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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２５年２月２０日（水） １３：０３～１６：２４平成２５年２月２０日（水） １３：０３～１６：２４平成２５年２月２０日（水） １３：０３～１６：２４平成２５年２月２０日（水） １３：０３～１６：２４

開催場所開催場所開催場所開催場所 第３委員会室第３委員会室第３委員会室第３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

藤野 良次 委員長藤野 良次 委員長藤野 良次 委員長藤野 良次 委員長

宮本 次郎 副委員長宮本 次郎 副委員長宮本 次郎 副委員長宮本 次郎 副委員長

大坪 宏通 委員大坪 宏通 委員大坪 宏通 委員大坪 宏通 委員

宮木 健一 委員宮木 健一 委員宮木 健一 委員宮木 健一 委員

浅川 清仁 委員浅川 清仁 委員浅川 清仁 委員浅川 清仁 委員

中野 雅史 委員中野 雅史 委員中野 雅史 委員中野 雅史 委員

奥山 博康 委員奥山 博康 委員奥山 博康 委員奥山 博康 委員

山本 進章 委員山本 進章 委員山本 進章 委員山本 進章 委員

和田 恵治 委員和田 恵治 委員和田 恵治 委員和田 恵治 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 影山くらし創造部長兼景観・環境局長影山くらし創造部長兼景観・環境局長影山くらし創造部長兼景観・環境局長影山くらし創造部長兼景観・環境局長

冨岡 教育長 ほか、関係職員冨岡 教育長 ほか、関係職員冨岡 教育長 ほか、関係職員冨岡 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）２月定例県議会提出予定議案について（１）２月定例県議会提出予定議案について（１）２月定例県議会提出予定議案について（１）２月定例県議会提出予定議案について

（２）その他（２）その他（２）その他（２）その他

＜質疑応答＞＜質疑応答＞＜質疑応答＞＜質疑応答＞

○藤野委員長○藤野委員長○藤野委員長○藤野委員長 それでは、ただいまの説明、報告またはその他の事項も含めまして、質疑それでは、ただいまの説明、報告またはその他の事項も含めまして、質疑それでは、ただいまの説明、報告またはその他の事項も含めまして、質疑それでは、ただいまの説明、報告またはその他の事項も含めまして、質疑

があればご発言願います。があればご発言願います。があればご発言願います。があればご発言願います。

○和田委員○和田委員○和田委員○和田委員 それでは、私の方から幾つかの点にわたりまして、くらし創造部、あるいは、それでは、私の方から幾つかの点にわたりまして、くらし創造部、あるいは、それでは、私の方から幾つかの点にわたりまして、くらし創造部、あるいは、それでは、私の方から幾つかの点にわたりまして、くらし創造部、あるいは、

特に教育委員会に対しまして質問なり意見などを申し上げたいと、思うわけでございます。特に教育委員会に対しまして質問なり意見などを申し上げたいと、思うわけでございます。特に教育委員会に対しまして質問なり意見などを申し上げたいと、思うわけでございます。特に教育委員会に対しまして質問なり意見などを申し上げたいと、思うわけでございます。

まず、教育委員会から提出していただいております「平成２５年度一般会計特別会計予まず、教育委員会から提出していただいております「平成２５年度一般会計特別会計予まず、教育委員会から提出していただいております「平成２５年度一般会計特別会計予まず、教育委員会から提出していただいております「平成２５年度一般会計特別会計予

算案の概要 平成２４年度一般会計特別会計２月補正予算等の概要」の４１ページ、磯城算案の概要 平成２４年度一般会計特別会計２月補正予算等の概要」の４１ページ、磯城算案の概要 平成２４年度一般会計特別会計２月補正予算等の概要」の４１ページ、磯城算案の概要 平成２４年度一般会計特別会計２月補正予算等の概要」の４１ページ、磯城

野高校の件です。これにつきまして、ここは農業あるいは家庭、そういった分野での職業野高校の件です。これにつきまして、ここは農業あるいは家庭、そういった分野での職業野高校の件です。これにつきまして、ここは農業あるいは家庭、そういった分野での職業野高校の件です。これにつきまして、ここは農業あるいは家庭、そういった分野での職業

教育を充実させることを目指していますけれども、今度、奈良県農業総合センターが橿原教育を充実させることを目指していますけれども、今度、奈良県農業総合センターが橿原教育を充実させることを目指していますけれども、今度、奈良県農業総合センターが橿原教育を充実させることを目指していますけれども、今度、奈良県農業総合センターが橿原

市にありますその場所から、桜井市の県農業大学校の敷地に移転をいたします。その関係市にありますその場所から、桜井市の県農業大学校の敷地に移転をいたします。その関係市にありますその場所から、桜井市の県農業大学校の敷地に移転をいたします。その関係市にありますその場所から、桜井市の県農業大学校の敷地に移転をいたします。その関係



---- 2222 ----

で、単に移転をするだけではなくて、奈良県農業総合センターそのものが研究の高度化、で、単に移転をするだけではなくて、奈良県農業総合センターそのものが研究の高度化、で、単に移転をするだけではなくて、奈良県農業総合センターそのものが研究の高度化、で、単に移転をするだけではなくて、奈良県農業総合センターそのものが研究の高度化、

あるいはオンリーワンの研究開発をやって頑張っていくと。加えて、第６次産業化の研修あるいはオンリーワンの研究開発をやって頑張っていくと。加えて、第６次産業化の研修あるいはオンリーワンの研究開発をやって頑張っていくと。加えて、第６次産業化の研修あるいはオンリーワンの研究開発をやって頑張っていくと。加えて、第６次産業化の研修

拠点にもするということで大変意欲的な再生といいますか、そういう形で目指しておりま拠点にもするということで大変意欲的な再生といいますか、そういう形で目指しておりま拠点にもするということで大変意欲的な再生といいますか、そういう形で目指しておりま拠点にもするということで大変意欲的な再生といいますか、そういう形で目指しておりま

す。す。す。す。

そこで、絶好の機会だと、チャンスだと思うのですが、この職業教育としての磯城野高そこで、絶好の機会だと、チャンスだと思うのですが、この職業教育としての磯城野高そこで、絶好の機会だと、チャンスだと思うのですが、この職業教育としての磯城野高そこで、絶好の機会だと、チャンスだと思うのですが、この職業教育としての磯城野高

校を初めとする農業関係の高等学校との連携、交流といったものを進めていくことが大変校を初めとする農業関係の高等学校との連携、交流といったものを進めていくことが大変校を初めとする農業関係の高等学校との連携、交流といったものを進めていくことが大変校を初めとする農業関係の高等学校との連携、交流といったものを進めていくことが大変

重要ではないかと思うわけです。奈良県農業総合センターはこれまで相当な形で成果を生重要ではないかと思うわけです。奈良県農業総合センターはこれまで相当な形で成果を生重要ではないかと思うわけです。奈良県農業総合センターはこれまで相当な形で成果を生重要ではないかと思うわけです。奈良県農業総合センターはこれまで相当な形で成果を生

み出してきましたし、その成果物を、例えばイチゴならイチゴ、こんなイチゴができたよみ出してきましたし、その成果物を、例えばイチゴならイチゴ、こんなイチゴができたよみ出してきましたし、その成果物を、例えばイチゴならイチゴ、こんなイチゴができたよみ出してきましたし、その成果物を、例えばイチゴならイチゴ、こんなイチゴができたよ

ということで、農業高校、磯城野高校でも示してあげる。そうすれば、ああ、これだったということで、農業高校、磯城野高校でも示してあげる。そうすれば、ああ、これだったということで、農業高校、磯城野高校でも示してあげる。そうすれば、ああ、これだったということで、農業高校、磯城野高校でも示してあげる。そうすれば、ああ、これだった

らいいなと、頑張らないといかんなという希望が持てる農業ということで、これは品種のらいいなと、頑張らないといかんなという希望が持てる農業ということで、これは品種のらいいなと、頑張らないといかんなという希望が持てる農業ということで、これは品種のらいいなと、頑張らないといかんなという希望が持てる農業ということで、これは品種の

開発、改良になりますけれども、農業高校の生徒さんた開発、改良になりますけれども、農業高校の生徒さんた開発、改良になりますけれども、農業高校の生徒さんた開発、改良になりますけれども、農業高校の生徒さんたちちちちが希望の持てるような教育が希望の持てるような教育が希望の持てるような教育が希望の持てるような教育内容内容内容内容

という意という意という意という意味味味味で、奈良県農業総合センターとの交流をで、奈良県農業総合センターとの交流をで、奈良県農業総合センターとの交流をで、奈良県農業総合センターとの交流を図図図図っていくっていくっていくっていく必必必必要があるのではないか、要があるのではないか、要があるのではないか、要があるのではないか、

そういうことをこれからそういうことをこれからそういうことをこれからそういうことをこれから考考考考えていかなければいけないと思いますが、どうおえていかなければいけないと思いますが、どうおえていかなければいけないと思いますが、どうおえていかなければいけないと思いますが、どうお考考考考えでしえでしえでしえでしょょょょうううう

か。か。か。か。

それから、９９ページです。それから、９９ページです。それから、９９ページです。それから、９９ページです。茶臼茶臼茶臼茶臼山山山山古墳古墳古墳古墳のののの整備整備整備整備のことですが、一部のことですが、一部のことですが、一部のことですが、一部土土土土地を地を地を地を公有公有公有公有化すると化すると化すると化すると

いうことで、このたいうことで、このたいうことで、このたいうことで、このたび買収び買収び買収び買収されることになりました。これは大変されることになりました。これは大変されることになりました。これは大変されることになりました。これは大変有効有効有効有効なものだと、その地なものだと、その地なものだと、その地なものだと、その地

域域域域を見て思っております。を見て思っております。を見て思っております。を見て思っております。

問問問問題題題題は、は、は、は、文文文文化化化化財保存財保存財保存財保存でこのでこのでこのでこの茶臼茶臼茶臼茶臼山山山山古墳古墳古墳古墳の一部をの一部をの一部をの一部を公有公有公有公有化するという化するという化するという化するという行為行為行為行為にににに伴伴伴伴って、このって、このって、このって、この古古古古

墳墳墳墳はははは町町町町のののの真真真真ん中にあるのです。だから、単にそのん中にあるのです。だから、単にそのん中にあるのです。だから、単にそのん中にあるのです。だから、単にその古墳古墳古墳古墳をををを整備整備整備整備する、そのためにする、そのためにする、そのためにする、そのために買買買買うのだとうのだとうのだとうのだと

いういういういう行為行為行為行為をををを行行行行うについては、それでうについては、それでうについては、それでうについては、それで終終終終わりとするのではなく、やはりまわりとするのではなく、やはりまわりとするのではなく、やはりまわりとするのではなく、やはりまちづちづちづちづくりとの関係くりとの関係くりとの関係くりとの関係

でででで文文文文化化化化財保存財保存財保存財保存をををを考考考考えていくことが重要ではないかと思うわけです。えていくことが重要ではないかと思うわけです。えていくことが重要ではないかと思うわけです。えていくことが重要ではないかと思うわけです。

さらに、ほかの形をさらに、ほかの形をさらに、ほかの形をさらに、ほかの形を参考参考参考参考で言いますが、で言いますが、で言いますが、で言いますが、纒向古墳群纒向古墳群纒向古墳群纒向古墳群がございますけれども、その中で、がございますけれども、その中で、がございますけれども、その中で、がございますけれども、その中で、

ＪＲ巻向駅ＪＲ巻向駅ＪＲ巻向駅ＪＲ巻向駅のののの隣隣隣隣のとこのとこのとこのところろろろに、大に、大に、大に、大型型型型のののの建建建建物物物物跡跡跡跡、それが、それが、それが、それが卑弥呼卑弥呼卑弥呼卑弥呼の宮の宮の宮の宮殿跡殿跡殿跡殿跡ではないかというようではないかというようではないかというようではないかというよう

なななな推測推測推測推測でででで騒騒騒騒がれておりますが、あそこががれておりますが、あそこががれておりますが、あそこががれておりますが、あそこが国国国国史史史史跡跡跡跡指定となる方指定となる方指定となる方指定となる方向向向向で進めております。そうなで進めております。そうなで進めております。そうなで進めております。そうな

ると、あそこは一ると、あそこは一ると、あそこは一ると、あそこは一挙挙挙挙に観に観に観に観光光光光のまのまのまのまちづちづちづちづくりにもなってくるわけです。そのようなことで、やくりにもなってくるわけです。そのようなことで、やくりにもなってくるわけです。そのようなことで、やくりにもなってくるわけです。そのようなことで、や

はりはりはりはり文文文文化化化化財財財財というものは、単にというものは、単にというものは、単にというものは、単に歴歴歴歴史を史を史を史を保存保存保存保存するという観点からだけではなくて、まするという観点からだけではなくて、まするという観点からだけではなくて、まするという観点からだけではなくて、まちづちづちづちづくくくく

りと一りと一りと一りと一体体体体的な形で進めていく的な形で進めていく的な形で進めていく的な形で進めていく必必必必要があるのではないかと思っております。要があるのではないかと思っております。要があるのではないかと思っております。要があるのではないかと思っております。

そういうことで、特にまそういうことで、特にまそういうことで、特にまそういうことで、特にまちづちづちづちづくりとなってくると、地くりとなってくると、地くりとなってくると、地くりとなってくると、地元元元元のののの人人人人たたたたちちちちのののの声声声声を生かしながら、を生かしながら、を生かしながら、を生かしながら、

このこのこのこの文文文文化化化化財財財財をををを町町町町がががが守守守守っていくのだ、そしてまたまっていくのだ、そしてまたまっていくのだ、そしてまたまっていくのだ、そしてまたまちづちづちづちづくりのためにこれをくりのためにこれをくりのためにこれをくりのためにこれを活用活用活用活用するのだとするのだとするのだとするのだと

いうようないうようないうようないうような動動動動きがきがきがきが必必必必要ではないか、つくり出す要ではないか、つくり出す要ではないか、つくり出す要ではないか、つくり出す必必必必要があるのではないかと思うわけですが、要があるのではないかと思うわけですが、要があるのではないかと思うわけですが、要があるのではないかと思うわけですが、
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いかがなものでしいかがなものでしいかがなものでしいかがなものでしょょょょうか。うか。うか。うか。検討検討検討検討していただきたいと思います。していただきたいと思います。していただきたいと思います。していただきたいと思います。

次にこの予算と次にこの予算と次にこの予算と次にこの予算と離離離離れまして、れまして、れまして、れまして、体罰体罰体罰体罰のことについて幾つか質問をさせていただきたいと思のことについて幾つか質問をさせていただきたいと思のことについて幾つか質問をさせていただきたいと思のことについて幾つか質問をさせていただきたいと思

います。います。います。います。

まず１つ目は、いまず１つ目は、いまず１つ目は、いまず１つ目は、いじじじじめとめとめとめと体罰体罰体罰体罰のののの共共共共通通通通性性性性、あるいは本質的な、あるいは本質的な、あるいは本質的な、あるいは本質的な内容内容内容内容をどのようにをどのようにをどのようにをどのように把握把握把握把握されるされるされるされる

のか。のか。のか。のか。

２つ目には、この２つ目には、この２つ目には、この２つ目には、この体罰体罰体罰体罰のののの現状把握現状把握現状把握現状把握は、は、は、は、アアアアンンンンケケケケーーーートトトトをこれからをこれからをこれからをこれから行行行行ってきってきってきってきちちちちんとするというんとするというんとするというんとするという

けれども、けれども、けれども、けれども、アアアアンンンンケケケケーーーート以前ト以前ト以前ト以前のののの現段階現段階現段階現段階でのでのでのでの体罰体罰体罰体罰のののの現状把握現状把握現状把握現状把握はどうであったのか。これをおわはどうであったのか。これをおわはどうであったのか。これをおわはどうであったのか。これをおわ

かりであればお示しいただきたい。かりであればお示しいただきたい。かりであればお示しいただきたい。かりであればお示しいただきたい。

そして、そのそして、そのそして、そのそして、その結結結結果としてこれから果としてこれから果としてこれから果としてこれからアアアアンンンンケケケケーーーートトトトがががが行行行行われていくわけですが、このわれていくわけですが、このわれていくわけですが、このわれていくわけですが、このアアアアンンンンケケケケーーーー

トトトトの目的については、質問ではないのですけれども指の目的については、質問ではないのですけれども指の目的については、質問ではないのですけれども指の目的については、質問ではないのですけれども指摘摘摘摘をしておきたいのは、この目的のをしておきたいのは、この目的のをしておきたいのは、この目的のをしておきたいのは、この目的の

とことことこところろろろに、に、に、に、体罰体罰体罰体罰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、これはこのとおりだと思います。しかし、する、これはこのとおりだと思います。しかし、する、これはこのとおりだと思います。しかし、する、これはこのとおりだと思います。しかし、アアアアンンンンケケケケーーーートトトト

を通を通を通を通じじじじてててて体罰禁止体罰禁止体罰禁止体罰禁止のののの徹底徹底徹底徹底をををを図図図図る目的でというのだったら、る目的でというのだったら、る目的でというのだったら、る目的でというのだったら、ちょちょちょちょっとっとっとっと飛躍飛躍飛躍飛躍ではないかと。ではないかと。ではないかと。ではないかと。体体体体

罰禁止罰禁止罰禁止罰禁止のののの徹底徹底徹底徹底をををを図図図図るためにこのるためにこのるためにこのるためにこのアアアアンンンンケケケケーーーートトトトをとり、をとり、をとり、をとり、資料資料資料資料とするのではないかと、とするのではないかと、とするのではないかと、とするのではないかと、理解理解理解理解をしをしをしをし

ます。したがって、私のます。したがって、私のます。したがって、私のます。したがって、私の理解理解理解理解のののの仕仕仕仕方、方、方、方、細細細細かいとこかいとこかいとこかいところろろろまで目がまで目がまで目がまで目が行行行行くと思われるかもわかりまくと思われるかもわかりまくと思われるかもわかりまくと思われるかもわかりま

せんが、これがせんが、これがせんが、これがせんが、これが世世世世に出たら、に出たら、に出たら、に出たら、何何何何だ、だ、だ、だ、アアアアンンンンケケケケーーーートトトトでこのでこのでこのでこの体罰体罰体罰体罰のののの禁止禁止禁止禁止のののの徹底徹底徹底徹底をををを図図図図るのかと、でるのかと、でるのかと、でるのかと、で

きるはずがないではないかと、こうなりますから、その点、きるはずがないではないかと、こうなりますから、その点、きるはずがないではないかと、こうなりますから、その点、きるはずがないではないかと、こうなりますから、その点、留留留留意していただきたいと思い意していただきたいと思い意していただきたいと思い意していただきたいと思い

ます。ます。ます。ます。

余談余談余談余談になりましたが、そういうになりましたが、そういうになりましたが、そういうになりましたが、そういうアアアアンンンンケケケケーーーートトトトをををを行行行行ったったったった結結結結果として大果として大果として大果として大切切切切なことは、なことは、なことは、なことは、アアアアンンンンケケケケーーーー

トトトトのののの結結結結果を果を果を果を評価評価評価評価、分、分、分、分析析析析していかなければならないと思うのです。それはいつごしていかなければならないと思うのです。それはいつごしていかなければならないと思うのです。それはいつごしていかなければならないと思うのです。それはいつごろ回収ろ回収ろ回収ろ回収されされされされ

るのか、そして、今問るのか、そして、今問るのか、そして、今問るのか、そして、今問題題題題になっておりますけれども、になっておりますけれども、になっておりますけれども、になっておりますけれども、体罰体罰体罰体罰のののの基準基準基準基準をこのをこのをこのをこのアアアアンンンンケケケケーーーートトトトからからからから整整整整

理理理理をしていかなければならのではないかと思うのです。をしていかなければならのではないかと思うのです。をしていかなければならのではないかと思うのです。をしていかなければならのではないかと思うのです。

回収回収回収回収、それから、それから、それから、それから体罰体罰体罰体罰のののの基準基準基準基準をやはりお示しいただきたいと。例えば、をやはりお示しいただきたいと。例えば、をやはりお示しいただきたいと。例えば、をやはりお示しいただきたいと。例えば、胸胸胸胸ををををぽぽぽぽんとたたいんとたたいんとたたいんとたたい

ただけでただけでただけでただけで体罰体罰体罰体罰になるのかどうなのか、になるのかどうなのか、になるのかどうなのか、になるのかどうなのか、笑笑笑笑えるようなえるようなえるようなえるような話話話話でございますが、でございますが、でございますが、でございますが、体罰体罰体罰体罰といってもといってもといってもといってもピピピピ

ンからンからンからンからキキキキリまで、リまで、リまで、リまで、受受受受けけけけ取取取取るるるる側側側側にしてみればさまざまです。ですから、そのにしてみればさまざまです。ですから、そのにしてみればさまざまです。ですから、そのにしてみればさまざまです。ですから、その辺辺辺辺のとこのとこのとこのところろろろ、、、、体体体体

罰罰罰罰のののの基準基準基準基準はやはり示すはやはり示すはやはり示すはやはり示す必必必必要があるのではないかと思います。要があるのではないかと思います。要があるのではないかと思います。要があるのではないかと思います。

それから、それから、それから、それから、体罰体罰体罰体罰をした教をした教をした教をした教師師師師あるいはその学校に対する指あるいはその学校に対する指あるいはその学校に対する指あるいはその学校に対する指導導導導あるいはあるいはあるいはあるいは懲罰懲罰懲罰懲罰といったものはといったものはといったものはといったものは

どのようにおどのようにおどのようにおどのようにお考考考考えなのか、その点をおえなのか、その点をおえなのか、その点をおえなのか、その点をお尋ね尋ね尋ね尋ねしたい。したい。したい。したい。以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○安井学校教育課長○安井学校教育課長○安井学校教育課長○安井学校教育課長 磯城野高校の職業教育に関しましてご質問いただきました。磯城野高校の職業教育に関しましてご質問いただきました。磯城野高校の職業教育に関しましてご質問いただきました。磯城野高校の職業教育に関しましてご質問いただきました。

現在現在現在現在も磯城野高校では、も磯城野高校では、も磯城野高校では、も磯城野高校では、配置配置配置配置されている教員では対されている教員では対されている教員では対されている教員では対応応応応しししし切切切切れないようなれないようなれないようなれないような最先端最先端最先端最先端のののの技術技術技術技術でででで

あったり、あったり、あったり、あったり、知識知識知識知識であったり、そういったとこであったり、そういったとこであったり、そういったとこであったり、そういったところろろろはははは広広広広くくくく社社社社会会会会人人人人のののの講師講師講師講師等を等を等を等を招招招招きまして指きまして指きまして指きまして指導導導導のののの
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充実を充実を充実を充実を図図図図っております。そんなっております。そんなっております。そんなっております。そんな課程課程課程課程の中で、より一の中で、より一の中で、より一の中で、より一層就層就層就層就業業業業体験体験体験体験、あるいは職業、あるいは職業、あるいは職業、あるいは職業体験体験体験体験、ある、ある、ある、ある

いは実いは実いは実いは実習習習習等をするために、地等をするために、地等をするために、地等をするために、地域域域域あるいはその他産業あるいはその他産業あるいはその他産業あるいはその他産業界界界界、和田委員ご指、和田委員ご指、和田委員ご指、和田委員ご指摘摘摘摘の高度な研究の高度な研究の高度な研究の高度な研究施設施設施設施設

等との連携等も等との連携等も等との連携等も等との連携等も模索模索模索模索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ございます。でございます。でございます。でございます。

今今今今後後後後もご指もご指もご指もご指摘摘摘摘の県農業総合センターも含みまして、そういった高度産業の県農業総合センターも含みまして、そういった高度産業の県農業総合センターも含みまして、そういった高度産業の県農業総合センターも含みまして、そういった高度産業技術技術技術技術等の等の等の等の最先端最先端最先端最先端

をいっているようなをいっているようなをいっているようなをいっているような施設施設施設施設とも連携しながら、とも連携しながら、とも連携しながら、とも連携しながら、就労就労就労就労にににに結び結び結び結びつく職業教育の充実につく職業教育の充実につく職業教育の充実につく職業教育の充実に取取取取りりりり組組組組んでんでんでんで

まいりたいとまいりたいとまいりたいとまいりたいと考考考考えております。えております。えております。えております。

○小槻文化財保存課長○小槻文化財保存課長○小槻文化財保存課長○小槻文化財保存課長 史史史史跡跡跡跡桜井桜井桜井桜井茶臼茶臼茶臼茶臼山山山山古墳古墳古墳古墳のののの保存整備保存整備保存整備保存整備につきまして、２につきまして、２につきまして、２につきまして、２，，，，９００９００９００９００万円万円万円万円のののの

予算案を提出しているとこ予算案を提出しているとこ予算案を提出しているとこ予算案を提出しているところろろろでありますが、この史でありますが、この史でありますが、この史でありますが、この史跡跡跡跡につきまして、につきまして、につきまして、につきまして、古墳古墳古墳古墳のある地のある地のある地のある地域域域域、こ、こ、こ、こ

こは桜井市のこは桜井市のこは桜井市のこは桜井市の南側南側南側南側、桜井市本、桜井市本、桜井市本、桜井市本町町町町通りの通りの通りの通りの東東東東のののの端端端端にににに位置位置位置位置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ありまして、和田委でありまして、和田委でありまして、和田委でありまして、和田委

員お員お員お員お述べ述べ述べ述べのように、のように、のように、のように、纒向纒向纒向纒向とか初とか初とか初とか初瀬瀬瀬瀬とかがつながる桜井市の観とかがつながる桜井市の観とかがつながる桜井市の観とかがつながる桜井市の観光ル光ル光ル光ルーーーートトトトの中のの中のの中のの中のキキキキーとなるーとなるーとなるーとなるエエエエ

リリリリアアアアだと思います。桜井市も史だと思います。桜井市も史だと思います。桜井市も史だと思います。桜井市も史跡跡跡跡などのなどのなどのなどの文文文文化化化化財財財財をををを活用活用活用活用した観した観した観した観光振興光振興光振興光振興事業というものも事業というものも事業というものも事業というものも検討検討検討検討

されておられます。されておられます。されておられます。されておられます。既既既既にににに古墳近古墳近古墳近古墳近くにあるまくにあるまくにあるまくにあるまちづちづちづちづくりくりくりくり協協協協議会とか地議会とか地議会とか地議会とか地域づ域づ域づ域づくりのくりのくりのくりのＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯなどがなどがなどがなどが

ままままちづちづちづちづくりにかかわる事業を実くりにかかわる事業を実くりにかかわる事業を実くりにかかわる事業を実施施施施されて、そういうされて、そういうされて、そういうされて、そういうネットネットネットネットワーワーワーワーク組織ク組織ク組織ク組織もあるということももあるということももあるということももあるということも

承知承知承知承知をしております。をしております。をしております。をしております。

和田委員お和田委員お和田委員お和田委員お述べ述べ述べ述べのとおり、のとおり、のとおり、のとおり、文文文文化化化化財財財財につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、保存保存保存保存とともにとともにとともにとともに活用活用活用活用、地、地、地、地域づ域づ域づ域づくりのくりのくりのくりの視視視視

点というものはとても大点というものはとても大点というものはとても大点というものはとても大切切切切なななな視視視視点かと思います。こういう中で、この点かと思います。こういう中で、この点かと思います。こういう中で、この点かと思います。こういう中で、この茶臼茶臼茶臼茶臼山山山山古墳古墳古墳古墳につきまにつきまにつきまにつきま

しては、地しては、地しては、地しては、地元元元元がこのがこのがこのがこの資源資源資源資源をどうをどうをどうをどう活用活用活用活用していくのか、どう地していくのか、どう地していくのか、どう地していくのか、どう地域振興域振興域振興域振興をををを図図図図るのかという観点かるのかという観点かるのかという観点かるのかという観点か

ら、地ら、地ら、地ら、地元元元元の桜井市とかの桜井市とかの桜井市とかの桜井市とか自自自自治会とか、あるいはま治会とか、あるいはま治会とか、あるいはま治会とか、あるいはまちづちづちづちづくりくりくりくり協協協協議会など、こういうとこ議会など、こういうとこ議会など、こういうとこ議会など、こういうところろろろと地と地と地と地

元元元元とともに今とともに今とともに今とともに今後後後後ののの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考考考考えております。えております。えております。えております。以以以以上です。上です。上です。上です。

○石井教職員課長○石井教職員課長○石井教職員課長○石井教職員課長 体罰体罰体罰体罰についてについてについてについて数数数数点、ご質問いただいておりますのでお点、ご質問いただいておりますのでお点、ご質問いただいておりますのでお点、ご質問いただいておりますのでお答答答答えさせていたえさせていたえさせていたえさせていた

だきます。だきます。だきます。だきます。

１点目は、い１点目は、い１点目は、い１点目は、いじじじじめとめとめとめと体罰体罰体罰体罰のののの共共共共通通通通性性性性というご質問かと思います。いというご質問かと思います。いというご質問かと思います。いというご質問かと思います。いじじじじめもめもめもめも体罰体罰体罰体罰もももも同様同様同様同様と申と申と申と申

しますか、しますか、しますか、しますか、児童児童児童児童生徒の生徒の生徒の生徒の人権人権人権人権をををを侵害侵害侵害侵害するするするする行為行為行為行為であるという点でであるという点でであるという点でであるという点で共共共共通通通通性性性性があると、があると、があると、があると、認識認識認識認識しておしておしておしてお

ります。そのようなります。そのようなります。そのようなります。そのような理解理解理解理解でございます。でございます。でございます。でございます。

２点目でございます。２点目でございます。２点目でございます。２点目でございます。体罰体罰体罰体罰のののの現状現状現状現状のののの把握状況把握状況把握状況把握状況ということでご質問をいただいております。ということでご質問をいただいております。ということでご質問をいただいております。ということでご質問をいただいております。

体罰体罰体罰体罰につきましては、学校教育につきましては、学校教育につきましては、学校教育につきましては、学校教育法法法法第１１第１１第１１第１１条条条条で明で明で明で明確確確確にににに禁止禁止禁止禁止をされているをされているをされているをされている行為行為行為行為でございまして、でございまして、でございまして、でございまして、

体罰体罰体罰体罰ということになりますと、ということになりますと、ということになりますと、ということになりますと、後後後後ほどの質問にもございましたほどの質問にもございましたほどの質問にもございましたほどの質問にもございました懲戒処懲戒処懲戒処懲戒処分という形になりま分という形になりま分という形になりま分という形になりま

す。そういう形でいきますと、す。そういう形でいきますと、す。そういう形でいきますと、す。そういう形でいきますと、過去過去過去過去５年５年５年５年間間間間で４件ので４件ので４件ので４件の体罰体罰体罰体罰によるによるによるによる懲戒処懲戒処懲戒処懲戒処分を分を分を分を行行行行わさせていたわさせていたわさせていたわさせていた

だいております。平成２０年度に１件、平成２１年度に１件、平成２４年度に、だいております。平成２０年度に１件、平成２１年度に１件、平成２４年度に、だいております。平成２０年度に１件、平成２１年度に１件、平成２４年度に、だいております。平成２０年度に１件、平成２１年度に１件、平成２４年度に、昨昨昨昨年１０年１０年１０年１０

月ですけれども２件の月ですけれども２件の月ですけれども２件の月ですけれども２件の処処処処分をさせていただいているとこ分をさせていただいているとこ分をさせていただいているとこ分をさせていただいているところろろろでございます。でございます。でございます。でございます。
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それと、それと、それと、それと、アアアアンンンンケケケケーーーートトトトのののの調査調査調査調査の、今の、今の、今の、今回回回回のののの調査調査調査調査の目的について、これは質問ではないというの目的について、これは質問ではないというの目的について、これは質問ではないというの目的について、これは質問ではないという

ことでおことでおことでおことでお尋ね尋ね尋ね尋ねだったのですが、だったのですが、だったのですが、だったのですが、若干若干若干若干補補補補足足足足をさせていただきます。をさせていただきます。をさせていただきます。をさせていただきます。

このこのこのこの体罰調査体罰調査体罰調査体罰調査がががが体罰禁止体罰禁止体罰禁止体罰禁止のののの徹底徹底徹底徹底にどうつながるのかということですけれども、今にどうつながるのかということですけれども、今にどうつながるのかということですけれども、今にどうつながるのかということですけれども、今回体罰回体罰回体罰回体罰

の実の実の実の実態調査態調査態調査態調査をいたしますけれども、をいたしますけれども、をいたしますけれども、をいたしますけれども、各各各各教員が教員が教員が教員が皆皆皆皆かかわることになります。そのかかわることになります。そのかかわることになります。そのかかわることになります。その際際際際に、に、に、に、体罰体罰体罰体罰

のもともとののもともとののもともとののもともとの禁止禁止禁止禁止されている意されている意されている意されている意味味味味合いなり、な合いなり、な合いなり、な合いなり、なぜぜぜぜ今こういうことになっているのかという今こういうことになっているのかという今こういうことになっているのかという今こういうことになっているのかという

ことを再度ことを再度ことを再度ことを再度認識認識認識認識していただけることと思っておりますので、していただけることと思っておりますので、していただけることと思っておりますので、していただけることと思っておりますので、体罰禁止体罰禁止体罰禁止体罰禁止につながるものとまにつながるものとまにつながるものとまにつながるものとま

ずずずず期待期待期待期待をして、目的にしているとこをして、目的にしているとこをして、目的にしているとこをして、目的にしているところろろろでございます。よでございます。よでございます。よでございます。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、次に、次に、次に、結結結結果の果の果の果の評価評価評価評価、分、分、分、分析析析析、いつ、いつ、いつ、いつ回収回収回収回収するのかという点でございますが、するのかという点でございますが、するのかという点でございますが、するのかという点でございますが、先先先先ほど概要でごほど概要でごほど概要でごほど概要でご

説明いたしましたが、説明いたしましたが、説明いたしましたが、説明いたしましたが、アアアアンンンンケケケケーーーート調査ト調査ト調査ト調査をををを児童児童児童児童にした上で、にした上で、にした上で、にした上で、児童児童児童児童なり教職員なりに事実なり教職員なりに事実なり教職員なりに事実なり教職員なりに事実確認確認確認確認

等の等の等の等の聞聞聞聞きききき取取取取りりりり調査調査調査調査もももも行行行行うううう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、終終終終業業業業式式式式等の日等の日等の日等の日程程程程もにらみまして、３月２５もにらみまして、３月２５もにらみまして、３月２５もにらみまして、３月２５

日に日に日に日に回収回収回収回収をいたします。その上で、和田委員おっしをいたします。その上で、和田委員おっしをいたします。その上で、和田委員おっしをいたします。その上で、和田委員おっしゃゃゃゃっておられますとおり、中っておられますとおり、中っておられますとおり、中っておられますとおり、中身身身身のののの評価評価評価評価、、、、

分分分分析析析析等をさせていただきたいと等をさせていただきたいと等をさせていただきたいと等をさせていただきたいと考考考考えております。えております。えております。えております。

それと、今それと、今それと、今それと、今回回回回の実の実の実の実態調査態調査態調査態調査をををを受受受受けてけてけてけて体罰体罰体罰体罰のののの基準基準基準基準のののの整理整理整理整理ということでございますが、ということでございますが、ということでございますが、ということでございますが、現在現在現在現在、、、、

体罰体罰体罰体罰につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、確確確確かに機かに機かに機かに機械械械械的になかなか的になかなか的になかなか的になかなか判判判判定できないとこ定できないとこ定できないとこ定できないところろろろでございます。一でございます。一でございます。一でございます。一応応応応、、、、

平成１９年２月に平成１９年２月に平成１９年２月に平成１９年２月に文文文文部部部部科科科科学学学学省省省省から、学校教育から、学校教育から、学校教育から、学校教育法法法法第１１第１１第１１第１１条条条条にににに規規規規定している定している定している定している児童児童児童児童生徒の生徒の生徒の生徒の懲戒懲戒懲戒懲戒・・・・

