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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９月１３日（金） １３：０４～１４：２６平成２５年９月１３日（金） １３：０４～１４：２６平成２５年９月１３日（金） １３：０４～１４：２６平成２５年９月１３日（金） １３：０４～１４：２６

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

高柳 忠夫 委員長高柳 忠夫 委員長高柳 忠夫 委員長高柳 忠夫 委員長

粒谷 友示 副委員長粒谷 友示 副委員長粒谷 友示 副委員長粒谷 友示 副委員長

宮木 健一 委員宮木 健一 委員宮木 健一 委員宮木 健一 委員

阪口 保 委員阪口 保 委員阪口 保 委員阪口 保 委員

猪奥 美里 委員猪奥 美里 委員猪奥 美里 委員猪奥 美里 委員

大坪 宏通 委員大坪 宏通 委員大坪 宏通 委員大坪 宏通 委員

宮本 次郎 委員宮本 次郎 委員宮本 次郎 委員宮本 次郎 委員

上田 悟 委員上田 悟 委員上田 悟 委員上田 悟 委員

新谷新谷新谷新谷 綋一 委員一 委員一 委員一 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 ２名２名２名２名

議 事議 事議 事議 事

（１）９月定例県議会提出予定議案等について（１）９月定例県議会提出予定議案等について（１）９月定例県議会提出予定議案等について（１）９月定例県議会提出予定議案等について

（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〉

○高柳委員長○高柳委員長○高柳委員長○高柳委員長 ただいまの説明、報告またはその他の事項も含めて、質疑があればご発言ただいまの説明、報告またはその他の事項も含めて、質疑があればご発言ただいまの説明、報告またはその他の事項も含めて、質疑があればご発言ただいまの説明、報告またはその他の事項も含めて、質疑があればご発言

願います。願います。願います。願います。

○宮本委員○宮本委員○宮本委員○宮本委員 では、最初に質問させていただきます。では、最初に質問させていただきます。では、最初に質問させていただきます。では、最初に質問させていただきます。

３点ほどお聞きしたいのですが、１点目は、県立高校をはじめとする学校の空調設備に３点ほどお聞きしたいのですが、１点目は、県立高校をはじめとする学校の空調設備に３点ほどお聞きしたいのですが、１点目は、県立高校をはじめとする学校の空調設備に３点ほどお聞きしたいのですが、１点目は、県立高校をはじめとする学校の空調設備に

ついてお聞きしたいと思います。ことしの夏、大変暑い日が続きました。県内の市町村立ついてお聞きしたいと思います。ことしの夏、大変暑い日が続きました。県内の市町村立ついてお聞きしたいと思います。ことしの夏、大変暑い日が続きました。県内の市町村立ついてお聞きしたいと思います。ことしの夏、大変暑い日が続きました。県内の市町村立

小・中学校や県立高校においても、７月の終わりや、また９月に入っても残暑が厳しいと小・中学校や県立高校においても、７月の終わりや、また９月に入っても残暑が厳しいと小・中学校や県立高校においても、７月の終わりや、また９月に入っても残暑が厳しいと小・中学校や県立高校においても、７月の終わりや、また９月に入っても残暑が厳しいと

いうことで、体育の授業、あるいは日常の授業の中でも、教室の気温が非常に上がっていいうことで、体育の授業、あるいは日常の授業の中でも、教室の気温が非常に上がっていいうことで、体育の授業、あるいは日常の授業の中でも、教室の気温が非常に上がっていいうことで、体育の授業、あるいは日常の授業の中でも、教室の気温が非常に上がってい

るということです。何年か前にも一度お聞きしたことがありますが、現在の県立高校、あるということです。何年か前にも一度お聞きしたことがありますが、現在の県立高校、あるということです。何年か前にも一度お聞きしたことがありますが、現在の県立高校、あるということです。何年か前にも一度お聞きしたことがありますが、現在の県立高校、あ

るいは市町村立小・中学校における空調設備の設置状況は、幾つか前進した面もあるとはるいは市町村立小・中学校における空調設備の設置状況は、幾つか前進した面もあるとはるいは市町村立小・中学校における空調設備の設置状況は、幾つか前進した面もあるとはるいは市町村立小・中学校における空調設備の設置状況は、幾つか前進した面もあるとは
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思うのですが、その設置状況をまずはお聞きしておきたいと思います。思うのですが、その設置状況をまずはお聞きしておきたいと思います。思うのですが、その設置状況をまずはお聞きしておきたいと思います。思うのですが、その設置状況をまずはお聞きしておきたいと思います。

もう１点は、県立高校で空調設備が設置される場合に、多くの場合はＰＴＡや育友会なもう１点は、県立高校で空調設備が設置される場合に、多くの場合はＰＴＡや育友会なもう１点は、県立高校で空調設備が設置される場合に、多くの場合はＰＴＡや育友会なもう１点は、県立高校で空調設備が設置される場合に、多くの場合はＰＴＡや育友会な

どが購入して、そして学校の設備を借りるという形でリース契約により設置をする場合がどが購入して、そして学校の設備を借りるという形でリース契約により設置をする場合がどが購入して、そして学校の設備を借りるという形でリース契約により設置をする場合がどが購入して、そして学校の設備を借りるという形でリース契約により設置をする場合が

多いとお聞きしております。その場合に、リース代や電気代などを生徒が負担することに多いとお聞きしております。その場合に、リース代や電気代などを生徒が負担することに多いとお聞きしております。その場合に、リース代や電気代などを生徒が負担することに多いとお聞きしております。その場合に、リース代や電気代などを生徒が負担することに

なるわけですが、その額が、およそ年間で１万円近くになるということで、昨今の経済状なるわけですが、その額が、およそ年間で１万円近くになるということで、昨今の経済状なるわけですが、その額が、およそ年間で１万円近くになるということで、昨今の経済状なるわけですが、その額が、およそ年間で１万円近くになるということで、昨今の経済状

況が悪い中で非常に負担感が強いという声をお聞きします。高校授業料無償化が進められ況が悪い中で非常に負担感が強いという声をお聞きします。高校授業料無償化が進められ況が悪い中で非常に負担感が強いという声をお聞きします。高校授業料無償化が進められ況が悪い中で非常に負担感が強いという声をお聞きします。高校授業料無償化が進められ

ている中でこうした経費負担についてどう考えたらいいのかということもお聞きしておきている中でこうした経費負担についてどう考えたらいいのかということもお聞きしておきている中でこうした経費負担についてどう考えたらいいのかということもお聞きしておきている中でこうした経費負担についてどう考えたらいいのかということもお聞きしておき

たいと思います。たいと思います。たいと思います。たいと思います。

２点目は、就学援助にかかわる問題であります。全国で１５６万人が利用している就学２点目は、就学援助にかかわる問題であります。全国で１５６万人が利用している就学２点目は、就学援助にかかわる問題であります。全国で１５６万人が利用している就学２点目は、就学援助にかかわる問題であります。全国で１５６万人が利用している就学

援助の制度ですが、これはご承知のように、憲法第２６条に定める、義務教育はこれを無援助の制度ですが、これはご承知のように、憲法第２６条に定める、義務教育はこれを無援助の制度ですが、これはご承知のように、憲法第２６条に定める、義務教育はこれを無援助の制度ですが、これはご承知のように、憲法第２６条に定める、義務教育はこれを無

償とするいう条項の具体化でつくられている制度であり、学校教育法第１９条では、経済償とするいう条項の具体化でつくられている制度であり、学校教育法第１９条では、経済償とするいう条項の具体化でつくられている制度であり、学校教育法第１９条では、経済償とするいう条項の具体化でつくられている制度であり、学校教育法第１９条では、経済

的理由によって就学困的理由によって就学困的理由によって就学困的理由によって就学困難難難難とととと認認認認められる学められる学められる学められる学齢児童齢児童齢児童齢児童生徒の保生徒の保生徒の保生徒の保護者護者護者護者にににに対対対対して、市町村はして、市町村はして、市町村はして、市町村は必要必要必要必要な援な援な援な援

助を助を助を助を与与与与えなければならないとえなければならないとえなければならないとえなければならないと規規規規定されておりまして、就学援助の制度によって学業が保定されておりまして、就学援助の制度によって学業が保定されておりまして、就学援助の制度によって学業が保定されておりまして、就学援助の制度によって学業が保障障障障

されるということがされるということがされるということがされるということが広広広広がっていると思います。とこがっていると思います。とこがっていると思います。とこがっていると思います。ところろろろが、昨今のが、昨今のが、昨今のが、昨今の社社社社会保会保会保会保障改革障改革障改革障改革の中で、生の中で、生の中で、生の中で、生

活活活活保保保保護基準護基準護基準護基準をををを引引引引きききき下げ下げ下げ下げることが具体化されることが具体化されることが具体化されることが具体化され始始始始めています。生めています。生めています。生めています。生活活活活保保保保護基準護基準護基準護基準がががが下下下下がることによがることによがることによがることによ

って生って生って生って生活活活活保保保保護護護護費の費の費の費の受給者受給者受給者受給者がががが減減減減っていくことになりますと、就学援助をっていくことになりますと、就学援助をっていくことになりますと、就学援助をっていくことになりますと、就学援助を受受受受けられるけられるけられるけられる児童児童児童児童生徒生徒生徒生徒

に、非常に大きな影に、非常に大きな影に、非常に大きな影に、非常に大きな影響響響響がががが及ぶ及ぶ及ぶ及ぶのではないかとのではないかとのではないかとのではないかと心配心配心配心配をしているとこをしているとこをしているとこをしているところろろろです。そこで、県内のです。そこで、県内のです。そこで、県内のです。そこで、県内の

就学援助の現在の就学援助の現在の就学援助の現在の就学援助の現在の受給受給受給受給状況と、今状況と、今状況と、今状況と、今般般般般の生の生の生の生活活活活保保保保護基準引護基準引護基準引護基準引きききき下げ下げ下げ下げ等に等に等に等に伴伴伴伴う影う影う影う影響響響響はどうなっていはどうなっていはどうなっていはどうなってい

るのかをお聞きしておきたいと思います。るのかをお聞きしておきたいと思います。るのかをお聞きしておきたいと思います。るのかをお聞きしておきたいと思います。

最最最最後後後後に、に、に、に、同同同同じく学校教育にかかわる保じく学校教育にかかわる保じく学校教育にかかわる保じく学校教育にかかわる保護者護者護者護者の費用負担の問題でいいますと、例えばの費用負担の問題でいいますと、例えばの費用負担の問題でいいますと、例えばの費用負担の問題でいいますと、例えば絵絵絵絵のののの

具具具具セットセットセットセットやややや習字セット習字セット習字セット習字セット、あるいは、あるいは、あるいは、あるいは裁縫セット裁縫セット裁縫セット裁縫セット、さらには小学校の１年生などで、さらには小学校の１年生などで、さらには小学校の１年生などで、さらには小学校の１年生などで使使使使いますいますいますいます数数数数

図ブロック図ブロック図ブロック図ブロックというものがありますが、こういったというものがありますが、こういったというものがありますが、こういったというものがありますが、こういった個個個個人人人人持ち持ち持ち持ちの教の教の教の教材材材材あるいは学用あるいは学用あるいは学用あるいは学用品品品品の費用負の費用負の費用負の費用負

担が年担が年担が年担が年 々々々々大きくなっているのではないかという声をお聞きしております。例えば大きくなっているのではないかという声をお聞きしております。例えば大きくなっているのではないかという声をお聞きしております。例えば大きくなっているのではないかという声をお聞きしております。例えば絵絵絵絵の具の具の具の具セセセセ

ットットットットなどでいいますと、などでいいますと、などでいいますと、などでいいますと、カタログカタログカタログカタログをををを子子子子どもがどもがどもがどもが持ち帰持ち帰持ち帰持ち帰ってきて、４ってきて、４ってきて、４ってきて、４，，，，０００円、３０００円、３０００円、３０００円、３，，，，００００００００００００

円などのさま円などのさま円などのさま円などのさまざざざざまなまなまなまな商品商品商品商品の中からの中からの中からの中から選ぶ選ぶ選ぶ選ぶ形をとります。どうしても形をとります。どうしても形をとります。どうしても形をとります。どうしてもクラクラクラクラスの友スの友スの友スの友達達達達とととと同同同同じようじようじようじよう

な形で購入をな形で購入をな形で購入をな形で購入を求求求求めるめるめるめる子子子子どもの声がありますので、保どもの声がありますので、保どもの声がありますので、保どもの声がありますので、保護者護者護者護者としては負担することになりますとしては負担することになりますとしては負担することになりますとしては負担することになります

し、またし、またし、またし、また同時同時同時同時に、ずっとに、ずっとに、ずっとに、ずっと使使使使い続ける教い続ける教い続ける教い続ける教材材材材や学用や学用や学用や学用品品品品であればであればであればであれば納得納得納得納得もできるのですが、１学もできるのですが、１学もできるのですが、１学もできるのですが、１学期期期期

間あるいは２学間あるいは２学間あるいは２学間あるいは２学期期期期間間間間程程程程度度度度使使使使って、って、って、って、後後後後はずっとはずっとはずっとはずっと使使使使わないということになります。もわないということになります。もわないということになります。もわないということになります。もちろん家ちろん家ちろん家ちろん家

庭庭庭庭でもでもでもでも繰繰繰繰りりりり返返返返しししし使使使使えばいいわけですが、そうもならないということになりますと、えばいいわけですが、そうもならないということになりますと、えばいいわけですが、そうもならないということになりますと、えばいいわけですが、そうもならないということになりますと、結結結結局、局、局、局、

このいっときのこのいっときのこのいっときのこのいっときの必要必要必要必要な教な教な教な教材材材材や学用や学用や学用や学用品品品品のためにのためにのためにのために相当相当相当相当な負担をしなければならないということな負担をしなければならないということな負担をしなければならないということな負担をしなければならないということ
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から、小・中学校などで義務教育は無償だといいながら、こういったものが非常に大きなから、小・中学校などで義務教育は無償だといいながら、こういったものが非常に大きなから、小・中学校などで義務教育は無償だといいながら、こういったものが非常に大きなから、小・中学校などで義務教育は無償だといいながら、こういったものが非常に大きな

負担になるという声をお聞きしています。負担になるという声をお聞きしています。負担になるという声をお聞きしています。負担になるという声をお聞きしています。

ももももちろんちろんちろんちろん教育予教育予教育予教育予算算算算がががが増増増増額されて、こういったものが学校の備額されて、こういったものが学校の備額されて、こういったものが学校の備額されて、こういったものが学校の備品品品品としてとしてとしてとして使使使使えるように、常えるように、常えるように、常えるように、常

時時時時学校に置いてあるような状況になるのが学校に置いてあるような状況になるのが学校に置いてあるような状況になるのが学校に置いてあるような状況になるのが望望望望ましいと思うのですが、そうならないまでも、ましいと思うのですが、そうならないまでも、ましいと思うのですが、そうならないまでも、ましいと思うのですが、そうならないまでも、

例えば例えば例えば例えば鍵盤ハ鍵盤ハ鍵盤ハ鍵盤ハーーーーモニカモニカモニカモニカなどですと、口になどですと、口になどですと、口になどですと、口に接接接接する部する部する部する部品品品品だけをだけをだけをだけを買買買買えば、学校に本体を置いてあえば、学校に本体を置いてあえば、学校に本体を置いてあえば、学校に本体を置いてあ

りますので、保りますので、保りますので、保りますので、保護者護者護者護者負担を負担を負担を負担を軽軽軽軽くくくく抑抑抑抑えるようなえるようなえるようなえるような取取取取りりりり組み組み組み組みもあると聞いております。そういっもあると聞いております。そういっもあると聞いております。そういっもあると聞いております。そういっ

た義務教育の場面で保た義務教育の場面で保た義務教育の場面で保た義務教育の場面で保護者護者護者護者の負担が大きくなるような教の負担が大きくなるような教の負担が大きくなるような教の負担が大きくなるような教材材材材や学用や学用や学用や学用品品品品の問題について、負担の問題について、負担の問題について、負担の問題について、負担

をををを軽減軽減軽減軽減するために県としても何かするために県としても何かするために県としても何かするために県としても何か取取取取りりりり組むべ組むべ組むべ組むべきではないかと思うのですが、その点お考えきではないかと思うのですが、その点お考えきではないかと思うのですが、その点お考えきではないかと思うのですが、その点お考え

をお聞きしておきたいと思います。をお聞きしておきたいと思います。をお聞きしておきたいと思います。をお聞きしておきたいと思います。以以以以上です。上です。上です。上です。

○吉尾学校支援課長○吉尾学校支援課長○吉尾学校支援課長○吉尾学校支援課長 県立高校等の空調設備の設置状況につきまして、ご質問にお県立高校等の空調設備の設置状況につきまして、ご質問にお県立高校等の空調設備の設置状況につきまして、ご質問にお県立高校等の空調設備の設置状況につきまして、ご質問にお答答答答えさえさえさえさ

せていただきます。せていただきます。せていただきます。せていただきます。

県立高校におけます空調設備につきましては、平成２５年９月１日現在でご県立高校におけます空調設備につきましては、平成２５年９月１日現在でご県立高校におけます空調設備につきましては、平成２５年９月１日現在でご県立高校におけます空調設備につきましては、平成２５年９月１日現在でござざざざいますが、いますが、いますが、いますが、

全保全保全保全保有有有有教室教室教室教室数数数数２２２２，，，，６１６教室に６１６教室に６１６教室に６１６教室に対対対対し、１し、１し、１し、１，，，，１３１３１３１３８８８８教室に設置しており、設置教室に設置しており、設置教室に設置しており、設置教室に設置しており、設置率率率率は４３は４３は４３は４３．．．．

５５５５％％％％となっております。そのうとなっております。そのうとなっております。そのうとなっております。そのうち普ち普ち普ち普通教室につきましては、全体７１４教室のう通教室につきましては、全体７１４教室のう通教室につきましては、全体７１４教室のう通教室につきましては、全体７１４教室のうちちちち３６２３６２３６２３６２

教室、５０教室、５０教室、５０教室、５０．．．．７７７７％％％％の設置でごの設置でごの設置でごの設置でござざざざいます。さらにそのういます。さらにそのういます。さらにそのういます。さらにそのうちちちち、体温調、体温調、体温調、体温調節節節節が困が困が困が困難難難難な生徒が通学さな生徒が通学さな生徒が通学さな生徒が通学さ

れておりましたれておりましたれておりましたれておりました特別特別特別特別な事な事な事な事情情情情があった２校２教室はがあった２校２教室はがあった２校２教室はがあった２校２教室は公公公公費で費で費で費で配配配配置いたしております。残りは置いたしております。残りは置いたしております。残りは置いたしております。残りは行行行行

政財産政財産政財産政財産のののの使使使使用用用用許可許可許可許可をををを受受受受けまして、ＰＴＡ等が設置しているものが１３校３６０教室でごけまして、ＰＴＡ等が設置しているものが１３校３６０教室でごけまして、ＰＴＡ等が設置しているものが１３校３６０教室でごけまして、ＰＴＡ等が設置しているものが１３校３６０教室でござざざざ

