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予 算 審 査 特 別 委 員 会 記 録予 算 審 査 特 別 委 員 会 記 録予 算 審 査 特 別 委 員 会 記 録予 算 審 査 特 別 委 員 会 記 録

＜地域振興部、観光局、水道局、教育委員会、東アジア連携推進＞＜地域振興部、観光局、水道局、教育委員会、東アジア連携推進＞＜地域振興部、観光局、水道局、教育委員会、東アジア連携推進＞＜地域振興部、観光局、水道局、教育委員会、東アジア連携推進＞

開催日時開催日時開催日時開催日時 平成２５年１０月２日（水） １０：０２～１２：０２平成２５年１０月２日（水） １０：０２～１２：０２平成２５年１０月２日（水） １０：０２～１２：０２平成２５年１０月２日（水） １０：０２～１２：０２

開催場所開催場所開催場所開催場所 第１委員会室第１委員会室第１委員会室第１委員会室

出席委員出席委員出席委員出席委員 ８名８名８名８名

神田加津代 委員長神田加津代 委員長神田加津代 委員長神田加津代 委員長

高柳 忠夫 副委員長高柳 忠夫 副委員長高柳 忠夫 副委員長高柳 忠夫 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

大国 正博 委員大国 正博 委員大国 正博 委員大国 正博 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

山村 幸穂 委員山村 幸穂 委員山村 幸穂 委員山村 幸穂 委員

中村 昭 委員中村 昭 委員中村 昭 委員中村 昭 委員

梶川 虔二 委員梶川 虔二 委員梶川 虔二 委員梶川 虔二 委員

欠席委員欠席委員欠席委員欠席委員 １名１名１名１名

安井 宏一 委員安井 宏一 委員安井 宏一 委員安井 宏一 委員

出席理事者出席理事者出席理事者出席理事者 前田 副知事前田 副知事前田 副知事前田 副知事

浪越 総務部長浪越 総務部長浪越 総務部長浪越 総務部長

野村 地域振興部長野村 地域振興部長野村 地域振興部長野村 地域振興部長

久保田 観光局長久保田 観光局長久保田 観光局長久保田 観光局長

冨岡 教育長冨岡 教育長冨岡 教育長冨岡 教育長

長岡 水道局長長岡 水道局長長岡 水道局長長岡 水道局長

ほか、関係職員ほか、関係職員ほか、関係職員ほか、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 ９月定例県議会提出議案について９月定例県議会提出議案について９月定例県議会提出議案について９月定例県議会提出議案について

＜会議の経過＞＜会議の経過＞＜会議の経過＞＜会議の経過＞

○神田委員長○神田委員長○神田委員長○神田委員長 ただいまから本日の会議を開きます。ただいまから本日の会議を開きます。ただいまから本日の会議を開きます。ただいまから本日の会議を開きます。

安井委員はおくれるとの連絡を受けていますので、ご了承願います。安井委員はおくれるとの連絡を受けていますので、ご了承願います。安井委員はおくれるとの連絡を受けていますので、ご了承願います。安井委員はおくれるとの連絡を受けていますので、ご了承願います。

それでは、日程に従い、地域振興部、観光局、水道局、教育委員会、東アジア連携推進それでは、日程に従い、地域振興部、観光局、水道局、教育委員会、東アジア連携推進それでは、日程に従い、地域振興部、観光局、水道局、教育委員会、東アジア連携推進それでは、日程に従い、地域振興部、観光局、水道局、教育委員会、東アジア連携推進

の審査を行います。の審査を行います。の審査を行います。の審査を行います。

これより質疑に入ります。その他の事項も含めて、質疑があればご発言ください。これより質疑に入ります。その他の事項も含めて、質疑があればご発言ください。これより質疑に入ります。その他の事項も含めて、質疑があればご発言ください。これより質疑に入ります。その他の事項も含めて、質疑があればご発言ください。
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なお、理事者の皆さんには、委員の質疑に対して明確かつ簡潔に答弁をお願いします。なお、理事者の皆さんには、委員の質疑に対して明確かつ簡潔に答弁をお願いします。なお、理事者の皆さんには、委員の質疑に対して明確かつ簡潔に答弁をお願いします。なお、理事者の皆さんには、委員の質疑に対して明確かつ簡潔に答弁をお願いします。

それでは、発言ください。それでは、発言ください。それでは、発言ください。それでは、発言ください。

○梶川委員○梶川委員○梶川委員○梶川委員 それでは質問をさせていただきます。それでは質問をさせていただきます。それでは質問をさせていただきます。それでは質問をさせていただきます。

その前に、きのうの閣議で消費税８％が決定されまして、庶民の生活を考えずにやる安その前に、きのうの閣議で消費税８％が決定されまして、庶民の生活を考えずにやる安その前に、きのうの閣議で消費税８％が決定されまして、庶民の生活を考えずにやる安その前に、きのうの閣議で消費税８％が決定されまして、庶民の生活を考えずにやる安

倍政権に強く抗議の意を表明しまして、質問に入りたいと思います。倍政権に強く抗議の意を表明しまして、質問に入りたいと思います。倍政権に強く抗議の意を表明しまして、質問に入りたいと思います。倍政権に強く抗議の意を表明しまして、質問に入りたいと思います。

まず、学校関係、教育関係２点と、１点要望でお願いします。１つは、学校教育課に聞まず、学校関係、教育関係２点と、１点要望でお願いします。１つは、学校教育課に聞まず、学校関係、教育関係２点と、１点要望でお願いします。１つは、学校教育課に聞まず、学校関係、教育関係２点と、１点要望でお願いします。１つは、学校教育課に聞

きたいのですが、不登校児が各学校、市町村にいるわけですが、登校できない子どもの手きたいのですが、不登校児が各学校、市町村にいるわけですが、登校できない子どもの手きたいのですが、不登校児が各学校、市町村にいるわけですが、登校できない子どもの手きたいのですが、不登校児が各学校、市町村にいるわけですが、登校できない子どもの手

だてとして市部には大体、適応指導教室があるわけですけれど、町村部にはそれらがない。だてとして市部には大体、適応指導教室があるわけですけれど、町村部にはそれらがない。だてとして市部には大体、適応指導教室があるわけですけれど、町村部にはそれらがない。だてとして市部には大体、適応指導教室があるわけですけれど、町村部にはそれらがない。

しかも、市町村によって、例えば熱心な議員がいて行政側のお尻をしっかり押すところと、しかも、市町村によって、例えば熱心な議員がいて行政側のお尻をしっかり押すところと、しかも、市町村によって、例えば熱心な議員がいて行政側のお尻をしっかり押すところと、しかも、市町村によって、例えば熱心な議員がいて行政側のお尻をしっかり押すところと、

あまりそうでないところがあって、温度差があると思うのですが、県教育委員会として適あまりそうでないところがあって、温度差があると思うのですが、県教育委員会として適あまりそうでないところがあって、温度差があると思うのですが、県教育委員会として適あまりそうでないところがあって、温度差があると思うのですが、県教育委員会として適

応指導教室をどのように進めているのか、お尋ねをしたいと思います。応指導教室をどのように進めているのか、お尋ねをしたいと思います。応指導教室をどのように進めているのか、お尋ねをしたいと思います。応指導教室をどのように進めているのか、お尋ねをしたいと思います。

それから、もう一つは、今、柔道界で指導者が暴力を振るうということでいろいろ、物それから、もう一つは、今、柔道界で指導者が暴力を振るうということでいろいろ、物それから、もう一つは、今、柔道界で指導者が暴力を振るうということでいろいろ、物それから、もう一つは、今、柔道界で指導者が暴力を振るうということでいろいろ、物

議を醸しているというか、非難を受けておりますけれども、中学校に入ったら１年生は柔議を醸しているというか、非難を受けておりますけれども、中学校に入ったら１年生は柔議を醸しているというか、非難を受けておりますけれども、中学校に入ったら１年生は柔議を醸しているというか、非難を受けておりますけれども、中学校に入ったら１年生は柔

道、剣道、相撲、それからダンスもあるということを聞いたのです。打ち合わせのときに道、剣道、相撲、それからダンスもあるということを聞いたのです。打ち合わせのときに道、剣道、相撲、それからダンスもあるということを聞いたのです。打ち合わせのときに道、剣道、相撲、それからダンスもあるということを聞いたのです。打ち合わせのときに

教育委員会は、ダンスもありますということを教えてくれないし、３つしか言ってなかっ教育委員会は、ダンスもありますということを教えてくれないし、３つしか言ってなかっ教育委員会は、ダンスもありますということを教えてくれないし、３つしか言ってなかっ教育委員会は、ダンスもありますということを教えてくれないし、３つしか言ってなかっ

たのですけれど、どうも聞いたらダンスも必修であるという、そんなことも教えてほしいたのですけれど、どうも聞いたらダンスも必修であるという、そんなことも教えてほしいたのですけれど、どうも聞いたらダンスも必修であるという、そんなことも教えてほしいたのですけれど、どうも聞いたらダンスも必修であるという、そんなことも教えてほしい

のですが、どのような比率で皆が専攻しているのか。のですが、どのような比率で皆が専攻しているのか。のですが、どのような比率で皆が専攻しているのか。のですが、どのような比率で皆が専攻しているのか。

それから、各学校にはそれぞれの専門教師もいて、それから、各学校にはそれぞれの専門教師もいて、それから、各学校にはそれぞれの専門教師もいて、それから、各学校にはそれぞれの専門教師もいて、特特特特に柔道はに柔道はに柔道はに柔道は危険危険危険危険なことがないのか。なことがないのか。なことがないのか。なことがないのか。

柔道が導入されるときにいろいろ大柔道が導入されるときにいろいろ大柔道が導入されるときにいろいろ大柔道が導入されるときにいろいろ大丈丈丈丈夫だろうか、という夫だろうか、という夫だろうか、という夫だろうか、という批判批判批判批判というか意というか意というか意というか意見見見見があったわけがあったわけがあったわけがあったわけ

ですけれども、ですけれども、ですけれども、ですけれども、現実現実現実現実にはそういうことはにはそういうことはにはそういうことはにはそういうことは全全全全くないのか、皆スくないのか、皆スくないのか、皆スくないのか、皆スムーズムーズムーズムーズに必修しているのかもに必修しているのかもに必修しているのかもに必修しているのかも

聞かせてほしいと思います。聞かせてほしいと思います。聞かせてほしいと思います。聞かせてほしいと思います。

それから、もちろん暴力はないと思うけれども、どの程度のそれから、もちろん暴力はないと思うけれども、どの程度のそれから、もちろん暴力はないと思うけれども、どの程度のそれから、もちろん暴力はないと思うけれども、どの程度のレベルレベルレベルレベルまでまでまでまで求求求求めて指導してめて指導してめて指導してめて指導して

いるのか、いるのか、いるのか、いるのか、所期所期所期所期のののの目的目的目的目的はははは達達達達成しているのか、教師や本成しているのか、教師や本成しているのか、教師や本成しているのか、教師や本人人人人や保や保や保や保護護護護者の者の者の者の評価評価評価評価はどうなのか、こはどうなのか、こはどうなのか、こはどうなのか、こ

ういったスういったスういったスういったスポーツポーツポーツポーツをやることによってをやることによってをやることによってをやることによって規範規範規範規範意意意意識識識識はははは上上上上がってきたかどうか、この点を聞かせがってきたかどうか、この点を聞かせがってきたかどうか、この点を聞かせがってきたかどうか、この点を聞かせ

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

それから、３つそれから、３つそれから、３つそれから、３つ目目目目は、地域振興部は、地域振興部は、地域振興部は、地域振興部所管所管所管所管の正の正の正の正倉院展倉院展倉院展倉院展についての意についての意についての意についての意見見見見ですが、これは総ですが、これは総ですが、これは総ですが、これは総括括括括でででで

知事に質問という知事に質問という知事に質問という知事に質問という形形形形でなく、要望をしたいと思いますので、よろしくお願いします。でなく、要望をしたいと思いますので、よろしくお願いします。でなく、要望をしたいと思いますので、よろしくお願いします。でなく、要望をしたいと思いますので、よろしくお願いします。以上以上以上以上

です。です。です。です。

○神田委員長○神田委員長○神田委員長○神田委員長 正正正正倉院展倉院展倉院展倉院展はいいのですね。これね。はいいのですね。これね。はいいのですね。これね。はいいのですね。これね。

○梶川委員○梶川委員○梶川委員○梶川委員 一応要望するということで。一応要望するということで。一応要望するということで。一応要望するということで。
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○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 適応指導教室についてでご適応指導教室についてでご適応指導教室についてでご適応指導教室についてでござざざざいますが、本県ではいますが、本県ではいますが、本県ではいますが、本県では現在現在現在現在、県、県、県、県内内内内１１１１

２市１町に適応指導教室が２市１町に適応指導教室が２市１町に適応指導教室が２市１町に適応指導教室が設置設置設置設置されています。県教育委員会ではされています。県教育委員会ではされています。県教育委員会ではされています。県教育委員会では毎毎毎毎年、適応指導教室年、適応指導教室年、適応指導教室年、適応指導教室等等等等にににに

ついての市町村ついての市町村ついての市町村ついての市町村担当担当担当担当者連絡会議を開者連絡会議を開者連絡会議を開者連絡会議を開催催催催しており、この会議で県と市町村のしており、この会議で県と市町村のしており、この会議で県と市町村のしており、この会議で県と市町村のネットワーク化ネットワーク化ネットワーク化ネットワーク化

をををを図図図図っております。また、適応指導教室のありっております。また、適応指導教室のありっております。また、適応指導教室のありっております。また、適応指導教室のあり方研究方研究方研究方研究としまして、不登校対としまして、不登校対としまして、不登校対としまして、不登校対策策策策のためののためののためののための特特特特

別別別別教室教室教室教室設置モデル設置モデル設置モデル設置モデル事事事事業業業業を平成２２年度から３年を平成２２年度から３年を平成２２年度から３年を平成２２年度から３年間間間間、、、、奈良奈良奈良奈良市と大市と大市と大市と大和和和和高田市に委高田市に委高田市に委高田市に委託託託託しまして、しまして、しまして、しまして、

適応指導教室の中に学力を適応指導教室の中に学力を適応指導教室の中に学力を適応指導教室の中に学力を充実充実充実充実させ進学させ進学させ進学させ進学状況状況状況状況をををを改善改善改善改善するなど、するなど、するなど、するなど、将来将来将来将来のののの社社社社会会会会的自立的自立的自立的自立をををを支援支援支援支援すすすす

るためのるためのるためのるための特別特別特別特別教室を教室を教室を教室を設置設置設置設置することといたしました。することといたしました。することといたしました。することといたしました。

このこのこのこの取取取取りりりり組み組み組み組みのののの結果結果結果結果、、、、特別特別特別特別教室で学教室で学教室で学教室で学習習習習した成した成した成した成果果果果をををを在籍在籍在籍在籍中学校において成中学校において成中学校において成中学校において成績認績認績認績認定すること定すること定すること定すること

により、不登校により、不登校により、不登校により、不登校状態状態状態状態にある生にある生にある生にある生徒徒徒徒の学の学の学の学習習習習成成成成績績績績のののの向上向上向上向上や意や意や意や意欲欲欲欲を高めることができました。さらを高めることができました。さらを高めることができました。さらを高めることができました。さら

に、この事に、この事に、この事に、この事業業業業の成の成の成の成果果果果や課や課や課や課題題題題を不登校を不登校を不登校を不登校全般全般全般全般の課の課の課の課題題題題に専門に専門に専門に専門家家家家のののの方々方々方々方々からご意からご意からご意からご意見見見見をいただく不登をいただく不登をいただく不登をいただく不登

校対校対校対校対策策策策委員会で委員会で委員会で委員会で説説説説明をし、ご意明をし、ご意明をし、ご意明をし、ご意見見見見をををを頂戴頂戴頂戴頂戴したしたしたした上上上上、より、より、より、より効果的効果的効果的効果的なななな運営運営運営運営をををを目目目目指した指した指した指した奈良奈良奈良奈良県の適県の適県の適県の適

応指導教室の応指導教室の応指導教室の応指導教室のモデルモデルモデルモデル、、、、奈良モデル奈良モデル奈良モデル奈良モデルとととと呼呼呼呼んでおりますけれども、んでおりますけれども、んでおりますけれども、んでおりますけれども、作作作作成したところでご成したところでご成したところでご成したところでござざざざいまいまいまいま

す。これを今年度、３年す。これを今年度、３年す。これを今年度、３年す。これを今年度、３年間間間間の成の成の成の成果果果果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リーフレットリーフレットリーフレットリーフレットにまとめ、にまとめ、にまとめ、にまとめ、６６６６月２１日に市月２１日に市月２１日に市月２１日に市

町村の町村の町村の町村の担当担当担当担当者を者を者を者を集集集集めまして開めまして開めまして開めまして開催催催催しました本事しました本事しました本事しました本事業業業業のののの報告報告報告報告会におきまして、会におきまして、会におきまして、会におきまして、配付配付配付配付、、、、説説説説明をし、明をし、明をし、明をし、

あわせて適応指導教室のあわせて適応指導教室のあわせて適応指導教室のあわせて適応指導教室の奈良モデル奈良モデル奈良モデル奈良モデルをををを示示示示すことができました。すことができました。すことができました。すことができました。

このように、今このように、今このように、今このように、今後後後後も適応指導教室のも適応指導教室のも適応指導教室のも適応指導教室の未設置未設置未設置未設置町村には、市町村教育相町村には、市町村教育相町村には、市町村教育相町村には、市町村教育相談担当談担当談担当談担当者の会議にお者の会議にお者の会議にお者の会議にお

きまして、きまして、きまして、きまして、設置設置設置設置を推を推を推を推奨奨奨奨しますとともに、しますとともに、しますとともに、しますとともに、詳詳詳詳しいしいしいしい内容内容内容内容を会議にを会議にを会議にを会議に続続続続くくくく研研研研修会において修会において修会において修会において周周周周知して知して知して知して

いきたいと考えております。いきたいと考えております。いきたいと考えております。いきたいと考えております。以上以上以上以上でごでごでごでござざざざいます。います。います。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 柔道柔道柔道柔道等武等武等武等武道からダンス道からダンス道からダンス道からダンス等等等等の必修の必修の必修の必修化化化化につきましてでごにつきましてでごにつきましてでごにつきましてでござざざざいます。います。います。います。

中学校の中学校の中学校の中学校の新新新新学学学学習習習習指導要指導要指導要指導要領領領領のののの全面実施全面実施全面実施全面実施が２年が２年が２年が２年目目目目となり、となり、となり、となり、武武武武道道道道及び及び及び及びダンスについては第１学ダンスについては第１学ダンスについては第１学ダンスについては第１学

年年年年及び及び及び及び第２学年で必修となっています。第２学年で必修となっています。第２学年で必修となっています。第２学年で必修となっています。

武武武武道の道の道の道の履履履履修修修修種目種目種目種目のののの実施状況実施状況実施状況実施状況についてでごについてでごについてでごについてでござざざざいますが、本年度５月にいますが、本年度５月にいますが、本年度５月にいますが、本年度５月に公立公立公立公立中学校１０５校中学校１０５校中学校１０５校中学校１０５校

を対を対を対を対象象象象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調調調調査を査を査を査を実施実施実施実施いたしました。２いたしました。２いたしました。２いたしました。２種目種目種目種目を行うところもありますが、柔道を行うところもありますが、柔道を行うところもありますが、柔道を行うところもありますが、柔道

を行っている学校が５０校、を行っている学校が５０校、を行っている学校が５０校、を行っている学校が５０校、４４．６４４．６４４．６４４．６％でご％でご％でご％でござざざざいます。剣道がいます。剣道がいます。剣道がいます。剣道が４４４４９校、９校、９校、９校、４４４４３３３３．．．．８％、相撲８％、相撲８％、相撲８％、相撲

が１１校、９が１１校、９が１１校、９が１１校、９．．．．８％、あと８％、あと８％、あと８％、あと少林寺拳法少林寺拳法少林寺拳法少林寺拳法が１校、０が１校、０が１校、０が１校、０．．．．９％、合９％、合９％、合９％、合気気気気道１校、０道１校、０道１校、０道１校、０．．．．９％となって９％となって９％となって９％となって

おります。おります。おります。おります。

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、武武武武道が安道が安道が安道が安全全全全かつかつかつかつ円滑円滑円滑円滑にににに実施実施実施実施されますよう、指導者の指導力のされますよう、指導者の指導力のされますよう、指導者の指導力のされますよう、指導者の指導力の向上向上向上向上をををを

目的目的目的目的といたしました指導者といたしました指導者といたしました指導者といたしました指導者研研研研修会を平成２０年度から修会を平成２０年度から修会を平成２０年度から修会を平成２０年度から計画的計画的計画的計画的、、、、継続的継続的継続的継続的にににに実施実施実施実施しており、本しており、本しており、本しており、本

年度につきましては、年度につきましては、年度につきましては、年度につきましては、７７７７月に柔道、８月に剣道の指導者月に柔道、８月に剣道の指導者月に柔道、８月に剣道の指導者月に柔道、８月に剣道の指導者研研研研修会を開修会を開修会を開修会を開催催催催いたしました。相撲いたしました。相撲いたしました。相撲いたしました。相撲

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来来来来年２月に年２月に年２月に年２月に実施予実施予実施予実施予定でご定でご定でご定でござざざざいます。また、本年５月には県います。また、本年５月には県います。また、本年５月には県います。また、本年５月には県内全内全内全内全てのてのてのての公立公立公立公立中中中中
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学校の保健体育学校の保健体育学校の保健体育学校の保健体育科科科科教員を教員を教員を教員を集集集集めまして、めまして、めまして、めまして、武武武武道の道の道の道の履履履履修に修に修に修に際際際際し、学し、学し、学し、学習段階習段階習段階習段階やややや個人個人個人個人差差差差及び男女及び男女及び男女及び男女差を差を差を差を

踏踏踏踏まえ、まえ、まえ、まえ、段階的段階的段階的段階的な指導を行うなどの安な指導を行うなどの安な指導を行うなどの安な指導を行うなどの安全全全全の確保にの確保にの確保にの確保に十分留十分留十分留十分留意することを意することを意することを意することを再再再再確確確確認認認認いたしました。いたしました。いたしました。いたしました。

なお、平成２なお、平成２なお、平成２なお、平成２４４４４年度から本年度９月までの年度から本年度９月までの年度から本年度９月までの年度から本年度９月までの武武武武道の道の道の道の授業授業授業授業において、大きな事において、大きな事において、大きな事において、大きな事故故故故、例えば、例えば、例えば、例えば死死死死

亡亡亡亡でありますとか、でありますとか、でありますとか、でありますとか、障害見舞金障害見舞金障害見舞金障害見舞金が発生するようなが発生するようなが発生するようなが発生するような負傷負傷負傷負傷、、、、疾病疾病疾病疾病のののの報告報告報告報告はごはごはごはござざざざいません。いません。いません。いません。

保保保保護護護護者からのご意者からのご意者からのご意者からのご意見見見見につきましても、につきましても、につきましても、につきましても、特段特段特段特段保健体育課に、安保健体育課に、安保健体育課に、安保健体育課に、安全性全性全性全性でありますとか、指導でありますとか、指導でありますとか、指導でありますとか、指導

上上上上のさまのさまのさまのさまざざざざまな問まな問まな問まな問題題題題点については、点については、点については、点については、特特特特にご意にご意にご意にご意見見見見をいただいているものはごをいただいているものはごをいただいているものはごをいただいているものはござざざざいません。いません。いません。いません。

また、また、また、また、規範規範規範規範意意意意識識識識についてについてについてについて向上向上向上向上したのかという委員のご質問につきましても、したのかという委員のご質問につきましても、したのかという委員のご質問につきましても、したのかという委員のご質問につきましても、特段特段特段特段その部その部その部その部

分分分分について、今について、今について、今について、今調調調調査をしている査をしている査をしている査をしている状況状況状況状況ではありませんので、今ではありませんので、今ではありませんので、今ではありませんので、今後検討後検討後検討後検討したいと思っておりましたいと思っておりましたいと思っておりましたいと思っておりま

す。す。す。す。以上以上以上以上でごでごでごでござざざざいます。います。います。います。

○梶川委員○梶川委員○梶川委員○梶川委員 わかりました。わかりました。わかりました。わかりました。

まず、１点まず、１点まず、１点まず、１点目目目目の不登校児の不登校児の不登校児の不登校児童童童童の対の対の対の対策策策策については、一応については、一応については、一応については、一応奈良モデル奈良モデル奈良モデル奈良モデルができて、一つのができて、一つのができて、一つのができて、一つの方法方法方法方法はははは

できているわけですから、適応指導教室をつくってもできているわけですから、適応指導教室をつくってもできているわけですから、適応指導教室をつくってもできているわけですから、適応指導教室をつくっても来来来来ない子どももあるかと思いますが、ない子どももあるかと思いますが、ない子どももあるかと思いますが、ない子どももあるかと思いますが、

その点はその点はその点はその点は粘粘粘粘り強くり強くり強くり強く説得説得説得説得して、しっかり各学校に市町村として、しっかり各学校に市町村として、しっかり各学校に市町村として、しっかり各学校に市町村と協協協協議して議して議して議して粘粘粘粘り強くり強くり強くり強く説得説得説得説得して進めるして進めるして進めるして進める

ように、ように、ように、ように、特特特特に要望しておきます。これ、一応了に要望しておきます。これ、一応了に要望しておきます。これ、一応了に要望しておきます。これ、一応了解解解解しました。しました。しました。しました。

それから、剣道、柔道の必修のそれから、剣道、柔道の必修のそれから、剣道、柔道の必修のそれから、剣道、柔道の必修の件件件件ですが、これも一応今のところ問ですが、これも一応今のところ問ですが、これも一応今のところ問ですが、これも一応今のところ問題題題題なく進んでいるよなく進んでいるよなく進んでいるよなく進んでいるよ

うですので、指導者もしっかり確保して、安うですので、指導者もしっかり確保して、安うですので、指導者もしっかり確保して、安うですので、指導者もしっかり確保して、安全性全性全性全性にににに十分気十分気十分気十分気をつけて進めていただきますよをつけて進めていただきますよをつけて進めていただきますよをつけて進めていただきますよ

うに要望してうに要望してうに要望してうに要望して終終終終わります。わります。わります。わります。以上以上以上以上です。です。です。です。

○宮本委員○宮本委員○宮本委員○宮本委員 ３点ほどお聞きをしたいと思います。３点ほどお聞きをしたいと思います。３点ほどお聞きをしたいと思います。３点ほどお聞きをしたいと思います。

１点１点１点１点目目目目は教育委員会ですが、いは教育委員会ですが、いは教育委員会ですが、いは教育委員会ですが、いじじじじめ問め問め問め問題へ題へ題へ題への対応について、の対応について、の対応について、の対応について、論論論論点を一つに点を一つに点を一つに点を一つに絞絞絞絞ってお聞きってお聞きってお聞きってお聞き

をしたいのです。このをしたいのです。このをしたいのです。このをしたいのです。この間間間間さまさまさまさまざざざざまに議まに議まに議まに議論論論論をされてきましたが、をされてきましたが、をされてきましたが、をされてきましたが、特特特特に加に加に加に加害害害害側の児側の児側の児側の児童童童童生生生生徒へ徒へ徒へ徒へのののの

ケケケケアという点にアという点にアという点にアという点に絞絞絞絞って対応をお聞きしたいと思っております。って対応をお聞きしたいと思っております。って対応をお聞きしたいと思っております。って対応をお聞きしたいと思っております。当然当然当然当然いいいいじじじじめ問め問め問め問題題題題がががが複雑化複雑化複雑化複雑化、、、、

深刻化深刻化深刻化深刻化しているのはご承知のとおりで、例えば加しているのはご承知のとおりで、例えば加しているのはご承知のとおりで、例えば加しているのはご承知のとおりで、例えば加害害害害者が者が者が者が時時時時をををを経経経経て今度はて今度はて今度はて今度は被害被害被害被害者になるとい者になるとい者になるとい者になるとい

うこともありますし、またいうこともありますし、またいうこともありますし、またいうこともありますし、またいじじじじめの対めの対めの対めの対象象象象を次を次を次を次 々々々々とかえてとかえてとかえてとかえて継続継続継続継続をすると、長をすると、長をすると、長をすると、長期期期期にわたるといにわたるといにわたるといにわたるとい

うこともよく知られているところですし、またいうこともよく知られているところですし、またいうこともよく知られているところですし、またいうこともよく知られているところですし、またいじじじじめのめのめのめの被害被害被害被害にににに遭遭遭遭っている児っている児っている児っている児童童童童生生生生徒徒徒徒を保を保を保を保護護護護

することはすることはすることはすることは当然当然当然当然大事ですが、加大事ですが、加大事ですが、加大事ですが、加害害害害側の生側の生側の生側の生徒徒徒徒もいろいろな問もいろいろな問もいろいろな問もいろいろな問題題題題をををを抱抱抱抱えていて、例えばえていて、例えばえていて、例えばえていて、例えば家庭家庭家庭家庭にににに

大きな問大きな問大きな問大きな問題題題題をををを抱抱抱抱えていてえていてえていてえていて寂寂寂寂しい思いをしい思いをしい思いをしい思いを募募募募らせているとか、あるいは学校に対して非らせているとか、あるいは学校に対して非らせているとか、あるいは学校に対して非らせているとか、あるいは学校に対して非常常常常にににに勉勉勉勉

強に意強に意強に意強に意欲欲欲欲がががが持持持持てない中でスてない中でスてない中でスてない中でストレトレトレトレスをスをスをスを抱抱抱抱えているとか、あるいはまさかと思うようなえているとか、あるいはまさかと思うようなえているとか、あるいはまさかと思うようなえているとか、あるいはまさかと思うような優等優等優等優等生、生、生、生、

表表表表面的面的面的面的にはにはにはには優等優等優等優等生で生で生で生で家家家家でもでもでもでも全全全全く手がかからないというのにいく手がかからないというのにいく手がかからないというのにいく手がかからないというのにいじじじじめの中心めの中心めの中心めの中心的存在的存在的存在的存在で発で発で発で発覚覚覚覚がおがおがおがお

くれるとかあると思うのです。くれるとかあると思うのです。くれるとかあると思うのです。くれるとかあると思うのです。

そういう点で、加そういう点で、加そういう点で、加そういう点で、加害害害害児児児児童童童童生生生生徒徒徒徒に対する心のに対する心のに対する心のに対する心のケケケケア、あるいは教育ア、あるいは教育ア、あるいは教育ア、あるいは教育的的的的な対応という点が、今、な対応という点が、今、な対応という点が、今、な対応という点が、今、
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非非非非常常常常に大事だと言われています。相に大事だと言われています。相に大事だと言われています。相に大事だと言われています。相当当当当ススススキルキルキルキルも要ると言われていますので、一部にも要ると言われていますので、一部にも要ると言われていますので、一部にも要ると言われていますので、一部に警察的警察的警察的警察的

対応、あるいは対応、あるいは対応、あるいは対応、あるいは厳罰化厳罰化厳罰化厳罰化だということはあるのですが、それではだということはあるのですが、それではだということはあるのですが、それではだということはあるのですが、それでは全全全全く問く問く問く問題題題題をををを解解解解決できないし、決できないし、決できないし、決できないし、