体罰体罰体罰体罰に関するに関するに関するに関する考考考考え方ということで、一定のえ方ということで、一定のえ方ということで、一定のえ方ということで、一定のララララインは示されております。ただ、機インは示されております。ただ、機インは示されております。ただ、機インは示されております。ただ、機械械械械的には的には的には的には

なかなかなかなかなかなかなかなか判断判断判断判断つきにくい部分、さらにつきにくい部分、さらにつきにくい部分、さらにつきにくい部分、さらに最最最最高高高高裁判裁判裁判裁判所の所の所の所の判判判判例等も出ておりまして、その例等も出ておりまして、その例等も出ておりまして、その例等も出ておりまして、その辺辺辺辺もあもあもあもあ

わせてわせてわせてわせて考考考考えざるをえざるをえざるをえざるを得得得得ないないないない現状現状現状現状でございます。ただ、でございます。ただ、でございます。ただ、でございます。ただ、新聞新聞新聞新聞報報報報道道道道によりますと、によりますと、によりますと、によりますと、昨昨昨昨日、日、日、日、参参参参議議議議院院院院

の予算委員会では、の予算委員会では、の予算委員会では、の予算委員会では、安倍首安倍首安倍首安倍首相が明相が明相が明相が明確確確確なななな基準基準基準基準を示していきたいというような方を示していきたいというような方を示していきたいというような方を示していきたいというような方向向向向も示されても示されても示されても示されて

いるということで、いるということで、いるということで、いるということで、国国国国のののの動動動動きなりと合わせてきなりと合わせてきなりと合わせてきなりと合わせて我々我々我々我々でもでもでもでも取取取取りりりり組組組組んでまいりたいと思います。んでまいりたいと思います。んでまいりたいと思います。んでまいりたいと思います。

最後最後最後最後でございます。でございます。でございます。でございます。体罰体罰体罰体罰をした教をした教をした教をした教師へ師へ師へ師への指の指の指の指導導導導、、、、懲戒懲戒懲戒懲戒というというというという話話話話ですが、ですが、ですが、ですが、先先先先ほどのほどのほどのほどの答答答答えとえとえとえと若若若若

干ダブ干ダブ干ダブ干ダブりますけれども、りますけれども、りますけれども、りますけれども、体罰体罰体罰体罰につきましては学校教育につきましては学校教育につきましては学校教育につきましては学校教育法法法法でででで禁止禁止禁止禁止されているされているされているされている行為行為行為行為でございまでございまでございまでございま

すので、当すので、当すので、当すので、当然処然処然処然処分ということになります。分ということになります。分ということになります。分ということになります。先先先先ほど言いました、今年度のほど言いました、今年度のほど言いました、今年度のほど言いました、今年度の処処処処分事例でいきま分事例でいきま分事例でいきま分事例でいきま

すと、１名につきましてはすと、１名につきましてはすと、１名につきましてはすと、１名につきましては減給減給減給減給１１１１カカカカ月、１０分の１、もう１名につきましては月、１０分の１、もう１名につきましては月、１０分の１、もう１名につきましては月、１０分の１、もう１名につきましては停停停停職４職４職４職４カカカカ月月月月

というというというという懲戒処懲戒処懲戒処懲戒処分を分を分を分を行行行行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ございます。なお、学校でございます。なお、学校でございます。なお、学校でございます。なお、学校内内内内でででで起起起起こっていることでごこっていることでごこっていることでごこっていることでご

ざいますので、学校長に対しましてもあわせてざいますので、学校長に対しましてもあわせてざいますので、学校長に対しましてもあわせてざいますので、学校長に対しましてもあわせて処処処処分を分を分を分を行行行行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ございます。でございます。でございます。でございます。以以以以

上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○和田委員○和田委員○和田委員○和田委員 まず、まず、まず、まず、先先先先ほどの磯城野高校のほどの磯城野高校のほどの磯城野高校のほどの磯城野高校の答弁答弁答弁答弁、それからまた、それからまた、それからまた、それからまた茶臼茶臼茶臼茶臼山山山山古墳古墳古墳古墳のののの答弁答弁答弁答弁、それ、それ、それ、それぞぞぞぞ

れそれで一れそれで一れそれで一れそれで一応了応了応了応了とさせていただきます。頑張ってください。とさせていただきます。頑張ってください。とさせていただきます。頑張ってください。とさせていただきます。頑張ってください。

体罰体罰体罰体罰の関係につきましては、の関係につきましては、の関係につきましては、の関係につきましては、体罰体罰体罰体罰のののの基準基準基準基準がががが非常非常非常非常にこれから重要になると思うのです。にこれから重要になると思うのです。にこれから重要になると思うのです。にこれから重要になると思うのです。文文文文
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部部部部科科科科学学学学省省省省の通の通の通の通知知知知は、は、は、は、体罰体罰体罰体罰はいけない、だけれどもということで、はいけない、だけれどもということで、はいけない、だけれどもということで、はいけない、だけれどもということで、体罰体罰体罰体罰のののの線引線引線引線引きができずにきができずにきができずにきができずに

少少少少しししし幅幅幅幅を持たせてしまったというような通を持たせてしまったというような通を持たせてしまったというような通を持たせてしまったというような通知知知知であります。であります。であります。であります。

いいいいろろろろいいいいろろろろなななな人人人人たたたたちちちちのののの考考考考え方があります。え方があります。え方があります。え方があります。体罰体罰体罰体罰は絶対にだめだとか、いや、は絶対にだめだとか、いや、は絶対にだめだとか、いや、は絶対にだめだとか、いや、ちょちょちょちょっとっとっとっとぐぐぐぐらららら

いいいい許許許許されてもいいのではないか。されてもいいのではないか。されてもいいのではないか。されてもいいのではないか。親親親親の中では、の中では、の中では、の中では、少少少少 々々々々たたいてくれてもたたいてくれてもたたいてくれてもたたいてくれても構構構構へへへへんで、指んで、指んで、指んで、指導ちゃ導ちゃ導ちゃ導ちゃ

んとやってやと、こういうようなんとやってやと、こういうようなんとやってやと、こういうようなんとやってやと、こういうような認識認識認識認識もございます。ですから、こうだというもございます。ですから、こうだというもございます。ですから、こうだというもございます。ですから、こうだという基準基準基準基準は出しは出しは出しは出し

にくいだにくいだにくいだにくいだろろろろうけれども、しかし、うけれども、しかし、うけれども、しかし、うけれども、しかし、国国国国やややや我々我々我々我々がががが考考考考えたことで、上からそのえたことで、上からそのえたことで、上からそのえたことで、上からその基準基準基準基準をつくってをつくってをつくってをつくって押押押押

しつけていくというのはいささかしつけていくというのはいささかしつけていくというのはいささかしつけていくというのはいささか乱暴乱暴乱暴乱暴なやり方ではないかと。いなやり方ではないかと。いなやり方ではないかと。いなやり方ではないかと。いろろろろいいいいろろろろなななな人人人人たたたたちちちちの、地の、地の、地の、地域域域域

の、の、の、の、ＰＰＰＰＴＡＴＡＴＡＴＡのののの皆皆皆皆さんやそういう教育関係さんやそういう教育関係さんやそういう教育関係さんやそういう教育関係者者者者のののの皆皆皆皆さん方の意見をさん方の意見をさん方の意見をさん方の意見を十十十十分に分に分に分に聞聞聞聞きききき取取取取りながら、実りながら、実りながら、実りながら、実

りのある、実りのある、実りのある、実りのある、実効性効性効性効性のあるのあるのあるのある基準基準基準基準をををを策策策策定していってもらいたい。それこそ奈良県的な定していってもらいたい。それこそ奈良県的な定していってもらいたい。それこそ奈良県的な定していってもらいたい。それこそ奈良県的な苦苦苦苦労労労労をををを積積積積

み上げたみ上げたみ上げたみ上げた基準基準基準基準ということで、よということで、よということで、よということで、よろろろろしくお願いいたしたい。これはもう要望だけにしておきしくお願いいたしたい。これはもう要望だけにしておきしくお願いいたしたい。これはもう要望だけにしておきしくお願いいたしたい。これはもう要望だけにしておき

ます。ます。ます。ます。

それから、これで今までの質問はそれから、これで今までの質問はそれから、これで今までの質問はそれから、これで今までの質問は終終終終わりですが、さらにわりですが、さらにわりですが、さらにわりですが、さらに続続続続けてけてけてけて簡簡簡簡単にさせてもらいます。単にさせてもらいます。単にさせてもらいます。単にさせてもらいます。

前回前回前回前回私、この委員会で私、この委員会で私、この委員会で私、この委員会で青翔青翔青翔青翔高校について質問をさせていただきました。高校について質問をさせていただきました。高校について質問をさせていただきました。高校について質問をさせていただきました。宿宿宿宿題題題題をおをおをおをお渡渡渡渡しししししししし

て、わかりました、て、わかりました、て、わかりました、て、わかりました、検討検討検討検討しますと言っていただいたものがまだしますと言っていただいたものがまだしますと言っていただいたものがまだしますと言っていただいたものがまだ返返返返っておりませんが、それっておりませんが、それっておりませんが、それっておりませんが、それ

はきはきはきはきょょょょうはもう問いません。うはもう問いません。うはもう問いません。うはもう問いません。代表代表代表代表質問をさせていただく機会を質問をさせていただく機会を質問をさせていただく機会を質問をさせていただく機会を得得得得ましたので、そのときにましたので、そのときにましたので、そのときにましたので、そのときに

また事また事また事また事前前前前にいにいにいにいろろろろいいいいろろろろなものをおなものをおなものをおなものをお渡渡渡渡ししまして、質問させていただきますので、よししまして、質問させていただきますので、よししまして、質問させていただきますので、よししまして、質問させていただきますので、よろろろろしくおしくおしくおしくお

願いします。願いします。願いします。願いします。

一一一一応応応応、教育委員会の関係はそれで、教育委員会の関係はそれで、教育委員会の関係はそれで、教育委員会の関係はそれで終終終終わりまして、あとくらし創造部についてですが、わりまして、あとくらし創造部についてですが、わりまして、あとくらし創造部についてですが、わりまして、あとくらし創造部についてですが、エエエエ

ネルネルネルネルギギギギーの問ーの問ーの問ーの問題題題題でございます。でございます。でございます。でございます。エネルエネルエネルエネルギギギギーの問ーの問ーの問ーの問題題題題につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、エネルエネルエネルエネルギギギギーーーービビビビジジジジョョョョンがンがンがンが

でき上がったとこでき上がったとこでき上がったとこでき上がったところろろろで、今度は地で、今度は地で、今度は地で、今度は地域振興域振興域振興域振興部の部の部の部のエネルエネルエネルエネルギギギギーーーー政策政策政策政策課へ課へ課へ課へ業業業業務務務務移移移移管管管管するとするとするとすると認識認識認識認識してしてしてして

おりますが、それでおりますが、それでおりますが、それでおりますが、それで間間間間違違違違いないでしいないでしいないでしいないでしょょょょううううねねねね。はい。だから、くらし創造部の所。はい。だから、くらし創造部の所。はい。だから、くらし創造部の所。はい。だから、くらし創造部の所管管管管からはこからはこからはこからはこ

の業の業の業の業務務務務がなくなると。それで、一がなくなると。それで、一がなくなると。それで、一がなくなると。それで、一応応応応所所所所管管管管としてはもう事業はないということで、本当にいとしてはもう事業はないということで、本当にいとしてはもう事業はないということで、本当にいとしてはもう事業はないということで、本当にい

ろろろろいいいいろろろろとおとおとおとお世話世話世話世話をいただきましたけれど、ごをいただきましたけれど、ごをいただきましたけれど、ごをいただきましたけれど、ご苦苦苦苦労労労労さまでございました。さまでございました。さまでございました。さまでございました。

しかし、しかし、しかし、しかし、エネルエネルエネルエネルギギギギーーーービビビビジジジジョョョョンをつくり、今まで環境ンをつくり、今まで環境ンをつくり、今まで環境ンをつくり、今まで環境政策政策政策政策課課課課として頑張ってきた、として頑張ってきた、として頑張ってきた、として頑張ってきた、蓄積蓄積蓄積蓄積しししし

たいたいたいたいろろろろいいいいろろろろなななな情情情情報はあるわけですから、報はあるわけですから、報はあるわけですから、報はあるわけですから、同じ同じ同じ同じ県県県県庁庁庁庁内内内内のことですからのことですからのことですからのことですから助助助助け合いはするでしけ合いはするでしけ合いはするでしけ合いはするでしょょょょ

うが、この委員会などで指うが、この委員会などで指うが、この委員会などで指うが、この委員会などで指摘摘摘摘されてきたことで、されてきたことで、されてきたことで、されてきたことで、何何何何がががが強強強強調調調調されているのかといったことを、されているのかといったことを、されているのかといったことを、されているのかといったことを、

新新新新しくでき上がるしくでき上がるしくでき上がるしくでき上がるエネルエネルエネルエネルギギギギーーーー政策政策政策政策課へ課へ課へ課へしっかりとしっかりとしっかりとしっかりと引引引引きききき継ぎ継ぎ継ぎ継ぎをやってください。をやってください。をやってください。をやってください。

一つだけ、このようなやり方については、一つだけ、このようなやり方については、一つだけ、このようなやり方については、一つだけ、このようなやり方については、何何何何か方か方か方か方法法法法があるのかどうか。例えば、があるのかどうか。例えば、があるのかどうか。例えば、があるのかどうか。例えば、電力電力電力電力エエエエ

ネルネルネルネルギギギギー問ー問ー問ー問題題題題が、県が、県が、県が、県民民民民的な的な的な的な課題課題課題課題になってきたのは、になってきたのは、になってきたのは、になってきたのは、脱脱脱脱原発の問原発の問原発の問原発の問題題題題を、私らは言っておりまを、私らは言っておりまを、私らは言っておりまを、私らは言っておりま

すが、それはそれとしてありますけれども、すが、それはそれとしてありますけれども、すが、それはそれとしてありますけれども、すが、それはそれとしてありますけれども、昨昨昨昨年計年計年計年計画画画画停停停停電電電電が出てきた。この計が出てきた。この計が出てきた。この計が出てきた。この計画画画画停停停停電電電電で大で大で大で大
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変なことだと言って、それから変なことだと言って、それから変なことだと言って、それから変なことだと言って、それから電力電力電力電力エネルエネルエネルエネルギギギギーに対する関ーに対する関ーに対する関ーに対する関心心心心がものすごく上がったわけでがものすごく上がったわけでがものすごく上がったわけでがものすごく上がったわけで

す。これはす。これはす。これはす。これは全全全全くくくく皮肉皮肉皮肉皮肉なことです。なことです。なことです。なことです。

関関関関西電力西電力西電力西電力から計から計から計から計画画画画停停停停電電電電のおどしをかけられて、奈良県からはのおどしをかけられて、奈良県からはのおどしをかけられて、奈良県からはのおどしをかけられて、奈良県からは病病病病院施設院施設院施設院施設については計については計については計については計画画画画停停停停

電電電電からからからから外外外外してくださいと要してくださいと要してくださいと要してくださいと要請請請請したにもかかわらず、関したにもかかわらず、関したにもかかわらず、関したにもかかわらず、関西電力西電力西電力西電力は、そんなことはできませんは、そんなことはできませんは、そんなことはできませんは、そんなことはできません

といってはといってはといってはといってはねねねねのけて、この計のけて、この計のけて、この計のけて、この計画画画画停停停停電電電電をををを維維維維持した。そんなことで学校持した。そんなことで学校持した。そんなことで学校持した。そんなことで学校現現現現場も場も場も場も給給給給食食食食などで大変などで大変などで大変などで大変

なことになりました。そんなこともありまして、なことになりました。そんなこともありまして、なことになりました。そんなこともありまして、なことになりました。そんなこともありまして、電力電力電力電力エネルエネルエネルエネルギギギギー問ー問ー問ー問題題題題が一が一が一が一挙挙挙挙に関に関に関に関心心心心を持たを持たを持たを持た

れたわけです。れたわけです。れたわけです。れたわけです。

ですから、そんな関ですから、そんな関ですから、そんな関ですから、そんな関西電力西電力西電力西電力のののの切切切切りりりり口口口口からの関からの関からの関からの関心心心心を高める方を高める方を高める方を高める方法法法法ではなくて、もっと別の、ではなくて、もっと別の、ではなくて、もっと別の、ではなくて、もっと別の、

節電節電節電節電もそうだし、再生もそうだし、再生もそうだし、再生もそうだし、再生可能可能可能可能エネルエネルエネルエネルギギギギーを生み出すこともみんなおーを生み出すこともみんなおーを生み出すこともみんなおーを生み出すこともみんなお互互互互いに関いに関いに関いに関心心心心を持つというを持つというを持つというを持つという

形の、形の、形の、形の、衝撃衝撃衝撃衝撃的な的な的な的な啓啓啓啓発の方発の方発の方発の方法法法法ですですですですねねねね。そういうものはこれから。そういうものはこれから。そういうものはこれから。そういうものはこれから時時時時 々々々々打打打打ちちちち出す出す出す出す必必必必要があるので要があるので要があるので要があるので

はないかと思うわけです。その点、はないかと思うわけです。その点、はないかと思うわけです。その点、はないかと思うわけです。その点、何何何何かかかか策策策策があるならばお示しいただきたいと思います。があるならばお示しいただきたいと思います。があるならばお示しいただきたいと思います。があるならばお示しいただきたいと思います。

以以以以上です。上です。上です。上です。

○影山くらし創造部長兼景観・環境局長○影山くらし創造部長兼景観・環境局長○影山くらし創造部長兼景観・環境局長○影山くらし創造部長兼景観・環境局長 和田委員おっし和田委員おっし和田委員おっし和田委員おっしゃゃゃゃるように、るように、るように、るように、昨昨昨昨年の計年の計年の計年の計画画画画停停停停電電電電のののの

際際際際に、に、に、に、我々我々我々我々はははは病病病病院院院院、あるいは、あるいは、あるいは、あるいは福祉福祉福祉福祉施設施設施設施設、学校等、い、学校等、い、学校等、い、学校等、いろろろろいいいいろろろろな機関をな機関をな機関をな機関を調査調査調査調査させていただきまさせていただきまさせていただきまさせていただきま

した。ここでした。ここでした。ここでした。ここで病病病病院院院院でもでもでもでも自自自自家発家発家発家発電装電装電装電装置置置置のあるとこのあるとこのあるとこのあるところろろろ、ないとこ、ないとこ、ないとこ、ないところろろろ、そういうようなものもわ、そういうようなものもわ、そういうようなものもわ、そういうようなものもわ

かってまいりました。まだまだおくれているとこかってまいりました。まだまだおくれているとこかってまいりました。まだまだおくれているとこかってまいりました。まだまだおくれているところろろろについてはについてはについてはについては手手手手だてをしなければならなだてをしなければならなだてをしなければならなだてをしなければならな

いと、本当にそのいと、本当にそのいと、本当にそのいと、本当にその時時時時点の点の点の点の調査調査調査調査でわかったのも、ある意でわかったのも、ある意でわかったのも、ある意でわかったのも、ある意味味味味ではではではでは衝撃衝撃衝撃衝撃的なとこ的なとこ的なとこ的なところろろろもありましたもありましたもありましたもありました

が、まだこれだけおくれているのかというとこが、まだこれだけおくれているのかというとこが、まだこれだけおくれているのかというとこが、まだこれだけおくれているのかというところろろろもももも確確確確かにございました。これを教かにございました。これを教かにございました。これを教かにございました。これを教訓訓訓訓に、に、に、に、

いいいいろろろろいいいいろろろろととととエネルエネルエネルエネルギギギギーーーービビビビジジジジョョョョンの中でもンの中でもンの中でもンの中でも緊急緊急緊急緊急的なものもうたっておりますし、的なものもうたっておりますし、的なものもうたっておりますし、的なものもうたっておりますし、電力電力電力電力会会会会社社社社にににに

全全全全くくくく頼頼頼頼りっりっりっりっ放放放放しだったのがしだったのがしだったのがしだったのが頼頼頼頼らなくてもいいようなこと、再生らなくてもいいようなこと、再生らなくてもいいようなこと、再生らなくてもいいようなこと、再生可能可能可能可能エネルエネルエネルエネルギギギギーとして地ーとして地ーとして地ーとして地球球球球

にもにもにもにも優優優優しい、環境にもしい、環境にもしい、環境にもしい、環境にも優優優優しい形でのしい形でのしい形でのしい形でのエネルエネルエネルエネルギギギギーをーをーをーを自給自足自給自足自給自足自給自足という形でどれだけ進めていけという形でどれだけ進めていけという形でどれだけ進めていけという形でどれだけ進めていけ

るかというのが、このるかというのが、このるかというのが、このるかというのが、このエネルエネルエネルエネルギギギギーーーービビビビジジジジョョョョンのンのンのンの根根根根底底底底にございます。にございます。にございます。にございます。

そういう意そういう意そういう意そういう意味味味味で、県で、県で、県で、県民民民民をををを挙挙挙挙げて、げて、げて、げて、節電節電節電節電というのもというのもというのもというのも片片片片方では大きな方では大きな方では大きな方では大きな効効効効果がございます。わ果がございます。わ果がございます。わ果がございます。わ

ずか５ずか５ずか５ずか５％％％％の目の目の目の目標標標標をををを立立立立てておりますけれど、この５てておりますけれど、この５てておりますけれど、この５てておりますけれど、この５％％％％、、、、電力電力電力電力のののの送送送送出にかえたらすごく大きい出にかえたらすごく大きい出にかえたらすごく大きい出にかえたらすごく大きい

量量量量になるように思っております。それは県になるように思っております。それは県になるように思っております。それは県になるように思っております。それは県民民民民がこがこがこがこぞぞぞぞってってってって努努努努めていただくことによって、大めていただくことによって、大めていただくことによって、大めていただくことによって、大

きな発きな発きな発きな発電電電電にかわるものができてくると思います。にかわるものができてくると思います。にかわるものができてくると思います。にかわるものができてくると思います。

和田委員おっし和田委員おっし和田委員おっし和田委員おっしゃゃゃゃるように、県るように、県るように、県るように、県下下下下の関係機関や藤野委員長にも出ていただいておりますの関係機関や藤野委員長にも出ていただいておりますの関係機関や藤野委員長にも出ていただいておりますの関係機関や藤野委員長にも出ていただいております

奈良県奈良県奈良県奈良県節電節電節電節電協協協協議会を議会を議会を議会を母母母母体体体体として県として県として県として県下下下下のいのいのいのいろろろろいいいいろろろろなななな団団団団体体体体がががが参参参参集集集集していただいておりますので、していただいておりますので、していただいておりますので、していただいておりますので、

そのそのそのその参参参参加の加の加の加の企企企企業あるいは業あるいは業あるいは業あるいは組組組組合、そういうとこ合、そういうとこ合、そういうとこ合、そういうところへろへろへろへもももも伝達伝達伝達伝達をしていただけるをしていただけるをしていただけるをしていただける協協協協議会でござい議会でござい議会でござい議会でござい

まして、また市まして、また市まして、また市まして、また市町町町町村村村村もももも入入入入っております、県もっております、県もっております、県もっております、県も入入入入っておりますので、県っておりますので、県っておりますので、県っておりますので、県民民民民、市、市、市、市町町町町村村村村のののの住民住民住民住民にににに
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もすもすもすもすべべべべてててて行行行行きききき渡渡渡渡るような形で、これからもるような形で、これからもるような形で、これからもるような形で、これからも節電節電節電節電あるいはあるいはあるいはあるいは送電送電送電送電のののの取取取取りりりり組組組組みをしっかりとやっみをしっかりとやっみをしっかりとやっみをしっかりとやっ

ていきたいと思っております。ていきたいと思っております。ていきたいと思っております。ていきたいと思っております。以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○和田委員○和田委員○和田委員○和田委員 策策策策はまだはまだはまだはまだ考考考考えていただいていないようなえていただいていないようなえていただいていないようなえていただいていないような感感感感じじじじでございますが、でございますが、でございますが、でございますが、取取取取りりりり組組組組むむむむといといといとい

うううう決決決決意はいただきました。意はいただきました。意はいただきました。意はいただきました。

このあいだ山本委員ほかこのあいだ山本委員ほかこのあいだ山本委員ほかこのあいだ山本委員ほか何人何人何人何人かとかとかとかと北欧北欧北欧北欧へ視へ視へ視へ視察察察察にににに行行行行きましたが、やはりきましたが、やはりきましたが、やはりきましたが、やはり国国国国民民民民はこはこはこはこぞぞぞぞって環って環って環って環

境意境意境意境意識識識識が物すごく高い。そのが物すごく高い。そのが物すごく高い。そのが物すごく高い。その結結結結果として、再生果として、再生果として、再生果として、再生可能可能可能可能エネルエネルエネルエネルギギギギーがどんどん進んでいるといーがどんどん進んでいるといーがどんどん進んでいるといーがどんどん進んでいるとい

うようなうようなうようなうような状況状況状況状況でございます。したがって、本県においても再生でございます。したがって、本県においても再生でございます。したがって、本県においても再生でございます。したがって、本県においても再生可能可能可能可能エネルエネルエネルエネルギギギギー、ー、ー、ー、節電節電節電節電にしにしにしにし

っかりとっかりとっかりとっかりと取取取取りりりり組組組組むむむむためには、環境意ためには、環境意ためには、環境意ためには、環境意識識識識を高めていくということが物すごく重要だというこを高めていくということが物すごく重要だというこを高めていくということが物すごく重要だというこを高めていくということが物すごく重要だというこ

とを申しとを申しとを申しとを申し添添添添えて、私の発言にかえさせてもらいます。ありがとうございました。えて、私の発言にかえさせてもらいます。ありがとうございました。えて、私の発言にかえさせてもらいます。ありがとうございました。えて、私の発言にかえさせてもらいます。ありがとうございました。

○奥山委員○奥山委員○奥山委員○奥山委員 済済済済みません、３つほどみません、３つほどみません、３つほどみません、３つほど聞聞聞聞きたいと思います。きたいと思います。きたいと思います。きたいと思います。

今、和田委員からも中高一今、和田委員からも中高一今、和田委員からも中高一今、和田委員からも中高一貫貫貫貫教育校の教育校の教育校の教育校の青翔青翔青翔青翔高校の件がありました。これはもう教育委員高校の件がありました。これはもう教育委員高校の件がありました。これはもう教育委員高校の件がありました。これはもう教育委員

会関係の方はよくご会関係の方はよくご会関係の方はよくご会関係の方はよくご存じ存じ存じ存じで、私もずっと中高一で、私もずっと中高一で、私もずっと中高一で、私もずっと中高一貫貫貫貫教育に教育に教育に教育に取取取取りりりり組組組組んできましたもので、事あんできましたもので、事あんできましたもので、事あんできましたもので、事あ

るごとに質問もし、るごとに質問もし、るごとに質問もし、るごとに質問もし、歴歴歴歴史から見ると史から見ると史から見ると史から見ると十津十津十津十津川高校がということになって、川高校がということになって、川高校がということになって、川高校がということになって、十津十津十津十津川高校ではだ川高校ではだ川高校ではだ川高校ではだ

めだと、中高一めだと、中高一めだと、中高一めだと、中高一貫貫貫貫をとにかくやってもらわないといけないということはずっとをとにかくやってもらわないといけないということはずっとをとにかくやってもらわないといけないということはずっとをとにかくやってもらわないといけないということはずっと訴訴訴訴えてきて、えてきて、えてきて、えてきて、

やっと今、やっと今、やっと今、やっと今、皆皆皆皆さんのさんのさんのさんの努力努力努力努力のののの結結結結果、実果、実果、実果、実現現現現するようになってきました。するようになってきました。するようになってきました。するようになってきました。

そこで今そこで今そこで今そこで今回回回回、、、、青翔青翔青翔青翔高校が中高一高校が中高一高校が中高一高校が中高一貫貫貫貫教育ということで、これから教育ということで、これから教育ということで、これから教育ということで、これから来来来来年に年に年に年に向向向向けて、教育委員けて、教育委員けて、教育委員けて、教育委員

会は教会は教会は教会は教師師師師の関係、生徒のの関係、生徒のの関係、生徒のの関係、生徒の募集募集募集募集をををを先導先導先導先導的にい的にい的にい的にいろろろろいいいいろろろろやってもらわないといけないのですけれやってもらわないといけないのですけれやってもらわないといけないのですけれやってもらわないといけないのですけれ

ども、実質奈良県で初めての中高一ども、実質奈良県で初めての中高一ども、実質奈良県で初めての中高一ども、実質奈良県で初めての中高一貫貫貫貫教育と教育と教育と教育と理解理解理解理解しているのですけれども、これがしているのですけれども、これがしているのですけれども、これがしているのですけれども、これが御御御御所市所市所市所市

に今度できます。この中で、に今度できます。この中で、に今度できます。この中で、に今度できます。この中で、御御御御所市所市所市所市行行行行政政政政と県と県と県と県立立立立の中高一の中高一の中高一の中高一貫貫貫貫教育校を教育校を教育校を教育校を設置設置設置設置することに対してすることに対してすることに対してすることに対して

どのようなどのようなどのようなどのような協協協協力力力力体体体体制制制制なり、なり、なり、なり、御御御御所市がどういう所市がどういう所市がどういう所市がどういう支援支援支援支援体体体体制制制制でいるのか。そういうことのでいるのか。そういうことのでいるのか。そういうことのでいるのか。そういうことの協協協協議等議等議等議等

ができていれば、教えていただきたいと思います。ができていれば、教えていただきたいと思います。ができていれば、教えていただきたいと思います。ができていれば、教えていただきたいと思います。

２２２２番番番番目が、き目が、き目が、き目が、きょょょょう、う、う、う、体罰体罰体罰体罰に係るに係るに係るに係る調査調査調査調査の実の実の実の実施施施施について説明があり、について説明があり、について説明があり、について説明があり、昨昨昨昨今、今、今、今、非常非常非常非常に大に大に大に大阪阪阪阪市の市の市の市の

桜宮高校、い桜宮高校、い桜宮高校、い桜宮高校、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この問でこの問でこの問でこの問題題題題が出ております。ああ、もう出るかなと思っていが出ております。ああ、もう出るかなと思っていが出ております。ああ、もう出るかなと思っていが出ております。ああ、もう出るかなと思ってい

たら、奈良県でもたら、奈良県でもたら、奈良県でもたら、奈良県でも有有有有名な名な名な名なテニテニテニテニススススクラブクラブクラブクラブを持っているを持っているを持っているを持っている某某某某高校も、これは私の高校も、これは私の高校も、これは私の高校も、これは私の想想想想定定定定内内内内でございでございでございでござい

ましたけれども、やはり出ました。そして今ましたけれども、やはり出ました。そして今ましたけれども、やはり出ました。そして今ましたけれども、やはり出ました。そして今回回回回、、、、体罰体罰体罰体罰に係るに係るに係るに係る調査調査調査調査について。私はずっと野について。私はずっと野について。私はずっと野について。私はずっと野

球球球球を大学までしていましたが、私のを大学までしていましたが、私のを大学までしていましたが、私のを大学までしていましたが、私の時代時代時代時代はたまたま教職員はたまたま教職員はたまたま教職員はたまたま教職員資資資資格格格格を持っていないを持っていないを持っていないを持っていない人人人人が、高校が、高校が、高校が、高校

のときはのときはのときはのときは先先先先輩輩輩輩であったということでしたけれど、教であったということでしたけれど、教であったということでしたけれど、教であったということでしたけれど、教師師師師ではないではないではないではない人人人人がががが監督監督監督監督をしていました。をしていました。をしていました。をしていました。

今はもう今はもう今はもう今はもう全全全全部教員でしていただいているという部教員でしていただいているという部教員でしていただいているという部教員でしていただいているという認識認識認識認識をしているのです。それでいいですをしているのです。それでいいですをしているのです。それでいいですをしているのです。それでいいですねねねね。。。。

このこのこのこの体罰体罰体罰体罰に係るに係るに係るに係る調査調査調査調査についてというのは、についてというのは、についてというのは、についてというのは、基基基基本的には学校の本的には学校の本的には学校の本的には学校の先先先先生、生、生、生、監督監督監督監督がイがイがイがイココココーーーールルルル教教教教師師師師でででで

すから、それに対するすから、それに対するすから、それに対するすから、それに対する調査調査調査調査の中の中の中の中身身身身なのかどうかというのが１つ。なのかどうかというのが１つ。なのかどうかというのが１つ。なのかどうかというのが１つ。
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というのは、このというのは、このというのは、このというのは、この話話話話をををを新聞新聞新聞新聞紙紙紙紙上で言われていたら、私の野上で言われていたら、私の野上で言われていたら、私の野上で言われていたら、私の野球仲球仲球仲球仲間間間間とか、とか、とか、とか、ララララグビグビグビグビーもしてーもしてーもしてーもして

ましたのでましたのでましたのでましたのでララララグビグビグビグビーーーー仲仲仲仲間間間間とか、とか、とか、とか、陸陸陸陸上もしていました。特にス上もしていました。特にス上もしていました。特にス上もしていました。特にスポポポポーーーーツツツツはずっとやっていましはずっとやっていましはずっとやっていましはずっとやっていまし

たので、そういうたので、そういうたので、そういうたので、そういう人人人人たたたたちちちちから、これ今、教から、これ今、教から、これ今、教から、これ今、教師師師師ばかりになっている。これもいいのですが、ばかりになっている。これもいいのですが、ばかりになっている。これもいいのですが、ばかりになっている。これもいいのですが、

おれらのとき言うたらって言おれらのとき言うたらって言おれらのとき言うたらって言おれらのとき言うたらって言葉悪葉悪葉悪葉悪いですが、おれらのときは部いですが、おれらのときは部いですが、おれらのときは部いですが、おれらのときは部活終活終活終活終わって、わって、わって、わって、先先先先輩輩輩輩らに当らに当らに当らに当時時時時

だったらだったらだったらだったらババババットットットットで、で、で、で、俗俗俗俗に言うけつに言うけつに言うけつに言うけつババババットットットットででででびびびびししししびびびびしやられる。それをしやられる。それをしやられる。それをしやられる。それを耐耐耐耐えたえたえたえた人人人人が、今度はが、今度はが、今度はが、今度は

おれらが上おれらが上おれらが上おれらが上級級級級生やから、生やから、生やから、生やから、待待待待ってましたと。ってましたと。ってましたと。ってましたと。現現現現実にまだそういうことだってあると思います。実にまだそういうことだってあると思います。実にまだそういうことだってあると思います。実にまだそういうことだってあると思います。

私はス私はス私はス私はスポポポポーーーーツツツツをしていた一をしていた一をしていた一をしていた一人人人人としてですよ。たまたま私のとしてですよ。たまたま私のとしてですよ。たまたま私のとしてですよ。たまたま私の人人人人生では、私に対してはそんな生では、私に対してはそんな生では、私に対してはそんな生では、私に対してはそんな

こと１こと１こと１こと１回回回回もなかったのですけれども、中学校、高校のときでもやはり、１年生のときは上もなかったのですけれども、中学校、高校のときでもやはり、１年生のときは上もなかったのですけれども、中学校、高校のときでもやはり、１年生のときは上もなかったのですけれども、中学校、高校のときでもやはり、１年生のときは上

を見て、ああ、やられてはるな、あ、今度はやりを見て、ああ、やられてはるな、あ、今度はやりを見て、ああ、やられてはるな、あ、今度はやりを見て、ああ、やられてはるな、あ、今度はやり返返返返してはるなと、こういうようなしてはるなと、こういうようなしてはるなと、こういうようなしてはるなと、こういうような繰繰繰繰りりりり返返返返

