして主体的主体的主体的主体的なななな判判判判断断断断をををを持持持持ってってってって具具具具体的体的体的体的なななな数値数値数値数値を記したものが、を記したものが、を記したものが、を記したものが、数数数数少少少少ないながらも７件あるというないながらも７件あるというないながらも７件あるというないながらも７件あるという状状状状況況況況です。です。です。です。目標値目標値目標値目標値の立て方として、の立て方として、の立て方として、の立て方として、軒軒軒軒並並並並みみみみ全全全全国国国国平平平平均ば均ば均ば均ばかりというのはいかがなものかとかりというのはいかがなものかとかりというのはいかがなものかとかりというのはいかがなものかと考え考え考え考えますが、ますが、ますが、ますが、どういったどういったどういったどういった認識認識認識認識でいらっしでいらっしでいらっしでいらっしゃゃゃゃいますか。いますか。いますか。いますか。○前田教育振興大綱推進課長○前田教育振興大綱推進課長○前田教育振興大綱推進課長○前田教育振興大綱推進課長 ご指ご指ご指ご指摘摘摘摘のとおり、こののとおり、こののとおり、こののとおり、この目標値目標値目標値目標値は、平成３１年度までのは、平成３１年度までのは、平成３１年度までのは、平成３１年度までの可能可能可能可能な限りの定な限りの定な限りの定な限りの定量量量量的的的的ななななアアアアウウウウトカムトカムトカムトカム指指指指標標標標ということで、教育ということで、教育ということで、教育ということで、教育振興振興振興振興大大大大綱綱綱綱にもにもにもにも示示示示されているされているされているされている重重重重要業要業要業要業績績績績評価評価評価評価指指指指数数数数、、、、ＫＫＫＫＰＰＰＰＩＩＩＩです。その実です。その実です。その実です。その実効効効効性性性性をををを確確確確保するために保するために保するために保するために達達達達成成成成状状状状況況況況をををを毎毎毎毎年度年度年度年度チェチェチェチェッッッッククククさせていさせていさせていさせていただくこととしています。ただくこととしています。ただくこととしています。ただくこととしています。県教育委員会としましても、所管の県教育委員会としましても、所管の県教育委員会としましても、所管の県教育委員会としましても、所管のＫＫＫＫＰＰＰＰＩＩＩＩのののの達達達達成に成に成に成に向向向向けてけてけてけて取取取取りりりり組む組む組む組むために、ために、ために、ために、毎毎毎毎年度年度年度年度アアアアククククショショショションンンンププププラララランをンをンをンを策策策策定することとしており、年度ごとの定することとしており、年度ごとの定することとしており、年度ごとの定することとしており、年度ごとのアアアアウウウウトトトトププププットットットット指指指指標標標標及び及び及び及び目標値目標値目標値目標値を定め、を定め、を定め、を定め、先ほど教育長からも報告をさせていただいた、地方教育行先ほど教育長からも報告をさせていただいた、地方教育行先ほど教育長からも報告をさせていただいた、地方教育行先ほど教育長からも報告をさせていただいた、地方教育行政政政政のののの組織組織組織組織及び運営及び運営及び運営及び運営に関する法に関する法に関する法に関する法律律律律の第２６条に定められた教育委員会が行う事務のの第２６条に定められた教育委員会が行う事務のの第２６条に定められた教育委員会が行う事務のの第２６条に定められた教育委員会が行う事務の点検評価点検評価点検評価点検評価とあわせて、とあわせて、とあわせて、とあわせて、進進進進捗捗捗捗の管理を行っの管理を行っの管理を行っの管理を行っているとこているとこているとこているところろろろです。です。です。です。ご指ご指ご指ご指摘摘摘摘のののの目標値目標値目標値目標値の設定については、の設定については、の設定については、の設定については、策策策策定した定した定した定した目標値目標値目標値目標値はははは全全全全ててててＫＫＫＫＰＰＰＰＩＩＩＩという名という名という名という名称称称称がががが示示示示すとおすとおすとおすとおり、教育行り、教育行り、教育行り、教育行政政政政のののの鍵鍵鍵鍵となるとなるとなるとなる重重重重要な要な要な要な目標目標目標目標であることから、であることから、であることから、であることから、全全全全国国国国平平平平均均均均をををを下下下下回回回回るものについてはるものについてはるものについてはるものについては優優優優先先先先的的的的にににに取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを強強強強化化化化するするするするべべべべきであるときであるときであるときであると考え考え考え考えています。ています。ています。ています。もちもちもちもちろんろんろんろん全全全全てがてがてがてが全全全全国国国国平平平平均均均均並並並並みが理みが理みが理みが理想想想想とするとするとするとする形形形形ではありませではありませではありませではありませんんんんので、本県教育のので、本県教育のので、本県教育のので、本県教育の強強強強みをつみをつみをつみをつくっていくことも、教育行くっていくことも、教育行くっていくことも、教育行くっていくことも、教育行政政政政においてにおいてにおいてにおいて極極極極めてめてめてめて重重重重要であると要であると要であると要であると認識認識認識認識しており、しており、しており、しており、目標達目標達目標達目標達成したも成したも成したも成したものについては、さらなるのについては、さらなるのについては、さらなるのについては、さらなる向向向向上を上を上を上を目目目目指して指して指して指して政策政策政策政策のののの充充充充実に実に実に実に取取取取りりりり組組組組みたいとみたいとみたいとみたいと考え考え考え考えています。ています。ています。ています。以以以以上上上上です。です。です。です。○中川副委員長○中川副委員長○中川副委員長○中川副委員長 全全全全国国国国平平平平均均均均をををを下下下下回回回回っているものについては、まずはっているものについては、まずはっているものについては、まずはっているものについては、まずは全全全全国国国国平平平平均均均均をををを目目目目指すとい指すとい指すとい指すという趣旨であったかとう趣旨であったかとう趣旨であったかとう趣旨であったかと思思思思うのですけれども、うのですけれども、うのですけれども、うのですけれども、昨昨昨昨年の年の年の年の評価評価評価評価報告報告報告報告書書書書もももも見見見見ていて、そのていて、そのていて、そのていて、その後後後後１年たっ１年たっ１年たっ１年たって、て、て、て、ＡＡＡＡ、、、、ＢＢＢＢ、、、、ＣＣＣＣ、、、、ＤＤＤＤでででで評価評価評価評価が出ています。が出ています。が出ています。が出ています。既既既既に、指に、指に、指に、指標標標標をををを達達達達成したものについては成したものについては成したものについては成したものについてはＡＡＡＡ評価評価評価評価で、で、で、で、数数数数ええええると２２件あったと。平成３１年度にると２２件あったと。平成３１年度にると２２件あったと。平成３１年度にると２２件あったと。平成３１年度に向向向向けたけたけたけた目標目標目標目標なのですけれども、なのですけれども、なのですけれども、なのですけれども、表表表表現現現現がががが適適適適当かど当かど当かど当かどうかわかりませうかわかりませうかわかりませうかわかりませんんんんけれども、けれども、けれども、けれども、軽軽軽軽 々々々々と２２件、と２２件、と２２件、と２２件、既既既既に１年でに１年でに１年でに１年で達達達達成してしまったものもあります。