ますますますますますますますます解解解解決をこ決をこ決をこ決をこじじじじらせるようならせるようならせるようならせるような場面場面場面場面もあると思うのです。そういう点で、加もあると思うのです。そういう点で、加もあると思うのです。そういう点で、加もあると思うのです。そういう点で、加害害害害側の児側の児側の児側の児童童童童

生生生生徒へ徒へ徒へ徒へのののの支援支援支援支援はどのようにされているかにはどのようにされているかにはどのようにされているかにはどのようにされているかに絞絞絞絞ってお聞きしたいと思います。ってお聞きしたいと思います。ってお聞きしたいと思います。ってお聞きしたいと思います。

２点２点２点２点目目目目は、県は、県は、県は、県立立立立大学における大学における大学における大学における給付制奨給付制奨給付制奨給付制奨学学学学金制金制金制金制度の度の度の度の創設創設創設創設について、提案もについて、提案もについて、提案もについて、提案も込込込込めて質問しためて質問しためて質問しためて質問した

いと思うのですが、今、大学のいと思うのですが、今、大学のいと思うのですが、今、大学のいと思うのですが、今、大学の授業料授業料授業料授業料が相が相が相が相当当当当高くなっているのをご承知だとは思うのです高くなっているのをご承知だとは思うのです高くなっているのをご承知だとは思うのです高くなっているのをご承知だとは思うのです

が、が、が、が、私私私私も学生も学生も学生も学生時時時時代に代に代に代に新新新新聞聞聞聞配達配達配達配達をして、をして、をして、をして、奨奨奨奨学学学学金金金金をををを得得得得て学費と生活費をて学費と生活費をて学費と生活費をて学費と生活費を捻捻捻捻出すると。ここにお出すると。ここにお出すると。ここにお出すると。ここにお

られる宮木委員もそうなのですが、いわられる宮木委員もそうなのですが、いわられる宮木委員もそうなのですが、いわられる宮木委員もそうなのですが、いわゆゆゆゆるるるる新新新新聞聞聞聞奨奨奨奨学生という学生という学生という学生という制制制制度で度で度で度で何何何何とか大学をとか大学をとか大学をとか大学を卒業卒業卒業卒業しししし

た一た一た一た一人人人人でして、でして、でして、でして、私私私私や宮木委員のや宮木委員のや宮木委員のや宮木委員の時時時時代は学費もそんなに、高くなったとはいえ年代は学費もそんなに、高くなったとはいえ年代は学費もそんなに、高くなったとはいえ年代は学費もそんなに、高くなったとはいえ年間４間４間４間４００００万円万円万円万円

前前前前後後後後でした。ところが、今、年でした。ところが、今、年でした。ところが、今、年でした。ところが、今、年間間間間５０５０５０５０万円万円万円万円をををを超超超超えているのです。県えているのです。県えているのです。県えているのです。県立立立立大学と県大学と県大学と県大学と県立医科立医科立医科立医科大学大学大学大学

でででで見見見見ますと、ますと、ますと、ますと、授業料授業料授業料授業料だけで年だけで年だけで年だけで年間間間間５３５３５３５３万万万万５５５５，，，，８００８００８００８００円円円円です。入学です。入学です。入学です。入学金金金金は県は県は県は県内内内内の学生は１の学生は１の学生は１の学生は１７万６，７万６，７万６，７万６，

００００００００００００円円円円、県、県、県、県外外外外は３５は３５は３５は３５万万万万２２２２，，，，００００００００００００円円円円ですから、ですから、ですから、ですから、初初初初年度年度年度年度納付金納付金納付金納付金は８０は８０は８０は８０万円万円万円万円をををを超超超超える。県える。県える。県える。県立立立立

医科医科医科医科大学の大学の大学の大学の場場場場合は県合は県合は県合は県内内内内で２８で２８で２８で２８万万万万２２２２，，，，００００００００００００円円円円の入学の入学の入学の入学金金金金、県、県、県、県外外外外だと８０だと８０だと８０だと８０万万万万２２２２，，，，００００００００００００円円円円ですですですです

から、１３０から、１３０から、１３０から、１３０万円万円万円万円をををを超超超超えるわけです。えるわけです。えるわけです。えるわけです。時時時時代をさかの代をさかの代をさかの代をさかのぼぼぼぼってってってって見見見見ますと、１９ますと、１９ますと、１９ますと、１９６６６６９年、９年、９年、９年、団塊団塊団塊団塊のののの

世世世世代の皆さんが入学するころは年代の皆さんが入学するころは年代の皆さんが入学するころは年代の皆さんが入学するころは年間間間間１１１１万万万万２２２２，，，，００００００００００００円円円円だったのです。だったのです。だったのです。だったのです。４４４４０年０年０年０年間間間間で５０倍をで５０倍をで５０倍をで５０倍を

超超超超える学費える学費える学費える学費負担負担負担負担になっているということです。になっているということです。になっているということです。になっているということです。

親世親世親世親世代の代の代の代の収収収収入が今どうなっているかというと、入が今どうなっているかというと、入が今どうなっているかというと、入が今どうなっているかというと、ふふふふえていっていれば学費をえていっていれば学費をえていっていれば学費をえていっていれば学費を捻捻捻捻出できる年出できる年出できる年出できる年

収収収収になっていると思うのですが、ところが、今、になっていると思うのですが、ところが、今、になっていると思うのですが、ところが、今、になっていると思うのですが、ところが、今、４４４４００００歳歳歳歳をををを超超超超えてからえてからえてからえてから減減減減りりりり続続続続けているけているけているけている経済経済経済経済

状況状況状況状況もあって、もあって、もあって、もあって、多多多多くのくのくのくの方方方方が学費のが学費のが学費のが学費の捻捻捻捻出に出に出に出に苦苦苦苦しんでおられると思います。それをしんでおられると思います。それをしんでおられると思います。それをしんでおられると思います。それを示示示示すすすすデータデータデータデータ

が、日本学生が、日本学生が、日本学生が、日本学生支援機構支援機構支援機構支援機構のののの奨奨奨奨学学学学金金金金の受の受の受の受給給給給率であり、１９９８年、１５年前には２３％だった率であり、１９９８年、１５年前には２３％だった率であり、１９９８年、１５年前には２３％だった率であり、１９９８年、１５年前には２３％だった

のです。ところが、２０１０年には５０のです。ところが、２０１０年には５０のです。ところが、２０１０年には５０のです。ところが、２０１０年には５０．７．７．７．７％と。これだけ％と。これだけ％と。これだけ％と。これだけ全全全全部部部部返返返返さないといけないからさないといけないからさないといけないからさないといけないから

学生の２学生の２学生の２学生の２人人人人に１に１に１に１人人人人はははは奨奨奨奨学学学学金金金金をををを借借借借りて大学にりて大学にりて大学にりて大学に通通通通っているっているっているっている状況状況状況状況があると思うのです。があると思うのです。があると思うのです。があると思うのです。

そこで、県そこで、県そこで、県そこで、県立立立立大学は大学は大学は大学は何何何何年か前に年か前に年か前に年か前に全全全全国で国で国で国で唯唯唯唯一一一一減免制減免制減免制減免制度がないことを度がないことを度がないことを度がないことを主張主張主張主張し、県し、県し、県し、県立立立立大学の学大学の学大学の学大学の学

生からも生からも生からも生からも署署署署名が名が名が名が寄寄寄寄せられ、せられ、せられ、せられ、減免制減免制減免制減免制度を度を度を度を創設創設創設創設したしたしたした歴史歴史歴史歴史的経的経的経的経緯緯緯緯がががが奈良奈良奈良奈良県にありますけれども、県にありますけれども、県にありますけれども、県にありますけれども、

そういったそういったそういったそういった取取取取りりりり組み組み組み組みは非は非は非は非常常常常に大事だと思いますし、に大事だと思いますし、に大事だと思いますし、に大事だと思いますし、役割役割役割役割もももも果果果果たしていると思うのですが、たしていると思うのですが、たしていると思うのですが、たしていると思うのですが、

これから県これから県これから県これから県立立立立大学をますます大学をますます大学をますます大学をますます改改改改革革革革して、して、して、して、充実充実充実充実をさせていこうとしているのですから、をさせていこうとしているのですから、をさせていこうとしているのですから、をさせていこうとしているのですから、経済経済経済経済

的的的的な理な理な理な理由由由由で進学をで進学をで進学をで進学を諦諦諦諦める学生がないように、める学生がないように、める学生がないように、める学生がないように、給付制給付制給付制給付制のののの奨奨奨奨学学学学金金金金をををを検討検討検討検討する必要があると思うする必要があると思うする必要があると思うする必要があると思う

のです。のです。のです。のです。同同同同時時時時にこれは、学にこれは、学にこれは、学にこれは、学業業業業をををを奨奨奨奨励励励励する、あるいはする、あるいはする、あるいはする、あるいは優優優優秀秀秀秀な学生にな学生にな学生にな学生に奈良奈良奈良奈良県に県に県に県に来来来来てもらって、てもらって、てもらって、てもらって、

奈良奈良奈良奈良県に県に県に県に残残残残ってってってって就就就就職もしてもらえるような職もしてもらえるような職もしてもらえるような職もしてもらえるような報報報報償償償償金金金金の意の意の意の意味味味味もももも込込込込めてめてめてめて給付給付給付給付型型型型のののの奨奨奨奨学学学学金金金金をををを創設創設創設創設すすすす

ることを、ることを、ることを、ることを、真真真真剣に剣に剣に剣に検討検討検討検討すすすすべべべべきではないかと思うのですが、その点、お聞きしたいと思いまきではないかと思うのですが、その点、お聞きしたいと思いまきではないかと思うのですが、その点、お聞きしたいと思いまきではないかと思うのですが、その点、お聞きしたいと思いま
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す。す。す。す。

３点３点３点３点目目目目は、は、は、は、文文文文化化化化振興課にお聞きをしたいのですが、振興課にお聞きをしたいのですが、振興課にお聞きをしたいのですが、振興課にお聞きをしたいのですが、世世世世界界界界遺産遺産遺産遺産であるであるであるである春春春春日山日山日山日山原始原始原始原始林林林林あるいあるいあるいあるい

は東大は東大は東大は東大寺寺寺寺史跡史跡史跡史跡をををを有有有有するするするする若草若草若草若草山に山に山に山にモモモモノノノノレールレールレールレールをををを設置設置設置設置することについて、日本することについて、日本することについて、日本することについて、日本共産党共産党共産党共産党は、これは、これは、これは、これ

はははは世世世世界界界界遺産遺産遺産遺産委員会に委員会に委員会に委員会に報告報告報告報告が必要ではないかとが必要ではないかとが必要ではないかとが必要ではないかと主張主張主張主張してまいりました。本会議でもそのようしてまいりました。本会議でもそのようしてまいりました。本会議でもそのようしてまいりました。本会議でもそのよう

にににに申申申申しししし上上上上げげげげました。ました。ました。ました。モモモモノノノノレール設置レール設置レール設置レール設置のののの計画計画計画計画ですが、きのうですが、きのうですが、きのうですが、きのう予予予予算算算算審査審査審査審査特別特別特別特別委員長から要委員長から要委員長から要委員長から要求求求求しししし

ていただいたこともあって、ていただいたこともあって、ていただいたこともあって、ていただいたこともあって、資資資資料料料料をいただいたところですけれども、をいただいたところですけれども、をいただいたところですけれども、をいただいたところですけれども、世世世世界界界界遺産遺産遺産遺産である東大である東大である東大である東大

寺寺寺寺史跡史跡史跡史跡ののののココココアアアアゾゾゾゾーーーーン、あるいはン、あるいはン、あるいはン、あるいは春春春春日山日山日山日山原始原始原始原始林林林林ののののココココアアアアゾゾゾゾーーーーンをどうしてもンをどうしてもンをどうしてもンをどうしても通通通通過過過過せせせせざざざざるをるをるをるを得得得得なななな

いいいいレールレールレールレールのののの予予予予定になっていると思います。定になっていると思います。定になっていると思います。定になっていると思います。仮仮仮仮ににににココココアアアアゾゾゾゾーーーーンをンをンをンを避避避避けたとしてもけたとしてもけたとしてもけたとしてもババババッフッフッフッファゾァゾァゾァゾーーーー

ンですから、ンですから、ンですから、ンですから、世世世世界界界界遺産条約遺産条約遺産条約遺産条約履履履履行のための行のための行のための行のための作業作業作業作業指指指指針針針針の１の１の１の１７７７７２項に明２項に明２項に明２項に明記記記記されていますされていますされていますされています重重重重大な大な大な大な現現現現

状状状状変更変更変更変更にににに当当当当たると、たると、たると、たると、世世世世界界界界遺産遺産遺産遺産におけるにおけるにおけるにおける重重重重大な大な大な大な現状現状現状現状変更変更変更変更にににに当当当当たるのだからその手たるのだからその手たるのだからその手たるのだからその手続続続続をする必をする必をする必をする必

要があると考えています。要があると考えています。要があると考えています。要があると考えています。

どういう手どういう手どういう手どういう手続続続続が必要かというと、このが必要かというと、このが必要かというと、このが必要かというと、この世世世世界界界界遺産条約遺産条約遺産条約遺産条約履履履履行のための行のための行のための行のための作業作業作業作業指指指指針針針針の１の１の１の１７７７７２項は２項は２項は２項は

こうこうこうこう書書書書いています。いています。いています。いています。資産資産資産資産のののの顕著顕著顕著顕著なななな普遍普遍普遍普遍的価的価的価的価値値値値にににに影響影響影響影響するするするする可能可能可能可能性性性性のある大のある大のある大のある大規規規規模模模模なななな復元復元復元復元またはまたはまたはまたは

新規新規新規新規工工工工事を事を事を事を実施実施実施実施またはまたはまたはまたは許可許可許可許可するするするする場場場場合は、その合は、その合は、その合は、その旨旨旨旨を事務局をを事務局をを事務局をを事務局を通じ通じ通じ通じて委員会にて委員会にて委員会にて委員会に通通通通知するよう要知するよう要知するよう要知するよう要

請請請請するとあります。さらに、できるだけするとあります。さらに、できるだけするとあります。さらに、できるだけするとあります。さらに、できるだけ早早早早いいいい段階段階段階段階で、例えばで、例えばで、例えばで、例えば計画設計計画設計計画設計計画設計をををを起草起草起草起草する前に、する前に、する前に、する前に、変変変変

更更更更不不不不可能可能可能可能な決定を行う前のな決定を行う前のな決定を行う前のな決定を行う前の段階段階段階段階でででで通通通通知することが知することが知することが知することが求求求求められるとあるのです。められるとあるのです。められるとあるのです。められるとあるのです。

きのういただいたきのういただいたきのういただいたきのういただいた資資資資料料料料をををを見見見見ますと、３つのますと、３つのますと、３つのますと、３つのルートルートルートルート案が案が案が案が示示示示されて、されて、されて、されて、春春春春日山日山日山日山原始原始原始原始林へ林へ林へ林への地の地の地の地形形形形

改改改改変変変変のののの影響影響影響影響があるとがあるとがあるとがあると書書書書かれています。また、かれています。また、かれています。また、かれています。また、ココココンンンンクリートクリートクリートクリート基礎基礎基礎基礎だとかだとかだとかだとか鋼製鋼製鋼製鋼製簡簡簡簡易基礎易基礎易基礎易基礎と比と比と比と比べべべべ

て、て、て、て、鋼製鋼製鋼製鋼製簡簡簡簡易基礎易基礎易基礎易基礎、、、、鉄骨鉄骨鉄骨鉄骨を打ちを打ちを打ちを打ち込込込込むむむむほうがほうがほうがほうが影響影響影響影響がががが少少少少ないとないとないとないと書書書書いていますが、いていますが、いていますが、いていますが、実際実際実際実際には地には地には地には地盤盤盤盤

にににに支支支支柱柱柱柱を差しを差しを差しを差し込込込込むむむむ必要があると必要があると必要があると必要があると書書書書いているわけです。さらに、いているわけです。さらに、いているわけです。さらに、いているわけです。さらに、乗降乗降乗降乗降施設施設施設施設についてについてについてについて見見見見ますと、ますと、ますと、ますと、

現現現現地に地に地に地に砂利砂利砂利砂利をををを敷敷敷敷きききき詰詰詰詰めて、めて、めて、めて、基礎工基礎工基礎工基礎工事を事を事を事を施施施施して、高さ３して、高さ３して、高さ３して、高さ３メメメメートルートルートルートル程度の程度の程度の程度の乗降乗降乗降乗降施設施設施設施設をををを置置置置くことくことくことくこと

で、明らかにで、明らかにで、明らかにで、明らかに世世世世界界界界遺産条約遺産条約遺産条約遺産条約履履履履行のための行のための行のための行のための作業作業作業作業指指指指針針針針が言うところのが言うところのが言うところのが言うところの重重重重大な大な大な大な新規新規新規新規工工工工事に事に事に事に当当当当たるたるたるたる

と思うのです。その点、今のと思うのです。その点、今のと思うのです。その点、今のと思うのです。その点、今の段階段階段階段階できちんとできちんとできちんとできちんと通通通通知をして、きっちりと知をして、きっちりと知をして、きっちりと知をして、きっちりと世世世世界界界界遺産遺産遺産遺産委員会から委員会から委員会から委員会から

承承承承認認認認をもらう、あるいはしっかりと理をもらう、あるいはしっかりと理をもらう、あるいはしっかりと理をもらう、あるいはしっかりと理解解解解をををを得得得得る手る手る手る手続続続続が必要だと思うのですが、その点どうが必要だと思うのですが、その点どうが必要だと思うのですが、その点どうが必要だと思うのですが、その点どう

考えるのかをお聞きしたいと思います。考えるのかをお聞きしたいと思います。考えるのかをお聞きしたいと思います。考えるのかをお聞きしたいと思います。

○西上生徒指導支援室長○西上生徒指導支援室長○西上生徒指導支援室長○西上生徒指導支援室長 いいいいじじじじめ問め問め問め問題題題題における加における加における加における加害害害害者の者の者の者のケケケケアについては、いアについては、いアについては、いアについては、いじじじじめなどの生めなどの生めなどの生めなどの生

徒徒徒徒指導指導指導指導上上上上のののの諸諸諸諸問問問問題題題題に対しましては、表に対しましては、表に対しましては、表に対しましては、表面面面面にあらわれたにあらわれたにあらわれたにあらわれた現象現象現象現象ののののみみみみにとらわれずに、そのにとらわれずに、そのにとらわれずに、そのにとらわれずに、その背景背景背景背景

にににに横横横横たわるさまたわるさまたわるさまたわるさまざざざざまな問まな問まな問まな問題題題題をををを見見見見きわめる必要がごきわめる必要がごきわめる必要がごきわめる必要がござざざざいます。います。います。います。

いいいいじじじじめのめのめのめの衝動衝動衝動衝動を発生させるを発生させるを発生させるを発生させる原因原因原因原因について、について、について、について、文文文文部部部部科科科科学学学学省省省省では学校、では学校、では学校、では学校、家庭家庭家庭家庭、地域、地域、地域、地域社社社社会など、会など、会など、会など、

児児児児童童童童生生生生徒徒徒徒をををを取取取取りりりり巻巻巻巻くさまくさまくさまくさまざざざざまな要まな要まな要まな要因因因因のもとで、１つのもとで、１つのもとで、１つのもとで、１つ目目目目に、心理に、心理に、心理に、心理的的的的スススストレトレトレトレスをスをスをスを弱弱弱弱い者い者い者い者へへへへの攻の攻の攻の攻
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撃撃撃撃によってによってによってによって解解解解消しようとするもの、２つ消しようとするもの、２つ消しようとするもの、２つ消しようとするもの、２つ目目目目に、に、に、に、基準基準基準基準からからからから外外外外れたものに対するれたものに対するれたものに対するれたものに対する嫌悪感嫌悪感嫌悪感嫌悪感やややや排除排除排除排除

意意意意識識識識をををを向向向向けられるもの、３つけられるもの、３つけられるもの、３つけられるもの、３つ目目目目にねたにねたにねたにねたみみみみやややや嫉妬感情嫉妬感情嫉妬感情嫉妬感情によるもの、によるもの、によるもの、によるもの、４４４４つつつつ目目目目にににに遊遊遊遊びびびび感感感感覚覚覚覚ややややふざふざふざふざ

け意け意け意け意識識識識からからからから起起起起こるもの、５つこるもの、５つこるもの、５つこるもの、５つ目目目目として、として、として、として、被害被害被害被害者となること者となること者となること者となることへへへへのののの回避感情回避感情回避感情回避感情などが児などが児などが児などが児童童童童生生生生徒徒徒徒のののの

心理心理心理心理的的的的な要な要な要な要因因因因がががが複雑複雑複雑複雑に絡に絡に絡に絡みみみみ合ったものであると合ったものであると合ったものであると合ったものであると示示示示しています。これらをしています。これらをしています。これらをしています。これらを背景背景背景背景に、県教育委に、県教育委に、県教育委に、県教育委

員会では加員会では加員会では加員会では加害害害害児児児児童童童童生生生生徒徒徒徒に対しても、いに対しても、いに対しても、いに対しても、いじじじじめめめめ早早早早期期期期発発発発見見見見・早・早・早・早期期期期対応対応対応対応マニュマニュマニュマニュアアアアル等ル等ル等ル等で明確にで明確にで明確にで明確に示示示示しししし

ておりますように、いておりますように、いておりますように、いておりますように、いじじじじめは決してめは決してめは決してめは決して許許許許されない行されない行されない行されない行為為為為であることやであることやであることやであることや被害被害被害被害児児児児童童童童生生生生徒徒徒徒の心のの心のの心のの心の痛痛痛痛みみみみ

をしっかりをしっかりをしっかりをしっかり伝伝伝伝えるとともに、加えるとともに、加えるとともに、加えるとともに、加害害害害生生生生徒へ徒へ徒へ徒へののののカウカウカウカウンンンンセセセセリリリリンンンンググググの必要の必要の必要の必要性性性性やその心理やその心理やその心理やその心理的的的的背景背景背景背景、ま、ま、ま、ま

た加た加た加た加害害害害者が者が者が者が被害被害被害被害者に、あるいは者に、あるいは者に、あるいは者に、あるいは被害被害被害被害者が加者が加者が加者が加害害害害者になることについてもその者になることについてもその者になることについてもその者になることについてもその経経経経過過過過をよく観をよく観をよく観をよく観察察察察

しながら、しながら、しながら、しながら、毅毅毅毅然然然然としたとしたとしたとした態態態態度で加度で加度で加度で加害害害害者者者者へへへへの指導やの指導やの指導やの指導や支援支援支援支援を行うこととしております。を行うこととしております。を行うこととしております。を行うこととしております。

また、いまた、いまた、いまた、いじじじじめ問め問め問め問題題題題でもそこには発でもそこには発でもそこには発でもそこには発達的達的達的達的なななな視視視視点も点も点も点も見見見見落落落落とさないよう、とさないよう、とさないよう、とさないよう、場場場場合によっては合によっては合によっては合によっては医医医医療療療療

機機機機関や関や関や関や臨床臨床臨床臨床心理心理心理心理士士士士との連携の必要との連携の必要との連携の必要との連携の必要性性性性も考も考も考も考慮慮慮慮して対応するよう、学校や教員にして対応するよう、学校や教員にして対応するよう、学校や教員にして対応するよう、学校や教員に伝伝伝伝えているとえているとえているとえていると

ころでごころでごころでごころでござざざざいます。加えて、います。加えて、います。加えて、います。加えて、周周周周りではやしりではやしりではやしりではやし立立立立ている観ている観ている観ている観衆衆衆衆やややや傍傍傍傍観者となる児観者となる児観者となる児観者となる児童童童童生生生生徒へ徒へ徒へ徒への指導の指導の指導の指導

やややや支援支援支援支援もしっかり行うこととしているところでごもしっかり行うこととしているところでごもしっかり行うこととしているところでごもしっかり行うこととしているところでござざざざいます。います。います。います。以上以上以上以上でごでごでごでござざざざいます。います。います。います。

○福井教育振興課長○福井教育振興課長○福井教育振興課長○福井教育振興課長 給付給付給付給付型型型型奨奨奨奨学学学学金金金金のののの創設創設創設創設をををを検討検討検討検討すすすすべべべべきではないかという質問でごきではないかという質問でごきではないかという質問でごきではないかという質問でござざざざいまいまいまいま

す。す。す。す。

就就就就学が学が学が学が困困困困難な学生を難な学生を難な学生を難な学生を支援支援支援支援するするするする方策方策方策方策といたしまして、大きくといたしまして、大きくといたしまして、大きくといたしまして、大きく分分分分けて２つ考えております。けて２つ考えております。けて２つ考えております。けて２つ考えております。

授業料授業料授業料授業料のののの減免減免減免減免、もう一つが、もう一つが、もう一つが、もう一つが奨奨奨奨学学学学金金金金、、、、貸与型貸与型貸与型貸与型ですとかですとかですとかですとか給付給付給付給付型型型型があると思っております。があると思っております。があると思っております。があると思っております。

県県県県立立立立大学では、成大学では、成大学では、成大学では、成績優績優績優績優秀秀秀秀であるにもかかわらずであるにもかかわらずであるにもかかわらずであるにもかかわらず経済的経済的経済的経済的な理な理な理な理由由由由によりましてによりましてによりましてによりまして就就就就学が学が学が学が困困困困難な難な難な難な

学生を学生を学生を学生を支援支援支援支援するために、平成２２年するために、平成２２年するために、平成２２年するために、平成２２年４４４４月から月から月から月から授業料授業料授業料授業料のののの減免制減免制減免制減免制度を度を度を度を実施実施実施実施しております。平成しております。平成しております。平成しております。平成

２２２２４４４４年度の年度の年度の年度の実績実績実績実績をををを申申申申しししし上上上上げげげげますと、ますと、ますと、ますと、全全全全学生学生学生学生６７６７６７６７９名のうち９名のうち９名のうち９名のうち４４４４０名、０名、０名、０名、約約約約６６６６％に対しまして％に対しまして％に対しまして％に対しまして減減減減

免免免免をををを実施実施実施実施しているところでごしているところでごしているところでごしているところでござざざざいます。います。います。います。内内内内訳訳訳訳としては、としては、としては、としては、全全全全額額額額免免免免除除除除がががが７７７７名、名、名、名、半額半額半額半額免免免免除除除除が３３が３３が３３が３３

名となっております。これが学生の名となっております。これが学生の名となっております。これが学生の名となっております。これが学生の就就就就学学学学支援支援支援支援に一定のに一定のに一定のに一定の役割役割役割役割をををを果果果果たしているものと考えておたしているものと考えておたしているものと考えておたしているものと考えてお

ります。ります。ります。ります。

さらに、東日本大さらに、東日本大さらに、東日本大さらに、東日本大震災震災震災震災でありますとか、でありますとか、でありますとか、でありますとか、紀伊半島紀伊半島紀伊半島紀伊半島大水大水大水大水害害害害にににに際際際際しましても、しましても、しましても、しましても、被害被害被害被害を受けたを受けたを受けたを受けた

災災災災害害害害学生に対しまして、学生に対しまして、学生に対しまして、学生に対しまして、授業料授業料授業料授業料のののの全全全全額額額額免免免免除除除除ですとかですとかですとかですとか減免制減免制減免制減免制度を活度を活度を活度を活用用用用しているところでごしているところでごしているところでごしているところでござざざざ

います。います。います。います。

なお、なお、なお、なお、全全全全国の国の国の国の公立公立公立公立大学の大学の大学の大学の状況状況状況状況をををを見見見見ますと、ますと、ますと、ますと、授業料減免授業料減免授業料減免授業料減免による対による対による対による対策策策策がほとんどと確がほとんどと確がほとんどと確がほとんどと確認認認認してしてしてして

おります。一おります。一おります。一おります。一方方方方、、、、法人化法人化法人化法人化されました大学につきましては、されました大学につきましては、されました大学につきましては、されました大学につきましては、給付給付給付給付型型型型奨奨奨奨学学学学金制金制金制金制度を導入してい度を導入してい度を導入してい度を導入してい

る大学もあるる大学もあるる大学もあるる大学もある状況状況状況状況でごでごでごでござざざざいます。このため、まず県います。このため、まず県います。このため、まず県います。このため、まず県立立立立大学の大学の大学の大学の改改改改革革革革を進め、を進め、を進め、を進め、公立公立公立公立大学大学大学大学法人化法人化法人化法人化

をををを果果果果たしたたしたたしたたした上上上上で、よりで、よりで、よりで、より魅魅魅魅力力力力的的的的な大学な大学な大学な大学づづづづくりの一くりの一くりの一くりの一環環環環として、大学のとして、大学のとして、大学のとして、大学の目目目目指すものとの指すものとの指すものとの指すものとの整整整整合合合合性性性性を、を、を、を、
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またまたまたまた財源財源財源財源の確保あるいはの確保あるいはの確保あるいはの確保あるいは授業料授業料授業料授業料のののの減免制減免制減免制減免制度、民度、民度、民度、民間間間間のののの奨奨奨奨学学学学金制金制金制金制度との度との度との度との役割役割役割役割はははは十分十分十分十分にににに整整整整理した理した理した理した

上上上上でででで検討検討検討検討すすすすべべべべきものであると考えております。きものであると考えております。きものであると考えております。きものであると考えております。以上以上以上以上でごでごでごでござざざざいます。います。います。います。

○竹田文化振興課長○竹田文化振興課長○竹田文化振興課長○竹田文化振興課長 世世世世界界界界遺産遺産遺産遺産のご質問で、のご質問で、のご質問で、のご質問で、世世世世界界界界遺産遺産遺産遺産につきましては国につきましては国につきましては国につきましては国内法内法内法内法によりましてによりましてによりましてによりまして

保保保保護護護護措措措措置置置置がががが講講講講じじじじられているところでごられているところでごられているところでごられているところでござざざざいます。います。います。います。

ご質問のご質問のご質問のご質問の古都古都古都古都奈良奈良奈良奈良のののの文文文文化化化化財財財財のののの構構構構成成成成資産資産資産資産につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、文文文文化化化化財財財財保保保保護法護法護法護法のもとにのもとにのもとにのもとに厳厳厳厳密密密密な保な保な保な保

全全全全がががが図図図図られています。また、ご指られています。また、ご指られています。また、ご指られています。また、ご指摘摘摘摘をいただきましたをいただきましたをいただきましたをいただきました個々個々個々個々のののの構構構構成成成成資産資産資産資産のののの周周周周辺辺辺辺にはにはにはには文文文文化化化化財財財財保保保保

護法護法護法護法、、、、古都古都古都古都保保保保存法存法存法存法、その他、その他、その他、その他条条条条例例例例等等等等によりまして適によりまして適によりまして適によりまして適切切切切なななな範範範範囲囲囲囲ののののババババッフッフッフッファゾァゾァゾァゾーーーーンがンがンがンが設設設設定されて定されて定されて定されて

いるところでごいるところでごいるところでごいるところでござざざざいます。国います。国います。国います。国内法内法内法内法にのっとったにのっとったにのっとったにのっとった計画計画計画計画であるであるであるである限限限限り、り、り、り、顕著顕著顕著顕著なななな普遍普遍普遍普遍的価的価的価的価値値値値にににに影響影響影響影響