しでしたけれども、これがいしでしたけれども、これがいしでしたけれども、これがいしでしたけれども、これがいじじじじめ、め、め、め、虐虐虐虐待待待待、、、、体罰体罰体罰体罰、どう関係するのか。私もまだ、どう関係するのか。私もまだ、どう関係するのか。私もまだ、どう関係するのか。私もまだ結結結結論論論論は出ては出ては出ては出て

いないのですけれども、部いないのですけれども、部いないのですけれども、部いないのですけれども、部活活活活によるによるによるによる体罰体罰体罰体罰というのですか、生徒というのですか、生徒というのですか、生徒というのですか、生徒間間間間、ス、ス、ス、スポポポポーーーーツツツツをしていたらをしていたらをしていたらをしていたら

選手選手選手選手間間間間のののの体罰体罰体罰体罰についてのについてのについてのについての調査調査調査調査というのがというのがというのがというのが入入入入っていないように思うのですけれど、これはまっていないように思うのですけれど、これはまっていないように思うのですけれど、これはまっていないように思うのですけれど、これはま

た別のた別のた別のた別のレベレベレベレベルルルルでしてもらっているのかどうか。でしてもらっているのかどうか。でしてもらっているのかどうか。でしてもらっているのかどうか。

たまたまことし、奈良県たまたまことし、奈良県たまたまことし、奈良県たまたまことし、奈良県内内内内のののの硬硬硬硬式式式式の野の野の野の野球球球球部の部の部の部の少少少少年野年野年野年野球球球球ですけれども、その総会にですけれども、その総会にですけれども、その総会にですけれども、その総会に寄寄寄寄せてせてせてせて

いただいたときに、指いただいたときに、指いただいたときに、指いただいたときに、指導導導導についてもうについてもうについてもうについてもう非常非常非常非常にににに困困困困っていました。当っていました。当っていました。当っていました。当然然然然、こういうとこ、こういうとこ、こういうとこ、こういうところろろろははははクククク

ラブラブラブラブチーチーチーチームムムムでやっているとこでやっているとこでやっているとこでやっているところろろろですから、やはりですから、やはりですから、やはりですから、やはり甲子園甲子園甲子園甲子園を目指す、いや、を目指す、いや、を目指す、いや、を目指す、いや、プロプロプロプロ野野野野球球球球を目指を目指を目指を目指

すというようなすというようなすというようなすというような夢夢夢夢を持った、を持った、を持った、を持った、小小小小学校からずっと学校からずっと学校からずっと学校からずっと硬球硬球硬球硬球をさわっているようなをさわっているようなをさわっているようなをさわっているような選手選手選手選手です。そうです。そうです。そうです。そう

すると、そこにすると、そこにすると、そこにすると、そこに監督監督監督監督ややややココココーチもいっーチもいっーチもいっーチもいっぱぱぱぱいいいい来来来来ていましたけれども、ていましたけれども、ていましたけれども、ていましたけれども、ちょちょちょちょっとっとっとっと反反反反省省省省していますしていますしていますしています

と言うと言うと言うと言う声声声声ばかりです。ばかりです。ばかりです。ばかりです。反反反反省省省省していますいうことは、これだけしていますいうことは、これだけしていますいうことは、これだけしていますいうことは、これだけ体罰体罰体罰体罰が大変な問が大変な問が大変な問が大変な問題題題題になってきになってきになってきになってき

たら、たら、たら、たら、子子子子どもたどもたどもたどもたちちちちにどうやって教えたらいいのかと。にどうやって教えたらいいのかと。にどうやって教えたらいいのかと。にどうやって教えたらいいのかと。

その中で一つ言われていたのは、たまたま野その中で一つ言われていたのは、たまたま野その中で一つ言われていたのは、たまたま野その中で一つ言われていたのは、たまたま野球球球球の場所でしたけれど、とにかく言の場所でしたけれど、とにかく言の場所でしたけれど、とにかく言の場所でしたけれど、とにかく言葉葉葉葉ではではではでは

体罰体罰体罰体罰とかそういうことは言われなかったけれど、とかそういうことは言われなかったけれど、とかそういうことは言われなかったけれど、とかそういうことは言われなかったけれど、子子子子どもというのはどもというのはどもというのはどもというのは真真真真冬冬冬冬とかとかとかとか真真真真夏夏夏夏にににに練練練練習習習習しししし

ているときに、ているときに、ているときに、ているときに、集集集集中を中を中を中を欠欠欠欠かすととんでもないけがが発生する。そのためにも、かすととんでもないけがが発生する。そのためにも、かすととんでもないけがが発生する。そのためにも、かすととんでもないけがが発生する。そのためにも、監督監督監督監督、、、、ココココーーーー

チたチたチたチたちちちちは絶えず、しっかりは絶えず、しっかりは絶えず、しっかりは絶えず、しっかり気気気気合を合を合を合を入入入入れていないとだめだと、けがをするれていないとだめだと、けがをするれていないとだめだと、けがをするれていないとだめだと、けがをするぞぞぞぞと。このと。このと。このと。この注注注注意と意と意と意と

いうのは、いうのは、いうのは、いうのは、小小小小・中学生なり高校生でもそうだと思うのですけれども、・中学生なり高校生でもそうだと思うのですけれども、・中学生なり高校生でもそうだと思うのですけれども、・中学生なり高校生でもそうだと思うのですけれども、真真真真夏夏夏夏なんか一生なんか一生なんか一生なんか一生懸命懸命懸命懸命

にににに練練練練習習習習したら１したら１したら１したら１時時時時間間間間で大で大で大で大体体体体集集集集中中中中力力力力もももも少少少少しししし途途途途切切切切れてきます。おかしなもので、れてきます。おかしなもので、れてきます。おかしなもので、れてきます。おかしなもので、集集集集中中中中力力力力がががが途途途途切切切切

れているときに、スれているときに、スれているときに、スれているときに、スポポポポーーーーツツツツ関係の関係の関係の関係の人人人人はよくけがをする。それも大けがをするということがはよくけがをする。それも大けがをするということがはよくけがをする。それも大けがをするということがはよくけがをする。それも大けがをするということが

あるのです。だから、教育委員会は、どのように今あるのです。だから、教育委員会は、どのように今あるのです。だから、教育委員会は、どのように今あるのです。だから、教育委員会は、どのように今後後後後、指、指、指、指導導導導者者者者のののの体体体体制制制制、教育をされるのか、教育をされるのか、教育をされるのか、教育をされるのか

というのは、というのは、というのは、というのは、非常非常非常非常にににに興味興味興味興味があって、またがあって、またがあって、またがあって、また注注注注意意意意深深深深く見く見く見く見守守守守っているのですけれども、こっているのですけれども、こっているのですけれども、こっているのですけれども、ころろろろっとっとっとっと

方方方方向向向向転転転転換換換換をするようなをするようなをするようなをするような気気気気がします。がします。がします。がします。
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ただ、日本で、そこまでになってきたら、もう学校の部ただ、日本で、そこまでになってきたら、もう学校の部ただ、日本で、そこまでになってきたら、もう学校の部ただ、日本で、そこまでになってきたら、もう学校の部活活活活は一は一は一は一切文切文切文切文部部部部科科科科学学学学省省省省でででで廃廃廃廃止止止止してしてしてして

もらって、もらって、もらって、もらって、各各各各地地地地域域域域ののののクラブクラブクラブクラブチーチーチーチームムムムにににに任任任任せなさいと。学校でスせなさいと。学校でスせなさいと。学校でスせなさいと。学校でスポポポポーーーーツツツツなりなりなりなり文文文文化なりをしっか化なりをしっか化なりをしっか化なりをしっか

りと教えるというのは、日本りと教えるというのは、日本りと教えるというのは、日本りと教えるというのは、日本独独独独特ではないのですか。ほかの特ではないのですか。ほかの特ではないのですか。ほかの特ではないのですか。ほかの欧米欧米欧米欧米などはなどはなどはなどは全全全全然然然然違違違違います、学います、学います、学います、学

校で教えません。これが私は日本のよさだと思っていたのです。そこが今い校で教えません。これが私は日本のよさだと思っていたのです。そこが今い校で教えません。これが私は日本のよさだと思っていたのです。そこが今い校で教えません。これが私は日本のよさだと思っていたのです。そこが今いろろろろいいいいろろろろなことなことなことなこと

で問で問で問で問題題題題が出てきているので、今が出てきているので、今が出てきているので、今が出てきているので、今後後後後、、、、文文文文部部部部科科科科学学学学省省省省をををを待待待待っていてもいけないと思うのだけれどっていてもいけないと思うのだけれどっていてもいけないと思うのだけれどっていてもいけないと思うのだけれど

も、教育の奈良も、教育の奈良も、教育の奈良も、教育の奈良モデモデモデモデルルルルをををを標榜標榜標榜標榜される教育長はどうされる教育長はどうされる教育長はどうされる教育長はどう考考考考えておられるのか、おえておられるのか、おえておられるのか、おえておられるのか、お尋ね尋ね尋ね尋ねいたしたい。いたしたい。いたしたい。いたしたい。

ついついついつい最近最近最近最近、、、、友友友友人人人人ののののドドドドククククターとしターとしターとしターとしゃべゃべゃべゃべっておりました。っておりました。っておりました。っておりました。体罰体罰体罰体罰からいからいからいからいじじじじめから、学校教育はめから、学校教育はめから、学校教育はめから、学校教育は

当当当当然人権然人権然人権然人権も含めても含めても含めても含めて命命命命の大の大の大の大切切切切さということは、事あるごとにさということは、事あるごとにさということは、事あるごとにさということは、事あるごとに文文文文字字字字にも出てくる、にも出てくる、にも出てくる、にも出てくる、口口口口にも出す。にも出す。にも出す。にも出す。

でもやはりでもやはりでもやはりでもやはり命命命命をををを失失失失うという事うという事うという事うという事象象象象はなかなかはなかなかはなかなかはなかなか消消消消えない。私のえない。私のえない。私のえない。私の友友友友人人人人のののの医者医者医者医者ですけれども、ですけれども、ですけれども、ですけれども、ドドドドクククク

ターのターのターのターの立立立立場から意見をいただきました。場から意見をいただきました。場から意見をいただきました。場から意見をいただきました。

命命命命の大の大の大の大切切切切さということを教えているというけれども、おれは、さということを教えているというけれども、おれは、さということを教えているというけれども、おれは、さということを教えているというけれども、おれは、毎毎毎毎日、日、日、日、命命命命がががが助助助助かるかどうかるかどうかるかどうかるかどう

かのかのかのかの人人人人とととと闘闘闘闘っている。っている。っている。っている。命命命命の大の大の大の大切切切切さというのは、さというのは、さというのは、さというのは、仕仕仕仕事でありながら、やっ事でありながら、やっ事でありながら、やっ事でありながら、やっぱぱぱぱり一り一り一り一番番番番わかってわかってわかってわかって

いるはずである。だから、いるはずである。だから、いるはずである。だから、いるはずである。だから、命命命命の大の大の大の大切切切切さを教えていますよと言っているだけのことでないのさを教えていますよと言っているだけのことでないのさを教えていますよと言っているだけのことでないのさを教えていますよと言っているだけのことでないの

かと、大変なかと、大変なかと、大変なかと、大変な辛口辛口辛口辛口を言われて、これはを言われて、これはを言われて、これはを言われて、これは自自自自分でも分でも分でも分でも反反反反省省省省しないといけないと。私にもしないといけないと。私にもしないといけないと。私にもしないといけないと。私にも子子子子どもがどもがどもがどもが

いますから、まずいますから、まずいますから、まずいますから、まず動動動動物、物、物、物、植植植植物から物から物から物から命命命命は大事だよとは大事だよとは大事だよとは大事だよと小小小小さいときからよく言いました。それでさいときからよく言いました。それでさいときからよく言いました。それでさいときからよく言いました。それで

ずっとずっとずっとずっと来来来来ています。でも私ています。でも私ています。でも私ています。でも私自身自身自身自身、本当に、本当に、本当に、本当に命命命命の大の大の大の大切切切切さというせっさというせっさというせっさというせっぱ詰ぱ詰ぱ詰ぱ詰まった教え方をまった教え方をまった教え方をまった教え方を子子子子どもどもどもども

にできたのか。実は、ものすごくにできたのか。実は、ものすごくにできたのか。実は、ものすごくにできたのか。実は、ものすごく不不不不安安安安になってきたのです。になってきたのです。になってきたのです。になってきたのです。

だから、だから、だから、だから、命命命命の大の大の大の大切切切切さをということで、さをということで、さをということで、さをということで、虐虐虐虐待待待待やややや体罰体罰体罰体罰といといといといろろろろいいいいろろろろなことからそれを言われるなことからそれを言われるなことからそれを言われるなことからそれを言われる

けれども、けれども、けれども、けれども、毎毎毎毎日を日を日を日を命命命命とととと闘闘闘闘っているようなっているようなっているようなっているような専門専門専門専門家にも、これからは出家にも、これからは出家にも、これからは出家にも、これからは出番番番番というのですか、しというのですか、しというのですか、しというのですか、し

ょょょょっっっっちちちちゅゅゅゅうううう強烈強烈強烈強烈なことばかりを言ってもらったらなことばかりを言ってもらったらなことばかりを言ってもらったらなことばかりを言ってもらったら子子子子どもはどもはどもはどもは萎縮萎縮萎縮萎縮するけれども、そういうよするけれども、そういうよするけれども、そういうよするけれども、そういうよ

うなことも教育の中でうなことも教育の中でうなことも教育の中でうなことも教育の中で入入入入れていくれていくれていくれていく時代時代時代時代がががが来来来来たようなたようなたようなたような気気気気がしました。だから、教育のがしました。だから、教育のがしました。だから、教育のがしました。だから、教育の専門専門専門専門家家家家

のののの人人人人たたたたちちちちは、私の意見についてはどのように思われますかということだけ、は、私の意見についてはどのように思われますかということだけ、は、私の意見についてはどのように思われますかということだけ、は、私の意見についてはどのように思われますかということだけ、答答答答えられたらえられたらえられたらえられたら

答答答答えていただきたい。えていただきたい。えていただきたい。えていただきたい。幸幸幸幸いにも県いにも県いにも県いにも県立医立医立医立医科科科科大学というようなとこ大学というようなとこ大学というようなとこ大学というようなところろろろを県は持っています。やを県は持っています。やを県は持っています。やを県は持っています。や

はりはりはりはり命命命命の大の大の大の大切切切切さをということを、さをということを、さをということを、さをということを、全全全全くくくく違違違違う観点から、これからは教育にう観点から、これからは教育にう観点から、これからは教育にう観点から、これからは教育に入入入入れていただくこれていただくこれていただくこれていただくこ

とも大事と思っておりますので、これに対しておとも大事と思っておりますので、これに対しておとも大事と思っておりますので、これに対しておとも大事と思っておりますので、これに対してお答答答答えがあれば、教えてください。えがあれば、教えてください。えがあれば、教えてください。えがあれば、教えてください。

私は、たまたまある中学校で私は、たまたまある中学校で私は、たまたまある中学校で私は、たまたまある中学校で評評評評議員にいつも議員にいつも議員にいつも議員にいつも任命任命任命任命されて、２されて、２されて、２されて、２回回回回に１に１に１に１回回回回しか出しか出しか出しか出席席席席できないできないできないできない

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、もうアアアアンンンンケケケケーーーートトトトばかりです。今度は教ばかりです。今度は教ばかりです。今度は教ばかりです。今度は教師師師師と生徒にこんなと生徒にこんなと生徒にこんなと生徒にこんなアアアアンンンンケケケケーーーートトトトしますしますしますします

と。それで、と。それで、と。それで、と。それで、アアアアンンンンケケケケーーーートトトトのののの結結結結果が出ますと、大果が出ますと、大果が出ますと、大果が出ますと、大体体体体ＡＡＡＡ、、、、ＢＢＢＢ、、、、ＣＣＣＣ、、、、ＤＤＤＤで分けています。ほとんで分けています。ほとんで分けています。ほとんで分けています。ほとん

どどどどＢＢＢＢです。例えば、です。例えば、です。例えば、です。例えば、命命命命の大の大の大の大切切切切さやさやさやさや人権人権人権人権の大の大の大の大切切切切さについて、よく学んでいますかと。教さについて、よく学んでいますかと。教さについて、よく学んでいますかと。教さについて、よく学んでいますかと。教師師師師はははは

教教教教師師師師で、大で、大で、大で、大体体体体ＢＢＢＢが６０が６０が６０が６０％ぐ％ぐ％ぐ％ぐらい。らい。らい。らい。子子子子どもたどもたどもたどもたちちちちのののの結結結結果も５果も５果も５果も５８８８８とか５とか５とか５とか５８．８．８．８．何何何何％％％％で、で、で、で、アアアアンンンンケケケケーーーートトトト
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のののの結結結結果も大果も大果も大果も大半半半半ががががＢＢＢＢののののラララランンンンククククにににに必必必必ずずずず来来来来るのです。私はるのです。私はるのです。私はるのです。私はアアアアンンンンケケケケーーーートトトトをとっているだけで、それをとっているだけで、それをとっているだけで、それをとっているだけで、それ

でででで満満満満足足足足していないかと出していないかと出していないかと出していないかと出席席席席したときはよく言うのです。したときはよく言うのです。したときはよく言うのです。したときはよく言うのです。

だから今だから今だから今だから今回回回回、、、、体罰体罰体罰体罰に係るに係るに係るに係る調査調査調査調査、これ、これ、これ、これ調査調査調査調査イイイイココココーーーールアルアルアルアンンンンケケケケーーーートトトトみたいなものだけれども、みたいなものだけれども、みたいなものだけれども、みたいなものだけれども、

答答答答えがえがえがえが楽楽楽楽しみなのです。この中で教しみなのです。この中で教しみなのです。この中で教しみなのです。この中で教師師師師に対するに対するに対するに対する体罰体罰体罰体罰についての中についての中についての中についての中身身身身だけだったら、またいだけだったら、またいだけだったら、またいだけだったら、またい

ろろろろいいいいろ数ろ数ろ数ろ数字字字字は出てくると思います。それが部は出てくると思います。それが部は出てくると思います。それが部は出てくると思います。それが部活活活活でしでしでしでしょょょょっっっっちちちちゅゅゅゅうううう先先先先輩輩輩輩にににに体罰体罰体罰体罰をををを受受受受けているのけているのけているのけているの

だという質問項目があるのかどうかもわからないですけれども、そういうことであれば、だという質問項目があるのかどうかもわからないですけれども、そういうことであれば、だという質問項目があるのかどうかもわからないですけれども、そういうことであれば、だという質問項目があるのかどうかもわからないですけれども、そういうことであれば、

あるあるあるある程程程程度の度の度の度の数数数数字字字字は出てくるけれども、果たしてその中は出てくるけれども、果たしてその中は出てくるけれども、果たしてその中は出てくるけれども、果たしてその中身身身身が、が、が、が、ＡＡＡＡ、、、、ＢＢＢＢ、、、、ＣＣＣＣ、、、、ＤＤＤＤラララランンンンククククで、で、で、で、ＢＢＢＢ

ラララランンンンククククが大が大が大が大半半半半というようなことで、奈良県は大というようなことで、奈良県は大というようなことで、奈良県は大というようなことで、奈良県は大体体体体ＢＢＢＢでいいのではないですかというようなでいいのではないですかというようなでいいのではないですかというようなでいいのではないですかというような

結結結結果にならないような果にならないような果にならないような果にならないような調査調査調査調査についてというのは、これはについてというのは、これはについてというのは、これはについてというのは、これは文文文文部部部部科科科科学学学学省省省省でででで全全全全部の問部の問部の問部の問題題題題が指定なが指定なが指定なが指定な

のか、県だけのか、県だけのか、県だけのか、県だけ独独独独自自自自なのか。そのなのか。そのなのか。そのなのか。その辺辺辺辺だけ、だけ、だけ、だけ、考考考考察察察察も含めてどのようにされるのかというのを、も含めてどのようにされるのかというのを、も含めてどのようにされるのかというのを、も含めてどのようにされるのかというのを、

専門専門専門専門家ばかりに言っても家ばかりに言っても家ばかりに言っても家ばかりに言っても何何何何だけれども、だけれども、だけれども、だけれども、ちょちょちょちょっとっとっとっと気気気気になりました。もうになりました。もうになりました。もうになりました。もう何何何何年もこの中学校年もこの中学校年もこの中学校年もこの中学校

ののののアアアアンンンンケケケケーーーートトトトはいつもはいつもはいつもはいつも同じ数同じ数同じ数同じ数字字字字です。それでです。それでです。それでです。それで結結結結局、ことしもしましただけで局、ことしもしましただけで局、ことしもしましただけで局、ことしもしましただけで終終終終わっていなわっていなわっていなわっていな

いか。これがやはりここというときにいか。これがやはりここというときにいか。これがやはりここというときにいか。これがやはりここというときに自自自自殺者殺者殺者殺者が出たり、が出たり、が出たり、が出たり、取取取取りりりり戻戻戻戻せないようなことになってせないようなことになってせないようなことになってせないようなことになって

いるのかという思いもあるので、これとこれという質問をしていないからいるのかという思いもあるので、これとこれという質問をしていないからいるのかという思いもあるので、これとこれという質問をしていないからいるのかという思いもあるので、これとこれという質問をしていないから答答答答えにくいかわえにくいかわえにくいかわえにくいかわ

からないけれども、からないけれども、からないけれども、からないけれども、答答答答えられるとこえられるとこえられるとこえられるところろろろだけ、別に再質問もだけ、別に再質問もだけ、別に再質問もだけ、別に再質問も全全全全然考然考然考然考えていませんので、教ええていませんので、教ええていませんので、教ええていませんので、教え

ていただいたらと思いますので、よていただいたらと思いますので、よていただいたらと思いますので、よていただいたらと思いますので、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。

○吉田教育次長○吉田教育次長○吉田教育次長○吉田教育次長 まず、県まず、県まず、県まず、県立立立立中学校について、お中学校について、お中学校について、お中学校について、お答答答答えをさせていただきます。えをさせていただきます。えをさせていただきます。えをさせていただきます。

現在現在現在現在、奈良教育大学の重、奈良教育大学の重、奈良教育大学の重、奈良教育大学の重松敬松敬松敬松敬一教一教一教一教授授授授、、、、数数数数学学学学専門専門専門専門でございます。このでございます。このでございます。このでございます。この先先先先生を会長といたし生を会長といたし生を会長といたし生を会長といたし

まして、まして、まして、まして、青翔青翔青翔青翔高校の校長でありますとか、あるいは地高校の校長でありますとか、あるいは地高校の校長でありますとか、あるいは地高校の校長でありますとか、あるいは地元元元元教育委員会の教育長を含めた６名教育委員会の教育長を含めた６名教育委員会の教育長を含めた６名教育委員会の教育長を含めた６名

でででで構構構構成をいたします奈良県成をいたします奈良県成をいたします奈良県成をいたします奈良県立青翔立青翔立青翔立青翔高等学校高等学校高等学校高等学校へへへへのののの併併併併設型設型設型設型中学校中学校中学校中学校設置協設置協設置協設置協議会で、県議会で、県議会で、県議会で、県立立立立中学校の中学校の中学校の中学校の

さまざまな問さまざまな問さまざまな問さまざまな問題題題題についてについてについてについて協協協協議をいただいているとこ議をいただいているとこ議をいただいているとこ議をいただいているところろろろでございます。でございます。でございます。でございます。

２２２２回回回回会議を開きまして、地会議を開きまして、地会議を開きまして、地会議を開きまして、地元元元元の方からはごの方からはごの方からはごの方からはご理解理解理解理解をいただいておりますし、おをいただいておりますし、おをいただいておりますし、おをいただいておりますし、お互互互互いにいにいにいに協協協協力力力力

関係を持関係を持関係を持関係を持ちちちちながら、県ながら、県ながら、県ながら、県立立立立中学校も地中学校も地中学校も地中学校も地元元元元の中学校もの中学校もの中学校もの中学校も向向向向上していけるそんな関係をつくってい上していけるそんな関係をつくってい上していけるそんな関係をつくってい上していけるそんな関係をつくってい

きたいという意見もいただいております。きたいという意見もいただいております。きたいという意見もいただいております。きたいという意見もいただいております。

県県県県立立立立中学校では、やはり中学校では、やはり中学校では、やはり中学校では、やはり理数科理数科理数科理数科単単単単独独独独校や校や校や校や国国国国のスーのスーのスーのスーパパパパーーーーササササイイイイエエエエンスンスンスンスハハハハイスイスイスイスククククーーーールルルルの指定をの指定をの指定をの指定を

受受受受けているけているけているけている青翔青翔青翔青翔高校高校高校高校併併併併設設設設というというというという強強強強みがございますので、それをみがございますので、それをみがございますので、それをみがございますので、それを活活活活かしまして、かしまして、かしまして、かしまして、科科科科学学学学講講講講演演演演会会会会

あるいはあるいはあるいはあるいは自然自然自然自然観観観観察察察察会、こういったものを開会、こういったものを開会、こういったものを開会、こういったものを開催催催催する。それも地する。それも地する。それも地する。それも地元公元公元公元公立立立立中学校を中中学校を中中学校を中中学校を中心心心心に県に県に県に県内内内内のののの

小小小小・中学校にも・中学校にも・中学校にも・中学校にも参参参参加をいただく、こういった加をいただく、こういった加をいただく、こういった加をいただく、こういった科科科科学教育の拠点校としての学教育の拠点校としての学教育の拠点校としての学教育の拠点校としての役割役割役割役割を果たしていを果たしていを果たしていを果たしてい

くことが大変重要であるとくことが大変重要であるとくことが大変重要であるとくことが大変重要であると考考考考えております。えております。えております。えております。

また、今月の２６日にもこのまた、今月の２６日にもこのまた、今月の２６日にもこのまた、今月の２６日にもこの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たいと思っております。したいと思っております。したいと思っております。したいと思っております。
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なお、今なお、今なお、今なお、今後後後後のスのスのスのスケケケケジジジジュュュューーーールルルルといたしましては、といたしましては、といたしましては、といたしましては、現在現在現在現在本会議に、奈良県本会議に、奈良県本会議に、奈良県本会議に、奈良県立青翔立青翔立青翔立青翔中学校の中学校の中学校の中学校の設設設設

置条置条置条置条例案を提出させていただいております。議例案を提出させていただいております。議例案を提出させていただいております。議例案を提出させていただいております。議決決決決後後後後は、奈良県は、奈良県は、奈良県は、奈良県立青翔立青翔立青翔立青翔中学校の開校中学校の開校中学校の開校中学校の開校準備準備準備準備委委委委

員会を員会を員会を員会を即座即座即座即座にににに立立立立ちちちち上げたいと思っておりますし、上げたいと思っておりますし、上げたいと思っておりますし、上げたいと思っておりますし、入入入入学学学学者選者選者選者選考考考考のののの基基基基本方本方本方本方針針針針を５月にはを５月にはを５月にはを５月には公公公公表表表表すすすす

る、あるいは学校の教育る、あるいは学校の教育る、あるいは学校の教育る、あるいは学校の教育内容内容内容内容についてもについてもについてもについても具具具具体体体体的な説明会を的な説明会を的な説明会を的な説明会を児童児童児童児童、、、、保保保保護者護者護者護者、教員を対、教員を対、教員を対、教員を対象象象象にしにしにしにし

て６月には持つ予定で進めてまいりたいと思っております。て６月には持つ予定で進めてまいりたいと思っております。て６月には持つ予定で進めてまいりたいと思っております。て６月には持つ予定で進めてまいりたいと思っております。以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○石井教職員課長○石井教職員課長○石井教職員課長○石井教職員課長 部分部分になるかもわかりませんが、部分部分になるかもわかりませんが、部分部分になるかもわかりませんが、部分部分になるかもわかりませんが、体罰体罰体罰体罰の関係でおの関係でおの関係でおの関係でお答答答答えをさせていえをさせていえをさせていえをさせてい

ただきます。ただきます。ただきます。ただきます。

部部部部活活活活に係るに係るに係るに係る選手選手選手選手間間間間のことでございますが、今のことでございますが、今のことでございますが、今のことでございますが、今回回回回につきましては、教職員の学校生につきましては、教職員の学校生につきましては、教職員の学校生につきましては、教職員の学校生活活活活面面面面のののの

指指指指導導導導の中で、教職員からの中で、教職員からの中で、教職員からの中で、教職員から児童児童児童児童生徒生徒生徒生徒へへへへのののの体罰体罰体罰体罰のののの調査調査調査調査でございますので、でございますので、でございますので、でございますので、選手選手選手選手間間間間につきましてにつきましてにつきましてにつきまして

は、いわは、いわは、いわは、いわゆゆゆゆるるるる暴力暴力暴力暴力になると思いますが、その分のになると思いますが、その分のになると思いますが、その分のになると思いますが、その分の調査調査調査調査はははは入入入入っておりません。っておりません。っておりません。っておりません。

それと、それと、それと、それと、最後最後最後最後におっしにおっしにおっしにおっしゃゃゃゃっておりましたっておりましたっておりましたっておりましたアアアアンンンンケケケケーーーートトトトで、これは今で、これは今で、これは今で、これは今回回回回の実の実の実の実態調査態調査態調査態調査は、もとは、もとは、もとは、もと

もと１月１１日に本県で実もと１月１１日に本県で実もと１月１１日に本県で実もと１月１１日に本県で実態調査態調査態調査態調査をするということををするということををするということををするということを宣宣宣宣言した言した言した言した後後後後、、、、文文文文部部部部科科科科学学学学省省省省から１月２から１月２から１月２から１月２

３日３日３日３日付付付付だったと思いますけれども、一だったと思いますけれども、一だったと思いますけれども、一だったと思いますけれども、一斉斉斉斉にににに調査調査調査調査するようにというするようにというするようにというするようにという追追追追加指示が加指示が加指示が加指示が参参参参りましたのりましたのりましたのりましたの

で、で、で、で、先先先先ほども言いましたがほども言いましたがほども言いましたがほども言いましたが文文文文部部部部科科科科学学学学省省省省にににに結結結結果を報告いたしまして、果を報告いたしまして、果を報告いたしまして、果を報告いたしまして、全全全全国国国国とのとのとのとの比較比較比較比較はははは可能可能可能可能にににに

なってきて、一定のなってきて、一定のなってきて、一定のなってきて、一定の評価評価評価評価ができるとができるとができるとができると考考考考えているとこえているとこえているとこえているところろろろでございます。でございます。でございます。でございます。

あと、あと、あと、あと、命命命命の教育等の教育等の教育等の教育等 々々々々につきましては、学校教育につきましては、学校教育につきましては、学校教育につきましては、学校教育課課課課長からお長からお長からお長からお答答答答えをさせていただきます。えをさせていただきます。えをさせていただきます。えをさせていただきます。

○安井学校教育課長○安井学校教育課長○安井学校教育課長○安井学校教育課長 命命命命の大の大の大の大切切切切さについて教えているかというご質問でございますけれどさについて教えているかというご質問でございますけれどさについて教えているかというご質問でございますけれどさについて教えているかというご質問でございますけれど

も、教育も、教育も、教育も、教育活動活動活動活動のいのいのいのいろろろろいいいいろろろろな局な局な局な局面面面面の中で、当の中で、当の中で、当の中で、当然然然然、生、生、生、生命命命命の大の大の大の大切切切切さ、さ、さ、さ、命命命命の大の大の大の大切切切切さということにつさということにつさということにつさということにつ

いては、いては、いては、いては、折折折折にににに触触触触れてれてれてれて話話話話をしたり、指をしたり、指をしたり、指をしたり、指導導導導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ございます。とりわけ、でございます。とりわけ、でございます。とりわけ、でございます。とりわけ、小小小小・中・中・中・中

学校におきましては学校におきましては学校におきましては学校におきましては道道道道徳徳徳徳教育がございます。教育がございます。教育がございます。教育がございます。道道道道徳徳徳徳のののの時時時時間間間間におきまして、におきまして、におきまして、におきまして、道道道道徳徳徳徳的な的な的な的な心情心情心情心情であであであであ

ったりったりったりったり判断判断判断判断力力力力、実、実、実、実践践践践意欲という意欲という意欲という意欲という道道道道徳徳徳徳性性性性をををを養養養養うことを目的にうことを目的にうことを目的にうことを目的に取取取取りりりり組組組組んでおりますが、そのんでおりますが、そのんでおりますが、そのんでおりますが、その道道道道

徳徳徳徳教育の目教育の目教育の目教育の目標標標標の中に生の中に生の中に生の中に生命命命命のののの尊尊尊尊さをさをさをさを感感感感じ取じ取じ取じ取る、あるいは生る、あるいは生る、あるいは生る、あるいは生命命命命、、、、命命命命あるものを大あるものを大あるものを大あるものを大切切切切にするといにするといにするといにするとい

う目的がございますので、そういったう目的がございますので、そういったう目的がございますので、そういったう目的がございますので、そういった内容内容内容内容にかかわります教にかかわります教にかかわります教にかかわります教材材材材等も等も等も等も活用活用活用活用しながら、生しながら、生しながら、生しながら、生命命命命のののの

大大大大切切切切さということにつきましてもさということにつきましてもさということにつきましてもさということにつきましても取取取取りりりり組組組組みを進めているとこみを進めているとこみを進めているとこみを進めているところろろろでございます。でございます。でございます。でございます。

○冨岡教育長○冨岡教育長○冨岡教育長○冨岡教育長 まず、まず、まず、まず、体罰体罰体罰体罰につきましては、校長につきましては、校長につきましては、校長につきましては、校長及及及及びびびび教員がという教員がという教員がという教員がという法法法法律律律律上の上の上の上の制限制限制限制限があり、があり、があり、があり、

教育的な指教育的な指教育的な指教育的な指導導導導、、、、必必必必要な場合は要な場合は要な場合は要な場合は懲戒懲戒懲戒懲戒をすることができる。ただし、をすることができる。ただし、をすることができる。ただし、をすることができる。ただし、体罰体罰体罰体罰はいけませんというはいけませんというはいけませんというはいけませんという

条文自体条文自体条文自体条文自体読読読読んでもんでもんでもんでも仕仕仕仕方がないのですが、要は方がないのですが、要は方がないのですが、要は方がないのですが、要は条文条文条文条文のののの趣旨趣旨趣旨趣旨はそうなのです。今はそうなのです。今はそうなのです。今はそうなのです。今回回回回問問問問題題題題になっになっになっになっ

ておりますのは、やはり校長ておりますのは、やはり校長ておりますのは、やはり校長ておりますのは、やはり校長及及及及びびびび教教教教師師師師ですので、そのですので、そのですので、そのですので、その調査調査調査調査になります。になります。になります。になります。

それから、今はそれから、今はそれから、今はそれから、今は外外外外部の部の部の部の監督監督監督監督さんというのは、もうほとんどおられないと思っております。さんというのは、もうほとんどおられないと思っております。さんというのは、もうほとんどおられないと思っております。さんというのは、もうほとんどおられないと思っております。

ただ、ここからはただ、ここからはただ、ここからはただ、ここからは離離離離れますが、今れますが、今れますが、今れますが、今回回回回の場合は、生徒にまずの場合は、生徒にまずの場合は、生徒にまずの場合は、生徒にまず調査調査調査調査をしますので、をしますので、をしますので、をしますので、法法法法律律律律上の上の上の上の
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云云云云 々々々々よりも、よりも、よりも、よりも、子子子子どもさんのどもさんのどもさんのどもさんの体罰体罰体罰体罰をををを受受受受けたというけたというけたというけたという感覚感覚感覚感覚をまずをまずをまずをまずアアアアンンンンケケケケーーーートトトトにににに書書書書かれると思いまかれると思いまかれると思いまかれると思いま

す。それをす。それをす。それをす。それを受受受受けてからスターけてからスターけてからスターけてからスタートトトトしよう。だから、しよう。だから、しよう。だから、しよう。だから、児童児童児童児童生徒が生徒が生徒が生徒が体罰体罰体罰体罰をををを受受受受けた、こういうとこけた、こういうとこけた、こういうとこけた、こういうとこ