成してしまったものもあります。成してしまったものもあります。成してしまったものもあります。こういったものについては、こういったものについては、こういったものについては、こういったものについては、数値数値数値数値をををを更新更新更新更新して、さらなるして、さらなるして、さらなるして、さらなる高高高高みをみをみをみを目目目目指して、指して、指して、指して、見直見直見直見直しもしもしもしも必必必必要で要で要で要ではないかとはないかとはないかとはないかと考え考え考え考えますが、いかがでしますが、いかがでしますが、いかがでしますが、いかがでしょょょょうか。うか。うか。うか。○前田教育振興大綱推進課長○前田教育振興大綱推進課長○前田教育振興大綱推進課長○前田教育振興大綱推進課長 おおおお示示示示ししている平成３１年度までのししている平成３１年度までのししている平成３１年度までのししている平成３１年度までの目標目標目標目標は、先ほどもご説は、先ほどもご説は、先ほどもご説は、先ほどもご説
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明したとおり、教育明したとおり、教育明したとおり、教育明したとおり、教育振興振興振興振興大大大大綱綱綱綱にににに示示示示されているもので、教育されているもので、教育されているもので、教育されているもので、教育振興振興振興振興大大大大綱綱綱綱が平成３１年度が平成３１年度が平成３１年度が平成３１年度末末末末までまでまでまでのものとなっていますので、こののものとなっていますので、こののものとなっていますので、こののものとなっていますので、この目標値目標値目標値目標値自自自自体体体体をををを変え変え変え変えることはることはることはることは現在現在現在現在していませしていませしていませしていませんんんん。そのため、。そのため、。そのため、。そのため、毎毎毎毎年度、年度、年度、年度、アアアアククククショショショションンンンププププラララランにおいてンにおいてンにおいてンにおいて具具具具体的体的体的体的なななな目標目標目標目標を定めながら実行しているとこを定めながら実行しているとこを定めながら実行しているとこを定めながら実行しているところろろろです。です。です。です。○中川副委員長○中川副委員長○中川副委員長○中川副委員長 わかりました。わかりました。わかりました。わかりました。そうしましたら、そのそうしましたら、そのそうしましたら、そのそうしましたら、その目標目標目標目標の立て方として、の立て方として、の立て方として、の立て方として、今今今今度の改度の改度の改度の改訂訂訂訂時時時時には、には、には、には、全全全全国国国国平平平平均均均均というというというという表表表表現現現現だだだだけでけでけでけで済済済済ますのではなく、ますのではなく、ますのではなく、ますのではなく、偏偏偏偏差値差値差値差値でいうと平でいうと平でいうと平でいうと平均均均均に当たる５０ではなく、５２に当たる５０ではなく、５２に当たる５０ではなく、５２に当たる５０ではなく、５２やややや５３と、５３と、５３と、５３と、少少少少ししししずつ上げていくことも関係の委員会の中で議ずつ上げていくことも関係の委員会の中で議ずつ上げていくことも関係の委員会の中で議ずつ上げていくことも関係の委員会の中で議論論論論しながら、よりしながら、よりしながら、よりしながら、より積積積積極極極極的的的的な指な指な指な指標標標標を立てていっを立てていっを立てていっを立てていってほしいとてほしいとてほしいとてほしいと考え考え考え考えます。ます。ます。ます。続いて、続いて、続いて、続いて、同同同同じくじくじくじく点検点検点検点検・・・・評価評価評価評価報告報告報告報告書書書書で、文で、文で、文で、文化化化化財についてです。文財についてです。文財についてです。文財についてです。文化化化化財の財の財の財の建建建建造造造造物物物物において、において、において、において、防防防防災災災災設設設設備備備備設設設設置置置置率率率率が平成２７年度から平成２８年度にかけてほとが平成２７年度から平成２８年度にかけてほとが平成２７年度から平成２８年度にかけてほとが平成２７年度から平成２８年度にかけてほとんんんんどどどど進ん進ん進ん進んでいないと。でいないと。でいないと。でいないと。特特特特にににに県の指定文県の指定文県の指定文県の指定文化化化化財において、例財において、例財において、例財において、例えばえばえばえば消消消消火設火設火設火設備備備備はははは約約約約５０５０５０５０％％％％のままのままのままのまま推移推移推移推移、、、、避雷避雷避雷避雷針針針針は２６は２６は２６は２６．．．．３３３３％％％％かかかから２５ら２５ら２５ら２５．．．．６６６６％％％％に減に減に減に減少少少少していると。していると。していると。していると。国国国国の指定文の指定文の指定文の指定文化化化化財はもう財はもう財はもう財はもう少少少少しししし高高高高いいいい割割割割合ですけれども、合ですけれども、合ですけれども、合ですけれども、整整整整備備備備状状状状況況況況がががが低低低低いいいい状状状状況況況況についてどのようなについてどのようなについてどのようなについてどのような認識認識認識認識でいらっしでいらっしでいらっしでいらっしゃゃゃゃるのかと、るのかと、るのかと、るのかと、取取取取りりりり組組組組みみみみ状状状状況況況況などをおなどをおなどをおなどをお聞聞聞聞かせください。かせください。かせください。かせください。○名草文化財保存課長○名草文化財保存課長○名草文化財保存課長○名草文化財保存課長 県指定文県指定文県指定文県指定文化化化化財について、財について、財について、財について、防防防防災災災災設設設設備備備備の設の設の設の設置置置置率率率率がががが進ん進ん進ん進んでいないが、どでいないが、どでいないが、どでいないが、どのようなのようなのようなのような認識認識認識認識かというごかというごかというごかというご質問質問質問質問です。です。です。です。指定文指定文指定文指定文化化化化財の財の財の財の防防防防災災災災施設については、施設については、施設については、施設については、各各各各種種種種設設設設備備備備の設の設の設の設置置置置をををを推推推推進進進進しており、設しており、設しており、設しており、設置置置置事業に事業に事業に事業に対対対対してしてしてしては補は補は補は補助助助助を行ってきたとこを行ってきたとこを行ってきたとこを行ってきたところろろろです。です。です。です。一方、県指定文一方、県指定文一方、県指定文一方、県指定文化化化化財については、財については、財については、財については、毎毎毎毎年指定を行い保年指定を行い保年指定を行い保年指定を行い保護護護護のののの拡拡拡拡充充充充をををを図図図図っており、平成２６年っており、平成２６年っており、平成２６年っており、平成２６年度から平成２７年度では、５棟を度から平成２７年度では、５棟を度から平成２７年度では、５棟を度から平成２７年度では、５棟を新新新新たに指定しています。たに指定しています。たに指定しています。たに指定しています。新新新新規に指定された文規に指定された文規に指定された文規に指定された文化化化化財は、財は、財は、財は、防防防防災災災災設設設設備備備備が設が設が設が設置置置置されていない場合があります。設されていない場合があります。設されていない場合があります。設されていない場合があります。