をををを及ぼ及ぼ及ぼ及ぼさないと考えており、さないと考えており、さないと考えており、さないと考えており、報告報告報告報告する案する案する案する案件件件件にはにはにはには当当当当たらないとたらないとたらないとたらないと認識認識認識認識をしています。をしています。をしています。をしています。

なお、本なお、本なお、本なお、本計画計画計画計画を進めるにを進めるにを進めるにを進めるに当当当当たっても、たっても、たっても、たっても、担当担当担当担当部局からは、国部局からは、国部局からは、国部局からは、国内法内法内法内法にのっとって関係にのっとって関係にのっとって関係にのっとって関係機機機機関と関と関と関と

連携をとりながら連携をとりながら連携をとりながら連携をとりながら協協協協議をしていくとお聞きしている議をしていくとお聞きしている議をしていくとお聞きしている議をしていくとお聞きしている状況状況状況状況でごでごでごでござざざざいます。います。います。います。以上以上以上以上でごでごでご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 まず、１点まず、１点まず、１点まず、１点目目目目のいのいのいのいじじじじめ問め問め問め問題題題題について、表について、表について、表について、表面的面的面的面的なななな現象現象現象現象にとらわれずににとらわれずににとらわれずににとらわれずにカウカウカウカウンンンンセセセセ

リリリリンンンンググググなどを行って、などを行って、などを行って、などを行って、経経経経過過過過観観観観察察察察も行いながら対応するとご答弁いただきました。も行いながら対応するとご答弁いただきました。も行いながら対応するとご答弁いただきました。も行いながら対応するとご答弁いただきました。

ただ、日本ただ、日本ただ、日本ただ、日本共産党共産党共産党共産党が、今、いが、今、いが、今、いが、今、いじじじじめ問め問め問め問題題題題で一で一で一で一番番番番のののの焦焦焦焦点と思っておりますのは、点と思っておりますのは、点と思っておりますのは、点と思っておりますのは、被害被害被害被害にににに遭遭遭遭っっっっ

た児た児た児た児童童童童生生生生徒徒徒徒のののの命命命命をををを最最最最優優優優先先先先にににに守守守守るのは大前提、るのは大前提、るのは大前提、るのは大前提、当然当然当然当然第一に考えなけらばならないのですが、第一に考えなけらばならないのですが、第一に考えなけらばならないのですが、第一に考えなけらばならないのですが、

いいいいじじじじめがめがめがめが起起起起こるこるこるこる原因原因原因原因になっているになっているになっているになっている背景背景背景背景にある問にある問にある問にある問題題題題をしっかりをしっかりをしっかりをしっかり取取取取りりりり除除除除くような対応は必要だくような対応は必要だくような対応は必要だくような対応は必要だ

と考えております。と考えております。と考えております。と考えております。

さきのさきのさきのさきの通常通常通常通常国会で成国会で成国会で成国会で成立立立立したいしたいしたいしたいじじじじめめめめ防止防止防止防止対対対対策策策策推進推進推進推進法法法法は、は、は、は、社社社社民民民民党党党党、日本、日本、日本、日本共産党共産党共産党共産党などがなどがなどがなどが反反反反対を対を対を対を

しましたが、日本しましたが、日本しましたが、日本しましたが、日本共産党共産党共産党共産党は国民は国民は国民は国民的的的的に意に意に意に意識識識識をををを持持持持って対応するのは必要だと思っているわけでって対応するのは必要だと思っているわけでって対応するのは必要だと思っているわけでって対応するのは必要だと思っているわけで

すが、どうしてもすが、どうしてもすが、どうしてもすが、どうしても厳罰厳罰厳罰厳罰によるによるによるによる取取取取りりりり締締締締まりと道まりと道まりと道まりと道徳徳徳徳教育が中心の対応には、い教育が中心の対応には、い教育が中心の対応には、い教育が中心の対応には、いじじじじめめめめ解解解解決にな決にな決にな決になじじじじ

まないと考えるもので、例えば第まないと考えるもので、例えば第まないと考えるもので、例えば第まないと考えるもので、例えば第４４４４条条条条でいでいでいでいじじじじめを行ってはならないと、いめを行ってはならないと、いめを行ってはならないと、いめを行ってはならないと、いじじじじめをめをめをめを禁止禁止禁止禁止してしてしてして

いるのです。でもいるのです。でもいるのです。でもいるのです。でも幾幾幾幾らららら禁止禁止禁止禁止をしても、いをしても、いをしても、いをしても、いじじじじめがめがめがめが起起起起こるこるこるこる背景背景背景背景がががが当然当然当然当然あって、だめとわかってあって、だめとわかってあって、だめとわかってあって、だめとわかって

いるけれどもやってしまうというのがいいるけれどもやってしまうというのがいいるけれどもやってしまうというのがいいるけれどもやってしまうというのがいじじじじめた加めた加めた加めた加害害害害生生生生徒徒徒徒児児児児童童童童の心理の心理の心理の心理状況状況状況状況としてあるわけでとしてあるわけでとしてあるわけでとしてあるわけで

すから、すから、すから、すから、幾幾幾幾らららら禁止禁止禁止禁止をしてもなくならないと。をしてもなくならないと。をしてもなくならないと。をしてもなくならないと。むむむむしろ、いしろ、いしろ、いしろ、いじじじじめた側の児めた側の児めた側の児めた側の児童童童童生生生生徒徒徒徒のののの鬱屈鬱屈鬱屈鬱屈した思した思した思した思

いとか心理いとか心理いとか心理いとか心理状況状況状況状況をををを丁寧丁寧丁寧丁寧に聞きに聞きに聞きに聞き取取取取るるるる作業作業作業作業が必要だと思います。が必要だと思います。が必要だと思います。が必要だと思います。

さらに、第２５さらに、第２５さらに、第２５さらに、第２５条条条条でででで懲戒懲戒懲戒懲戒を加える、あるいは第２を加える、あるいは第２を加える、あるいは第２を加える、あるいは第２６６６６条条条条で出で出で出で出席停止席停止席停止席停止をををを命命命命じじじじると。ると。ると。ると。当然当然当然当然いいいいじじじじ

めにめにめにめに毅毅毅毅然然然然と対応することは必要ですけれども、こういったと対応することは必要ですけれども、こういったと対応することは必要ですけれども、こういったと対応することは必要ですけれども、こういった厳罰厳罰厳罰厳罰主義主義主義主義は子どものは子どものは子どものは子どもの鬱屈鬱屈鬱屈鬱屈した心した心した心した心

をさらにをさらにをさらにをさらにゆゆゆゆがめて、教師とのがめて、教師とのがめて、教師とのがめて、教師との信頼信頼信頼信頼関係を関係を関係を関係を失失失失ったりして、いったりして、いったりして、いったりして、いじじじじめのめのめのめの解解解解消に消に消に消に困困困困難をもたらすこ難をもたらすこ難をもたらすこ難をもたらすこ

とも思っておりますし、また、第１５とも思っておりますし、また、第１５とも思っておりますし、また、第１５とも思っておりますし、また、第１５条条条条で道で道で道で道徳徳徳徳教育の教育の教育の教育の充実充実充実充実をををを図図図図るとるとるとると書書書書いてあるわけです。いてあるわけです。いてあるわけです。いてあるわけです。

市民道市民道市民道市民道徳徳徳徳の教育、それの教育、それの教育、それの教育、それ自自自自体はもちろん必要だと思っていますが、それは教員や子ども、保体はもちろん必要だと思っていますが、それは教員や子ども、保体はもちろん必要だと思っていますが、それは教員や子ども、保体はもちろん必要だと思っていますが、それは教員や子ども、保
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護護護護者が者が者が者が自自自自主主主主的的的的、、、、自自自自発発発発的的的的に進めてこそに進めてこそに進めてこそに進めてこそ実実実実をををを結結結結ぶぶぶぶものだと思っていて、こうやってものだと思っていて、こうやってものだと思っていて、こうやってものだと思っていて、こうやって何何何何かかかか特特特特定の定の定の定の

教育教育教育教育内容内容内容内容を押しつけることは、なを押しつけることは、なを押しつけることは、なを押しつけることは、なじじじじまないと。まないと。まないと。まないと。

自自自自殺殺殺殺事事事事件件件件がががが社社社社会問会問会問会問題題題題となった大津市となった大津市となった大津市となった大津市立立立立中学校は、市中学校は、市中学校は、市中学校は、市内内内内でででで唯唯唯唯一の国の道一の国の道一の国の道一の国の道徳徳徳徳教育推進指定校教育推進指定校教育推進指定校教育推進指定校

だったということです。だったということです。だったということです。だったということです。調調調調査委員会の査委員会の査委員会の査委員会の報告報告報告報告でも、道でも、道でも、道でも、道徳徳徳徳教育や教育や教育や教育や命命命命の教育のの教育のの教育のの教育の限限限限界について界について界について界について認識認識認識認識

をををを持持持持ち、ち、ち、ち、むむむむしろ学校のしろ学校のしろ学校のしろ学校の現場現場現場現場で教員が一で教員が一で教員が一で教員が一丸丸丸丸となったさまとなったさまとなったさまとなったさまざざざざまなまなまなまな創創創創造造造造的的的的なななな実実実実践践践践が必要だと言っが必要だと言っが必要だと言っが必要だと言っ

ているわけでして、ですからているわけでして、ですからているわけでして、ですからているわけでして、ですから奈良奈良奈良奈良県が県が県が県がマニュマニュマニュマニュアアアアルルルルをつくって、をつくって、をつくって、をつくって、現場現場現場現場のののの先先先先生生生生方方方方中心に中心に中心に中心に創創創創造造造造的的的的

なななな取取取取りりりり組み組み組み組みをしていこうとされているのは非をしていこうとされているのは非をしていこうとされているのは非をしていこうとされているのは非常常常常に高くに高くに高くに高く評価評価評価評価をしているのですが、こういっをしているのですが、こういっをしているのですが、こういっをしているのですが、こういっ

たたたた厳罰厳罰厳罰厳罰主義主義主義主義ですとか、あるいは道ですとか、あるいは道ですとか、あるいは道ですとか、あるいは道徳徳徳徳教育の押しつけという対応では問教育の押しつけという対応では問教育の押しつけという対応では問教育の押しつけという対応では問題題題題はははは解解解解決できないと決できないと決できないと決できないと

いう意いう意いう意いう意見見見見をををを申申申申しししし上上上上げげげげておきたいと思います。ておきたいと思います。ておきたいと思います。ておきたいと思います。

それから、２点それから、２点それから、２点それから、２点目目目目のののの給付給付給付給付型型型型奨奨奨奨学学学学金制金制金制金制度ですが、度ですが、度ですが、度ですが、検討検討検討検討したいというご答弁をいただきまししたいというご答弁をいただきまししたいというご答弁をいただきまししたいというご答弁をいただきまし

て、非て、非て、非て、非常常常常に心強いに心強いに心強いに心強い限限限限りだと思っております。本りだと思っております。本りだと思っております。本りだと思っております。本当当当当に今の大学の学費のに今の大学の学費のに今の大学の学費のに今の大学の学費の負担負担負担負担が非が非が非が非常常常常にににに重重重重いもいもいもいも

のになっておりまして、学生がアのになっておりまして、学生がアのになっておりまして、学生がアのになっておりまして、学生がアルルルルバイバイバイバイトトトトをしなければ生活ををしなければ生活ををしなければ生活ををしなければ生活を送送送送れないれないれないれない状況状況状況状況にある。一にある。一にある。一にある。一方方方方

で、今、で、今、で、今、で、今、ブラブラブラブラックックックック企企企企業業業業がががが社社社社会問会問会問会問題題題題になっているように、学生アになっているように、学生アになっているように、学生アになっているように、学生アルルルルバイバイバイバイトトトトをををを貴重貴重貴重貴重なななな戦戦戦戦力とし力とし力とし力とし

てててて固固固固定定定定的的的的に正に正に正に正社社社社員のように員のように員のように員のように働働働働かせる。かせる。かせる。かせる。シシシシフトフトフトフトををををぴぴぴぴっちり入れられて、あしたっちり入れられて、あしたっちり入れられて、あしたっちり入れられて、あした試験試験試験試験があるかがあるかがあるかがあるか

らららら休休休休みみみみたいと言ってもたいと言ってもたいと言ってもたいと言っても認認認認めてもらえないとか、学生のめてもらえないとか、学生のめてもらえないとか、学生のめてもらえないとか、学生の主任主任主任主任がががが新新新新入りの学生ア入りの学生ア入りの学生ア入りの学生アルルルルバイバイバイバイトトトトの指の指の指の指

導をする、導をする、導をする、導をする、研研研研修するという修するという修するという修するという実態実態実態実態です。です。です。です。ブラブラブラブラックックックックバイバイバイバイトトトトとととと呼呼呼呼ばれているそうですが、こういばれているそうですが、こういばれているそうですが、こういばれているそうですが、こうい

うううう実態実態実態実態もある中で、本もある中で、本もある中で、本もある中で、本当当当当に意に意に意に意欲欲欲欲のある学生がきちんとおのある学生がきちんとおのある学生がきちんとおのある学生がきちんとお金金金金のあるなしで学のあるなしで学のあるなしで学のあるなしで学ぶぶぶぶ権権権権利利利利をををを奪奪奪奪われわれわれわれ

ることがないように、ることがないように、ることがないように、ることがないように、奨奨奨奨学学学学金金金金のののの創設創設創設創設を強くを強くを強くを強く求求求求めたいと思います。これは総めたいと思います。これは総めたいと思います。これは総めたいと思います。これは総括括括括で知事に要望で知事に要望で知事に要望で知事に要望

だけさせていただきたいと思いますので、だけさせていただきたいと思いますので、だけさせていただきたいと思いますので、だけさせていただきたいと思いますので、申申申申しししし上上上上げげげげておきたいと思います。ておきたいと思います。ておきたいと思います。ておきたいと思います。

それから、３点それから、３点それから、３点それから、３点目目目目のののの世世世世界界界界遺産遺産遺産遺産委員会委員会委員会委員会へへへへのののの報告報告報告報告が必要ではないかという問いに対して、国が必要ではないかという問いに対して、国が必要ではないかという問いに対して、国が必要ではないかという問いに対して、国

内法内法内法内法をををを守守守守っていれば必要ないという答弁だったと思うのです。しかし、今っていれば必要ないという答弁だったと思うのです。しかし、今っていれば必要ないという答弁だったと思うのです。しかし、今っていれば必要ないという答弁だったと思うのです。しかし、今回焦回焦回焦回焦点になって点になって点になって点になって

いるのは、国いるのは、国いるのは、国いるのは、国内法内法内法内法であるであるであるである文文文文化化化化財財財財保保保保護法護法護法護法やややや古都古都古都古都保保保保存法存法存法存法のののの規制規制規制規制をををを緩緩緩緩和和和和して、して、して、して、特特特特区申請区申請区申請区申請してでもしてでもしてでもしてでも

モモモモノノノノレールレールレールレールをつくろうと、をつくろうと、をつくろうと、をつくろうと、奈良公奈良公奈良公奈良公園園園園のののの整備整備整備整備をしようと、ここが今一をしようと、ここが今一をしようと、ここが今一をしようと、ここが今一番番番番のののの焦焦焦焦点になっている点になっている点になっている点になっている

わけでして、わけでして、わけでして、わけでして、規制規制規制規制があっていろいろがあっていろいろがあっていろいろがあっていろいろ困困困困るのだから、るのだから、るのだから、るのだから、規制規制規制規制をまずをまずをまずをまず緩緩緩緩和和和和しようと。それで、しようと。それで、しようと。それで、しようと。それで、条条条条

件クリ件クリ件クリ件クリアしていろいろ手を入れるということでしたら、アしていろいろ手を入れるということでしたら、アしていろいろ手を入れるということでしたら、アしていろいろ手を入れるということでしたら、当然当然当然当然、国、国、国、国内法内法内法内法はそれではそれではそれではそれでクリクリクリクリアをしアをしアをしアをし

たとしても、たとしても、たとしても、たとしても、世世世世界界界界遺産遺産遺産遺産委員会が委員会が委員会が委員会が求求求求めるめるめるめる史跡史跡史跡史跡保保保保護護護護、保、保、保、保存存存存ののののハハハハーーーードドドドルルルル、、、、基準基準基準基準はははは到底到底到底到底クリクリクリクリアできアできアできアでき

ないと思っておりますので、そういうないと思っておりますので、そういうないと思っておりますので、そういうないと思っておりますので、そういう立場立場立場立場で本で本で本で本当当当当に進めていいのかという強いに進めていいのかという強いに進めていいのかという強いに進めていいのかという強い危危危危惧惧惧惧をををを持持持持ちちちち

ました。ました。ました。ました。

この問この問この問この問題題題題については、知事にもについては、知事にもについては、知事にもについては、知事にも直接直接直接直接お聞きをしたいと思っておりますので、総お聞きをしたいと思っておりますので、総お聞きをしたいと思っておりますので、総お聞きをしたいと思っておりますので、総括括括括でもおでもおでもおでもお

聞きしたいと思います。聞きしたいと思います。聞きしたいと思います。聞きしたいと思います。以上以上以上以上です。です。です。です。
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○宮木委員○宮木委員○宮木委員○宮木委員 平成２平成２平成２平成２７７７７年度高校総合体育大会についてお年度高校総合体育大会についてお年度高校総合体育大会についてお年度高校総合体育大会について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。

先先先先日の一日の一日の一日の一般般般般質問でも質問でも質問でも質問でも触触触触れましたが、平成２れましたが、平成２れましたが、平成２れましたが、平成２７７７７年度に年度に年度に年度に全全全全国高校総合体育大会、国高校総合体育大会、国高校総合体育大会、国高校総合体育大会、通通通通称イ称イ称イ称インンンンタタタタ

ーーーーハイハイハイハイがががが和和和和歌歌歌歌山県を山県を山県を山県を幹幹幹幹事県として事県として事県として事県として近畿ブロ近畿ブロ近畿ブロ近畿ブロックックックックで開で開で開で開催催催催されることが決定しています。本県されることが決定しています。本県されることが決定しています。本県されることが決定しています。本県

でも、でも、でも、でも、ソソソソフトフトフトフトテニテニテニテニス、柔道、ス、柔道、ス、柔道、ス、柔道、弓弓弓弓道、道、道、道、フフフフェェェェンンンンシシシシンンンンググググ、、、、空空空空手道、ア手道、ア手道、ア手道、アーーーーチェチェチェチェリーリーリーリーのののの６６６６競技競技競技競技を開を開を開を開催催催催

します。します。します。します。来来来来県県県県予予予予定者は定者は定者は定者は６６６６競技競技競技競技で１０で１０で１０で１０万人超万人超万人超万人超と聞いております。高校生アスと聞いております。高校生アスと聞いております。高校生アスと聞いております。高校生アスリートリートリートリートにとってにとってにとってにとって

夢夢夢夢のののの舞舞舞舞台台台台であり、であり、であり、であり、イイイインンンンターターターターハイハイハイハイの出の出の出の出場場場場にににに向向向向け、日け、日け、日け、日々厳々厳々厳々厳しいしいしいしい練練練練習習習習をしていると思います。をしていると思います。をしていると思います。をしていると思います。全全全全

国から国から国から国から集集集集まってくる高校生まってくる高校生まってくる高校生まってくる高校生トットットットッププププアスアスアスアスリートリートリートリートにはにはにはには少少少少しでもいいしでもいいしでもいいしでもいい環境環境環境環境でででで試試試試合をしていただき合をしていただき合をしていただき合をしていただき

たいと思っています。たいと思っています。たいと思っています。たいと思っています。

そこで、おそこで、おそこで、おそこで、お伺伺伺伺いします。平成２いします。平成２いします。平成２いします。平成２７７７７年度年度年度年度イイイインンンンターターターターハイハイハイハイ開開開開催催催催にににに向向向向けて、けて、けて、けて、現在現在現在現在のののの準備準備準備準備状況状況状況状況はどはどはどはど

のようになっていますか。また、開のようになっていますか。また、開のようになっていますか。また、開のようになっていますか。また、開催催催催のののの基基基基本本本本的的的的なななな方方方方針針針針やややや使用使用使用使用施設面施設面施設面施設面のののの状況状況状況状況も含め、教育委も含め、教育委も含め、教育委も含め、教育委

員会にお員会にお員会にお員会に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 高校総合体育大会開高校総合体育大会開高校総合体育大会開高校総合体育大会開催催催催にににに向向向向けましてのけましてのけましてのけましての準備準備準備準備ですが、ですが、ですが、ですが、昨昨昨昨年１０月、県年１０月、県年１０月、県年１０月、県

関係課、県高関係課、県高関係課、県高関係課、県高等等等等学校体育連学校体育連学校体育連学校体育連盟盟盟盟、県中学校体育連、県中学校体育連、県中学校体育連、県中学校体育連盟盟盟盟、県体育、県体育、県体育、県体育協協協協会を会を会を会を構構構構成委員とする成委員とする成委員とする成委員とする全全全全国高校国高校国高校国高校

総体推進会議を総体推進会議を総体推進会議を総体推進会議を立立立立ちちちち上上上上げげげげ、、、、現在現在現在現在まで会まで会まで会まで会場場場場地市町村、地市町村、地市町村、地市町村、競技競技競技競技日程日程日程日程等等等等について、について、について、について、４４４４回回回回の会議を開の会議を開の会議を開の会議を開

催催催催しております。また、平成２５年度しております。また、平成２５年度しております。また、平成２５年度しております。また、平成２５年度４４４４月、県教育委員会保健体育課に高校総体開月、県教育委員会保健体育課に高校総体開月、県教育委員会保健体育課に高校総体開月、県教育委員会保健体育課に高校総体開催催催催準備準備準備準備

係を係を係を係を設置設置設置設置いたしますとともに、高いたしますとともに、高いたしますとともに、高いたしますとともに、高等等等等学校体育連学校体育連学校体育連学校体育連盟盟盟盟関係者関係者関係者関係者７７７７名が大会名が大会名が大会名が大会運営計画運営計画運営計画運営計画、またはス、またはス、またはス、またはスケケケケ

ジジジジュュュュール策ール策ール策ール策定に定に定に定に向向向向けて、けて、けて、けて、週週週週１日教育１日教育１日教育１日教育研究所研究所研究所研究所でででで準備準備準備準備業業業業務に務に務に務に当当当当たっているところであります。たっているところであります。たっているところであります。たっているところであります。

本県の開本県の開本県の開本県の開催催催催にににに当当当当たりましては、たりましては、たりましては、たりましては、近畿近畿近畿近畿６６６６府府府府県が連携、県が連携、県が連携、県が連携、共同共同共同共同し、各し、各し、各し、各府府府府県民の理県民の理県民の理県民の理解解解解とととと協協協協力、高力、高力、高力、高

校生の校生の校生の校生の積極積極積極積極的的的的な活な活な活な活動動動動をををを通通通通して、簡して、簡して、簡して、簡素素素素でありながらも心にでありながらも心にでありながらも心にでありながらも心に残残残残る大会をる大会をる大会をる大会を目目目目指すとともに、各指すとともに、各指すとともに、各指すとともに、各府府府府

県の次代を県の次代を県の次代を県の次代を担担担担うううう人人人人材材材材の育成と活力ある地域の育成と活力ある地域の育成と活力ある地域の育成と活力ある地域づづづづくりのくりのくりのくりの契契契契機機機機とする、こういったとする、こういったとする、こういったとする、こういった近畿近畿近畿近畿６６６６府府府府県の県の県の県の

開開開開催催催催基基基基本本本本方方方方針針針針ををををベーベーベーベースといたしまして、１０月２２日に第５スといたしまして、１０月２２日に第５スといたしまして、１０月２２日に第５スといたしまして、１０月２２日に第５回回回回のののの全全全全国高校総合体育大会推国高校総合体育大会推国高校総合体育大会推国高校総合体育大会推

進会議で、本県の開進会議で、本県の開進会議で、本県の開進会議で、本県の開催催催催基基基基本本本本方方方方針針針針をををを協協協協議いたします。議いたします。議いたします。議いたします。

本県本県本県本県独独独独自自自自の開の開の開の開催催催催基基基基本本本本方方方方針針針針といたしましては、といたしましては、といたしましては、といたしましては、紀伊半島紀伊半島紀伊半島紀伊半島大水大水大水大水害害害害のののの被害被害被害被害を受けた本県のを受けた本県のを受けた本県のを受けた本県の状況状況状況状況

から、から、から、から、来来来来年度年度年度年度実実実実行委員会会長にご行委員会会長にご行委員会会長にご行委員会会長にご就任就任就任就任いただくいただくいただくいただく予予予予定の知事にもご相定の知事にもご相定の知事にもご相定の知事にもご相談談談談した中で、県、市町した中で、県、市町した中で、県、市町した中で、県、市町

村、学校、地域村、学校、地域村、学校、地域村、学校、地域住住住住民民民民等等等等のののの緊緊緊緊密密密密な連携のもと、な連携のもと、な連携のもと、な連携のもと、全全全全国高校総合体育大会開国高校総合体育大会開国高校総合体育大会開国高校総合体育大会開催催催催を、県を、県を、県を、県南南南南部、東部部、東部部、東部部、東部

の地域振興につなの地域振興につなの地域振興につなの地域振興につなげげげげていくことが必要であると考えているところであります。ていくことが必要であると考えているところであります。ていくことが必要であると考えているところであります。ていくことが必要であると考えているところであります。

使用使用使用使用施設施設施設施設のののの状況状況状況状況でごでごでごでござざざざいますが、いますが、いますが、いますが、フフフフェェェェンンンンシシシシンンンンググググ開開開開催催催催のののの五條五條五條五條市では体育市では体育市では体育市では体育館館館館を、を、を、を、弓弓弓弓道開道開道開道開催催催催のののの

吉吉吉吉野町では野町では野町では野町では弓弓弓弓道道道道場場場場をををを新設新設新設新設いたします。また、いたします。また、いたします。また、いたします。また、ソソソソフトフトフトフトテニテニテニテニス会ス会ス会ス会場場場場で県で県で県で県立立立立明日明日明日明日香香香香庭庭庭庭球球球球場場場場についについについについ

てはてはてはては人人人人工工工工芝芝芝芝ココココートートートート、、、、ククククラブハウラブハウラブハウラブハウスのスのスのスの整備整備整備整備等等等等がががが計画計画計画計画され、関係課され、関係課され、関係課され、関係課及び及び及び及び関係市町村と連絡、関係市町村と連絡、関係市町村と連絡、関係市町村と連絡、調調調調

整整整整をををを図図図図っているところでごっているところでごっているところでごっているところでござざざざいます。いずれのいます。いずれのいます。いずれのいます。いずれの施設施設施設施設も各も各も各も各種種種種ススススポーツポーツポーツポーツ大会の大会の大会の大会の誘致誘致誘致誘致や地域や地域や地域や地域住住住住民民民民
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のののの利用利用利用利用など、など、など、など、全全全全国高校総合体育大会開国高校総合体育大会開国高校総合体育大会開国高校総合体育大会開催以後催以後催以後催以後のスのスのスのスポーツポーツポーツポーツによる地域おこしもによる地域おこしもによる地域おこしもによる地域おこしも念頭念頭念頭念頭に入れてに入れてに入れてに入れて

建建建建設設設設、、、、整備整備整備整備のののの計画計画計画計画しているところであります。しているところであります。しているところであります。しているところであります。

また、柔道会また、柔道会また、柔道会また、柔道会場場場場のののの天天天天理大学理大学理大学理大学杣之杣之杣之杣之内内内内第一体育第一体育第一体育第一体育館館館館、、、、空空空空手道会手道会手道会手道会場場場場のののの宇陀宇陀宇陀宇陀市総合体育市総合体育市総合体育市総合体育館館館館、ア、ア、ア、アーーーーチチチチ

ェェェェリーリーリーリー会会会会場場場場の県の県の県の県立立立立橿橿橿橿原原原原公公公公苑陸苑陸苑陸苑陸上上上上競技競技競技競技場場場場の３会の３会の３会の３会場場場場は、は、は、は、過過過過去去去去にもにもにもにも全全全全国高校総体を開国高校総体を開国高校総体を開国高校総体を開催催催催しているしているしているしている

実績実績実績実績がごがごがごがござざざざいます。います。います。います。

なお、なお、なお、なお、先先先先ほどもほどもほどもほども触触触触れましたが、平成２れましたが、平成２れましたが、平成２れましたが、平成２６６６６年５月には、知事を会長に県関係課、会年５月には、知事を会長に県関係課、会年５月には、知事を会長に県関係課、会年５月には、知事を会長に県関係課、会場場場場地市地市地市地市

町村、町村、町村、町村、競技競技競技競技団団団団体体体体等等等等関係関係関係関係機機機機関で関で関で関で構構構構成する県成する県成する県成する県実実実実行委員会を行委員会を行委員会を行委員会を立立立立ちちちち上上上上げげげげ、開、開、開、開催催催催準備準備準備準備並並並並びびびびに大会に大会に大会に大会運営運営運営運営

にににに万全万全万全万全をををを期期期期していくしていくしていくしていく所存所存所存所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。以上以上以上以上でごでごでごでござざざざいます。います。います。います。

○宮木委員○宮木委員○宮木委員○宮木委員 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。心にいます。心にいます。心にいます。心に残残残残る大会、よろしくお願いします。る大会、よろしくお願いします。る大会、よろしくお願いします。る大会、よろしくお願いします。

イイイインンンンターターターターハイハイハイハイの開の開の開の開催催催催をををを通通通通して、県して、県して、県して、県内内内内の児の児の児の児童童童童生生生生徒徒徒徒がスがスがスがスポーツポーツポーツポーツに、興に、興に、興に、興味味味味、関心を高め、ス、関心を高め、ス、関心を高め、ス、関心を高め、スポポポポ

ーツーツーツーツをををを好好好好きになる生きになる生きになる生きになる生徒徒徒徒がががが増増増増加することを、また子どもたちの体力加することを、また子どもたちの体力加することを、また子どもたちの体力加することを、また子どもたちの体力向上向上向上向上につながらないかとにつながらないかとにつながらないかとにつながらないかと

考えます。そして、２０２０年開考えます。そして、２０２０年開考えます。そして、２０２０年開考えます。そして、２０２０年開催催催催の東の東の東の東京オ京オ京オ京オリリリリンンンンピピピピックックックックには、には、には、には、奈良奈良奈良奈良県出県出県出県出身選身選身選身選手が手が手が手が数数数数多多多多くくくく輩輩輩輩

出されることにつながってほしいと思います。その意出されることにつながってほしいと思います。その意出されることにつながってほしいと思います。その意出されることにつながってほしいと思います。その意味味味味でも本年度よりでも本年度よりでも本年度よりでも本年度より実実実実行委員会を行委員会を行委員会を行委員会を組組組組織織織織

し大会し大会し大会し大会準備準備準備準備をより本をより本をより本をより本格格格格的的的的に進め、県が中心となり、開に進め、県が中心となり、開に進め、県が中心となり、開に進め、県が中心となり、開催催催催地市町村、県高地市町村、県高地市町村、県高地市町村、県高等等等等学校体育連学校体育連学校体育連学校体育連盟盟盟盟及及及及