ろろろろからスターからスターからスターからスタートトトトをしている。をしている。をしている。をしている。

ただし、これは教員がただし、これは教員がただし、これは教員がただし、これは教員が体罰体罰体罰体罰をしていますとをしていますとをしていますとをしていますと法法法法令違反令違反令違反令違反ですから、ですから、ですから、ですから、懲戒処懲戒処懲戒処懲戒処分をしなければな分をしなければな分をしなければな分をしなければな

らないのです。そのとこらないのです。そのとこらないのです。そのとこらないのです。そのところろろろになりますと、かなりになりますと、かなりになりますと、かなりになりますと、かなり詰詰詰詰めたものをやっていかないと、いいかめたものをやっていかないと、いいかめたものをやっていかないと、いいかめたものをやっていかないと、いいか

げんなげんなげんなげんな処処処処分なんていうことはあり分なんていうことはあり分なんていうことはあり分なんていうことはあり得得得得ませんので、だからたくさん出てくると、ませんので、だからたくさん出てくると、ませんので、だからたくさん出てくると、ませんので、だからたくさん出てくると、処処処処分までに分までに分までに分までに

時時時時間間間間はかかると思いますけれど、これはやらざるをはかかると思いますけれど、これはやらざるをはかかると思いますけれど、これはやらざるをはかかると思いますけれど、これはやらざるを得得得得ない、こういうない、こういうない、こういうない、こういう詰詰詰詰めをやる。めをやる。めをやる。めをやる。親御親御親御親御ささささ

んがどうんがどうんがどうんがどう感感感感じじじじられたかというのはられたかというのはられたかというのはられたかというのは管管管管理理理理者者者者がががが窓口窓口窓口窓口をををを各各各各学校に学校に学校に学校に置置置置いてやっていく。これ、いてやっていく。これ、いてやっていく。これ、いてやっていく。これ、文文文文部部部部

科科科科学学学学省省省省がががが統統統統一的なやり方というのを示さないのです。それ一的なやり方というのを示さないのです。それ一的なやり方というのを示さないのです。それ一的なやり方というのを示さないのです。それぞぞぞぞれの地れの地れの地れの地域域域域、、、、府府府府県県県県独独独独自自自自のののの調査調査調査調査をををを

やってくださいということであります。私どもは、やるやってくださいということであります。私どもは、やるやってくださいということであります。私どもは、やるやってくださいということであります。私どもは、やる限限限限りにはりにはりにはりには漏漏漏漏れのないように、れのないように、れのないように、れのないように、二二二二度度度度

のののの調査調査調査調査なんてなんてなんてなんて不不不不細細細細工工工工なことはなことはなことはなことは調査調査調査調査をする意をする意をする意をする意味味味味がない。とにかくがない。とにかくがない。とにかくがない。とにかく子子子子どもからいく。１３どもからいく。１３どもからいく。１３どもからいく。１３万万万万６６６６，，，，

００００００００００００人人人人ものものものもの子子子子どもたどもたどもたどもたちちちちにあえてそのにあえてそのにあえてそのにあえてその規模規模規模規模でやっていくという形でございます。でやっていくという形でございます。でやっていくという形でございます。でやっていくという形でございます。

それから、もう一つのご質問は、部それから、もう一つのご質問は、部それから、もう一つのご質問は、部それから、もう一つのご質問は、部活活活活の今の今の今の今後後後後ということで、部ということで、部ということで、部ということで、部活活活活や学校の持っている機や学校の持っている機や学校の持っている機や学校の持っている機

能能能能、例えば、例えば、例えば、例えば就就就就職指職指職指職指導導導導や、あるいは進や、あるいは進や、あるいは進や、あるいは進路路路路指指指指導導導導などを学校がやってくれるというのは、本当になどを学校がやってくれるというのは、本当になどを学校がやってくれるというのは、本当になどを学校がやってくれるというのは、本当に

日本日本日本日本独独独独自自自自のののの非常非常非常非常に良い部分です。このに良い部分です。このに良い部分です。このに良い部分です。この間間間間もももも講講講講演演演演会があり、そこでもおっし会があり、そこでもおっし会があり、そこでもおっし会があり、そこでもおっしゃゃゃゃっていましたっていましたっていましたっていました

けれど、けれど、けれど、けれど、若若若若年年年年者者者者のののの失失失失業業業業率率率率が日本はが日本はが日本はが日本は先先先先進進進進国国国国の中ではの中ではの中ではの中では著著著著しくしくしくしく低低低低い。これはい。これはい。これはい。これは何何何何かというと、学校かというと、学校かというと、学校かというと、学校

がががが就就就就職職職職活動活動活動活動をあっせんしてくれるからだと、こういう発言もございます。まさにそういうをあっせんしてくれるからだと、こういう発言もございます。まさにそういうをあっせんしてくれるからだと、こういう発言もございます。まさにそういうをあっせんしてくれるからだと、こういう発言もございます。まさにそういう

よい部分を持っております。よい部分を持っております。よい部分を持っております。よい部分を持っております。

部部部部活活活活もまたもまたもまたもまた伝統伝統伝統伝統的に持っている的に持っている的に持っている的に持っている先先先先輩輩輩輩後後後後輩輩輩輩のいい部分がございます。ただ、のいい部分がございます。ただ、のいい部分がございます。ただ、のいい部分がございます。ただ、法体法体法体法体系系系系とととと現現現現実実実実

とのとのとのとの間間間間でのでのでのでのギギギギャャャャッッッッププププがいがいがいがいろろろろいいいいろろろろ出てきますと、どこまで出てきますと、どこまで出てきますと、どこまで出てきますと、どこまで残残残残っていくのか、これはっていくのか、これはっていくのか、これはっていくのか、これは試試試試行行行行錯誤錯誤錯誤錯誤

の中での中での中での中で行行行行われ、５０年われ、５０年われ、５０年われ、５０年前前前前の部の部の部の部活動活動活動活動と今の部と今の部と今の部と今の部活動活動活動活動はやはり変質もしてきていると思いますかはやはり変質もしてきていると思いますかはやはり変質もしてきていると思いますかはやはり変質もしてきていると思いますか

ら、方ら、方ら、方ら、方向性向性向性向性としては、奥山委員のおっしとしては、奥山委員のおっしとしては、奥山委員のおっしとしては、奥山委員のおっしゃゃゃゃるように、地るように、地るように、地るように、地域クラブ域クラブ域クラブ域クラブの方の方の方の方へへへへウウウウエエエエーーーートトトトがががが少少少少しずしずしずしず

れていくのかと。れていくのかと。れていくのかと。れていくのかと。

ただ、学校として部ただ、学校として部ただ、学校として部ただ、学校として部活活活活というのは、生徒指というのは、生徒指というのは、生徒指というのは、生徒指導導導導という部分、これもという部分、これもという部分、これもという部分、これも外外外外国国国国ではではではでは聞聞聞聞いたことがいたことがいたことがいたことが

ない。ない。ない。ない。先先先先生方は生徒に一生生方は生徒に一生生方は生徒に一生生方は生徒に一生懸命懸命懸命懸命になってくれる部分も本当になくしてしまっていいのかとになってくれる部分も本当になくしてしまっていいのかとになってくれる部分も本当になくしてしまっていいのかとになってくれる部分も本当になくしてしまっていいのかと

いう思いはありますけれども、いう思いはありますけれども、いう思いはありますけれども、いう思いはありますけれども、直直直直ちちちちにどうこうなるということではないと思いますので、にどうこうなるということではないと思いますので、にどうこうなるということではないと思いますので、にどうこうなるということではないと思いますので、

流れとしてはそういう方流れとしてはそういう方流れとしてはそういう方流れとしてはそういう方向へ向へ向へ向へウウウウエエエエーーーートトトトがががが少少少少し変わっていくとは思いますけれど、なくならし変わっていくとは思いますけれど、なくならし変わっていくとは思いますけれど、なくならし変わっていくとは思いますけれど、なくなら

ないのではないかとないのではないかとないのではないかとないのではないかと逆逆逆逆に思ったりもします。に思ったりもします。に思ったりもします。に思ったりもします。

それから、それから、それから、それから、命命命命の大の大の大の大切切切切さは、さは、さは、さは、道道道道徳徳徳徳のことも言いましたけれど、今、うだ・のことも言いましたけれど、今、うだ・のことも言いましたけれど、今、うだ・のことも言いましたけれど、今、うだ・アアアアニニニニママママルルルルパパパパーーーークククク

でででで命命命命を大を大を大を大切切切切にしようというにしようというにしようというにしようというフェフェフェフェスタをやっております。スタをやっております。スタをやっております。スタをやっております。小小小小さいさいさいさい子子子子どもさんにどもさんにどもさんにどもさんに動動動動物の物の物の物の心心心心音音音音をををを
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聞聞聞聞いてもらうとかいいてもらうとかいいてもらうとかいいてもらうとかいろろろろいいいいろろろろやっております。これはやっております。これはやっております。これはやっております。これは命命命命の大の大の大の大切切切切さをさをさをさを知知知知ることによって、ることによって、ることによって、ることによって、自自自自傷傷傷傷、、、、

他他他他傷傷傷傷、、、、人人人人をををを傷傷傷傷つけたり、つけたり、つけたり、つけたり、自自自自分を分を分を分を傷傷傷傷つけたりすることがない、それからつけたりすることがない、それからつけたりすることがない、それからつけたりすることがない、それから規規規規範範範範へへへへははははぐぐぐぐくまれてくまれてくまれてくまれて

いくという、そういう思いからやっているものでございまして、そういういくという、そういう思いからやっているものでございまして、そういういくという、そういう思いからやっているものでございまして、そういういくという、そういう思いからやっているものでございまして、そういうフェフェフェフェスタスタスタスタ仕仕仕仕立立立立てててて

でもやっているということをつけ加えさせていただきます。でもやっているということをつけ加えさせていただきます。でもやっているということをつけ加えさせていただきます。でもやっているということをつけ加えさせていただきます。以以以以上です。上です。上です。上です。

○奥山委員○奥山委員○奥山委員○奥山委員 吉吉吉吉田教育次長。中高一田教育次長。中高一田教育次長。中高一田教育次長。中高一貫貫貫貫教育の件について、教育の件について、教育の件について、教育の件について、先先先先日、日、日、日、御御御御所市長に会いまして、所市長に会いまして、所市長に会いまして、所市長に会いまして、

県県県県立立立立の中高一の中高一の中高一の中高一貫貫貫貫教育校を教育校を教育校を教育校を置置置置きますと、いきますと、いきますと、いきますと、いろろろろいいいいろろろろなななな話話話話をしました。これををしました。これををしました。これををしました。これを非常非常非常非常にににに歓迎歓迎歓迎歓迎されてされてされてされて

いました。いました。いました。いました。歓迎歓迎歓迎歓迎されているだけだったらされているだけだったらされているだけだったらされているだけだったら困困困困りますと私が言ったのです。この県りますと私が言ったのです。この県りますと私が言ったのです。この県りますと私が言ったのです。この県立青翔立青翔立青翔立青翔中学中学中学中学

校、高校をもっと校、高校をもっと校、高校をもっと校、高校をもっと御御御御所市として所市として所市として所市としてババババックアッックアッックアッックアッププププしてもらう。それはなしてもらう。それはなしてもらう。それはなしてもらう。それはなぜぜぜぜといったら、ある意といったら、ある意といったら、ある意といったら、ある意

味味味味やはり教育もそこのまやはり教育もそこのまやはり教育もそこのまやはり教育もそこのまちづちづちづちづくりのスターくりのスターくりのスターくりのスタートトトトの一つになるという点ではものすごく大きいの一つになるという点ではものすごく大きいの一つになるという点ではものすごく大きいの一つになるという点ではものすごく大きい

と思う。だから、あなたがと思う。だから、あなたがと思う。だから、あなたがと思う。だから、あなたが首首首首長であるなら、今長であるなら、今長であるなら、今長であるなら、今回回回回のチャンスをのチャンスをのチャンスをのチャンスを御御御御所市のま所市のま所市のま所市のまちづちづちづちづくりにどのくりにどのくりにどのくりにどの

ようにしていったらいいかということはよくようにしていったらいいかということはよくようにしていったらいいかということはよくようにしていったらいいかということはよく考考考考えて、地えて、地えて、地えて、地域域域域のののの人人人人や学校とや学校とや学校とや学校と協協協協力力力力してやってくしてやってくしてやってくしてやってく

ださいと、ださいと、ださいと、ださいと、個個個個人人人人的な思いで言っておきましたので、すばらしい中高一的な思いで言っておきましたので、すばらしい中高一的な思いで言っておきましたので、すばらしい中高一的な思いで言っておきましたので、すばらしい中高一貫貫貫貫教育校を教育校を教育校を教育校を御御御御所のま所のま所のま所のま

ちづちづちづちづくりにくりにくりにくりに寄寄寄寄与与与与できるようにやっていただきたいと思います。できるようにやっていただきたいと思います。できるようにやっていただきたいと思います。できるようにやっていただきたいと思います。

もう一つ、学校教育もう一つ、学校教育もう一つ、学校教育もう一つ、学校教育課課課課長、長、長、長、命命命命の大の大の大の大切切切切さを、１０年も２０年もさを、１０年も２０年もさを、１０年も２０年もさを、１０年も２０年も前前前前からこればかり言っていからこればかり言っていからこればかり言っていからこればかり言ってい

るわけです。でもるわけです。でもるわけです。でもるわけです。でも結結結結果はいつも大きな問果はいつも大きな問果はいつも大きな問果はいつも大きな問題題題題ばかりがばかりがばかりがばかりが勃勃勃勃発してくるということは、私の持発してくるということは、私の持発してくるということは、私の持発してくるということは、私の持論論論論

ですが、１０年、２０年してですが、１０年、２０年してですが、１０年、２０年してですが、１０年、２０年して全全全全然然然然よくならないのは、やり方がまずいのではないかといつよくならないのは、やり方がまずいのではないかといつよくならないのは、やり方がまずいのではないかといつよくならないのは、やり方がまずいのではないかといつ

も思うわけです。だからあえて、も思うわけです。だからあえて、も思うわけです。だからあえて、も思うわけです。だからあえて、友達友達友達友達ののののドドドドククククターはこんなことを言っていますと言っていターはこんなことを言っていますと言っていターはこんなことを言っていますと言っていターはこんなことを言っていますと言ってい

るのです。るのです。るのです。るのです。道道道道徳徳徳徳教育でやっているというが、教育でやっているというが、教育でやっているというが、教育でやっているというが、道道道道徳徳徳徳教育をずっとやったら絶対にいけますか教育をずっとやったら絶対にいけますか教育をずっとやったら絶対にいけますか教育をずっとやったら絶対にいけますか

と言っているのです。そういうと言っているのです。そういうと言っているのです。そういうと言っているのです。そういう考考考考えでやっていくと、えでやっていくと、えでやっていくと、えでやっていくと、結結結結果が果が果が果が全全全全然然然然変わっていなかったら、変わっていなかったら、変わっていなかったら、変わっていなかったら、

やったことはやったことはやったことはやったことは何何何何だったのかと、こうなるわけです。だからあえて、こういうこともありまだったのかと、こうなるわけです。だからあえて、こういうこともありまだったのかと、こうなるわけです。だからあえて、こういうこともありまだったのかと、こうなるわけです。だからあえて、こういうこともありま

すよと言っただけだから。いや、すよと言っただけだから。いや、すよと言っただけだから。いや、すよと言っただけだから。いや、道道道道徳徳徳徳教育とか私にすればそんなこと言われなくてもわか教育とか私にすればそんなこと言われなくてもわか教育とか私にすればそんなこと言われなくてもわか教育とか私にすればそんなこと言われなくてもわか

っていると思っているわけです。そのっていると思っているわけです。そのっていると思っているわけです。そのっていると思っているわけです。そのへへへへん、ん、ん、ん、ちょちょちょちょっときついけれども、やはりきっっときついけれども、やはりきっっときついけれども、やはりきっっときついけれども、やはりきっちちちちりとりとりとりと

私の質問に対私の質問に対私の質問に対私の質問に対応応応応するようにするようにするようにするように答答答答えてもらわないとえてもらわないとえてもらわないとえてもらわないと困困困困ります。いずれにしても、この教育につります。いずれにしても、この教育につります。いずれにしても、この教育につります。いずれにしても、この教育につ

いてはいてはいてはいては結結結結論論論論がないのは、もうよくわかっています。今度のがないのは、もうよくわかっています。今度のがないのは、もうよくわかっています。今度のがないのは、もうよくわかっています。今度のアアアアンンンンケケケケーーーートトトトのののの結結結結果は果は果は果は楽楽楽楽しみにししみにししみにししみにし

ているけれども、部ているけれども、部ているけれども、部ているけれども、部活活活活のののの先先先先生が生が生が生が半半半半分は分は分は分は懲戒懲戒懲戒懲戒の対の対の対の対象象象象だな、だな、だな、だな、先先先先生生生生足足足足らないなということになららないなということになららないなということになららないなということになら

ないようにだけ、私はないようにだけ、私はないようにだけ、私はないようにだけ、私は期待期待期待期待をしてをしてをしてをして終終終終わっておきます。わっておきます。わっておきます。わっておきます。

○大坪委員○大坪委員○大坪委員○大坪委員 奈良奈良奈良奈良維維維維新新新新の会の大坪でございます。の会の大坪でございます。の会の大坪でございます。の会の大坪でございます。少少少少し質問をさせていただきたいと思いまし質問をさせていただきたいと思いまし質問をさせていただきたいと思いまし質問をさせていただきたいと思いま

す。す。す。す。先先先先ほどほどほどほど、、、、「生物「生物「生物「生物多多多多様性様性様性様性ならならならなら戦略戦略戦略戦略概要概要概要概要版版版版」についてご説明がありました。これの第」についてご説明がありました。これの第」についてご説明がありました。これの第」についてご説明がありました。これの第ⅡⅡⅡⅡ章章章章

の２の（５）の奈良県のの２の（５）の奈良県のの２の（５）の奈良県のの２の（５）の奈良県のニニニニホホホホンジンジンジンジカカカカ、これの、これの、これの、これの課題課題課題課題の２つ目で、奈良のの２つ目で、奈良のの２つ目で、奈良のの２つ目で、奈良のシシシシカカカカとととと春春春春日山原日山原日山原日山原始林始林始林始林

のののの共共共共生の問生の問生の問生の問題題題題というとこというとこというとこというところろろろを見せていただきますと、この１つを見せていただきますと、この１つを見せていただきますと、この１つを見せていただきますと、この１つ前前前前のののの課題課題課題課題ののののニニニニホホホホンジンジンジンジカカカカ生生生生息息息息



---- 11115555 ----

域域域域拡拡拡拡大と生大と生大と生大と生息息息息数数数数増増増増加によりさまざまな問加によりさまざまな問加によりさまざまな問加によりさまざまな問題題題題が生が生が生が生じじじじています、というとこています、というとこています、というとこています、というところろろろでは、農業では、農業では、農業では、農業被被被被害害害害

のことについてのことについてのことについてのことについて書書書書かれてあるのですけれども、このかれてあるのですけれども、このかれてあるのですけれども、このかれてあるのですけれども、この春春春春日山原日山原日山原日山原始林始林始林始林とのとのとのとの共共共共生の問生の問生の問生の問題題題題の部分での部分での部分での部分で

は、は、は、は、書書書書かれていません。これは奈良のかれていません。これは奈良のかれていません。これは奈良のかれていません。これは奈良のシシシシカカカカの農業の農業の農業の農業被被被被害害害害が、奈良が、奈良が、奈良が、奈良公公公公園園園園室で室で室で室で保保保保護護護護計計計計画画画画などがさなどがさなどがさなどがさ

れている、それている、それている、それている、そちちちちらの方でということもあるのかもしれませんけれども、このらの方でということもあるのかもしれませんけれども、このらの方でということもあるのかもしれませんけれども、このらの方でということもあるのかもしれませんけれども、この戦略戦略戦略戦略をををを行行行行ってってってって

いったいったいったいった結結結結果というか、そこから果というか、そこから果というか、そこから果というか、そこから派派派派生する問生する問生する問生する問題題題題として質問を１つだけさせていただきたいのとして質問を１つだけさせていただきたいのとして質問を１つだけさせていただきたいのとして質問を１つだけさせていただきたいの

です。１９ページにです。１９ページにです。１９ページにです。１９ページに春春春春日山原日山原日山原日山原始林始林始林始林のののの保保保保全策全策全策全策のためには、のためには、のためには、のためには、防防防防護護護護さくのさくのさくのさくの設置設置設置設置のののの検討検討検討検討、そして原、そして原、そして原、そして原

始林始林始林始林サポサポサポサポーターのーターのーターのーターの検討検討検討検討ということがということがということがということが書書書書いてあるのですけれども、これがいてあるのですけれども、これがいてあるのですけれども、これがいてあるのですけれども、これが防防防防護護護護さくとさくとさくとさくとサポサポサポサポーーーー

ターだけでターだけでターだけでターだけで解解解解決決決決がされると思われているのかということと、原がされると思われているのかということと、原がされると思われているのかということと、原がされると思われているのかということと、原始林始林始林始林からからからからシシシシカカカカがいなくなっがいなくなっがいなくなっがいなくなっ

たということで、そのたということで、そのたということで、そのたということで、そのシシシシカカカカがががが周周周周辺辺辺辺にににに与与与与える影える影える影える影響響響響についてどのようにについてどのようにについてどのようにについてどのように考考考考えられるのか、おえられるのか、おえられるのか、おえられるのか、お答答答答

えいただきたいと思います。えいただきたいと思います。えいただきたいと思います。えいただきたいと思います。

○七尾景観・環境局次長自然環境課長事務取扱○七尾景観・環境局次長自然環境課長事務取扱○七尾景観・環境局次長自然環境課長事務取扱○七尾景観・環境局次長自然環境課長事務取扱 今、大坪委員のご質問のことは今、大坪委員のご質問のことは今、大坪委員のご質問のことは今、大坪委員のご質問のことは、、、、「生物「生物「生物「生物

多多多多様性様性様性様性ならならならなら戦略戦略戦略戦略概要概要概要概要版版版版」の中」の中」の中」の中身身身身のことだと思います。のことだと思います。のことだと思います。のことだと思います。

生物生物生物生物多多多多様性様性様性様性ならならならなら戦略戦略戦略戦略は、地は、地は、地は、地域域域域のののの自然自然自然自然の特の特の特の特性性性性を明らかにし、奈良県らしいを明らかにし、奈良県らしいを明らかにし、奈良県らしいを明らかにし、奈良県らしい豊豊豊豊かなかなかなかな自然自然自然自然をををを守守守守

るるるる施施施施策策策策をををを推推推推進するために進するために進するために進するために策策策策定するものでございます。そのため、奈良県の定するものでございます。そのため、奈良県の定するものでございます。そのため、奈良県の定するものでございます。そのため、奈良県の現況現況現況現況におきましにおきましにおきましにおきまし

て、生て、生て、生て、生息息息息域域域域がががが拡拡拡拡大し、生大し、生大し、生大し、生息息息息数数数数がががが増増増増加し、生加し、生加し、生加し、生態態態態系系系系に影に影に影に影響響響響をををを与与与与えております奈良県のえております奈良県のえております奈良県のえております奈良県のニニニニホホホホンジンジンジンジ

カカカカの問の問の問の問題題題題を本県の特を本県の特を本県の特を本県の特性性性性の一つとしての一つとしての一つとしての一つとして取取取取り上げさせていただいております。り上げさせていただいております。り上げさせていただいております。り上げさせていただいております。

ニニニニホホホホンジンジンジンジカカカカにつきましては、第につきましては、第につきましては、第につきましては、第ⅡⅡⅡⅡ章のとこ章のとこ章のとこ章のところろろろでもでもでもでも書書書書いていますように、中山いていますように、中山いていますように、中山いていますように、中山間間間間地地地地域域域域ののののシシシシ

カカカカと奈良のと奈良のと奈良のと奈良のシシシシカカカカとに分けてとに分けてとに分けてとに分けて記記記記述述述述しておるとこしておるとこしておるとこしておるところろろろでございます。奈良のでございます。奈良のでございます。奈良のでございます。奈良のシシシシカカカカにつきましては、につきましては、につきましては、につきましては、

古古古古くからくからくからくから春春春春日大日大日大日大社社社社のののの神神神神のののの鹿鹿鹿鹿としてとしてとしてとして保保保保護護護護されて、されて、されて、されて、天天天天然然然然記念記念記念記念物に指定されており、物に指定されており、物に指定されており、物に指定されており、保保保保護護護護すすすすべべべべきききき

対対対対象象象象であるというであるというであるというであるという側側側側面面面面がございます。中山がございます。中山がございます。中山がございます。中山間間間間地地地地域域域域ののののシシシシカカカカとはとはとはとは同じ同じ同じ同じ扱扱扱扱いはできないものといはできないものといはできないものといはできないものと認認認認

識識識識しております。しております。しております。しております。

また、奈良のまた、奈良のまた、奈良のまた、奈良のシシシシカカカカは、特別は、特別は、特別は、特別天天天天然然然然記念記念記念記念物に指定されております物に指定されております物に指定されております物に指定されております春春春春日山原日山原日山原日山原始林始林始林始林へへへへの影の影の影の影響響響響が問が問が問が問

題視題視題視題視されております。奈良のされております。奈良のされております。奈良のされております。奈良のシシシシカカカカのののの食食食食害害害害によりまして、によりまして、によりまして、によりまして、シシシシイ、イ、イ、イ、カカカカシ類シ類シ類シ類のののの後後後後継継継継樹樹樹樹が育っておが育っておが育っておが育ってお

らず、らず、らず、らず、シシシシカカカカがががが食食食食べべべべないないないないナナナナンンンンキキキキンンンンハハハハゼゼゼゼだけがだけがだけがだけが増増増増加しているという問加しているという問加しているという問加しているという問題題題題がございます。これらがございます。これらがございます。これらがございます。これら

のののの共共共共生とか兼生とか兼生とか兼生とか兼ねねねね合いの問合いの問合いの問合いの問題題題題をををを課題課題課題課題としてとしてとしてとして取取取取り上げたとこり上げたとこり上げたとこり上げたところろろろでございます。でございます。でございます。でございます。

周周周周辺辺辺辺地地地地域へ域へ域へ域への影の影の影の影響響響響でございますが、奈良のでございますが、奈良のでございますが、奈良のでございますが、奈良のシシシシカカカカのののの増増増増加と加と加と加と行動行動行動行動範囲範囲範囲範囲のののの拡拡拡拡大に大に大に大に伴伴伴伴いまして、いまして、いまして、いまして、

県県県県下下下下各各各各地と地と地と地と同じ同じ同じ同じく農業く農業く農業く農業被被被被害害害害とかとかとかとか深深深深刻刻刻刻な問な問な問な問題題題題が出ていることはが出ていることはが出ていることはが出ていることは聞聞聞聞きききき及及及及んでおるとこんでおるとこんでおるとこんでおるところろろろでござでござでござでござ

います。大坪委員おいます。大坪委員おいます。大坪委員おいます。大坪委員お述べ述べ述べ述べのののの被被被被害害害害につきまして、これまでもにつきまして、これまでもにつきまして、これまでもにつきまして、これまでも天天天天然然然然記念記念記念記念物を所物を所物を所物を所管管管管しておりますしておりますしておりますしております

とことことこところろろろ、奈良、奈良、奈良、奈良公公公公園園園園を所を所を所を所管管管管しておりますとこしておりますとこしておりますとこしておりますところろろろ、あるいは奈良市農、あるいは奈良市農、あるいは奈良市農、あるいは奈良市農林林林林課課課課とかとかとかとか鹿鹿鹿鹿のののの愛愛愛愛護護護護会とか会とか会とか会とか

いいい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がががが食食食食害害害害について、例えば農家さんとについて、例えば農家さんとについて、例えば農家さんとについて、例えば農家さんと話話話話し合いを持し合いを持し合いを持し合いを持ちちちちながら対ながら対ながら対ながら対応応応応してきたしてきたしてきたしてきた
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とか、そういったとことか、そういったとことか、そういったとことか、そういったところろろろでございますが、生物でございますが、生物でございますが、生物でございますが、生物多多多多様性様性様性様性の観点からも連携をの観点からも連携をの観点からも連携をの観点からも連携を図図図図りまして、奈りまして、奈りまして、奈りまして、奈

良の良の良の良のシシシシカカカカのののの取取取取りりりり扱扱扱扱いについていについていについていについて検討検討検討検討してまいりたい、このようにしてまいりたい、このようにしてまいりたい、このようにしてまいりたい、このように考考考考えております。えております。えております。えております。以以以以上でご上でご上でご上でご

ざいます。ざいます。ざいます。ざいます。

○大坪委員○大坪委員○大坪委員○大坪委員 済済済済みません。みません。みません。みません。防防防防護護護護さくとさくとさくとさくと春春春春日山原日山原日山原日山原始林始林始林始林サポサポサポサポーターでーターでーターでーターで解解解解決決決決ができるのかというができるのかというができるのかというができるのかという

部分について、お願いします。部分について、お願いします。部分について、お願いします。部分について、お願いします。

○七尾景観・環境局次長自然環境課長事務取扱○七尾景観・環境局次長自然環境課長事務取扱○七尾景観・環境局次長自然環境課長事務取扱○七尾景観・環境局次長自然環境課長事務取扱 １９ページ、あくまで１９ページ、あくまで１９ページ、あくまで１９ページ、あくまでトピックトピックトピックトピック的なイ的なイ的なイ的なイメメメメ

ージとしてージとしてージとしてージとして載載載載せさせていただいております。せさせていただいております。せさせていただいております。せさせていただいております。保保保保全全全全のためのイのためのイのためのイのためのイメメメメージとしまして、これまでージとしまして、これまでージとしまして、これまでージとしまして、これまで

もももも防防防防護護護護さくとかさくとかさくとかさくとかサポサポサポサポーター、このようなものもございますし、今ーター、このようなものもございますし、今ーター、このようなものもございますし、今ーター、このようなものもございますし、今後後後後もそれを発もそれを発もそれを発もそれを発展展展展させていさせていさせていさせてい

くとくとくとくと聞聞聞聞いております。それといております。それといております。それといております。それと検討検討検討検討会などもございますし、今会などもございますし、今会などもございますし、今会などもございますし、今後後後後はははは検討検討検討検討されるものとされるものとされるものとされるものと考考考考えてえてえてえて

おります。おります。おります。おります。

○大坪委員○大坪委員○大坪委員○大坪委員 どうもありがとうございます。生どうもありがとうございます。生どうもありがとうございます。生どうもありがとうございます。生態態態態系系系系の方が中の方が中の方が中の方が中心心心心ということですから、とにということですから、とにということですから、とにということですから、とに

かくこれがきかくこれがきかくこれがきかくこれがきちちちちっとっとっとっと取取取取りりりり組組組組まれて、すばらしいまれて、すばらしいまれて、すばらしいまれて、すばらしい結結結結果が出るようにまた頑張っていただけた果が出るようにまた頑張っていただけた果が出るようにまた頑張っていただけた果が出るようにまた頑張っていただけた

らと思います。らと思います。らと思います。らと思います。

それでは次に、それでは次に、それでは次に、それでは次に、北北北北朝鮮朝鮮朝鮮朝鮮による日本による日本による日本による日本人人人人のののの拉致拉致拉致拉致問問問問題題題題についておについておについておについてお伺伺伺伺いをしたいと思います。いをしたいと思います。いをしたいと思います。いをしたいと思います。人人人人

権施権施権施権施策策策策課課課課としての今までのとしての今までのとしての今までのとしての今までの取取取取りりりり組組組組みについておみについておみについておみについてお伺伺伺伺いしたいと思います。いしたいと思います。いしたいと思います。いしたいと思います。

○鍵田人権施策課長○鍵田人権施策課長○鍵田人権施策課長○鍵田人権施策課長 私には、私には、私には、私には、北北北北朝鮮朝鮮朝鮮朝鮮のののの拉致拉致拉致拉致問問問問題題題題に関して、に関して、に関して、に関して、人権施人権施人権施人権施策策策策でどういう対でどういう対でどういう対でどういう対策策策策をとをとをとをと

られておりましたかということでございます。られておりましたかということでございます。られておりましたかということでございます。られておりましたかということでございます。

北北北北朝鮮朝鮮朝鮮朝鮮によるによるによるによる拉致拉致拉致拉致問問問問題題題題は、重大なは、重大なは、重大なは、重大な人権侵害人権侵害人権侵害人権侵害であるということもございますので、県といであるということもございますので、県といであるということもございますので、県といであるということもございますので、県とい

たしましてたしましてたしましてたしまして国際国際国際国際観観観観光課光課光課光課を中を中を中を中心心心心に、に、に、に、具具具具体体体体的には県の的には県の的には県の的には県のホホホホーーーームムムムページでその問ページでその問ページでその問ページでその問題題題題の概要やの概要やの概要やの概要や取取取取りりりり組組組組

みをみをみをみを掲載掲載掲載掲載させてもらっております。また、させてもらっております。また、させてもらっております。また、させてもらっております。また、毎毎毎毎年１２月１０日から１６日に年１２月１０日から１６日に年１２月１０日から１６日に年１２月１０日から１６日に北北北北朝鮮朝鮮朝鮮朝鮮人権侵害人権侵害人権侵害人権侵害

啓啓啓啓発発発発週週週週間間間間というのがございまして、というのがございまして、というのがございまして、というのがございまして、拉致拉致拉致拉致問問問問題題題題のののの啓啓啓啓発発発発ポポポポスターを県スターを県スターを県スターを県内内内内にににに掲載掲載掲載掲載させてもらったさせてもらったさせてもらったさせてもらった

り、り、り、り、同同同同週週週週間間間間にににに啓啓啓啓発発発発記記記記事を県事を県事を県事を県民民民民だよりの１２月だよりの１２月だよりの１２月だよりの１２月号号号号にもにもにもにも掲載掲載掲載掲載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啓啓啓啓発に発に発に発に努努努努めているめているめているめている

とことことこところろろろでございます。でございます。でございます。でございます。

○大坪委員○大坪委員○大坪委員○大坪委員 ありがとうございます。私も、実はありがとうございます。私も、実はありがとうございます。私も、実はありがとうございます。私も、実はホホホホーーーームムムムページのページのページのページのココココピピピピーを持っているのでーを持っているのでーを持っているのでーを持っているので

すけれども、これはすけれども、これはすけれども、これはすけれども、これは国際国際国際国際観観観観光課光課光課光課でででで被被被被害害害害者者者者をををを救救救救出するためにい出するためにい出するためにい出するためにいろろろろいいいいろろろろとととと取取取取りりりり組組組組みをしているみをしているみをしているみをしている

内容内容内容内容がががが書書書書かれておりまして、かれておりまして、かれておりまして、かれておりまして、最後最後最後最後の方にはの方にはの方にはの方には署署署署名名名名用用用用紙紙紙紙ががががダダダダウウウウンンンンロロロローーーードドドドできる、こういったこできる、こういったこできる、こういったこできる、こういったこ

とにもとにもとにもとにも取取取取りりりり組組組組んでいただいているのですけれども、平成１４年１０月にんでいただいているのですけれども、平成１４年１０月にんでいただいているのですけれども、平成１４年１０月にんでいただいているのですけれども、平成１４年１０月に拉致被拉致被拉致被拉致被害害害害者者者者５名の５名の５名の５名の

方が方が方が方が帰帰帰帰国国国国されてからもう１０年されてからもう１０年されてからもう１０年されてからもう１０年以以以以上の年月がたっております。私上の年月がたっております。私上の年月がたっております。私上の年月がたっております。私自身自身自身自身も今、このも今、このも今、このも今、このブルブルブルブルーリーリーリーリ