います。さらに保います。さらに保います。さらに保います。さらに保護者護者護者護者が負担されておりますリース代、電気代のが負担されておりますリース代、電気代のが負担されておりますリース代、電気代のが負担されておりますリース代、電気代のランニングコランニングコランニングコランニングコスススストトトトについについについについ

てですが、ＰＴＡ等による空調設備設置につきましては、そのてですが、ＰＴＡ等による空調設備設置につきましては、そのてですが、ＰＴＡ等による空調設備設置につきましては、そのてですが、ＰＴＡ等による空調設備設置につきましては、その総総総総会におかれましてＰＴＡ会におかれましてＰＴＡ会におかれましてＰＴＡ会におかれましてＰＴＡ

等の等の等の等の総意総意総意総意として、として、として、として、ランニングコランニングコランニングコランニングコスススストトトトの負担も含め設置することをの負担も含め設置することをの負担も含め設置することをの負担も含め設置することを決決決決定され、県に定され、県に定され、県に定され、県に対対対対してしてしてして行行行行

政財産政財産政財産政財産のののの使使使使用用用用許可許可許可許可をををを申請申請申請申請されたものでごされたものでごされたものでごされたものでござざざざいます。県ではＰＴＡ等からのいます。県ではＰＴＡ等からのいます。県ではＰＴＡ等からのいます。県ではＰＴＡ等からの申請時申請時申請時申請時にににに許可権許可権許可権許可権

限者限者限者限者といたしまして、費用負担がといたしまして、費用負担がといたしまして、費用負担がといたしまして、費用負担が極端極端極端極端にににに過過過過度になっていないか等を度になっていないか等を度になっていないか等を度になっていないか等を確認確認確認確認してしてしてして使使使使用用用用許可許可許可許可をををを与与与与

えております。そのえております。そのえております。そのえております。その結果結果結果結果、保、保、保、保護者護者護者護者の費用負担が１人の費用負担が１人の費用負担が１人の費用負担が１人当当当当たり月額たり月額たり月額たり月額８８８８００円００円００円００円程程程程度であること、度であること、度であること、度であること、

また生また生また生また生活活活活困困困困窮者窮者窮者窮者にににに対対対対しましてはしましてはしましてはしましては減免減免減免減免制度を設けている学校もあることを制度を設けている学校もあることを制度を設けている学校もあることを制度を設けている学校もあることを確認確認確認確認いたしておりいたしておりいたしておりいたしており

ます。ます。ます。ます。

次に、小・中学校についてのご質問もご次に、小・中学校についてのご質問もご次に、小・中学校についてのご質問もご次に、小・中学校についてのご質問もござざざざいました。小・中学校につきましては、平成いました。小・中学校につきましては、平成いました。小・中学校につきましては、平成いました。小・中学校につきましては、平成

２２年１０月の２２年１０月の２２年１０月の２２年１０月の文文文文部部部部科科科科学学学学省省省省調調調調査査査査のののの資資資資料が料が料が料が直直直直近でご近でご近でご近でござざざざいます。これにいます。これにいます。これにいます。これに基づ基づ基づ基づきご報告させていきご報告させていきご報告させていきご報告させてい

ただきますが、小学校のただきますが、小学校のただきますが、小学校のただきますが、小学校の普普普普通教室につきましては、３通教室につきましては、３通教室につきましては、３通教室につきましては、３，，，，３３３３８８８８０室に０室に０室に０室に対対対対しまして１６０教室しまして１６０教室しまして１６０教室しまして１６０教室

のののの配配配配置、４置、４置、４置、４．．．．７７７７％％％％でごでごでごでござざざざいます。中学校につきましては、います。中学校につきましては、います。中学校につきましては、います。中学校につきましては、普普普普通教室１通教室１通教室１通教室１，，，，４０４教室に４０４教室に４０４教室に４０４教室に対対対対しししし

まして４７教室、３まして４７教室、３まして４７教室、３まして４７教室、３．．．．３３３３％％％％でごでごでごでござざざざいました。いました。いました。いました。以以以以上でご上でご上でご上でござざざざいます。います。います。います。
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○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 ２点質問をいただきました。２点質問をいただきました。２点質問をいただきました。２点質問をいただきました。

１点目ですが、就学援助における生１点目ですが、就学援助における生１点目ですが、就学援助における生１点目ですが、就学援助における生活活活活保保保保護基準護基準護基準護基準のののの引引引引きききき下げ下げ下げ下げの影の影の影の影響響響響はどうかということではどうかということではどうかということではどうかということで

ごごごござざざざいます。現在、経済的理由により就学が困います。現在、経済的理由により就学が困います。現在、経済的理由により就学が困います。現在、経済的理由により就学が困難難難難なななな子子子子どもたどもたどもたどもたちちちちの教育にの教育にの教育にの教育に必要必要必要必要な保な保な保な保護者護者護者護者負担負担負担負担

をををを軽減軽減軽減軽減するための制度といたしましては、するための制度といたしましては、するための制度といたしましては、するための制度といたしましては、要要要要保保保保護児童護児童護児童護児童生徒援助費生徒援助費生徒援助費生徒援助費補補補補助金、それから、助金、それから、助金、それから、助金、それから、準要準要準要準要

保保保保護児童護児童護児童護児童生徒援助費生徒援助費生徒援助費生徒援助費補補補補助金がご助金がご助金がご助金がござざざざいます。それいます。それいます。それいます。それぞぞぞぞれ国れ国れ国れ国庫補庫補庫補庫補助金や助金や助金や助金や地方交付税措地方交付税措地方交付税措地方交付税措置によりま置によりま置によりま置によりま

して、いずれも市町村がして、いずれも市町村がして、いずれも市町村がして、いずれも市町村が実施実施実施実施しております。しております。しております。しております。

受給受給受給受給状況でご状況でご状況でご状況でござざざざいますが、いますが、いますが、いますが、要要要要保保保保護児童護児童護児童護児童生徒援助費につきましては、平成２４年度は県内生徒援助費につきましては、平成２４年度は県内生徒援助費につきましては、平成２４年度は県内生徒援助費につきましては、平成２４年度は県内

の小・中学校を合わせまして４１２名でごの小・中学校を合わせまして４１２名でごの小・中学校を合わせまして４１２名でごの小・中学校を合わせまして４１２名でござざざざいます。います。います。います。準要準要準要準要保保保保護児童護児童護児童護児童生徒援助費は生徒援助費は生徒援助費は生徒援助費は同同同同じくじくじくじく

小・中学校を合わせまして１万１小・中学校を合わせまして１万１小・中学校を合わせまして１万１小・中学校を合わせまして１万１，，，，０４０４０４０４８８８８人となっております。お人となっております。お人となっております。お人となっております。お尋ね尋ね尋ね尋ねの今の今の今の今回回回回の生の生の生の生活扶活扶活扶活扶助助助助

基準基準基準基準のののの見直見直見直見直しにつきましては、平成２５年しにつきましては、平成２５年しにつきましては、平成２５年しにつきましては、平成２５年８８８８月から平成２７年度までの３年月から平成２７年度までの３年月から平成２７年度までの３年月から平成２７年度までの３年程程程程度かけて度かけて度かけて度かけて段段段段

階階階階的に的に的に的に実施実施実施実施されるということでごされるということでごされるということでごされるということでござざざざいます。います。います。います。文文文文部部部部科科科科学学学学省省省省では小・中学校のでは小・中学校のでは小・中学校のでは小・中学校の児童児童児童児童生徒に生徒に生徒に生徒に対対対対すすすす

る就学援助制度には、できるる就学援助制度には、できるる就学援助制度には、できるる就学援助制度には、できる限限限限り影り影り影り影響響響響がががが及及及及ばないようにするという考えのもとに、平成２ばないようにするという考えのもとに、平成２ばないようにするという考えのもとに、平成２ばないようにするという考えのもとに、平成２

５年度の５年度の５年度の５年度の対応対応対応対応としては、年度としては、年度としては、年度としては、年度当当当当初に初に初に初に要要要要保保保保護者護者護者護者として就学援助をとして就学援助をとして就学援助をとして就学援助を受受受受けていたけていたけていたけていた者者者者で、で、で、で、引引引引き続きき続きき続きき続き

特特特特に困に困に困に困窮窮窮窮している市町村がしている市町村がしている市町村がしている市町村が認認認認めためためためた世帯世帯世帯世帯については、そのままについては、そのままについては、そのままについては、そのまま要要要要保保保保護者護者護者護者としての国としての国としての国としての国庫補庫補庫補庫補助助助助申申申申

請請請請をををを認認認認めるめるめるめる取取取取りりりり扱扱扱扱いとされたとこいとされたとこいとされたとこいとされたところろろろでごでごでごでござざざざいます。また、います。また、います。また、います。また、準要準要準要準要保保保保護者護者護者護者にににに対対対対する就学援助にする就学援助にする就学援助にする就学援助に

ついては、これはついては、これはついては、これはついては、これは各各各各市町村の市町村の市町村の市町村の単独単独単独単独事業になりますけれども、事業になりますけれども、事業になりますけれども、事業になりますけれども、各各各各市町村に市町村に市町村に市町村に対対対対しましてしましてしましてしまして要要要要保保保保護護護護

者者者者にににに対対対対する国のする国のする国のする国の対応方針対応方針対応方針対応方針を説明し、そのを説明し、そのを説明し、そのを説明し、その趣旨趣旨趣旨趣旨を理を理を理を理解解解解した上でした上でした上でした上で各各各各市町村において市町村において市町村において市町村において判断判断判断判断するこするこするこするこ

ととしているとこととしているとこととしているとこととしているところろろろでごでごでごでござざざざいます。います。います。います。

県教育委員会の立場といたしましては、これら国の県教育委員会の立場といたしましては、これら国の県教育委員会の立場といたしましては、これら国の県教育委員会の立場といたしましては、これら国の対応対応対応対応については本年２月については本年２月については本年２月については本年２月以降以降以降以降、５、５、５、５回回回回

にわたりにわたりにわたりにわたり文文文文部部部部科科科科学学学学省省省省から通知をから通知をから通知をから通知を受受受受けたけたけたけた都都都都度、度、度、度、各各各各市町村教育委員会に市町村教育委員会に市町村教育委員会に市町村教育委員会に対対対対して、国のして、国のして、国のして、国の取取取取りりりり扱扱扱扱いいいい

のののの趣旨趣旨趣旨趣旨を理を理を理を理解解解解してしてしてして対応対応対応対応されるよう通知したとこされるよう通知したとこされるよう通知したとこされるよう通知したところろろろでごでごでごでござざざざいます。幾つかの市に今います。幾つかの市に今います。幾つかの市に今います。幾つかの市に今回回回回のののの見直見直見直見直

しによります影しによります影しによります影しによります影響響響響はどうかということについて、影はどうかということについて、影はどうかということについて、影はどうかということについて、影響響響響をををを受受受受けるけるけるける児童児童児童児童生徒の生徒の生徒の生徒の有有有有無等、電無等、電無等、電無等、電話確話確話確話確

認認認認をしたとこをしたとこをしたとこをしたところろろろ、現在、、現在、、現在、、現在、確認作確認作確認作確認作業中であるという市もご業中であるという市もご業中であるという市もご業中であるという市もござざざざいまして、全体いまして、全体いまして、全体いまして、全体把握把握把握把握はまだできはまだできはまだできはまだでき

ておりませておりませておりませておりませんんんんけれども、けれども、けれども、けれども、旧基準採旧基準採旧基準採旧基準採用での用での用での用での対応対応対応対応を示を示を示を示唆唆唆唆している市町村もかなりしている市町村もかなりしている市町村もかなりしている市町村もかなり見受見受見受見受けられてけられてけられてけられて

いるとこいるとこいるとこいるところろろろでごでごでごでござざざざいます。います。います。います。

それから２点目、学校それから２点目、学校それから２点目、学校それから２点目、学校徴収徴収徴収徴収金についてですが、金についてですが、金についてですが、金についてですが、各各各各学校で学校で学校で学校で使使使使用します教用します教用します教用します教材材材材費等の保費等の保費等の保費等の保護者護者護者護者負負負負

担については、市町村教育委員会の担については、市町村教育委員会の担については、市町村教育委員会の担については、市町村教育委員会の指導指導指導指導のもとにのもとにのもとにのもとに過過過過度の負担にならないようにという度の負担にならないようにという度の負担にならないようにという度の負担にならないようにという配慮配慮配慮配慮

をしながら、をしながら、をしながら、をしながら、各各各各学校で学校で学校で学校で決決決決めているものでごめているものでごめているものでごめているものでござざざざいます。県がいます。県がいます。県がいます。県が直接直接直接直接関関関関与与与与できるものではないとできるものではないとできるものではないとできるものではないと

考えているとこ考えているとこ考えているとこ考えているところろろろですが、ですが、ですが、ですが、各各各各市町村においては、市町村においては、市町村においては、市町村においては、先先先先ほどほどほどほど申申申申し上し上し上し上げげげげましたように、経済的理ましたように、経済的理ましたように、経済的理ましたように、経済的理

由で就学困由で就学困由で就学困由で就学困難難難難なななな子子子子どもの保どもの保どもの保どもの保護者護者護者護者負担を負担を負担を負担を軽減軽減軽減軽減するために、学用するために、学用するために、学用するために、学用品品品品費等を費等を費等を費等を支給支給支給支給する就学援助のする就学援助のする就学援助のする就学援助の
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制度が制度が制度が制度が各各各各市町村ごとに設けられておりますので、委員お市町村ごとに設けられておりますので、委員お市町村ごとに設けられておりますので、委員お市町村ごとに設けられておりますので、委員お述べ述べ述べ述べのののの趣旨趣旨趣旨趣旨は理は理は理は理解解解解できるとこできるとこできるとこできるところろろろでででで

ごごごござざざざいます。県教育委員会といたしましては、います。県教育委員会といたしましては、います。県教育委員会といたしましては、います。県教育委員会といたしましては、各各各各市町村において市町村において市町村において市町村において実施実施実施実施されている就学援助されている就学援助されている就学援助されている就学援助

制度が制度が制度が制度が適切適切適切適切かつかつかつかつ有効有効有効有効にににに機能機能機能機能するように、するように、するように、するように、再再再再度度度度確認確認確認確認をしてまいりたいと考えております。をしてまいりたいと考えております。をしてまいりたいと考えております。をしてまいりたいと考えております。以以以以

上でご上でご上でご上でござざざざいます。います。います。います。

○宮本委員○宮本委員○宮本委員○宮本委員 それそれそれそれぞぞぞぞれごれごれごれご答弁答弁答弁答弁ありがとうごありがとうごありがとうごありがとうござざざざいました。いました。いました。いました。

空調設備につきましては、現在、県立高校で１３校に設置ということですので、まだ空調設備につきましては、現在、県立高校で１３校に設置ということですので、まだ空調設備につきましては、現在、県立高校で１３校に設置ということですので、まだ空調設備につきましては、現在、県立高校で１３校に設置ということですので、まだ半半半半

数以数以数以数以上の学校は設置がされていないという状況です。願わくば全ての高校に設置される上の学校は設置がされていないという状況です。願わくば全ての高校に設置される上の学校は設置がされていないという状況です。願わくば全ての高校に設置される上の学校は設置がされていないという状況です。願わくば全ての高校に設置される方方方方

向向向向で、費用負担についても、で、費用負担についても、で、費用負担についても、で、費用負担についても、減免減免減免減免制度を設けている学校もあるということですので、こう制度を設けている学校もあるということですので、こう制度を設けている学校もあるということですので、こう制度を設けている学校もあるということですので、こう

いった進いった進いった進いった進んんんんだだだだ取取取取りりりり組み組み組み組みををををぜひ周ぜひ周ぜひ周ぜひ周知していただいて、１知していただいて、１知していただいて、１知していただいて、１カカカカ月月月月８８８８００円といえども非常に負担００円といえども非常に負担００円といえども非常に負担００円といえども非常に負担

感を感じるという経済状況のご感を感じるという経済状況のご感を感じるという経済状況のご感を感じるという経済状況のご家庭家庭家庭家庭もあもあもあもあろろろろうかと思いますので、その点はうかと思いますので、その点はうかと思いますので、その点はうかと思いますので、その点はぜひ配慮ぜひ配慮ぜひ配慮ぜひ配慮していしていしていしてい

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

同時同時同時同時に、小・中学校の設置でいうと、３に、小・中学校の設置でいうと、３に、小・中学校の設置でいうと、３に、小・中学校の設置でいうと、３．．．．３３３３％％％％とまだまだおくれております。このとまだまだおくれております。このとまだまだおくれております。このとまだまだおくれております。この数数数数年年年年

の暑さの状況からの暑さの状況からの暑さの状況からの暑さの状況から扇風機扇風機扇風機扇風機を設置したとこを設置したとこを設置したとこを設置したところろろろもももも広広広広がりつつあるとは聞いておりますが、中にがりつつあるとは聞いておりますが、中にがりつつあるとは聞いておりますが、中にがりつつあるとは聞いておりますが、中に

はははは扇風機扇風機扇風機扇風機の設置もまだの設置もまだの設置もまだの設置もまだ見見見見通しがないことから、お通しがないことから、お通しがないことから、お通しがないことから、お昼昼昼昼前前前前後後後後、非常に暑い状況が続いて、非常に暑い状況が続いて、非常に暑い状況が続いて、非常に暑い状況が続いて苦苦苦苦しいしいしいしい

という声もお聞きしていますので、もしという声もお聞きしていますので、もしという声もお聞きしていますので、もしという声もお聞きしていますので、もし扇風機扇風機扇風機扇風機の設置状況をの設置状況をの設置状況をの設置状況を把握把握把握把握されていたら明らかにしされていたら明らかにしされていたら明らかにしされていたら明らかにし

ていただきたいのですが、その点はおていただきたいのですが、その点はおていただきたいのですが、その点はおていただきたいのですが、その点はお答答答答えいただけますか。えいただけますか。えいただけますか。えいただけますか。

○吉尾学校支援課長○吉尾学校支援課長○吉尾学校支援課長○吉尾学校支援課長 ごごごご照照照照会のご会のご会のご会のござざざざいましたいましたいましたいました扇風機扇風機扇風機扇風機の設置状況は今、の設置状況は今、の設置状況は今、の設置状況は今、把握把握把握把握しておりませしておりませしておりませしておりませんんんん。。。。

もしもしもしもし資資資資料等、料等、料等、料等、戻戻戻戻りましてわかりましたら、またご報告させていただきます。りましてわかりましたら、またご報告させていただきます。りましてわかりましたら、またご報告させていただきます。りましてわかりましたら、またご報告させていただきます。