びびびび学校と学校と学校と学校と十分十分十分十分に連携をとりながら、開に連携をとりながら、開に連携をとりながら、開に連携をとりながら、開催催催催のののの準備準備準備準備を進めていただきたいものです。を進めていただきたいものです。を進めていただきたいものです。を進めていただきたいものです。

また、また、また、また、イイイインンンンターターターターハイハイハイハイはははは全全全全国からの国からの国からの国からの来来来来県者に県者に県者に県者に奈良奈良奈良奈良県を県を県を県をＰＲＰＲＰＲＰＲするするするする絶好絶好絶好絶好のののの機機機機会でもあると考え会でもあると考え会でもあると考え会でもあると考え

ます。ます。ます。ます。奈良奈良奈良奈良のおもてなしの心がのおもてなしの心がのおもてなしの心がのおもてなしの心が十分十分十分十分発発発発揮揮揮揮できるように、できるように、できるように、できるように、周周周周到到到到なななな計画計画計画計画のもとのもとのもとのもと万全万全万全万全な体な体な体な体制制制制でででで準準準準

備備備備していただきたいと思います。よろしくお願いします。していただきたいと思います。よろしくお願いします。していただきたいと思います。よろしくお願いします。していただきたいと思います。よろしくお願いします。

○大国委員○大国委員○大国委員○大国委員 教育委員会に１点お尋ねをしたいと思います。教育委員会に１点お尋ねをしたいと思います。教育委員会に１点お尋ねをしたいと思います。教育委員会に１点お尋ねをしたいと思います。

東日本大東日本大東日本大東日本大震災震災震災震災あるいはあるいはあるいはあるいは紀伊半島紀伊半島紀伊半島紀伊半島大水大水大水大水害後害後害後害後、、、、公公公公明明明明党党党党は県は県は県は県内内内内のののの避避避避難難難難所施設所施設所施設所施設の総点の総点の総点の総点検検検検をさせてをさせてをさせてをさせて

いただきました。そのいただきました。そのいただきました。そのいただきました。その折折折折にも本会議にも本会議にも本会議にも本会議等等等等でも、例えば県でも、例えば県でも、例えば県でも、例えば県立立立立高校高校高校高校等等等等のののの避避避避難難難難所所所所指定を受けていら指定を受けていら指定を受けていら指定を受けていら

っしっしっしっしゃゃゃゃるところに対して、るところに対して、るところに対して、るところに対して、マニュマニュマニュマニュアアアアルルルルがないということが明らかになったこともがないということが明らかになったこともがないということが明らかになったこともがないということが明らかになったことも申申申申しししし上上上上げげげげ

てまいりました。てまいりました。てまいりました。てまいりました。

そんな中で、そんな中で、そんな中で、そんな中で、先先先先般般般般の総務部あるいはの総務部あるいはの総務部あるいはの総務部あるいは防災防災防災防災統統統統括括括括室にも質問をさせていただきましたけれど室にも質問をさせていただきましたけれど室にも質問をさせていただきましたけれど室にも質問をさせていただきましたけれど

も、さきのも、さきのも、さきのも、さきの台台台台風風風風１８１８１８１８号号号号のののの折折折折に、県に、県に、県に、県立奈良立奈良立奈良立奈良高校の高校の高校の高校の周周周周辺辺辺辺住住住住民の皆さんから、民の皆さんから、民の皆さんから、民の皆さんから、グラウグラウグラウグラウンンンンドドドドにたまにたまにたまにたま

った水のった水のった水のった水の容容容容量量量量がががが超超超超えたえたえたえた時時時時点であ点であ点であ点であふふふふれてくる、れてくる、れてくる、れてくる、オオオオーーーーババババーフーフーフーフロロロローーーーしてくるとは思いますけれどしてくるとは思いますけれどしてくるとは思いますけれどしてくるとは思いますけれど

も、その水がどんどんも、その水がどんどんも、その水がどんどんも、その水がどんどん住宅住宅住宅住宅地に地に地に地に向向向向かって、側かって、側かって、側かって、側溝溝溝溝にににに向向向向かってかってかってかって流流流流れてくると。そのれてくると。そのれてくると。そのれてくると。その量量量量はすさまはすさまはすさまはすさま

じじじじいものであったといものであったといものであったといものであったと報告報告報告報告を受け、またを受け、またを受け、またを受け、また私私私私どもにも相どもにも相どもにも相どもにも相談談談談がごがごがごがござざざざいました。いました。いました。いました。

こんなときにこんなときにこんなときにこんなときに住住住住民の民の民の民の方々方々方々方々がががが夜夜夜夜中、大中、大中、大中、大量量量量の水が側の水が側の水が側の水が側溝溝溝溝におさまらないにおさまらないにおさまらないにおさまらない状況状況状況状況にににに陥陥陥陥ったときに、ったときに、ったときに、ったときに、

住住住住民の民の民の民の方々方々方々方々はははは床床床床下浸下浸下浸下浸水なり水なり水なり水なり床床床床上上上上浸浸浸浸水もやはり心水もやはり心水もやはり心水もやはり心配配配配されたようでごされたようでごされたようでごされたようでござざざざいまして、こういったいまして、こういったいまして、こういったいまして、こういった
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問問問問題題題題の中での中での中での中で住住住住民の民の民の民の方方方方が、例えば県が、例えば県が、例えば県が、例えば県立立立立高校ですからもちろん高校ですからもちろん高校ですからもちろん高校ですからもちろん奈良奈良奈良奈良県に対して相県に対して相県に対して相県に対して相談談談談をしたいとをしたいとをしたいとをしたいと

おっしおっしおっしおっしゃゃゃゃっても、っても、っても、っても、現実現実現実現実はははは避避避避難難難難所所所所の指定をしているのはの指定をしているのはの指定をしているのはの指定をしているのは奈良奈良奈良奈良市でありますので、市でありますので、市でありますので、市でありますので、奈良奈良奈良奈良市がど市がど市がど市がど

う対応するかは、う対応するかは、う対応するかは、う対応するかは、私私私私たちはわかるのですけれども、たちはわかるのですけれども、たちはわかるのですけれども、たちはわかるのですけれども、住住住住民の民の民の民の方方方方たちにとりましてはやはりたちにとりましてはやはりたちにとりましてはやはりたちにとりましてはやはり建建建建

物は物は物は物は奈良奈良奈良奈良県でし県でし県でし県でしょょょょということでおっしということでおっしということでおっしということでおっしゃゃゃゃるわけでごるわけでごるわけでごるわけでござざざざいます。います。います。います。

そこで、そこで、そこで、そこで、住住住住民の民の民の民の方方方方がががが緊急緊急緊急緊急にににに避避避避難しようとしても、例えば難しようとしても、例えば難しようとしても、例えば難しようとしても、例えば建建建建物の物の物の物の管管管管理者である学校理者である学校理者である学校理者である学校担当担当担当担当者者者者

に連絡がとれないという問に連絡がとれないという問に連絡がとれないという問に連絡がとれないという問題題題題、またそのため、、またそのため、、またそのため、、またそのため、万万万万が一のときにが一のときにが一のときにが一のときに施設施設施設施設を本を本を本を本当当当当にににに利用利用利用利用させてもさせてもさせてもさせても

らえるのかどうかという心らえるのかどうかという心らえるのかどうかという心らえるのかどうかという心配配配配まで出てくるわけでごまで出てくるわけでごまで出てくるわけでごまで出てくるわけでござざざざいまして、このいまして、このいまして、このいまして、この初期初期初期初期の対応について、の対応について、の対応について、の対応について、

今今今今現時現時現時現時点でどのようになっているのか、点でどのようになっているのか、点でどのようになっているのか、点でどのようになっているのか、恐恐恐恐らくらくらくらく奈良奈良奈良奈良高校だけではなくて、高校だけではなくて、高校だけではなくて、高校だけではなくて、避避避避難難難難所所所所として指として指として指として指

定を受けられている、例えば定を受けられている、例えば定を受けられている、例えば定を受けられている、例えば特別支援特別支援特別支援特別支援学校であったり、さま学校であったり、さま学校であったり、さま学校であったり、さまざざざざまな学校においてもまな学校においてもまな学校においてもまな学校においても恐恐恐恐らくらくらくらく

もうそういったもうそういったもうそういったもうそういったマニュマニュマニュマニュアアアアルルルルがほとんどなかったとがほとんどなかったとがほとんどなかったとがほとんどなかったと記記記記憶憶憶憶をいたしておりますけれども、そうをいたしておりますけれども、そうをいたしておりますけれども、そうをいたしておりますけれども、そう

いった問いった問いった問いった問題題題題はどうなっているのかと、それから県はどうなっているのかと、それから県はどうなっているのかと、それから県はどうなっているのかと、それから県立立立立学校の連絡体学校の連絡体学校の連絡体学校の連絡体制制制制、、、、役割役割役割役割分担等々分担等々分担等々分担等々が決まが決まが決まが決ま

っているのかどうかを確っているのかどうかを確っているのかどうかを確っているのかどうかを確認認認認させていただきたいと思います。させていただきたいと思います。させていただきたいと思います。させていただきたいと思います。

○松田教育次長（企画管理室長事務取扱）○松田教育次長（企画管理室長事務取扱）○松田教育次長（企画管理室長事務取扱）○松田教育次長（企画管理室長事務取扱） 県県県県立立立立学校におきます学校におきます学校におきます学校におきます避避避避難難難難所所所所のののの初期初期初期初期対応という対応という対応という対応という

ことかと思いますけれども、９月３０日のことかと思いますけれども、９月３０日のことかと思いますけれども、９月３０日のことかと思いますけれども、９月３０日の予予予予算算算算審査審査審査審査特別特別特別特別委員会の総務部に対します部局審委員会の総務部に対します部局審委員会の総務部に対します部局審委員会の総務部に対します部局審

査におきまして、査におきまして、査におきまして、査におきまして、防災防災防災防災統統統統括括括括室長の答弁でもありましたように、室長の答弁でもありましたように、室長の答弁でもありましたように、室長の答弁でもありましたように、避避避避難難難難所所所所のののの設置運営設置運営設置運営設置運営を行いまを行いまを行いまを行いま

す市町村からす市町村からす市町村からす市町村から施設管施設管施設管施設管理者である学校長に対しまして、理者である学校長に対しまして、理者である学校長に対しまして、理者である学校長に対しまして、避避避避難難難難所所所所開開開開設設設設のののの協協協協力要力要力要力要請請請請の連絡がありの連絡がありの連絡がありの連絡があり

ましたら、学校としてもそのましたら、学校としてもそのましたら、学校としてもそのましたら、学校としてもその運営運営運営運営にににに協協協協力していくことになっております。そういった力していくことになっております。そういった力していくことになっております。そういった力していくことになっております。そういった協協協協力力力力

関係につきましては、市町村と各県関係につきましては、市町村と各県関係につきましては、市町村と各県関係につきましては、市町村と各県立立立立学校との学校との学校との学校との間間間間でででで避避避避難難難難所所所所のののの設置設置設置設置に関するに関するに関するに関する協協協協定を定を定を定を締締締締結結結結してしてしてして

おりまして、その中で明おりまして、その中で明おりまして、その中で明おりまして、その中で明記記記記されているところでごされているところでごされているところでごされているところでござざざざいます。います。います。います。

委員ご指委員ご指委員ご指委員ご指摘摘摘摘の点でごの点でごの点でごの点でござざざざいますけれども、県教育委員会といたしましては、そういったいますけれども、県教育委員会といたしましては、そういったいますけれども、県教育委員会といたしましては、そういったいますけれども、県教育委員会といたしましては、そういった住住住住

民に不安は民に不安は民に不安は民に不安は与与与与えることのないよう県えることのないよう県えることのないよう県えることのないよう県立立立立高校高校高校高校施設施設施設施設のののの防災防災防災防災機機機機能能能能強強強強化化化化を進めると、これはもちろを進めると、これはもちろを進めると、これはもちろを進めると、これはもちろ

んのことでごんのことでごんのことでごんのことでござざざざいますが、またご指いますが、またご指いますが、またご指いますが、またご指摘摘摘摘ののののマニュマニュマニュマニュアアアアルルルル整備整備整備整備にににに努努努努めたいと。さらに県のめたいと。さらに県のめたいと。さらに県のめたいと。さらに県の防災防災防災防災担担担担

当当当当部局と連携、部局と連携、部局と連携、部局と連携、協協協協力して、市町村力して、市町村力して、市町村力して、市町村防災防災防災防災担当担当担当担当部局と部局と部局と部局と現場現場現場現場の高校とのの高校とのの高校とのの高校との間間間間で連絡体で連絡体で連絡体で連絡体制制制制やややや役割役割役割役割分担分担分担分担

などなどなどなど十分十分十分十分にににに話話話話し合われるといったし合われるといったし合われるといったし合われるといった調調調調整整整整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。以上以上以上以上です。です。です。です。

○大国委員○大国委員○大国委員○大国委員 ご答弁ありましたけれども、県と市町村とのご答弁ありましたけれども、県と市町村とのご答弁ありましたけれども、県と市町村とのご答弁ありましたけれども、県と市町村との役割役割役割役割分担分担分担分担なり連携は大事なのでなり連携は大事なのでなり連携は大事なのでなり連携は大事なので

すけれど、すけれど、すけれど、すけれど、住住住住民との連絡体民との連絡体民との連絡体民との連絡体制制制制あるいは日ごろのあるいは日ごろのあるいは日ごろのあるいは日ごろの何何何何かかかか災災災災害害害害がががが起起起起こったときのこったときのこったときのこったときの初初初初動動動動体体体体制制制制はこうはこうはこうはこう

しまししまししまししましょょょょうといううといううといううという仕仕仕仕組み組み組み組みまでつくってほしいということです。だから、までつくってほしいということです。だから、までつくってほしいということです。だから、までつくってほしいということです。だから、少少少少なくとも地域のなくとも地域のなくとも地域のなくとも地域の

連合会長あるいは地域の連合会長あるいは地域の連合会長あるいは地域の連合会長あるいは地域の役役役役員を含めて、市町村、それから員を含めて、市町村、それから員を含めて、市町村、それから員を含めて、市町村、それから建建建建物を提物を提物を提物を提供供供供しているだけではなしているだけではなしているだけではなしているだけではな

くて、県にもそういったくて、県にもそういったくて、県にもそういったくて、県にもそういった責責責責任任任任があろうかと思いますので、答弁をいただき、理があろうかと思いますので、答弁をいただき、理があろうかと思いますので、答弁をいただき、理があろうかと思いますので、答弁をいただき、理解解解解いたしまいたしまいたしまいたしま

すけれども、そこはもう一すけれども、そこはもう一すけれども、そこはもう一すけれども、そこはもう一歩歩歩歩踏み込踏み込踏み込踏み込んでいただいて、んでいただいて、んでいただいて、んでいただいて、万万万万が一のときにが一のときにが一のときにが一のときに住住住住民の民の民の民の立場立場立場立場からしたからしたからしたからした
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らどうなのだと。らどうなのだと。らどうなのだと。らどうなのだと。

もう１点は、今おっしもう１点は、今おっしもう１点は、今おっしもう１点は、今おっしゃゃゃゃったように、県のったように、県のったように、県のったように、県の管管管管理者としての市町村との連携はどうなのか。理者としての市町村との連携はどうなのか。理者としての市町村との連携はどうなのか。理者としての市町村との連携はどうなのか。

２つ問２つ問２つ問２つ問題題題題があるとがあるとがあるとがあると感感感感じじじじております。ております。ております。ております。特特特特に、に、に、に、避避避避難されるのは難されるのは難されるのは難されるのは住住住住民ですから、今民ですから、今民ですから、今民ですから、今回回回回のののの台台台台風風風風１８１８１８１８

号号号号のののの際際際際にも、にも、にも、にも、最最最最終的終的終的終的には教には教には教には教頭頭頭頭先先先先生もいらっし生もいらっし生もいらっし生もいらっしゃゃゃゃったというったというったというったという話話話話は聞いていますが、は聞いていますが、は聞いていますが、は聞いていますが、夜夜夜夜中とか、中とか、中とか、中とか、

学校にいても学校にいても学校にいても学校にいても当然当然当然当然真真真真っっっっ暗暗暗暗でどなたにどうやってどこに連絡したらいいのかというでどなたにどうやってどこに連絡したらいいのかというでどなたにどうやってどこに連絡したらいいのかというでどなたにどうやってどこに連絡したらいいのかという話話話話が出てが出てが出てが出て

まいりまして、非まいりまして、非まいりまして、非まいりまして、非常常常常に不安なに不安なに不安なに不安な夜夜夜夜をををを過過過過ごされたということでありますので、ごされたということでありますので、ごされたということでありますので、ごされたということでありますので、現実現実現実現実をお聞きしをお聞きしをお聞きしをお聞きし

ているとているとているとているとマニュマニュマニュマニュアアアアルルルルがががが余余余余りないということでありますから、りないということでありますから、りないということでありますから、りないということでありますから、余余余余計計計計にににに住住住住民の民の民の民の方々方々方々方々のののの立場立場立場立場からからからから

すると、このすると、このすると、このすると、この状況状況状況状況で大で大で大で大丈丈丈丈夫なのかということになるわけです。だから、夫なのかということになるわけです。だから、夫なのかということになるわけです。だから、夫なのかということになるわけです。だから、昼昼昼昼間間間間のののの災災災災害害害害、、、、夜夜夜夜のののの

災災災災害害害害、さま、さま、さま、さまざざざざまで、まで、まで、まで、先先先先生がいらっし生がいらっし生がいらっし生がいらっしゃゃゃゃるときはそれはそれなりに対応はしてもらえると思るときはそれはそれなりに対応はしてもらえると思るときはそれはそれなりに対応はしてもらえると思るときはそれはそれなりに対応はしてもらえると思

うのですけれど、今うのですけれど、今うのですけれど、今うのですけれど、今回回回回のようにいらっしのようにいらっしのようにいらっしのようにいらっしゃゃゃゃらないらないらないらない時間時間時間時間帯帯帯帯に、に、に、に、災災災災害害害害がががが起起起起こるこるこるこる可能可能可能可能性性性性がががが身身身身近近近近にににに

迫迫迫迫ってきたときに、ってきたときに、ってきたときに、ってきたときに、住住住住民の民の民の民の方方方方とのやりとりができるのかできないのかも含めて、非とのやりとりができるのかできないのかも含めて、非とのやりとりができるのかできないのかも含めて、非とのやりとりができるのかできないのかも含めて、非常常常常に大に大に大に大

事なことだと思います。事なことだと思います。事なことだと思います。事なことだと思います。

当然当然当然当然地域の地域の地域の地域の方々方々方々方々の中には高の中には高の中には高の中には高齢齢齢齢者もいらっし者もいらっし者もいらっし者もいらっしゃゃゃゃいますし、いますし、いますし、いますし、最最最最優優優優先先先先でででで何何何何かあったときにはかあったときにはかあったときにはかあったときには避避避避

難をしてもらわなければいけない難をしてもらわなければいけない難をしてもらわなければいけない難をしてもらわなければいけない方方方方もいらっしもいらっしもいらっしもいらっしゃゃゃゃると思います。さまると思います。さまると思います。さまると思います。さまざざざざまに地域は地域でまに地域は地域でまに地域は地域でまに地域は地域で

防災防災防災防災訓訓訓訓練練練練はされていますけれども、そういったことも含めて、はされていますけれども、そういったことも含めて、はされていますけれども、そういったことも含めて、はされていますけれども、そういったことも含めて、詳詳詳詳細細細細に市町村と連携をとっに市町村と連携をとっに市町村と連携をとっに市町村と連携をとっ

ていただいて、あらていただいて、あらていただいて、あらていただいて、あらゆゆゆゆるところから、るところから、るところから、るところから、全全全全てててて任任任任すということではなくて、かかわっていただすということではなくて、かかわっていただすということではなくて、かかわっていただすということではなくて、かかわっていただ

いて、そういったいて、そういったいて、そういったいて、そういった視視視視点でご点でご点でご点でご協協協協議をいただければと思うのですけれども、教育長、いかがで議をいただければと思うのですけれども、教育長、いかがで議をいただければと思うのですけれども、教育長、いかがで議をいただければと思うのですけれども、教育長、いかがで

ごごごござざざざいましいましいましいましょょょょうか。うか。うか。うか。

○冨岡教育長○冨岡教育長○冨岡教育長○冨岡教育長 おっしおっしおっしおっしゃゃゃゃっていることは非っていることは非っていることは非っていることは非常常常常に大に大に大に大切切切切なことだと思います。ただ、なことだと思います。ただ、なことだと思います。ただ、なことだと思います。ただ、先先先先ほど答ほど答ほど答ほど答

弁もしましたが、一弁もしましたが、一弁もしましたが、一弁もしましたが、一義義義義的的的的にはもちろん市町村がにはもちろん市町村がにはもちろん市町村がにはもちろん市町村が動動動動かねばなりません。かねばなりません。かねばなりません。かねばなりません。我我我我 々々々々はははは広広広広域指定を受域指定を受域指定を受域指定を受

けていると、いわけていると、いわけていると、いわけていると、いわゆゆゆゆる二次る二次る二次る二次的的的的にににに逃逃逃逃げげげげるという大きなところです。ただ、そばにありますのるという大きなところです。ただ、そばにありますのるという大きなところです。ただ、そばにありますのるという大きなところです。ただ、そばにありますの

で、で、で、で、住住住住民の民の民の民の方方方方はははは当然当然当然当然そこがそこがそこがそこが広広広広域で二次域で二次域で二次域で二次的的的的だとかは思っておられませんので、そこを市町村だとかは思っておられませんので、そこを市町村だとかは思っておられませんので、そこを市町村だとかは思っておられませんので、そこを市町村

とよくとよくとよくとよく詰詰詰詰めて、市町村はまた市民のめて、市町村はまた市民のめて、市町村はまた市民のめて、市町村はまた市民の方方方方とよくとよくとよくとよく詰詰詰詰めてやっていくという、それがめてやっていくという、それがめてやっていくという、それがめてやっていくという、それがマニュマニュマニュマニュアアアアルルルル

というというというという形形形形になれば、一になれば、一になれば、一になれば、一番番番番理理理理想想想想的的的的なななな形形形形ですので、そのように進めていきたいと思っておりまですので、そのように進めていきたいと思っておりまですので、そのように進めていきたいと思っておりまですので、そのように進めていきたいと思っておりま

す。す。す。す。

○大国委員○大国委員○大国委員○大国委員 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。現実現実現実現実いついついついつ起起起起こるかわからないこるかわからないこるかわからないこるかわからない災災災災害害害害とか、またこういとか、またこういとか、またこういとか、またこうい

った大った大った大った大雨雨雨雨、、、、ゲゲゲゲリリリリララララ豪雨豪雨豪雨豪雨はははは頻繁頻繁頻繁頻繁にににに起起起起こるようなこるようなこるようなこるような時時時時代になりましたので、教育長からも答弁を代になりましたので、教育長からも答弁を代になりましたので、教育長からも答弁を代になりましたので、教育長からも答弁を

いただきましたように、いただきましたように、いただきましたように、いただきましたように、着着着着実実実実に進めていただきますように、またに進めていただきますように、またに進めていただきますように、またに進めていただきますように、また機機機機会があれば質問をさせ会があれば質問をさせ会があれば質問をさせ会があれば質問をさせ

ていただきたいと思いますので、どうかよろしくお願いします。ありがとうごていただきたいと思いますので、どうかよろしくお願いします。ありがとうごていただきたいと思いますので、どうかよろしくお願いします。ありがとうごていただきたいと思いますので、どうかよろしくお願いします。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。

○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員 ２点について２点について２点について２点について伺伺伺伺いたいと思います。いたいと思います。いたいと思います。いたいと思います。



---- 11114444 ----

まずまずまずまず最最最最初初初初に、観光につきましてに、観光につきましてに、観光につきましてに、観光につきまして伺伺伺伺います。います。います。います。

観光観光観光観光戦戦戦戦略略略略についてですけれども、についてですけれども、についてですけれども、についてですけれども、魅魅魅魅力ある力ある力ある力ある奈良公奈良公奈良公奈良公園づ園づ園づ園づくりということで、くりということで、くりということで、くりということで、奈良公奈良公奈良公奈良公園基園基園基園基本本本本

戦戦戦戦略略略略がつくられまして、さまがつくられまして、さまがつくられまして、さまがつくられまして、さまざざざざまなまなまなまな計画計画計画計画が推進されようとしております。その中にはが推進されようとしております。その中にはが推進されようとしております。その中にはが推進されようとしております。その中には若草若草若草若草

山に山に山に山にモモモモノノノノレールレールレールレールなどというとんでもないものもあります。これらはまちなどというとんでもないものもあります。これらはまちなどというとんでもないものもあります。これらはまちなどというとんでもないものもあります。これらはまちづづづづくり推進局がくり推進局がくり推進局がくり推進局が担担担担

当当当当して行っていることですけれども、中して行っていることですけれども、中して行っていることですけれども、中して行っていることですけれども、中身身身身的的的的にはにはにはには施設施設施設施設整備整備整備整備が中心でが中心でが中心でが中心で土土土土木に係るものですが、木に係るものですが、木に係るものですが、木に係るものですが、

ソソソソフト面フト面フト面フト面でのでのでのでの計画計画計画計画ではないことがではないことがではないことがではないことが残残残残念念念念に思っています。に思っています。に思っています。に思っています。モモモモノノノノレールレールレールレールをつくればをつくればをつくればをつくれば人人人人がががが集集集集まっまっまっまっ

てにてにてにてにぎぎぎぎわいやわいやわいやわいや宿泊宿泊宿泊宿泊ががががふふふふえるのか、この点についても疑問をえるのか、この点についても疑問をえるのか、この点についても疑問をえるのか、この点についても疑問を持持持持っております。観光っております。観光っております。観光っております。観光客客客客のののの方方方方にににに

何何何何度も度も度も度も訪訪訪訪れていただける、そういうれていただける、そういうれていただける、そういうれていただける、そういう奈良奈良奈良奈良県にするには、県にするには、県にするには、県にするには、快快快快適な適な適な適な施設施設施設施設整備整備整備整備も必要でありますも必要でありますも必要でありますも必要であります

けれども、他の地域にはないけれども、他の地域にはないけれども、他の地域にはないけれども、他の地域にはない奈良公奈良公奈良公奈良公園独園独園独園独自自自自のののの魅魅魅魅力を生かした観光力を生かした観光力を生かした観光力を生かした観光戦戦戦戦略略略略が必要ではないかとが必要ではないかとが必要ではないかとが必要ではないかと

思っております。こういう観点から、観光局としてはどのように思っております。こういう観点から、観光局としてはどのように思っております。こういう観点から、観光局としてはどのように思っております。こういう観点から、観光局としてはどのように取取取取りりりり組組組組んでいらっしんでいらっしんでいらっしんでいらっしゃゃゃゃるるるる

のか、１点おのか、１点おのか、１点おのか、１点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。

それから、もう１点は、それから、もう１点は、それから、もう１点は、それから、もう１点は、奈良公奈良公奈良公奈良公園園園園のこの観光にもかかわるのですが、のこの観光にもかかわるのですが、のこの観光にもかかわるのですが、のこの観光にもかかわるのですが、奈良奈良奈良奈良県県県県全全全全体の観光体の観光体の観光体の観光

ということで、ということで、ということで、ということで、奈良奈良奈良奈良県は日本の県は日本の県は日本の県は日本の文文文文化化化化の発の発の発の発祥祥祥祥の地ということで、例えばの地ということで、例えばの地ということで、例えばの地ということで、例えば華華華華道や道や道や道や茶茶茶茶道や道や道や道や能能能能楽楽楽楽、、、、

古古古古武武武武道、あるいは道、あるいは道、あるいは道、あるいは雅楽雅楽雅楽雅楽、、、、書書書書、、、、彫彫彫彫り物やり物やり物やり物や能能能能面面面面、お、お、お、お酒酒酒酒もそうですけれども、たくさんのものがもそうですけれども、たくさんのものがもそうですけれども、たくさんのものがもそうですけれども、たくさんのものが

あると思うのです。こういうものを本あると思うのです。こういうものを本あると思うのです。こういうものを本あると思うのです。こういうものを本当当当当に生かして、に生かして、に生かして、に生かして、外外外外国の国の国の国の方々方々方々方々にも日本のにも日本のにも日本のにも日本の文文文文化化化化、、、、礼儀礼儀礼儀礼儀作作作作

法法法法やわやわやわやわびびびびささささびびびび、そういうものも含めて体、そういうものも含めて体、そういうものも含めて体、そういうものも含めて体験験験験してもらうことが、観光にうまく生かされていしてもらうことが、観光にうまく生かされていしてもらうことが、観光にうまく生かされていしてもらうことが、観光にうまく生かされてい

かないのかということで、この点ではさまかないのかということで、この点ではさまかないのかということで、この点ではさまかないのかということで、この点ではさまざざざざまにまにまにまに工工工工夫もなさっていると思いますけれども、夫もなさっていると思いますけれども、夫もなさっていると思いますけれども、夫もなさっていると思いますけれども、

先先先先日高校生議会が行われまして、高校生の日高校生議会が行われまして、高校生の日高校生議会が行われまして、高校生の日高校生議会が行われまして、高校生の方方方方が非が非が非が非常常常常にににに新新新新鮮鮮鮮鮮なななな目目目目でこうした観光でこうした観光でこうした観光でこうした観光へへへへのののの取取取取りりりり組組組組

みみみみということでの意ということでの意ということでの意ということでの意見見見見表明をされました。表明をされました。表明をされました。表明をされました。奈良奈良奈良奈良のおのおのおのお茶茶茶茶や、それから高山にありますや、それから高山にありますや、それから高山にありますや、それから高山にあります茶茶茶茶せんせんせんせん

なども含めて、そういうものをなども含めて、そういうものをなども含めて、そういうものをなども含めて、そういうものを若若若若いいいい感感感感覚覚覚覚で生かしていきたいということで、非で生かしていきたいということで、非で生かしていきたいということで、非で生かしていきたいということで、非常常常常にすばらにすばらにすばらにすばら

しいアしいアしいアしいアイイイイデデデデアだと思ったのですけれども、アだと思ったのですけれども、アだと思ったのですけれども、アだと思ったのですけれども、私私私私はははは何何何何とかそういうご意とかそういうご意とかそういうご意とかそういうご意見見見見を生かしていくことを生かしていくことを生かしていくことを生かしていくこと

はできないものかと思っているのですが、その点についてどのように考えてらっしはできないものかと思っているのですが、その点についてどのように考えてらっしはできないものかと思っているのですが、その点についてどのように考えてらっしはできないものかと思っているのですが、その点についてどのように考えてらっしゃゃゃゃるのるのるのるの

か、か、か、か、伺伺伺伺いたいと思います。いたいと思います。いたいと思います。いたいと思います。

○浅田観光振興課長○浅田観光振興課長○浅田観光振興課長○浅田観光振興課長 まず、県の観光振興の関係です。まず、県の観光振興の関係です。まず、県の観光振興の関係です。まず、県の観光振興の関係です。ハハハハーーーード整備ド整備ド整備ド整備もももも当然当然当然当然必要でご必要でご必要でご必要でござざざざいまいまいまいま