設置置置置率率率率がががが下下下下がっていくがっていくがっていくがっていく傾傾傾傾向向向向にあるかとにあるかとにあるかとにあるかと思思思思われわれわれわれます。これら、ます。これら、ます。これら、ます。これら、新新新新規指定の文規指定の文規指定の文規指定の文化化化化財についても、財についても、財についても、財についても、防防防防災災災災設設設設備備備備設設設設置置置置をををを呼呼呼呼びびびびかけており、平成３０かけており、平成３０かけており、平成３０かけており、平成３０年度においては、３件の年度においては、３件の年度においては、３件の年度においては、３件の防防防防災災災災施設設施設設施設設施設設置置置置事業に事業に事業に事業に対対対対する補する補する補する補助助助助の予算要の予算要の予算要の予算要求求求求をしているとこをしているとこをしているとこをしているところろろろです。です。です。です。この中には、平成２６年度に、この中には、平成２６年度に、この中には、平成２６年度に、この中には、平成２６年度に、新新新新規指定された５棟も規指定された５棟も規指定された５棟も規指定された５棟も含含含含んんんんでいます。でいます。でいます。でいます。今後今後今後今後も県指定文も県指定文も県指定文も県指定文化化化化財財財財について、について、について、について、防防防防災災災災設設設設備備備備の設の設の設の設置置置置をををを推推推推進進進進していきたいとこしていきたいとこしていきたいとこしていきたいところろろろです。です。です。です。以以以以上です。上です。上です。上です。○中川副委員長○中川副委員長○中川副委員長○中川副委員長 所有者の負担する所有者の負担する所有者の負担する所有者の負担する割割割割合が合が合が合が高高高高いと、おいと、おいと、おいと、お金金金金をををを用意用意用意用意できなかったらなかなかできなかったらなかなかできなかったらなかなかできなかったらなかなか進進進進んんんんでいかないというでいかないというでいかないというでいかないという現現現現状状状状もあもあもあもあろろろろうかとうかとうかとうかと思思思思います。これは文います。これは文います。これは文います。これは文化化化化財の修理といった財の修理といった財の修理といった財の修理といった面面面面においてにおいてにおいてにおいてもももも同同同同じようなじようなじようなじような悩悩悩悩みをおみをおみをおみをお持持持持ちの所有者もちの所有者もちの所有者もちの所有者も多多多多いのではないかといのではないかといのではないかといのではないかと考え考え考え考えています。ています。ています。ています。そういった中で、そういった中で、そういった中で、そういった中で、防防防防災災災災設設設設備備備備の設の設の設の設置置置置に加に加に加に加ええええ、文、文、文、文化化化化財の修財の修財の修財の修復復復復もももも含含含含めて所有者のめて所有者のめて所有者のめて所有者の悩悩悩悩みに、どのみに、どのみに、どのみに、どのようなようなようなような対応対応対応対応をしているのか、をしているのか、をしているのか、をしているのか、推推推推進進進進にににに向向向向けてけてけてけて取取取取りりりり組組組組んんんんでいるのかをおでいるのかをおでいるのかをおでいるのかをお聞聞聞聞かせください。かせください。かせください。かせください。
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○名草文化財保存課長○名草文化財保存課長○名草文化財保存課長○名草文化財保存課長 文文文文化化化化財保財保財保財保存存存存課課課課には専には専には専には専門門門門職員がいます。文職員がいます。文職員がいます。文職員がいます。文化化化化財保財保財保財保存存存存事務所も県事務所も県事務所も県事務所も県内各内各内各内各地に５地に５地に５地に５カカカカ所あります。そこにおいて職員が所有者の所あります。そこにおいて職員が所有者の所あります。そこにおいて職員が所有者の所あります。そこにおいて職員が所有者の悩悩悩悩みをみをみをみを逐逐逐逐次次次次聴聴聴聴取取取取しているとこしているとこしているとこしているところろろろです。です。です。です。また、文また、文また、文また、文化化化化財財財財防犯防犯防犯防犯・・・・防防防防火・火・火・火・防防防防災災災災関係者関係者関係者関係者連連連連絡絡絡絡会議を会議を会議を会議を毎毎毎毎年年年年夏夏夏夏に開に開に開に開催催催催しています。その中でこちしています。その中でこちしています。その中でこちしています。その中でこちらのらのらのらの新新新新しい施しい施しい施しい施策策策策をををを紹介紹介紹介紹介し、また、し、また、し、また、し、また、聞聞聞聞きききき取取取取りを行っているとこりを行っているとこりを行っているとこりを行っているところろろろです。です。です。です。以以以以上です。上です。上です。上です。○中川副委員長○中川副委員長○中川副委員長○中川副委員長 文文文文化化化化財事務所の財事務所の財事務所の財事務所の現現現現場における場における場における場における対応対応対応対応などを説明いただきました。などを説明いただきました。などを説明いただきました。などを説明いただきました。先日の先日の先日の先日の台風台風台風台風においてにおいてにおいてにおいて被害被害被害被害がががが拡拡拡拡大大大大したとこしたとこしたとこしたところろろろもあり、たまたまもあり、たまたまもあり、たまたまもあり、たまたま訪訪訪訪問問問問したしたしたした神神神神社において、社において、社において、社において、カカカカヤヤヤヤぶぶぶぶきが、あときが、あときが、あときが、あと数数数数年でだめになるだ年でだめになるだ年でだめになるだ年でだめになるだろろろろうというとこうというとこうというとこうというところろろろもありました。それが県指定文もありました。それが県指定文もありました。それが県指定文もありました。それが県指定文化化化化財財財財でしたので、そういったおでしたので、そういったおでしたので、そういったおでしたので、そういったお話話話話もももも聞聞聞聞いていたとこいていたとこいていたとこいていたところろろろです。です。です。です。聞聞聞聞くとこくとこくとこくところろろろによると、文によると、文によると、文によると、文化化化化財保財保財保財保存存存存課課課課にも相にも相にも相にも相談談談談にににに来来来来たとたとたとたと伺伺伺伺っていますので、より一っていますので、より一っていますので、より一っていますので、より一層層層層のののの推推推推進進進進にににに向向向向けてけてけてけて私私私私もももも調調調調査なり研査なり研査なり研査なり研究究究究をしていきたいとをしていきたいとをしていきたいとをしていきたいと考え考え考え考えています。ています。ています。ています。関関関関連連連連してですが、先日、県から文部してですが、先日、県から文部してですが、先日、県から文部してですが、先日、県から文部科科科科学学学学省省省省、文、文、文、文化化化化庁庁庁庁にににに対対対対し、予算し、予算し、予算し、予算編編編編成成成成等等等等に関する提案、に関する提案、に関する提案、に関する提案、要要要要望活動望活動望活動望活動がありました。その中に、文がありました。その中に、文がありました。その中に、文がありました。その中に、文化化化化財についてもありましたので、財についてもありましたので、財についてもありましたので、財についてもありましたので、質問質問質問質問したいとしたいとしたいとしたいと思思思思いいいいます。ます。