○宮本委員○宮本委員○宮本委員○宮本委員 それでは、それでは、それでは、それでは、後後後後でまた明らかにしていただきたいと思います。中にはまだでまた明らかにしていただきたいと思います。中にはまだでまた明らかにしていただきたいと思います。中にはまだでまた明らかにしていただきたいと思います。中にはまだ扇風扇風扇風扇風

機機機機の設置もままならないというの設置もままならないというの設置もままならないというの設置もままならないという話話話話もお聞きしてますので、もお聞きしてますので、もお聞きしてますので、もお聞きしてますので、ぜひぜひぜひぜひそのそのそのその辺辺辺辺はしっかりと目をはしっかりと目をはしっかりと目をはしっかりと目を配配配配

っていただきたいと思っております。っていただきたいと思っております。っていただきたいと思っております。っていただきたいと思っております。

そして、教そして、教そして、教そして、教材材材材の問題についてですが、これはの問題についてですが、これはの問題についてですが、これはの問題についてですが、これは話話話話はわかるというごはわかるというごはわかるというごはわかるというご答弁答弁答弁答弁でしたので、いでしたので、いでしたので、いでしたので、いろろろろ

いいいいろろろろなななな工工工工夫はされていると思うのです。一夫はされていると思うのです。一夫はされていると思うのです。一夫はされていると思うのです。一番良番良番良番良いのは学校の備いのは学校の備いのは学校の備いのは学校の備品品品品にしていただいて、何もにしていただいて、何もにしていただいて、何もにしていただいて、何も

持持持持たずにたずにたずにたずに行行行行けばけばけばけばちゃんちゃんちゃんちゃんと備と備と備と備品品品品としてとしてとしてとして使使使使用できるというのが一用できるというのが一用できるというのが一用できるというのが一番番番番理理理理想想想想的なので、それを的なので、それを的なので、それを的なので、それをぜひぜひぜひぜひ

目目目目指指指指しながら、教育無償とうたっているしながら、教育無償とうたっているしながら、教育無償とうたっているしながら、教育無償とうたっている以以以以上は、それを上は、それを上は、それを上は、それを実実実実現するという現するという現するという現するという方向方向方向方向でででで力力力力をををを尽尽尽尽くしくしくしくし

ていただきたいと思いました。ていただきたいと思いました。ていただきたいと思いました。ていただきたいと思いました。以以以以上で終わらせていただきます。ありがとうご上で終わらせていただきます。ありがとうご上で終わらせていただきます。ありがとうご上で終わらせていただきます。ありがとうござざざざいました。いました。いました。いました。

○猪奥委員○猪奥委員○猪奥委員○猪奥委員 通告していませ通告していませ通告していませ通告していませんんんんがお願いします。がお願いします。がお願いします。がお願いします。

２点お２点お２点お２点お伺伺伺伺いしたいのですけれども、いしたいのですけれども、いしたいのですけれども、いしたいのですけれども、防災防災防災防災教育についてお教育についてお教育についてお教育についてお伺伺伺伺いしたいと思っています。国いしたいと思っています。国いしたいと思っています。国いしたいと思っています。国

でででで防災計画防災計画防災計画防災計画のののの見直見直見直見直しが進められて、今、県でもしが進められて、今、県でもしが進められて、今、県でもしが進められて、今、県でも防災計画防災計画防災計画防災計画そのもののそのもののそのもののそのものの見直見直見直見直しが進められていしが進められていしが進められていしが進められてい

ます。国のます。国のます。国のます。国の防災計画防災計画防災計画防災計画のののの見直見直見直見直しの中では、しの中では、しの中では、しの中では、防災防災防災防災教育の教育の教育の教育の必要性必要性必要性必要性が強くが強くが強くが強く求求求求められました。例えばめられました。例えばめられました。例えばめられました。例えば
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災害災害災害災害がここでがここでがここでがここで起起起起こったという知こったという知こったという知こったという知見見見見のののの継継継継承ですとか、発承ですとか、発承ですとか、発承ですとか、発災時災時災時災時にどういうにどういうにどういうにどういう行動行動行動行動をとればいいかをとればいいかをとればいいかをとればいいか

という、これまでのという、これまでのという、これまでのという、これまでの避難訓練避難訓練避難訓練避難訓練のののの枠枠枠枠をををを超超超超えたえたえたえた訓練訓練訓練訓練がががが必要必要必要必要ではないかということがうたわれてではないかということがうたわれてではないかということがうたわれてではないかということがうたわれて

おります。例えば、現在、おります。例えば、現在、おります。例えば、現在、おります。例えば、現在、恐恐恐恐らく多くの学校でらく多くの学校でらく多くの学校でらく多くの学校で行行行行われているわれているわれているわれている避難訓練避難訓練避難訓練避難訓練は、学校の中で学校は、学校の中で学校は、学校の中で学校は、学校の中で学校

がやっているがやっているがやっているがやっている時時時時間間間間帯帯帯帯に、学校の中の人しかいない状に、学校の中の人しかいない状に、学校の中の人しかいない状に、学校の中の人しかいない状態態態態でのでのでのでの避難訓練避難訓練避難訓練避難訓練しかしかしかしか行行行行われてないのでわれてないのでわれてないのでわれてないので

はないかと思います。例えば、はないかと思います。例えば、はないかと思います。例えば、はないかと思います。例えば、私私私私の近くでも、の近くでも、の近くでも、の近くでも、地元地元地元地元のののの自治自治自治自治会長、会長、会長、会長、防災士防災士防災士防災士、、、、地区地区地区地区のののの社社社社会会会会福祉福祉福祉福祉

協協協協議会などが中議会などが中議会などが中議会などが中心心心心になって、になって、になって、になって、地域地域地域地域の人をの人をの人をの人を巻巻巻巻きききき込ん込ん込ん込んでででで地域地域地域地域一体となった一体となった一体となった一体となった防災訓練防災訓練防災訓練防災訓練をををを行行行行われてわれてわれてわれて

いるとこいるとこいるとこいるところろろろはははは行行行行われていますけれども、まだまだ校長われていますけれども、まだまだ校長われていますけれども、まだまだ校長われていますけれども、まだまだ校長先先先先生のご生のご生のご生のご判断判断判断判断ですとか、ですとか、ですとか、ですとか、地区地区地区地区のののの自治自治自治自治

会長、会長、会長、会長、自治連自治連自治連自治連合会長のご合会長のご合会長のご合会長のご判断判断判断判断がかなり進がかなり進がかなり進がかなり進んんんんだだだだ方方方方ではないとなかなかではないとなかなかではないとなかなかではないとなかなか難難難難しいのが現状ではなしいのが現状ではなしいのが現状ではなしいのが現状ではな

いかと思います。いかと思います。いかと思います。いかと思います。

そこで、今、県のそこで、今、県のそこで、今、県のそこで、今、県の防災計画防災計画防災計画防災計画のののの見直見直見直見直しの中で、学校というしの中で、学校というしの中で、学校というしの中で、学校という枠枠枠枠をををを超超超超えた、例えばえた、例えばえた、例えばえた、例えば防災訓練防災訓練防災訓練防災訓練のののの

見直見直見直見直しのありしのありしのありしのあり方方方方ですとか、そういうですとか、そういうですとか、そういうですとか、そういう方向性方向性方向性方向性でおでおでおでお話話話話を進めていただきたいと思っているのでを進めていただきたいと思っているのでを進めていただきたいと思っているのでを進めていただきたいと思っているので

すけれども、どういうすけれども、どういうすけれども、どういうすけれども、どういう取取取取りりりり組み組み組み組みをされているか教えていただきたいと思います。をされているか教えていただきたいと思います。をされているか教えていただきたいと思います。をされているか教えていただきたいと思います。

２点目ですが、今、２点目ですが、今、２点目ですが、今、２点目ですが、今、奈良奈良奈良奈良市の市の市の市の総総総総合合合合計画計画計画計画の中で、の中で、の中で、の中で、奈良奈良奈良奈良市立一条高校の市立一条高校の市立一条高校の市立一条高校の講師講師講師講師のののの先先先先生の人的生の人的生の人的生の人的交交交交

流流流流についてについてについてについて奈良奈良奈良奈良市でもやっていきたいという議市でもやっていきたいという議市でもやっていきたいという議市でもやっていきたいという議論論論論がなされていると聞きます。県とがなされていると聞きます。県とがなされていると聞きます。県とがなされていると聞きます。県と奈良奈良奈良奈良市市市市

立一条高校の立一条高校の立一条高校の立一条高校の先先先先生生生生方方方方の人的の人的の人的の人的交流交流交流交流について、今どういった議について、今どういった議について、今どういった議について、今どういった議論論論論が現状としてが現状としてが現状としてが現状として行行行行われているのわれているのわれているのわれているの

か、現か、現か、現か、現時時時時点で点で点で点で答答答答えられるえられるえられるえられる範囲範囲範囲範囲で教えていただきたいと思います。で教えていただきたいと思います。で教えていただきたいと思います。で教えて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。

○沼田保健体育課長○沼田保健体育課長○沼田保健体育課長○沼田保健体育課長 防災防災防災防災教育の教育の教育の教育の取取取取りりりり組み組み組み組みについておについておについておについてお答答答答えいたします。えいたします。えいたします。えいたします。

委員お委員お委員お委員お述べ述べ述べ述べの、学校だけではなくて、の、学校だけではなくて、の、学校だけではなくて、の、学校だけではなくて、地域地域地域地域をををを巻巻巻巻きききき込ん込ん込ん込んだ一体だ一体だ一体だ一体型型型型のののの防災訓練防災訓練防災訓練防災訓練ですが、おですが、おですが、おですが、お述述述述

べべべべのとおり、非常に大のとおり、非常に大のとおり、非常に大のとおり、非常に大切切切切なななな要要要要素素素素であると考えております。現在、県がであると考えております。現在、県がであると考えております。現在、県がであると考えております。現在、県が指指指指定いたしまして、定いたしまして、定いたしまして、定いたしまして、

五條五條五條五條市の中学校で市の中学校で市の中学校で市の中学校で地域地域地域地域と一体となったと一体となったと一体となったと一体となった防災防災防災防災教育、教育、教育、教育、防災訓練防災訓練防災訓練防災訓練ののののモモモモデルデルデルデルとして現在として現在として現在として現在実施実施実施実施いただいただいただいただ

いています。いています。いています。いています。避難訓練避難訓練避難訓練避難訓練につきましても、につきましても、につきましても、につきましても、地域地域地域地域のののの方々方々方々方々がががが炊炊炊炊き出しまでやっていただく形でのき出しまでやっていただく形でのき出しまでやっていただく形でのき出しまでやっていただく形での

防災訓練防災訓練防災訓練防災訓練でごでごでごでござざざざいます。今います。今います。今います。今後後後後はそういったはそういったはそういったはそういったモモモモデルデルデルデルをををを参参参参考に、考に、考に、考に、奈良奈良奈良奈良県内の県内の県内の県内の各地域各地域各地域各地域、、、、各各各各学校が学校が学校が学校が

積積積積極極極極的な的な的な的な地域地域地域地域一体一体一体一体型型型型のののの訓練訓練訓練訓練ができるように進めていくようができるように進めていくようができるように進めていくようができるように進めていくよう計画計画計画計画する予定でごする予定でごする予定でごする予定でござざざざいます。います。います。います。以以以以

上でご上でご上でご上でござざざざいます。います。います。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 奈良奈良奈良奈良市立一条高校との人的市立一条高校との人的市立一条高校との人的市立一条高校との人的交流交流交流交流のののの件件件件でごでごでごでござざざざいます。います。います。います。奈良奈良奈良奈良市立一条高校市立一条高校市立一条高校市立一条高校

につきましては、県立高等学校と定につきましては、県立高等学校と定につきましては、県立高等学校と定につきましては、県立高等学校と定期期期期的に人的的に人的的に人的的に人的交流交流交流交流をををを以以以以前から続けております。現在も前から続けております。現在も前から続けております。現在も前から続けております。現在も行行行行

っている状況でごっている状況でごっている状況でごっている状況でござざざざいます。います。います。います。ちちちちななななみみみみにでごにでごにでごにでござざざざいますが、いますが、いますが、いますが、奈良奈良奈良奈良県立一条高校の県立一条高校の県立一条高校の県立一条高校のみみみみならず、大ならず、大ならず、大ならず、大

和和和和高田市立高田高田市立高田高田市立高田高田市立高田商商商商業高校についても業高校についても業高校についても業高校についても同同同同じようなじようなじようなじような扱扱扱扱いをしております。いをしております。いをしております。いをしております。以以以以上でご上でご上でご上でござざざざいます。います。います。います。

○猪奥委員○猪奥委員○猪奥委員○猪奥委員 ありがとうごありがとうごありがとうごありがとうござざざざいます。います。います。います。五條五條五條五條市での市での市での市での取取取取りりりり組み組み組み組みををををモモモモデルデルデルデルにということですが、にということですが、にということですが、にということですが、

これをこれをこれをこれを各地各地各地各地でででで広げ広げ広げ広げていくとなると、今でもかつかつで授業をしている中で、ていくとなると、今でもかつかつで授業をしている中で、ていくとなると、今でもかつかつで授業をしている中で、ていくとなると、今でもかつかつで授業をしている中で、時時時時間がどうし間がどうし間がどうし間がどうし
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てもてもてもても難難難難しいというしいというしいというしいという話話話話がまず第一義に出てくるでしがまず第一義に出てくるでしがまず第一義に出てくるでしがまず第一義に出てくるでしょょょょうし、うし、うし、うし、外外外外部の部の部の部の方方方方を学校の中にというこを学校の中にというこを学校の中にというこを学校の中にというこ

ともなかなかともなかなかともなかなかともなかなか難難難難しいということがしいということがしいということがしいということが課課課課題として上がってこようかと思います。例えば題として上がってこようかと思います。例えば題として上がってこようかと思います。例えば題として上がってこようかと思います。例えば放課放課放課放課後後後後

をををを使使使使ったり、学校でもできるだけいったり、学校でもできるだけいったり、学校でもできるだけいったり、学校でもできるだけいろろろろいいいいろろろろなななな時時時時間にたくさ間にたくさ間にたくさ間にたくさんんんんのののの方方方方にににに来来来来ていただくごていただくごていただくごていただくご努努努努力力力力を、を、を、を、

県教育委員会でも県教育委員会でも県教育委員会でも県教育委員会でも推推推推し進めていただきたいと思います。し進めていただきたいと思います。し進めていただきたいと思います。し進めていただきたいと思います。

奈良奈良奈良奈良市立一条高校については、人的市立一条高校については、人的市立一条高校については、人的市立一条高校については、人的交流交流交流交流はこれまでやってこられました。これからもやはこれまでやってこられました。これからもやはこれまでやってこられました。これからもやはこれまでやってこられました。これからもや

っていかれるのですけれども、っていかれるのですけれども、っていかれるのですけれども、っていかれるのですけれども、特段特段特段特段人人人人数数数数ををををふふふふやしてというやしてというやしてというやしてという話話話話にはなっていないのですか。にはなっていないのですか。にはなっていないのですか。にはなっていないのですか。

○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 人人人人数数数数につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、都都都都度度度度都都都都度、年度ごとに度、年度ごとに度、年度ごとに度、年度ごとに奈良奈良奈良奈良市教育委員会と調市教育委員会と調市教育委員会と調市教育委員会と調整整整整

し、し、し、し、当当当当然然然然のことですけども、のことですけども、のことですけども、のことですけども、奈良奈良奈良奈良市立一条高校１校で、教職員人市立一条高校１校で、教職員人市立一条高校１校で、教職員人市立一条高校１校で、教職員人数数数数もももも限限限限られておりますのられておりますのられておりますのられておりますの

で、市教育委員会とで、市教育委員会とで、市教育委員会とで、市教育委員会と相相相相談談談談の上、調の上、調の上、調の上、調整整整整して進めているという形でごして進めているという形でごして進めているという形でごして進めているという形でござざざざいます。います。います。います。特特特特に人に人に人に人数数数数が何が何が何が何

人とかいう形で何かを定めているものではご人とかいう形で何かを定めているものではご人とかいう形で何かを定めているものではご人とかいう形で何かを定めているものではござざざざいませいませいませいませんんんん。。。。

○猪奥委員○猪奥委員○猪奥委員○猪奥委員 ありがとうごありがとうごありがとうごありがとうござざざざいます。います。います。います。以以以以上で上で上で上で結結結結構構構構です。です。です。です。

○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の会の大坪でご新の会の大坪でご新の会の大坪でご新の会の大坪でござざざざいます。います。います。います。私私私私からもからもからもからも少少少少し質問をさせていただきたいし質問をさせていただきたいし質問をさせていただきたいし質問をさせていただきたい

と思います。と思います。と思います。と思います。

一一一一番番番番最初に、ことしの夏は大変暑いということで、これも最初に、ことしの夏は大変暑いということで、これも最初に、ことしの夏は大変暑いということで、これも最初に、ことしの夏は大変暑いということで、これも毎毎毎毎年暑い暑いと言われている年暑い暑いと言われている年暑い暑いと言われている年暑い暑いと言われている

のですが、ことしの夏、そして、その前の３年間、のですが、ことしの夏、そして、その前の３年間、のですが、ことしの夏、そして、その前の３年間、のですが、ことしの夏、そして、その前の３年間、特特特特にこの３年前の夏は本にこの３年前の夏は本にこの３年前の夏は本にこの３年前の夏は本当当当当にににに異異異異常な暑常な暑常な暑常な暑

さだということがさだということがさだということがさだということが世世世世間でも言われていました。暑いという間でも言われていました。暑いという間でも言われていました。暑いという間でも言われていました。暑いというレベルレベルレベルレベルもももも実実実実際際際際にどれにどれにどれにどれぐぐぐぐらい暑いらい暑いらい暑いらい暑い

かということを、この４年間、いつがどのかということを、この４年間、いつがどのかということを、この４年間、いつがどのかということを、この４年間、いつがどの順順順順番番番番で暑いかというで暑いかというで暑いかというで暑いかという認認認認識識識識をををを持持持持っておられるか、っておられるか、っておられるか、っておられるか、

どなたかおどなたかおどなたかおどなたかお答答答答えいただけたらありがたいと。えいただけたらありがたいと。えいただけたらありがたいと。えいただけたらありがたいと。

○高柳委員長○高柳委員長○高柳委員長○高柳委員長 いや、いや、いや、いや、答答答答えられないと思うので、その次の質問と関えられないと思うので、その次の質問と関えられないと思うので、その次の質問と関えられないと思うので、その次の質問と関連連連連した人にした人にした人にした人に答答答答えてもらえてもらえてもらえてもら

うことにしましうことにしましうことにしましうことにしましょょょょう。う。う。う。

○大坪委員○大坪委員○大坪委員○大坪委員 それでは、それでは、それでは、それでは、実実実実はははは私私私私も気も気も気も気象庁象庁象庁象庁の、の、の、の、奈良奈良奈良奈良市の市の市の市のデデデデーーーータタタタなどをなどをなどをなどを過過過過去去去去ずっとずっとずっとずっと見見見見させていさせていさせていさせてい