すが、すが、すが、すが、奈良奈良奈良奈良県は日本、国の県は日本、国の県は日本、国の県は日本、国の骨骨骨骨格格格格ができたといいますか、日本のができたといいますか、日本のができたといいますか、日本のができたといいますか、日本の歴史歴史歴史歴史そのものの地でごそのものの地でごそのものの地でごそのものの地でござざざざいいいい

ますので、ますので、ますので、ますので、奈良奈良奈良奈良県に県に県に県に残残残残っておりますっておりますっておりますっております歴史文歴史文歴史文歴史文化化化化、そういったものも、そういったものも、そういったものも、そういったものも切切切切りりりり口口口口にしておにしておにしておにしてお客様客様客様客様のののの誘誘誘誘

客客客客に今に今に今に今現在現在現在現在努努努努めているところでもごめているところでもごめているところでもごめているところでもござざざざいます。例えばいます。例えばいます。例えばいます。例えば巡巡巡巡るるるる奈良奈良奈良奈良という事という事という事という事業業業業がごがごがごがござざざざいますが、いますが、いますが、いますが、

その中でその中でその中でその中で秘宝秘宝秘宝秘宝・・・・秘仏秘仏秘仏秘仏のののの特別特別特別特別開開開開帳帳帳帳をををを全全全全国に国に国に国にＰＲＰＲＰＲＰＲして、おして、おして、おして、お客様客様客様客様をををを奈良奈良奈良奈良県に県に県に県に呼び込呼び込呼び込呼び込むむむむということということということということ

をををを取取取取りりりり組組組組んでおります。んでおります。んでおります。んでおります。

２点２点２点２点目目目目でごでごでごでござざざざいますが、いますが、いますが、いますが、伝伝伝伝統統統統工工工工芸芸芸芸、、、、伝伝伝伝統統統統産産産産業業業業体体体体験験験験を活を活を活を活用用用用して、おして、おして、おして、お客様客様客様客様をををを誘客誘客誘客誘客してはどうしてはどうしてはどうしてはどう
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かということでごかということでごかということでごかということ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っていただきましたように、高校生からご提案もいただいております。っていただきましたように、高校生からご提案もいただいております。っていただきましたように、高校生からご提案もいただいております。っていただきましたように、高校生からご提案もいただいております。奈奈奈奈

良良良良県には県には県には県には茶茶茶茶せんをはせんをはせんをはせんをはじじじじめ、め、め、め、筆筆筆筆、、、、炭炭炭炭づづづづくりなど、くりなど、くりなど、くりなど、伝伝伝伝統統統統工工工工芸芸芸芸、、、、伝伝伝伝統統統統産産産産業業業業数数数数多多多多くごくごくごくござざざざいます。そいます。そいます。そいます。そ

れを活れを活れを活れを活用用用用して観光して観光して観光して観光客客客客のののの誘致誘致誘致誘致をををを促促促促進、進、進、進、図図図図ることは、ることは、ることは、ることは、奈良奈良奈良奈良のののの魅魅魅魅力を体力を体力を体力を体感感感感していただけるしていただけるしていただけるしていただける機機機機会と会と会と会と

してしてしてして有有有有意意意意義義義義なものと考えております。このようななものと考えております。このようななものと考えております。このようななものと考えております。このような伝伝伝伝統統統統工工工工芸芸芸芸、、、、伝伝伝伝統統統統産産産産業業業業につきましては、例につきましては、例につきましては、例につきましては、例

えば生えば生えば生えば生駒駒駒駒市高山の市高山の市高山の市高山の業業業業者が者が者が者が実施実施実施実施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茶茶茶茶せんせんせんせん製製製製作作作作体体体体験験験験をはをはをはをはじじじじめ、め、め、め、握握握握りりりり墨墨墨墨体体体体験験験験、、、、金金金金魚魚魚魚

すくい体すくい体すくい体すくい体験験験験、手すき、手すき、手すき、手すき和和和和紙紙紙紙体体体体験験験験など、観光など、観光など、観光など、観光客客客客向向向向けのけのけのけの多多多多様様様様ななななプログラプログラプログラプログラムムムムがががが用用用用意されており、意されており、意されており、意されており、奈奈奈奈

良良良良県県県県へへへへ訪訪訪訪れたれたれたれた方方方方がががが気気気気軽軽軽軽に体に体に体に体験験験験していただけるとなっております。していただけるとなっております。していただけるとなっております。していただけるとなっております。

県といたしましても、こういった体県といたしましても、こういった体県といたしましても、こういった体県といたしましても、こういった体験メニュ験メニュ験メニュ験メニューーーーを活を活を活を活用用用用し、し、し、し、旅旅旅旅行会行会行会行会社社社社、、、、旅旅旅旅行行行行雑雑雑雑誌誌誌誌社社社社、、、、メメメメデデデデ

ィィィィアにアにアにアに集集集集まっていただく観光まっていただく観光まっていただく観光まっていただく観光見見見見本市という事本市という事本市という事本市という事業業業業もやっており、その中でもやっており、その中でもやっており、その中でもやっており、その中で旅旅旅旅行行行行商品商品商品商品の観光の観光の観光の観光素素素素

材材材材として、また修学として、また修学として、また修学として、また修学旅旅旅旅行での体行での体行での体行での体験メニュ験メニュ験メニュ験メニューーーーとして学校の教として学校の教として学校の教として学校の教諭諭諭諭、、、、旅旅旅旅行会行会行会行会社社社社のののの方々方々方々方々にににに積極積極積極積極的的的的にににに

セセセセールールールールススススプロプロプロプロモーモーモーモーシシシショョョョンを行っているンを行っているンを行っているンを行っている状況状況状況状況でごでごでごでござざざざいます。います。います。います。

さらに、さらに、さらに、さらに、奈良奈良奈良奈良まほろばまほろばまほろばまほろばソソソソムリムリムリムリエエエエ検検検検定におきましては、定におきましては、定におきましては、定におきましては、奈良通奈良通奈良通奈良通１１１１級級級級の受の受の受の受験験験験のののの際際際際、、、、履履履履修が必修が必修が必修が必

要となります体要となります体要となります体要となります体験プログラ験プログラ験プログラ験プログラムムムムに、高山に、高山に、高山に、高山茶茶茶茶せんのせんのせんのせんの製製製製作作作作体体体体験験験験などのなどのなどのなどの伝伝伝伝統統統統工工工工芸芸芸芸体体体体験験験験もももも設設設設定されて定されて定されて定されて

いるところでごいるところでごいるところでごいるところでござざざざいます。います。います。います。引引引引きききき続続続続き、県だけでなく民き、県だけでなく民き、県だけでなく民き、県だけでなく民間間間間も一体になり、も一体になり、も一体になり、も一体になり、多多多多くのくのくのくの方方方方にににに奈良奈良奈良奈良県県県県

のののの伝伝伝伝統統統統といいますか、といいますか、といいますか、といいますか、文文文文化化化化といいますか、そういったといいますか、そういったといいますか、そういったといいますか、そういった魅魅魅魅力を知っていただく力を知っていただく力を知っていただく力を知っていただく取取取取りりりり組み組み組み組みをををを続続続続

けていって、けていって、けていって、けていって、多多多多くのくのくのくの方方方方にににに奈良奈良奈良奈良県に県に県に県に来来来来ていただきたいということで進めていきたいと思ってていただきたいということで進めていきたいと思ってていただきたいということで進めていきたいと思ってていただきたいということで進めていきたいと思って

おります。おります。おります。おります。以上以上以上以上でごでごでごでござざざざいます。います。います。います。

○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員 民民民民間間間間のののの方々方々方々方々も含めていろいろも含めていろいろも含めていろいろも含めていろいろ取取取取りりりり組み組み組み組みがあるということで、それを本があるということで、それを本があるということで、それを本があるということで、それを本当当当当に生に生に生に生

かしていっていただきたいと思っているのですが、例えばかしていっていただきたいと思っているのですが、例えばかしていっていただきたいと思っているのですが、例えばかしていっていただきたいと思っているのですが、例えば能能能能楽楽楽楽もももも奈良奈良奈良奈良県で発県で発県で発県で発祥祥祥祥したとはいしたとはいしたとはいしたとはい

え、なかなかえ、なかなかえ、なかなかえ、なかなか維維維維持持持持をしていくのが大をしていくのが大をしていくのが大をしていくのが大変変変変というというというという実態実態実態実態もお聞きしておりますが、そういうもお聞きしておりますが、そういうもお聞きしておりますが、そういうもお聞きしておりますが、そういう重重重重要要要要

なものをなものをなものをなものを守守守守って、さらに発って、さらに発って、さらに発って、さらに発展展展展させていくさせていくさせていくさせていく上上上上でも、観光というでも、観光というでも、観光というでも、観光という面面面面からも応からも応からも応からも応援援援援すればかなりすればかなりすればかなりすればかなり変変変変

わったものになるのではないかと思っていますので、体わったものになるのではないかと思っていますので、体わったものになるのではないかと思っていますので、体わったものになるのではないかと思っていますので、体験験験験をををを通じ通じ通じ通じてててて奈良奈良奈良奈良そのもののよさをそのもののよさをそのもののよさをそのもののよさを

わかっていただいて、理わかっていただいて、理わかっていただいて、理わかっていただいて、理解解解解ををを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、何何何何度も度も度も度も来来来来ていただけるていただけるていただけるていただける環境環境環境環境をつくっていをつくっていをつくっていをつくってい

くことを、さらにくことを、さらにくことを、さらにくことを、さらに頑頑頑頑張張張張っていただきたいと、その点はお願いしておきたいと思います。っていただきたいと、その点はお願いしておきたいと思います。っていただきたいと、その点はお願いしておきたいと思います。っていただきたいと、その点はお願いしておきたいと思います。

それと、それと、それと、それと、奈良公奈良公奈良公奈良公園園園園ということでということでということでということで申申申申しますと、しますと、しますと、しますと、公公公公園園園園が今のようなが今のようなが今のようなが今のような形形形形で、１で、１で、１で、１，，，，３００年の３００年の３００年の３００年の歴歴歴歴

史史史史あるあるあるある形形形形をををを維維維維持持持持しししし続続続続けてきたけてきたけてきたけてきた背景背景背景背景には、やはりには、やはりには、やはりには、やはり住住住住んでいるんでいるんでいるんでいる人人人人とととと自然自然自然自然とのとのとのとの共共共共生、生、生、生、環境環境環境環境をををを破壊破壊破壊破壊

せずにせずにせずにせずに守守守守ってきたってきたってきたってきた歴史歴史歴史歴史というかけがえのないものがあると思うのです。今、というかけがえのないものがあると思うのです。今、というかけがえのないものがあると思うのです。今、というかけがえのないものがあると思うのです。今、世世世世界の国界の国界の国界の国 々々々々のののの

テテテテーーーーママママになっているになっているになっているになっている自然自然自然自然とのとのとのとの共共共共生、どのように生、どのように生、どのように生、どのように人間人間人間人間がががが自然自然自然自然をををを守守守守って生きていくのかというって生きていくのかというって生きていくのかというって生きていくのかという

問問問問題題題題ですとか、ですとか、ですとか、ですとか、文文文文化化化化そのものもその中でそのものもその中でそのものもその中でそのものもその中で守守守守っていくことが、っていくことが、っていくことが、っていくことが、世世世世界の界の界の界の注注注注目目目目をををを集集集集めるすめるすめるすめるすぐぐぐぐれたれたれたれた
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実績実績実績実績としてとしてとしてとして奈良奈良奈良奈良県にあると。それは他県にあると。それは他県にあると。それは他県にあると。それは他府府府府県にもない、物すごく大事な県にもない、物すごく大事な県にもない、物すごく大事な県にもない、物すごく大事な遺産遺産遺産遺産だと思っているだと思っているだと思っているだと思っている

のですけれども、そういうことをのですけれども、そういうことをのですけれども、そういうことをのですけれども、そういうことを世世世世界に発界に発界に発界に発信信信信してアしてアしてアしてアピピピピールールールールしていく、そのことでしていく、そのことでしていく、そのことでしていく、そのことで奈良奈良奈良奈良県は県は県は県は

世世世世界で一界で一界で一界で一番番番番すすすすぐぐぐぐれたれたれたれた研究研究研究研究がされているとか、そこに行ったら学がされているとか、そこに行ったら学がされているとか、そこに行ったら学がされているとか、そこに行ったら学べべべべるとか、るとか、るとか、るとか、奈良奈良奈良奈良県でそうい県でそうい県でそうい県でそうい

うううう研究研究研究研究大会であるとか大会であるとか大会であるとか大会であるとかイイイイベベベベンンンントトトトが開かれるとか、知事がよく言うが開かれるとか、知事がよく言うが開かれるとか、知事がよく言うが開かれるとか、知事がよく言うココココンンンンベベベベンンンンシシシショョョョンというもンというもンというもンというも

のがのがのがのが奈良公奈良公奈良公奈良公園園園園をををを通じ通じ通じ通じて発て発て発て発信信信信していくようなものになればすばらしいと思っていますので、していくようなものになればすばらしいと思っていますので、していくようなものになればすばらしいと思っていますので、していくようなものになればすばらしいと思っていますので、

奈良奈良奈良奈良県にある県にある県にある県にある宝宝宝宝、あるいはこれまで、あるいはこれまで、あるいはこれまで、あるいはこれまで守守守守ってきたってきたってきたってきた遺産遺産遺産遺産、それを本、それを本、それを本、それを本当当当当に意に意に意に意味味味味があるものというがあるものというがあるものというがあるものという

ことで大ことで大ことで大ことで大切切切切に生かしていっていただきたいと強くお願いしておきたいと思います。に生かしていっていただきたいと強くお願いしておきたいと思います。に生かしていっていただきたいと強くお願いしておきたいと思います。に生かしていっていただきたいと強くお願いしておきたいと思います。

次に、平次に、平次に、平次に、平城京城京城京城京の国の国の国の国営公営公営公営公園園園園について、について、について、について、文文文文化化化化財財財財保保保保存存存存課にお聞きしたいと思います。課にお聞きしたいと思います。課にお聞きしたいと思います。課にお聞きしたいと思います。

国国国国土交土交土交土交通通通通省省省省と県によって、国と県によって、国と県によって、国と県によって、国営公営公営公営公園園園園ということでということでということでということで整備整備整備整備が進められております。とりわけ、が進められております。とりわけ、が進められております。とりわけ、が進められております。とりわけ、

このこのこのこの間間間間大問大問大問大問題題題題になってきたのがになってきたのがになってきたのがになってきたのが朝堂朝堂朝堂朝堂院院院院跡跡跡跡地の地の地の地の舗装舗装舗装舗装であります。これはであります。これはであります。これはであります。これは昨昨昨昨年年年年完完完完成する成する成する成する予予予予定で定で定で定で

ありましたけれども、ありましたけれども、ありましたけれども、ありましたけれども、世世世世界各国の界各国の界各国の界各国の人々人々人々人々からもからもからもからも反反反反対対対対署署署署名が名が名が名が寄寄寄寄せられるなど、３せられるなど、３せられるなど、３せられるなど、３万万万万筆筆筆筆をををを超超超超えるえるえるえる

物すごい物すごい物すごい物すごい反響反響反響反響がありまして、がありまして、がありまして、がありまして、現在現在現在現在、平成２５年１１月、平成２５年１１月、平成２５年１１月、平成２５年１１月過過過過ぎぎぎぎからからからから着着着着工工工工されるというされるというされるというされるという状況状況状況状況になになになにな

っていると聞いております。このっていると聞いております。このっていると聞いております。このっていると聞いております。この舗装舗装舗装舗装にににに当当当当たって、国たって、国たって、国たって、国土交土交土交土交通通通通省省省省は、平は、平は、平は、平城京城京城京城京のあったのあったのあったのあった時時時時代に代に代に代に

草草草草地はなく地はなく地はなく地はなく広広広広場場場場であったということで、そのであったということで、そのであったということで、そのであったということで、その往往往往時時時時のののの状況状況状況状況にににに基づ基づ基づ基づくくくく整備整備整備整備をするということで、をするということで、をするということで、をするということで、

草原草原草原草原をををを残残残残してほしいというしてほしいというしてほしいというしてほしいという声声声声ではなく、そういうではなく、そういうではなく、そういうではなく、そういう整備整備整備整備をしたいとをしたいとをしたいとをしたいと説説説説明をされました。明をされました。明をされました。明をされました。

ところで、ところで、ところで、ところで、朝堂朝堂朝堂朝堂院院院院広広広広場場場場がががが整備整備整備整備をされますと、そのをされますと、そのをされますと、そのをされますと、その後後後後にににに広広広広場場場場にににに隣隣隣隣接接接接してこのたしてこのたしてこのたしてこのたびびびびあずまやあずまやあずまやあずまや

をををを建建建建設設設設するするするする計画計画計画計画がされておりまして、がされておりまして、がされておりまして、がされておりまして、既既既既に発に発に発に発掘掘掘掘調調調調査も査も査も査も終終終終わったと聞いております。わったと聞いております。わったと聞いております。わったと聞いております。文文文文化化化化庁庁庁庁

はははは多分多分多分多分許可許可許可許可するのではないかと思うのですけれども、このようなするのではないかと思うのですけれども、このようなするのではないかと思うのですけれども、このようなするのではないかと思うのですけれども、このような利利利利便便便便施設施設施設施設、、、、来来来来訪訪訪訪されるされるされるされる方方方方

のためののためののためののための休休休休憩憩憩憩のののの場所場所場所場所は、は、は、は、文文文文化化化化庁庁庁庁のもともとののもともとののもともとののもともとの管管管管理指理指理指理指針針針針の中では、平の中では、平の中では、平の中では、平城城城城宮宮宮宮跡跡跡跡のののの真真真真ん中部ん中部ん中部ん中部分分分分にににに

はつくらないと、できるだけはつくらないと、できるだけはつくらないと、できるだけはつくらないと、できるだけ離離離離れたれたれたれた場所場所場所場所につくるというにつくるというにつくるというにつくるという方方方方針針針針を明確にされてこられました。を明確にされてこられました。を明確にされてこられました。を明確にされてこられました。

しかし、今しかし、今しかし、今しかし、今回回回回つくられるつくられるつくられるつくられる場所場所場所場所はははは朝堂朝堂朝堂朝堂院院院院広広広広場場場場、、、、朱雀朱雀朱雀朱雀門から門から門から門から真真真真っすっすっすっすぐぐぐぐに大に大に大に大極極極極殿殿殿殿にににに通通通通るその部るその部るその部るその部分分分分

にににに当当当当たるところですから、たるところですから、たるところですから、たるところですから、当時当時当時当時なかったものをなかったものをなかったものをなかったものを新新新新たにつくることで、非たにつくることで、非たにつくることで、非たにつくることで、非常常常常に問に問に問に問題題題題だと思うだと思うだと思うだと思う

のですけれども、こういうことはのですけれども、こういうことはのですけれども、こういうことはのですけれども、こういうことは認認認認めるめるめるめるべべべべきではないと思うのですけれども、その点どうきではないと思うのですけれども、その点どうきではないと思うのですけれども、その点どうきではないと思うのですけれども、その点どう

なのかをおなのかをおなのかをおな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。

○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 平平平平城城城城宮宮宮宮跡跡跡跡のののの整備整備整備整備のののの件件件件についてでごについてでごについてでごについてでござざざざいます。います。います。います。

あずまやのあずまやのあずまやのあずまやの設置設置設置設置は、国は、国は、国は、国営公営公営公営公園園園園事事事事業業業業として国として国として国として国土交土交土交土交通通通通省省省省がががが実施実施実施実施するものであり、そのするものであり、そのするものであり、そのするものであり、その設置設置設置設置にににに

係る係る係る係る現状現状現状現状変更変更変更変更はははは最最最最終的終的終的終的にはにはにはには文文文文化化化化庁庁庁庁がががが判判判判断断断断することではありますが、することではありますが、することではありますが、することではありますが、文文文文化化化化財財財財の保の保の保の保存存存存と活と活と活と活用用用用をををを

目的目的目的目的とするとするとするとする文文文文化化化化財財財財保保保保護法護法護法護法のののの趣趣趣趣旨旨旨旨からしますと、からしますと、からしますと、からしますと、便益便益便益便益施設施設施設施設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文文文文化化化化財財財財の活の活の活の活用用用用上上上上必必必必

要なものであり、要なものであり、要なものであり、要なものであり、史跡史跡史跡史跡の本質の本質の本質の本質的的的的な部な部な部な部分以外分以外分以外分以外のののの場所場所場所場所にににに遺遺遺遺構構構構の保の保の保の保存存存存にににに影響影響影響影響のないのないのないのない工工工工法法法法でででで設置設置設置設置すすすす

るのであればるのであればるのであればるのであれば認認認認められるものと考えます。められるものと考えます。められるものと考えます。められるものと考えます。
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今今今今回回回回のあずまやは、本質のあずまやは、本質のあずまやは、本質のあずまやは、本質的的的的な部な部な部な部分分分分である第一次である第一次である第一次である第一次朝堂朝堂朝堂朝堂院及び院及び院及び院及び第二次第二次第二次第二次朝堂朝堂朝堂朝堂院院院院のののの外外外外側の中側の中側の中側の中央緑央緑央緑央緑

陰エ陰エ陰エ陰エリリリリアやアやアやアや西緑西緑西緑西緑地地地地エエエエリリリリアにアにアにアに設置設置設置設置されるものであり、されるものであり、されるものであり、されるものであり、有有有有識識識識者者者者及び及び及び及び国、県国、県国、県国、県等等等等の関係の関係の関係の関係機機機機関によっ関によっ関によっ関によっ

てててて検討検討検討検討され、国され、国され、国され、国土交土交土交土交通通通通省省省省が平成２０年１２月にが平成２０年１２月にが平成２０年１２月にが平成２０年１２月に策策策策定しました国定しました国定しました国定しました国営営営営平平平平城城城城宮宮宮宮跡歴史跡歴史跡歴史跡歴史公公公公園基園基園基園基本本本本計計計計

画画画画の中での中での中での中で示示示示されているされているされているされている施設全施設全施設全施設全体の体の体の体の配置計画配置計画配置計画配置計画にににに基づ基づ基づ基づくものでもあります。くものでもあります。くものでもあります。くものでもあります。史跡史跡史跡史跡のののの景景景景観に観に観に観に影響影響影響影響

をををを及ぼ及ぼ及ぼ及ぼさないものにする必要はありますが、さないものにする必要はありますが、さないものにする必要はありますが、さないものにする必要はありますが、便益便益便益便益施設施設施設施設につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、むむむむしろしろしろしろ史史史史実実実実にににに基づ基づ基づ基づ

いたいたいたいた復元復元復元復元建建建建物と物と物と物と誤誤誤誤解解解解されないようにされないようにされないようにされないように配配配配慮慮慮慮することがすることがすることがすることが求求求求められます。められます。められます。められます。

以上以上以上以上のことから、県教育委員会としては、のことから、県教育委員会としては、のことから、県教育委員会としては、のことから、県教育委員会としては、便益便益便益便益施設施設施設施設のののの設置計画設置計画設置計画設置計画は適は適は適は適切切切切なものと考えておなものと考えておなものと考えておなものと考えてお

ります。ります。ります。ります。以上以上以上以上です。です。です。です。

○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員 便益便益便益便益施設施設施設施設をつくらないということではなくて、をつくらないということではなくて、をつくらないということではなくて、をつくらないということではなくて、当然当然当然当然必要なものですから、必要なものですから、必要なものですから、必要なものですから、現現現現

在在在在ももももトトトトイイイイレレレレをつくられたり、をつくられたり、をつくられたり、をつくられたり、休休休休憩憩憩憩所所所所もつくられていますが、いずれも中もつくられていますが、いずれも中もつくられていますが、いずれも中もつくられていますが、いずれも中央央央央からはからはからはからは外外外外れた部れた部れた部れた部

分分分分につくられております。問につくられております。問につくられております。問につくられております。問題題題題だと思うのは、あの部だと思うのは、あの部だと思うのは、あの部だと思うのは、あの部分分分分にににに建建建建てられることは、てられることは、てられることは、てられることは、現現現現に今、に今、に今、に今、復復復復

元元元元された大された大された大された大極極極極殿殿殿殿、そして、その大、そして、その大、そして、その大、そして、その大極極極極殿殿殿殿のののの周周周周囲囲囲囲に今、修に今、修に今、修に今、修景景景景柵柵柵柵がありますけれども、あれはがありますけれども、あれはがありますけれども、あれはがありますけれども、あれは撤撤撤撤

去去去去をををを求求求求められておりますが、そのかわりにめられておりますが、そのかわりにめられておりますが、そのかわりにめられておりますが、そのかわりに回回回回廊廊廊廊をををを復元復元復元復元するするするする計画計画計画計画が進んでおります。それらが進んでおります。それらが進んでおります。それらが進んでおります。それら

はははは朱雀朱雀朱雀朱雀門も含めて、門も含めて、門も含めて、門も含めて、研究研究研究研究者が長年者が長年者が長年者が長年研究研究研究研究をされて、をされて、をされて、をされて、史史史史実実実実にににに基づ基づ基づ基づいていていていて往往往往時時時時のものであろうといのものであろうといのものであろうといのものであろうとい

うものをうものをうものをうものを建建建建設設設設をされるというものです。一をされるというものです。一をされるというものです。一をされるというものです。一方方方方で、そういう本物をで、そういう本物をで、そういう本物をで、そういう本物を目目目目指す指す指す指す復原復原復原復原がされている、がされている、がされている、がされている、

そのすそのすそのすそのすぐぐぐぐそばににせものであるそばににせものであるそばににせものであるそばににせものである現現現現代代代代的的的的なななな建建建建物。それはできるだけ物。それはできるだけ物。それはできるだけ物。それはできるだけ雰雰雰雰囲囲囲囲気気気気をををを壊壊壊壊さないものにさないものにさないものにさないものに

されるとは思いますけれども、されるとは思いますけれども、されるとは思いますけれども、されるとは思いますけれども、全全全全くくくく史史史史実実実実にににに基づ基づ基づ基づかない、もともとなかったところにかない、もともとなかったところにかない、もともとなかったところにかない、もともとなかったところに建建建建ていていていてい

るというものがるというものがるというものがるというものが混混混混然然然然となってしまうことになりますと、となってしまうことになりますと、となってしまうことになりますと、となってしまうことになりますと、公公公公園園園園をををを整備整備整備整備するという理するという理するという理するという理念念念念からからからから見見見見

てもてもてもても整整整整合合合合性性性性のないありのないありのないありのないあり方方方方であると思うのですが、そのことを今の答えの中で言っておられであると思うのですが、そのことを今の答えの中で言っておられであると思うのですが、そのことを今の答えの中で言っておられであると思うのですが、そのことを今の答えの中で言っておられ

ましたけれども、このましたけれども、このましたけれども、このましたけれども、この基基基基本本本本的的的的な理な理な理な理念念念念と言われているのは、と言われているのは、と言われているのは、と言われているのは、奈良時奈良時奈良時奈良時代を今に代を今に代を今に代を今に感感感感じじじじるるるる空空空空間間間間をををを創創創創

出するということで、出するということで、出するということで、出するということで、朝堂朝堂朝堂朝堂院院院院広広広広場場場場のののの舗装舗装舗装舗装ももうそういうことでつくられてきたという意ももうそういうことでつくられてきたという意ももうそういうことでつくられてきたという意ももうそういうことでつくられてきたという意味味味味

があります。それとがあります。それとがあります。それとがあります。それと違違違違うものをもともとのうものをもともとのうものをもともとのうものをもともとの計画計画計画計画にににに書書書書いてあったからということで、いてあったからということで、いてあったからということで、いてあったからということで、奈良奈良奈良奈良県県県県

が安が安が安が安易易易易にいいです、にいいです、にいいです、にいいです、全面的全面的全面的全面的にににに賛賛賛賛成ですよというのは成ですよというのは成ですよというのは成ですよというのは違違違違うのではないかと思っております。うのではないかと思っております。うのではないかと思っております。うのではないかと思っております。

今の今の今の今の説説説説明では、明では、明では、明では、計画計画計画計画をつくったときにもをつくったときにもをつくったときにもをつくったときにも有有有有識識識識者が者が者が者が検討検討検討検討して、それは大して、それは大して、それは大して、それは大丈丈丈丈夫ということでつ夫ということでつ夫ということでつ夫ということでつ

くられたということをおっしくられたということをおっしくられたということをおっしくられたということをおっしゃゃゃゃったと思うのですけれども、このったと思うのですけれども、このったと思うのですけれども、このったと思うのですけれども、この公公公公園園園園のののの計画計画計画計画を推進していを推進していを推進していを推進してい

くにくにくにくに当当当当たりましては、たりましては、たりましては、たりましては、奈良奈良奈良奈良県、それから県、それから県、それから県、それから奈良奈良奈良奈良市、そして国市、そして国市、そして国市、そして国土交土交土交土交通通通通省省省省やややや文文文文化化化化庁庁庁庁、、、、奈良奈良奈良奈良文文文文化化化化財財財財

研究所研究所研究所研究所などが、一つ一つなどが、一つ一つなどが、一つ一つなどが、一つ一つ検討検討検討検討しながら進めていくことでもありますので、しながら進めていくことでもありますので、しながら進めていくことでもありますので、しながら進めていくことでもありますので、改改改改めてこの問めてこの問めてこの問めてこの問題題題題

については提については提については提については提起起起起されるされるされるされるべべべべきだと思うのですけれども、いかがでしきだと思うのですけれども、いかがでしきだと思うのですけれども、いかがでしきだと思うのですけれども、いかがでしょょょょうか。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 先先先先ほどのほどのほどのほどの公公公公園整備園整備園整備園整備との理との理との理との理念念念念の関係でありますが、の関係でありますが、の関係でありますが、の関係でありますが、施設施設施設施設整備整備整備整備をするをするをするをする

にににに当当当当たりまして、本質たりまして、本質たりまして、本質たりまして、本質的的的的な部な部な部な部分分分分についてはについてはについてはについては残残残残す、しかしながら、活す、しかしながら、活す、しかしながら、活す、しかしながら、活用用用用のののの面面面面からしてからしてからしてからして便益便益便益便益施施施施
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設設設設は必要ですという考えであります。は必要ですという考えであります。は必要ですという考えであります。は必要ですという考えであります。先先先先ほどほどほどほど申申申申しししし上上上上げげげげましたように、ましたように、ましたように、ましたように、便益便益便益便益施設施設施設施設についてはについてはについてはについては

一一一一切切切切つくってはならないということでもありませんし、そのつくってはならないということでもありませんし、そのつくってはならないということでもありませんし、そのつくってはならないということでもありませんし、その場所場所場所場所を考を考を考を考慮慮慮慮してしてしてして検討検討検討検討してつくしてつくしてつくしてつく

ることもることもることもることも可能可能可能可能であります。第一次であります。第一次であります。第一次であります。第一次朝堂朝堂朝堂朝堂院院院院、第二次、第二次、第二次、第二次朝堂朝堂朝堂朝堂院院院院の中は本質の中は本質の中は本質の中は本質的的的的な部な部な部な部分分分分ではありますではありますではありますではあります

が、そのが、そのが、そのが、その外外外外側の部側の部側の部側の部分分分分はははは便益便益便益便益施設施設施設施設、、、、休休休休憩憩憩憩施設等施設等施設等施設等はははは可能可能可能可能であるという考えでありますので、あであるという考えでありますので、あであるという考えでありますので、あであるという考えでありますので、あ