ボボボボン、これはン、これはン、これはン、これは救救救救う会の方でつくっております、う会の方でつくっております、う会の方でつくっております、う会の方でつくっております、救救救救出するための出するための出するための出するための運運運運動動動動をしているのだというをしているのだというをしているのだというをしているのだという

ババババッッッッジでありますけれども、このジでありますけれども、このジでありますけれども、このジでありますけれども、このババババッッッッジをしていても、そのジをしていても、そのジをしていても、そのジをしていても、その青青青青いいいいババババッッッッジジジジ何何何何ですかといまだですかといまだですかといまだですかといまだ
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にににに聞聞聞聞かれる方もかれる方もかれる方もかれる方も結結結結構構構構ありますし、ありますし、ありますし、ありますし、運運運運動動動動しているしているしているしている人間人間人間人間はかなり意はかなり意はかなり意はかなり意識識識識を持ってやっておられるを持ってやっておられるを持ってやっておられるを持ってやっておられる

と思うのですけれども、やはり一般のと思うのですけれども、やはり一般のと思うのですけれども、やはり一般のと思うのですけれども、やはり一般の国国国国民民民民の意の意の意の意識識識識は、かなりは、かなりは、かなりは、かなり薄薄薄薄れてきているのかなというれてきているのかなというれてきているのかなというれてきているのかなという

ことをことをことをことを感感感感じじじじるわけであります。やはり、この問るわけであります。やはり、この問るわけであります。やはり、この問るわけであります。やはり、この問題題題題はははは決決決決してしてしてして風風風風化させてはならない、そして化させてはならない、そして化させてはならない、そして化させてはならない、そして

一日も一日も一日も一日も早早早早いいいい解解解解決決決決を目指すということで、あえてこういった場でこのことをを目指すということで、あえてこういった場でこのことをを目指すということで、あえてこういった場でこのことをを目指すということで、あえてこういった場でこのことを取取取取り上げさせてり上げさせてり上げさせてり上げさせて

いただいております。いただいております。いただいております。いただいております。

むむむむししししろろろろしっかりとしっかりとしっかりとしっかりと取取取取りりりり組組組組んでいただいていると思うのですけれども、んでいただいていると思うのですけれども、んでいただいていると思うのですけれども、んでいただいていると思うのですけれども、ぜぜぜぜひひひひともともともとも動動動動きのあきのあきのあきのあ

るこれからの対るこれからの対るこれからの対るこれからの対応応応応というものをしていただきたいですし、またというものをしていただきたいですし、またというものをしていただきたいですし、またというものをしていただきたいですし、また皆様皆様皆様皆様方もたまには方もたまには方もたまには方もたまには拉致拉致拉致拉致問問問問題題題題

を、家庭の場やを、家庭の場やを、家庭の場やを、家庭の場や社社社社会の場で会の場で会の場で会の場で話題話題話題話題にしていただく、こういったことが大変重要であにしていただく、こういったことが大変重要であにしていただく、こういったことが大変重要であにしていただく、こういったことが大変重要であろろろろうかとうかとうかとうかと

思います。思います。思います。思います。ぜぜぜぜひひひひともその点もよともその点もよともその点もよともその点もよろろろろしくお願いをしたいと思いますし、より一しくお願いをしたいと思いますし、より一しくお願いをしたいと思いますし、より一しくお願いをしたいと思いますし、より一層層層層の県としての県としての県としての県として

のののの動動動動きのあるきのあるきのあるきのある取取取取りりりり組組組組みをお願いしたいと思います。みをお願いしたいと思います。みをお願いしたいと思います。みをお願いしたいと思います。

それでは、次に、教職員によるそれでは、次に、教職員によるそれでは、次に、教職員によるそれでは、次に、教職員による飲酒運飲酒運飲酒運飲酒運転の転の転の転の懲戒処懲戒処懲戒処懲戒処分についてお分についてお分についてお分についてお尋ね尋ね尋ね尋ねしたいと思うのですしたいと思うのですしたいと思うのですしたいと思うのです

が、が、が、が、先先先先日日日日ニュニュニュニュースを見ていたときに、ースを見ていたときに、ースを見ていたときに、ースを見ていたときに、神神神神奈川県の教育委員会が奈川県の教育委員会が奈川県の教育委員会が奈川県の教育委員会が飲酒運飲酒運飲酒運飲酒運転をした教職員に転をした教職員に転をした教職員に転をした教職員に行行行行

ったったったった懲戒懲戒懲戒懲戒免免免免職職職職処処処処分４件のう分４件のう分４件のう分４件のうちちちち３件が県の３件が県の３件が県の３件が県の人人人人事委員会の事委員会の事委員会の事委員会の裁裁裁裁決決決決、そして、、そして、、そして、、そして、裁判裁判裁判裁判所の所の所の所の判判判判決決決決の方での方での方での方で

重重重重過過過過ぎぎぎぎるというるというるというるという結結結結果が出たため、この果が出たため、この果が出たため、この果が出たため、この処処処処分が分が分が分が覆覆覆覆されたと。それで、県の教育委員会は、されたと。それで、県の教育委員会は、されたと。それで、県の教育委員会は、されたと。それで、県の教育委員会は、処処処処

分指分指分指分指針針針針のののの運運運運用用用用を見を見を見を見直直直直して、して、して、して、個個個個別の別の別の別の状況状況状況状況でででで判断判断判断判断をする方をする方をする方をする方針針針針に改めたということがに改めたということがに改めたということがに改めたということが載載載載っておりっておりっておりっており

ました。そしてまたこれは教職員ではありませんが、ました。そしてまたこれは教職員ではありませんが、ました。そしてまたこれは教職員ではありませんが、ました。そしてまたこれは教職員ではありませんが、兵庫兵庫兵庫兵庫県加県加県加県加西西西西市の職員の市の職員の市の職員の市の職員の免免免免職職職職取取取取りりりり消消消消しししし

が、２００９年にが、２００９年にが、２００９年にが、２００９年に最最最最高高高高裁裁裁裁でででで判判判判決決決決がががが確確確確定をしましたので、定をしましたので、定をしましたので、定をしましたので、飲酒運飲酒運飲酒運飲酒運転をしたら転をしたら転をしたら転をしたら即即即即懲戒懲戒懲戒懲戒免免免免職であ職であ職であ職であ

るというるというるというるという処処処処分分分分基準基準基準基準を見を見を見を見直直直直すような事すような事すような事すような事態態態態が相次いでるということも報が相次いでるということも報が相次いでるということも報が相次いでるということも報じじじじられていました。られていました。られていました。られていました。

そこで、本県のそこで、本県のそこで、本県のそこで、本県の飲酒運飲酒運飲酒運飲酒運転による転による転による転による懲戒処懲戒処懲戒処懲戒処分の分の分の分の基準基準基準基準はどのようになっているのか、おはどのようになっているのか、おはどのようになっているのか、おはどのようになっているのか、お伺伺伺伺いいいいいいいい

たします。たします。たします。たします。

○石井教職員課長○石井教職員課長○石井教職員課長○石井教職員課長 教職員に係ります教職員に係ります教職員に係ります教職員に係ります飲酒運飲酒運飲酒運飲酒運転の関係について、お転の関係について、お転の関係について、お転の関係について、お答答答答えをいたします。えをいたします。えをいたします。えをいたします。

飲酒運飲酒運飲酒運飲酒運転は言うまでもなく転は言うまでもなく転は言うまでもなく転は言うまでもなく悪悪悪悪質で質で質で質で危険危険危険危険なななな行為行為行為行為であり、県教育委員会としましてもこれまであり、県教育委員会としましてもこれまであり、県教育委員会としましてもこれまであり、県教育委員会としましてもこれま

でででで厳厳厳厳格格格格なななな姿勢姿勢姿勢姿勢で対で対で対で対応応応応してきたとこしてきたとこしてきたとこしてきたところろろろでございます。でございます。でございます。でございます。

基準基準基準基準でございますが、平成１でございますが、平成１でございますが、平成１でございますが、平成１８８８８年に年に年に年に飲酒運飲酒運飲酒運飲酒運転に係る転に係る転に係る転に係る懲戒処懲戒処懲戒処懲戒処分分分分基準基準基準基準の見の見の見の見直直直直しをしをしをしを行行行行っておりっておりっておりっており

ます。その見ます。その見ます。その見ます。その見直直直直しししし後後後後、、、、飲酒運飲酒運飲酒運飲酒運転により転により転により転により人身人身人身人身事事事事故故故故をををを起起起起こした場合はこした場合はこした場合はこした場合は免免免免職、事職、事職、事職、事故故故故をををを伴伴伴伴わない場わない場わない場わない場

合であっても合であっても合であっても合であっても免免免免職または職または職または職または停停停停職の職の職の職の懲戒処懲戒処懲戒処懲戒処分といたしますことなど、より分といたしますことなど、より分といたしますことなど、より分といたしますことなど、より厳厳厳厳格格格格に対に対に対に対処処処処することすることすることすること

としております。また、としております。また、としております。また、としております。また、飲酒運飲酒運飲酒運飲酒運転により転により転により転により懲戒処懲戒処懲戒処懲戒処分を分を分を分を行行行行った場合には、県った場合には、県った場合には、県った場合には、県民民民民へへへへの説明の説明の説明の説明責責責責任任任任をををを

果たすと果たすと果たすと果たすと同同同同時時時時に、再発をに、再発をに、再発をに、再発を防防防防止止止止するという観点から、報するという観点から、報するという観点から、報するという観点から、報道道道道機関機関機関機関へへへへ氏氏氏氏名等の名等の名等の名等の公公公公表表表表もももも行行行行うこととうこととうこととうことと

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ございます。でございます。でございます。でございます。

また、事案の発生のまた、事案の発生のまた、事案の発生のまた、事案の発生の未未未未然然然然防防防防止止止止のためにのためにのためにのために毎毎毎毎年２年２年２年２回回回回、、、、７７７７月と１２月に教職員に対し月と１２月に教職員に対し月と１２月に教職員に対し月と１２月に教職員に対し綱紀粛綱紀粛綱紀粛綱紀粛正正正正
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のののの文文文文書書書書を出しまして、その中でを出しまして、その中でを出しまして、その中でを出しまして、その中で飲酒運飲酒運飲酒運飲酒運転の絶転の絶転の絶転の絶無無無無をををを期期期期することをすることをすることをすることを繰繰繰繰りりりり返返返返しししし述べ述べ述べ述べさせていたださせていたださせていたださせていただ

いておりますとともに、市いておりますとともに、市いておりますとともに、市いておりますとともに、市町町町町村村村村の教育長会や校長会などの機会をとらえまして、の教育長会や校長会などの機会をとらえまして、の教育長会や校長会などの機会をとらえまして、の教育長会や校長会などの機会をとらえまして、飲酒運飲酒運飲酒運飲酒運転転転転

の絶の絶の絶の絶無無無無をををを期期期期すようすようすようすよう周周周周知知知知のののの徹底徹底徹底徹底もももも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ございます。でございます。でございます。でございます。

県教育委員会といたしましては、まず県教育委員会といたしましては、まず県教育委員会といたしましては、まず県教育委員会といたしましては、まず飲酒運飲酒運飲酒運飲酒運転をは転をは転をは転をはじじじじめ、教職員としてめ、教職員としてめ、教職員としてめ、教職員としてふふふふさわしくないさわしくないさわしくないさわしくない

非非非非違違違違行為行為行為行為のののの根根根根絶を目指しまして、これまで絶を目指しまして、これまで絶を目指しまして、これまで絶を目指しまして、これまで同様同様同様同様に教職員としてのに教職員としてのに教職員としてのに教職員としての自自自自覚覚覚覚をををを促促促促すため、すため、すため、すため、周周周周知徹知徹知徹知徹

底底底底をををを図図図図っていくとともに、っていくとともに、っていくとともに、っていくとともに、万万万万一一一一非非非非違違違違行為行為行為行為をををを行行行行い、本県教育のい、本県教育のい、本県教育のい、本県教育の信信信信用用用用をををを失失失失墜墜墜墜させるにさせるにさせるにさせるに至至至至ったったったった者者者者

に対しましては、これまでに対しましては、これまでに対しましては、これまでに対しましては、これまで同様同様同様同様、、、、厳厳厳厳正に対正に対正に対正に対処処処処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考考考えております。えております。えております。えております。以以以以上でござ上でござ上でござ上でござ

います。います。います。います。

○大坪委員○大坪委員○大坪委員○大坪委員 今、平成１今、平成１今、平成１今、平成１８８８８年９月とおっし年９月とおっし年９月とおっし年９月とおっしゃゃゃゃられたのは、られたのは、られたのは、られたのは、多多多多分分分分福福福福岡市職員の岡市職員の岡市職員の岡市職員の人人人人をををを巻巻巻巻きききき込込込込んんんん

だだだだ死亡死亡死亡死亡事事事事故故故故がきっかけであると思うのですけれども、それがきっかけであると思うのですけれども、それがきっかけであると思うのですけれども、それがきっかけであると思うのですけれども、それ以前以前以前以前はどこのはどこのはどこのはどこの自自自自治治治治体体体体もももも酒酒酒酒気気気気帯帯帯帯びびびび

で事で事で事で事故故故故をををを伴伴伴伴わなければわなければわなければわなければ停停停停職というのが職というのが職というのが職というのが多多多多かったようにもかったようにもかったようにもかったようにも聞聞聞聞いております。とこいております。とこいております。とこいております。ところろろろが、今おが、今おが、今おが、今お

聞聞聞聞きしますと、本県の場合は、事きしますと、本県の場合は、事きしますと、本県の場合は、事きしますと、本県の場合は、事故故故故をををを伴伴伴伴わないものに関しましては、わないものに関しましては、わないものに関しましては、わないものに関しましては、免免免免職か職か職か職か停停停停職という職という職という職というぐぐぐぐ

らい。一般的に、とにかくらい。一般的に、とにかくらい。一般的に、とにかくらい。一般的に、とにかく飲酒運飲酒運飲酒運飲酒運転をしたら転をしたら転をしたら転をしたら懲戒懲戒懲戒懲戒免免免免職職職職処処処処分であるというとこ分であるというとこ分であるというとこ分であるというところろろろがががが多多多多い中でい中でい中でい中で

言うと、そもそも言うと、そもそも言うと、そもそも言うと、そもそもちょちょちょちょっとっとっとっと軽軽軽軽いのかということもいのかということもいのかということもいのかということも感感感感じじじじます。それがます。それがます。それがます。それが万万万万が一が一が一が一捕捕捕捕まったとしてまったとしてまったとしてまったとして

もももも免免免免職にならないというような職にならないというような職にならないというような職にならないというような気気気気持持持持ちちちちにつながっていけば、そこでにつながっていけば、そこでにつながっていけば、そこでにつながっていけば、そこで抑抑抑抑えがえがえがえが外外外外れてしまうのれてしまうのれてしまうのれてしまうの

ではないかということをではないかということをではないかということをではないかということを感感感感じじじじるわけであります。るわけであります。るわけであります。るわけであります。

このこのこのこのニュニュニュニュースの中で見ていますと、ほかのースの中で見ていますと、ほかのースの中で見ていますと、ほかのースの中で見ていますと、ほかの自自自自治治治治体体体体ではこれらの件に対して、ではこれらの件に対して、ではこれらの件に対して、ではこれらの件に対して、判判判判決決決決だけでだけでだけでだけで

なくなくなくなく身内身内身内身内の中からもの中からもの中からもの中からもちょちょちょちょっと重っと重っと重っと重過過過過ぎぎぎぎるのではないかとか、事るのではないかとか、事るのではないかとか、事るのではないかとか、事故故故故をををを起起起起こしてないから、こしてないから、こしてないから、こしてないから、ふふふふだだだだ

んのんのんのんの勤勤勤勤務務務務態態態態度がま度がま度がま度がまじじじじめだから、そしてまた生徒からめだから、そしてまた生徒からめだから、そしてまた生徒からめだから、そしてまた生徒から復帰復帰復帰復帰のののの嘆嘆嘆嘆願願願願書書書書が出ているから、こういが出ているから、こういが出ているから、こういが出ているから、こうい

ったことがったことがったことがったことが書書書書かれている。私はこんなことはかれている。私はこんなことはかれている。私はこんなことはかれている。私はこんなことは全全全全く関係ないと思うのです。やはり、く関係ないと思うのです。やはり、く関係ないと思うのです。やはり、く関係ないと思うのです。やはり、子子子子どもどもどもども

たたたたちちちちを教えるを教えるを教えるを教える立立立立場の場の場の場の人間人間人間人間がそんなことをしてはだめだと言われていることをやって、正しがそんなことをしてはだめだと言われていることをやって、正しがそんなことをしてはだめだと言われていることをやって、正しがそんなことをしてはだめだと言われていることをやって、正し

いいいい道道道道にににに導導導導かなければならないかなければならないかなければならないかなければならない立立立立場の場の場の場の人間人間人間人間が、それで一が、それで一が、それで一が、それで一体何体何体何体何を教えるのかと思うわけです。を教えるのかと思うわけです。を教えるのかと思うわけです。を教えるのかと思うわけです。

不不不不服服服服申し申し申し申し立立立立てをして、てをして、てをして、てをして、結結結結局はそれが局はそれが局はそれが局はそれが裁判裁判裁判裁判になって、になって、になって、になって、結結結結果としてこういう形で果としてこういう形で果としてこういう形で果としてこういう形で免免免免職が重い職が重い職が重い職が重い

というというというという判判判判決決決決が出たということなのですけれども、が出たということなのですけれども、が出たということなのですけれども、が出たということなのですけれども、不不不不服服服服申し申し申し申し立立立立てをするということは、そのてをするということは、そのてをするということは、そのてをするということは、その

方がどれだけ方がどれだけ方がどれだけ方がどれだけ反反反反省省省省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姿勢姿勢姿勢姿勢を、私は問われると思います。教育を、私は問われると思います。教育を、私は問われると思います。教育を、私は問われると思います。教育者者者者であるとであるとであるとであると

いう観点から、いう観点から、いう観点から、いう観点から、厳厳厳厳正にやっていかれるということですので、やはり正にやっていかれるということですので、やはり正にやっていかれるということですので、やはり正にやっていかれるということですので、やはり処処処処分の分の分の分の軽軽軽軽重ということ重ということ重ということ重ということ

に関してはしっかりとに関してはしっかりとに関してはしっかりとに関してはしっかりと考考考考慮慮慮慮して、して、して、して、厳厳厳厳正な正な正な正な処処処処分を分を分を分を行行行行っていただきたいと思います。よっていただきたいと思います。よっていただきたいと思います。よっていただきたいと思います。よろろろろしくしくしくしく

お願いをいたします。お願いをいたします。お願いをいたします。お願いをいたします。

次に、高等学校における次に、高等学校における次に、高等学校における次に、高等学校におけるババババイイイイククククの３ないの３ないの３ないの３ない運運運運動動動動です。これはです。これはです。これはです。これは昔昔昔昔から、もう私たから、もう私たから、もう私たから、もう私たちちちちのののの若若若若いといといといと

きからあったものですけれども、この３ないきからあったものですけれども、この３ないきからあったものですけれども、この３ないきからあったものですけれども、この３ない運運運運動動動動についてについてについてについて少少少少しおしおしおしお伺伺伺伺いをしたいと思うのでいをしたいと思うのでいをしたいと思うのでいをしたいと思うので
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す。いわす。いわす。いわす。いわゆゆゆゆるるるるババババイイイイククククのののの免免免免許許許許をををを取取取取らない、らない、らない、らない、乗乗乗乗らない、らない、らない、らない、買買買買わないという３ないわないという３ないわないという３ないわないという３ない運運運運動動動動ですが、本ですが、本ですが、本ですが、本

県の県の県の県の各各各各高等学校での高等学校での高等学校での高等学校での現状現状現状現状についておについておについておについてお伺伺伺伺いをしたいと思います。いをしたいと思います。いをしたいと思います。いをしたいと思います。

○沼田生徒指導支援室長○沼田生徒指導支援室長○沼田生徒指導支援室長○沼田生徒指導支援室長 オーオーオーオートトトトババババイの３ないイの３ないイの３ないイの３ない運運運運動動動動の県の県の県の県立立立立高等学校の高等学校の高等学校の高等学校の現状現状現状現状でございます。でございます。でございます。でございます。

県県県県立立立立高校高校高校高校全全全全日日日日制制制制で３ないで３ないで３ないで３ない運運運運動動動動を実を実を実を実施施施施している学校は５校でございます。３ないしている学校は５校でございます。３ないしている学校は５校でございます。３ないしている学校は５校でございます。３ない運運運運動動動動のののの考考考考

え方をえ方をえ方をえ方を推推推推奨奨奨奨しておりますが、しておりますが、しておりますが、しておりますが、免免免免許許許許のののの取得取得取得取得に関しては一定のに関しては一定のに関しては一定のに関しては一定の条条条条件をもとに件をもとに件をもとに件をもとに許可制許可制許可制許可制にしているにしているにしているにしている

学校は９校、そして３ない学校は９校、そして３ない学校は９校、そして３ない学校は９校、そして３ない運運運運動動動動を実を実を実を実施施施施せずにせずにせずにせずに届届届届出出出出制制制制にしている学校は１にしている学校は１にしている学校は１にしている学校は１８８８８校となっており校となっており校となっており校となっており

ます。ます。ます。ます。以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○大坪委員○大坪委員○大坪委員○大坪委員 今、５校が実今、５校が実今、５校が実今、５校が実施施施施をしている、そして、をしている、そして、をしている、そして、をしている、そして、気気気気持持持持ちちちちはははは賛賛賛賛同同同同だけれどもいだけれどもいだけれどもいだけれどもいろろろろいいいいろろろろな事な事な事な事

情情情情で幾らかで幾らかで幾らかで幾らか認認認認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が９校ということですから、実質は１４校がこのが９校ということですから、実質は１４校がこのが９校ということですから、実質は１４校がこのが９校ということですから、実質は１４校がこの運運運運動動動動にににに賛賛賛賛成成成成

的な的な的な的な立立立立場で、あと場で、あと場で、あと場で、あとフフフフリーになっているとこリーになっているとこリーになっているとこリーになっているところろろろが１が１が１が１８８８８校ということだと思うのですけれども、校ということだと思うのですけれども、校ということだと思うのですけれども、校ということだと思うのですけれども、

これは今これは今これは今これは今後後後後、流れはどういう、流れはどういう、流れはどういう、流れはどういうふふふふうになっていくとおうになっていくとおうになっていくとおうになっていくとお考考考考えになっているか、おえになっているか、おえになっているか、おえになっているか、お聞聞聞聞かせくださかせくださかせくださかせくださ

い。い。い。い。

○沼田生徒指導支援室長○沼田生徒指導支援室長○沼田生徒指導支援室長○沼田生徒指導支援室長 ３ない３ない３ない３ない運運運運動動動動につきまして、につきまして、につきまして、につきまして、少少少少しししし経緯経緯経緯経緯を申し上げますと、１９を申し上げますと、１９を申し上げますと、１９を申し上げますと、１９８８８８

０年０年０年０年代代代代ににににババババイイイイクブクブクブクブーーーームムムムがございました。そのがございました。そのがございました。そのがございました。その折折折折、交通事、交通事、交通事、交通事故故故故がががが増増増増加しましたこと、また加しましたこと、また加しましたこと、また加しましたこと、また全全全全国国国国

各各各各地で地で地で地で暴暴暴暴走走走走によるによるによるによる危険走危険走危険走危険走行行行行やややや騒騒騒騒音音音音などがなどがなどがなどが社社社社会問会問会問会問題題題題化したこと、そんなことから、化したこと、そんなことから、化したこと、そんなことから、化したこと、そんなことから、昭昭昭昭和５和５和５和５７７７７

年、年、年、年、社社社社団団団団法人法人法人法人全全全全国国国国高等学校高等学校高等学校高等学校ＰＰＰＰＴＡＴＡＴＡＴＡ連合会におきまして、高校生の生連合会におきまして、高校生の生連合会におきまして、高校生の生連合会におきまして、高校生の生命命命命をををを尊尊尊尊重する観点から、重する観点から、重する観点から、重する観点から、

オーオーオーオートトトトババババイのイのイのイの免免免免許許許許をををを取取取取らせない、オーらせない、オーらせない、オーらせない、オートトトトババババイにイにイにイに乗乗乗乗せない、オーせない、オーせない、オーせない、オートトトトババババイをイをイをイを買買買買わせないといっわせないといっわせないといっわせないといっ

た３つの指た３つの指た３つの指た３つの指針針針針をををを掲掲掲掲げた３ないげた３ないげた３ないげた３ない運運運運動動動動をををを決決決決議し、議し、議し、議し、推推推推進されてまいりました。進されてまいりました。進されてまいりました。進されてまいりました。

しかし、平成９年しかし、平成９年しかし、平成９年しかし、平成９年８８８８月に月に月に月に全全全全国国国国高等学校高等学校高等学校高等学校ＰＰＰＰＴＡＴＡＴＡＴＡ連合会において、３ない連合会において、３ない連合会において、３ない連合会において、３ない運運運運動動動動はははは全全全全国国国国決決決決議議議議文文文文

からからからから拘束拘束拘束拘束力力力力のののの少少少少しししし弱弱弱弱いいいい宣宣宣宣言言言言文へ文へ文へ文へとととと扱扱扱扱いが変わり、また５年ごとにいが変わり、また５年ごとにいが変わり、また５年ごとにいが変わり、また５年ごとに宣宣宣宣言言言言文文文文の見の見の見の見直直直直しがしがしがしが行行行行われ、われ、われ、われ、

平成２４年平成２４年平成２４年平成２４年８８８８月の月の月の月の全全全全国国国国高等学校高等学校高等学校高等学校ＰＰＰＰＴＡＴＡＴＡＴＡ連合会では、３ない連合会では、３ない連合会では、３ない連合会では、３ない運運運運動動動動のののの宣宣宣宣言言言言文文文文も出さずに、今も出さずに、今も出さずに、今も出さずに、今後後後後

はははは自自自自転転転転車車車車、、、、ババババイイイイクククク、、、、歩歩歩歩行行行行者者者者ののののマナマナマナマナーーーーアッアッアッアッププププ運運運運動動動動ののののキキキキャンペーンを実ャンペーンを実ャンペーンを実ャンペーンを実施施施施すると、このようにすると、このようにすると、このようにすると、このように

変わってまいりました。変わってまいりました。変わってまいりました。変わってまいりました。

このようなこのようなこのようなこのような背背背背景の中から、本県におきましても県景の中から、本県におきましても県景の中から、本県におきましても県景の中から、本県におきましても県立立立立高校の３ない高校の３ない高校の３ない高校の３ない運運運運動動動動についてはについてはについてはについてはＰＰＰＰＴＡＴＡＴＡＴＡ

とととと各各各各学校が学校が学校が学校が協協協協議、連携して、この議、連携して、この議、連携して、この議、連携して、この経緯経緯経緯経緯にににに沿沿沿沿った形でった形でった形でった形で推推推推移し、移し、移し、移し、現在現在現在現在、、、、先先先先ほど申し上げたほど申し上げたほど申し上げたほど申し上げた数数数数字字字字

になっているとこになっているとこになっているとこになっているところろろろでございます。でございます。でございます。でございます。

今今今今後後後後ですけれども、こういうですけれども、こういうですけれども、こういうですけれども、こういう経緯経緯経緯経緯の中で、の中で、の中で、の中で、免免免免許許許許をををを取得取得取得取得した生徒に対しまして、学校単した生徒に対しまして、学校単した生徒に対しまして、学校単した生徒に対しまして、学校単位位位位

でででで警警警警察察察察またはまたはまたはまたは自動自動自動自動車車車車学校等のご学校等のご学校等のご学校等のご協協協協力力力力をををを得得得得ながら、交通ながら、交通ながら、交通ながら、交通ルルルルーーーールルルルややややマナマナマナマナーをーをーをーを身身身身につける指につける指につける指につける指導導導導、、、、

または実または実または実または実技技技技指指指指導導導導をををを行行行行う学校がう学校がう学校がう学校がふふふふえておりますことから、この方えておりますことから、この方えておりますことから、この方えておりますことから、この方向向向向で交通で交通で交通で交通安安安安全全全全教育の一教育の一教育の一教育の一層層層層のののの

推推推推進をしっかりと進をしっかりと進をしっかりと進をしっかりと図図図図るようにしてまいりたいとるようにしてまいりたいとるようにしてまいりたいとるようにしてまいりたいと考考考考えております。えております。えております。えております。



---- 22220000 ----

○大坪委員○大坪委員○大坪委員○大坪委員 今、今、今、今、経緯経緯経緯経緯をずっとおをずっとおをずっとおをずっとお話話話話をいただきました。私はどをいただきました。私はどをいただきました。私はどをいただきました。私はどちちちちらかというと、これはらかというと、これはらかというと、これはらかというと、これは免免免免

許許許許としてのとしてのとしてのとしての制制制制度があるわけですから、度があるわけですから、度があるわけですから、度があるわけですから、完完完完全全全全にににに規規規規制制制制をなくしてしまって、今おっしをなくしてしまって、今おっしをなくしてしまって、今おっしをなくしてしまって、今おっしゃゃゃゃっていっていっていってい

ただいたような交通ただいたような交通ただいたような交通ただいたような交通安安安安全全全全教育という部分でしっかりと教育という部分でしっかりと教育という部分でしっかりと教育という部分でしっかりと安安安安全全全全にににに取取取取りりりり組組組組んでいただきたいといんでいただきたいといんでいただきたいといんでいただきたいとい

う思いを持っております。う思いを持っております。う思いを持っております。う思いを持っております。

ななななぜぜぜぜこういった質問をするかといいますと、私もこういった質問をするかといいますと、私もこういった質問をするかといいますと、私もこういった質問をするかといいますと、私も車車車車にににに乗乗乗乗っております。これはっております。これはっております。これはっております。これは車車車車だけでだけでだけでだけで

はないのですけれども、はないのですけれども、はないのですけれども、はないのですけれども、昨昨昨昨今の交通今の交通今の交通今の交通マナマナマナマナーが本当にーが本当にーが本当にーが本当にひひひひどいどいどいどい状況状況状況状況にあります。これはにあります。これはにあります。これはにあります。これは車車車車の方の方の方の方

がということはよくがということはよくがということはよくがということはよく社社社社会で言われるのですが、やはり会で言われるのですが、やはり会で言われるのですが、やはり会で言われるのですが、やはり歩歩歩歩行行行行者者者者、、、、自自自自転転転転車車車車、そしてこのオー、そしてこのオー、そしてこのオー、そしてこのオートトトト

ババババイ、これも含めてすイ、これも含めてすイ、これも含めてすイ、これも含めてすべべべべてのてのてのての面面面面においてにおいてにおいてにおいて信号無信号無信号無信号無視視視視であったり、それこそであったり、それこそであったり、それこそであったり、それこそ走走走走ってはいけないってはいけないってはいけないってはいけない

とことことこところろろろをををを走走走走ったりとか、そういったこともよく見ったりとか、そういったこともよく見ったりとか、そういったこともよく見ったりとか、そういったこともよく見受受受受けられるわけであります。ですから、けられるわけであります。ですから、けられるわけであります。ですから、けられるわけであります。ですから、

このこのこのこのＰＰＰＰＴＡＴＡＴＡＴＡでずっといでずっといでずっといでずっと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されてきて、みされてきて、みされてきて、みされてきて、結結結結局局局局去去去去年の年の年の年の８８８８月には月には月には月には宣宣宣宣言言言言文文文文すら出されすら出されすら出されすら出され

なかった。これはやはりそういう流れになって、しかもなかった。これはやはりそういう流れになって、しかもなかった。これはやはりそういう流れになって、しかもなかった。これはやはりそういう流れになって、しかもマナマナマナマナーーーーアッアッアッアッププププ運運運運動動動動にににに衣衣衣衣がえをされがえをされがえをされがえをされ

たというのは、これはもう本当に大変すばらしい方たというのは、これはもう本当に大変すばらしい方たというのは、これはもう本当に大変すばらしい方たというのは、これはもう本当に大変すばらしい方針針針針転転転転換換換換だと私だと私だと私だと私自身自身自身自身思っております。思っております。思っております。思っております。

今、いかに交通今、いかに交通今、いかに交通今、いかに交通安安安安全全全全、交通、交通、交通、交通マナマナマナマナーのーのーのーのアッアッアッアッププププというのがというのがというのがというのが社社社社会的にやはり会的にやはり会的にやはり会的にやはり課題課題課題課題になっているになっているになっているになっている

のかということがよくわかると思います。のかということがよくわかると思います。のかということがよくわかると思います。のかということがよくわかると思います。若若若若いときに、特に高校生いときに、特に高校生いときに、特に高校生いときに、特に高校生ぐぐぐぐらいのときに、もっらいのときに、もっらいのときに、もっらいのときに、もっ

と、もと、もと、もと、もちろちろちろちろんんんん小小小小学校、中学校からこれは学校、中学校からこれは学校、中学校からこれは学校、中学校からこれは歩歩歩歩行行行行者者者者、また、また、また、また自自自自転転転転車車車車ということになるのですけれということになるのですけれということになるのですけれということになるのですけれ

ども、このども、このども、このども、このマナマナマナマナーをーをーをーを身身身身につけることは、につけることは、につけることは、につけることは、彼彼彼彼らが大らが大らが大らが大人人人人になってから、またもっと言えば、高になってから、またもっと言えば、高になってから、またもっと言えば、高になってから、またもっと言えば、高

齢齢齢齢者者者者になってからもそういうになってからもそういうになってからもそういうになってからもそういう身身身身につけたにつけたにつけたにつけた姿勢姿勢姿勢姿勢は、しっかりとは、しっかりとは、しっかりとは、しっかりと続続続続いていくものであって、そいていくものであって、そいていくものであって、そいていくものであって、そ

こでしっかりとしていなければ、いい年した大こでしっかりとしていなければ、いい年した大こでしっかりとしていなければ、いい年した大こでしっかりとしていなければ、いい年した大人人人人がもういいかげんな、交通がもういいかげんな、交通がもういいかげんな、交通がもういいかげんな、交通ルルルルーーーールルルルをををを守守守守らららら

ないようなことになって、これが大きな事ないようなことになって、これが大きな事ないようなことになって、これが大きな事ないようなことになって、これが大きな事故故故故につながったりもするということでありますにつながったりもするということでありますにつながったりもするということでありますにつながったりもするということであります

ので、ので、ので、ので、ぜぜぜぜひひひひともこの交通ともこの交通ともこの交通ともこの交通安安安安全全全全運運運運転教育、そしてまたその他の交通転教育、そしてまたその他の交通転教育、そしてまたその他の交通転教育、そしてまたその他の交通マナマナマナマナーのーのーのーの向向向向上のための教上のための教上のための教上のための教

育に関しましても、育に関しましても、育に関しましても、育に関しましても、積積積積極極極極的に的に的に的に取取取取りりりり組組組組んでいただきたいと思います。んでいただきたいと思います。んでいただきたいと思います。んでいただきたいと思います。

それで、それで、それで、それで、最後最後最後最後なのですけれども、なのですけれども、なのですけれども、なのですけれども、領領領領土土土土教育、そしてまた、教育、そしてまた、教育、そしてまた、教育、そしてまた、古古古古事事事事記記記記の教育の教育の教育の教育現現現現場での場での場での場での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、少少少少しおしおしおしお伺伺伺伺いをしたいと思います。いをしたいと思います。いをしたいと思います。いをしたいと思います。

まず、まず、まず、まず、領領領領土土土土教育についてでありますが、教育についてでありますが、教育についてでありますが、教育についてでありますが、小小小小学校、中学校で学校、中学校で学校、中学校で学校、中学校で使使使使用用用用されている教されている教されている教されている教科科科科書書書書にににに領領領領土土土土