ます。ます。要要要要望望望望の中で、の中で、の中で、の中で、無無無無住住住住社社社社寺寺寺寺のののの対対対対策策策策についてについてについてについて交交交交付付付付金金金金の創設をの創設をの創設をの創設を求求求求める、より自める、より自める、より自める、より自由由由由度の度の度の度の高高高高いいいい交交交交付付付付金金金金制制制制度を創設するといったことも県から度を創設するといったことも県から度を創設するといったことも県から度を創設するといったことも県から求求求求めています。文めています。文めています。文めています。文化化化化財には、財には、財には、財には、国国国国の指定文の指定文の指定文の指定文化化化化財、県の財、県の財、県の財、県の指定文指定文指定文指定文化化化化財といったものがありますが、指定されていない文財といったものがありますが、指定されていない文財といったものがありますが、指定されていない文財といったものがありますが、指定されていない文化化化化財財財財等等等等もあります。文もあります。文もあります。文もあります。文化化化化財の財の財の財の区区区区分がい分がい分がい分がいろろろろいいいいろろろろある中で、こういった要ある中で、こういった要ある中で、こういった要ある中で、こういった要望望望望をされていることについて、をされていることについて、をされていることについて、をされていることについて、区区区区分に分に分に分に対対対対するするするする認識認識認識認識というか、どのようにというか、どのようにというか、どのようにというか、どのように全全全全体体体体としてとしてとしてとして認識認識認識認識をして要をして要をして要をして要望望望望しているのかというしているのかというしているのかというしているのかという意意意意識識識識をををを聞聞聞聞いておきたいておきたいておきたいておきたいといといといと思思思思います。います。います。います。○名草文化財保存課長○名草文化財保存課長○名草文化財保存課長○名草文化財保存課長 ことしのことしのことしのことしの夏夏夏夏のののの国へ国へ国へ国への要の要の要の要望望望望において、において、において、において、近近近近年増加している年増加している年増加している年増加している無無無無住住住住社社社社寺寺寺寺にににについての文ついての文ついての文ついての文化化化化財保財保財保財保護対護対護対護対策策策策として、として、として、として、ココココミュミュミュミュニテニテニテニティィィィーーーー形形形形成による成による成による成による無無無無住住住住社社社社寺寺寺寺対対対対策策策策にににに資資資資するするするする交交交交付付付付金金金金の創設について要の創設について要の創設について要の創設について要望望望望を行っています。を行っています。を行っています。を行っています。この中で、文この中で、文この中で、文この中で、文化化化化財を財を財を財を核核核核とした地とした地とした地とした地域活性化域活性化域活性化域活性化をををを促促促促すため、すため、すため、すため、具具具具体的体的体的体的には地には地には地には地域域域域の安の安の安の安全全全全計計計計画画画画のののの策策策策定、定、定、定、公開公開公開公開活用活用活用活用、、、、警警警警備備備備委託など、委託など、委託など、委託など、既既既既存存存存のののの国国国国庫庫庫庫補補補補助助助助のののの対象対象対象対象にならないものを、にならないものを、にならないものを、にならないものを、経費経費経費経費として地として地として地として地域域域域のののの裁裁裁裁量量量量で計で計で計で計画画画画を立てた上でを立てた上でを立てた上でを立てた上で活用活用活用活用可能可能可能可能な自な自な自な自由由由由なななな交交交交付付付付金制金制金制金制度の創設を要度の創設を要度の創設を要度の創設を要望望望望しているとこしているとこしているとこしているところろろろです。です。です。です。副委員長ご副委員長ご副委員長ご副委員長ご質問質問質問質問の、の、の、の、未未未未指定についてはどのように指定についてはどのように指定についてはどのように指定についてはどのように認識認識認識認識しているかですが、要しているかですが、要しているかですが、要しているかですが、要望望望望は、指定は、指定は、指定は、指定文文文文化化化化財が中財が中財が中財が中心心心心ではありますけれども、地ではありますけれども、地ではありますけれども、地ではありますけれども、地域域域域ということなので、ということなので、ということなので、ということなので、市町市町市町市町村指定村指定村指定村指定や未や未や未や未指定の文指定の文指定の文指定の文化化化化財も入ってくるものと財も入ってくるものと財も入ってくるものと財も入ってくるものと考え考え考え考えています。ています。ています。ています。また、また、また、また、未未未未指定文指定文指定文指定文化化化化財は、いってみれ財は、いってみれ財は、いってみれ財は、いってみればばばば指定指定指定指定候候候候補でもあります。それも補でもあります。それも補でもあります。それも補でもあります。それも含含含含めて文めて文めて文めて文化化化化財とし財とし財とし財としてててて大切大切大切大切というというというという思思思思いでいでいでいで我我我我 々々々々文文文文化化化化財保財保財保財保存存存存課課課課はははは取取取取りりりり組組組組んんんんでいます。でいます。でいます。でいます。以以以以上です。上です。上です。上です。
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○中川副委員長○中川副委員長○中川副委員長○中川副委員長 未未未未指定のものについても県指定のものについても県指定のものについても県指定のものについても県や国や国や国や国の指定の指定の指定の指定候候候候補であると、そういった補であると、そういった補であると、そういった補であると、そういった重重重重要な要な要な要な認識認識認識認識をををを示示示示していただいた説明でした。していただいた説明でした。していただいた説明でした。していただいた説明でした。警警警警備備備備会社で、文会社で、文会社で、文会社で、文化化化化財を財を財を財を守守守守るというとこるというとこるというとこるというところろろろについてもについてもについてもについても触触触触れているわけですが、よりれているわけですが、よりれているわけですが、よりれているわけですが、より重重重重要な要な要な要な文文文文化化化化財、財、財、財、無無無無住住住住社社社社寺寺寺寺があるけれども、があるけれども、があるけれども、があるけれども、守守守守らないといけない文らないといけない文らないといけない文らないといけない文化化化化財といったものもあるかと財といったものもあるかと財といったものもあるかと財といったものもあるかと思思思思います。そういった中で、公の文います。そういった中で、公の文います。そういった中で、公の文います。そういった中で、公の文化化化化施設施設施設施設へへへへの受託の受託の受託の受託制制制制度もありますし、そういった度もありますし、そういった度もありますし、そういった度もありますし、そういった制制制制度も度も度も度も活活活活用用用用しながらしながらしながらしながら進進進進めてはどうかとめてはどうかとめてはどうかとめてはどうかと考え考え考え考えますが、ますが、ますが、ますが、現在現在現在現在のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ状状状状況況況況はどうでしはどうでしはどうでしはどうでしょょょょうか。