わせてわせてわせてわせて計画計画計画計画の中にもの中にもの中にもの中にも配置計画配置計画配置計画配置計画としてそれがとしてそれがとしてそれがとしてそれが示示示示されているとされているとされているとされていると申申申申しししし上上上上げげげげましたが、そういうこましたが、そういうこましたが、そういうこましたが、そういうこ

とをとをとをとを踏踏踏踏まえまして、適まえまして、適まえまして、適まえまして、適切切切切なものとお答えしたものであります。なものとお答えしたものであります。なものとお答えしたものであります。なものとお答えしたものであります。以上以上以上以上です。です。です。です。

○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員 お答えのお答えのお答えのお答えの趣趣趣趣旨旨旨旨はわかりました。中はわかりました。中はわかりました。中はわかりました。中央央央央の大事な部の大事な部の大事な部の大事な部分分分分ではないと県は考えているではないと県は考えているではないと県は考えているではないと県は考えている

ということですけれども、平ということですけれども、平ということですけれども、平ということですけれども、平城城城城宮宮宮宮跡跡跡跡、、、、世世世世界界界界遺産遺産遺産遺産ののののココココアの部アの部アの部アの部分分分分は、は、は、は、全全全全体を含めてそうなので体を含めてそうなので体を含めてそうなので体を含めてそうなので

すが、その中でもすが、その中でもすが、その中でもすが、その中でも特特特特に中心部につくらないということでいうと、この部に中心部につくらないということでいうと、この部に中心部につくらないということでいうと、この部に中心部につくらないということでいうと、この部分分分分は中心部には中心部には中心部には中心部に当当当当たたたた

る部る部る部る部分分分分だと思います。だと思います。だと思います。だと思います。既既既既にににに世世世世界界界界遺産遺産遺産遺産委員会が中心部につくられている大委員会が中心部につくられている大委員会が中心部につくられている大委員会が中心部につくられている大極極極極殿殿殿殿をををを囲む囲む囲む囲む修修修修景景景景柵柵柵柵

のののの撤去撤去撤去撤去、それから、それではない、それから、それではない、それから、それではない、それから、それではない場所場所場所場所につくったにつくったにつくったにつくった駐車駐車駐車駐車場場場場やその他のやその他のやその他のやその他の施設施設施設施設について、について、について、について、仮仮仮仮設設設設のののの

ものはものはものはものは撤去撤去撤去撤去しなさいということで指しなさいということで指しなさいということで指しなさいということで指摘摘摘摘をされておられます。そういうことから考えても、をされておられます。そういうことから考えても、をされておられます。そういうことから考えても、をされておられます。そういうことから考えても、

あれはやはりあれはやはりあれはやはりあれはやはり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、認認認認められないものだと思います。められないものだと思います。められないものだと思います。められないものだと思います。

この点につきましては、さらに日本この点につきましては、さらに日本この点につきましては、さらに日本この点につきましては、さらに日本共産党共産党共産党共産党がががが文文文文化化化化庁庁庁庁にもにもにもにも働働働働きかけるというきかけるというきかけるというきかけるという形形形形でででで取取取取りりりり組組組組んんんん

でいきたいと思いますが、県としても考えはでいきたいと思いますが、県としても考えはでいきたいと思いますが、県としても考えはでいきたいと思いますが、県としても考えは変変変変わらないかもしれませんけれども、わらないかもしれませんけれども、わらないかもしれませんけれども、わらないかもしれませんけれども、ぜひぜひぜひぜひもももも

う一度よく考えていただきたいということをう一度よく考えていただきたいということをう一度よく考えていただきたいということをう一度よく考えていただきたいということを申申申申しししし上上上上げげげげまして、この点については質問をまして、この点については質問をまして、この点については質問をまして、この点については質問を終終終終

わりたいと思います。わりたいと思います。わりたいと思います。わりたいと思います。

それで、もう一点だけ確それで、もう一点だけ確それで、もう一点だけ確それで、もう一点だけ確認認認認しておきたいと思っておりますのは、しておきたいと思っておりますのは、しておきたいと思っておりますのは、しておきたいと思っておりますのは、実実実実はははは朝堂朝堂朝堂朝堂院院院院のののの広広広広場場場場のののの舗舗舗舗

装装装装にににに当当当当たって、たって、たって、たって、舗装舗装舗装舗装をすると水のをすると水のをすると水のをすると水の流流流流れがれがれがれが変変変変わるということで、わるということで、わるということで、わるということで、調調調調整整整整池池池池をつくることがをつくることがをつくることがをつくることが同同同同時時時時

に行われました。に行われました。に行われました。に行われました。既既既既にもうつくられているのですけれども、そのにもうつくられているのですけれども、そのにもうつくられているのですけれども、そのにもうつくられているのですけれども、その調調調調整整整整池池池池のののの建建建建設設設設にににに当当当当たりまたりまたりまたりま

しては、ためた水を受けるということで、しては、ためた水を受けるということで、しては、ためた水を受けるということで、しては、ためた水を受けるということで、世世世世界界界界遺産遺産遺産遺産である平である平である平である平城城城城宮宮宮宮跡跡跡跡のののの外外外外側にある側にある側にある側にある池池池池とつなとつなとつなとつな

ぐぐぐぐ水水水水路路路路がががが計画計画計画計画をされておりました。その水をされておりました。その水をされておりました。その水をされておりました。その水路路路路をををを建建建建設設設設することで、水することで、水することで、水することで、水路路路路の地域になっているの地域になっているの地域になっているの地域になっている

部部部部分分分分のののの樹樹樹樹木がかなり木がかなり木がかなり木がかなり伐採伐採伐採伐採をされました。をされました。をされました。をされました。自然自然自然自然環境環境環境環境に大きくに大きくに大きくに大きく影響影響影響影響するということで、なするということで、なするということで、なするということで、なぜぜぜぜここここ

んなんなんなんな伐採伐採伐採伐採をやられたのかと国をやられたのかと国をやられたのかと国をやられたのかと国土交土交土交土交通通通通省省省省にもにもにもにも申申申申しししし上上上上げげげげましたけれども、そのましたけれども、そのましたけれども、そのましたけれども、その後後後後、木は、木は、木は、木は切切切切ったったったった

ものの水ものの水ものの水ものの水路路路路はつくれないことになって、はつくれないことになって、はつくれないことになって、はつくれないことになって、工工工工事はしませんという事はしませんという事はしませんという事はしませんという返返返返答をいただきました。な答をいただきました。な答をいただきました。な答をいただきました。な

ぜぜぜぜですかと言ったら、発ですかと言ったら、発ですかと言ったら、発ですかと言ったら、発掘掘掘掘調調調調査をするまでもなく、そこの非査をするまでもなく、そこの非査をするまでもなく、そこの非査をするまでもなく、そこの非常常常常にににに浅浅浅浅い部い部い部い部分分分分にににに遺遺遺遺構構構構があるとがあるとがあるとがあると

いうことがわかったということで、そのいうことがわかったということで、そのいうことがわかったということで、そのいうことがわかったということで、その計画計画計画計画はなくなったということですけれども、このはなくなったということですけれども、このはなくなったということですけれども、このはなくなったということですけれども、この

間間間間大大大大雨雨雨雨がががが降降降降ったときには、あのあたり一ったときには、あのあたり一ったときには、あのあたり一ったときには、あのあたり一帯帯帯帯が非が非が非が非常常常常に水に水に水に水浸浸浸浸しになっていました。こういうこしになっていました。こういうこしになっていました。こういうこしになっていました。こういうこ

とで、このとで、このとで、このとで、この計画計画計画計画そのものが非そのものが非そのものが非そのものが非常常常常にずさんだと思ったのと、それと、もともとにずさんだと思ったのと、それと、もともとにずさんだと思ったのと、それと、もともとにずさんだと思ったのと、それと、もともと文文文文化化化化庁庁庁庁がががが調調調調整整整整

池池池池をつくるにをつくるにをつくるにをつくるに当当当当たりましては、まずもって発たりましては、まずもって発たりましては、まずもって発たりましては、まずもって発掘掘掘掘調調調調査を行って、それは査を行って、それは査を行って、それは査を行って、それは奈良奈良奈良奈良県に対しても、県に対しても、県に対しても、県に対しても、
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そういうきちんとしたそういうきちんとしたそういうきちんとしたそういうきちんとした調調調調査が行われるかどうかを確査が行われるかどうかを確査が行われるかどうかを確査が行われるかどうかを確認認認認するようにという指するようにという指するようにという指するようにという指示示示示がががが来来来来ていたとていたとていたとていたと

思うのです。そういうことがなされるまでに木も思うのです。そういうことがなされるまでに木も思うのです。そういうことがなされるまでに木も思うのです。そういうことがなされるまでに木も切切切切ってしまっていて、そんなずさんなこってしまっていて、そんなずさんなこってしまっていて、そんなずさんなこってしまっていて、そんなずさんなこ

とになっていることについて非とになっていることについて非とになっていることについて非とになっていることについて非常常常常に疑問があります。この平に疑問があります。この平に疑問があります。この平に疑問があります。この平城城城城宮宮宮宮跡跡跡跡国国国国営公営公営公営公園園園園のののの管管管管理という理という理という理という

ことで言いますと、ことで言いますと、ことで言いますと、ことで言いますと、何何何何度も度も度も度も申申申申しししし上上上上げげげげているのですけれども、国とているのですけれども、国とているのですけれども、国とているのですけれども、国と奈良奈良奈良奈良県、やはり県、やはり県、やはり県、やはり奈良奈良奈良奈良県が県が県が県が

管管管管理指理指理指理指針針針針をつくってするをつくってするをつくってするをつくってするべべべべきだときだときだときだと計画計画計画計画にもにもにもにも書書書書かれておりますけれども、その点でのかれておりますけれども、その点でのかれておりますけれども、その点でのかれておりますけれども、その点での責責責責任任任任はははは

本本本本当当当当にににに果果果果たされているのかどうかをずっと疑問に思っているのですが、その点についてはたされているのかどうかをずっと疑問に思っているのですが、その点についてはたされているのかどうかをずっと疑問に思っているのですが、その点についてはたされているのかどうかをずっと疑問に思っているのですが、その点については

いかがかおいかがかおいかがかおいかがか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。

○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 朝堂朝堂朝堂朝堂院院院院広広広広場場場場のののの横横横横のののの調調調調整整整整池池池池のののの工工工工事に関しましてでありますが、委員事に関しましてでありますが、委員事に関しましてでありますが、委員事に関しましてでありますが、委員

おおおお述述述述べべべべのように、のように、のように、のように、工工工工事をする前に発事をする前に発事をする前に発事をする前に発掘掘掘掘調調調調査をしたことにつきましては、査をしたことにつきましては、査をしたことにつきましては、査をしたことにつきましては、文文文文化化化化庁庁庁庁許可許可許可許可をして、をして、をして、をして、

発発発発掘掘掘掘をするをするをするをする際際際際にににに守守守守るるるるべべべべきききき遺遺遺遺構面構面構面構面があれば、それはそのがあれば、それはそのがあれば、それはそのがあれば、それはその時時時時点で対応を考えるということであ点で対応を考えるということであ点で対応を考えるということであ点で対応を考えるということであ

ります。そういうります。そういうります。そういうります。そういう文文文文化化化化庁庁庁庁のののの条条条条件件件件にもにもにもにも奈良奈良奈良奈良文文文文化化化化財財財財研究所研究所研究所研究所がががが立立立立ち合うち合うち合うち合う等等等等のののの条条条条件件件件がついておりまがついておりまがついておりまがついておりま

して、それにして、それにして、それにして、それに基づ基づ基づ基づいて発いて発いて発いて発掘掘掘掘をしてをしてをしてをして遺遺遺遺構面構面構面構面がががが見見見見つかったと。では、どうするかということで、つかったと。では、どうするかということで、つかったと。では、どうするかということで、つかったと。では、どうするかということで、

再再再再度度度度検討検討検討検討を行うということですから、を行うということですから、を行うということですから、を行うということですから、許可許可許可許可にににに基づ基づ基づ基づく適く適く適く適切切切切な行な行な行な行為為為為によってそれがわかったのによってそれがわかったのによってそれがわかったのによってそれがわかったの

で、で、で、で、工工工工事を一事を一事を一事を一旦旦旦旦やめてやめてやめてやめて検討検討検討検討しているしているしているしている状況状況状況状況であります。そういうことでありますから、であります。そういうことでありますから、であります。そういうことでありますから、であります。そういうことでありますから、特特特特にににに

法法法法にににに違違違違反反反反して進めたというして進めたというして進めたというして進めたという工工工工事でもありませんし、事でもありませんし、事でもありませんし、事でもありませんし、我我我我 々々々々としても手としても手としても手としても手順順順順に従ったものであるに従ったものであるに従ったものであるに従ったものである

とととと認識認識認識認識をしております。をしております。をしております。をしております。以上以上以上以上です。です。です。です。

○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員 手手手手順順順順に従っているとおっしに従っているとおっしに従っているとおっしに従っているとおっしゃゃゃゃいますけれども、もう木はいますけれども、もう木はいますけれども、もう木はいますけれども、もう木は切切切切ってしまったのでってしまったのでってしまったのでってしまったので

す。その木をす。その木をす。その木をす。その木を新新新新たにたにたにたに植植植植えようと思っても、あそこはそういうえようと思っても、あそこはそういうえようと思っても、あそこはそういうえようと思っても、あそこはそういう遺遺遺遺構構構構があるがあるがあるがある場所場所場所場所ですからですからですからですから植植植植ええええ

ることはできないのです。もとにることはできないのです。もとにることはできないのです。もとにることはできないのです。もとに戻戻戻戻すことができないことをやってしまって、それは適すことができないことをやってしまって、それは適すことができないことをやってしまって、それは適すことができないことをやってしまって、それは適法法法法

だったと今さら言われてもだったと今さら言われてもだったと今さら言われてもだったと今さら言われても納得納得納得納得できないというのが意できないというのが意できないというのが意できないというのが意見見見見であります。であります。であります。であります。以上以上以上以上です。です。です。です。

○中村委員○中村委員○中村委員○中村委員 教育委員会に２教育委員会に２教育委員会に２教育委員会に２件件件件、い、い、い、いじじじじめの問めの問めの問めの問題題題題ですけれども、さまですけれども、さまですけれども、さまですけれども、さまざざざざまな手まな手まな手まな手法法法法で一生で一生で一生で一生懸懸懸懸命命命命

やっていただいております。しかし、これはやっていただいております。しかし、これはやっていただいております。しかし、これはやっていただいております。しかし、これは重重重重大な大な大な大な社社社社会問会問会問会問題題題題でもあり、これからの日本をでもあり、これからの日本をでもあり、これからの日本をでもあり、これからの日本を

背背背背負負負負っていく子どもたちにとって、教育っていく子どもたちにとって、教育っていく子どもたちにとって、教育っていく子どもたちにとって、教育現場現場現場現場を含めてを含めてを含めてを含めて根絶根絶根絶根絶をしなければならない事案であをしなければならない事案であをしなければならない事案であをしなければならない事案であ

るということで、まず、るということで、まず、るということで、まず、るということで、まず、端端端端的的的的に第１点、このいに第１点、このいに第１点、このいに第１点、このいじじじじめのめのめのめの背景背景背景背景は一体どこにあるのか、は一体どこにあるのか、は一体どこにあるのか、は一体どこにあるのか、何何何何がががが原原原原

因因因因でいでいでいでいじじじじめは出てきたのか、ここらめは出てきたのか、ここらめは出てきたのか、ここらめは出てきたのか、ここら辺辺辺辺の教育委員会のの教育委員会のの教育委員会のの教育委員会の所見所見所見所見。い。い。い。いじじじじめのめのめのめの根根根根本本本本原因原因原因原因は一体は一体は一体は一体何何何何なななな

のかと。いろいろな行政のかと。いろいろな行政のかと。いろいろな行政のかと。いろいろな行政的的的的なななな施策以施策以施策以施策以前の問前の問前の問前の問題題題題として、いとして、いとして、いとして、いじじじじめのめのめのめの原因原因原因原因はどう考えておられるはどう考えておられるはどう考えておられるはどう考えておられる

のかを、第１点は聞きたいわけです。そこで、いのかを、第１点は聞きたいわけです。そこで、いのかを、第１点は聞きたいわけです。そこで、いのかを、第１点は聞きたいわけです。そこで、いじじじじめめめめ防止防止防止防止対対対対策策策策推進推進推進推進法法法法が成が成が成が成立立立立をした。そのをした。そのをした。そのをした。その

中に、中に、中に、中に、先先先先ほどもいほどもいほどもいほどもいみじみじみじみじくも言われましたけれども、道くも言われましたけれども、道くも言われましたけれども、道くも言われましたけれども、道徳徳徳徳教育が教育が教育が教育が書書書書いてあるのです。今いてあるのです。今いてあるのです。今いてあるのです。今後後後後、、、、

県の教育委員会として、ここからは行政の県の教育委員会として、ここからは行政の県の教育委員会として、ここからは行政の県の教育委員会として、ここからは行政の責責責責任任任任になるのですけれども、道になるのですけれども、道になるのですけれども、道になるのですけれども、道徳徳徳徳教育とい教育とい教育とい教育といじじじじめめめめ

をお考えになって、道をお考えになって、道をお考えになって、道をお考えになって、道徳徳徳徳教育をどのようにい教育をどのようにい教育をどのようにい教育をどのようにいじじじじめ対め対め対め対策策策策に生かしていこうとされるのか、こに生かしていこうとされるのか、こに生かしていこうとされるのか、こに生かしていこうとされるのか、こ
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れが第１点です。れが第１点です。れが第１点です。れが第１点です。

それと、２点それと、２点それと、２点それと、２点目目目目は、は、は、は、昔昔昔昔から、から、から、から、旧旧旧旧の教育の教育の教育の教育勅語勅語勅語勅語もももも、、、、「朕「朕「朕「朕思うに、思うに、思うに、思うに、我我我我がががが皇祖皇宗皇祖皇宗皇祖皇宗皇祖皇宗、国を、国を、国を、国を肇肇肇肇むむむむるるるる

こと宏こと宏こと宏こと宏遠遠遠遠にして、にして、にして、にして、徳徳徳徳をををを樹樹樹樹つることつることつることつること深深深深厚厚厚厚なりなりなりなり」」」」と。と。と。と。新新新新生日本が明生日本が明生日本が明生日本が明治維治維治維治維新新新新をををを起源起源起源起源といたしますといたしますといたしますといたします

と、日本と、日本と、日本と、日本人人人人にはにはにはには徳徳徳徳があるわけです。そのがあるわけです。そのがあるわけです。そのがあるわけです。その解解解解釈釈釈釈についてはいろいろあると思うのです。しかについてはいろいろあると思うのです。しかについてはいろいろあると思うのです。しかについてはいろいろあると思うのです。しか

しながら、日本しながら、日本しながら、日本しながら、日本人人人人のののの歴史歴史歴史歴史とととと伝伝伝伝統統統統をををを守守守守り、そして日本り、そして日本り、そして日本り、そして日本人人人人のののの持持持持つつつつ社社社社会会会会性性性性、あるいはもろもろの、あるいはもろもろの、あるいはもろもろの、あるいはもろもろの

ことを、ことを、ことを、ことを、徳徳徳徳を大事にして今日までを大事にして今日までを大事にして今日までを大事にして今日まで来来来来ておった。しかしながら、ておった。しかしながら、ておった。しかしながら、ておった。しかしながら、戦戦戦戦後後後後、この教育も含めて道、この教育も含めて道、この教育も含めて道、この教育も含めて道

徳徳徳徳教育が非教育が非教育が非教育が非常常常常にににに廃廃廃廃れてきた。今、国においてはれてきた。今、国においてはれてきた。今、国においてはれてきた。今、国においては自自自自由由由由民民民民主党主党主党主党政権に政権に政権に政権に復復復復帰帰帰帰をして、道をして、道をして、道をして、道徳徳徳徳の教の教の教の教科科科科

化化化化がががが叫叫叫叫ばれているわけです。ばれているわけです。ばれているわけです。ばれているわけです。遅遅遅遅かれかれかれかれ早早早早かれ道かれ道かれ道かれ道徳徳徳徳の教の教の教の教科化科化科化科化はははは実現実現実現実現すると思うのです。すると思うのです。すると思うのです。すると思うのです。

県におきましても、各県におきましても、各県におきましても、各県におきましても、各小小小小学校学校学校学校等等等等においても、においても、においても、においても、担担担担任任任任のののの先先先先生によって道生によって道生によって道生によって道徳徳徳徳的的的的なことをやってなことをやってなことをやってなことをやって

いる、あるいは各学校にいる、あるいは各学校にいる、あるいは各学校にいる、あるいは各学校に兼兼兼兼任任任任のののの先先先先生を生を生を生を置置置置いて道いて道いて道いて道徳徳徳徳教育をやっておられると。しかし、教教育をやっておられると。しかし、教教育をやっておられると。しかし、教教育をやっておられると。しかし、教科科科科

ではないわけです。だから、ではないわけです。だから、ではないわけです。だから、ではないわけです。だから、現在現在現在現在副副副副読読読読本本本本等々等々等々等々においてさまにおいてさまにおいてさまにおいてさまざざざざまなまなまなまな記記記記述述述述はあるわけですけれはあるわけですけれはあるわけですけれはあるわけですけれ

ども、県は道ども、県は道ども、県は道ども、県は道徳徳徳徳とは一体とは一体とは一体とは一体何何何何だと、どういうことをだと、どういうことをだと、どういうことをだと、どういうことを目目目目指して、道指して、道指して、道指して、道徳徳徳徳、、、、ホホホホームルームームルームームルームームルームをををを埋埋埋埋めてめてめてめて

担担担担任任任任のののの先先先先生を生を生を生を通じ通じ通じ通じて、副て、副て、副て、副読読読読本を本を本を本を通じ通じ通じ通じて生て生て生て生徒徒徒徒にににに何何何何をををを求求求求めているのか。このことについて、まめているのか。このことについて、まめているのか。このことについて、まめているのか。このことについて、ま

ずお聞きをしたいと思います。ずお聞きをしたいと思います。ずお聞きをしたいと思います。ずお聞きをしたいと思います。

○西上生徒指導支援室長○西上生徒指導支援室長○西上生徒指導支援室長○西上生徒指導支援室長 まず、いまず、いまず、いまず、いじじじじめのめのめのめの根根根根本本本本原因原因原因原因について、もうについて、もうについて、もうについて、もう少少少少しおしおしおしお話話話話ししたいと思ししたいと思ししたいと思ししたいと思

います。います。います。います。

先先先先ほどもほどもほどもほども申申申申しししし上上上上げげげげましたように、子どもがましたように、子どもがましたように、子どもがましたように、子どもが持持持持ちますさまちますさまちますさまちますさまざざざざまな心理まな心理まな心理まな心理的的的的要要要要因因因因のほか、もちのほか、もちのほか、もちのほか、もち

ろん学校の成ろん学校の成ろん学校の成ろん学校の成績等績等績等績等、学校のさま、学校のさま、学校のさま、学校のさまざざざざまな活まな活まな活まな活動動動動にかかわるスにかかわるスにかかわるスにかかわるストレトレトレトレス、またス、またス、またス、また家庭家庭家庭家庭のさまのさまのさまのさまざざざざまな問まな問まな問まな問

題題題題からからからから来来来来るスるスるスるストレトレトレトレスもあるかと思います。もちろん地域スもあるかと思います。もちろん地域スもあるかと思います。もちろん地域スもあるかと思います。もちろん地域社社社社会での会での会での会での人間人間人間人間関係におけるス関係におけるス関係におけるス関係におけるストレトレトレトレ

スもあるかと思います。これというものをスもあるかと思います。これというものをスもあるかと思います。これというものをスもあるかと思います。これというものを即即即即答答答答的的的的にお答えはできませんが、それぞれのにお答えはできませんが、それぞれのにお答えはできませんが、それぞれのにお答えはできませんが、それぞれのケケケケ

ーーーースによって、そのスによって、そのスによって、そのスによって、その状況状況状況状況をををを踏踏踏踏まえてまえてまえてまえて取取取取りりりり組組組組むべむべむべむべき課き課き課き課題題題題と考えてます。と考えてます。と考えてます。と考えてます。以上以上以上以上です。です。です。です。

○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 道道道道徳徳徳徳教育とい教育とい教育とい教育といじじじじめとの関係でごめとの関係でごめとの関係でごめとの関係でござざざざいますけれども、道いますけれども、道いますけれども、道いますけれども、道徳徳徳徳教育といい教育といい教育といい教育といい

ますといろいろなますといろいろなますといろいろなますといろいろな目目目目標標標標、あるいは、あるいは、あるいは、あるいは取取取取りりりり組み組み組み組みのののの狙狙狙狙いがごいがごいがごいがござざざざいます。その中で、例えば正しいいます。その中で、例えば正しいいます。その中で、例えば正しいいます。その中で、例えば正しい

とととと判判判判断断断断したことはしたことはしたことはしたことは勇勇勇勇気気気気をををを持持持持って行うでありましたり、あるいはって行うでありましたり、あるいはって行うでありましたり、あるいはって行うでありましたり、あるいは友友友友達達達達とおとおとおとお互互互互い理い理い理い理解解解解し合って、し合って、し合って、し合って、

そしてそしてそしてそして信頼信頼信頼信頼しししし助助助助け合う。さらには生け合う。さらには生け合う。さらには生け合う。さらには生命命命命のとうとさをのとうとさをのとうとさをのとうとさを感感感感じ取じ取じ取じ取ったり、生ったり、生ったり、生ったり、生命命命命のあるものを大のあるものを大のあるものを大のあるものを大切切切切

にする。にする。にする。にする。当然当然当然当然、、、、約約約約束束束束はははは守守守守る、る、る、る、社社社社会の決まりを会の決まりを会の決まりを会の決まりを守守守守ってってってって公公公公徳徳徳徳心を心を心を心を持持持持つということもごつということもごつということもごつということもござざざざいます。います。います。います。

そういったことをそういったことをそういったことをそういったことを通じ通じ通じ通じていていていていじじじじめをめをめをめをゆゆゆゆるさない心るさない心るさない心るさない心情情情情、あるいはい、あるいはい、あるいはい、あるいはいじじじじめをめをめをめを見見見見抜抜抜抜くくくく判判判判断断断断力であっ力であっ力であっ力であっ

たり、いたり、いたり、いたり、いじじじじめにめにめにめに立立立立ちちちち向向向向かう意かう意かう意かう意欲欲欲欲、、、、態態態態度を道度を道度を道度を道徳徳徳徳教育の中でも育てていく教育の中でも育てていく教育の中でも育てていく教育の中でも育てていくべべべべきだろうと考えてきだろうと考えてきだろうと考えてきだろうと考えて

おります。おります。おります。おります。

また、そもそも道また、そもそも道また、そもそも道また、そもそも道徳徳徳徳教育の教育の教育の教育の目目目目標標標標とはどうとはどうとはどうとはどう認識認識認識認識しているのかということですけれども、こしているのかということですけれども、こしているのかということですけれども、こしているのかということですけれども、こ
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れはさまれはさまれはさまれはさまざざざざまな観点からいろいろな表まな観点からいろいろな表まな観点からいろいろな表まな観点からいろいろな表現現現現のののの仕仕仕仕方方方方があろうかと思いますけれども、やはりよがあろうかと思いますけれども、やはりよがあろうかと思いますけれども、やはりよがあろうかと思いますけれども、やはりよ

いことといことといことといことと悪悪悪悪いことのいことのいことのいことの区区区区別別別別をする。よいと思うことを進んで行う。また、日ごろおをする。よいと思うことを進んで行う。また、日ごろおをする。よいと思うことを進んで行う。また、日ごろおをする。よいと思うことを進んで行う。また、日ごろお世世世世話話話話になになになにな

っているっているっているっている人々人々人々人々にににに感感感感謝謝謝謝をする、生きることををする、生きることををする、生きることををする、生きることを喜喜喜喜びびびび、生、生、生、生命命命命を大を大を大を大切切切切にする力をにする力をにする力をにする力を持持持持つ。また、つ。また、つ。また、つ。また、働働働働くくくく

ことのよさをことのよさをことのよさをことのよさを感感感感じじじじててててみみみみんなのためにんなのためにんなのためにんなのために働働働働くといったことなどが、各くといったことなどが、各くといったことなどが、各くといったことなどが、各小小小小・・・・中中中中・・・・高の発高の発高の発高の発達段階達段階達段階達段階にににに

よって、そのよって、そのよって、そのよって、その内容内容内容内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軽軽軽軽重重重重あろうかと思いますけれども、そういったことが道あろうかと思いますけれども、そういったことが道あろうかと思いますけれども、そういったことが道あろうかと思いますけれども、そういったことが道

徳徳徳徳教育の教育の教育の教育の根根根根本本本本的的的的なななな内容内容内容内容であるとであるとであるとであると認識認識認識認識をしております。をしております。をしております。をしております。以上以上以上以上でごでごでごでござざざざいます。います。います。います。

○中村委員○中村委員○中村委員○中村委員 いいいいじじじじめめめめ防止防止防止防止対対対対策策策策推進推進推進推進法法法法で道で道で道で道徳徳徳徳教育という項教育という項教育という項教育という項目目目目があるでしがあるでしがあるでしがあるでしょょょょう。これをどうすう。これをどうすう。これをどうすう。これをどうす

るのかと聞いているのですが、どうですか。るのかと聞いているのですが、どうですか。るのかと聞いているのですが、どうですか。るのかと聞いているのですが、どうですか。

○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 いいいいじじじじめめめめ防止防止防止防止対対対対策策策策推進推進推進推進法法法法の中で道の中で道の中で道の中で道徳徳徳徳教育の教育の教育の教育の充実充実充実充実という部という部という部という部分分分分でごでごでごでござざざざいまいまいまいま

すけれども、その点に関しましても、すけれども、その点に関しましても、すけれども、その点に関しましても、すけれども、その点に関しましても、社社社社会の決まりを会の決まりを会の決まりを会の決まりを守守守守るであったり、生るであったり、生るであったり、生るであったり、生命命命命をををを守守守守ることもることもることもることも

含めまして、さま含めまして、さま含めまして、さま含めまして、さまざざざざまにまにまにまに防止防止防止防止にににに資資資資することをすることをすることをすることを踏踏踏踏まえて、まえて、まえて、まえて、全全全全ての教育活ての教育活ての教育活ての教育活動動動動の中で道の中で道の中で道の中で道徳徳徳徳的的的的なななな感感感感

覚覚覚覚、あるいは、あるいは、あるいは、あるいは働働働働く、日ごろおく、日ごろおく、日ごろおく、日ごろお世世世世話話話話になっているになっているになっているになっている人人人人にににに感感感感謝謝謝謝をするであったり、よいと思うこをするであったり、よいと思うこをするであったり、よいと思うこをするであったり、よいと思うこ

とを進んで行うというとを進んで行うというとを進んで行うというとを進んで行うという内容内容内容内容について、道について、道について、道について、道徳徳徳徳のののの時間時間時間時間ののののみみみみならず、各ならず、各ならず、各ならず、各授業等授業等授業等授業等においても、あるにおいても、あるにおいても、あるにおいても、ある