ただいて、ただいて、ただいて、ただいて、私私私私がががが奈良奈良奈良奈良市議会議員のときからでもとにかく暑い暑いと市議会議員のときからでもとにかく暑い暑いと市議会議員のときからでもとにかく暑い暑いと市議会議員のときからでもとにかく暑い暑いと毎毎毎毎年言って、年言って、年言って、年言って、特特特特ににににエアエアエアエア

コンコンコンコンの問題などが大の問題などが大の問題などが大の問題などが大概概概概このこのこのこのぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの時期時期時期時期になるとになるとになるとになると奈良奈良奈良奈良市議会で質問が出るのですけれども、市議会で質問が出るのですけれども、市議会で質問が出るのですけれども、市議会で質問が出るのですけれども、

今今今今数字数字数字数字はははは持ち持ち持ち持ち合わせていないのですが、合わせていないのですが、合わせていないのですが、合わせていないのですが、確確確確かに３年前の夏がかに３年前の夏がかに３年前の夏がかに３年前の夏が特特特特ににににひひひひどかったのです。それどかったのです。それどかったのです。それどかったのです。それ

で、ことしはそれにで、ことしはそれにで、ことしはそれにで、ことしはそれに匹敵匹敵匹敵匹敵するするするするぐぐぐぐらいかなり暑い。ただ、ことしの場合は９月に入ってかららいかなり暑い。ただ、ことしの場合は９月に入ってかららいかなり暑い。ただ、ことしの場合は９月に入ってかららいかなり暑い。ただ、ことしの場合は９月に入ってから

一一一一挙挙挙挙にににに涼涼涼涼しくなって、それでまたこの３日間しくなって、それでまたこの３日間しくなって、それでまたこの３日間しくなって、それでまたこの３日間ぐぐぐぐらいが、らいが、らいが、らいが、徐徐徐徐 々々々々に１日１日に１日１日に１日１日に１日１日昼昼昼昼間の気温が上が間の気温が上が間の気温が上が間の気温が上が

ってきているということを体感しております。そして、２年前が１年前よりもまだってきているということを体感しております。そして、２年前が１年前よりもまだってきているということを体感しております。そして、２年前が１年前よりもまだってきているということを体感しております。そして、２年前が１年前よりもまだ涼涼涼涼しかしかしかしか

った。それで、った。それで、った。それで、った。それで、去去去去年が２年前よりも年が２年前よりも年が２年前よりも年が２年前よりも少少少少し暑かったけれども、３年前ほどし暑かったけれども、３年前ほどし暑かったけれども、３年前ほどし暑かったけれども、３年前ほどひひひひどくなかった。どくなかった。どくなかった。どくなかった。

過過過過去去去去ずっとずっとずっとずっと見見見見ててててみみみみますと、ますと、ますと、ますと、昭和昭和昭和昭和５４年という年を一度また調５４年という年を一度また調５４年という年を一度また調５４年という年を一度また調べべべべていただいたらいいかとていただいたらいいかとていただいたらいいかとていただいたらいいかと

思うのですが、この年は、７月、思うのですが、この年は、７月、思うのですが、この年は、７月、思うのですが、この年は、７月、８８８８月、９月と最高気温を月、９月と最高気温を月、９月と最高気温を月、９月と最高気温を見見見見ますと、今ますと、今ますと、今ますと、今見見見見てもてもてもてもびびびびっくりすっくりすっくりすっくりす
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るような、今はもう温るような、今はもう温るような、今はもう温るような、今はもう温暖暖暖暖化、温化、温化、温化、温暖暖暖暖化ということで、ここ最近が暑くなったという化ということで、ここ最近が暑くなったという化ということで、ここ最近が暑くなったという化ということで、ここ最近が暑くなったという認認認認識識識識をををを皆皆皆皆

ささささんんんんおおおお持ち持ち持ち持ちかと思うのですけれども、本かと思うのですけれども、本かと思うのですけれども、本かと思うのですけれども、本当当当当にににに昭和昭和昭和昭和５４年という年は大変な５４年という年は大変な５４年という年は大変な５４年という年は大変な数字数字数字数字がががが並並並並んんんんでいでいでいでい

る年です。ですから、る年です。ですから、る年です。ですから、る年です。ですから、結結結結構構構構そのときによっていそのときによっていそのときによっていそのときによっていろろろろいいいいろろろろあると思いますが、これから質問さあると思いますが、これから質問さあると思いますが、これから質問さあると思いますが、これから質問さ

せてもらうのは、せてもらうのは、せてもらうのは、せてもらうのは、熱熱熱熱中中中中症症症症のことですけれども、この夏の学校でののことですけれども、この夏の学校でののことですけれども、この夏の学校でののことですけれども、この夏の学校での熱熱熱熱中中中中症症症症発発発発症症症症状況について、状況について、状況について、状況について、

まずおまずおまずおまず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。

○沼田保健体育課長○沼田保健体育課長○沼田保健体育課長○沼田保健体育課長 平成２５年度ですが、保健体育平成２５年度ですが、保健体育平成２５年度ですが、保健体育平成２５年度ですが、保健体育課課課課がががが公公公公立学校または立学校または立学校または立学校または幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園より報告より報告より報告より報告

をををを受受受受けたけたけたけた奈良奈良奈良奈良県県県県下下下下の学校の学校の学校の学校管管管管理理理理下下下下におけるにおけるにおけるにおける熱熱熱熱中中中中症症症症の発生の発生の発生の発生件件件件数数数数は、５月１２日から９月１２日は、５月１２日から９月１２日は、５月１２日から９月１２日は、５月１２日から９月１２日

現在までで合現在までで合現在までで合現在までで合計計計計１９７１９７１９７１９７件件件件となっております。その内となっております。その内となっております。その内となっております。その内訳訳訳訳は、は、は、は、幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園が２が２が２が２件件件件、小学校が１２、小学校が１２、小学校が１２、小学校が１２件件件件、、、、

中学校が１４中学校が１４中学校が１４中学校が１４８８８８件件件件、高等学校が３５、高等学校が３５、高等学校が３５、高等学校が３５件件件件でごでごでごでござざざざいます。そのういます。そのういます。そのういます。そのうちちちち、、、、救急搬送救急搬送救急搬送救急搬送したものにつきしたものにつきしたものにつきしたものにつき

ましては、ましては、ましては、ましては、幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園で１で１で１で１件件件件、小学校で２、小学校で２、小学校で２、小学校で２件件件件、中学校で２４、中学校で２４、中学校で２４、中学校で２４件件件件、高等学校で７、高等学校で７、高等学校で７、高等学校で７件件件件、合、合、合、合計計計計３４３４３４３４件件件件

でごでごでごでござざざざいます。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 今お聞きしていますと、中学校が今お聞きしていますと、中学校が今お聞きしていますと、中学校が今お聞きしていますと、中学校が特特特特に多いということですが、何かこれもどに多いということですが、何かこれもどに多いということですが、何かこれもどに多いということですが、何かこれもど

ういった理由があるのかと思うのですが、このういった理由があるのかと思うのですが、このういった理由があるのかと思うのですが、このういった理由があるのかと思うのですが、この熱熱熱熱中中中中症症症症予予予予防防防防のためののためののためののための対対対対策策策策といいますか、といいますか、といいますか、といいますか、対対対対

応応応応をどういう形でをどういう形でをどういう形でをどういう形で取取取取りりりり組ん組ん組ん組んでおられるのかおでおられるのかおでおられるのかおでおられ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。

○沼田保健体育課長○沼田保健体育課長○沼田保健体育課長○沼田保健体育課長 予予予予防対防対防対防対策策策策につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、基基基基本的には本的には本的には本的には各各各各学校、学校、学校、学校、園園園園でででで実施実施実施実施していただしていただしていただしていただ

くことになりますが、県教育委員会といたしまして、これまでくことになりますが、県教育委員会といたしまして、これまでくことになりますが、県教育委員会といたしまして、これまでくことになりますが、県教育委員会といたしまして、これまで各各各各市町村教育長市町村教育長市町村教育長市町村教育長宛宛宛宛てに、まてに、まてに、まてに、ま

たは県立学校長たは県立学校長たは県立学校長たは県立学校長宛宛宛宛てに、てに、てに、てに、熱熱熱熱中中中中症症症症事事事事故故故故の予の予の予の予防防防防についてというについてというについてというについてというタタタタイイイイトトトトルルルルで通知で通知で通知で通知文文文文等を今年度は等を今年度は等を今年度は等を今年度は

７７７７回回回回発出いたしました。その通知の具体的内発出いたしました。その通知の具体的内発出いたしました。その通知の具体的内発出いたしました。その通知の具体的内容容容容につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、熱熱熱熱中中中中症症症症事事事事故故故故の多くが体育、の多くが体育、の多くが体育、の多くが体育、

ススススポポポポーーーーツツツツ活動活動活動活動中で、それほど高くない気温中で、それほど高くない気温中で、それほど高くない気温中で、それほど高くない気温下下下下でも、またでも、またでも、またでも、また湿湿湿湿度が高い場合でも発生すること。度が高い場合でも発生すること。度が高い場合でも発生すること。度が高い場合でも発生すること。

また、また、また、また、活動活動活動活動前に前に前に前に適切適切適切適切なななな水分水分水分水分補給補給補給補給、、、、食塩水食塩水食塩水食塩水でありますとかスでありますとかスでありますとかスでありますとかスポポポポーーーーツ飲ツ飲ツ飲ツ飲料等を料等を料等を料等を飲飲飲飲むむむむこと、そしこと、そしこと、そしこと、そし

てててて活動活動活動活動中や中や中や中や活動後活動後活動後活動後にもにもにもにも適適適適宜水分宜水分宜水分宜水分やややや塩分塩分塩分塩分のののの補給補給補給補給ができる環境をができる環境をができる環境をができる環境を整整整整えたり、気温、えたり、気温、えたり、気温、えたり、気温、湿湿湿湿度などの度などの度などの度などの

環境条環境条環境条環境条件件件件に合わせてに合わせてに合わせてに合わせて活動計画活動計画活動計画活動計画の変の変の変の変更更更更やややや幼幼幼幼児児児児、、、、児童児童児童児童生徒の健生徒の健生徒の健生徒の健康康康康観観観観察察察察、健、健、健、健康管康管康管康管理の理の理の理の徹底徹底徹底徹底にににに努努努努めめめめ

ること、こういった内ること、こういった内ること、こういった内ること、こういった内容容容容を含めております。を含めております。を含めております。を含めております。

また、通知また、通知また、通知また、通知文文文文等等等等以以以以外外外外には、には、には、には、研修研修研修研修会等を会等を会等を会等を実施実施実施実施しております。市町村教育委員会の担しております。市町村教育委員会の担しております。市町村教育委員会の担しております。市町村教育委員会の担当者当者当者当者、、、、

または学校のまたは学校のまたは学校のまたは学校の管管管管理職を理職を理職を理職を対対対対象象象象といたしました健といたしました健といたしました健といたしました健康康康康教育等担教育等担教育等担教育等担当者連当者連当者連当者連絡絡絡絡協協協協議会、さらには学校体議会、さらには学校体議会、さらには学校体議会、さらには学校体

育担育担育担育担当者当者当者当者会議、こういった会議におきまして、本会議、こういった会議におきまして、本会議、こういった会議におきまして、本会議、こういった会議におきまして、本課課課課指導指導指導指導主主主主事から事から事から事から講講講講義を義を義を義を行行行行うほか、市町村うほか、市町村うほか、市町村うほか、市町村

教育長会にも出教育長会にも出教育長会にも出教育長会にも出向向向向きまして、きまして、きまして、きまして、熱熱熱熱中中中中症症症症発生状況にも発生状況にも発生状況にも発生状況にも触触触触れながら教育現場におけるれながら教育現場におけるれながら教育現場におけるれながら教育現場における熱熱熱熱中中中中症症症症予予予予防防防防

対対対対策策策策についてについてについてについて適切適切適切適切なななな指導指導指導指導がなされること等のがなされること等のがなされること等のがなされること等の注注注注意意意意喚喚喚喚起起起起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ざざざいます。います。います。います。

以以以以上でご上でご上でご上でござざざざいます。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 どうもありがとうごどうもありがとうごどうもありがとうごどうもありがとうござざざざいます。います。います。います。私私私私も今、学校の近くにも今、学校の近くにも今、学校の近くにも今、学校の近くに住住住住んんんんでおりますので、でおりますので、でおりますので、でおりますので、
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よく体育の授業などで、今でしたらよく体育の授業などで、今でしたらよく体育の授業などで、今でしたらよく体育の授業などで、今でしたら運運運運動動動動会の会の会の会の練習練習練習練習などをよくやられているのですが、終わなどをよくやられているのですが、終わなどをよくやられているのですが、終わなどをよくやられているのですが、終わ

ったときにったときにったときにったときに先先先先生の声で、しっかり生の声で、しっかり生の声で、しっかり生の声で、しっかり水分水分水分水分をとってくださいということも聞こえてくるので、をとってくださいということも聞こえてくるので、をとってくださいということも聞こえてくるので、をとってくださいということも聞こえてくるので、

現場ではかなり現場ではかなり現場ではかなり現場ではかなり配慮配慮配慮配慮をされていると思います。とこをされていると思います。とこをされていると思います。とこをされていると思います。ところろろろが、学校ではが、学校ではが、学校ではが、学校では確確確確かに一生かに一生かに一生かに一生懸命懸命懸命懸命いいいいろろろろいいいい

ろろろろなななな対対対対策策策策をををを講講講講じていただいていると思うのですけれども、じていただいていると思うのですけれども、じていただいていると思うのですけれども、じていただいていると思うのですけれども、実実実実際際際際、、、、特特特特に中学生の発に中学生の発に中学生の発に中学生の発症症症症が一が一が一が一番番番番

多いというのは、多いというのは、多いというのは、多いというのは、ひひひひょょょょっとすれば生っとすれば生っとすれば生っとすれば生活習活習活習活習慣慣慣慣そのものにそのものにそのものにそのものに少少少少し問題点があるのではないかと感し問題点があるのではないかと感し問題点があるのではないかと感し問題点があるのではないかと感

じています。例えばじています。例えばじています。例えばじています。例えば夜更夜更夜更夜更かしをしないでしっかりとかしをしないでしっかりとかしをしないでしっかりとかしをしないでしっかりと睡眠睡眠睡眠睡眠時時時時間をとっているのか、それから間をとっているのか、それから間をとっているのか、それから間をとっているのか、それから

朝食朝食朝食朝食ををををちゃんちゃんちゃんちゃんとととと食食食食べべべべて、て、て、て、栄養栄養栄養栄養ななななんんんんかもしっかりとってきているのか、やはりこういうことかもしっかりとってきているのか、やはりこういうことかもしっかりとってきているのか、やはりこういうことかもしっかりとってきているのか、やはりこういうこと

がおがおがおがおろろろろそかになりますと、どうしてもそかになりますと、どうしてもそかになりますと、どうしてもそかになりますと、どうしても倒倒倒倒れたりとか、れたりとか、れたりとか、れたりとか、熱熱熱熱中中中中症症症症にかかるリスにかかるリスにかかるリスにかかるリスククククは高いと思うは高いと思うは高いと思うは高いと思う

のです。ですから、そういったのです。ですから、そういったのです。ですから、そういったのです。ですから、そういった家庭家庭家庭家庭の問題までの問題までの問題までの問題まで指導指導指導指導することはなかなかすることはなかなかすることはなかなかすることはなかなか難難難難しいと思うのでしいと思うのでしいと思うのでしいと思うので

すけれども、やはり現場のすけれども、やはり現場のすけれども、やはり現場のすけれども、やはり現場の先先先先生生生生方方方方、、、、子子子子どもたどもたどもたどもたちちちちとととと接接接接していただいていますので、調していただいていますので、調していただいていますので、調していただいていますので、調子子子子の悪の悪の悪の悪

そうなそうなそうなそうな子子子子がいればがいればがいればがいれば十分十分十分十分に、に、に、に、個別個別個別個別にでもにでもにでもにでも注注注注意意意意をして、また何らかのをして、また何らかのをして、また何らかのをして、また何らかの対応対応対応対応を考えていただけれを考えていただけれを考えていただけれを考えていただけれ

ばありがたいのではないかと思います。どうかよばありがたいのではないかと思います。どうかよばありがたいのではないかと思います。どうかよばありがたいのではないかと思います。どうかよろろろろしくお願いをしくお願いをしくお願いをしくお願いを申申申申し上し上し上し上げげげげます。ます。ます。ます。

次に、今年度の新次に、今年度の新次に、今年度の新次に、今年度の新規規規規事業の学校・事業の学校・事業の学校・事業の学校・地域地域地域地域パパパパーーーートトトトナナナナーーーーシシシシッッッッププププ事業について、その事業について、その事業について、その事業について、その詳詳詳詳しい内しい内しい内しい内容容容容

を教えていただけたらありがたいと思います。を教えていただけたらありがたいと思います。を教えていただけたらありがたいと思います。を教えていただけたらありがたいと思います。

○奥田人権・地域教育課長○奥田人権・地域教育課長○奥田人権・地域教育課長○奥田人権・地域教育課長 今、大坪委員お今、大坪委員お今、大坪委員お今、大坪委員お尋ね尋ね尋ね尋ねの学校・の学校・の学校・の学校・地域地域地域地域パパパパーーーートトトトナナナナーーーーシシシシッッッッププププ事業は、事業は、事業は、事業は、

平成２５年度の新平成２５年度の新平成２５年度の新平成２５年度の新規規規規事業としてス事業としてス事業としてス事業としてスタタタターーーートトトトしております。これは平成２４年度までしております。これは平成２４年度までしております。これは平成２４年度までしております。これは平成２４年度まで実施実施実施実施をしをしをしをし

ておりました学校・ておりました学校・ておりました学校・ておりました学校・地域連地域連地域連地域連携携携携事業における学校の事業における学校の事業における学校の事業における学校の要請要請要請要請にににに応応応応じて、じて、じて、じて、地域地域地域地域の人の人の人の人 々々々々がががが支支支支援をする援をする援をする援をする

連連連連携携携携協力協力協力協力といった関係をさらに発といった関係をさらに発といった関係をさらに発といった関係をさらに発展展展展させまして、学校させまして、学校させまして、学校させまして、学校運営運営運営運営に保に保に保に保護者護者護者護者やややや地域地域地域地域の人の人の人の人 々々々々がががが参参参参画画画画し、し、し、し、

教職員と教職員と教職員と教職員と協協協協働働働働することにより、することにより、することにより、することにより、奈良奈良奈良奈良県の県の県の県の子子子子どもたどもたどもたどもたちちちちのののの課課課課題である題である題である題である規規規規範範範範意意意意識識識識やややや社社社社会会会会性性性性のののの向向向向上上上上