うか。うか。うか。○名草文化財保存課長○名草文化財保存課長○名草文化財保存課長○名草文化財保存課長 博博博博物館等物館等物館等物館等のののの寄寄寄寄託については、保管場所としてのセ託については、保管場所としてのセ託については、保管場所としてのセ託については、保管場所としてのセキキキキュュュュリテリテリテリティィィィーーーーやややや湿湿湿湿度、度、度、度、温温温温度の管理などの度の管理などの度の管理などの度の管理などの面面面面からからからからふふふふさわしいとさわしいとさわしいとさわしいと思思思思います。います。います。います。現在現在現在現在、県、県、県、県内内内内の指定文の指定文の指定文の指定文化化化化財、財、財、財、美美美美術術術術工工工工芸芸芸芸品品品品については、については、については、については、国国国国指定、県指定ともに指定、県指定ともに指定、県指定ともに指定、県指定ともに約約約約３３３３割割割割がががが博博博博物館物館物館物館にににに寄寄寄寄託されている託されている託されている託されている状状状状況況況況です。です。です。です。以以以以上上上上です。です。です。です。○中川副委員長○中川副委員長○中川副委員長○中川副委員長 場合によっては、地場合によっては、地場合によっては、地場合によっては、地域域域域ののののココココミュミュミュミュニテニテニテニティィィィーの中でーの中でーの中でーの中で守守守守って、行事でって、行事でって、行事でって、行事で使使使使うというというというということがうことがうことがうことが重重重重要になってくる文要になってくる文要になってくる文要になってくる文化化化化財もあ財もあ財もあ財もあろろろろうかとうかとうかとうかと思思思思いますけれども、３いますけれども、３いますけれども、３いますけれども、３割割割割がががが今今今今、、、、寄寄寄寄託の託の託の託の制制制制度度度度をををを活用活用活用活用しているというしているというしているというしているという状状状状況況況況だとだとだとだと聞聞聞聞きました。きました。きました。きました。寄寄寄寄託先はどういったとこ託先はどういったとこ託先はどういったとこ託先はどういったところろろろがががが多多多多くなっているくなっているくなっているくなっているのでしのでしのでしのでしょょょょうか。うか。うか。うか。○名草文化財保存課長○名草文化財保存課長○名草文化財保存課長○名草文化財保存課長 例例例例えばえばえばえば、奈良、奈良、奈良、奈良国国国国立立立立博博博博物館物館物館物館などになります。などになります。などになります。などになります。以以以以上です。上です。上です。上です。○中川副委員長○中川副委員長○中川副委員長○中川副委員長 具具具具体的体的体的体的なななな数値数値数値数値は、または、または、または、また後後後後ほどほどほどほど調べ調べ調べ調べたいとたいとたいとたいと思思思思います。います。います。います。次に、くらし創造部に次に、くらし創造部に次に、くらし創造部に次に、くらし創造部に質問質問質問質問します。します。します。します。今回今回今回今回、計、計、計、計画画画画案が上がってきたものについて、案が上がってきたものについて、案が上がってきたものについて、案が上がってきたものについて、数数数数点質問点質問点質問点質問します。します。します。します。まず、まず、まず、まず、スポスポスポスポーーーーツ推ツ推ツ推ツ推進進進進計計計計画画画画の中間の中間の中間の中間見直見直見直見直し案ですけれども、し案ですけれども、し案ですけれども、し案ですけれども、資資資資料料料料３「奈良県３「奈良県３「奈良県３「奈良県スポスポスポスポーーーーツ推ツ推ツ推ツ推進進進進計計計計画画画画（案（案（案（案））））」の１ページに、」の１ページに、」の１ページに、」の１ページに、スポスポスポスポーーーーツツツツとはとはとはとは何何何何かと定かと定かと定かと定義義義義があるわけですけれども、その一方でがあるわけですけれども、その一方でがあるわけですけれども、その一方でがあるわけですけれども、その一方で、、、、スポスポスポスポーーーーツツツツ施設施設施設施設へへへへの定の定の定の定義義義義が、この計が、この計が、この計が、この計画画画画の中にはないので、明の中にはないので、明の中にはないので、明の中にはないので、明確確確確にににに書書書書いたほうがいいといたほうがいいといたほうがいいといたほうがいいと考え考え考え考えてててています。います。います。います。こちらをこちらをこちらをこちらを読読読読んんんんでいますと、でいますと、でいますと、でいますと、スポスポスポスポーーーーツツツツ施設の施設の施設の施設の整整整整備備備備については、については、については、については、ややややはりはりはりはり競競競競技技技技スポスポスポスポーーーーツツツツのののの競競競競技技技技場場場場整整整整備備備備をををを念頭念頭念頭念頭にににに置置置置いた記いた記いた記いた記述述述述がががが多多多多数数数数ありますが、例ありますが、例ありますが、例ありますが、例えばトレえばトレえばトレえばトレイイイイルラルラルラルランンンンやややや登山登山登山登山でででで使用使用使用使用するするするするトトトトイイイイレレレレ単単単単体や更体や更体や更体や更衣衣衣衣室室室室単単単単体体体体といった施設もあるわけです。そういったものについても明といった施設もあるわけです。そういったものについても明といった施設もあるわけです。そういったものについても明といった施設もあるわけです。そういったものについても明確確確確に文に文に文に文章章章章でででで書書書書いておいたほうがいいかといておいたほうがいいかといておいたほうがいいかといておいたほうがいいかと考え考え考え考えますが、いかがでしますが、いかがでしますが、いかがでしますが、いかがでしょょょょうか。うか。うか。うか。○三原スポーツ振興課長○三原スポーツ振興課長○三原スポーツ振興課長○三原スポーツ振興課長 副委員長ご指副委員長ご指副委員長ご指副委員長ご指摘摘摘摘のとおり、のとおり、のとおり、のとおり、スポスポスポスポーーーーツツツツ施設のとこ施設のとこ施設のとこ施設のところろろろは、は、は、は、建建建建築築築築物物物物とととといういういういう表表表表記になっている部分はあります。ただ、記になっている部分はあります。ただ、記になっている部分はあります。ただ、記になっている部分はあります。ただ、身近身近身近身近な公な公な公な公共共共共施設施設施設施設等等等等ということで、例ということで、例ということで、例ということで、例えばえばえばえばオオオオーーーーププププンンンンススススペーペーペーペーススススのののの活用活用活用活用というとこというとこというとこというところろろろになりますと、２１ページの川になりますと、２１ページの川になりますと、２１ページの川になりますと、２１ページの川辺辺辺辺、公、公、公、公園園園園などというとなどというとなどというとなどというとこここころろろろ、あるいは、、あるいは、、あるいは、、あるいは、少少少少しししし書書書書き方はき方はき方はき方は検討検討検討検討させていただきますが、先日おかげさまで成させていただきますが、先日おかげさまで成させていただきますが、先日おかげさまで成させていただきますが、先日おかげさまで成功裏功裏功裏功裏にににに終終終終