はどのようにはどのようにはどのようにはどのように取取取取りりりり扱扱扱扱われて、また県教育委員会としてはどのように指われて、また県教育委員会としてはどのように指われて、また県教育委員会としてはどのように指われて、また県教育委員会としてはどのように指導導導導することとしていすることとしていすることとしていすることとしてい

るのか、おるのか、おるのか、おるのか、お伺伺伺伺いをいたします。いをいたします。いをいたします。いをいたします。

○安井学校教育課長○安井学校教育課長○安井学校教育課長○安井学校教育課長 小小小小学校、中学校で学校、中学校で学校、中学校で学校、中学校で領領領領土土土土についてどのようにについてどのようにについてどのようにについてどのように取取取取りりりり扱扱扱扱われているかといわれているかといわれているかといわれているかとい

うことでございますけれども、うことでございますけれども、うことでございますけれども、うことでございますけれども、現在現在現在現在、学校で、学校で、学校で、学校で使使使使用用用用されております教されております教されております教されております教科科科科書書書書でのでのでのでの領領領領土土土土のののの取取取取りりりり扱扱扱扱

いにつきましては、いにつきましては、いにつきましては、いにつきましては、小小小小学校では５年生の学校では５年生の学校では５年生の学校では５年生の社社社社会会会会科科科科のすのすのすのすべべべべての教ての教ての教ての教科科科科書書書書にににに北北北北方方方方領領領領土土土土が日本のが日本のが日本のが日本の領領領領土土土土

であるということが明であるということが明であるということが明であるということが明記記記記されております。また、されております。また、されております。また、されております。また、ロロロロシシシシアアアア連連連連邦邦邦邦によってによってによってによって占占占占拠されているとい拠されているとい拠されているとい拠されているとい
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うこと、うこと、うこと、うこと、我我我我がががが国国国国がそのがそのがそのがその返返返返還還還還をををを求求求求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記記記記述述述述がございます。中学校の方では、がございます。中学校の方では、がございます。中学校の方では、がございます。中学校の方では、同じ同じ同じ同じ

くくくく社社社社会会会会科科科科の教の教の教の教科科科科書書書書ですけれども、ですけれども、ですけれども、ですけれども、北北北北方方方方領領領領土土土土のほか、のほか、のほか、のほか、竹島竹島竹島竹島、あるいは、あるいは、あるいは、あるいは尖閣諸島尖閣諸島尖閣諸島尖閣諸島について本について本について本について本文文文文

や地や地や地や地図図図図上に日本の上に日本の上に日本の上に日本の領領領領土土土土とわかる形でとわかる形でとわかる形でとわかる形で記載記載記載記載がされておりまして、いずれもがされておりまして、いずれもがされておりまして、いずれもがされておりまして、いずれも我我我我がががが国国国国固固固固有有有有のののの領領領領土土土土

であるということを学であるということを学であるということを学であるということを学習習習習しています。しています。しています。しています。

また、これらの教員の指また、これらの教員の指また、これらの教員の指また、これらの教員の指導導導導のののの仕仕仕仕方についてでございますが、方についてでございますが、方についてでございますが、方についてでございますが、小小小小学校の学学校の学学校の学学校の学習習習習指指指指導導導導要要要要領領領領では、では、では、では、

５年生の５年生の５年生の５年生の社社社社会会会会科科科科でででで我我我我がががが国国国国のののの位置位置位置位置とととと領領領領土土土土を指を指を指を指導導導導すること、また中学校の学すること、また中学校の学すること、また中学校の学すること、また中学校の学習習習習指指指指導導導導要要要要領領領領では、では、では、では、

北北北北方方方方領領領領土土土土はははは我我我我がががが国国国国のののの固固固固有有有有のののの領領領領土土土土であるということなど、であるということなど、であるということなど、であるということなど、我我我我がががが国国国国のののの領領領領域域域域をめをめをめをめぐぐぐぐる問る問る問る問題題題題にもにもにもにも着着着着

目させると示されているとこ目させると示されているとこ目させると示されているとこ目させると示されているところろろろでございます。でございます。でございます。でございます。

これらのことをこれらのことをこれらのことをこれらのことを踏踏踏踏まえまして、県教育委員会では、すまえまして、県教育委員会では、すまえまして、県教育委員会では、すまえまして、県教育委員会では、すべべべべてのてのてのての公公公公立小立小立小立小学校の学学校の学学校の学学校の学級級級級担担担担任任任任にににに配配配配

付付付付してございます教してございます教してございます教してございます教科科科科等指等指等指等指導資料導資料導資料導資料におきまして、におきまして、におきまして、におきまして、北北北北方方方方領領領領土土土土につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましてはロロロロシシシシアアアア連連連連邦邦邦邦によによによによ

ってってってって不不不不法法法法にににに占占占占拠されていること、また拠されていること、また拠されていること、また拠されていること、また我我我我がががが国国国国がそのがそのがそのがその返返返返還還還還をををを求求求求めていることなどについてめていることなどについてめていることなどについてめていることなどについて触触触触

れるように示しております。また、県教育委員会れるように示しております。また、県教育委員会れるように示しております。また、県教育委員会れるように示しております。また、県教育委員会主主主主催催催催の中学校のの中学校のの中学校のの中学校の社社社社会会会会科科科科担担担担当の教員対当の教員対当の教員対当の教員対象象象象のののの

教育教育教育教育課程課程課程課程の研究の研究の研究の研究集集集集会では、会では、会では、会では、領領領領土土土土について指について指について指について指導導導導するするするする際際際際に、に、に、に、北北北北方方方方領領領領土土土土とととと同様同様同様同様にににに竹島竹島竹島竹島などの学などの学などの学などの学習習習習

を通してを通してを通してを通して我我我我がががが国国国国のののの領領領領土土土土、あるいは、あるいは、あるいは、あるいは領領領領域域域域についてについてについてについて理解理解理解理解をををを深深深深めさせるように指めさせるように指めさせるように指めさせるように指導導導導をしているとをしているとをしているとをしていると

こここころろろろでございます。でございます。でございます。でございます。

○大坪委員○大坪委員○大坪委員○大坪委員 ありがとうございます。そういう形で指ありがとうございます。そういう形で指ありがとうございます。そういう形で指ありがとうございます。そういう形で指導導導導するということなのですけれども、するということなのですけれども、するということなのですけれども、するということなのですけれども、

これはこれはこれはこれは多多多多分一定の分一定の分一定の分一定の時時時時間間間間で、で、で、で、社社社社会会会会科科科科のときのあるのときのあるのときのあるのときのある時時時時期期期期にするということかと思うのですけれにするということかと思うのですけれにするということかと思うのですけれにするということかと思うのですけれ

ども、今、本当にいども、今、本当にいども、今、本当にいども、今、本当にいろろろろいいいいろろろろとととと我我我我がががが国国国国のののの固固固固有有有有のののの領領領領土土土土のとこのとこのとこのところろろろ、特に、特に、特に、特に尖閣諸島尖閣諸島尖閣諸島尖閣諸島などではなどではなどではなどでは毎毎毎毎日の日の日の日の

ようにようにようにように領海領海領海領海の中にの中にの中にの中に艦船艦船艦船艦船がががが入入入入ってくる、こういったことがってくる、こういったことがってくる、こういったことがってくる、こういったことがニュニュニュニュースで報ースで報ースで報ースで報じじじじられております。られております。られております。られております。

やはり、やはり、やはり、やはり、子子子子どもさんは、どもさんは、どもさんは、どもさんは、何何何何でこんなことがでこんなことがでこんなことがでこんなことが起起起起こっているのということも、こっているのということも、こっているのということも、こっているのということも、多多多多分家などでは分家などでは分家などでは分家などでは

親親親親にでもにでもにでもにでも聞聞聞聞いたりすると思う。ということは、また家ではいたりすると思う。ということは、また家ではいたりすると思う。ということは、また家ではいたりすると思う。ということは、また家ではひひひひょょょょっとしたら、そんなもん学っとしたら、そんなもん学っとしたら、そんなもん学っとしたら、そんなもん学

校校校校へ行へ行へ行へ行ってってってって先先先先生に生に生に生に聞聞聞聞いてきてと、そういった事例もあいてきてと、そういった事例もあいてきてと、そういった事例もあいてきてと、そういった事例もあろろろろうかと思います。うかと思います。うかと思います。うかと思います。

ですから、今、いですから、今、いですから、今、いですから、今、いろろろろいいいいろろろろななななニュニュニュニュース等で報ース等で報ース等で報ース等で報じじじじられているられているられているられている時時時時期期期期に、タイに、タイに、タイに、タイミミミミンンンンググググをををを得得得得た指た指た指た指導導導導

というかそういうというかそういうというかそういうというかそういう取取取取りりりり組組組組みというのは進められているのか、またされるようなおつもりはみというのは進められているのか、またされるようなおつもりはみというのは進められているのか、またされるようなおつもりはみというのは進められているのか、またされるようなおつもりは

あるのか、おあるのか、おあるのか、おあるのか、お伺伺伺伺いいたします。いいたします。いいたします。いいたします。

○安井学校教育課長○安井学校教育課長○安井学校教育課長○安井学校教育課長 現在現在現在現在、、、、竹島竹島竹島竹島あるいはあるいはあるいはあるいは尖閣諸島尖閣諸島尖閣諸島尖閣諸島などのなどのなどのなどの領領領領土土土土につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、非常非常非常非常にににに社社社社

会的な関会的な関会的な関会的な関心心心心も高いというも高いというも高いというも高いという時時時時期期期期でございます。でございます。でございます。でございます。児童児童児童児童生徒にこういうことについて生徒にこういうことについて生徒にこういうことについて生徒にこういうことについて着着着着目させる目させる目させる目させる

ということで、ある意ということで、ある意ということで、ある意ということで、ある意味味味味好機であることから、好機であることから、好機であることから、好機であることから、我我我我がががが国国国国固固固固有有有有のののの領領領領土土土土であることをであることをであることをであることを適適適適切切切切に指に指に指に指導導導導

するということが重要であるというするということが重要であるというするということが重要であるというするということが重要であるという考考考考えのもとで、例えば今月２５日に中学校えのもとで、例えば今月２５日に中学校えのもとで、例えば今月２５日に中学校えのもとで、例えば今月２５日に中学校社社社社会会会会科科科科の教の教の教の教

員によりまして員によりまして員によりまして員によりまして任任任任意で意で意で意で行行行行われますわれますわれますわれます冬冬冬冬期期期期の研修会がございますが、そこに当の研修会がございますが、そこに当の研修会がございますが、そこに当の研修会がございますが、そこに当課課課課の指の指の指の指導導導導主主主主事を事を事を事を



---- 22222222 ----

派遣派遣派遣派遣しまして、しまして、しまして、しまして、竹島竹島竹島竹島あるいはあるいはあるいはあるいは尖閣諸島尖閣諸島尖閣諸島尖閣諸島などのなどのなどのなどの領領領領土土土土に関する生徒に関する生徒に関する生徒に関する生徒へへへへの指の指の指の指導導導導のあり方等につきのあり方等につきのあり方等につきのあり方等につき

まして指まして指まして指まして指導導導導助助助助言をすることとしているとこ言をすることとしているとこ言をすることとしているとこ言をすることとしているところろろろでございます。でございます。でございます。でございます。

○大坪委員○大坪委員○大坪委員○大坪委員 具具具具体体体体的に２５日にそういった指的に２５日にそういった指的に２５日にそういった指的に２５日にそういった指導導導導がががが行行行行われるということなのですが、われるということなのですが、われるということなのですが、われるということなのですが、過去過去過去過去かかかか

らもらもらもらも多多多多分こういった分こういった分こういった分こういった領領領領土土土土の教育ということについて質問等もあったとは思うのですけれどの教育ということについて質問等もあったとは思うのですけれどの教育ということについて質問等もあったとは思うのですけれどの教育ということについて質問等もあったとは思うのですけれど

も、今まで通も、今まで通も、今まで通も、今まで通知文知文知文知文とかそういったものを市とかそういったものを市とかそういったものを市とかそういったものを市町町町町村村村村に出されていたのか、またそれが出されてに出されていたのか、またそれが出されてに出されていたのか、またそれが出されてに出されていたのか、またそれが出されて

いないのであれば、今いないのであれば、今いないのであれば、今いないのであれば、今後後後後、今たまたま２５日とおっし、今たまたま２５日とおっし、今たまたま２５日とおっし、今たまたま２５日とおっしゃゃゃゃいましたけれども、そういういましたけれども、そういういましたけれども、そういういましたけれども、そういう都都都都度度度度

こういったことを実こういったことを実こういったことを実こういったことを実際際際際問問問問題声題声題声題声をををを伝伝伝伝えていただくことについてどのようにえていただくことについてどのようにえていただくことについてどのようにえていただくことについてどのように考考考考えられるのか、えられるのか、えられるのか、えられるのか、

おおお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。

○安井学校教育課長○安井学校教育課長○安井学校教育課長○安井学校教育課長 先先先先ほど申し上げましたように、ほど申し上げましたように、ほど申し上げましたように、ほど申し上げましたように、小小小小学校学校学校学校社社社社会会会会科科科科におきまして、におきまして、におきまして、におきまして、我我我我がががが国国国国

のののの位置位置位置位置とととと領領領領土土土土を指を指を指を指導導導導する、あるいは中学校のする、あるいは中学校のする、あるいは中学校のする、あるいは中学校の社社社社会会会会科科科科におきましてもにおきましてもにおきましてもにおきましても北北北北方方方方領領領領土土土土はははは我我我我がががが国国国国固固固固有有有有

のののの領領領領土土土土であることなど、であることなど、であることなど、であることなど、領領領領土土土土をめをめをめをめぐぐぐぐる問る問る問る問題題題題についてについてについてについて着着着着目させると、そういうことにつきま目させると、そういうことにつきま目させると、そういうことにつきま目させると、そういうことにつきま

しては、しては、しては、しては、小小小小・中学校の学・中学校の学・中学校の学・中学校の学習習習習指指指指導導導導要要要要領領領領に示されている中に示されている中に示されている中に示されている中身身身身でございまして、すでございまして、すでございまして、すでございまして、すべべべべての学校にての学校にての学校にての学校に

おいて指おいて指おいて指おいて指導導導導計計計計画画画画にににに基づ基づ基づ基づいて指いて指いて指いて指導導導導がががが行行行行われているということでございます。そのようなことわれているということでございます。そのようなことわれているということでございます。そのようなことわれているということでございます。そのようなこと

から、特定のそういうから、特定のそういうから、特定のそういうから、特定のそういう内容内容内容内容の指の指の指の指導導導導につきまして通につきまして通につきまして通につきまして通知知知知を出すかどうかということは、一部なを出すかどうかということは、一部なを出すかどうかということは、一部なを出すかどうかということは、一部な

じじじじまないということもあまないということもあまないということもあまないということもあろろろろうかと思いますが、今うかと思いますが、今うかと思いますが、今うかと思いますが、今後後後後どのようなことができるかということどのようなことができるかということどのようなことができるかということどのようなことができるかということ

をまた研究をしてまいりたいと思っております。をまた研究をしてまいりたいと思っております。をまた研究をしてまいりたいと思っております。をまた研究をしてまいりたいと思っております。

○大坪委員○大坪委員○大坪委員○大坪委員 今、今、今、今、領領領領土土土土をめをめをめをめぐぐぐぐる問る問る問る問題題題題とおっしとおっしとおっしとおっしゃゃゃゃいましたけれども、いましたけれども、いましたけれども、いましたけれども、領領領領土土土土の問の問の問の問題題題題といいますといいますといいますといいます

と、と、と、と、何何何何かかかか我我我我がががが国国国国のののの領領領領土土土土に関して問に関して問に関して問に関して問題題題題があるようにもとられかがあるようにもとられかがあるようにもとられかがあるようにもとられかねねねねませんので、あくまでこれませんので、あくまでこれませんので、あくまでこれませんので、あくまでこれ

はははは領領領領土土土土教育ということでありますので、その教育ということでありますので、その教育ということでありますので、その教育ということでありますので、その辺辺辺辺のののの認識認識認識認識だけはよだけはよだけはよだけはよろろろろしくお願いをしたいと思しくお願いをしたいと思しくお願いをしたいと思しくお願いをしたいと思

います。います。います。います。

次に、次に、次に、次に、古古古古事事事事記記記記の教育の教育の教育の教育現現現現場の場の場の場の取取取取りりりり組組組組みということですが、みということですが、みということですが、みということですが、昨昨昨昨年、年、年、年、古古古古事事事事記編記編記編記編さん１３００年さん１３００年さん１３００年さん１３００年

というというというという記念記念記念記念すすすすべべべべき年であったわけですけれども、県教育委員会としてき年であったわけですけれども、県教育委員会としてき年であったわけですけれども、県教育委員会としてき年であったわけですけれども、県教育委員会として小小小小・中学校や高等学・中学校や高等学・中学校や高等学・中学校や高等学

校において校において校において校において古古古古事事事事記記記記を教を教を教を教材材材材としてとしてとしてとして取取取取り上げたような指り上げたような指り上げたような指り上げたような指導導導導をををを行行行行われたのかどうか、それについわれたのかどうか、それについわれたのかどうか、それについわれたのかどうか、それについ

ておておておてお伺伺伺伺いしたいと思います。いしたいと思います。いしたいと思います。いしたいと思います。

○安井学校教育課長○安井学校教育課長○安井学校教育課長○安井学校教育課長 古古古古事事事事記記記記を教を教を教を教材材材材としてとしてとしてとして取取取取り上げた指り上げた指り上げた指り上げた指導導導導としましては、としましては、としましては、としましては、小小小小学校におきま学校におきま学校におきま学校におきま

してはしてはしてはしては従従従従前前前前から、から、から、から、社社社社会会会会科科科科ですですですですべべべべての教ての教ての教ての教科科科科書書書書ににににヤマヤマヤマヤマトトトトタタタタケルケルケルケルノミノミノミノミココココトトトトがががが取取取取り上げられておりり上げられておりり上げられておりり上げられており

ます。大和ます。大和ます。大和ます。大和朝廷朝廷朝廷朝廷によるによるによるによる国土国土国土国土のののの統統統統一の一の一の一の様様様様子子子子に関に関に関に関心心心心を持たせるとともに、を持たせるとともに、を持たせるとともに、を持たせるとともに、我我我我がががが国国国国のののの歴歴歴歴史や史や史や史や伝統伝統伝統伝統

を大を大を大を大切切切切にしてにしてにしてにして国国国国をををを愛愛愛愛するするするする心情心情心情心情を育てることをを育てることをを育てることをを育てることをねねねねらいとして、指らいとして、指らいとして、指らいとして、指導導導導をををを行行行行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ごでごでごでご

ざいます。また、ざいます。また、ざいます。また、ざいます。また、小小小小学校学学校学学校学学校学習習習習指指指指導導導導要要要要領領領領では、では、では、では、伝統伝統伝統伝統やややや文文文文化に関する教育の充実が化に関する教育の充実が化に関する教育の充実が化に関する教育の充実が図図図図られておられておられておられてお

りまして、りまして、りまして、りまして、小小小小学校の学校の学校の学校の国国国国語語語語科科科科でもでもでもでも伝統伝統伝統伝統的な言的な言的な言的な言語語語語文文文文化に化に化に化に親親親親しんで、それをしんで、それをしんで、それをしんで、それを継継継継承承承承、発、発、発、発展展展展させるさせるさせるさせる態態態態
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度を育てることを度を育てることを度を育てることを度を育てることをねねねねらいとしまして、らいとしまして、らいとしまして、らいとしまして、新新新新たにたにたにたに昔昔昔昔話話話話であったりであったりであったりであったり神神神神話話話話、、、、伝伝伝伝承承承承などのなどのなどのなどの文文文文やややや文文文文章の章の章の章の

読読読読みみみみ聞聞聞聞かせをかせをかせをかせを行行行行っておっておっておってお互互互互いに発いに発いに発いに発表表表表しあうこととされています。しあうこととされています。しあうこととされています。しあうこととされています。

これらのことをこれらのことをこれらのことをこれらのことを踏踏踏踏まえまして、県教育委員会では、平成２２年３月に県まえまして、県教育委員会では、平成２２年３月に県まえまして、県教育委員会では、平成２２年３月に県まえまして、県教育委員会では、平成２２年３月に県内内内内のののの小小小小学校す学校す学校す学校すべべべべ

ての学ての学ての学ての学級級級級担担担担任任任任に、に、に、に、約約約約３３３３，，，，０００部を０００部を０００部を０００部を配配配配布布布布しましたしましたしましたしました小小小小学校教学校教学校教学校教科科科科等の指等の指等の指等の指導資料導資料導資料導資料の中で、の中で、の中で、の中で、古古古古事事事事記記記記

の中にあるの中にあるの中にあるの中にある因幡因幡因幡因幡のののの白ウ白ウ白ウ白ウサギサギサギサギの指の指の指の指導導導導例を示させていただくとともに、平成２３年３月には、例を示させていただくとともに、平成２３年３月には、例を示させていただくとともに、平成２３年３月には、例を示させていただくとともに、平成２３年３月には、

昔昔昔昔話話話話やややや因幡因幡因幡因幡のののの白ウ白ウ白ウ白ウサギサギサギサギのののの読読読読みみみみ聞聞聞聞かせをかせをかせをかせを収収収収録録録録しましたしましたしましたしましたＤＤＤＤＶＶＶＶＤＤＤＤをををを作作作作成いたしまして、県成いたしまして、県成いたしまして、県成いたしまして、県内内内内の希の希の希の希

望する望する望する望する小小小小学校に学校に学校に学校に配配配配布布布布してしてしてして授授授授業の充実を業の充実を業の充実を業の充実を図図図図ってまいりました。なお、ってまいりました。なお、ってまいりました。なお、ってまいりました。なお、昨昨昨昨年の年の年の年の調査調査調査調査では、そのでは、そのでは、そのでは、その

ＤＤＤＤＶＶＶＶＤＤＤＤは県は県は県は県内公内公内公内公立小立小立小立小学校の９１学校の９１学校の９１学校の９１．．．．７７７７％％％％に当たります、１に当たります、１に当たります、１に当たります、１８８８８９校で９校で９校で９校で活用活用活用活用がされております。がされております。がされております。がされております。

さらに、県さらに、県さらに、県さらに、県立立立立高等学校でございますが、県高等学校でございますが、県高等学校でございますが、県高等学校でございますが、県内内内内の大きなの大きなの大きなの大きな取取取取りりりり組組組組みでありました平城みでありました平城みでありました平城みでありました平城遷都遷都遷都遷都１１１１

３００年３００年３００年３００年祭祭祭祭をををを契契契契機にいたしまして、機にいたしまして、機にいたしまして、機にいたしまして、来来来来年度のす年度のす年度のす年度のすべべべべてのてのてのての入入入入学生から、学生から、学生から、学生から、古古古古事事事事記記記記でありましたりでありましたりでありましたりでありましたり

世界世界世界世界遺遺遺遺産を産を産を産を題題題題材材材材としましたとしましたとしましたとしました新新新新しい学しい学しい学しい学習習習習であります奈良であります奈良であります奈良であります奈良ＴＴＴＴＩＭＥＩＭＥＩＭＥＩＭＥ、これを、これを、これを、これを必必必必修としまして、修としまして、修としまして、修としまして、

週週週週１１１１時時時時間間間間、１年、１年、１年、１年間間間間実実実実施施施施することとしております。することとしております。することとしております。することとしております。

この奈良この奈良この奈良この奈良ＴＴＴＴＩＭＥＩＭＥＩＭＥＩＭＥは、本県の生徒たは、本県の生徒たは、本県の生徒たは、本県の生徒たちちちちにににに郷郷郷郷土土土土のののの伝統伝統伝統伝統、、、、文文文文化等に対する化等に対する化等に対する化等に対する興味興味興味興味、関、関、関、関心心心心やややや理解理解理解理解

をををを深深深深めること、それらをはめること、それらをはめること、それらをはめること、それらをはぐぐぐぐくんできたくんできたくんできたくんできた我我我我がががが国国国国とととと郷郷郷郷土土土土をををを愛愛愛愛するするするする態態態態度を度を度を度を養養養養うこと、そして、うこと、そして、うこと、そして、うこと、そして、

国際社国際社国際社国際社会の中で会の中で会の中で会の中で自自自自立立立立したしたしたした社社社社会会会会人人人人として生きるとして生きるとして生きるとして生きる力力力力をををを身身身身につけるということをにつけるということをにつけるということをにつけるということをねねねねらいとしてらいとしてらいとしてらいとして設設設設

定したものでございます。そういった定したものでございます。そういった定したものでございます。そういった定したものでございます。そういった取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを現在現在現在現在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ございます。でございます。でございます。でございます。

○大坪委員○大坪委員○大坪委員○大坪委員 小小小小学校、中学校、高校と、それ学校、中学校、高校と、それ学校、中学校、高校と、それ学校、中学校、高校と、それぞぞぞぞれさまざまなれさまざまなれさまざまなれさまざまな取取取取りりりり組組組組みをしていただいていみをしていただいていみをしていただいていみをしていただいてい

るということでありますけれども、高校の奈良るということでありますけれども、高校の奈良るということでありますけれども、高校の奈良るということでありますけれども、高校の奈良ＴＴＴＴＩＭＥＩＭＥＩＭＥＩＭＥというのは、というのは、というのは、というのは、全全全全部の部の部の部の入入入入学の生徒か学の生徒か学の生徒か学の生徒か

らやっていただいている。ただ、らやっていただいている。ただ、らやっていただいている。ただ、らやっていただいている。ただ、小小小小学校でも学校でも学校でも学校でも古古古古事事事事記記記記ののののＤＤＤＤＶＶＶＶＤＤＤＤが９１が９１が９１が９１．．．．７７７７％％％％。１。１。１。１割割割割近近近近いとこいとこいとこいとこ

ろろろろはまだ希望もしておられないということですから、はまだ希望もしておられないということですから、はまだ希望もしておられないということですから、はまだ希望もしておられないということですから、子子子子どもたどもたどもたどもたちちちちの目にの目にの目にの目に触触触触れることもないれることもないれることもないれることもない

のかと思います。のかと思います。のかと思います。のかと思います。全全全全般的に般的に般的に般的に幅幅幅幅広広広広く、これからいく、これからいく、これからいく、これからいろろろろいいいいろろろろな形でな形でな形でな形でぜぜぜぜひひひひともともともとも古古古古事事事事記記記記の学の学の学の学びびびびというというというという

ものをものをものをものを広広広広げていただけたらと思うのですが、ごげていただけたらと思うのですが、ごげていただけたらと思うのですが、ごげていただけたらと思うのですが、ご承知承知承知承知のとおり、のとおり、のとおり、のとおり、古古古古事事事事記記記記は、日本は、日本は、日本は、日本最古最古最古最古のののの歴歴歴歴史史史史

書書書書でありまして、でありまして、でありまして、でありまして、天天天天地開地開地開地開闢闢闢闢からからからから推古推古推古推古天皇天皇天皇天皇のののの代代代代まで、本当に長いまで、本当に長いまで、本当に長いまで、本当に長い期間期間期間期間をををを取取取取りりりり扱扱扱扱った上中った上中った上中った上中下下下下巻巻巻巻

から成るから成るから成るから成る書書書書物であります。物であります。物であります。物であります。

いいい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していただいて、みをしていただいて、みをしていただいて、みをしていただいて、始始始始まりがあってまりがあってまりがあってまりがあって過程過程過程過程があって、それでがあって、それでがあって、それでがあって、それで最後最後最後最後までまでまでまで

この一連の流れがあるのです。ですから、今おっしこの一連の流れがあるのです。ですから、今おっしこの一連の流れがあるのです。ですから、今おっしこの一連の流れがあるのです。ですから、今おっしゃゃゃゃったように、ったように、ったように、ったように、ヤマヤマヤマヤマトトトトタタタタケルケルケルケルノミノミノミノミココココトトトト、、、、

そしてまたそしてまたそしてまたそしてまた因幡因幡因幡因幡のののの白ウ白ウ白ウ白ウサギサギサギサギと、と、と、と、断断断断片片片片的なこともも的なこともも的なこともも的なことももちろちろちろちろんそれであるんそれであるんそれであるんそれである程程程程度のことを度のことを度のことを度のことを知知知知るといるといるといるとい

うこともあるのですけれど、やはりうこともあるのですけれど、やはりうこともあるのですけれど、やはりうこともあるのですけれど、やはり古古古古事事事事記記記記のののの全全全全体体体体の流れというのを大ざっの流れというのを大ざっの流れというのを大ざっの流れというのを大ざっぱぱぱぱでもいいのででもいいのででもいいのででもいいので

す。それをす。それをす。それをす。それを皆皆皆皆さん方にさん方にさん方にさん方に知知知知っていただいて、奈良県にっていただいて、奈良県にっていただいて、奈良県にっていただいて、奈良県に住む住む住む住む人間人間人間人間として、他県からとして、他県からとして、他県からとして、他県から来来来来られるられるられるられる

方方方方 々々々々や、そしてまたや、そしてまたや、そしてまたや、そしてまた外外外外国国国国からからからから来来来来られる方、こういった方られる方、こういった方られる方、こういった方られる方、こういった方 々々々々にあるにあるにあるにある程程程程度度度度話話話話ができないと、特ができないと、特ができないと、特ができないと、特
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にににに外外外外国国国国のののの人人人人、、、、自国自国自国自国のののの歴歴歴歴史とか史とか史とか史とか神神神神話話話話であるとかいうことはであるとかいうことはであるとかいうことはであるとかいうことは結結結結構構構構知知知知っておられると思います。っておられると思います。っておられると思います。っておられると思います。

先先先先ほどほどほどほど国際人国際人国際人国際人としてということもおっしとしてということもおっしとしてということもおっしとしてということもおっしゃゃゃゃいましたけれども、やはりいましたけれども、やはりいましたけれども、やはりいましたけれども、やはり自自自自分の分の分の分の国国国国のののの神神神神話話話話をををを知知知知

っている、またっている、またっている、またっている、また歴歴歴歴史を史を史を史を知知知知っている、そういったっている、そういったっている、そういったっている、そういった歴歴歴歴史観、史観、史観、史観、国国国国家観というものをしっかりと持家観というものをしっかりと持家観というものをしっかりと持家観というものをしっかりと持

ったったったった人間人間人間人間こそが、今のこそが、今のこそが、今のこそが、今の国国国国というのをというのをというのをというのを立立立立てててて直直直直していけるというか、その原していけるというか、その原していけるというか、その原していけるというか、その原動動動動力力力力になるのではになるのではになるのではになるのでは

ないかということを思っております。ないかということを思っております。ないかということを思っております。ないかということを思っております。

ですから、やはりですから、やはりですから、やはりですから、やはり自自自自分た分た分た分たちちちちのののの主主主主権権権権という、という、という、という、先先先先ほど申し上げたほど申し上げたほど申し上げたほど申し上げた領領領領土土土土教育、こういったこと教育、こういったこと教育、こういったこと教育、こういったこと

でしっかりとみずからのでしっかりとみずからのでしっかりとみずからのでしっかりとみずからの国国国国のののの領領領領土土土土の成りの成りの成りの成り立立立立ちちちちをををを知知知知っていく、そしてまたっていく、そしてまたっていく、そしてまたっていく、そしてまた歴歴歴歴史につながって史につながって史につながって史につながって

くるくるくるくる神神神神話話話話、この、この、この、この古古古古事事事事記記記記、日本、日本、日本、日本書書書書紀紀紀紀、、、、記紀記紀記紀記紀・・・・万万万万葉プロ葉プロ葉プロ葉プロジジジジェェェェクトクトクトクトもやっておられますけれども、もやっておられますけれども、もやっておられますけれども、もやっておられますけれども、

特に教育の部分でこういった問特に教育の部分でこういった問特に教育の部分でこういった問特に教育の部分でこういった問題題題題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でいただいて、正しいことは正しんでいただいて、正しいことは正しんでいただいて、正しいことは正しんでいただいて、正しいことは正し

いというこのいというこのいというこのいというこの真真真真実を実を実を実を主主主主張しながら張しながら張しながら張しながら協調協調協調協調していくということ、それこそがしていくということ、それこそがしていくということ、それこそがしていくということ、それこそが真真真真のののの国際人国際人国際人国際人であであであであろろろろ

うかと思いますので、どうかこの２つの教育というものにうかと思いますので、どうかこの２つの教育というものにうかと思いますので、どうかこの２つの教育というものにうかと思いますので、どうかこの２つの教育というものに取取取取りりりり組組組組んでいただく。やはり奈んでいただく。やはり奈んでいただく。やはり奈んでいただく。やはり奈

良県は良県は良県は良県は国国国国のまほのまほのまほのまほろろろろばで、本当に日本ばで、本当に日本ばで、本当に日本ばで、本当に日本民民民民族族族族の発の発の発の発祥祥祥祥の地であります。この奈良県からそういっの地であります。この奈良県からそういっの地であります。この奈良県からそういっの地であります。この奈良県からそういっ

たことをしっかりと発たことをしっかりと発たことをしっかりと発たことをしっかりと発信信信信できるようなできるようなできるようなできるような人人人人材材材材をををを送送送送り出せるり出せるり出せるり出せる施施施施策策策策にににに取取取取りりりり組組組組んでいただきたいとんでいただきたいとんでいただきたいとんでいただきたいと

いうことをいうことをいうことをいうことを強強強強く要望いたしまして、私の質問をく要望いたしまして、私の質問をく要望いたしまして、私の質問をく要望いたしまして、私の質問を終終終終わらせていただきます。どうもありがとわらせていただきます。どうもありがとわらせていただきます。どうもありがとわらせていただきます。どうもありがと

うございました。うございました。うございました。うございました。

○浅川委員○浅川委員○浅川委員○浅川委員 １点だけ質問したいと思います。１点だけ質問したいと思います。１点だけ質問したいと思います。１点だけ質問したいと思います。

先先先先ほど、大坪委員からも質問のありましたほど、大坪委員からも質問のありましたほど、大坪委員からも質問のありましたほど、大坪委員からも質問のありましたニニニニホホホホンジンジンジンジカカカカのののの話話話話です。奈良のです。奈良のです。奈良のです。奈良のシシシシカカカカとととと春春春春日山原日山原日山原日山原

始林始林始林始林のののの共共共共生の問生の問生の問生の問題題題題として、として、として、として、七尾七尾七尾七尾景観・環境局次長からい景観・環境局次長からい景観・環境局次長からい景観・環境局次長からいろろろろいいいいろろろろ説明がございましたけれど説明がございましたけれど説明がございましたけれど説明がございましたけれど

も、奈良市におけるも、奈良市におけるも、奈良市におけるも、奈良市におけるシシシシカカカカはははは天天天天然然然然記念記念記念記念物に指定されているわけでありますけれども、これは物に指定されているわけでありますけれども、これは物に指定されているわけでありますけれども、これは物に指定されているわけでありますけれども、これは

あくまであくまであくまであくまで春春春春日山原日山原日山原日山原始林並始林並始林並始林並びびびびに奈良に奈良に奈良に奈良公公公公園園園園のののの区区区区域域域域におけるにおけるにおけるにおける規規規規定であればいいのですけれど、奈定であればいいのですけれど、奈定であればいいのですけれど、奈定であればいいのですけれど、奈

良市良市良市良市全全全全体体体体にそれをかにそれをかにそれをかにそれをかぶぶぶぶせられているというとこせられているというとこせられているというとこせられているというところろろろがどうも疑問なのです。がどうも疑問なのです。がどうも疑問なのです。がどうも疑問なのです。

それで、それで、それで、それで、文文文文化化化化財保存課財保存課財保存課財保存課長にお長にお長にお長にお尋ね尋ね尋ね尋ねいたしますが、例えば、いたしますが、例えば、いたしますが、例えば、いたしますが、例えば、京都京都京都京都府府府府の方にの方にの方にの方に行行行行くと、くと、くと、くと、早早早早いいいい話話話話、、、、