をををを図図図図ることをることをることをることを狙狙狙狙いにしたものでごいにしたものでごいにしたものでごいにしたものでござざざざいます。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 それでは、現在までの具体的な進それでは、現在までの具体的な進それでは、現在までの具体的な進それでは、現在までの具体的な進捗捗捗捗状況についてお状況についてお状況についてお状況についてお伺伺伺伺いします。いします。いします。いします。

○奥田人権・地域教育課長○奥田人権・地域教育課長○奥田人権・地域教育課長○奥田人権・地域教育課長 この事業につきましては、具体的には学校の校務この事業につきましては、具体的には学校の校務この事業につきましては、具体的には学校の校務この事業につきましては、具体的には学校の校務分掌分掌分掌分掌ににににココココミミミミ

ュュュュニニニニティティティティ部という新しい部という新しい部という新しい部という新しい分掌分掌分掌分掌を設けまして、そして教職員とを設けまして、そして教職員とを設けまして、そして教職員とを設けまして、そして教職員と地域地域地域地域の代の代の代の代表表表表者者者者がががが熟熟熟熟議を議を議を議を行行行行う場う場う場う場

として学校として学校として学校として学校ココココミュミュミュミュニニニニティティティティ協協協協議会を議会を議会を議会を組組組組織織織織しております。このしております。このしております。このしております。この協協協協議会を議会を議会を議会を組組組組織織織織する学校が、ことする学校が、ことする学校が、ことする学校が、こと

しは県内しは県内しは県内しは県内公公公公立小・中学校の約９立小・中学校の約９立小・中学校の約９立小・中学校の約９割割割割にににに達達達達しております。しております。しております。しております。

○大坪委員○大坪委員○大坪委員○大坪委員 それでは、その中で、具体的にされている事例で、何かこれはおもしそれでは、その中で、具体的にされている事例で、何かこれはおもしそれでは、その中で、具体的にされている事例で、何かこれはおもしそれでは、その中で、具体的にされている事例で、何かこれはおもしろろろろいといといといと

か、しっかりされているという例があれば教えていただけたらと思います。か、しっかりされているという例があれば教えていただけたらと思います。か、しっかりされているという例があれば教えていただけたらと思います。か、しっかりされているという例があれば教えていただけたらと思います。

○奥田人権・地域教育課長○奥田人権・地域教育課長○奥田人権・地域教育課長○奥田人権・地域教育課長 平成２５年度からス平成２５年度からス平成２５年度からス平成２５年度からスタタタターーーートトトトしておりますこの事業ですけれどしておりますこの事業ですけれどしておりますこの事業ですけれどしておりますこの事業ですけれど

も、も、も、も、徐徐徐徐 々々々々にそれにそれにそれにそれぞぞぞぞれのれのれのれの地域地域地域地域からさまからさまからさまからさまざざざざまな報告がなされております。今、委員おたずまな報告がなされております。今、委員おたずまな報告がなされております。今、委員おたずまな報告がなされております。今、委員おたずねねねねのののの

実実実実例としましては、例としましては、例としましては、例としましては、特特特特にににに地域地域地域地域にににに伝伝伝伝わるわるわるわる踊踊踊踊りなどりなどりなどりなど伝統芸伝統芸伝統芸伝統芸能能能能をををを地域地域地域地域のののの方方方方からからからから子子子子どもたどもたどもたどもたちちちちが学が学が学が学びびびび
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まして、そしてまして、そしてまして、そしてまして、そして地域地域地域地域のおのおのおのお祭祭祭祭りでりでりでりで実実実実演演演演した、そうしたした、そうしたした、そうしたした、そうした取取取取りりりり組み組み組み組み、あるいは、あるいは、あるいは、あるいは児童数児童数児童数児童数がががが急急急急増増増増するするするする

小学校で小学校で小学校で小学校で運運運運動動動動会での観会での観会での観会での観覧マナ覧マナ覧マナ覧マナーなどが議題になりまして、そのことにつきまして教職員とーなどが議題になりまして、そのことにつきまして教職員とーなどが議題になりまして、そのことにつきまして教職員とーなどが議題になりまして、そのことにつきまして教職員と

保保保保護者護者護者護者がががが熟熟熟熟議を議を議を議を行行行行って、保って、保って、保って、保護者護者護者護者の観の観の観の観覧席覧席覧席覧席を立を立を立を立ち見ち見ち見ち見席席席席で入れかえ制にしたことにより、観で入れかえ制にしたことにより、観で入れかえ制にしたことにより、観で入れかえ制にしたことにより、観覧覧覧覧

マナマナマナマナーがーがーがーがぐぐぐぐんんんんとととと向向向向上し、上し、上し、上し、先先先先生た生た生た生たちちちちのののの子子子子どもにどもにどもにどもに向向向向き合うき合うき合うき合う時時時時間が間が間が間がふふふふえたというえたというえたというえたという取取取取りりりり組み組み組み組み。また、。また、。また、。また、

規規規規範範範範意意意意識識識識などなどなどなど子子子子どもたどもたどもたどもたちちちちの教育の教育の教育の教育課課課課題を目題を目題を目題を目指指指指して、して、して、して、地域地域地域地域とととと協協協協働働働働してしてしてして挨拶挨拶挨拶挨拶や声かけや声かけや声かけや声かけ運運運運動動動動をををを継継継継続続続続

してしてしてして展開展開展開展開しているしているしているしている取取取取りりりり組み組み組み組みなどがごなどがごなどがごなどがござざざざいます。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 どうもありがとうごどうもありがとうごどうもありがとうごどうもありがとうござざざざいます。本います。本います。本います。本当当当当に例としてもなかなかすばらしいことをに例としてもなかなかすばらしいことをに例としてもなかなかすばらしいことをに例としてもなかなかすばらしいことを

していただいていると思うのですが、そのしていただいていると思うのですが、そのしていただいていると思うのですが、そのしていただいていると思うのですが、その規規規規範範範範意意意意識識識識のののの向向向向上という中で、最近上という中で、最近上という中で、最近上という中で、最近特特特特に目立に目立に目立に目立ちちちちまままま

すのがすのがすのがすのが公公公公共マナ共マナ共マナ共マナーのーのーのーの低低低低下下下下であるとか、またであるとか、またであるとか、またであるとか、また交交交交通通通通ルルルルーーーールルルルのののの遵守遵守遵守遵守ということがということがということがということが子子子子どもたどもたどもたどもたちちちちの間の間の間の間

で、で、で、で、簡簡簡簡単単単単に言いますと、に言いますと、に言いますと、に言いますと、自自自自転車転車転車転車で一で一で一で一時時時時停止停止停止停止をしないとか、をしないとか、をしないとか、をしないとか、信号信号信号信号無無無無視視視視をするとか、こういっをするとか、こういっをするとか、こういっをするとか、こういっ

たこともよくたこともよくたこともよくたこともよく見受見受見受見受けられます。この事業の中で、そういうけられます。この事業の中で、そういうけられます。この事業の中で、そういうけられます。この事業の中で、そういう規規規規範範範範意意意意識識識識のののの向向向向上というとこ上というとこ上というとこ上というところろろろで、で、で、で、

公公公公共マナ共マナ共マナ共マナーとか、またーとか、またーとか、またーとか、また交交交交通通通通安安安安全、全、全、全、ルルルルーーーールルルルのののの遵守遵守遵守遵守ということを、ということを、ということを、ということを、ぜひぜひぜひぜひとも何かとも何かとも何かとも何か盛盛盛盛りりりり込ん込ん込ん込んでいでいでいでい

ただいて、それこそただいて、それこそただいて、それこそただいて、それこそ地域地域地域地域のののの皆皆皆皆ささささんんんんとととと子子子子どもたどもたどもたどもたちちちちと、例えば校と、例えば校と、例えば校と、例えば校区区区区内の内の内の内の危険箇所危険箇所危険箇所危険箇所を一を一を一を一緒緒緒緒にににに見見見見てててて

回回回回るとかいうことでるとかいうことでるとかいうことでるとかいうことで自自自自分分分分たたたたちちちちのののの安安安安全を全を全を全を確確確確保するとか、保するとか、保するとか、保するとか、地域地域地域地域のののの方方方方ももももももももちろんちろんちろんちろんそういうそういうそういうそういうマナマナマナマナーーーー

の悪いの悪いの悪いの悪い方方方方もおられますので、もおられますので、もおられますので、もおられますので、改改改改めて大人めて大人めて大人めて大人自自自自身身身身もももも確認確認確認確認するという場があってもいいのではなするという場があってもいいのではなするという場があってもいいのではなするという場があってもいいのではな

いかと思っておりますので、いかと思っておりますので、いかと思っておりますので、いかと思っておりますので、少少少少しそれだけ提案をさせていただきたいと思っております。しそれだけ提案をさせていただきたいと思っております。しそれだけ提案をさせていただきたいと思っております。しそれだけ提案をさせていただきたいと思っております。

ありがとうごありがとうごありがとうごありがとうござざざざいました。いました。いました。いました。

それと次に、今、高校の日本それと次に、今、高校の日本それと次に、今、高校の日本それと次に、今、高校の日本史史史史の教の教の教の教科科科科書書書書のののの採採採採択択択択の問題での問題での問題での問題で動動動動きがありまして、きがありまして、きがありまして、きがありまして、実実実実教出教出教出教出版株版株版株版株

式式式式会会会会社社社社の教の教の教の教科科科科書書書書でありますけれども、国でありますけれども、国でありますけれども、国でありますけれども、国旗掲揚旗掲揚旗掲揚旗掲揚、国、国、国、国歌斉唱歌斉唱歌斉唱歌斉唱について、一部のについて、一部のについて、一部のについて、一部の自治自治自治自治体で体で体で体で公公公公務務務務

員員員員へへへへの強制のの強制のの強制のの強制の動動動動きがあるというきがあるというきがあるというきがあるという記記記記述述述述をされている問題で、幾つかの教育委員会がをされている問題で、幾つかの教育委員会がをされている問題で、幾つかの教育委員会がをされている問題で、幾つかの教育委員会が対応対応対応対応されされされされ

ていると聞いています。例えばていると聞いています。例えばていると聞いています。例えばていると聞いています。例えば神神神神奈奈奈奈川川川川県の場合でしたら、県の場合でしたら、県の場合でしたら、県の場合でしたら、当当当当初は２初は２初は２初は２８８８８校が校が校が校が採採採採択択択択をををを希希希希望望望望してしてしてして

いたけれども、いたけれども、いたけれども、いたけれども、各各各各校に校に校に校に再再再再考を考を考を考を促促促促したしたしたした結果結果結果結果、どこも、どこも、どこも、どこも採採採採用しなかったという例もありますし、用しなかったという例もありますし、用しなかったという例もありますし、用しなかったという例もありますし、

また、また、また、また、東京東京東京東京都都都都教育委員会もこれについて、教育委員会もこれについて、教育委員会もこれについて、教育委員会もこれについて、使使使使用は用は用は用は適切適切適切適切ではないとのではないとのではないとのではないとの見解見解見解見解を示して、を示して、を示して、を示して、都都都都立高立高立高立高

校等校等校等校等計計計計２０６校に通知をしたということです。その２０６校に通知をしたということです。その２０６校に通知をしたということです。その２０６校に通知をしたということです。その結果結果結果結果、こ、こ、こ、こちちちちらでもらでもらでもらでも使使使使われなかったといわれなかったといわれなかったといわれなかったとい

うことがあります。うことがあります。うことがあります。うことがあります。奈良奈良奈良奈良県の場合は、県の場合は、県の場合は、県の場合は、実実実実質この質この質この質この実実実実教出教出教出教出版株式版株式版株式版株式会会会会社社社社の教の教の教の教科科科科書書書書のののの使使使使用について用について用について用について

どのような状況になっているのかおどのような状況になっているのかおどのような状況になっているのかおどのような状況になってい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 おおおお尋ね尋ね尋ね尋ねのののの実実実実教出教出教出教出版株式版株式版株式版株式会会会会社社社社の日本の日本の日本の日本史史史史の教の教の教の教科科科科書書書書ですが、新日本ですが、新日本ですが、新日本ですが、新日本史史史史Ａ、Ａ、Ａ、Ａ、

高校日本高校日本高校日本高校日本史史史史Ａ、日本Ａ、日本Ａ、日本Ａ、日本史Ｂ史Ｂ史Ｂ史Ｂ、高校日本、高校日本、高校日本、高校日本史Ｂ史Ｂ史Ｂ史Ｂと４と４と４と４種類種類種類種類ごごごござざざざいまして、いずれもいまして、いずれもいまして、いずれもいまして、いずれも文文文文部部部部科科科科学学学学省省省省のののの検検検検

定に合定に合定に合定に合格格格格したものでごしたものでごしたものでごしたものでござざざざいます。これらのいます。これらのいます。これらのいます。これらの実実実実教出教出教出教出版株式版株式版株式版株式会会会会社社社社の日本の日本の日本の日本史史史史教教教教科科科科書書書書については、については、については、については、

写真写真写真写真やややや図図図図表表表表、、、、地図地図地図地図等が等が等が等が豊富豊富豊富豊富で、全体としてで、全体としてで、全体としてで、全体として記記記記述述述述がわかりやすいとか、がわかりやすいとか、がわかりやすいとか、がわかりやすいとか、見見見見やすいやすいやすいやすい構構構構成になっ成になっ成になっ成になっ
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ているなどの理由により、ているなどの理由により、ているなどの理由により、ているなどの理由により、従来従来従来従来から県立学校でから県立学校でから県立学校でから県立学校で採採採採択択択択されているのですけれども、されているのですけれども、されているのですけれども、されているのですけれども、来来来来年度の年度の年度の年度の

採採採採択択択択状況については、高等学校日本状況については、高等学校日本状況については、高等学校日本状況については、高等学校日本史史史史Ａが県立学校３校、高等学校日本Ａが県立学校３校、高等学校日本Ａが県立学校３校、高等学校日本Ａが県立学校３校、高等学校日本史Ｂ史Ｂ史Ｂ史Ｂがががが同同同同じく３校、じく３校、じく３校、じく３校、

合わせて６校が合わせて６校が合わせて６校が合わせて６校が採採採採択択択択しているという状況でごしているという状況でごしているという状況でごしているという状況でござざざざいます。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 それでは、それでは、それでは、それでは、実実実実際際際際その教その教その教その教科科科科書書書書が６校でが６校でが６校でが６校で使使使使用されるということですけれども、そ用されるということですけれども、そ用されるということですけれども、そ用されるということですけれども、そ

の中では、国の中では、国の中では、国の中では、国旗掲揚旗掲揚旗掲揚旗掲揚、国、国、国、国歌斉唱歌斉唱歌斉唱歌斉唱をしっかりとやっていくとをしっかりとやっていくとをしっかりとやっていくとをしっかりとやっていくと記記記記述述述述されていますが、それとはされていますが、それとはされていますが、それとはされていますが、それとは

別別別別に、何か県教育委員会としてのに、何か県教育委員会としてのに、何か県教育委員会としてのに、何か県教育委員会としての対応対応対応対応をなされるのかおをなされるのかおをなされるのかおをなされるのかお伺伺伺伺いをします。いをします。いをします。いをします。

○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 委員ご委員ご委員ご委員ご指指指指摘摘摘摘のののの記記記記述述述述の部の部の部の部分分分分に関しましては、さまに関しましては、さまに関しましては、さまに関しましては、さまざざざざまなまなまなまな意見意見意見意見があるとがあるとがあるとがあると

認認認認識識識識しております。本県といたしましては、しております。本県といたしましては、しております。本県といたしましては、しております。本県といたしましては、毎毎毎毎年年年年秋秋秋秋にににに実施実施実施実施いたします教いたします教いたします教いたします教科別科別科別科別の学の学の学の学習指導習指導習指導習指導研研研研

究集究集究集究集会等の会等の会等の会等の機機機機会を会を会を会を捉捉捉捉えまして、えまして、えまして、えまして、再再再再度学度学度学度学習指導要習指導要習指導要習指導要領領領領のののの趣旨趣旨趣旨趣旨にににに従従従従って、入学って、入学って、入学って、入学式式式式やややや卒卒卒卒業業業業式式式式には学には学には学には学

校生校生校生校生活活活活にににに有意有意有意有意義な変化や義な変化や義な変化や義な変化や折折折折り目をつけて、厳り目をつけて、厳り目をつけて、厳り目をつけて、厳粛粛粛粛かつかつかつかつ清清清清新な新な新な新な雰囲雰囲雰囲雰囲気の中で、新しい生気の中で、新しい生気の中で、新しい生気の中で、新しい生活活活活のののの展展展展

開へ開へ開へ開へのののの動機づ動機づ動機づ動機づけをけをけをけを行行行行って、学校あるいはって、学校あるいはって、学校あるいはって、学校あるいは社社社社会と会と会と会と集団へ集団へ集団へ集団へのののの所属所属所属所属感を感を感を感を深深深深める上でよいめる上でよいめる上でよいめる上でよい機機機機会とな会とな会とな会とな

るというるというるというるという意意意意義を義を義を義を踏踏踏踏まえて、入学まえて、入学まえて、入学まえて、入学式式式式あるいはあるいはあるいはあるいは卒卒卒卒業業業業式式式式におきましては国におきましては国におきましては国におきましては国旗旗旗旗をををを掲揚掲揚掲揚掲揚するとともに、するとともに、するとともに、するとともに、

国国国国歌歌歌歌をををを斉唱斉唱斉唱斉唱するといったするといったするといったするといった指導指導指導指導をするをするをするをする旨旨旨旨を、を、を、を、十分十分十分十分にににに伝伝伝伝えてまいりたいと考えております。えてまいりたいと考えております。えてまいりたいと考えております。えてまいりたいと考えております。

○大坪委員○大坪委員○大坪委員○大坪委員 今のご今のご今のご今のご答弁答弁答弁答弁で、しっかりとまたで、しっかりとまたで、しっかりとまたで、しっかりとまた研修研修研修研修の場でもやっていきたいというおの場でもやっていきたいというおの場でもやっていきたいというおの場でもやっていきたいというお答答答答えをえをえをえを

頂戴頂戴頂戴頂戴しましたので、しましたので、しましたので、しましたので、ぜひぜひぜひぜひとも、この点よとも、この点よとも、この点よとも、この点よろろろろしくお願いしたいと思います。しくお願いしたいと思います。しくお願いしたいと思います。しくお願いしたいと思います。

それでは、最それでは、最それでは、最それでは、最後後後後に今、これもまたに今、これもまたに今、これもまたに今、これもまたちちちちょょょょっとっとっとっと話話話話題になっております題になっております題になっております題になっております、、、、「「「「はだしのはだしのはだしのはだしのゲゲゲゲンンンン」」」」とととと

いういういういう漫漫漫漫画画画画をめをめをめをめぐぐぐぐる、る、る、る、松江松江松江松江市教育委員会が市教育委員会が市教育委員会が市教育委員会が閉架閉架閉架閉架措措措措置をとって、そしてまた置をとって、そしてまた置をとって、そしてまた置をとって、そしてまた突然突然突然突然そのそのそのその閉架閉架閉架閉架措措措措置、置、置、置、