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わった奈良わった奈良わった奈良わった奈良ママママララララソソソソン、ン、ン、ン、南南南南部・部・部・部・東東東東部地部地部地部地域域域域の自の自の自の自転転転転車車車車ののののイイイイベベベベンンンント等ト等ト等ト等でででで活用活用活用活用する自する自する自する自然や然や然や然や道道道道等等等等、いわ、いわ、いわ、いわゆゆゆゆるるるるスポスポスポスポーーーーツツツツをする場所という観をする場所という観をする場所という観をする場所という観点点点点でででで整整整整理理理理工工工工夫夫夫夫がががが必必必必要であれ要であれ要であれ要であればばばば、そのあたりは、そのあたりは、そのあたりは、そのあたりは今後今後今後今後、案の、案の、案の、案の修正修正修正修正等等等等のののの作作作作業に業に業に業に生生生生かしていきたいとかしていきたいとかしていきたいとかしていきたいと思思思思います。ごいます。ごいます。ごいます。ご意見意見意見意見ありがとうごありがとうごありがとうごありがとうござざざざいます。います。います。います。○中川副委員長○中川副委員長○中川副委員長○中川副委員長 概概概概念念念念としては、としては、としては、としては、トトトトイイイイレレレレ単単単単体や更体や更体や更体や更衣衣衣衣室室室室単単単単体体体体については、については、については、については、オオオオーーーーププププンンンンススススペーペーペーペーススススの記の記の記の記述述述述のとこのとこのとこのところろろろで一で一で一で一応応応応触触触触れているという理解でいいのでしれているという理解でいいのでしれているという理解でいいのでしれているという理解でいいのでしょょょょうか。うか。うか。うか。○三原スポーツ振興課長○三原スポーツ振興課長○三原スポーツ振興課長○三原スポーツ振興課長 そうですそうですそうですそうですねねねね、、、、スポスポスポスポーーーーツツツツ施設という施設という施設という施設という言言言言葉葉葉葉だけでなく、だけでなく、だけでなく、だけでなく、スポスポスポスポーーーーツツツツ環環環環境という境という境という境という言言言言葉葉葉葉もももも使使使使っていますので、そのあたりをっていますので、そのあたりをっていますので、そのあたりをっていますので、そのあたりを必必必必要に要に要に要に応応応応じてじてじてじて整整整整理、理、理、理、検討検討検討検討したいとしたいとしたいとしたいと思思思思いまいまいまいます。す。す。す。以以以以上です。上です。上です。上です。○中川副委員長○中川副委員長○中川副委員長○中川副委員長 わかりました。わかりました。わかりました。わかりました。引引引引き続き、さらにき続き、さらにき続き、さらにき続き、さらにチェチェチェチェッッッッククククしていきたいとしていきたいとしていきたいとしていきたいと考え考え考え考えています。ています。ています。ています。続いて、奈良県続いて、奈良県続いて、奈良県続いて、奈良県動物動物動物動物愛愛愛愛護護護護管理管理管理管理推推推推進進進進計計計計画画画画（第２次計（第２次計（第２次計（第２次計画画画画）案についてです。）案についてです。）案についてです。）案についてです。こちらは、業務所管はくらし創造部なのですけれども、実こちらは、業務所管はくらし創造部なのですけれども、実こちらは、業務所管はくらし創造部なのですけれども、実こちらは、業務所管はくらし創造部なのですけれども、実際際際際のののの現現現現場は、場は、場は、場は、非常非常非常非常に部局がに部局がに部局がに部局が錯錯錯錯綜綜綜綜しているといいますか、なかなかくらし創造部でしているといいますか、なかなかくらし創造部でしているといいますか、なかなかくらし創造部でしているといいますか、なかなかくらし創造部で切切切切ってってってって割割割割ることができないることができないることができないることができない状状状状況況況況にあるにあるにあるにあるかとかとかとかと考え考え考え考えています。ています。ています。ています。動物動物動物動物愛愛愛愛護護護護センターは、センターは、センターは、センターは、医医医医療療療療政策政策政策政策部の中部の中部の中部の中和和和和保保保保健健健健所の中にあるとか、中所の中にあるとか、中所の中にあるとか、中所の中にあるとか、中和和和和保保保保健健健健所があるのは地所があるのは地所があるのは地所があるのは地域域域域振興振興振興振興部のうだ・部のうだ・部のうだ・部のうだ・アニアニアニアニママママルルルルパパパパーーーーククククのののの裏裏裏裏庭の庭の庭の庭の家家家家屋屋屋屋の中にあるなどです。の中にあるなどです。の中にあるなどです。の中にあるなどです。教育委員会との教育委員会との教育委員会との教育委員会との連携連携連携連携については記については記については記については記述述述述があるのですけれども、があるのですけれども、があるのですけれども、があるのですけれども、知知知知事部局の中でも、事部局の中でも、事部局の中でも、事部局の中でも、連携連携連携連携といといといというか、うか、うか、うか、協協協協議が議が議が議が必必必必要になってくるという要になってくるという要になってくるという要になってくるという問問問問題題題題意意意意識識識識をををを持持持持っています。っています。っています。っています。推推推推進進進進ののののススススキキキキーーーームムムムとして、として、として、として、くらし創造部の業務所管くらし創造部の業務所管くらし創造部の業務所管くらし創造部の業務所管以以以以外外外外の部局ともの部局ともの部局ともの部局とも連携連携連携連携しながら、しながら、しながら、しながら、協協協協議しながらといった記議しながらといった記議しながらといった記議しながらといった記述述述述を、を、を、を、書書書書きききき込ん込ん込ん込んでいったほうがいいのかとでいったほうがいいのかとでいったほうがいいのかとでいったほうがいいのかと考え考え考え考えますけれども、いかがでしますけれども、いかがでしますけれども、いかがでしますけれども、いかがでしょょょょうか。うか。うか。うか。○姫野消費・生活安全課長○姫野消費・生活安全課長○姫野消費・生活安全課長○姫野消費・生活安全課長 他部局との他部局との他部局との他部局との連携連携連携連携についてです。についてです。についてです。についてです。法に法に法に法に基づ基づ基づ基づき、き、き、き、動物動物動物動物愛愛愛愛護護護護推推推推進協進協進協進協議会という会議を立ち上げています。こちらには教育委員議会という会議を立ち上げています。こちらには教育委員議会という会議を立ち上げています。こちらには教育委員議会という会議を立ち上げています。こちらには教育委員会にもご出席いただき、計会にもご出席いただき、計会にもご出席いただき、計会にもご出席いただき、計画画画画のことのことのことのことやややや、教育委員会に、教育委員会に、教育委員会に、教育委員会に進進進進めていただいている「いのちの教めていただいている「いのちの教めていただいている「いのちの教めていただいている「いのちの教育」育」育」育」等等等等についても、についても、についても、についても、情情情情報報報報共共共共有を有を有を有を図図図図っているとこっているとこっているとこっているところろろろです。です。です。です。以以以以上です。上です。上です。上です。○中川副委員長○中川副委員長○中川副委員長○中川副委員長 そのそのそのその協協協協議会に教育委員会議会に教育委員会議会に教育委員会議会に教育委員会以以以以外外外外の他部局もの他部局もの他部局もの他部局も含含含含めてめてめてめて参参参参加しているという理解加しているという理解加しているという理解加しているという理解でいいのでしでいいのでしでいいのでしでいいのでしょょょょうか。