駆除駆除駆除駆除できるわけです。できるわけです。できるわけです。できるわけです。共共共共生ということではなくて、やはり生ということではなくて、やはり生ということではなくて、やはり生ということではなくて、やはり個個個個体数体数体数体数をををを調整調整調整調整するということもするということもするということもするということも

必必必必要だと思うし、特に奈良市の要だと思うし、特に奈良市の要だと思うし、特に奈良市の要だと思うし、特に奈良市の東東東東部においては、部においては、部においては、部においては、柳柳柳柳生とか大生とか大生とか大生とか大柳柳柳柳生方生方生方生方面面面面ででででシシシシカカカカのののの被被被被害害害害が相当が相当が相当が相当

出ていると出ていると出ていると出ていると聞聞聞聞いているわけでございまして、いているわけでございまして、いているわけでございまして、いているわけでございまして、個個個個体数調整体数調整体数調整体数調整ということが果たしてということが果たしてということが果たしてということが果たして可能可能可能可能なのかなのかなのかなのか

どうか。どうか。どうか。どうか。天天天天然然然然記念記念記念記念物の指定というものは、果たしてどういうかけ方がされているのか、そ物の指定というものは、果たしてどういうかけ方がされているのか、そ物の指定というものは、果たしてどういうかけ方がされているのか、そ物の指定というものは、果たしてどういうかけ方がされているのか、そ

のののの辺辺辺辺についての説明をお願いできませんでしについての説明をお願いできませんでしについての説明をお願いできませんでしについての説明をお願いできませんでしょょょょうか。うか。うか。うか。

○小槻文化財保存課長○小槻文化財保存課長○小槻文化財保存課長○小槻文化財保存課長 浅川委員お浅川委員お浅川委員お浅川委員お述べ述べ述べ述べのように、奈良ののように、奈良ののように、奈良ののように、奈良のシシシシカカカカはははは天天天天然然然然記念記念記念記念物に指定されて物に指定されて物に指定されて物に指定されて

おります。おります。おります。おります。確確確確かに、かに、かに、かに、昭昭昭昭和３２年に当和３２年に当和３２年に当和３２年に当時時時時の奈良市を指定の奈良市を指定の奈良市を指定の奈良市を指定区区区区域域域域としておりますが、なとしておりますが、なとしておりますが、なとしておりますが、なぜぜぜぜ指定さ指定さ指定さ指定さ

れたかといいますと、れたかといいますと、れたかといいますと、れたかといいますと、主主主主には、には、には、には、春春春春日大日大日大日大社社社社の境の境の境の境内内内内地でありますとか奈良地でありますとか奈良地でありますとか奈良地でありますとか奈良公公公公園園園園とか、そのとか、そのとか、そのとか、その周周周周辺辺辺辺
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に生に生に生に生息息息息してしてしてして人人人人によくなついていると、そういう生によくなついていると、そういう生によくなついていると、そういう生によくなついていると、そういう生息息息息のののの態様態様態様態様に特に特に特に特色色色色がある、学がある、学がある、学がある、学術術術術的的的的価価価価値値値値があがあがあがあ

るとるとるとると認認認認められて、指定されたものであります。められて、指定されたものであります。められて、指定されたものであります。められて、指定されたものであります。

一方、農一方、農一方、農一方、農作作作作物の物の物の物の被被被被害害害害、あるいは、あるいは、あるいは、あるいは春春春春日山原日山原日山原日山原始林始林始林始林へへへへの影の影の影の影響響響響ということがあるのも事実でありということがあるのも事実でありということがあるのも事実でありということがあるのも事実であり

まして、それもまして、それもまして、それもまして、それも承知承知承知承知しております。そういう中で、今しております。そういう中で、今しております。そういう中で、今しております。そういう中で、今現在現在現在現在もももも有識有識有識有識者者者者を中を中を中を中心心心心にして、県の関にして、県の関にして、県の関にして、県の関

係係係係課課課課、奈良、奈良、奈良、奈良公公公公園園園園室でありますとか室でありますとか室でありますとか室でありますとか文文文文化化化化財保存課財保存課財保存課財保存課でありますとか、あるいは奈良市とかでありますとか、あるいは奈良市とかでありますとか、あるいは奈良市とかでありますとか、あるいは奈良市とか鹿鹿鹿鹿のののの

愛愛愛愛護護護護会、あるいは会、あるいは会、あるいは会、あるいは春春春春日大日大日大日大社社社社等を等を等を等を構構構構成成成成メメメメンンンンババババーにして、ーにして、ーにして、ーにして、鹿鹿鹿鹿のあり方のあり方のあり方のあり方検討検討検討検討会を会を会を会を設置設置設置設置して、そのして、そのして、そのして、その

中で、中で、中で、中で、人人人人ととととシシシシカカカカのののの共共共共生のために今生のために今生のために今生のために今後後後後、農、農、農、農作作作作物の物の物の物の被被被被害害害害のののの防防防防止止止止、、、、春春春春日山原日山原日山原日山原始林始林始林始林のののの食食食食害害害害からのからのからのからの保保保保

護護護護、こういうものを含めた、こういうものを含めた、こういうものを含めた、こういうものを含めた管管管管理理理理計計計計画画画画をををを策策策策定する方定する方定する方定する方向向向向で議で議で議で議論論論論されております。されております。されております。されております。

平成２５年度につきましても、奈良平成２５年度につきましても、奈良平成２５年度につきましても、奈良平成２５年度につきましても、奈良公公公公園園園園室が中室が中室が中室が中心心心心となって、奈良のとなって、奈良のとなって、奈良のとなって、奈良のシシシシカカカカのののの保保保保護護護護、育成、、育成、、育成、、育成、

生生生生態調査態調査態調査態調査、あるいは、あるいは、あるいは、あるいは防防防防護護護護さくのさくのさくのさくの設置設置設置設置のののの検検検検証証証証効効効効果も含めてですが、そういうものもあわせて、果も含めてですが、そういうものもあわせて、果も含めてですが、そういうものもあわせて、果も含めてですが、そういうものもあわせて、

さらに計さらに計さらに計さらに計画策画策画策画策定に定に定に定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も進めていこうとしているとこみも進めていこうとしているとこみも進めていこうとしているとこみも進めていこうとしているところろろろであります。そういうであります。そういうであります。そういうであります。そういう

ももももろろろろももももろろろろのののの被被被被害害害害防防防防止止止止も含めたも含めたも含めたも含めた管管管管理理理理計計計計画画画画のののの作作作作成に成に成に成に向向向向けまして、けまして、けまして、けまして、知知知知事部局と連携をして教育委事部局と連携をして教育委事部局と連携をして教育委事部局と連携をして教育委

員会でもそれに加わっていきたいと思っております。員会でもそれに加わっていきたいと思っております。員会でもそれに加わっていきたいと思っております。員会でもそれに加わっていきたいと思っております。

○浅川委員○浅川委員○浅川委員○浅川委員 ごごごご丁寧丁寧丁寧丁寧に説明ありがとうございました。に説明ありがとうございました。に説明ありがとうございました。に説明ありがとうございました。

私が私が私が私が聞聞聞聞きたいのは、このきたいのは、このきたいのは、このきたいのは、この法法法法律律律律を、例えば変えることがを、例えば変えることがを、例えば変えることがを、例えば変えることが可能可能可能可能なのかどうか。これはなのかどうか。これはなのかどうか。これはなのかどうか。これは文文文文化化化化庁庁庁庁

の所の所の所の所管管管管のののの法法法法律律律律になるのでしになるのでしになるのでしになるのでしょょょょううううねねねね。ただ、。ただ、。ただ、。ただ、考考考考えてみたら、えてみたら、えてみたら、えてみたら、最近最近最近最近奈良市に奈良市に奈良市に奈良市に併併併併合された合された合された合された旧都祁旧都祁旧都祁旧都祁

村村村村とかとかとかとか旧旧旧旧月月月月ヶヶヶヶ瀬瀬瀬瀬村村村村においてはにおいてはにおいてはにおいてはシシシシカカカカのののの駆除駆除駆除駆除はははは可能可能可能可能だということも言われているし、では、そだということも言われているし、では、そだということも言われているし、では、そだということも言われているし、では、そ

の奈良市の中で、あるの奈良市の中で、あるの奈良市の中で、あるの奈良市の中で、ある程程程程度その度その度その度その線線線線をををを引引引引くことはくことはくことはくことは可能可能可能可能ではないのかと。実ではないのかと。実ではないのかと。実ではないのかと。実際際際際、、、、春春春春日山原日山原日山原日山原始林始林始林始林

をををを越越越越えてしまったえてしまったえてしまったえてしまったシシシシカカカカがががが天天天天然然然然記念記念記念記念物と言われる物と言われる物と言われる物と言われるシシシシカカカカなのかどうかというとこなのかどうかというとこなのかどうかというとこなのかどうかというところろろろは、は、は、は、甚甚甚甚だ疑だ疑だ疑だ疑

問だと思うし、その問だと思うし、その問だと思うし、その問だと思うし、その選選選選別をどうしたらいいのか。これは大変別をどうしたらいいのか。これは大変別をどうしたらいいのか。これは大変別をどうしたらいいのか。これは大変難難難難しいことだと思いますけれしいことだと思いますけれしいことだと思いますけれしいことだと思いますけれ

ども、そういうども、そういうども、そういうども、そういう区区区区域域域域というものはもうというものはもうというものはもうというものはもう少少少少しししし限限限限定できるのではないのかと思っています。で定できるのではないのかと思っています。で定できるのではないのかと思っています。で定できるのではないのかと思っています。で

は、これは県のは、これは県のは、これは県のは、これは県の管管管管轄轄轄轄であるのか、いわであるのか、いわであるのか、いわであるのか、いわゆゆゆゆるるるる文文文文化化化化庁庁庁庁のののの範疇範疇範疇範疇のののの話話話話になるのか、どになるのか、どになるのか、どになるのか、どちちちちらなのでしらなのでしらなのでしらなのでし

ょょょょうか。うか。うか。うか。

○小槻文化財保存課長○小槻文化財保存課長○小槻文化財保存課長○小槻文化財保存課長 文文文文化化化化財保財保財保財保護護護護法法法法上、上、上、上、天天天天然然然然記念記念記念記念物の指定というのは奈良市を物の指定というのは奈良市を物の指定というのは奈良市を物の指定というのは奈良市を規規規規定され定され定され定され

ております。ております。ております。ております。確確確確かに、どのようなかに、どのようなかに、どのようなかに、どのようなシシシシカカカカでもでもでもでも保保保保護護護護するということはするということはするということはするということは決決決決してありません。おのしてありません。おのしてありません。おのしてありません。おの

ずとそのずとそのずとそのずとその区区区区域域域域があります。があります。があります。があります。支支支支障障障障がないものについてはがないものについてはがないものについてはがないものについては保保保保護護護護からからからから除除除除外外外外すると、こういうすると、こういうすると、こういうすると、こういうふふふふうううう

にににに考考考考えるのがえるのがえるのがえるのが普普普普通でありますので、通でありますので、通でありますので、通でありますので、管管管管理理理理計計計計画画画画の中でそういうの中でそういうの中でそういうの中でそういうエエエエリリリリアアアア等も等も等も等も検討検討検討検討されていくこされていくこされていくこされていくこ

とになります。とになります。とになります。とになります。

○浅川委員○浅川委員○浅川委員○浅川委員 だから、それは県でもそのだから、それは県でもそのだから、それは県でもそのだから、それは県でもその辺辺辺辺のののの法法法法律律律律をををを制制制制定することは定することは定することは定することは可能可能可能可能なのですか。なのですか。なのですか。なのですか。文文文文化化化化

庁庁庁庁までいかないといけないのか、それとも県でそれはまでいかないといけないのか、それとも県でそれはまでいかないといけないのか、それとも県でそれはまでいかないといけないのか、それとも県でそれは考考考考えておられるのか、どえておられるのか、どえておられるのか、どえておられるのか、どちちちちらかといらかといらかといらかとい
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うううう話話話話なのです。なのです。なのです。なのです。

○小槻文化財保存課長○小槻文化財保存課長○小槻文化財保存課長○小槻文化財保存課長 平成２５年度から奈良の平成２５年度から奈良の平成２５年度から奈良の平成２５年度から奈良のシシシシカカカカのののの保保保保護管護管護管護管理理理理策策策策定委員会の中で、県に定委員会の中で、県に定委員会の中で、県に定委員会の中で、県に

おきましておきましておきましておきまして管管管管理理理理計計計計画画画画のののの策策策策定を定を定を定を検討検討検討検討していくということでありますが、もしていくということでありますが、もしていくということでありますが、もしていくということでありますが、もちろちろちろちろんそのときにんそのときにんそのときにんそのときに

はははは文文文文化化化化庁庁庁庁の意見もの意見もの意見もの意見も聞聞聞聞きながらこういうきながらこういうきながらこういうきながらこういうエエエエリリリリアアアアでいいかということをでいいかということをでいいかということをでいいかということを協協協協議し進めていくとい議し進めていくとい議し進めていくとい議し進めていくとい

うことになります。うことになります。うことになります。うことになります。

○浅川委員○浅川委員○浅川委員○浅川委員 いまいいまいいまいいまいちちちちわからないけれど、わからないけれど、わからないけれど、わからないけれど、文文文文化化化化庁庁庁庁の意見をの意見をの意見をの意見を聞聞聞聞きながらというのは、やはりきながらというのは、やはりきながらというのは、やはりきながらというのは、やはり

文文文文化化化化庁庁庁庁なのですか。県でできるのですか。はっきりそのなのですか。県でできるのですか。はっきりそのなのですか。県でできるのですか。はっきりそのなのですか。県でできるのですか。はっきりその辺辺辺辺がががが知知知知りたいのですけれど。りたいのですけれど。りたいのですけれど。りたいのですけれど。

○小槻文化財保存課長○小槻文化財保存課長○小槻文化財保存課長○小槻文化財保存課長 管管管管理理理理計計計計画画画画そのものは県教育委員会でそのものは県教育委員会でそのものは県教育委員会でそのものは県教育委員会で策策策策定をしていくということに定をしていくということに定をしていくということに定をしていくということに

なります。なります。なります。なります。

○浅川委員○浅川委員○浅川委員○浅川委員 全全全全然然然然わからない。わからない。わからない。わからない。

○小槻文化財保存課長○小槻文化財保存課長○小槻文化財保存課長○小槻文化財保存課長 計計計計画画画画の中での中での中での中で……………………。。。。

○浅川委員○浅川委員○浅川委員○浅川委員 計計計計画画画画をををを立立立立てるのはいいけれど、てるのはいいけれど、てるのはいいけれど、てるのはいいけれど、法法法法律律律律をつくっているのはをつくっているのはをつくっているのはをつくっているのは文文文文化化化化庁庁庁庁でしでしでしでしょょょょう。う。う。う。文文文文

化化化化庁庁庁庁に言わなといけないということですに言わなといけないということですに言わなといけないということですに言わなといけないということですねねねね。。。。

○小槻文化財保存課長○小槻文化財保存課長○小槻文化財保存課長○小槻文化財保存課長 指定の、指定の、指定の、指定の、文文文文言からいうと奈良市という言からいうと奈良市という言からいうと奈良市という言からいうと奈良市というふふふふうになっておりますけれうになっておりますけれうになっておりますけれうになっておりますけれ

ども、実ども、実ども、実ども、実際際際際……………………。。。。

○浅川委員○浅川委員○浅川委員○浅川委員 奈良市一奈良市一奈良市一奈良市一帯帯帯帯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ねねねね。。。。

○小槻文化財保存課長○小槻文化財保存課長○小槻文化財保存課長○小槻文化財保存課長 はい。ただ、はい。ただ、はい。ただ、はい。ただ、早早早早いいいい話話話話が、ここのが、ここのが、ここのが、ここのシシシシカカカカについてはについてはについてはについては保保保保護護護護しますと。あしますと。あしますと。あしますと。あ

るいはここのるいはここのるいはここのるいはここの区区区区域以域以域以域以外外外外はははは保保保保護護護護対対対対象外象外象外象外ですと。そういうですと。そういうですと。そういうですと。そういうエエエエリリリリアアアアを奈良市一を奈良市一を奈良市一を奈良市一円円円円とととと書書書書いていると、いていると、いていると、いていると、

実実実実際際際際のとこのとこのとこのところろろろ、奈良市を、奈良市を、奈良市を、奈良市を全全全全部含部含部含部含むむむむかというとそういうことはありませんので、かというとそういうことはありませんので、かというとそういうことはありませんので、かというとそういうことはありませんので、保保保保護護護護する対する対する対する対

象象象象区区区区域域域域、、、、保保保保護護護護しない対しない対しない対しない対象象象象区区区区域域域域というものをその計というものをその計というものをその計というものをその計画画画画の中での中での中での中で検討検討検討検討していくと、明していくと、明していくと、明していくと、明確確確確にしていにしていにしていにしてい

くということでありますから、そのくということでありますから、そのくということでありますから、そのくということでありますから、その法法法法律律律律や告示のや告示のや告示のや告示の文文文文言を変えるということではなくて、計言を変えるということではなくて、計言を変えるということではなくて、計言を変えるということではなくて、計

画画画画の中での中での中での中で区区区区域域域域の方を明の方を明の方を明の方を明確確確確にしていこうというにしていこうというにしていこうというにしていこうという考考考考えであります。えであります。えであります。えであります。

○浅川委員○浅川委員○浅川委員○浅川委員 では、その計では、その計では、その計では、その計画画画画で対で対で対で対応応応応できるということになりますできるということになりますできるということになりますできるということになりますねねねね。。。。

○小槻文化財保存課長○小槻文化財保存課長○小槻文化財保存課長○小槻文化財保存課長 はい、そうです。はい、そうです。はい、そうです。はい、そうです。

○浅川委員○浅川委員○浅川委員○浅川委員 ありがとうございました。あと一つ、質問ではなく要望です。１つありがとうございました。あと一つ、質問ではなく要望です。１つありがとうございました。あと一つ、質問ではなく要望です。１つありがとうございました。あと一つ、質問ではなく要望です。１つ皆皆皆皆さんにさんにさんにさんに

おおおお諮諮諮諮りしたいのは、りしたいのは、りしたいのは、りしたいのは、体罰体罰体罰体罰についてです。についてです。についてです。についてです。体罰体罰体罰体罰のののの考考考考え方というのは、私もいえ方というのは、私もいえ方というのは、私もいえ方というのは、私もいろろろろいいいいろろろろな思いがな思いがな思いがな思いが

あるのです。とこあるのです。とこあるのです。とこあるのです。ところろろろがががが体罰体罰体罰体罰に対しては、それに対しては、それに対しては、それに対しては、それぞぞぞぞれの委員がそれれの委員がそれれの委員がそれれの委員がそれぞぞぞぞれの思いを持ってそれれの思いを持ってそれれの思いを持ってそれれの思いを持ってそれぞぞぞぞ

れ質問してもなかなかられ質問してもなかなかられ質問してもなかなかられ質問してもなかなからちちちちが明かないということもあるのではないか。が明かないということもあるのではないか。が明かないということもあるのではないか。が明かないということもあるのではないか。体罰規体罰規体罰規体罰規定もそうい定もそうい定もそうい定もそうい

うことは教育委員会がうことは教育委員会がうことは教育委員会がうことは教育委員会が決決決決めるようにというめるようにというめるようにというめるようにという話話話話もいいかもわからないけれど、一度議会で議もいいかもわからないけれど、一度議会で議もいいかもわからないけれど、一度議会で議もいいかもわからないけれど、一度議会で議

員員員員間討間討間討間討論論論論も含めて、も含めて、も含めて、も含めて、体罰体罰体罰体罰についてもっと議についてもっと議についてもっと議についてもっと議論論論論するするするする必必必必要があるのではないか。やはり議会で要があるのではないか。やはり議会で要があるのではないか。やはり議会で要があるのではないか。やはり議会で
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まとめていくまとめていくまとめていくまとめていく必必必必要があるのではないかということで、このことを委員長に要望したいので要があるのではないかということで、このことを委員長に要望したいので要があるのではないかということで、このことを委員長に要望したいので要があるのではないかということで、このことを委員長に要望したいので

す。この委員会でやってもいいし、す。この委員会でやってもいいし、す。この委員会でやってもいいし、す。この委員会でやってもいいし、政策政策政策政策検討検討検討検討会議に持っていってもいいし、当会議に持っていってもいいし、当会議に持っていってもいいし、当会議に持っていってもいいし、当然各然各然各然各派派派派連連連連絡絡絡絡

会にもその会にもその会にもその会にもその辺辺辺辺をををを諮諮諮諮らなければならないことになるかと思いますけれど、その点についてらなければならないことになるかと思いますけれど、その点についてらなければならないことになるかと思いますけれど、その点についてらなければならないことになるかと思いますけれど、その点についてひひひひ

とつ要望しておきたい。議員とつ要望しておきたい。議員とつ要望しておきたい。議員とつ要望しておきたい。議員間討間討間討間討論論論論をしませんか。をしませんか。をしませんか。をしませんか。

○藤野委員長○藤野委員長○藤野委員長○藤野委員長 検討検討検討検討いたします。いたします。いたします。いたします。

○浅川委員○浅川委員○浅川委員○浅川委員 ということで、お願いしたいと思います。それを申し上げて、ということで、お願いしたいと思います。それを申し上げて、ということで、お願いしたいと思います。それを申し上げて、ということで、お願いしたいと思います。それを申し上げて、終終終終わります。わります。わります。わります。

○宮本副委員長○宮本副委員長○宮本副委員長○宮本副委員長 もうもうもうもう時時時時間間間間もももも迫迫迫迫っていますので、っていますので、っていますので、っていますので、手手手手短短短短にしたいと思います。にしたいと思います。にしたいと思います。にしたいと思います。

３点お３点お３点お３点お聞聞聞聞きしたいのですけれども、１点は、このきしたいのですけれども、１点は、このきしたいのですけれども、１点は、このきしたいのですけれども、１点は、この間間間間、和田委員も私も、和田委員も私も、和田委員も私も、和田委員も私も取取取取り上げてきましり上げてきましり上げてきましり上げてきまし

たたたた放放放放射射射射線線線線副副副副読読読読本の本の本の本の使使使使用用用用についてですが、についてですが、についてですが、についてですが、以前以前以前以前からこれはからこれはからこれはからこれは非常非常非常非常に一に一に一に一面面面面的な教的な教的な教的な教材材材材で、日本原で、日本原で、日本原で、日本原子子子子

力力力力文文文文化化化化振興財振興財振興財振興財団団団団という原発という原発という原発という原発推推推推進の進の進の進の立立立立場でつくられたものでして、場でつくられたものでして、場でつくられたものでして、場でつくられたものでして、放放放放射射射射能能能能についていいましについていいましについていいましについていいまし

ても、ても、ても、ても、自然界自然界自然界自然界にににに存在存在存在存在するものとするものとするものとするものと人人人人工工工工でできるものとでできるものとでできるものとでできるものと区区区区別せずに別せずに別せずに別せずに放放放放射射射射能能能能はははは身近身近身近身近にあるというにあるというにあるというにあるという

ふふふふうに、意うに、意うに、意うに、意図図図図的に的に的に的に安安安安全全全全だというイだというイだというイだというイメメメメージを持たせるようなージを持たせるようなージを持たせるようなージを持たせるような書書書書き方であったり、そういうこき方であったり、そういうこき方であったり、そういうこき方であったり、そういうこ

とが大きくとが大きくとが大きくとが大きく話題話題話題話題になりまして、になりまして、になりまして、になりまして、国国国国会では会では会では会では文文文文部部部部科科科科学大学大学大学大臣臣臣臣もももも陳謝陳謝陳謝陳謝するという事するという事するという事するという事態態態態もあったといもあったといもあったといもあったとい

うもので、うもので、うもので、うもので、我々我々我々我々は、これはもうは、これはもうは、これはもうは、これはもう即即即即刻刻刻刻回収回収回収回収するするするするべべべべきだと、そしてきだと、そしてきだと、そしてきだと、そして使使使使用用用用してはならしてはならしてはならしてはならじじじじというというというという立立立立

場を申し上げてまいりました。場を申し上げてまいりました。場を申し上げてまいりました。場を申し上げてまいりました。

そういったものなのですが、これのそういったものなのですが、これのそういったものなのですが、これのそういったものなのですが、これの使使使使用状況用状況用状況用状況をををを調査調査調査調査するということでするということでするということでするということでアアアアンンンンケケケケーーーートトトトもなさもなさもなさもなさ

れたことと思うのですが、そのときに、れたことと思うのですが、そのときに、れたことと思うのですが、そのときに、れたことと思うのですが、そのときに、現現現現場の教場の教場の教場の教師師師師のののの皆皆皆皆さんからどのような要望があるかさんからどのような要望があるかさんからどのような要望があるかさんからどのような要望があるか

ということを、市ということを、市ということを、市ということを、市町町町町村村村村教育委員会を通教育委員会を通教育委員会を通教育委員会を通じじじじてとられていると思います。そこでてとられていると思います。そこでてとられていると思います。そこでてとられていると思います。そこで寄寄寄寄せられていせられていせられていせられてい

る要望の中には、る要望の中には、る要望の中には、る要望の中には、現現現現場で場で場で場で児童児童児童児童生徒が生徒が生徒が生徒が放放放放射射射射能能能能、、、、放放放放射射射射線線線線といったものについて、どういったこといったものについて、どういったこといったものについて、どういったこといったものについて、どういったこ

とをとをとをとを知知知知りたいと思っているのかというりたいと思っているのかというりたいと思っているのかというりたいと思っているのかというニニニニーーーーズズズズがががが多多多多分に分に分に分に反反反反映映映映されていると思うのですが、教されていると思うのですが、教されていると思うのですが、教されていると思うのですが、教

育委員会を通育委員会を通育委員会を通育委員会を通じじじじてててて寄寄寄寄せられているそのせられているそのせられているそのせられているそのアアアアンンンンケケケケーーーートトトトのののの結結結結果、指果、指果、指果、指導導導導するするするする際際際際にどういった要望がにどういった要望がにどういった要望がにどういった要望が

あったのかということを明らかにしていただきたいと思います。あったのかということを明らかにしていただきたいと思います。あったのかということを明らかにしていただきたいと思います。あったのかということを明らかにしていただきたいと思います。

２点目は２点目は２点目は２点目は体罰体罰体罰体罰にかかわる問にかかわる問にかかわる問にかかわる問題題題題ですが、私も浅川委員ですが、私も浅川委員ですが、私も浅川委員ですが、私も浅川委員同様同様同様同様に、この問に、この問に、この問に、この問題題題題は大は大は大は大人社人社人社人社会会会会全全全全体体体体でででで

議議議議論論論論をするをするをするをする必必必必要があると思っておりまして、議員要があると思っておりまして、議員要があると思っておりまして、議員要があると思っておりまして、議員間間間間でででで討討討討論論論論するということはするということはするということはするということは非常非常非常非常にににに賛賛賛賛成で成で成で成で

あります。言うまでもなく、あります。言うまでもなく、あります。言うまでもなく、あります。言うまでもなく、体罰体罰体罰体罰というものはというものはというものはというものは決決決決してしてしてして抵抗抵抗抵抗抵抗できないというできないというできないというできないという力力力力関係の中で関係の中で関係の中で関係の中で行行行行

われるということでありますし、われるということでありますし、われるということでありますし、われるということでありますし、先先先先ほど、学校教育ほど、学校教育ほど、学校教育ほど、学校教育課課課課長がおっし長がおっし長がおっし長がおっしゃゃゃゃったように、いったように、いったように、いったように、いじじじじめとめとめとめと

のののの共共共共通項という点でいいますと、通項という点でいいますと、通項という点でいいますと、通項という点でいいますと、著著著著しいしいしいしい人権侵害人権侵害人権侵害人権侵害ということが言えると思いますし、もということが言えると思いますし、もということが言えると思いますし、もということが言えると思いますし、もちちちち

ろろろろん、ん、ん、ん、戦戦戦戦後後後後の教育のもとでは一の教育のもとでは一の教育のもとでは一の教育のもとでは一貫貫貫貫してしてしてして禁止禁止禁止禁止をされてきたものですので、をされてきたものですので、をされてきたものですので、をされてきたものですので、根根根根絶をするという絶をするという絶をするという絶をするという

立立立立場に、す場に、す場に、す場に、すべべべべての関係ての関係ての関係ての関係者者者者がががが立立立立つつつつ必必必必要があると思っております。要があると思っております。要があると思っております。要があると思っております。

その上で、その上で、その上で、その上で、体罰体罰体罰体罰をなくすというをなくすというをなくすというをなくすという決決決決断断断断を、すを、すを、すを、すべべべべての関係ての関係ての関係ての関係者者者者が持つことは大事なのですが、が持つことは大事なのですが、が持つことは大事なのですが、が持つことは大事なのですが、
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体罰体罰体罰体罰が生まれるが生まれるが生まれるが生まれる背背背背景に景に景に景に何何何何があるのか。一があるのか。一があるのか。一があるのか。一体体体体、やってはなら、やってはなら、やってはなら、やってはならじじじじとととと禁止禁止禁止禁止をされているのになをされているのになをされているのになをされているのになぜぜぜぜ

起起起起こるのかと、ここに目をこるのかと、ここに目をこるのかと、ここに目をこるのかと、ここに目を向向向向けた議けた議けた議けた議論論論論も当も当も当も当然必然必然必然必要ではないかと思っており、い要ではないかと思っており、い要ではないかと思っており、い要ではないかと思っており、いろろろろいいいいろろろろな報な報な報な報

道道道道を見る中で、成果をを見る中で、成果をを見る中で、成果をを見る中で、成果を求求求求められる、められる、められる、められる、結結結結果を果を果を果を求求求求められるということが教められるということが教められるということが教められるということが教師師師師にもにもにもにも非常非常非常非常なスなスなスなストトトトレレレレ

スとなって、スとなって、スとなって、スとなって、安安安安易易易易な方な方な方な方向向向向にににに走走走走ってしまう。やってはならないとわかっていながら、ってしまう。やってはならないとわかっていながら、ってしまう。やってはならないとわかっていながら、ってしまう。やってはならないとわかっていながら、圧圧圧圧力力力力にににに

よってものを言わせるということになっているのではないか。そういう点で教よってものを言わせるということになっているのではないか。そういう点で教よってものを言わせるということになっているのではないか。そういう点で教よってものを言わせるということになっているのではないか。そういう点で教師師師師がががが置置置置かれかれかれかれ

ている環境、ている環境、ている環境、ている環境、多忙多忙多忙多忙化の実化の実化の実化の実態態態態というものが、もっとというものが、もっとというものが、もっとというものが、もっと国国国国民民民民のののの前前前前に明らかにされないと、一方でに明らかにされないと、一方でに明らかにされないと、一方でに明らかにされないと、一方で

体罰体罰体罰体罰をなくそうということをいいながら、一方でをなくそうということをいいながら、一方でをなくそうということをいいながら、一方でをなくそうということをいいながら、一方で起起起起こってくるこってくるこってくるこってくる土土土土壌壌壌壌をををを放放放放置置置置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

ことになると思いますので、これは本会議でも質問をする予定がありますので、ここではことになると思いますので、これは本会議でも質問をする予定がありますので、ここではことになると思いますので、これは本会議でも質問をする予定がありますので、ここではことになると思いますので、これは本会議でも質問をする予定がありますので、ここでは

詳詳詳詳しくやりませんけれども、教しくやりませんけれども、教しくやりませんけれども、教しくやりませんけれども、教師師師師の、の、の、の、病気病気病気病気でででで休暇休暇休暇休暇をとるという実をとるという実をとるという実をとるという実情情情情が今どうなっているのが今どうなっているのが今どうなっているのが今どうなっているの

か、あるいはか、あるいはか、あるいはか、あるいは精神疾患精神疾患精神疾患精神疾患にににに罹患罹患罹患罹患するという実するという実するという実するという実態態態態がどうなっているのか、このあたりのことにがどうなっているのか、このあたりのことにがどうなっているのか、このあたりのことにがどうなっているのか、このあたりのことに

ついて明らかにしていただければと思っています。ついて明らかにしていただければと思っています。ついて明らかにしていただければと思っています。ついて明らかにしていただければと思っています。

３点目は、３点目は、３点目は、３点目は、廃廃廃廃棄棄棄棄物物物物処理処理処理処理の問の問の問の問題題題題で、このほど奈良県ので、このほど奈良県ので、このほど奈良県ので、このほど奈良県の廃廃廃廃棄棄棄棄物物物物処理処理処理処理計計計計画画画画がががが新新新新しくされるといしくされるといしくされるといしくされるとい

うことで報告がありました。これを見せていただきますと、県うことで報告がありました。これを見せていただきますと、県うことで報告がありました。これを見せていただきますと、県うことで報告がありました。これを見せていただきますと、県内内内内のごみのごみのごみのごみ焼却焼却焼却焼却施設施設施設施設を見ましを見ましを見ましを見まし

たら、たら、たら、たら、稼働稼働稼働稼働後後後後２１年２１年２１年２１年以以以以上上上上経経経経過過過過したものが４したものが４したものが４したものが４８％８％８％８％になっています。あるいはになっています。あるいはになっています。あるいはになっています。あるいは人人人人口口口口規模規模規模規模でいいでいいでいいでいい

ましても、ましても、ましても、ましても、人人人人口口口口１１１１万人以万人以万人以万人以上５上５上５上５万人万人万人万人未未未未満満満満、要するに５、要するに５、要するに５、要するに５万人万人万人万人未未未未満満満満のとこのとこのとこのところろろろが６３が６３が６３が６３％％％％ということということということということ

になっておりまして、私の地になっておりまして、私の地になっておりまして、私の地になっておりまして、私の地元元元元の平の平の平の平群町群町群町群町でいいましても、でいいましても、でいいましても、でいいましても、焼却炉焼却炉焼却炉焼却炉がががが老朽老朽老朽老朽化をしていると。化をしていると。化をしていると。化をしていると。

しかし、一定のしかし、一定のしかし、一定のしかし、一定の規模規模規模規模がありますから、がありますから、がありますから、がありますから、燃燃燃燃やしやしやしやし続続続続けなければならない。一方で、けなければならない。一方で、けなければならない。一方で、けなければならない。一方で、人人人人口口口口もももも減減減減っっっっ

てきていると。そして分別をもっと進めないといけないということで、このほどてきていると。そして分別をもっと進めないといけないということで、このほどてきていると。そして分別をもっと進めないといけないということで、このほどてきていると。そして分別をもっと進めないといけないということで、このほど燃燃燃燃えるごえるごえるごえるご

みの中から、みの中から、みの中から、みの中から、廃プ廃プ廃プ廃プララララスチスチスチスチックックックックだけ別にだけ別にだけ別にだけ別に収収収収集集集集するということにしました。そうすると、どんするということにしました。そうすると、どんするということにしました。そうすると、どんするということにしました。そうすると、どん

なことがなことがなことがなことが起起起起こるかというと、こるかというと、こるかというと、こるかというと、焼却炉焼却炉焼却炉焼却炉にほうりにほうりにほうりにほうり込込込込まれるごみの中で水分のまれるごみの中で水分のまれるごみの中で水分のまれるごみの中で水分の比比比比率率率率が高くなりまが高くなりまが高くなりまが高くなりま

すので、すので、すので、すので、温温温温度が度が度が度が下下下下がってくる。これではがってくる。これではがってくる。これではがってくる。これでは炉炉炉炉がががが傷傷傷傷むむむむということで、せっかく別ということで、せっかく別ということで、せっかく別ということで、せっかく別 々々々々でででで集集集集めためためためた廃廃廃廃

ププププララララスチスチスチスチックックックックをををを燃燃燃燃料料料料がわりにほうりがわりにほうりがわりにほうりがわりにほうり込込込込むむむむ。そして、。そして、。そして、。そして、炉炉炉炉をとめてはなりませんから、ごみのをとめてはなりませんから、ごみのをとめてはなりませんから、ごみのをとめてはなりませんから、ごみの