閲覧閲覧閲覧閲覧制制制制限限限限をををを撤撤撤撤回回回回したという問題がありましたが、これについて、したという問題がありましたが、これについて、したという問題がありましたが、これについて、したという問題がありましたが、これについて、奈良奈良奈良奈良市でも聞きますと、市でも聞きますと、市でも聞きますと、市でも聞きますと、

どの学校にどれだけのどの学校にどれだけのどの学校にどれだけのどの学校にどれだけの冊冊冊冊数数数数があるのかをもうがあるのかをもうがあるのかをもうがあるのかをもう早速早速早速早速調調調調査査査査はされたようでありますが、県教育はされたようでありますが、県教育はされたようでありますが、県教育はされたようでありますが、県教育

委員会として、このことについて何らかの委員会として、このことについて何らかの委員会として、このことについて何らかの委員会として、このことについて何らかの対応対応対応対応をされたのかをおをされたのかをおをされたのかをおをされたのかを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 おおおお尋ね尋ね尋ね尋ねのののの「「「「はだしのはだしのはだしのはだしのゲゲゲゲンンンン」」」」のののの各各各各学校学校学校学校へへへへのののの配配配配置状況でご置状況でご置状況でご置状況でござざざざいますけれいますけれいますけれいますけれ

ども、市町村教育委員会に県としてども、市町村教育委員会に県としてども、市町村教育委員会に県としてども、市町村教育委員会に県として特特特特にににに照照照照会はしておりませ会はしておりませ会はしておりませ会はしておりませんんんんが、本県では、例えば平成が、本県では、例えば平成が、本県では、例えば平成が、本県では、例えば平成

２４年度に２４年度に２４年度に２４年度に修修修修学学学学旅旅旅旅行行行行をををを実施実施実施実施したしたしたした公公公公立小学校２０４校のう立小学校２０４校のう立小学校２０４校のう立小学校２０４校のうちちちち２０１校が２０１校が２０１校が２０１校が広広広広島島島島市、１校が長市、１校が長市、１校が長市、１校が長崎崎崎崎

市を市を市を市を訪訪訪訪れまして、れまして、れまして、れまして、原原原原子子子子爆弾投爆弾投爆弾投爆弾投下下下下によって国によって国によって国によって国民民民民が大きなが大きなが大きなが大きな被被被被害害害害をををを受受受受けたことなどを学けたことなどを学けたことなどを学けたことなどを学習習習習しておしておしておしてお

ります。こうした平ります。こうした平ります。こうした平ります。こうした平和和和和学学学学習習習習、平、平、平、平和和和和教育の教育の教育の教育の取取取取りりりり組み組み組み組みをををを実施実施実施実施している学校の多くでは、関している学校の多くでは、関している学校の多くでは、関している学校の多くでは、関連図連図連図連図

書書書書の一つとしての一つとしての一つとしての一つとして「「「「はだしのはだしのはだしのはだしのゲゲゲゲンンンン」」」」を学校を学校を学校を学校図図図図書館書館書館書館等に等に等に等に配配配配置していると置していると置していると置していると認認認認識識識識はしているとこはしているとこはしているとこはしているところろろろ

でごでごでごでござざざざいます。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 実実実実際際際際この本を、この本を、この本を、この本を、私私私私も１も１も１も１巻巻巻巻から１０から１０から１０から１０巻巻巻巻まで、小学校のときまで、小学校のときまで、小学校のときまで、小学校のとき読読読読んんんんでででで以以以以来来来来、きのう、、きのう、、きのう、、きのう、

おとといでもう一おとといでもう一おとといでもう一おとといでもう一回回回回読読読読み返み返み返み返させていただきました。それで教育長におさせていただきました。それで教育長におさせていただきました。それで教育長におさせていただきました。それで教育長にお伺伺伺伺いしたいのですけいしたいのですけいしたいのですけいしたいのですけ

れども、この本をれども、この本をれども、この本をれども、この本を実実実実際際際際にににに読読読読まれたのか、もしまれたのか、もしまれたのか、もしまれたのか、もし読読読読まれたのでしたら、感まれたのでしたら、感まれたのでしたら、感まれたのでしたら、感想想想想なりがあればおなりがあればおなりがあればおなりがあればお伺伺伺伺
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いできればと思います。いできればと思います。いできればと思います。いできればと思います。

○冨岡教育長○冨岡教育長○冨岡教育長○冨岡教育長 過過過過去去去去にはにはにはには読読読読んんんんでおりませでおりませでおりませでおりませんんんん。ただ、。ただ、。ただ、。ただ、話話話話題になりましたので、題になりましたので、題になりましたので、題になりましたので、話話話話題題題題箇所箇所箇所箇所は１は１は１は１

００００数数数数ペペペペーーーージジジジでしかありませでしかありませでしかありませでしかありませんんんんが、どういうものがどうが、どういうものがどうが、どういうものがどうが、どういうものがどう書書書書かれているのかいうことで、かれているのかいうことで、かれているのかいうことで、かれているのかいうことで、見見見見まままま

した。感した。感した。感した。感想想想想も言うのですか。も言うのですか。も言うのですか。も言うのですか。

○大坪委員○大坪委員○大坪委員○大坪委員 はい。はい。はい。はい。

○冨岡教育長○冨岡教育長○冨岡教育長○冨岡教育長 感感感感想想想想としましては、やはりとしましては、やはりとしましては、やはりとしましては、やはり戦争戦争戦争戦争のののの異異異異常さや残常さや残常さや残常さや残虐虐虐虐さというのがさというのがさというのがさというのが描描描描かれているかれているかれているかれている

と。もと。もと。もと。もちろん私ちろん私ちろん私ちろん私のののの認認認認識識識識としまして、としまして、としまして、としまして、作者作者作者作者のののの方方方方は平は平は平は平和和和和をををを望む望む望む望む願いから全願いから全願いから全願いから全編編編編１０１０１０１０巻巻巻巻描描描描かれたとかれたとかれたとかれたと

聞いております。ただ、そうは承知しておりますけれども、聞いております。ただ、そうは承知しておりますけれども、聞いております。ただ、そうは承知しておりますけれども、聞いております。ただ、そうは承知しておりますけれども、持ち帰持ち帰持ち帰持ち帰ってってってって読読読読ませていただいませていただいませていただいませていただい

たとこたとこたとこたところろろろには、には、には、には、余余余余りにもりにもりにもりにも露骨露骨露骨露骨で残で残で残で残虐虐虐虐なななな描写描写描写描写や場面もごや場面もごや場面もごや場面もござざざざいます。これは成長います。これは成長います。これは成長います。これは成長過程過程過程過程にあるにあるにあるにある子子子子

どもにとって、やはりどもにとって、やはりどもにとって、やはりどもにとって、やはり過過過過激激激激かなと。かなと。かなと。かなと。過過過過激激激激ななななゆゆゆゆえにそのえにそのえにそのえにその先先先先入観や入観や入観や入観や誤誤誤誤解解解解が生じるが生じるが生じるが生じる可能性可能性可能性可能性もないもないもないもない

とは言えないなと、そのとは言えないなと、そのとは言えないなと、そのとは言えないなと、そのぐぐぐぐらいの感らいの感らいの感らいの感触触触触はははは受受受受けております。とにかくけております。とにかくけております。とにかくけております。とにかく私私私私ももももショショショショッッッッキキキキングングングングだっだっだっだっ

たというのは事たというのは事たというのは事たというのは事実実実実でごでごでごでござざざざいます。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 どうもありがとうごどうもありがとうごどうもありがとうごどうもありがとうござざざざいます。います。います。います。私私私私もももも読読読読ませていただいて、ませていただいて、ませていただいて、ませていただいて、特特特特に最に最に最に最後後後後の１０の１０の１０の１０巻巻巻巻

が、日本が、日本が、日本が、日本軍軍軍軍のののの行動行動行動行動やいやいやいやいろろろろいいいいろろろろなことが、本なことが、本なことが、本なことが、本当当当当に事に事に事に事実実実実なのかと思うようなとこなのかと思うようなとこなのかと思うようなとこなのかと思うようなところろろろがあります。があります。があります。があります。

私私私私も１も１も１も１巻巻巻巻からずっとからずっとからずっとからずっと見見見見たのですが、たのですが、たのですが、たのですが、端々端々端々端々でもいでもいでもいでもいろろろろいいいいろろろろななななちちちちょょょょっとっとっとっと認認認認識識識識的にどうなのかと感的にどうなのかと感的にどうなのかと感的にどうなのかと感

じる部じる部じる部じる部分分分分があるのです。でも、それをそのままがあるのです。でも、それをそのままがあるのです。でも、それをそのままがあるのです。でも、それをそのまま子子子子どもたどもたどもたどもたちちちちがががが信信信信じてじてじてじて社社社社会に出ていくと、日会に出ていくと、日会に出ていくと、日会に出ていくと、日

本の国をこれからよくしていきたい、いい本の国をこれからよくしていきたい、いい本の国をこれからよくしていきたい、いい本の国をこれからよくしていきたい、いい世世世世の中にしたいという、これからのの中にしたいという、これからのの中にしたいという、これからのの中にしたいという、これからの社社社社会を担っ会を担っ会を担っ会を担っ

ていただくていただくていただくていただく若若若若い人たい人たい人たい人たちちちちに、本に、本に、本に、本当当当当にこの日本の国ににこの日本の国ににこの日本の国ににこの日本の国に誇誇誇誇りをりをりをりを持持持持って生きていけるのかという感って生きていけるのかという感って生きていけるのかという感って生きていけるのかという感

想想想想を問題にを問題にを問題にを問題に持ち持ち持ち持ちました。ました。ました。ました。

１つの例を１つの例を１つの例を１つの例を挙挙挙挙げげげげますと、例えばますと、例えばますと、例えばますと、例えば天皇陛天皇陛天皇陛天皇陛下下下下のことにのことにのことにのことに対対対対して、何か最高のして、何か最高のして、何か最高のして、何か最高の殺殺殺殺人人人人者者者者天皇天皇天皇天皇とか、とか、とか、とか、

貧貧貧貧相相相相な面をしたじいさな面をしたじいさな面をしたじいさな面をしたじいさんんんんの今上の今上の今上の今上裕裕裕裕仁仁仁仁とか、何かもう本とか、何かもう本とか、何かもう本とか、何かもう本当当当当にににに戦争戦争戦争戦争狂狂狂狂いのいのいのいの天皇天皇天皇天皇とか。日本国のとか。日本国のとか。日本国のとか。日本国の

象象象象徴徴徴徴とされているとされているとされているとされている天皇陛天皇陛天皇陛天皇陛下下下下にににに対対対対してこういうことを平気でしてこういうことを平気でしてこういうことを平気でしてこういうことを平気で描描描描く、これはく、これはく、これはく、これは余余余余りにもりにもりにもりにもひひひひどいのどいのどいのどいの

ではないか。それから、内ではないか。それから、内ではないか。それから、内ではないか。それから、内容容容容でででで特特特特に気になったのは、言に気になったのは、言に気になったのは、言に気になったのは、言葉葉葉葉がすごくがすごくがすごくがすごく汚汚汚汚い、い、い、い、子子子子どもの言どもの言どもの言どもの言葉葉葉葉とととと

してはしてはしてはしてはちちちちょょょょっと考えられないような言っと考えられないような言っと考えられないような言っと考えられないような言葉葉葉葉、そして、そして、そして、そして卑卑卑卑わいな感じのわいな感じのわいな感じのわいな感じの表表表表現の現の現の現の単単単単語語語語などもなどもなどもなども結結結結構構構構出出出出

てきますし、てきますし、てきますし、てきますし、確確確確かにかにかにかに私私私私も体も体も体も体験験験験していませしていませしていませしていませんんんんから何とも言えませから何とも言えませから何とも言えませから何とも言えませんんんんが、本が、本が、本が、本当当当当にににに悲惨悲惨悲惨悲惨なことで、なことで、なことで、なことで、

これはもうこれはもうこれはもうこれはもう絶絶絶絶対対対対にあってはならない、このにあってはならない、このにあってはならない、このにあってはならない、この戦争戦争戦争戦争のののの被被被被害害害害であるとは思うのですけれども、たであるとは思うのですけれども、たであるとは思うのですけれども、たであるとは思うのですけれども、た

だ、そのだ、そのだ、そのだ、その苦苦苦苦しい状況でありながらも、その本の中のしい状況でありながらも、その本の中のしい状況でありながらも、その本の中のしい状況でありながらも、その本の中の随随随随所所所所にあらわれているのは、にあらわれているのは、にあらわれているのは、にあらわれているのは、盗盗盗盗みみみみななななんんんん

かをしてかをしてかをしてかをして食食食食べべべべつないでいく、もうしつないでいく、もうしつないでいく、もうしつないでいく、もうしんんんんどいから、どいから、どいから、どいから、盗盗盗盗ってもってもってもっても仕仕仕仕方方方方ないではないかというとこないではないかというとこないではないかというとこないではないかというとこ

ろろろろがかなりの場面で出てくるのです。がかなりの場面で出てくるのです。がかなりの場面で出てくるのです。がかなりの場面で出てくるのです。子子子子どもたどもたどもたどもたちちちちもももも時時時時代代代代背背背背景が全く景が全く景が全く景が全く違違違違いますけれども、何いますけれども、何いますけれども、何いますけれども、何

かかかか自自自自分分分分たたたたちちちちが困ったらが困ったらが困ったらが困ったら物物物物をををを盗盗盗盗っても、それはっても、それはっても、それはっても、それは許許許許されることだというされることだというされることだというされることだという誤誤誤誤解解解解もももも与与与与えると、えると、えると、えると、ちちちちょょょょ
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っとこれはどうなのかと思います。っとこれはどうなのかと思います。っとこれはどうなのかと思います。っとこれはどうなのかと思います。私私私私はこの本に関してどこに置くなとか、はこの本に関してどこに置くなとか、はこの本に関してどこに置くなとか、はこの本に関してどこに置くなとか、見見見見せるなとかせるなとかせるなとかせるなとか

という考えという考えという考えという考え方方方方はははは持持持持っておりませっておりませっておりませっておりませんんんんけれども、けれども、けれども、けれども、ぜひぜひぜひぜひ、ここにおいでの、ここにおいでの、ここにおいでの、ここにおいでの皆皆皆皆ささささんんんんも含めて、そしも含めて、そしも含めて、そしも含めて、そし

て県て県て県て県民民民民のののの皆皆皆皆ささささんんんん、、、、特特特特に大人のに大人のに大人のに大人の方方方方にしっかりとこの本はにしっかりとこの本はにしっかりとこの本はにしっかりとこの本は実実実実際際際際どういう本なのかということをどういう本なのかということをどういう本なのかということをどういう本なのかということを

もっともっともっともっと読読読読んんんんでいただいて、でいただいて、でいただいて、でいただいて、世世世世間で議間で議間で議間で議論論論論がががが膨膨膨膨ららららんんんんでいったでいったでいったでいった結果結果結果結果どうなるのかをどうなるのかをどうなるのかをどうなるのかを見見見見ていきたいていきたいていきたいていきたい

と思っております。そういうと思っております。そういうと思っております。そういうと思っております。そういう意意意意味味味味でこの質問をさせていただきました。でこの質問をさせていただきました。でこの質問をさせていただきました。でこの質問をさせていただきました。以以以以上で上で上で上で私私私私の質問をの質問をの質問をの質問を

終わらせていただきます。どうもありがとうご終わらせていただきます。どうもありがとうご終わらせていただきます。どうもありがとうご終わらせていただきます。どうもありがとうござざざざいました。いました。いました。いました。

○阪口委員○阪口委員○阪口委員○阪口委員 質問は２点いたします。質問は２点いたします。質問は２点いたします。質問は２点いたします。私私私私、県議会議員になる、県議会議員になる、県議会議員になる、県議会議員になる以以以以前の職業としまして学校の前の職業としまして学校の前の職業としまして学校の前の職業としまして学校の

教教教教師師師師を３を３を３を３８８８８年やっておりまして、３６年やっておりまして、３６年やっておりまして、３６年やっておりまして、３６回回回回担担担担任任任任をさせていただきました。をさせていただきました。をさせていただきました。をさせていただきました。主主主主にににに社社社社会会会会科科科科と生と生と生と生活活活活

指導指導指導指導を担を担を担を担当当当当してきたわけでごしてきたわけでごしてきたわけでごしてきたわけでござざざざいます。います。います。います。

質問の１点目ですけれども、いじめに関質問の１点目ですけれども、いじめに関質問の１点目ですけれども、いじめに関質問の１点目ですけれども、いじめに関連連連連して、教育委員会のして、教育委員会のして、教育委員会のして、教育委員会の活性活性活性活性化について質問をい化について質問をい化について質問をい化について質問をい

たします。最近のたします。最近のたします。最近のたします。最近の風風風風潮潮潮潮として、教育委員会は、いじめのとして、教育委員会は、いじめのとして、教育委員会は、いじめのとして、教育委員会は、いじめの対応対応対応対応が非常にが非常にが非常にが非常に鈍鈍鈍鈍いということで、いということで、いということで、いということで、

一部の一部の一部の一部の首首首首長から教育委員会長から教育委員会長から教育委員会長から教育委員会廃廃廃廃止止止止論論論論が出てきています。しかし、が出てきています。しかし、が出てきています。しかし、が出てきています。しかし、私私私私はははは廃廃廃廃止止止止論論論論ではなくて、本ではなくて、本ではなくて、本ではなくて、本

来来来来の教育委員会のありの教育委員会のありの教育委員会のありの教育委員会のあり方方方方としてとしてとしてとして充充充充実実実実させていくさせていくさせていくさせていくべべべべきであきであきであきであろろろろうと考えているわけです。うと考えているわけです。うと考えているわけです。うと考えているわけです。時時時時代代代代

的な的な的な的な背背背背景を景を景を景を見見見見ましても、教育委員会はましても、教育委員会はましても、教育委員会はましても、教育委員会は首首首首長から長から長から長から独独独独立した立した立した立した行政行政行政行政委員会で、委員会で、委員会で、委員会で、政治政治政治政治的な中立的な中立的な中立的な中立性性性性、、、、

それから教育それから教育それから教育それから教育政政政政策策策策がががが安安安安定的に定的に定的に定的に行行行行われるということをわれるということをわれるということをわれるということを主主主主眼眼眼眼として設置されたわけでごとして設置されたわけでごとして設置されたわけでごとして設置されたわけでござざざざいまいまいまいま

す。このような経す。このような経す。このような経す。このような経緯緯緯緯のもとで設置されたわけで、しかしのもとで設置されたわけで、しかしのもとで設置されたわけで、しかしのもとで設置されたわけで、しかし時時時時代の代の代の代の流流流流れの中で、教育委員会のれの中で、教育委員会のれの中で、教育委員会のれの中で、教育委員会の