いはいはいはいは清掃清掃清掃清掃活活活活動動動動、さま、さま、さま、さまざざざざまな学校行事をまな学校行事をまな学校行事をまな学校行事を通じ通じ通じ通じて、そういった観点からて、そういった観点からて、そういった観点からて、そういった観点から取取取取りりりり組組組組むべむべむべむべきものであきものであきものであきものであ

ると考えております。ると考えております。ると考えております。ると考えております。

○中村委員○中村委員○中村委員○中村委員 人人人人はははは社社社社会を会を会を会を離離離離れて生活はできないわけですから、子どもも大れて生活はできないわけですから、子どもも大れて生活はできないわけですから、子どもも大れて生活はできないわけですから、子どもも大人人人人も一も一も一も一緒緒緒緒なのでなのでなのでなので

す。そうすると、教育のす。そうすると、教育のす。そうすると、教育のす。そうすると、教育の根根根根本は本は本は本は何何何何かと。やはり生きるかと。やはり生きるかと。やはり生きるかと。やはり生きる仕仕仕仕組み組み組み組みとか、いろいろなことをとか、いろいろなことをとか、いろいろなことをとか、いろいろなことを我我我我 々々々々

は学は学は学は学ぶぶぶぶわけです。そうしますと、わけです。そうしますと、わけです。そうしますと、わけです。そうしますと、小小小小・・・・中学校とかにおいて、今言われた、例えば中学校とかにおいて、今言われた、例えば中学校とかにおいて、今言われた、例えば中学校とかにおいて、今言われた、例えば目上目上目上目上のののの人人人人

にににに挨拶挨拶挨拶挨拶をする、いろいろな生活をする、いろいろな生活をする、いろいろな生活をする、いろいろな生活規範規範規範規範です。です。です。です。個人個人個人個人の問の問の問の問題題題題と、と、と、と、個人個人個人個人が生きていくが生きていくが生きていくが生きていく上上上上でででで社社社社会が会が会が会が責責責責

任任任任をををを働働働働かさなければならない問かさなければならない問かさなければならない問かさなければならない問題題題題があると思うのです。があると思うのです。があると思うのです。があると思うのです。小小小小学校で、学校で、学校で、学校で、目上目上目上目上のののの人人人人にににに礼儀礼儀礼儀礼儀をををを尽尽尽尽くくくく

しなさいという教育は大事なことです。しかしながら、しなさいという教育は大事なことです。しかしながら、しなさいという教育は大事なことです。しかしながら、しなさいという教育は大事なことです。しかしながら、啓蒙啓啓蒙啓啓蒙啓啓蒙啓発、教育の中で発、教育の中で発、教育の中で発、教育の中で個人個人個人個人の問の問の問の問題題題題

以上以上以上以上に、例えば国の生成のに、例えば国の生成のに、例えば国の生成のに、例えば国の生成の歴史歴史歴史歴史、そして、あなた、そして、あなた、そして、あなた、そして、あなた方方方方は日本という国で、今こういうは日本という国で、今こういうは日本という国で、今こういうは日本という国で、今こういう社社社社会で会で会で会で

生きていると。そういう中でどう生きる生きていると。そういう中でどう生きる生きていると。そういう中でどう生きる生きていると。そういう中でどう生きるべべべべきか、そういうことを教えていかなければいけきか、そういうことを教えていかなければいけきか、そういうことを教えていかなければいけきか、そういうことを教えていかなければいけ

ないと思うのです。ないと思うのです。ないと思うのです。ないと思うのです。

そうすると、日本のそうすると、日本のそうすると、日本のそうすると、日本の過過過過去去去去、、、、来来来来たたたた歴史歴史歴史歴史を学んで、そういうことも含めた道を学んで、そういうことも含めた道を学んで、そういうことも含めた道を学んで、そういうことも含めた道徳徳徳徳教育が今、教育が今、教育が今、教育が今、叫叫叫叫

ばれているわけです。そうしますと、今、各ばれているわけです。そうしますと、今、各ばれているわけです。そうしますと、今、各ばれているわけです。そうしますと、今、各現場現場現場現場において、において、において、において、ホホホホームルームームルームームルームームルームにおいて、副において、副において、副において、副読読読読

本において、どれ本において、どれ本において、どれ本において、どれぐぐぐぐらい道らい道らい道らい道徳徳徳徳教育が比教育が比教育が比教育が比重重重重をををを占占占占めているのですか。教めているのですか。教めているのですか。教めているのですか。教科化科化科化科化になったらになったらになったらになったら歴史歴史歴史歴史のののの

先先先先生はまた生はまた生はまた生はまた多多多多く必要です。道く必要です。道く必要です。道く必要です。道徳徳徳徳はははは採採採採点できないと今、言っているわけです。点できないと今、言っているわけです。点できないと今、言っているわけです。点できないと今、言っているわけです。英語英語英語英語やややや数数数数学だ学だ学だ学だ

ったらったらったらったら採採採採点できると。道点できると。道点できると。道点できると。道徳徳徳徳教育は教育は教育は教育は採採採採点できないけれども、点できないけれども、点できないけれども、点できないけれども、人人人人の生きるの生きるの生きるの生きる上上上上で一で一で一で一番番番番大事なこと大事なこと大事なこと大事なこと

やないですか。そうしたら、いやないですか。そうしたら、いやないですか。そうしたら、いやないですか。そうしたら、いじじじじめの問めの問めの問めの問題題題題も含めて、も含めて、も含めて、も含めて、我我我我 々々々々が日ごろから教育が日ごろから教育が日ごろから教育が日ごろから教育現場現場現場現場の中での中での中での中で啓啓啓啓
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蒙啓蒙啓蒙啓蒙啓発、その発、その発、その発、その原原原原点は、点は、点は、点は、人人人人の生きる道を教える道の生きる道を教える道の生きる道を教える道の生きる道を教える道徳徳徳徳をををを頭頭頭頭にににに置置置置いてやっていかないといけない。いてやっていかないといけない。いてやっていかないといけない。いてやっていかないといけない。

そうすると、教そうすると、教そうすると、教そうすると、教科科科科書書書書のののの記記記記述述述述においても、例えばにおいても、例えばにおいても、例えばにおいても、例えば昔昔昔昔は東は東は東は東郷郷郷郷平平平平八八八八郎、日本の郎、日本の郎、日本の郎、日本の人人人人口口口口にににに膾炙膾炙膾炙膾炙するするするする

偉偉偉偉人人人人、知、知、知、知人人人人のののの功功功功績績績績を教えてきたわけです。今はそれを教えてきたわけです。今はそれを教えてきたわけです。今はそれを教えてきたわけです。今はそれ全然全然全然全然ないです。これは、日本のないです。これは、日本のないです。これは、日本のないです。これは、日本の社社社社会の会の会の会の

弱弱弱弱点だと思っているのです。日本教職員点だと思っているのです。日本教職員点だと思っているのです。日本教職員点だと思っているのです。日本教職員組組組組合とのあつれきもあった、そして民合とのあつれきもあった、そして民合とのあつれきもあった、そして民合とのあつれきもあった、そして民主主義主主義主主義主主義といといといとい

う名のもとにいろいろなことがあったけれども、本う名のもとにいろいろなことがあったけれども、本う名のもとにいろいろなことがあったけれども、本う名のもとにいろいろなことがあったけれども、本来来来来、日本が教えなければならない。、日本が教えなければならない。、日本が教えなければならない。、日本が教えなければならない。奈奈奈奈

良良良良県はそうではないですか、県はそうではないですか、県はそうではないですか、県はそうではないですか、卑弥卑弥卑弥卑弥呼呼呼呼のののの時時時時代、代、代、代、奈良奈良奈良奈良県は日本県は日本県は日本県は日本人人人人ののののふふふふるさとです。そのるさとです。そのるさとです。そのるさとです。その卑弥卑弥卑弥卑弥呼呼呼呼

ですら教育委員会はですら教育委員会はですら教育委員会はですら教育委員会は忘忘忘忘れれれれ去去去去って、って、って、って、吉吉吉吉野野野野ヶ里ヶ里ヶ里ヶ里に、に、に、に、九州九州九州九州説説説説にににに任任任任せているわけです。せているわけです。せているわけです。せているわけです。

これはこれはこれはこれは蛇足蛇足蛇足蛇足ですが。そういうことを含めて、そういうことがなですが。そういうことを含めて、そういうことがなですが。そういうことを含めて、そういうことがなですが。そういうことを含めて、そういうことがなぜぜぜぜ起起起起こるのか、こるのか、こるのか、こるのか、社社社社会会会会的的的的なななな

背景背景背景背景があるわけです。があるわけです。があるわけです。があるわけです。社社社社会が会が会が会が原因原因原因原因しているわけです。そのしているわけです。そのしているわけです。そのしているわけです。その社社社社会の会の会の会の原因原因原因原因をつくったのがをつくったのがをつくったのがをつくったのが何何何何かかかか

というと、というと、というと、というと、我我我我 々々々々大大大大人人人人です。それをです。それをです。それをです。それを起起起起こさせないために、政こさせないために、政こさせないために、政こさせないために、政令令令令なりなりなりなり条条条条例なり例なり例なり例なり法法法法律律律律があるわけがあるわけがあるわけがあるわけ

です。です。です。です。人人人人をををを殺殺殺殺したらしたらしたらしたら懲役懲役懲役懲役何何何何年の年の年の年の刑刑刑刑にににに処処処処すとすとすとすと刑刑刑刑法法法法と一と一と一と一緒緒緒緒です。それを今、です。それを今、です。それを今、です。それを今、ぴぴぴぴしっとしっとしっとしっと我我我我 々々々々は、は、は、は、

教教教教科化科化科化科化もももも目目目目前に前に前に前に迫迫迫迫っているならっているならっているならっているなら準備準備準備準備をして、もっと教育をして、もっと教育をして、もっと教育をして、もっと教育現場現場現場現場でしっかりとでしっかりとでしっかりとでしっかりと記記記記述述述述のののの内容内容内容内容も含も含も含も含

めてめてめてめてふふふふやし、そしてやし、そしてやし、そしてやし、そしてホホホホームルーム等々ームルーム等々ームルーム等々ームルーム等々においても、そのにおいても、そのにおいても、そのにおいても、その内容内容内容内容をををを精精精精査してやっていかなけれ査してやっていかなけれ査してやっていかなけれ査してやっていかなけれ

ばいけないと思う。今のばいけないと思う。今のばいけないと思う。今のばいけないと思う。今の現状現状現状現状はおはおはおはお寒寒寒寒いいいい限限限限りです、りです、りです、りです、根根根根本本本本的的的的にあなたにあなたにあなたにあなた方方方方が、教育が、教育が、教育が、教育現場現場現場現場でででで先先先先生が、生が、生が、生が、

１年に１年に１年に１年に何時間何時間何時間何時間か道か道か道か道徳徳徳徳のののの研研研研修をしましたと。その修をしましたと。その修をしましたと。その修をしましたと。その先先先先生が生が生が生が個人個人個人個人のののの主主主主観で観で観で観でホホホホームルームームルームームルームームルームで言ってで言ってで言ってで言って

いるだけです。本いるだけです。本いるだけです。本いるだけです。本当当当当にににに系統系統系統系統立立立立って言っているのですか。そのことも含めて、もう質問しまって言っているのですか。そのことも含めて、もう質問しまって言っているのですか。そのことも含めて、もう質問しまって言っているのですか。そのことも含めて、もう質問しま

せんが、せんが、せんが、せんが、回回回回答は教育長やってください。答は教育長やってください。答は教育長やってください。答は教育長やってください。

○冨岡教育長○冨岡教育長○冨岡教育長○冨岡教育長 非非非非常常常常に難しい質問でごに難しい質問でごに難しい質問でごに難しい質問でござざざざいます。道います。道います。道います。道徳徳徳徳についてはどうかということでごについてはどうかということでごについてはどうかということでごについてはどうかということでござざざざ

いますけれど、いますけれど、いますけれど、いますけれど、社社社社会というのは、そのとおりではないだろうかと思っています。会というのは、そのとおりではないだろうかと思っています。会というのは、そのとおりではないだろうかと思っています。会というのは、そのとおりではないだろうかと思っています。社社社社会会会会的的的的きききき

ずなをどういうずなをどういうずなをどういうずなをどういう形形形形でででで身身身身につけていくか。このきずなのありようはにつけていくか。このきずなのありようはにつけていくか。このきずなのありようはにつけていくか。このきずなのありようは時時時時代によって代によって代によって代によって変変変変わってくわってくわってくわってく

ると思います。そういうものが、道ると思います。そういうものが、道ると思います。そういうものが、道ると思います。そういうものが、道徳徳徳徳にににに反反反反映映映映されていくことがされていくことがされていくことがされていくことが規範規範規範規範とか、あるいはとか、あるいはとか、あるいはとか、あるいは基基基基本本本本的的的的

な生活の中でどうあるな生活の中でどうあるな生活の中でどうあるな生活の中でどうあるべべべべきかというきかというきかというきかという処処処処しししし方方方方などを一定などを一定などを一定などを一定身身身身につけていくのではないかと。につけていくのではないかと。につけていくのではないかと。につけていくのではないかと。抽抽抽抽

象的象的象的象的ですけれど、そのように考えております。ですけれど、そのように考えております。ですけれど、そのように考えております。ですけれど、そのように考えております。

それと、道それと、道それと、道それと、道徳徳徳徳は今どうなのかということで、道は今どうなのかということで、道は今どうなのかということで、道は今どうなのかということで、道徳資徳資徳資徳資料料料料をををを実実実実はつくっております。ただ、はつくっております。ただ、はつくっております。ただ、はつくっております。ただ、

系統系統系統系統立立立立てているのかどうかといいますと、今、道てているのかどうかといいますと、今、道てているのかどうかといいますと、今、道てているのかどうかといいますと、今、道徳徳徳徳教教教教科化科化科化科化の中での課の中での課の中での課の中での課題題題題が、教が、教が、教が、教科科科科書書書書がない、がない、がない、がない、

教教教教科科科科書書書書をどうするのか、あるいはをどうするのか、あるいはをどうするのか、あるいはをどうするのか、あるいは評価評価評価評価をどうするのか、それからをどうするのか、それからをどうするのか、それからをどうするのか、それから先先先先生の生の生の生の免免免免許許許許はどうするのはどうするのはどうするのはどうするの

かという点が非かという点が非かという点が非かという点が非常常常常に大きな問に大きな問に大きな問に大きな問題題題題点として点として点として点として上上上上げげげげられております。教られております。教られております。教られております。教科化科化科化科化になるのかどうかは、になるのかどうかは、になるのかどうかは、になるのかどうかは、

まだまだまだまだ再再再再生会議生会議生会議生会議等等等等で今、で今、で今、で今、話話話話をされているをされているをされているをされている段階段階段階段階かと思っています。かと思っています。かと思っています。かと思っています。

我我我我 々々々々としましては、今日まで道としましては、今日まで道としましては、今日まで道としましては、今日まで道徳資徳資徳資徳資料料料料ということで、できるだけ、ということで、できるだけ、ということで、できるだけ、ということで、できるだけ、棚棚棚棚田田田田嘉嘉嘉嘉十十十十郎さんです郎さんです郎さんです郎さんです

とか、とか、とか、とか、奈良奈良奈良奈良県にちなんだ、地域にちなんだ県にちなんだ、地域にちなんだ県にちなんだ、地域にちなんだ県にちなんだ、地域にちなんだ方方方方を例としてを例としてを例としてを例として挙挙挙挙げげげげながら、そこでその生きながら、そこでその生きながら、そこでその生きながら、そこでその生き方方方方とととと
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か、あるいはなされたこととか、考えか、あるいはなされたこととか、考えか、あるいはなされたこととか、考えか、あるいはなされたこととか、考え方方方方とかを学とかを学とかを学とかを学習習習習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参参参参考になるように、考になるように、考になるように、考になるように、

地域にちなんだ道地域にちなんだ道地域にちなんだ道地域にちなんだ道徳資徳資徳資徳資料料料料ということでできるだけ活ということでできるだけ活ということでできるだけ活ということでできるだけ活用用用用してもらうようにしております。そしてもらうようにしております。そしてもらうようにしております。そしてもらうようにしております。そ

ういう意ういう意ういう意ういう意味味味味では、あくまでもでは、あくまでもでは、あくまでもでは、あくまでも奈良奈良奈良奈良県の中で県の中で県の中で県の中で我我我我 々々々々が教育を、道が教育を、道が教育を、道が教育を、道徳徳徳徳を考えるという中では、を考えるという中では、を考えるという中では、を考えるという中では、奈奈奈奈

良良良良県にちなんだものでやっていきたいと。この発県にちなんだものでやっていきたいと。この発県にちなんだものでやっていきたいと。この発県にちなんだものでやっていきたいと。この発展展展展系系系系みみみみたいなものが、高校生に行っておたいなものが、高校生に行っておたいなものが、高校生に行っておたいなものが、高校生に行ってお

りますりますりますります奈良奈良奈良奈良ＴＩＭＥＴＩＭＥＴＩＭＥＴＩＭＥというというというという形形形形にもなっているわけで、地域のことをよく知ってもらうことにもなっているわけで、地域のことをよく知ってもらうことにもなっているわけで、地域のことをよく知ってもらうことにもなっているわけで、地域のことをよく知ってもらうこと

も含めて、そういうも含めて、そういうも含めて、そういうも含めて、そういう形形形形では考えてやっているところでごでは考えてやっているところでごでは考えてやっているところでごでは考えてやっているところでござざざざいます。います。います。います。

○中村委員○中村委員○中村委員○中村委員 理理理理解解解解にににに苦苦苦苦ししししむむむむ答弁で、もう答弁で、もう答弁で、もう答弁で、もう多多多多くは言いませんが、きずなをくは言いませんが、きずなをくは言いませんが、きずなをくは言いませんが、きずなを深深深深めるとか、地めるとか、地めるとか、地めるとか、地方方方方

がががが幾幾幾幾らららら努努努努力をしても、力をしても、力をしても、力をしても、我我我我 々々々々のののの社社社社会生活の中で会生活の中で会生活の中で会生活の中で既既既既成しているのは成しているのは成しているのは成しているのは何何何何かというと、まず、国のかというと、まず、国のかというと、まず、国のかというと、まず、国の

政政政政策策策策です。国でです。国でです。国でです。国で法法法法律律律律がつくられれば、そのがつくられれば、そのがつくられれば、そのがつくられれば、その法法法法律律律律にににに基づ基づ基づ基づいてやっていかなければいけないわいてやっていかなければいけないわいてやっていかなければいけないわいてやっていかなければいけないわ

けです。今まで道けです。今まで道けです。今まで道けです。今まで道徳徳徳徳教育が教育が教育が教育が戦戦戦戦後後後後言われてきたけれども日の言われてきたけれども日の言われてきたけれども日の言われてきたけれども日の目目目目をををを見見見見なかったわけです。しかなかったわけです。しかなかったわけです。しかなかったわけです。しか

し、教育し、教育し、教育し、教育基基基基本本本本法法法法の中に道の中に道の中に道の中に道徳徳徳徳教育ということは明教育ということは明教育ということは明教育ということは明記記記記されたわけです。大いに前進したと思っされたわけです。大いに前進したと思っされたわけです。大いに前進したと思っされたわけです。大いに前進したと思っ

ているのです。そしたら、それをどのように県教育委員会がているのです。そしたら、それをどのように県教育委員会がているのです。そしたら、それをどのように県教育委員会がているのです。そしたら、それをどのように県教育委員会が解解解解釈釈釈釈をしてやっていくかが大をしてやっていくかが大をしてやっていくかが大をしてやっていくかが大

事だと思うのです。事だと思うのです。事だと思うのです。事だと思うのです。奈良奈良奈良奈良県県県県奈良奈良奈良奈良県と、地域の県と、地域の県と、地域の県と、地域の特性特性特性特性と言っているようですけれど、生きる国と言っているようですけれど、生きる国と言っているようですけれど、生きる国と言っているようですけれど、生きる国

民、１民、１民、１民、１億億億億１１１１，，，，３００３００３００３００万人万人万人万人の国民の中で、の国民の中で、の国民の中で、の国民の中で、福福福福岡県の国民と岡県の国民と岡県の国民と岡県の国民と奈良奈良奈良奈良県の国民と、県の国民と、県の国民と、県の国民と、小小小小学生、中学生学生、中学生学生、中学生学生、中学生

でででで夢夢夢夢やややや希希希希望は望は望は望は違違違違います。しかしながら、日本います。しかしながら、日本います。しかしながら、日本います。しかしながら、日本人人人人だという点においてはかわりないわけです。だという点においてはかわりないわけです。だという点においてはかわりないわけです。だという点においてはかわりないわけです。

日本日本日本日本人人人人がががが持持持持つつつつべべべべきききき規範規範規範規範とかとかとかとか資資資資質を考えた質を考えた質を考えた質を考えた場場場場合には、合には、合には、合には、奈良奈良奈良奈良県も大きな国の県も大きな国の県も大きな国の県も大きな国の流流流流れの中でれの中でれの中でれの中で創創創創意意意意工工工工

夫をやっていって、夫をやっていって、夫をやっていって、夫をやっていって、奈良奈良奈良奈良県だけのいいものって、そんなものないです。そういうこと考え県だけのいいものって、そんなものないです。そういうこと考え県だけのいいものって、そんなものないです。そういうこと考え県だけのいいものって、そんなものないです。そういうこと考え

たら、やはりもう道たら、やはりもう道たら、やはりもう道たら、やはりもう道徳徳徳徳教育、このい教育、このい教育、このい教育、このいじじじじめの問めの問めの問めの問題題題題もそうですけれども、まず指導者がしっかもそうですけれども、まず指導者がしっかもそうですけれども、まず指導者がしっかもそうですけれども、まず指導者がしっか

りするということ。その指導者りするということ。その指導者りするということ。その指導者りするということ。その指導者づづづづくりのためにくりのためにくりのためにくりのために時間時間時間時間をををを割割割割いてもらいたい。そして、いてもらいたい。そして、いてもらいたい。そして、いてもらいたい。そして、来来来来るるるるべべべべ

き教き教き教き教科化科化科化科化には、には、には、には、全全全全国に国に国に国に先先先先駆駆駆駆けて道けて道けて道けて道徳徳徳徳教育の教育の教育の教育の先先先先進県として進県として進県として進県として頑頑頑頑張張張張っていただきますことをお願っていただきますことをお願っていただきますことをお願っていただきますことをお願

いいいい申申申申しししし上上上上げげげげまして、まして、まして、まして、終終終終わります。わります。わります。わります。

○高柳副委員長○高柳副委員長○高柳副委員長○高柳副委員長 ４４４４点。教育が２つあります。代表質問の関連ですけれども、高校生の点。教育が２つあります。代表質問の関連ですけれども、高校生の点。教育が２つあります。代表質問の関連ですけれども、高校生の点。教育が２つあります。代表質問の関連ですけれども、高校生の通通通通

学の関係で、どう質問を学の関係で、どう質問を学の関係で、どう質問を学の関係で、どう質問を組み立組み立組み立組み立てたらいいかと思いながら、中村委員の質問とはてたらいいかと思いながら、中村委員の質問とはてたらいいかと思いながら、中村委員の質問とはてたらいいかと思いながら、中村委員の質問とは少少少少しししし立場立場立場立場

はははは違違違違うのですけれども。うのですけれども。うのですけれども。うのですけれども。

奈良奈良奈良奈良交交交交通通通通がががが廃廃廃廃止止止止、、、、縮縮縮縮小小小小をををを申申申申し出た２５し出た２５し出た２５し出た２５路路路路線線線線４４４４５５５５系統系統系統系統、、、、ババババスススス路路路路線線線線のののの話話話話はははは去去去去年から年から年から年から起起起起きていきていきていきてい

るのです。２５るのです。２５るのです。２５るのです。２５路路路路線線線線のののの話話話話がどうがどうがどうがどう伝伝伝伝わっているかと言うと、平成２５年１０月にはわっているかと言うと、平成２５年１０月にはわっているかと言うと、平成２５年１０月にはわっているかと言うと、平成２５年１０月には廃廃廃廃止止止止も含も含も含も含

めてめてめてめて結果結果結果結果を出してほしいとを出してほしいとを出してほしいとを出してほしいとテテテテーーーーブブブブルルルルにににに上上上上げげげげられたのです。そうしたら、教育委員会のられたのです。そうしたら、教育委員会のられたのです。そうしたら、教育委員会のられたのです。そうしたら、教育委員会のメメメメンンンン

ババババーーーーは、は、は、は、通通通通学に学に学に学にババババスススス路路路路線線線線をををを使使使使っているっているっているっている人人人人がいるだろうと。これはジがいるだろうと。これはジがいるだろうと。これはジがいるだろうと。これはジャャャャブブブブの応の応の応の応酬酬酬酬でででで結果結果結果結果は決は決は決は決

まらないと思っていたのかわからないけれども、その中でまらないと思っていたのかわからないけれども、その中でまらないと思っていたのかわからないけれども、その中でまらないと思っていたのかわからないけれども、その中で何人何人何人何人使使使使っているかというっているかというっているかというっているかという実態実態実態実態はははは

つかまなければいけません。９月２０日に代表質問をするので、つかまなければいけません。９月２０日に代表質問をするので、つかまなければいけません。９月２０日に代表質問をするので、つかまなければいけません。９月２０日に代表質問をするので、実態実態実態実態はどうですかと言うはどうですかと言うはどうですかと言うはどうですかと言う
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と、９月と、９月と、９月と、９月６６６６日に日に日に日に調調調調査を学校査を学校査を学校査を学校現場現場現場現場におろしているのです。９月１１日ににおろしているのです。９月１１日ににおろしているのです。９月１１日ににおろしているのです。９月１１日に集集集集約約約約となっているのとなっているのとなっているのとなっているの

ですよ。このですよ。このですよ。このですよ。この話話話話を聞いて、もっときっちりを聞いて、もっときっちりを聞いて、もっときっちりを聞いて、もっときっちり調調調調査してくださいと、５日査してくださいと、５日査してくださいと、５日査してくださいと、５日間間間間ぐぐぐぐらいでらいでらいでらいで集集集集約約約約してしてしてして

くださいというくださいというくださいというくださいという話話話話はないと。中はないと。中はないと。中はないと。中身身身身はどのようなはどのようなはどのようなはどのような文文文文章章章章かと聞きますと、２５かと聞きますと、２５かと聞きますと、２５かと聞きますと、２５路路路路線線線線４４４４５５５５系統系統系統系統にににに

限限限限ってってってって調調調調査してくださいと言っているのです。それは査してくださいと言っているのです。それは査してくださいと言っているのです。それは査してくださいと言っているのです。それは南南南南部地域が中心の部地域が中心の部地域が中心の部地域が中心の赤字赤字赤字赤字路路路路線線線線で、で、で、で、廃廃廃廃止止止止

されるというされるというされるというされるというテテテテーーーーブブブブルルルルにににに上上上上がっているがっているがっているがっている路路路路線線線線です。しかし、生です。しかし、生です。しかし、生です。しかし、生駒駒駒駒市の市の市の市の富雄庄富雄庄富雄庄富雄庄田田田田線線線線は、県は、県は、県は、県補補補補助助助助

にはなっていないけれどもにはなっていないけれどもにはなっていないけれどもにはなっていないけれども赤字赤字赤字赤字路路路路線線線線です。です。です。です。奈良奈良奈良奈良北北北北高校の生高校の生高校の生高校の生徒徒徒徒がががが通通通通っていることも含めて、っていることも含めて、っていることも含めて、っていることも含めて、

ババババスススス路路路路線線線線全全全全体が今、県体が今、県体が今、県体が今、県土土土土ママママネネネネジジジジメメメメンンンントトトト部を中心にすったもんだしている大きな課部を中心にすったもんだしている大きな課部を中心にすったもんだしている大きな課部を中心にすったもんだしている大きな課題題題題なのに、なのに、なのに、なのに、

教育委員会はものすごくのんきだと教育委員会はものすごくのんきだと教育委員会はものすごくのんきだと教育委員会はものすごくのんきだと感感感感じじじじました。そのました。そのました。そのました。その辺辺辺辺のところののところののところののところの見解見解見解見解も含めて、今、ども含めて、今、ども含めて、今、ども含めて、今、ど

うなっているのか教えていただきたいと思います。うなっているのか教えていただきたいと思います。うなっているのか教えていただきたいと思います。うなっているのか教えていただきたいと思います。

その次に、いつも質問させてもらっています教育費の問その次に、いつも質問させてもらっています教育費の問その次に、いつも質問させてもらっています教育費の問その次に、いつも質問させてもらっています教育費の問題題題題です。です。です。です。公的公的公的公的な高校はほな高校はほな高校はほな高校はほぼぼぼぼ義義義義務務務務

教育になっていて、そこにきっちり教育になっていて、そこにきっちり教育になっていて、そこにきっちり教育になっていて、そこにきっちり向向向向かい合わないと、かい合わないと、かい合わないと、かい合わないと、家庭家庭家庭家庭の教育力にの教育力にの教育力にの教育力に依拠依拠依拠依拠しているしているしているしている風風風風潮潮潮潮

があって、があって、があって、があって、貧貧貧貧困困困困が連が連が連が連鎖鎖鎖鎖するするするする文文文文化化化化がががが奈良奈良奈良奈良県の中にあるのと県の中にあるのと県の中にあるのと県の中にあるのと違違違違うかとずっと言っているのですうかとずっと言っているのですうかとずっと言っているのですうかとずっと言っているのです

けれども、県教育委員会からもらいましたけれども、県教育委員会からもらいましたけれども、県教育委員会からもらいましたけれども、県教育委員会からもらいました過過過過去去去去５年５年５年５年間間間間のののの資資資資料料料料には、には、には、には、愛愛愛愛知県と知県と知県と知県と奈良奈良奈良奈良県はずっ県はずっ県はずっ県はずっ

ととととワーワーワーワースススストトトト３の中に入っているのです。３の中に入っているのです。３の中に入っているのです。３の中に入っているのです。愛愛愛愛知県は、知県は、知県は、知県は、トトトトヨヨヨヨタ自タ自タ自タ自動動動動車車車車があるからとかどんどんがあるからとかどんどんがあるからとかどんどんがあるからとかどんどん

伸伸伸伸びびびびているているているている自自自自治治治治体の中で体の中で体の中で体の中で別別別別格格格格で、これはで、これはで、これはで、これは統統統統計計計計に出てきていないに出てきていないに出てきていないに出てきていない何何何何かかかか別別別別の手だてがあると思の手だてがあると思の手だてがあると思の手だてがあると思

うのです。うのです。うのです。うのです。奈良奈良奈良奈良県は県は県は県は純粋純粋純粋純粋に、一に、一に、一に、一貫貫貫貫して５年して５年して５年して５年間間間間、、、、ワーワーワーワースススストトトト１と１と１と１とワーワーワーワースススストトトト２を行き２を行き２を行き２を行き来来来来しているしているしているしている

状況状況状況状況です。です。です。です。奈良奈良奈良奈良県は県は県は県は統廃統廃統廃統廃合してすごく合してすごく合してすごく合してすごく集集集集約約約約的的的的にににに運営運営運営運営しているからしているからしているからしているから低低低低いといういといういといういという説説説説明ですけれ明ですけれ明ですけれ明ですけれ