うか。うか。うか。○姫野消費・生活安全課長○姫野消費・生活安全課長○姫野消費・生活安全課長○姫野消費・生活安全課長 関係者としては、関係者としては、関係者としては、関係者としては、各各各各保保保保健健健健所所所所やややや、奈良、奈良、奈良、奈良市市市市は中は中は中は中核核核核市市市市でででで独独独独自に施自に施自に施自に施策策策策を実施されていますけれども、奈良を実施されていますけれども、奈良を実施されていますけれども、奈良を実施されていますけれども、奈良市市市市保保保保健健健健所も所も所も所も参参参参加いただいているとこ加いただいているとこ加いただいているとこ加いただいているところろろろです。です。です。です。以以以以上です。上です。上です。上です。○中川副委員長○中川副委員長○中川副委員長○中川副委員長 審議に関係している部局が、審議に関係している部局が、審議に関係している部局が、審議に関係している部局が、全全全全部入っているかどうかは、またこちらで部入っているかどうかは、またこちらで部入っているかどうかは、またこちらで部入っているかどうかは、またこちらで確確確確認認認認しておきたいとしておきたいとしておきたいとしておきたいと思思思思います。います。います。います。続いて、奈良県続いて、奈良県続いて、奈良県続いて、奈良県廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物処理計処理計処理計処理計画画画画の第４次計の第４次計の第４次計の第４次計画画画画案です。案です。案です。案です。一般一般一般一般廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物もももも含含含含まれているというまれているというまれているというまれているという点点点点において、こちらはにおいて、こちらはにおいて、こちらはにおいて、こちらは市町市町市町市町村の事務になってくるとい村の事務になってくるとい村の事務になってくるとい村の事務になってくるとい
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う理解でいます。この計う理解でいます。この計う理解でいます。この計う理解でいます。この計画画画画を県でつくるのは結を県でつくるのは結を県でつくるのは結を県でつくるのは結構構構構なのですけれども、なのですけれども、なのですけれども、なのですけれども、肝肝肝肝心心心心のののの市町市町市町市町村の村の村の村の意思意思意思意思をどのようにをどのようにをどのようにをどのように尊尊尊尊重重重重していくのかと。もちしていくのかと。もちしていくのかと。もちしていくのかと。もちろんろんろんろんこちらの記こちらの記こちらの記こちらの記述述述述の中にあるように、の中にあるように、の中にあるように、の中にあるように、市町市町市町市町村と一村と一村と一村と一緒緒緒緒にににに講講講講習習習習会会会会等等等等ももももややややってきたとってきたとってきたとってきたと聞聞聞聞いていますけれども、いていますけれども、いていますけれども、いていますけれども、肝肝肝肝心心心心のののの現現現現場で実施する場で実施する場で実施する場で実施する市町市町市町市町村に、村に、村に、村に、協協協協議議議議や聞や聞や聞や聞きききき取取取取りを行ったり、あるいはりを行ったり、あるいはりを行ったり、あるいはりを行ったり、あるいは意思確意思確意思確意思確認認認認をするなど、どのようなをするなど、どのようなをするなど、どのようなをするなど、どのようなススススキキキキーーーームムムムででででややややっていっていっていっているのかというるのかというるのかというるのかという問問問問題題題題意意意意識識識識をををを持持持持っています。こちらはどのようにっています。こちらはどのようにっています。こちらはどのようにっています。こちらはどのように進進進進めているのでしめているのでしめているのでしめているのでしょょょょうか。うか。うか。うか。○野田廃棄物対策課長○野田廃棄物対策課長○野田廃棄物対策課長○野田廃棄物対策課長 副委員長ご指副委員長ご指副委員長ご指副委員長ご指摘摘摘摘のののの市町市町市町市町村が所管する一般村が所管する一般村が所管する一般村が所管する一般廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物の部分について、の部分について、の部分について、の部分について、どのようにどのようにどのようにどのように整整整整合を合を合を合を図図図図っていくかというとこっていくかというとこっていくかというとこっていくかというところろろろです。です。です。です。廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物処理法の第５条の５で、処理法の第５条の５で、処理法の第５条の５で、処理法の第５条の５で、都道都道都道都道府府府府県が県が県が県が廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物処理計処理計処理計処理計画画画画を定めるに当たっては、そのを定めるに当たっては、そのを定めるに当たっては、そのを定めるに当たっては、その内容内容内容内容についてはについてはについてはについては市町市町市町市町村が所管する一般村が所管する一般村が所管する一般村が所管する一般廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物についてもについてもについてもについても含含含含めるとされています。めるとされています。めるとされています。めるとされています。どのようにどのようにどのようにどのように具具具具体的体的体的体的にににに進進進進めていくのかについては、めていくのかについては、めていくのかについては、めていくのかについては、廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物処理計処理計処理計処理計画画画画の中にの中にの中にの中に書書書書いている奈良いている奈良いている奈良いている奈良モモモモデデデデルルルル研修会という研修会という研修会という研修会という市町市町市町市町村の村の村の村の協協協協議の場を設定していますので、そこで議の場を設定していますので、そこで議の場を設定していますので、そこで議の場を設定していますので、そこで協協協協議を議を議を議を進進進進めるとともめるとともめるとともめるとともに、この計に、この計に、この計に、この計画画画画についてもについてもについてもについても市町市町市町市町村に村に村に村に意見意見意見意見照照照照会をして定めていきたいと会をして定めていきたいと会をして定めていきたいと会をして定めていきたいと思思思思っています。っています。っています。っています。以以以以上で上で上で上です。す。す。す。○中川副委員長○中川副委員長○中川副委員長○中川副委員長 奈良奈良奈良奈良モモモモデデデデルルルルプロプロプロプロジジジジェクェクェクェクトトトト会議の会議の会議の会議の図図図図もももも見見見見ています。ています。ています。ています。