権限権限権限権限をををを公選公選公選公選制から制から制から制から任任任任命命命命制にして、制にして、制にして、制にして、力力力力をををを弱弱弱弱めていくという経めていくという経めていくという経めていくという経緯緯緯緯もあるわけでごもあるわけでごもあるわけでごもあるわけでござざざざいます。しいます。しいます。しいます。し

かし、現状においても、教育委員会が月１かし、現状においても、教育委員会が月１かし、現状においても、教育委員会が月１かし、現状においても、教育委員会が月１回回回回の会合でやはりの会合でやはりの会合でやはりの会合でやはり十分十分十分十分に議に議に議に議論論論論していけば、教育していけば、教育していけば、教育していけば、教育

委員会の委員会の委員会の委員会の存存存存在在在在意意意意義は大きいと考えております。そこで、教育委員会の義は大きいと考えております。そこで、教育委員会の義は大きいと考えております。そこで、教育委員会の義は大きいと考えております。そこで、教育委員会の活性活性活性活性化についてご質化についてご質化についてご質化についてご質

問いたします。問いたします。問いたします。問いたします。

○冨岡教育長○冨岡教育長○冨岡教育長○冨岡教育長 委員お委員お委員お委員お述べ述べ述べ述べのとおり、今、教育委員会制度について議のとおり、今、教育委員会制度について議のとおり、今、教育委員会制度について議のとおり、今、教育委員会制度について議論論論論がなされています。がなされています。がなされています。がなされています。

私私私私は現は現は現は現行行行行制度の中での教育長であって、教育委員でもご制度の中での教育長であって、教育委員でもご制度の中での教育長であって、教育委員でもご制度の中での教育長であって、教育委員でもござざざざいます。このことについています。このことについています。このことについています。このことについて是是是是かかかか

非かの非かの非かの非かのココココメメメメントントントントは、これはは、これはは、これはは、これは差差差差しししし控控控控えるえるえるえるべべべべき立場であります。ただ、現き立場であります。ただ、現き立場であります。ただ、現き立場であります。ただ、現行行行行制度の制度の制度の制度のデデデデメメメメリリリリットットットット

ばかりが前ばかりが前ばかりが前ばかりが前へへへへ出て議出て議出て議出て議論論論論されているされているされているされている嫌嫌嫌嫌いがあるなと思っております。それと、いがあるなと思っております。それと、いがあるなと思っております。それと、いがあるなと思っております。それと、少少少少しししし性性性性急急急急かとかとかとかと

いう思いもしております。いずれにしましても教育制度、教育委員会制度の本いう思いもしております。いずれにしましても教育制度、教育委員会制度の本いう思いもしております。いずれにしましても教育制度、教育委員会制度の本いう思いもしております。いずれにしましても教育制度、教育委員会制度の本来来来来のののの趣旨趣旨趣旨趣旨、、、、

目的をき目的をき目的をき目的をきちんちんちんちんとととと押押押押さえていただいて、さえていただいて、さえていただいて、さえていただいて、メメメメリリリリットットットット・・・・デデデデメメメメリリリリットットットットをしっかりとをしっかりとをしっかりとをしっかりと検検検検証証証証した上でした上でした上でした上で対対対対

応応応応していけばいいという感していけばいいという感していけばいいという感していけばいいという感想想想想をををを持持持持っております。っております。っております。っております。

そこで、現そこで、現そこで、現そこで、現行行行行の中での中での中での中で充充充充実実実実すすすすべべべべきだと思います。制度についてのきだと思います。制度についてのきだと思います。制度についてのきだと思います。制度についてのココココメメメメントントントントは、は、は、は、私私私私はははは少少少少なくなくなくなく

ともともともとも差差差差しししし控控控控えるえるえるえるべべべべきだと思いますが、きだと思いますが、きだと思いますが、きだと思いますが、充充充充実実実実という面ではいという面ではいという面ではいという面ではいろろろろいいいいろ行ろ行ろ行ろ行っております。まずはっております。まずはっております。まずはっております。まずは

制度上のことですけれども、点制度上のことですけれども、点制度上のことですけれども、点制度上のことですけれども、点検検検検評価評価評価評価をををを毎毎毎毎年議会に報告しなさいという年議会に報告しなさいという年議会に報告しなさいという年議会に報告しなさいという動動動動きがあります。きがあります。きがあります。きがあります。
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これは第これは第これは第これは第三三三三者機者機者機者機関を設けまして、それ関を設けまして、それ関を設けまして、それ関を設けまして、それぞぞぞぞれのれのれのれの専門専門専門専門家家家家に教育委員会全体のに教育委員会全体のに教育委員会全体のに教育委員会全体の活動活動活動活動の一定のの一定のの一定のの一定の評価評価評価評価

もおもおもおもお受受受受けしながら、議会にも提出し、けしながら、議会にも提出し、けしながら、議会にも提出し、けしながら、議会にも提出し、公公公公表表表表もしているとこもしているとこもしているとこもしているところろろろであります。また、昨年度かであります。また、昨年度かであります。また、昨年度かであります。また、昨年度か

らららら少少少少し教育委員会制度とかいし教育委員会制度とかいし教育委員会制度とかいし教育委員会制度とかいろろろろいいいいろろろろ出てまいりましたので、しっかりとこれは教育委員の出てまいりましたので、しっかりとこれは教育委員の出てまいりましたので、しっかりとこれは教育委員の出てまいりましたので、しっかりとこれは教育委員の

先先先先生生生生方方方方でででで勉勉勉勉強会をしなければならないということで、お強会をしなければならないということで、お強会をしなければならないということで、お強会をしなければならないということで、お諮諮諮諮りをいたしました。やりましりをいたしました。やりましりをいたしました。やりましりをいたしました。やりましょょょょ

うということで、定うということで、定うということで、定うということで、定期期期期的に定例の教育委員会が終わりましたら、１的に定例の教育委員会が終わりましたら、１的に定例の教育委員会が終わりましたら、１的に定例の教育委員会が終わりましたら、１時時時時間から、長いときで間から、長いときで間から、長いときで間から、長いときで

は１は１は１は１時時時時間間間間半半半半、２、２、２、２時時時時間に間に間に間に及ぶ及ぶ及ぶ及ぶときもありますが、しっかりとときもありますが、しっかりとときもありますが、しっかりとときもありますが、しっかりと勉勉勉勉強会をしながら強会をしながら強会をしながら強会をしながら自自自自由に由に由に由に意見交意見交意見交意見交

換換換換をして、高めていこうということでやっております。これはかなりをして、高めていこうということでやっております。これはかなりをして、高めていこうということでやっております。これはかなりをして、高めていこうということでやっております。これはかなりアアアアッッッッププププ・・・・ツツツツー・ー・ー・ー・デデデデーーーー

トトトトなななな情情情情報を報を報を報を共共共共有有有有しながら議しながら議しながら議しながら議論論論論をしていくということでをしていくということでをしていくということでをしていくということで勉勉勉勉強になっているのかと思います。強になっているのかと思います。強になっているのかと思います。強になっているのかと思います。

それから、もう一つが県内の現場を知っていただこうと思いまして、小・中・高、それから、もう一つが県内の現場を知っていただこうと思いまして、小・中・高、それから、もう一つが県内の現場を知っていただこうと思いまして、小・中・高、それから、もう一つが県内の現場を知っていただこうと思いまして、小・中・高、特別特別特別特別

支支支支援学校に、できるだけ県内援学校に、できるだけ県内援学校に、できるだけ県内援学校に、できるだけ県内視察視察視察視察に出ていただいて、学校でそれに出ていただいて、学校でそれに出ていただいて、学校でそれに出ていただいて、学校でそれぞぞぞぞれの状況を授業れの状況を授業れの状況を授業れの状況を授業参参参参観を観を観を観を

させていただき、校長、教させていただき、校長、教させていただき、校長、教させていただき、校長、教頭頭頭頭あるいは教員からいあるいは教員からいあるいは教員からいあるいは教員からいろろろろいいいいろろろろなおなおなおなお話話話話を聞かせてもらうと。そこを聞かせてもらうと。そこを聞かせてもらうと。そこを聞かせてもらうと。そこ

でででで少少少少しししし意見交意見交意見交意見交換換換換もしていくということをもしていくということをもしていくということをもしていくということを充充充充実実実実の一環としてやらせていただいております。の一環としてやらせていただいております。の一環としてやらせていただいております。の一環としてやらせていただいております。

○阪口委員○阪口委員○阪口委員○阪口委員 どうもありがとうごどうもありがとうごどうもありがとうごどうもありがとうござざざざいます。ごいます。ごいます。ごいます。ご期期期期待待待待をいたしております。をいたしております。をいたしております。をいたしております。

次、２点目ですけれども、県のいじめ次、２点目ですけれども、県のいじめ次、２点目ですけれども、県のいじめ次、２点目ですけれども、県のいじめ対対対対策策策策のののの取取取取りりりり組み組み組み組みについて質問をいたします。県は、について質問をいたします。県は、について質問をいたします。県は、について質問をいたします。県は、

いじめいじめいじめいじめ対対対対策マ策マ策マ策マニニニニュアルュアルュアルュアルとして、７０として、７０として、７０として、７０ペペペペーーーージジジジにわたっていにわたっていにわたっていにわたっていろろろろいいいいろろろろなことについてなことについてなことについてなことについて対対対対処処処処法とか法とか法とか法とか

教教教教師師師師のののの指導指導指導指導のやりのやりのやりのやり方方方方とか、とか、とか、とか、述べ述べ述べ述べられております。また、いじめられております。また、いじめられております。また、いじめられております。また、いじめ対対対対策策策策の出前の出前の出前の出前トトトトーーーークククク等も等も等も等も行行行行わわわわ

れているということで、県のれているということで、県のれているということで、県のれているということで、県の積積積積極極極極的な的な的な的な対応対応対応対応については一定のについては一定のについては一定のについては一定の評価評価評価評価をしておきたいと思いまをしておきたいと思いまをしておきたいと思いまをしておきたいと思いま

す。他のす。他のす。他のす。他の自治自治自治自治体の、いじめ体の、いじめ体の、いじめ体の、いじめ対対対対策策策策についてのについてのについてのについての対応対応対応対応ですけれども、大ですけれども、大ですけれども、大ですけれども、大津津津津市では市では市では市では子子子子どものいじめどものいじめどものいじめどものいじめ

のののの防防防防止止止止に関する条例の制定がされました。このに関する条例の制定がされました。このに関する条例の制定がされました。このに関する条例の制定がされました。この是是是是非はここでは非はここでは非はここでは非はここでは述べ述べ述べ述べませませませませんんんん。また、いじめ。また、いじめ。また、いじめ。また、いじめ

をををを起起起起こした生徒、こした生徒、こした生徒、こした生徒、加加加加害者害者害者害者へへへへのののの罰則罰則罰則罰則を強化していく、厳を強化していく、厳を強化していく、厳を強化していく、厳罰罰罰罰をををを与与与与えていくということも議えていくということも議えていくということも議えていくということも議論論論論ささささ

れています。れています。れています。れています。

あくまでこれはあくまでこれはあくまでこれはあくまでこれは対対対対症症症症療療療療法だと思うのです。法だと思うのです。法だと思うのです。法だと思うのです。根根根根本的には学校で、本的には学校で、本的には学校で、本的には学校で、クラクラクラクラスでいじめがおこらスでいじめがおこらスでいじめがおこらスでいじめがおこら

ないないないない土壌土壌土壌土壌をつくっていくことです。をつくっていくことです。をつくっていくことです。をつくっていくことです。基基基基本的なとこ本的なとこ本的なとこ本的なところろろろをををを忘忘忘忘れていると、どうしてもれていると、どうしてもれていると、どうしてもれていると、どうしてもモグラモグラモグラモグラたたたた

たきのようになっていくと考えております。たきのようになっていくと考えております。たきのようになっていくと考えております。たきのようになっていくと考えております。基基基基本は、わかりやすい授業をしていく。学本は、わかりやすい授業をしていく。学本は、わかりやすい授業をしていく。学本は、わかりやすい授業をしていく。学級級級級

経経経経営営営営のののの工工工工夫をしていく。夫をしていく。夫をしていく。夫をしていく。文文文文化化化化祭祭祭祭、、、、運運運運動動動動会を通しての会を通しての会を通しての会を通しての特別活動特別活動特別活動特別活動のののの充充充充実実実実、それから進、それから進、それから進、それから進路路路路指導指導指導指導のののの

保保保保障障障障、、、、クラブ活動クラブ活動クラブ活動クラブ活動へへへへのののの子子子子どものどものどものどもの参参参参加加加加ををををふふふふやしていく。非常に多面的にわたってやしていく。非常に多面的にわたってやしていく。非常に多面的にわたってやしていく。非常に多面的にわたって取取取取りりりり組み組み組み組みをををを

していかないと、いじめというのはしていかないと、いじめというのはしていかないと、いじめというのはしていかないと、いじめというのは防防防防止止止止できないと。できないと。できないと。できないと。対対対対症症症症療療療療法は、それ法は、それ法は、それ法は、それぞぞぞぞれどこのれどこのれどこのれどこの自治自治自治自治体体体体

もされているわけですけれども、県として長もされているわけですけれども、県として長もされているわけですけれども、県として長もされているわけですけれども、県として長期期期期的な的な的な的な視視視視点に立ってのいじめ点に立ってのいじめ点に立ってのいじめ点に立ってのいじめ対対対対策策策策について、について、について、について、

何かお考えがあれば、お聞きしたいということが質問であります。何かお考えがあれば、お聞きしたいということが質問であります。何かお考えがあれば、お聞きしたいということが質問であります。何かお考えがあれば、お聞きしたいということが質問であります。

もう一つはもう一つはもう一つはもう一つは要望要望要望要望です。ですから、です。ですから、です。ですから、です。ですから、答答答答えていただかなくてえていただかなくてえていただかなくてえていただかなくて結結結結構構構構です。大阪です。大阪です。大阪です。大阪府府府府ではどではどではどではどんんんんな現な現な現な現
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象象象象がががが起起起起こっているかといいますと、こっているかといいますと、こっているかといいますと、こっているかといいますと、私私私私が教が教が教が教師師師師のときにのときにのときにのときに橋橋橋橋下下下下知事が知事が知事が知事が誕誕誕誕生しまして、それ生しまして、それ生しまして、それ生しまして、それ以後以後以後以後、、、、

大阪大阪大阪大阪府府府府では教では教では教では教師師師師のののの早早早早期期期期退退退退職、それから職、それから職、それから職、それから管管管管理職も含めて、やる気の理職も含めて、やる気の理職も含めて、やる気の理職も含めて、やる気の低低低低下下下下というか、というか、というか、というか、働働働働くくくく意意意意欲欲欲欲

がががが低低低低下下下下しているわけです。最近のしているわけです。最近のしているわけです。最近のしているわけです。最近の実情実情実情実情としては、大学生も大阪としては、大学生も大阪としては、大学生も大阪としては、大学生も大阪府府府府をををを避避避避けて他けて他けて他けて他府府府府県で教員県で教員県で教員県で教員採採採採

用用用用試験試験試験試験をををを受受受受験験験験するというするというするというするという傾傾傾傾向向向向がががが見見見見られるわけです。教育の現場は、やはりられるわけです。教育の現場は、やはりられるわけです。教育の現場は、やはりられるわけです。教育の現場は、やはり優秀優秀優秀優秀な人な人な人な人材材材材があがあがあがあ

ってこそ初めてってこそ初めてってこそ初めてってこそ初めて実実実実践践践践ができるわけでして、ができるわけでして、ができるわけでして、ができるわけでして、奈良奈良奈良奈良県においても、やはり現場の教県においても、やはり現場の教県においても、やはり現場の教県においても、やはり現場の教師師師師のののの勤勤勤勤務状務状務状務状

態態態態のののの把握把握把握把握とか、教とか、教とか、教とか、教師師師師の思いとか、そういうものをの思いとか、そういうものをの思いとか、そういうものをの思いとか、そういうものを酌酌酌酌んんんんでででで対対対対処処処処をしていっていただきたいと。をしていっていただきたいと。をしていっていただきたいと。をしていっていただきたいと。

ここにおられるここにおられるここにおられるここにおられる公公公公務員の務員の務員の務員の方方方方もそれもそれもそれもそれぞぞぞぞれれれれ給給給給料は料は料は料は下げ下げ下げ下げられるわ、市られるわ、市られるわ、市られるわ、市民民民民のののの風当風当風当風当たりはたりはたりはたりは公公公公務員に務員に務員に務員に対対対対

して強いわとか、それは大阪して強いわとか、それは大阪して強いわとか、それは大阪して強いわとか、それは大阪府府府府の教の教の教の教師師師師であってもであってもであってもであっても同同同同じなわけです。ですから、教じなわけです。ですから、教じなわけです。ですから、教じなわけです。ですから、教師師師師のやるのやるのやるのやる

気を気を気を気を起起起起こさせるようなこともこさせるようなこともこさせるようなこともこさせるようなことも踏踏踏踏まえてまえてまえてまえて対対対対処処処処していただきたいと、これはしていただきたいと、これはしていただきたいと、これはしていただきたいと、これは要望要望要望要望であります。であります。であります。であります。

○西上生徒指導支援室長○西上生徒指導支援室長○西上生徒指導支援室長○西上生徒指導支援室長 私私私私にはいじめのにはいじめのにはいじめのにはいじめの防防防防止止止止対対対対策策策策について県のについて県のについて県のについて県の取取取取りりりり組み組み組み組み、また考え、また考え、また考え、また考え方方方方にににに

ついてのおついてのおついてのおついてのお尋ね尋ね尋ね尋ねでごでごでごでござざざざいます。います。います。います。

県教育委員会では、昨年４月から９月初県教育委員会では、昨年４月から９月初県教育委員会では、昨年４月から９月初県教育委員会では、昨年４月から９月初旬旬旬旬までのまでのまでのまでの各各各各学校のいじめの学校のいじめの学校のいじめの学校のいじめの実態実態実態実態をををを把握把握把握把握するためするためするためするため

に、県のに、県のに、県のに、県の独自独自独自独自調調調調査査査査をををを実施実施実施実施させていただきました。そのさせていただきました。そのさせていただきました。そのさせていただきました。その際際際際、、、、徹底徹底徹底徹底して小さないじめのして小さないじめのして小さないじめのして小さないじめの芽芽芽芽もももも見見見見

逃逃逃逃さないという考えさないという考えさないという考えさないという考え方方方方、、、、基基基基本本本本姿勢姿勢姿勢姿勢で調で調で調で調査査査査にににに当当当当たることとしました。たることとしました。たることとしました。たることとしました。結果結果結果結果、１１月に、１１月に、１１月に、１１月に公公公公表表表表ささささ

れましたれましたれましたれました文文文文部部部部科科科科学学学学省省省省のいじめ問題に関するのいじめ問題に関するのいじめ問題に関するのいじめ問題に関する児童児童児童児童生徒の生徒の生徒の生徒の実態把握実態把握実態把握実態把握等等等等緊緊緊緊急急急急調調調調査結果査結果査結果査結果では、県内では、県内では、県内では、県内