数数数数をををを努力努力努力努力でででで減減減減らしていったとしても、もっとごみを持ってきてもらわないとらしていったとしても、もっとごみを持ってきてもらわないとらしていったとしても、もっとごみを持ってきてもらわないとらしていったとしても、もっとごみを持ってきてもらわないと困困困困るといったるといったるといったるといった

矛盾矛盾矛盾矛盾もももも起起起起こるわけです。こるわけです。こるわけです。こるわけです。

また、また、また、また、隣隣隣隣のののの斑鳩斑鳩斑鳩斑鳩町町町町でいいますと、でいいますと、でいいますと、でいいますと、焼却炉焼却炉焼却炉焼却炉はもうはもうはもうはもう使使使使わないということで、ごみのわないということで、ごみのわないということで、ごみのわないということで、ごみの外外外外部委部委部委部委託託託託

をををを決決決決断断断断しました。そうなりますと、しました。そうなりますと、しました。そうなりますと、しました。そうなりますと、徹底徹底徹底徹底してしてしてして減減減減らさなければならないということで、こらさなければならないということで、こらさなければならないということで、こらさなければならないということで、こちちちち

らではらではらではらでは徹底徹底徹底徹底した分別した分別した分別した分別収収収収集集集集が進が進が進が進むむむむことになってくるわけですが、ことになってくるわけですが、ことになってくるわけですが、ことになってくるわけですが、廃廃廃廃棄棄棄棄物物物物処理処理処理処理の方の方の方の方向向向向としては、としては、としては、としては、

ごみをごみをごみをごみを極極極極力力力力減減減減らしていくということをらしていくということをらしていくということをらしていくということを土土土土台台台台にににに据据据据えながら、それえながら、それえながら、それえながら、それぞぞぞぞれ市れ市れ市れ市町町町町村村村村がががが直直直直面面面面しているしているしているしている

こういう問こういう問こういう問こういう問題題題題を的を的を的を的確確確確に県の指に県の指に県の指に県の指導導導導によってによってによってによって導導導導いていくいていくいていくいていく必必必必要があると思うのですが、そういっ要があると思うのですが、そういっ要があると思うのですが、そういっ要があると思うのですが、そういっ

たたたた焼却炉焼却炉焼却炉焼却炉の今の今の今の今後後後後のあり方について、ここではどういうのあり方について、ここではどういうのあり方について、ここではどういうのあり方について、ここではどういうふふふふうに示していかれるのかというこうに示していかれるのかというこうに示していかれるのかというこうに示していかれるのかというこ
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ともおともおともおともお聞聞聞聞きしておきたいと思います。きしておきたいと思います。きしておきたいと思います。きしておきたいと思います。

以以以以上、お願いします。上、お願いします。上、お願いします。上、お願いします。

○松尾教育研究所副所長○松尾教育研究所副所長○松尾教育研究所副所長○松尾教育研究所副所長 放放放放射射射射線線線線に関する指に関する指に関する指に関する指導導導導に対する学校の要望ということについてのに対する学校の要望ということについてのに対する学校の要望ということについてのに対する学校の要望ということについての

おおおお尋ね尋ね尋ね尋ねでございます。でございます。でございます。でございます。

県教育委員会では、県教育委員会では、県教育委員会では、県教育委員会では、昨昨昨昨年１２月に市年１２月に市年１２月に市年１２月に市町町町町村村村村教育委員会を通教育委員会を通教育委員会を通教育委員会を通じじじじまして、学校にまして、学校にまして、学校にまして、学校にアアアアンンンンケケケケーーーート調ト調ト調ト調

査査査査で、で、で、で、放放放放射射射射線線線線に関する指に関する指に関する指に関する指導導導導をするをするをするをする際際際際に教員にどのような研修がに教員にどのような研修がに教員にどのような研修がに教員にどのような研修が必必必必要かということを要かということを要かということを要かということを調査調査調査調査をををを

いたしました。そのいたしました。そのいたしました。そのいたしました。その調査結調査結調査結調査結果におきましては、果におきましては、果におきましては、果におきましては、放放放放射射射射線線線線のののの人体へ人体へ人体へ人体への影の影の影の影響響響響に関する研修がに関する研修がに関する研修がに関する研修が必必必必要要要要

であるとであるとであるとであると回答回答回答回答した学校が９０した学校が９０した学校が９０した学校が９０％％％％と、と、と、と、最最最最もももも多多多多くなってございます。次いで、くなってございます。次いで、くなってございます。次いで、くなってございます。次いで、放放放放射射射射線線線線のののの防防防防護護護護、、、、

管管管管理理理理、それから、それから、それから、それから放放放放射射射射線線線線のののの性性性性質の質の質の質の順順順順となっております。となっております。となっております。となっております。

このこのこのこの調査結調査結調査結調査結果を果を果を果を受受受受けまして、教育研究所では、けまして、教育研究所では、けまして、教育研究所では、けまして、教育研究所では、来来来来年度、奈良県年度、奈良県年度、奈良県年度、奈良県立医立医立医立医科科科科大学の大学の大学の大学の森俊雄准森俊雄准森俊雄准森俊雄准教教教教

授授授授をををを講師講師講師講師といたしまして、といたしまして、といたしまして、といたしまして、放放放放射射射射線線線線がががが人体人体人体人体にににに与与与与える影える影える影える影響響響響、それから、それから、それから、それから放放放放射射射射線線線線のののの防防防防護護護護、、、、管管管管理理理理、、、、放放放放

射射射射線線線線のののの性性性性質といった質といった質といった質といった内容内容内容内容で研修で研修で研修で研修講講講講座座座座を開を開を開を開催催催催することとしております。することとしております。することとしております。することとしております。

なお、なお、なお、なお、昨昨昨昨年１月には、県教育委員会が年１月には、県教育委員会が年１月には、県教育委員会が年１月には、県教育委員会が主主主主催催催催いたしましたいたしましたいたしましたいたしました栄栄栄栄養養養養教教教教諭諭諭諭、学校、学校、学校、学校栄栄栄栄養養養養職員等職員等職員等職員等講習講習講習講習

会におきまして、会におきまして、会におきまして、会におきまして、放放放放射射射射線線線線のののの食食食食品品品品へへへへの影の影の影の影響響響響ということにつきまして、奈良教育大学の長ということにつきまして、奈良教育大学の長ということにつきまして、奈良教育大学の長ということにつきまして、奈良教育大学の長友友友友恒恒恒恒

人人人人学長に学長に学長に学長に講講講講演演演演をしていただいております。また、この３月に開をしていただいております。また、この３月に開をしていただいております。また、この３月に開をしていただいております。また、この３月に開催催催催予定をしております奈良予定をしております奈良予定をしております奈良予定をしております奈良

県学校県学校県学校県学校安安安安全全全全研修会におきましても、研修会におきましても、研修会におきましても、研修会におきましても、放放放放射射射射線線線線の影の影の影の影響響響響ということにつきまして、長ということにつきまして、長ということにつきまして、長ということにつきまして、長友友友友学長から学長から学長から学長から

講講講講演演演演をいただく予定になっているとこをいただく予定になっているとこをいただく予定になっているとこをいただく予定になっているところろろろでございます。でございます。でございます。でございます。以以以以上です。上です。上です。上です。

○石井教職員課長○石井教職員課長○石井教職員課長○石井教職員課長 病気病気病気病気休休休休職職職職者者者者のののの状況状況状況状況をおをおをおをお尋ね尋ね尋ね尋ねかとかとかとかと理解理解理解理解しております。しております。しております。しております。

病気病気病気病気休休休休職職職職者者者者のののの状況状況状況状況につきましては、平成２３年度のにつきましては、平成２３年度のにつきましては、平成２３年度のにつきましては、平成２３年度の数数数数字字字字でございますけれども、本県のでございますけれども、本県のでございますけれども、本県のでございますけれども、本県の

場合場合場合場合７７７７７７７７名が名が名が名が病気病気病気病気休休休休職をとっております。そのう職をとっております。そのう職をとっております。そのう職をとっております。そのうちちちち精神疾患精神疾患精神疾患精神疾患に係るに係るに係るに係る者者者者につきましては４３につきましては４３につきましては４３につきましては４３

名という名という名という名という状況状況状況状況でございます。でございます。でございます。でございます。以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○桝田廃棄物対策課長○桝田廃棄物対策課長○桝田廃棄物対策課長○桝田廃棄物対策課長 焼却炉焼却炉焼却炉焼却炉のあり方、のあり方、のあり方、のあり方、ひひひひいてはごみのいてはごみのいてはごみのいてはごみの減減減減量量量量化についてのお化についてのお化についてのお化についてのお尋ね尋ね尋ね尋ねでござでござでござでござ

いました。いました。いました。いました。

県県県県内内内内のののの施設施設施設施設のののの老朽老朽老朽老朽化あるいは化あるいは化あるいは化あるいは小小小小規模規模規模規模といったとこといったとこといったとこといったところろろろは、宮本副委員長おは、宮本副委員長おは、宮本副委員長おは、宮本副委員長お述べ述べ述べ述べのとおりでのとおりでのとおりでのとおりで

ございます。そういった中で、ございます。そういった中で、ございます。そういった中で、ございます。そういった中で、老朽老朽老朽老朽化に化に化に化に伴伴伴伴うううう維維維維持持持持管管管管理理理理ののののココココスススストトトトのののの増増増増、あるいは、あるいは、あるいは、あるいは施設施設施設施設のののの更更更更新新新新

問問問問題題題題、そういったことが、そういったことが、そういったことが、そういったことが各各各各市市市市町町町町村村村村のののの喫喫喫喫緊緊緊緊のののの課題課題課題課題になっていると、県としてもになっていると、県としてもになっていると、県としてもになっていると、県としても認識認識認識認識をしておをしておをしておをしてお

ります。ります。ります。ります。

一般一般一般一般廃廃廃廃棄棄棄棄物の物の物の物の処理処理処理処理は、市は、市は、市は、市町町町町村村村村のののの自自自自治事治事治事治事務務務務であります。であります。であります。であります。各各各各市市市市町町町町村村村村は、は、は、は、廃廃廃廃棄棄棄棄物物物物処理法処理法処理法処理法にににに基づ基づ基づ基づ

いていていていて処理処理処理処理計計計計画画画画をををを策策策策定し、それにより事業を実定し、それにより事業を実定し、それにより事業を実定し、それにより事業を実施施施施しているわけでございます。またしているわけでございます。またしているわけでございます。またしているわけでございます。また施設施設施設施設のののの整整整整

備備備備については、については、については、については、国国国国から市から市から市から市町町町町村村村村へへへへの交の交の交の交付付付付金金金金、あるいは、あるいは、あるいは、あるいは起起起起債債債債に係る地方交に係る地方交に係る地方交に係る地方交付付付付税税税税のののの制制制制度等、事業度等、事業度等、事業度等、事業
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実実実実施施施施のスのスのスのスキキキキーーーームムムムのののの仕組仕組仕組仕組みがみがみがみが存在存在存在存在しております。そういった中で、県のかかわり方につきましております。そういった中で、県のかかわり方につきましております。そういった中で、県のかかわり方につきましております。そういった中で、県のかかわり方につきま

しては、市しては、市しては、市しては、市町町町町村村村村の意の意の意の意向向向向をををを踏踏踏踏まえることが、まず一つ大事なこと、大まえることが、まず一つ大事なこと、大まえることが、まず一つ大事なこと、大まえることが、まず一つ大事なこと、大切切切切なことにななことにななことにななことになろろろろうかとうかとうかとうかと

思います。県といたしましてもごみ思います。県といたしましてもごみ思います。県といたしましてもごみ思います。県といたしましてもごみ処理処理処理処理に係るに係るに係るに係る広域広域広域広域によるスによるスによるスによるスケケケケーーーールルルルメメメメリリリリットットットット、あるいは、あるいは、あるいは、あるいは効効効効

果、果、果、果、効効効効率率率率的な観点から、市的な観点から、市的な観点から、市的な観点から、市町町町町村村村村と連携、と連携、と連携、と連携、協協協協働働働働してしてしてして促促促促進、進、進、進、推推推推進していく進していく進していく進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考考考考えてえてえてえて

おります。おります。おります。おります。

こういったことから、平成２２年度、２３年度、市こういったことから、平成２２年度、２３年度、市こういったことから、平成２２年度、２３年度、市こういったことから、平成２２年度、２３年度、市町町町町村村村村長長長長ササササミミミミットットットットの奈良の奈良の奈良の奈良モデモデモデモデル検討ル検討ル検討ル検討会、会、会、会、

これは県と市これは県と市これは県と市これは県と市町町町町村村村村の水平連携での水平連携での水平連携での水平連携で各行各行各行各行政テ政テ政テ政テーーーーママママをををを検討検討検討検討しているわけなのですが、その中の一しているわけなのですが、その中の一しているわけなのですが、その中の一しているわけなのですが、その中の一

つとしてごみつとしてごみつとしてごみつとしてごみ処理処理処理処理のののの安安安安定的な定的な定的な定的な継続継続継続継続ということをということをということをということをテテテテーーーーママママに議に議に議に議論論論論をしてまいりました。このをしてまいりました。このをしてまいりました。このをしてまいりました。このササササ

ミミミミットットットットの成果をの成果をの成果をの成果を継継継継承承承承する形で、する形で、する形で、する形で、新新新新奈良県奈良県奈良県奈良県廃廃廃廃棄棄棄棄物物物物処理処理処理処理計計計計画画画画案でごみ案でごみ案でごみ案でごみ処理施設処理施設処理施設処理施設のののの安安安安定的定的定的定的確保確保確保確保、、、、

そして県、市そして県、市そして県、市そして県、市町町町町村村村村の連携の連携の連携の連携協協協協働働働働、奈良、奈良、奈良、奈良モデモデモデモデルルルルによるによるによるによる施施施施策策策策推推推推進等を進等を進等を進等を掲掲掲掲げておりまして、また、げておりまして、また、げておりまして、また、げておりまして、また、

来来来来年度の予算では、奈良年度の予算では、奈良年度の予算では、奈良年度の予算では、奈良モデモデモデモデルルルルプロプロプロプロジジジジェェェェクト推クト推クト推クト推進事業でごみ進事業でごみ進事業でごみ進事業でごみ処理広域処理広域処理広域処理広域化の化の化の化の促促促促進ということ進ということ進ということ進ということ

をお願いしているとこをお願いしているとこをお願いしているとこをお願いしているところろろろでございます。でございます。でございます。でございます。

県といたしましては、関係市県といたしましては、関係市県といたしましては、関係市県といたしましては、関係市町町町町村村村村等の意等の意等の意等の意向向向向をををを踏踏踏踏まえ、あるいは意見、要望等をまえ、あるいは意見、要望等をまえ、あるいは意見、要望等をまえ、あるいは意見、要望等を聞聞聞聞きながきながきながきなが

ら、ら、ら、ら、広域広域広域広域化を化を化を化を促促促促進するための進するための進するための進するための検討検討検討検討会議の会議の会議の会議の設置設置設置設置、、、、運運運運営営営営、あるいは、あるいは、あるいは、あるいは広域広域広域広域化による化による化による化によるココココスススストトトトののののシミシミシミシミ

ュレュレュレュレーーーーシシシショョョョン、ン、ン、ン、施設施設施設施設のののの整備整備整備整備費費費費なりなりなりなり維維維維持持持持管管管管理理理理費費費費なりなりなりなり人人人人件件件件費費費費なり、かなりなり、かなりなり、かなりなり、かなりロロロロンンンンググググススススパパパパンでのンでのンでのンでのシシシシ

ミミミミュレュレュレュレーーーーシシシショョョョンになンになンになンになろろろろうかと思います。そういった研究、うかと思います。そういった研究、うかと思います。そういった研究、うかと思います。そういった研究、検討段階検討段階検討段階検討段階、あるいは事業化に、あるいは事業化に、あるいは事業化に、あるいは事業化に向向向向

けての意思形成のけての意思形成のけての意思形成のけての意思形成の段階段階段階段階を中を中を中を中心心心心にして、にして、にして、にして、支援支援支援支援、、、、協協協協力力力力をををを行行行行っていきたい、そのようにっていきたい、そのようにっていきたい、そのようにっていきたい、そのように考考考考えておえておえておえてお

ります。ります。ります。ります。

それでごみのそれでごみのそれでごみのそれでごみの減減減減量量量量化ですが、化ですが、化ですが、化ですが、数数数数値値値値的なとこ的なとこ的なとこ的なところろろろはははは先先先先ほど説明がありました。ほど説明がありました。ほど説明がありました。ほど説明がありました。資料資料資料資料３にもご３にもご３にもご３にもご

ざいますが、目ざいますが、目ざいますが、目ざいますが、目標標標標設設設設定といたしましては、家庭から出るごみは定といたしましては、家庭から出るごみは定といたしましては、家庭から出るごみは定といたしましては、家庭から出るごみは順順順順調調調調にににに減減減減ってきておりますってきておりますってきておりますってきております

もので、それは今までどおりもので、それは今までどおりもので、それは今までどおりもので、それは今までどおり減減減減量量量量のののの数数数数値値値値をををを伸伸伸伸ばしていきたい。それと、ばしていきたい。それと、ばしていきたい。それと、ばしていきたい。それと、数数数数値値値値的に的に的に的に横横横横ばいにばいにばいにばいに

なっているのは事業なっているのは事業なっているのは事業なっているのは事業系系系系の一般の一般の一般の一般廃廃廃廃棄棄棄棄物でございまして、物でございまして、物でございまして、物でございまして、率直率直率直率直に申し上げまして実に申し上げまして実に申し上げまして実に申し上げまして実態態態態がかがかがかがかちちちちっっっっ

とつかみとつかみとつかみとつかみ切切切切れていないれていないれていないれていない面面面面もございます。このもございます。このもございます。このもございます。この辺辺辺辺はははは各各各各市市市市町町町町村村村村からのからのからのからのデデデデータ、あるいは事業ータ、あるいは事業ータ、あるいは事業ータ、あるいは事業者者者者

のののの協協協協力力力力もいただきながら、この計もいただきながら、この計もいただきながら、この計もいただきながら、この計画画画画を進を進を進を進行行行行管管管管理理理理していく中でしていく中でしていく中でしていく中で数数数数値値値値についても見ていきたい、についても見ていきたい、についても見ていきたい、についても見ていきたい、

そのように思っております。そのように思っております。そのように思っております。そのように思っております。

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、先先先先ほど申しましたが、ほど申しましたが、ほど申しましたが、ほど申しましたが、施設施設施設施設のののの広域広域広域広域化の化の化の化の促促促促進とともに、ごみの進とともに、ごみの進とともに、ごみの進とともに、ごみの減減減減量量量量化、化、化、化、

リリリリササササイイイイクルクルクルクルも含めまして、これも奈良も含めまして、これも奈良も含めまして、これも奈良も含めまして、これも奈良モデモデモデモデルルルルプロプロプロプロジジジジェェェェクトクトクトクトとととと位置づ位置づ位置づ位置づけて、けて、けて、けて、来来来来年度、市年度、市年度、市年度、市町町町町村村村村

とともにとともにとともにとともに検討検討検討検討をしていきたい、そのようにをしていきたい、そのようにをしていきたい、そのようにをしていきたい、そのように考考考考えているとこえているとこえているとこえているところろろろでございます。でございます。でございます。でございます。以以以以上です。上です。上です。上です。

○宮本副委員長○宮本副委員長○宮本副委員長○宮本副委員長 ごみごみごみごみ処理処理処理処理の問の問の問の問題題題題から、まず要望しておきたいと思うのですけれども、から、まず要望しておきたいと思うのですけれども、から、まず要望しておきたいと思うのですけれども、から、まず要望しておきたいと思うのですけれども、桝桝桝桝

田田田田廃廃廃廃棄棄棄棄物対物対物対物対策策策策課課課課長から、家庭のごみは長から、家庭のごみは長から、家庭のごみは長から、家庭のごみは減減減減っているけれども事業っているけれども事業っているけれども事業っているけれども事業系系系系のごみがのごみがのごみがのごみが横横横横ばいばいばいばい現状現状現状現状だとだとだとだと
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いうことがいうことがいうことがいうことが述べ述べ述べ述べられました。そこのとこられました。そこのとこられました。そこのとこられました。そこのところろろろ、、、、余余余余りりりり知知知知られていない実られていない実られていない実られていない実態態態態ではないかと思いまではないかと思いまではないかと思いまではないかと思いま

すので、すので、すので、すので、ぜぜぜぜひひひひそういったこともそういったこともそういったこともそういったことも十十十十分分分分啓啓啓啓発していただいて、事業発していただいて、事業発していただいて、事業発していただいて、事業者者者者側側側側にににに協協協協力力力力をををを求求求求めていくとめていくとめていくとめていくと

いうことが大事かと思いましたので、いうことが大事かと思いましたので、いうことが大事かと思いましたので、いうことが大事かと思いましたので、ぜぜぜぜひひひひその方その方その方その方向向向向で進めていただきたいと思うのです。で進めていただきたいと思うのです。で進めていただきたいと思うのです。で進めていただきたいと思うのです。

それともう１点、１０年ほどそれともう１点、１０年ほどそれともう１点、１０年ほどそれともう１点、１０年ほど前前前前にににに広域広域広域広域化に化に化に化に向向向向けて県がイけて県がイけて県がイけて県がイニニニニシシシシアアアアチチチチブブブブを発を発を発を発揮揮揮揮していただいしていただいしていただいしていただい

たことがあったのですが、うまくいかなかったというたことがあったのですが、うまくいかなかったというたことがあったのですが、うまくいかなかったというたことがあったのですが、うまくいかなかったという経経経経過過過過もあったと思います。そのこともあったと思います。そのこともあったと思います。そのこともあったと思います。そのこと

をををを踏踏踏踏まえて、今度の計まえて、今度の計まえて、今度の計まえて、今度の計画策画策画策画策定に当たっては定に当たっては定に当たっては定に当たっては十十十十分に市分に市分に市分に市町町町町村村村村をををを導導導導いていただきたいと思っておいていただきたいと思っておいていただきたいと思っておいていただきたいと思ってお

ります。ります。ります。ります。最最最最初に申し上げましたように、ごみの初に申し上げましたように、ごみの初に申し上げましたように、ごみの初に申し上げましたように、ごみの減減減減量量量量をををを土土土土台台台台にしているということが大事だにしているということが大事だにしているということが大事だにしているということが大事だ

と思っております。と思っております。と思っております。と思っております。

それから、それから、それから、それから、放放放放射射射射線線線線副副副副読読読読本のことですが、い本のことですが、い本のことですが、い本のことですが、いろろろろいいいいろろろろと研修を予定していただいているといと研修を予定していただいているといと研修を予定していただいているといと研修を予定していただいているとい

うことでうことでうことでうことで非常非常非常非常に大事な観点だと思いました。県に大事な観点だと思いました。県に大事な観点だと思いました。県に大事な観点だと思いました。県内内内内には奈良教育大学の長には奈良教育大学の長には奈良教育大学の長には奈良教育大学の長友友友友学長をは学長をは学長をは学長をはじじじじめとめとめとめと

してしてしてして放放放放射射射射線線線線のスペのスペのスペのスペシシシシャリスャリスャリスャリストトトトの方もおられるということで、の方もおられるということで、の方もおられるということで、の方もおられるということで、十十十十分に分に分に分に協協協協力力力力もしていただけるもしていただけるもしていただけるもしていただける

ということですので、大いに研修をということですので、大いに研修をということですので、大いに研修をということですので、大いに研修を深深深深めていただいてめていただいてめていただいてめていただいて子子子子どもたどもたどもたどもたちちちちののののニニニニーーーーズズズズにこたえていたにこたえていたにこたえていたにこたえていた

だきたいと思います。だきたいと思います。だきたいと思います。だきたいと思います。

そうなってきますと、このそうなってきますと、このそうなってきますと、このそうなってきますと、この放放放放射射射射線線線線副副副副読読読読本を本を本を本を新新新新年度、年度、年度、年度、使使使使ううううべべべべきでないと、きでないと、きでないと、きでないと、配配配配るるるるべべべべきでないきでないきでないきでない

と私は思うのですけれども、そこのと私は思うのですけれども、そこのと私は思うのですけれども、そこのと私は思うのですけれども、そこの決決決決断断断断が教育長にが教育長にが教育長にが教育長に求求求求められているのではないかと思うのめられているのではないかと思うのめられているのではないかと思うのめられているのではないかと思うの

です。この副です。この副です。この副です。この副読読読読本は本は本は本は随随随随分分分分昔昔昔昔から原発から原発から原発から原発安安安安全全全全神神神神話話話話をををを広広広広めることを第一のめることを第一のめることを第一のめることを第一の使使使使命命命命にしたようなにしたようなにしたようなにしたような財財財財団団団団

がつくっているものですから、これだけ今年度がつくっているものですから、これだけ今年度がつくっているものですから、これだけ今年度がつくっているものですから、これだけ今年度各各各各地で問地で問地で問地で問題題題題になっている中で、この副になっている中で、この副になっている中で、この副になっている中で、この副読読読読本本本本

にかわる教にかわる教にかわる教にかわる教材材材材が、いが、いが、いが、いろろろろいいいいろろろろな研究所でもつくられな研究所でもつくられな研究所でもつくられな研究所でもつくられ普普普普及及及及しししし始始始始めています。例えば、めています。例えば、めています。例えば、めています。例えば、福福福福島島島島大学大学大学大学

などもなどもなどもなども減減減減思思思思力力力力とととと向向向向かうというスかうというスかうというスかうというスロロロローーーーガガガガンで、げんしりンで、げんしりンで、げんしりンで、げんしりょょょょくというのは思くというのは思くというのは思くというのは思考考考考力力力力がががが減減減減るとるとるとると書書書書いいいい

てててて減減減減思思思思力力力力です。要するに、しっかり物をです。要するに、しっかり物をです。要するに、しっかり物をです。要するに、しっかり物を考考考考えられるような教えられるような教えられるような教えられるような教材材材材をつくをつくをつくをつくろろろろうという観点から、うという観点から、うという観点から、うという観点から、

放放放放射射射射線線線線のののの真真真真実についてい実についてい実についてい実についていろろろろんなんなんなんな角角角角度から度から度から度から迫迫迫迫ったものをつくられているようです。そうしたったものをつくられているようです。そうしたったものをつくられているようです。そうしたったものをつくられているようです。そうした

こともこともこともことも考考考考えますと、これは一方で研修をえますと、これは一方で研修をえますと、これは一方で研修をえますと、これは一方で研修を深深深深めていただいて、めていただいて、めていただいて、めていただいて、放放放放射射射射線線線線に対する正しいに対する正しいに対する正しいに対する正しい知識知識知識知識をををを

文文文文字字字字どおりどおりどおりどおり子子子子供供供供たたたたちちちちののののニニニニーーーーズズズズにこたえられるように教にこたえられるように教にこたえられるように教にこたえられるように教師師師師がががが身身身身につけるということをやるなにつけるということをやるなにつけるということをやるなにつけるということをやるな

らば、あの副らば、あの副らば、あの副らば、あの副読読読読本を本を本を本を使使使使うううう必必必必要がないのではないか。一要がないのではないか。一要がないのではないか。一要がないのではないか。一面面面面的にしか的にしか的にしか的にしか書書書書かれていないからかれていないからかれていないからかれていないから使使使使うううう

ととととむむむむししししろろろろ矛盾矛盾矛盾矛盾がががが起起起起こるわけです。そういう点では教育長のこるわけです。そういう点では教育長のこるわけです。そういう点では教育長のこるわけです。そういう点では教育長の決決決決断断断断がががが求求求求められると思うのですめられると思うのですめられると思うのですめられると思うのです

が、その点、が、その点、が、その点、が、その点、最後最後最後最後におにおにおにお聞聞聞聞きしておきたいと思います。きしておきたいと思います。きしておきたいと思います。きしておきたいと思います。

それから、それから、それから、それから、体罰体罰体罰体罰問問問問題題題題について言いますと、また本会議でも質問しますのでについて言いますと、また本会議でも質問しますのでについて言いますと、また本会議でも質問しますのでについて言いますと、また本会議でも質問しますので余余余余りりりり詳詳詳詳しくはしくはしくはしくは

言いませんけれども、やはり言いませんけれども、やはり言いませんけれども、やはり言いませんけれども、やはり根根根根本にある本にある本にある本にある勝利勝利勝利勝利至至至至上上上上主主主主義義義義、、、、結結結結果果果果主主主主義義義義というものが教というものが教というものが教というものが教師師師師をををを追追追追いいいい

込込込込み、こういうことになっていると思います。み、こういうことになっていると思います。み、こういうことになっていると思います。み、こういうことになっていると思います。

そういうことで言いますと、教そういうことで言いますと、教そういうことで言いますと、教そういうことで言いますと、教師師師師のののの病気病気病気病気休暇休暇休暇休暇のののの状況状況状況状況も出されましたけれども、も出されましたけれども、も出されましたけれども、も出されましたけれども、精神精神精神精神科科科科にににに
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勤勤勤勤める方などにめる方などにめる方などにめる方などに聞聞聞聞きますと、きますと、きますと、きますと、精神疾患精神疾患精神疾患精神疾患で通で通で通で通院院院院しながら教しながら教しながら教しながら教壇壇壇壇にににに立立立立っておられる教っておられる教っておられる教っておられる教師師師師はははは非常非常非常非常にににに

多多多多いということです。それだけスいということです。それだけスいということです。それだけスいということです。それだけストトトトレレレレス環境になるということを思いますと、こういったス環境になるということを思いますと、こういったス環境になるということを思いますと、こういったス環境になるということを思いますと、こういった

教育教育教育教育条条条条件の件の件の件の整備整備整備整備ということも進めなければ、ということも進めなければ、ということも進めなければ、ということも進めなければ、体罰体罰体罰体罰はははは根根根根絶できないという思いを絶できないという思いを絶できないという思いを絶できないという思いを強強強強めましためましためましためました

ので、これは意見として申し上げておきますので、ので、これは意見として申し上げておきますので、ので、これは意見として申し上げておきますので、ので、これは意見として申し上げておきますので、最後最後最後最後、、、、放放放放射射射射線線線線副副副副読読読読本についての教育長本についての教育長本についての教育長本についての教育長

のののの決決決決意をお意をお意をお意をお聞聞聞聞きしておきたいと思います。きしておきたいと思います。きしておきたいと思います。きしておきたいと思います。

○冨岡教育長○冨岡教育長○冨岡教育長○冨岡教育長 確確確確かに、言われていますように、原かに、言われていますように、原かに、言われていますように、原かに、言われていますように、原子力子力子力子力に関しましていに関しましていに関しましていに関しましていろろろろいいいいろろろろなものが研なものが研なものが研なものが研

究されてきているというのも事実だと思います。ただ、あの副究されてきているというのも事実だと思います。ただ、あの副究されてきているというのも事実だと思います。ただ、あの副究されてきているというのも事実だと思います。ただ、あの副読読読読本は、本は、本は、本は、国国国国が市が市が市が市町町町町村村村村の意見の意見の意見の意見

をををを集集集集約約約約して、して、して、して、直直直直接接接接国国国国から市から市から市から市町町町町村村村村の方の方の方の方へへへへ送送送送って学校って学校って学校って学校へへへへ届届届届ける。学校のける。学校のける。学校のける。学校のニニニニーーーーズズズズをををを聞聞聞聞いて、それいて、それいて、それいて、それ

を県がを県がを県がを県が集集集集約約約約してしてしてして国へ国へ国へ国へおおおお伝伝伝伝えして、えして、えして、えして、国国国国からからからから送送送送られている。もうられている。もうられている。もうられている。もう子子子子どものとこどものとこどものとこどものところろろろまでまでまでまで行行行行っておっておっておってお

ります。それを絶対ります。それを絶対ります。それを絶対ります。それを絶対間間間間違違違違っているのだということを県がっているのだということを県がっているのだということを県がっているのだということを県が断じ断じ断じ断じてててて回収回収回収回収する、またする、またする、またする、また経経経経費費費費をかけをかけをかけをかけ

てててて回収回収回収回収するということは、物するということは、物するということは、物するということは、物理理理理的にも的にも的にも的にも難難難難しいのかと思います。今、しいのかと思います。今、しいのかと思います。今、しいのかと思います。今、活用活用活用活用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

もももも現現現現実としてありますし、それはどこかといいますと、実としてありますし、それはどこかといいますと、実としてありますし、それはどこかといいますと、実としてありますし、それはどこかといいますと、被被被被曝曝曝曝したときの対したときの対したときの対したときの対応応応応をどうするかをどうするかをどうするかをどうするか

というとこというとこというとこというところろろろ。やはり。やはり。やはり。やはり先先先先生方は、その部分では生方は、その部分では生方は、その部分では生方は、その部分では使使使使っているみたいです。原っているみたいです。原っているみたいです。原っているみたいです。原子力子力子力子力のののの性性性性質もも質もも質もも質もも

ちろちろちろちろんんんん子子子子どもたどもたどもたどもたちちちちにににに伝伝伝伝えていますけれども、どう対えていますけれども、どう対えていますけれども、どう対えていますけれども、どう対応応応応するのか、そういうこともするのか、そういうこともするのか、そういうこともするのか、そういうことも伝伝伝伝えておえておえておえてお

りますので、それはりますので、それはりますので、それはりますので、それは難難難難しいのかと思っております。しいのかと思っております。しいのかと思っております。しいのかと思っております。

○藤野委員長○藤野委員長○藤野委員長○藤野委員長 それでは、これをもそれでは、これをもそれでは、これをもそれでは、これをもちちちちまして質疑をまして質疑をまして質疑をまして質疑を終終終終わります。わります。わります。わります。

なお、当委員会所なお、当委員会所なお、当委員会所なお、当委員会所管管管管事項に係る議案が事項に係る議案が事項に係る議案が事項に係る議案が追追追追加提出される場合には、当委員会を定例会中の加提出される場合には、当委員会を定例会中の加提出される場合には、当委員会を定例会中の加提出される場合には、当委員会を定例会中の

３月６日水３月６日水３月６日水３月６日水曜曜曜曜日の本会議日の本会議日の本会議日の本会議終了後終了後終了後終了後に再度開に再度開に再度開に再度開催催催催させていただくことになりますので、あらかさせていただくことになりますので、あらかさせていただくことになりますので、あらかさせていただくことになりますので、あらかじじじじ

めごめごめごめご了承了承了承了承願います。願います。願います。願います。

また、浅川議員から提案要望がありましたまた、浅川議員から提案要望がありましたまた、浅川議員から提案要望がありましたまた、浅川議員から提案要望がありました体罰体罰体罰体罰についての議員についての議員についての議員についての議員間討間討間討間討議の件ですが、正副議の件ですが、正副議の件ですが、正副議の件ですが、正副

委員長で委員長で委員長で委員長で検討検討検討検討をさせていただき、開をさせていただき、開をさせていただき、開をさせていただき、開催催催催するならば、するならば、するならば、するならば、内容内容内容内容、あるいは進め方について、また、あるいは進め方について、また、あるいは進め方について、また、あるいは進め方について、また

皆皆皆皆さん方のご意見をさん方のご意見をさん方のご意見をさん方のご意見を賜賜賜賜りたいと、このようにりたいと、このようにりたいと、このようにりたいと、このように考考考考えておりますので、ごえておりますので、ごえておりますので、ごえておりますので、ご理解理解理解理解よよよよろろろろしくお願いしくお願いしくお願いしくお願い

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。

それでは、これをもそれでは、これをもそれでは、これをもそれでは、これをもちちちちまして本日の委員会をまして本日の委員会をまして本日の委員会をまして本日の委員会を終終終終わります。ありがとうございました。わります。ありがとうございました。わります。ありがとうございました。わります。ありがとうございました。