市町市町市町市町村とも一村とも一村とも一村とも一緒緒緒緒ににににややややっっっっていくというおていくというおていくというおていくというお話話話話ですけれども、ですけれども、ですけれども、ですけれども、今後今後今後今後、、、、市町市町市町市町村が、これはなかなか村が、これはなかなか村が、これはなかなか村が、これはなかなか厳厳厳厳しい、ここまではししい、ここまではししい、ここまではししい、ここまではしんんんんどいとかどいとかどいとかどいとか嫌嫌嫌嫌だなといったものが県の計だなといったものが県の計だなといったものが県の計だなといったものが県の計画画画画にににに書書書書かれることは、かれることは、かれることは、かれることは、基基基基本本本本的的的的にはないのでしにはないのでしにはないのでしにはないのでしょょょょううううか。か。か。か。確確確確認認認認しておきたいとしておきたいとしておきたいとしておきたいと思思思思います。います。います。います。○野田廃棄物対策課長○野田廃棄物対策課長○野田廃棄物対策課長○野田廃棄物対策課長 廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物処理法の定めは、処理法の定めは、処理法の定めは、処理法の定めは、完全完全完全完全にににに都道都道都道都道府府府府県の計県の計県の計県の計画画画画とととと市町市町市町市町村の計村の計村の計村の計画画画画をををを整整整整合することまでは合することまでは合することまでは合することまでは逐逐逐逐次次次次求求求求めているわけではありませめているわけではありませめているわけではありませめているわけではありませんんんんが、一定のが、一定のが、一定のが、一定の整整整整合合合合性性性性をををを図図図図るるるる必必必必要があ要があ要があ要があるとるとるとると考え考え考え考えています。ています。ています。ています。以以以以上です。上です。上です。上です。○中川副委員長○中川副委員長○中川副委員長○中川副委員長 一定の一定の一定の一定の整整整整合合合合性性性性はははは図図図図るというご説明でしたけれども、県とるというご説明でしたけれども、県とるというご説明でしたけれども、県とるというご説明でしたけれども、県と市町市町市町市町村の村の村の村の思思思思いがいがいがいが食食食食いいいい違違違違ったりする場ったりする場ったりする場ったりする場面面面面においては、どのような解決の場があるのかなとにおいては、どのような解決の場があるのかなとにおいては、どのような解決の場があるのかなとにおいては、どのような解決の場があるのかなと思思思思いました。いました。いました。いました。市町市町市町市町村と一村と一村と一村と一緒緒緒緒にににに講講講講習習習習会を会を会を会をややややっているというものもありましたけれども、奈良っているというものもありましたけれども、奈良っているというものもありましたけれども、奈良っているというものもありましたけれども、奈良モモモモデデデデルルルル研修会研修会研修会研修会等等等等でででで県と県と県と県と市町市町市町市町村の村の村の村の意思意思意思意思をすり合わせるという、そういうをすり合わせるという、そういうをすり合わせるという、そういうをすり合わせるという、そういう認識認識認識認識でいいのでしでいいのでしでいいのでしでいいのでしょょょょうか。うか。うか。うか。○野田廃棄物対策課長○野田廃棄物対策課長○野田廃棄物対策課長○野田廃棄物対策課長 はい、副委員長がおっしはい、副委員長がおっしはい、副委員長がおっしはい、副委員長がおっしゃゃゃゃるとおりです。るとおりです。るとおりです。るとおりです。○中川副委員長○中川副委員長○中川副委員長○中川副委員長 わかりました。わかりました。わかりました。わかりました。詳詳詳詳しいしいしいしい内容内容内容内容のののの資資資資料料料料もついていますので、また研もついていますので、また研もついていますので、また研もついていますので、また研究究究究しておしておしておしておきたいときたいときたいときたいと思思思思います。います。います。います。私私私私からのからのからのからの質問質問質問質問はははは以以以以上です。上です。上です。上です。○中村委員長○中村委員長○中村委員長○中村委員長 ほかにほかにほかにほかに意見意見意見意見もないようですので、これをもちましてもないようですので、これをもちましてもないようですので、これをもちましてもないようですので、これをもちまして質問質問質問質問をををを終終終終わります。わります。わります。わります。次に、委員長報告についてですが、本会議で次に、委員長報告についてですが、本会議で次に、委員長報告についてですが、本会議で次に、委員長報告についてですが、本会議で反反反反対討対討対討対討論論論論をされる場合は、委員長報告にをされる場合は、委員長報告にをされる場合は、委員長報告にをされる場合は、委員長報告に反反反反
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対意見対意見対意見対意見を記載しないこととなっております。を記載しないこととなっております。を記載しないこととなっております。を記載しないこととなっております。日本日本日本日本共共共共産産産産党党党党はははは反反反反対討対討対討対討論論論論をされますか。をされますか。をされますか。をされますか。○宮本委員○宮本委員○宮本委員○宮本委員 はい、いたします。はい、いたします。はい、いたします。はい、いたします。○中村委員長○中村委員長○中村委員長○中村委員長 では、委員長報告にでは、委員長報告にでは、委員長報告にでは、委員長報告に反反反反対意見対意見対意見対意見を記載しませを記載しませを記載しませを記載しませんんんんので、よので、よので、よので、よろろろろしくお願いします。しくお願いします。しくお願いします。しくお願いします。次に、日本次に、日本次に、日本次に、日本維新維新維新維新の会はの会はの会はの会は反反反反対討対討対討対討論論論論をされますか。をされますか。をされますか。をされますか。○中川副委員長○中川副委員長○中川副委員長○中川副委員長 日本日本日本日本維新維新維新維新の会も、の会も、の会も、の会も、反反反反対討対討対討対討論論論論をします。をします。をします。をします。○中村委員長○中村委員長○中村委員長○中村委員長 では、委員長報告にでは、委員長報告にでは、委員長報告にでは、委員長報告に反反反反対意見対意見対意見対意見を記載しませを記載しませを記載しませを記載しませんんんんので、よので、よので、よので、よろろろろしくお願いします。しくお願いします。しくお願いします。しくお願いします。次に、委員長報告についてでありますが、正副委員長にご一次に、委員長報告についてでありますが、正副委員長にご一次に、委員長報告についてでありますが、正副委員長にご一次に、委員長報告についてでありますが、正副委員長にご一任任任任願願願願ええええますか。ますか。ますか。ますか。（（（（「「「「異異異異議なし」と議なし」と議なし」と議なし」と呼ぶ呼ぶ呼ぶ呼ぶ者あり）者あり）者あり）者あり）それでは、そのようにさせていただきます。それでは、そのようにさせていただきます。それでは、そのようにさせていただきます。それでは、そのようにさせていただきます。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。委員の皆様わります。委員の皆様わります。委員の皆様わります。委員の皆様並並並並びびびびに理事者の皆に理事者の皆に理事者の皆に理事者の皆ささささんんんん、長、長、長、長時時時時間にわたりありがとうご間にわたりありがとうご間にわたりありがとうご間にわたりありがとうござざざざいました。いました。いました。いました。