の国の国の国の国公私公私公私公私立小・中・高・立小・中・高・立小・中・高・立小・中・高・特別支特別支特別支特別支援学校で援学校で援学校で援学校で認認認認知されたいじめが６知されたいじめが６知されたいじめが６知されたいじめが６，，，，７７７７８８８８１１１１件件件件に上りました。に上りました。に上りました。に上りました。

多くの多くの多くの多くの児童児童児童児童生徒の声を生徒の声を生徒の声を生徒の声を把握把握把握把握することはできましたが、一することはできましたが、一することはできましたが、一することはできましたが、一方方方方で、そので、そので、そので、その解解解解消消消消率率率率が６７が６７が６７が６７．．．．７７７７％％％％とととと

全国平全国平全国平全国平均均均均をををを下回下回下回下回る状況であり、この点をる状況であり、この点をる状況であり、この点をる状況であり、この点を重重重重くくくく受受受受けとめまして、いじめけとめまして、いじめけとめまして、いじめけとめまして、いじめ被被被被害害害害にににに苦苦苦苦ししししみみみみ続ける続ける続ける続ける

児童児童児童児童生徒を一生徒を一生徒を一生徒を一刻刻刻刻もももも早早早早くくくく救救救救済す済す済す済すべべべべく、そのく、そのく、そのく、その後後後後のののの取取取取りりりり組み組み組み組みにににに努努努努めました。まず、めました。まず、めました。まず、めました。まず、深深深深刻刻刻刻な状況にな状況にな状況にな状況に

ある学校にある学校にある学校にある学校に対対対対しては、校長しては、校長しては、校長しては、校長ＯＯＯＯＢＢＢＢ等から成ります学校等から成ります学校等から成ります学校等から成ります学校支支支支援援援援アアアアドバドバドバドバイイイイザザザザーやーやーやーや巡巡巡巡回回回回アアアアドバドバドバドバイイイイザザザザー、ー、ー、ー、

また、また、また、また、心心心心ののののケケケケアアアアにににに当当当当たってはスたってはスたってはスたってはスククククーーーールルルルカカカカウウウウンセランセランセランセラーなどを市町村教育委員会とーなどを市町村教育委員会とーなどを市町村教育委員会とーなどを市町村教育委員会と協協協協議、調議、調議、調議、調整整整整

の上、の上、の上、の上、緊緊緊緊急急急急派遣派遣派遣派遣させていただきました。させていただきました。させていただきました。させていただきました。

また、１２月にはいじめ問題に関するまた、１２月にはいじめ問題に関するまた、１２月にはいじめ問題に関するまた、１２月にはいじめ問題に関する緊緊緊緊急急急急会議を会議を会議を会議を開開開開催催催催し、市町村教育委員会の担し、市町村教育委員会の担し、市町村教育委員会の担し、市町村教育委員会の担当者当者当者当者やややや

県内全ての学校の代県内全ての学校の代県内全ての学校の代県内全ての学校の代表表表表者者者者にににに集集集集まっていただき、いじめに関するまっていただき、いじめに関するまっていただき、いじめに関するまっていただき、いじめに関する講講講講演演演演とともに、現在、いじとともに、現在、いじとともに、現在、いじとともに、現在、いじ

めめめめ防防防防止止止止対対対対策推策推策推策推進法に進法に進法に進法に基づ基づ基づ基づく国のく国のく国のく国の基基基基本本本本方針方針方針方針策策策策定の定の定の定の有有有有識識識識者者者者会議会議会議会議座座座座長であります長であります長であります長であります森森森森田田田田洋司洋司洋司洋司大阪市大阪市大阪市大阪市

立大学名立大学名立大学名立大学名誉誉誉誉教授が中教授が中教授が中教授が中心心心心におまとめいただいた、いじめにおまとめいただいた、いじめにおまとめいただいた、いじめにおまとめいただいた、いじめ早早早早期期期期発発発発見見見見、、、、早早早早期対応期対応期対応期対応ママママニニニニュアルュアルュアルュアルのののの活活活活

用用用用方方方方法についてご説明をいただきました。法についてご説明をいただきました。法についてご説明をいただきました。法についてご説明をいただきました。同時同時同時同時に、そのに、そのに、そのに、そのママママニニニニュアルュアルュアルュアルを県内の全ての教員にを県内の全ての教員にを県内の全ての教員にを県内の全ての教員に

配付配付配付配付して、して、して、して、各各各各学校においてはその学校においてはその学校においてはその学校においてはそのママママニニニニュアルュアルュアルュアルをををを活活活活用した教員用した教員用した教員用した教員研修研修研修研修のののの実施実施実施実施をお願いして、をお願いして、をお願いして、をお願いして、各各各各

校のいじめ問題に関する校のいじめ問題に関する校のいじめ問題に関する校のいじめ問題に関する対応力対応力対応力対応力のののの向向向向上に上に上に上に努努努努めていただいているとこめていただいているとこめていただいているとこめていただいているところろろろでごでごでごでござざざざいます。います。います。います。

また、そういったまた、そういったまた、そういったまた、そういった取取取取りりりり組み組み組み組みとともに、いじめのとともに、いじめのとともに、いじめのとともに、いじめの各各各各校の校の校の校の取取取取りりりり組み組み組み組み状況についての調状況についての調状況についての調状況についての調査査査査を１を１を１を１
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２月と３月に２月と３月に２月と３月に２月と３月に継継継継続することで続することで続することで続することで各各各各校のいじめの校のいじめの校のいじめの校のいじめの解解解解消消消消とととと早早早早期期期期発発発発見見見見にににに根根根根気強く気強く気強く気強く取取取取りりりり組ん組ん組ん組んでいただでいただでいただでいただ

く。そういうこととしたく。そういうこととしたく。そういうこととしたく。そういうこととした結果結果結果結果、今年３月までの平成２４年度中に、今年３月までの平成２４年度中に、今年３月までの平成２４年度中に、今年３月までの平成２４年度中に認認認認知されましたいじめの知されましたいじめの知されましたいじめの知されましたいじめの

件件件件数数数数が７が７が７が７，，，，５４７５４７５４７５４７件件件件となりましたが、そのとなりましたが、そのとなりましたが、そのとなりましたが、その解解解解消消消消率率率率が９７が９７が９７が９７．．．．２２２２％％％％とととと改改改改善善善善されてきたとこされてきたとこされてきたとこされてきたところろろろでででで

ごごごござざざざいます。います。います。います。

今年度の新たな今年度の新たな今年度の新たな今年度の新たな取取取取りりりり組み組み組み組みといたしましては、いじめをといたしましては、いじめをといたしましては、いじめをといたしましては、いじめを受受受受けておりますけておりますけておりますけております児童児童児童児童生徒生徒生徒生徒へへへへのののの指導指導指導指導

やややや支支支支援を援を援を援を継継継継続的でより続的でより続的でより続的でより効果効果効果効果的なものとするために、的なものとするために、的なものとするために、的なものとするために、子子子子どもたどもたどもたどもたちちちちの日の日の日の日 々々々々のののの様様様様子子子子や教員のや教員のや教員のや教員の取取取取りりりり

組み組み組み組みをををを記記記記録録録録してしてしてして引引引引きききき継継継継いでいく、いでいく、いでいく、いでいく、個個個個人人人人別別別別生生生生活カ活カ活カ活カーーーードドドドを今を今を今を今秋秋秋秋に県内全ての学校に示せるように県内全ての学校に示せるように県内全ての学校に示せるように県内全ての学校に示せるよう

準準準準備を進めてきたとこ備を進めてきたとこ備を進めてきたとこ備を進めてきたところろろろです。ただ、今月２です。ただ、今月２です。ただ、今月２です。ただ、今月２８８８８日より日より日より日より施行施行施行施行となっておりますいじめとなっておりますいじめとなっておりますいじめとなっておりますいじめ防防防防止止止止対対対対

策推策推策推策推進法にかかわる国の進法にかかわる国の進法にかかわる国の進法にかかわる国の基基基基本本本本方針方針方針方針やややや取取取取りりりり扱扱扱扱いのいのいのいの方方方方法が今法が今法が今法が今後後後後示されるものと思われます。そ示されるものと思われます。そ示されるものと思われます。そ示されるものと思われます。そ

のことをのことをのことをのことを踏踏踏踏まえて、そのまえて、そのまえて、そのまえて、そのカカカカーーーードドドドの内の内の内の内容容容容をををを再再再再度調度調度調度調整整整整し、そのし、そのし、そのし、その活活活活用を用を用を用を展開展開展開展開していく予定でごしていく予定でごしていく予定でごしていく予定でござざざざ

います。います。います。います。

また、また、また、また、子子子子どもたどもたどもたどもたちちちちのののの規規規規範範範範意意意意識識識識や思いやりのや思いやりのや思いやりのや思いやりの心心心心を育を育を育を育む取む取む取む取りりりり組み組み組み組みとしまして、今年度新しくとしまして、今年度新しくとしまして、今年度新しくとしまして、今年度新しく

中高生中高生中高生中高生元元元元気発気発気発気発信プ信プ信プ信プロロロロジジジジェェェェクトクトクトクトをやっております。これはをやっております。これはをやっております。これはをやっております。これは既既既既に設置しておりました県内の高に設置しておりました県内の高に設置しておりました県内の高に設置しておりました県内の高

等学校生徒会等学校生徒会等学校生徒会等学校生徒会連連連連絡絡絡絡会の中に会の中に会の中に会の中に８８８８校の校の校の校のモモモモデルデルデルデル校を設け、その高校が校を設け、その高校が校を設け、その高校が校を設け、その高校が地元地元地元地元の中学校の生徒会との中学校の生徒会との中学校の生徒会との中学校の生徒会と地地地地

域域域域のののの方方方方とととと協力協力協力協力してしてしてして地域地域地域地域でのでのでのでの社社社社会会会会貢献貢献貢献貢献活動活動活動活動やややや地域行地域行地域行地域行事に事に事に事に参参参参画画画画していくという事業でごしていくという事業でごしていくという事業でごしていくという事業でござざざざいまいまいまいま

す。県教育委員会といたしましては、今す。県教育委員会といたしましては、今す。県教育委員会といたしましては、今す。県教育委員会といたしましては、今後後後後もこういった問題もこういった問題もこういった問題もこういった問題対対対対処処処処型型型型でででで即即即即効性効性効性効性あるあるあるある取取取取りりりり組み組み組み組み

と、またと、またと、またと、また規規規規範範範範意意意意識識識識や思いやりのや思いやりのや思いやりのや思いやりの心心心心を育を育を育を育むむむむ長長長長期持期持期持期持続的な続的な続的な続的な地地地地道道道道なななな取取取取りりりり組み組み組み組みをををを組み組み組み組み合わせて、い合わせて、い合わせて、い合わせて、い

じめなど問題じめなど問題じめなど問題じめなど問題行動行動行動行動のののの減減減減少少少少にににに取取取取りりりり組ん組ん組ん組んでいくでいくでいくでいく所所所所存存存存でごでごでごでござざざざいます。います。います。います。以以以以上でご上でご上でご上でござざざざいます。います。います。います。

○阪口委員○阪口委員○阪口委員○阪口委員 被被被被害者害者害者害者とととと加加加加害者害者害者害者へへへへのののの対応対応対応対応についてはについてはについてはについては十分十分十分十分説明されて、あと説明されて、あと説明されて、あと説明されて、あと規規規規範範範範意意意意識識識識のののの確確確確立と立と立と立と

いうことについては理いうことについては理いうことについては理いうことについては理解解解解をしました。ただ、をしました。ただ、をしました。ただ、をしました。ただ、私私私私が質問していた内が質問していた内が質問していた内が質問していた内容容容容とはとはとはとは少少少少しししし答弁答弁答弁答弁がががが違違違違ったったったった

かなと。それについては、どのように長かなと。それについては、どのように長かなと。それについては、どのように長かなと。それについては、どのように長期期期期的な的な的な的な視視視視点で点で点で点で解解解解消消消消していかなければいけないかとしていかなければいけないかとしていかなければいけないかとしていかなければいけないかと

いうことについては、教育いうことについては、教育いうことについては、教育いうことについては、教育実実実実践践践践のののの違違違違い等もあい等もあい等もあい等もあろろろろうかと思いますので、今うかと思いますので、今うかと思いますので、今うかと思いますので、今後後後後詰詰詰詰めていきたいめていきたいめていきたいめていきたい

と思います。と思います。と思います。と思います。

県県県県主主主主催催催催のののの行行行行事も事も事も事も去去去去年２年２年２年２回回回回ぐぐぐぐらいらいらいらい参参参参加加加加させていただいて、例えばわくわくまなさせていただいて、例えばわくわくまなさせていただいて、例えばわくわくまなさせていただいて、例えばわくわくまなびびびびフェフェフェフェススススタタタタ

ですかですかですかですかねねねね、そのとき、そのとき、そのとき、そのとき行行行行くと、くと、くと、くと、子子子子どももどももどももどもも喜喜喜喜んんんんでででで参参参参加加加加している。そこに高校生、県立している。そこに高校生、県立している。そこに高校生、県立している。そこに高校生、県立御御御御所所所所実実実実業業業業

高校の生徒が、高校の生徒が、高校の生徒が、高校の生徒が、児童児童児童児童をををを汽汽汽汽車車車車にににに乗乗乗乗せて、一生せて、一生せて、一生せて、一生懸命懸命懸命懸命子子子子どもと一体化してどもと一体化してどもと一体化してどもと一体化して頑張頑張頑張頑張ってる。そういうってる。そういうってる。そういうってる。そういう

取取取取りりりり組み組み組み組みも、やはり高校生がも、やはり高校生がも、やはり高校生がも、やはり高校生が積積積積極極極極的にそういう的にそういう的にそういう的にそういう行行行行事に事に事に事に参参参参加加加加していくことで生かされていくしていくことで生かされていくしていくことで生かされていくしていくことで生かされていく

と考えておりますので、いじめと考えておりますので、いじめと考えておりますので、いじめと考えておりますので、いじめ対対対対策策策策として、体として、体として、体として、体験験験験型型型型ののののイベイベイベイベントントントントもももも必要必要必要必要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。その点について何か担す。その点について何か担す。その点について何か担す。その点について何か担当者当者当者当者で、ことしもやられるのであれば、で、ことしもやられるのであれば、で、ことしもやられるのであれば、で、ことしもやられるのであれば、少少少少しおしおしおしお話話話話を聞きたいと。を聞きたいと。を聞きたいと。を聞きたいと。

最最最最後後後後に、教に、教に、教に、教科科科科書書書書のののの採採採採択択択択についてはについてはについてはについては私自私自私自私自身身身身も考えをも考えをも考えをも考えを持持持持っておりますので、本日はっておりますので、本日はっておりますので、本日はっておりますので、本日は控控控控えさせえさせえさせえさせ
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ていただいて、次ていただいて、次ていただいて、次ていただいて、次回回回回のときに発言をさせていただきます。わくわくまなのときに発言をさせていただきます。わくわくまなのときに発言をさせていただきます。わくわくまなのときに発言をさせていただきます。わくわくまなびびびびフェフェフェフェススススタタタタのことのことのことのこと

で何かあれば。で何かあれば。で何かあれば。で何かあれば。

○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 わくわくまなわくわくまなわくわくまなわくわくまなびびびびフェフェフェフェススススタタタタについてのおについてのおについてのおについてのお尋ね尋ね尋ね尋ねでごでごでごでござざざざいます。います。います。います。

委員おっし委員おっし委員おっし委員おっしゃゃゃゃいましたように、昨年度、県立いましたように、昨年度、県立いましたように、昨年度、県立いましたように、昨年度、県立御御御御所所所所実実実実業高校の生徒に業高校の生徒に業高校の生徒に業高校の生徒に参参参参加加加加していただいて、していただいて、していただいて、していただいて、

子子子子どもをどもをどもをどもを汽汽汽汽車車車車にににに乗乗乗乗せてせてせてせて活動活動活動活動するというするというするというするというイベイベイベイベントントントントもしていただきました。本年度も１０月６もしていただきました。本年度も１０月６もしていただきました。本年度も１０月６もしていただきました。本年度も１０月６

日に日に日に日に開開開開催催催催予定でご予定でご予定でご予定でござざざざいます。昨年度といます。昨年度といます。昨年度といます。昨年度と同同同同じような形で、高校生にもごじような形で、高校生にもごじような形で、高校生にもごじような形で、高校生にもご協力協力協力協力をいただいて、をいただいて、をいただいて、をいただいて、

体体体体験験験験型型型型ののののププププログラログラログラログラムムムムもももも実施実施実施実施していく予定でごしていく予定でごしていく予定でごしていく予定でござざざざいます。います。います。います。

ちちちちななななみみみみに、昨年度は、約１に、昨年度は、約１に、昨年度は、約１に、昨年度は、約１，，，，４４０名の４４０名の４４０名の４４０名の方方方方にににに来来来来ていただいたのですけれども、ことしもていただいたのですけれども、ことしもていただいたのですけれども、ことしもていただいたのですけれども、ことしも

ほほほほぼぼぼぼそのそのそのその程程程程度の度の度の度の来来来来客客客客数数数数をををを見込ん見込ん見込ん見込んで、現在で、現在で、現在で、現在準準準準備をしているとこ備をしているとこ備をしているとこ備をしているところろろろでごでごでごでござざざざいます。います。います。います。以以以以上でご上でご上でご上でござざざざ

います。います。います。います。

○阪口委員○阪口委員○阪口委員○阪口委員 もうもうもうもう結結結結構構構構です。です。です。です。

○高柳委員長○高柳委員長○高柳委員長○高柳委員長 ほかにごほかにごほかにごほかにござざざざいませいませいませいませんんんんでしでしでしでしょょょょうか。うか。うか。うか。

ほかになければ、これをもほかになければ、これをもほかになければ、これをもほかになければ、これをもちちちちまして質疑を終わります。まして質疑を終わります。まして質疑を終わります。まして質疑を終わります。

次に、議会次に、議会次に、議会次に、議会閉閉閉閉会中の会中の会中の会中の審審審審査査査査事事事事件件件件にかかる委員長報告につきましては、にかかる委員長報告につきましては、にかかる委員長報告につきましては、にかかる委員長報告につきましては、正正正正副委員長に一副委員長に一副委員長に一副委員長に一任任任任願願願願

えますか。えますか。えますか。えますか。

（（（（「「「「はいはいはいはい」」」」とととと呼呼呼呼ぶ者ぶ者ぶ者ぶ者あり）あり）あり）あり）

それでは、そのようにさせていただきます。それでは、そのようにさせていただきます。それでは、そのようにさせていただきます。それでは、そのようにさせていただきます。

これで、本日の委員会を終わります。これで、本日の委員会を終わります。これで、本日の委員会を終わります。これで、本日の委員会を終わります。