ども、平成２３年度のども、平成２３年度のども、平成２３年度のども、平成２３年度の岐阜岐阜岐阜岐阜県は、県は、県は、県は、以以以以前までは前までは前までは前まではワーワーワーワースススストトトト５に入っていないのです。５に入っていないのです。５に入っていないのです。５に入っていないのです。埼玉埼玉埼玉埼玉県は県は県は県は

出たり入ったりです。出たり入ったりです。出たり入ったりです。出たり入ったりです。千葉千葉千葉千葉県もすごく高いところから県もすごく高いところから県もすごく高いところから県もすごく高いところから落落落落ちてきているのです。年度ごとにちてきているのです。年度ごとにちてきているのです。年度ごとにちてきているのです。年度ごとに

特特特特徴徴徴徴があるのに、大があるのに、大があるのに、大があるのに、大都都都都市市市市近近近近郊郊郊郊のののの奈良奈良奈良奈良県は、県は、県は、県は、集集集集約約約約したからいいというだけではしたからいいというだけではしたからいいというだけではしたからいいというだけでは説説説説明のつかな明のつかな明のつかな明のつかな

いいいいデータデータデータデータがあるのです。だから、このがあるのです。だから、このがあるのです。だから、このがあるのです。だから、この辺辺辺辺のところをもっときっちりとのところをもっときっちりとのところをもっときっちりとのところをもっときっちりと分分分分析析析析したことを、代したことを、代したことを、代したことを、代

表質問では答えられないだろうということで、今表質問では答えられないだろうということで、今表質問では答えられないだろうということで、今表質問では答えられないだろうということで、今回回回回もうもうもうもう少少少少しししし丁寧丁寧丁寧丁寧にこの表のにこの表のにこの表のにこの表の分分分分析析析析をしていをしていをしていをしてい

ただいたことを答弁してほしいと思います。学校ただいたことを答弁してほしいと思います。学校ただいたことを答弁してほしいと思います。学校ただいたことを答弁してほしいと思います。学校規規規規模模模模が大きいからいいというのはすごくが大きいからいいというのはすごくが大きいからいいというのはすごくが大きいからいいというのはすごく

失失失失礼礼礼礼な答弁だとずっと思っています。な答弁だとずっと思っています。な答弁だとずっと思っています。な答弁だとずっと思っています。愛媛愛媛愛媛愛媛県も県も県も県も滋賀滋賀滋賀滋賀県も県も県も県も悪悪悪悪いいいい位位位位置置置置にはいますけれども、にはいますけれども、にはいますけれども、にはいますけれども、ワワワワ

ーーーースススストトトト５からは５からは５からは５からは抜抜抜抜けています。けています。けています。けています。みみみみんな出入りしているのです。んな出入りしているのです。んな出入りしているのです。んな出入りしているのです。キーキーキーキーププププしているのはしているのはしているのはしているのは奈良奈良奈良奈良県県県県

とととと愛愛愛愛知県だけ。知県だけ。知県だけ。知県だけ。愛愛愛愛知県は知県は知県は知県は別別別別格格格格です、です、です、です、自自自自治治治治体の体の体の体の規規規規模模模模も含めて、も含めて、も含めて、も含めて、予予予予算算算算のののの小小小小さいさいさいさい奈良奈良奈良奈良県とは県とは県とは県とは違違違違うううう

大きな県でし大きな県でし大きな県でし大きな県でしょょょょう。だから、ここをもうう。だから、ここをもうう。だから、ここをもうう。だから、ここをもう少少少少しししし丁寧丁寧丁寧丁寧にににに分分分分析析析析したしたしたした形形形形で代表質問ので代表質問ので代表質問ので代表質問の続続続続きの答弁をきの答弁をきの答弁をきの答弁を

してください。してください。してください。してください。

次、次、次、次、外外外外国国国国人支援人支援人支援人支援セセセセンンンンターターターターがががが新新新新たにつくられたという事たにつくられたという事たにつくられたという事たにつくられたという事業業業業です。その事です。その事です。その事です。その事業業業業があることを知があることを知があることを知があることを知

り、ならり、ならり、ならり、ならシシシシルクルクルクルク博博博博記記記記念念念念国国国国際際際際交流交流交流交流財財財財団団団団がががが廃廃廃廃止止止止になる中で、どういうになる中で、どういうになる中で、どういうになる中で、どういう引引引引きききき継継継継ぎぎぎぎをするのかといをするのかといをするのかといをするのかとい
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う質問をしたのをう質問をしたのをう質問をしたのをう質問をしたのを覚覚覚覚えています。そのときには、えています。そのときには、えています。そのときには、えています。そのときには、引引引引きききき継継継継ぎぎぎぎという答弁はなく、国という答弁はなく、国という答弁はなく、国という答弁はなく、国際際際際観光課観光課観光課観光課

がそれをがそれをがそれをがそれを担担担担っていた。ことしですか、っていた。ことしですか、っていた。ことしですか、っていた。ことしですか、外外外外国国国国人支援人支援人支援人支援セセセセンンンンターターターターができた。ができた。ができた。ができた。引引引引きききき継継継継いでいると言いでいると言いでいると言いでいると言

っているのですけれども、っているのですけれども、っているのですけれども、っているのですけれども、何何何何をををを引引引引きききき継継継継いでいるのかと思います。これが１点。いでいるのかと思います。これが１点。いでいるのかと思います。これが１点。いでいるのかと思います。これが１点。

もう一つは、もう一つは、もう一つは、もう一つは、外外外外国国国国人人人人にしても、観光でにしても、観光でにしても、観光でにしても、観光で来来来来るるるる人人人人、、、、留留留留学生、そして学生、そして学生、そして学生、そして外外外外国国国国人人人人労労労労働働働働者があります。者があります。者があります。者があります。

そこのところに関して、どれだけそこのところに関して、どれだけそこのところに関して、どれだけそこのところに関して、どれだけ緻緻緻緻密密密密にににに分分分分析析析析してかかわっているのか。してかかわっているのか。してかかわっているのか。してかかわっているのか。外外外外国国国国人支援人支援人支援人支援セセセセンンンンタタタタ

ーーーーは国は国は国は国際際際際観光課が観光課が観光課が観光課が担当担当担当担当だと。だと。だと。だと。外外外外国国国国人人人人労労労労働働働働者が者が者が者が果果果果たしているたしているたしているたしている役割役割役割役割、、、、奈良奈良奈良奈良県の中でどれだけの県の中でどれだけの県の中でどれだけの県の中でどれだけの

税税税税収収収収をををを満満満満たしているのか。なおかつ、たしているのか。なおかつ、たしているのか。なおかつ、たしているのか。なおかつ、外外外外国国国国人人人人労労労労働働働働者が入って２０年者が入って２０年者が入って２０年者が入って２０年近近近近くなっていると思いくなっていると思いくなっていると思いくなっていると思い

ますけれども、そこの中で、きっちりますけれども、そこの中で、きっちりますけれども、そこの中で、きっちりますけれども、そこの中で、きっちり外外外外国国国国人人人人労労労労働働働働者の者の者の者の支援支援支援支援をしているのであるならば、今、をしているのであるならば、今、をしているのであるならば、今、をしているのであるならば、今、

どうどうどうどう分分分分析析析析しているのか。しているのか。しているのか。しているのか。世世世世帯帯帯帯のののの数数数数、子どもは今、、子どもは今、、子どもは今、、子どもは今、何歳何歳何歳何歳ぐぐぐぐらいになっていて、どういう課らいになっていて、どういう課らいになっていて、どういう課らいになっていて、どういう課題題題題

があるのか。どんながあるのか。どんながあるのか。どんながあるのか。どんな仕仕仕仕事や、地域事や、地域事や、地域事や、地域的的的的にどういうところにいるのかも含めてにどういうところにいるのかも含めてにどういうところにいるのかも含めてにどういうところにいるのかも含めて分分分分析析析析して、はして、はして、はして、はじじじじ

めて手めて手めて手めて手厚厚厚厚いというか、いというか、いというか、いというか、向向向向かい合ったかい合ったかい合ったかい合った外外外外国国国国人支援人支援人支援人支援セセセセンンンンターターターターの活の活の活の活動動動動ができると思うのですけれができると思うのですけれができると思うのですけれができると思うのですけれ

ども、国ども、国ども、国ども、国際際際際観光課の観光課の観光課の観光課の視視視視点で言っていただきたいと思います。点で言っていただきたいと思います。点で言っていただきたいと思います。点で言っていただきたいと思います。

もう一つは、東アジアもう一つは、東アジアもう一つは、東アジアもう一つは、東アジアササササママママーーーーススススクールクールクールクールが今が今が今が今回回回回夏夏夏夏に行われたのですけれども、その成に行われたのですけれども、その成に行われたのですけれども、その成に行われたのですけれども、その成果果果果をををを

言っていただきたいと思います。言っていただきたいと思います。言っていただきたいと思います。言っていただきたいと思います。若若若若いいいい人人人人たちにたちにたちにたちに来来来来ていただいたと思うのですけれども、ていただいたと思うのですけれども、ていただいたと思うのですけれども、ていただいたと思うのですけれども、参参参参

加者加者加者加者へへへへのののの呼び呼び呼び呼びかけかけかけかけ方方方方ですが、どういうですが、どういうですが、どういうですが、どういう形形形形でででで公募公募公募公募しているのか。今までしているのか。今までしているのか。今までしているのか。今までササササママママーーーーススススクールクールクールクールはははは何何何何

回回回回も行っていると思いますけれども、今も行っていると思いますけれども、今も行っていると思いますけれども、今も行っていると思いますけれども、今回回回回の一の一の一の一人人人人頭頭頭頭のののの金金金金額額額額は大は大は大は大分分分分安くはなってきているけ安くはなってきているけ安くはなってきているけ安くはなってきているけ

れども、れども、れども、れども、最最最最初初初初は本は本は本は本当当当当にににに想想想想像像像像もつかないもつかないもつかないもつかないぐぐぐぐらい一らい一らい一らい一人人人人頭頭頭頭、１００、１００、１００、１００万円万円万円万円、２００、２００、２００、２００万円万円万円万円という高いという高いという高いという高い

金金金金額額額額ででででササササママママーーーーススススクールクールクールクールの生の生の生の生徒徒徒徒にににに使使使使っていたと思うのですけれども、そのっていたと思うのですけれども、そのっていたと思うのですけれども、そのっていたと思うのですけれども、その人人人人たちに対してどたちに対してどたちに対してどたちに対してど

んなんなんなんな追追追追跡跡跡跡調調調調査、査、査、査、奈良奈良奈良奈良県との関係、東アジア県との関係、東アジア県との関係、東アジア県との関係、東アジアササササママママーーーーススススクールクールクールクールがががが目目目目指していた、指していた、指していた、指していた、環境環境環境環境をつくっをつくっをつくっをつくっ

ているのかを教えていただきたいと思います。ているのかを教えていただきたいと思います。ているのかを教えていただきたいと思います。ているのかを教えていただきたいと思います。６６６６月議会で、第月議会で、第月議会で、第月議会で、第４４４４回回回回地地地地方方方方政政政政府府府府会合を中国が会合を中国が会合を中国が会合を中国が

やってくれないからやってくれないからやってくれないからやってくれないから奈良奈良奈良奈良県ですると手を県ですると手を県ですると手を県ですると手を挙挙挙挙げげげげていたけれども、それとていたけれども、それとていたけれども、それとていたけれども、それと同同同同時時時時に、５に、５に、５に、５回回回回目目目目のこのこのこのこ

ともともともとも準備準備準備準備しているだろうと思いますので、その考えしているだろうと思いますので、その考えしているだろうと思いますので、その考えしているだろうと思いますので、その考え方方方方も含めて教えていただけたらと思いも含めて教えていただけたらと思いも含めて教えていただけたらと思いも含めて教えていただけたらと思い

ます。ます。ます。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 高校生の高校生の高校生の高校生の通通通通学手学手学手学手段調段調段調段調査についてでご査についてでご査についてでご査についてでござざざざいますけれども、委員おいますけれども、委員おいますけれども、委員おいますけれども、委員お述述述述べべべべ

の２５の２５の２５の２５路路路路線線線線４４４４５５５５系統系統系統系統ののののババババスをスをスをスを利用利用利用利用している県している県している県している県立立立立高校の生高校の生高校の生高校の生徒徒徒徒のののの状況状況状況状況をををを詳詳詳詳しくしくしくしく把把把把握握握握するために、するために、するために、するために、

現在現在現在現在、、、、自自自自宅宅宅宅からからからから鉄鉄鉄鉄道道道道駅駅駅駅間間間間ののののババババスススス利用利用利用利用状況状況状況状況と、と、と、と、鉄鉄鉄鉄道道道道駅駅駅駅から学校から学校から学校から学校間間間間ののののババババスススス利用利用利用利用状況状況状況状況にににに分分分分けましけましけましけまし

てててて調調調調査をしているところでご査をしているところでご査をしているところでご査をしているところでござざざざいます。います。います。います。少少少少しししし集集集集約約約約のののの期間期間期間期間をををを延延延延ばしまして、よりばしまして、よりばしまして、よりばしまして、より綿綿綿綿密密密密にににに丁寧丁寧丁寧丁寧

にににに調調調調査したいということで、査したいということで、査したいということで、査したいということで、調調調調査査査査結果結果結果結果は１０月は１０月は１０月は１０月下下下下旬旬旬旬をめどに、をめどに、をめどに、をめどに、現在現在現在現在、、、、集集集集約約約約をするをするをするをする予予予予定をし定をし定をし定をし

ております。もちろんそのております。もちろんそのております。もちろんそのております。もちろんその結果結果結果結果につきましては、関係課にもにつきましては、関係課にもにつきましては、関係課にもにつきましては、関係課にも伝伝伝伝えてまいりたいと思っておえてまいりたいと思っておえてまいりたいと思っておえてまいりたいと思ってお

ります。ります。ります。ります。
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それそれそれそれ以外以外以外以外のののの路路路路線線線線につきましても、につきましても、につきましても、につきましても、利用利用利用利用状況状況状況状況につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、調調調調査の必要がある査の必要がある査の必要がある査の必要がある場場場場合には、合には、合には、合には、

これも関係課と連携しながら、ご指これも関係課と連携しながら、ご指これも関係課と連携しながら、ご指これも関係課と連携しながら、ご指摘摘摘摘のののの路路路路線線線線以外以外以外以外の部の部の部の部分分分分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検討検討検討検討をしてまいりをしてまいりをしてまいりをしてまいり

たいと思っております。たいと思っております。たいと思っております。たいと思っております。以上以上以上以上でごでごでごでござざざざいます。います。います。います。

○松田教育次長（企画管理室長事務取扱）○松田教育次長（企画管理室長事務取扱）○松田教育次長（企画管理室長事務取扱）○松田教育次長（企画管理室長事務取扱） 教育費の関係でご教育費の関係でご教育費の関係でご教育費の関係でござざざざいます。代表質問でもごいます。代表質問でもごいます。代表質問でもごいます。代表質問でもご

指指指指摘摘摘摘いただきましたように、高校生１いただきましたように、高校生１いただきましたように、高校生１いただきましたように、高校生１人当人当人当人当たりの教育費がこのたりの教育費がこのたりの教育費がこのたりの教育費がこの数数数数年年年年低位低位低位低位であるというご指であるというご指であるというご指であるというご指

摘摘摘摘かと思います。かと思います。かと思います。かと思います。

このこのこのこの調調調調査でご査でご査でご査でござざざざいますが、これはいますが、これはいますが、これはいますが、これは文文文文部部部部科科科科学学学学省省省省がやっております地がやっております地がやっております地がやっております地方方方方教育費教育費教育費教育費調調調調査といいま査といいま査といいま査といいま

して、して、して、して、統統統統計法計法計法計法によるによるによるによる基幹基幹基幹基幹統統統統計計計計でででで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。調調調調査の対査の対査の対査の対象象象象は、は、は、は、全全全全国国国国同同同同じベーじベーじベーじベースでやっスでやっスでやっスでやっ

ておりますので、ておりますので、ておりますので、ておりますので、愛愛愛愛知県とおっし知県とおっし知県とおっし知県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、特特特特殊殊殊殊な事な事な事な事情情情情があるのか知りませんがあるのか知りませんがあるのか知りませんがあるのか知りません

けれど、けれど、けれど、けれど、基基基基本本本本的的的的にはにはにはには同同同同じベーじベーじベーじベースで考えてよいと考えています。ただ、スで考えてよいと考えています。ただ、スで考えてよいと考えています。ただ、スで考えてよいと考えています。ただ、毎毎毎毎年の年の年の年の全全全全国国国国順順順順位位位位のののの低低低低

下下下下につきましては、そのにつきましては、そのにつきましては、そのにつきましては、その時々時々時々時々の各の各の各の各都都都都道道道道府府府府県の教育県の教育県の教育県の教育需需需需要に応要に応要に応要に応じじじじてててて多少多少多少多少教育教育教育教育投投投投資資資資がががが変変変変わったりわったりわったりわったり

しておりますので、そのしておりますので、そのしておりますので、そのしておりますので、その辺辺辺辺のののの影響影響影響影響かと思いますけれども、そこまではかと思いますけれども、そこまではかと思いますけれども、そこまではかと思いますけれども、そこまでは分分分分析析析析にににに至至至至っておりまっておりまっておりまっておりま

せん。せん。せん。せん。

ただ、大きなただ、大きなただ、大きなただ、大きな傾傾傾傾向向向向でででで申申申申しししし上上上上げげげげますと、本会議でも知事が答弁ますと、本会議でも知事が答弁ますと、本会議でも知事が答弁ますと、本会議でも知事が答弁申申申申しししし上上上上げげげげましたとおり、本ましたとおり、本ましたとおり、本ましたとおり、本

県では高校県では高校県では高校県では高校再再再再編編編編により県により県により県により県立立立立高校の高校の高校の高校の規規規規模模模模がががが全全全全国国国国規規規規模模模模で大きくなっております。それで、教育で大きくなっております。それで、教育で大きくなっております。それで、教育で大きくなっております。それで、教育

のののの分分分分野で、野で、野で、野で、規規規規模模模模のののの利利利利益益益益といわれるものがといわれるものがといわれるものがといわれるものが働働働働いているものと考えられまして、本県いているものと考えられまして、本県いているものと考えられまして、本県いているものと考えられまして、本県同同同同様様様様、大、大、大、大

阪阪阪阪府府府府とかとかとかとか埼玉埼玉埼玉埼玉県、県、県、県、愛愛愛愛知県などですが、こういう県につきましては、生知県などですが、こういう県につきましては、生知県などですが、こういう県につきましては、生知県などですが、こういう県につきましては、生徒徒徒徒１１１１人当人当人当人当たりの教育たりの教育たりの教育たりの教育

費が費が費が費が軒軒軒軒並並並並みみみみ低位低位低位低位にあるというにあるというにあるというにあるという傾傾傾傾向向向向をををを示示示示しております。しております。しております。しております。

本県の高校本県の高校本県の高校本県の高校再再再再編編編編前の前の前の前の状況状況状況状況はどうであったかということでごはどうであったかということでごはどうであったかということでごはどうであったかということでござざざざいますが、いますが、いますが、いますが、再再再再編編編編前の平成１前の平成１前の平成１前の平成１

５年での５年での５年での５年での全全全全国国国国順順順順位位位位は３３は３３は３３は３３位位位位でごでごでごでござざざざいました。それで、いました。それで、いました。それで、いました。それで、恐恐恐恐らくこういうらくこういうらくこういうらくこういう規規規規模模模模のののの利利利利益益益益が高校生が高校生が高校生が高校生

１１１１人当人当人当人当たりの教育費に一たりの教育費に一たりの教育費に一たりの教育費に一番番番番大きな大きな大きな大きな影響影響影響影響をををを与与与与えるえるえるえる原因原因原因原因ではなかったかといえます。ではなかったかといえます。ではなかったかといえます。ではなかったかといえます。以上以上以上以上です。です。です。です。

○福井教育振興課長○福井教育振興課長○福井教育振興課長○福井教育振興課長 東アジア東アジア東アジア東アジアササササママママーーーーススススクールクールクールクールの関係でごの関係でごの関係でごの関係でござざざざいます。います。います。います。

まず、ことしのまず、ことしのまず、ことしのまず、ことしのササササママママーーーーススススクールクールクールクールにつきましては、８月１につきましては、８月１につきましては、８月１につきましては、８月１７７７７日から２日から２日から２日から２週週週週間間間間のののの予予予予定で定で定で定で実施実施実施実施いいいい

たしました。このたしました。このたしました。このたしました。このササササママママーーーーススススクールクールクールクールにつきましては、中国、につきましては、中国、につきましては、中国、につきましては、中国、韓韓韓韓国、国、国、国、ベトベトベトベトナナナナムムムム、あと日本と、、あと日本と、、あと日本と、、あと日本と、

４４４４５名の学生が５名の学生が５名の学生が５名の学生が参参参参加になっております。加になっております。加になっております。加になっております。募集方法募集方法募集方法募集方法につきましては、東アジア地につきましては、東アジア地につきましては、東アジア地につきましては、東アジア地方方方方政政政政府府府府会合会合会合会合

にににに参参参参加している加している加している加している団団団団体につきまして体につきまして体につきまして体につきまして募集募集募集募集を行ったところで、を行ったところで、を行ったところで、を行ったところで、４４４４５名の５名の５名の５名の参参参参加となっております。加となっております。加となっております。加となっております。

今今今今回回回回のののの実施実施実施実施した学生の、した学生の、した学生の、した学生の、後後後後のののの追追追追跡跡跡跡調調調調査の査の査の査の件件件件に関しましては、今年度から第１に関しましては、今年度から第１に関しましては、今年度から第１に関しましては、今年度から第１回回回回から第３から第３から第３から第３

回回回回含めまして、含めまして、含めまして、含めまして、卒業卒業卒業卒業生との生との生との生とのネットワークネットワークネットワークネットワークづづづづくりを進めておりまして、今くりを進めておりまして、今くりを進めておりまして、今くりを進めておりまして、今現在現在現在現在、、、、フフフフェイェイェイェイススススブブブブ

ックックックックのののの立立立立ちちちち上上上上げげげげ、、、、メメメメール等ール等ール等ール等の意の意の意の意見見見見交交交交換換換換といったものをといったものをといったものをといったものを始始始始めております。今めております。今めております。今めております。今後後後後、、、、奈良奈良奈良奈良県から県から県から県から

のののの情情情情報報報報発発発発信信信信、また、また、また、また塾塾塾塾生からの生からの生からの生からの情情情情報報報報提提提提供供供供、またいろいろ意、またいろいろ意、またいろいろ意、またいろいろ意見見見見交交交交換換換換をしていきたいと考えておをしていきたいと考えておをしていきたいと考えておをしていきたいと考えてお
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ります。ります。ります。ります。来来来来年度につきましては、今年度の年度につきましては、今年度の年度につきましては、今年度の年度につきましては、今年度の実施実施実施実施のののの内容内容内容内容をををを改改改改めてめてめてめて精精精精査いたしました査いたしました査いたしました査いたしました上上上上で、で、で、で、来来来来

年度の年度の年度の年度の計画計画計画計画をををを予予予予定したいと考えております。定したいと考えております。定したいと考えております。定したいと考えております。以上以上以上以上です。です。です。です。

○阪本国際観光課長○阪本国際観光課長○阪本国際観光課長○阪本国際観光課長 外外外外国国国国人支援人支援人支援人支援セセセセンンンンターターターターのことをのことをのことをのことを申申申申しししし上上上上げげげげます。ます。ます。ます。

ならならならなら・シ・シ・シ・シルクルクルクルクロロロローーーードドドド博博博博記記記記念念念念国国国国際際際際交流交流交流交流財財財財団団団団で行っておりましたものがで行っておりましたものがで行っておりましたものがで行っておりましたものが外外外外国国国国人支援人支援人支援人支援セセセセンンンンターターターター

にににに引引引引きききき継継継継いでいるのかと言われましたが、これまでならいでいるのかと言われましたが、これまでならいでいるのかと言われましたが、これまでならいでいるのかと言われましたが、これまでなら・シ・シ・シ・シルクルクルクルクロロロローーーードドドド博博博博記記記記念念念念国国国国際際際際交流交流交流交流財財財財

団団団団がががが担担担担っておりました国っておりました国っておりました国っておりました国際際際際交流交流交流交流のののの支援支援支援支援、、、、多多多多文文文文化化化化共共共共生の生の生の生の促促促促進につきましては、この進につきましては、この進につきましては、この進につきましては、この外外外外国国国国人支人支人支人支

援援援援セセセセンンンンターターターターでででで引引引引きききき継継継継いでいるところでごいでいるところでごいでいるところでごいでいるところでござざざざいます。います。います。います。

外外外外国国国国人支援人支援人支援人支援セセセセンンンンターターターターでは、ならでは、ならでは、ならでは、なら・シ・シ・シ・シルクルクルクルクロロロローーーードドドド博博博博記記記記念念念念国国国国際際際際交流交流交流交流財財財財団団団団でも行っておりましでも行っておりましでも行っておりましでも行っておりまし

たものとたものとたものとたものと同同同同様様様様に、に、に、に、在在在在住住住住外外外外国国国国人人人人に対してのに対してのに対してのに対しての多多多多言言言言語語語語での生活相での生活相での生活相での生活相談談談談やややや情情情情報報報報提提提提供供供供を行っております。を行っております。を行っております。を行っております。

また、地域の国また、地域の国また、地域の国また、地域の国際化際化際化際化促促促促進のために県民や国進のために県民や国進のために県民や国進のために県民や国際際際際交流交流交流交流団団団団体の体の体の体の方々方々方々方々とのとのとのとのココココーデーデーデーディィィィネートネートネートネート役役役役につきにつきにつきにつき

ましても、国ましても、国ましても、国ましても、国際際際際交流交流交流交流団団団団体の活体の活体の活体の活動動動動を県のを県のを県のを県のホホホホームームームームペペペペーーーージでジでジでジで掲載掲載掲載掲載したり、したり、したり、したり、情情情情報報報報提提提提供供供供等等等等をををを直接直接直接直接やっやっやっやっ

ているところでごているところでごているところでごているところでござざざざいます。さらに、ならいます。さらに、ならいます。さらに、ならいます。さらに、なら・シ・シ・シ・シルクルクルクルクロロロローーーードドドド博博博博記記記記念念念念国国国国際際際際交流交流交流交流財財財財団解団解団解団解散散散散後後後後に、に、に、に、

平成２平成２平成２平成２４４４４年は大学や民年は大学や民年は大学や民年は大学や民間間間間のののの方々方々方々方々のののの実施実施実施実施としておりましたとしておりましたとしておりましたとしておりました留留留留学生の学生の学生の学生の支援支援支援支援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復復復復活活活活

させ、させ、させ、させ、外外外外国国国国人支援人支援人支援人支援セセセセンンンンターターターターの中にの中にの中にの中に留留留留学生学生学生学生交流交流交流交流室を室を室を室を新設新設新設新設いたしまして、県いたしまして、県いたしまして、県いたしまして、県内内内内のののの社寺社寺社寺社寺やややや文文文文化施化施化施化施

設設設設をををを無無無無料料料料でめでめでめでめぐぐぐぐるるるるパパパパススススポートポートポートポートの発行や、の発行や、の発行や、の発行や、留留留留学生の学生の学生の学生の交流交流交流交流イイイイベベベベンンンントトトトの開の開の開の開催催催催などをなどをなどをなどを通通通通して、して、して、して、奈良奈良奈良奈良

県の県の県の県の文文文文化化化化をををを留留留留学生の学生の学生の学生の方々方々方々方々に知ってもらうに知ってもらうに知ってもらうに知ってもらう機機機機会も提会も提会も提会も提供供供供しているところでごしているところでごしているところでごしているところでござざざざいます。います。います。います。

もう一つ、もう一つ、もう一つ、もう一つ、在在在在住住住住外外外外国国国国人人人人のののの方へ方へ方へ方へのののの支援支援支援支援についてです。についてです。についてです。についてです。

現在現在現在現在、、、、奈良奈良奈良奈良県に県に県に県に在在在在住住住住のののの外外外外国国国国人人人人のののの現況現況現況現況は、総は、総は、総は、総数数数数が１が１が１が１万万万万１１１１，，，，００００００００００００人人人人でごでごでごでござざざざいます。これはいます。これはいます。これはいます。これは

平成２平成２平成２平成２４４４４年１２月年１２月年１２月年１２月末末末末のののの法法法法務務務務省省省省のののの在留外在留外在留外在留外国国国国人人人人統統統統計計計計によるものでごによるものでごによるものでごによるものでござざざざいます。います。います。います。全全全全国の国の国の国の外外外外国国国国人人人人のののの

約約約約００００．．．．５％でご５％でご５％でご５％でござざざざいまして、いまして、いまして、いまして、奈良奈良奈良奈良県県県県人人人人口口口口のののの約約約約００００．．．．８％でご８％でご８％でご８％でござざざざいます。います。います。います。過過過過去去去去１０年１０年１０年１０年間間間間のののの全全全全体体体体

数数数数１１１１万万万万１１１１，，，，００００００００００００人人人人程度でご程度でご程度でご程度でござざざざいまして、これはいまして、これはいまして、これはいまして、これは同同同同様様様様に推に推に推に推移移移移しているところでごしているところでごしているところでごしているところでござざざざいます。います。います。います。

出出出出身身身身者は、国者は、国者は、国者は、国籍別籍別籍別籍別でいきますと、一でいきますと、一でいきますと、一でいきますと、一番番番番多多多多いのはいのはいのはいのは韓韓韓韓国、国、国、国、朝鮮朝鮮朝鮮朝鮮人人人人のののの方方方方、これが３９％いらっし、これが３９％いらっし、これが３９％いらっし、これが３９％いらっし

ゃゃゃゃいます。あと中国います。あと中国います。あと中国います。あと中国人人人人のののの方方方方が３０％、が３０％、が３０％、が３０％、フフフフィィィィリリリリピピピピンのンのンのンの方方方方が５％、が５％、が５％、が５％、ブラブラブラブラジジジジルルルルのののの方方方方が５％というが５％というが５％というが５％という

状況状況状況状況でごでごでごでござざざざいます。います。います。います。在在在在住住住住外外外外国国国国人人人人の中には長く日本にの中には長く日本にの中には長く日本にの中には長く日本に住住住住んでおられて生活に不んでおられて生活に不んでおられて生活に不んでおられて生活に不自自自自由由由由のないのないのないのない方方方方

もおられるのですが、もおられるのですが、もおられるのですが、もおられるのですが、留留留留学生や、学生や、学生や、学生や、技能技能技能技能実習実習実習実習生とかで生とかで生とかで生とかで来来来来られているられているられているられている方方方方につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、来来来来日日日日

しているしているしているしている方々方々方々方々にににに周周周周囲囲囲囲のののの支援支援支援支援者がいない者がいない者がいない者がいない場場場場合もご合もご合もご合もござざざざいます。言います。言います。言います。言語語語語や生活や生活や生活や生活習習習習慣慣慣慣などのなどのなどのなどの経経経経験験験験のののの違違違違

いから生活においから生活においから生活においから生活にお困困困困りのりのりのりの場場場場合もご合もご合もご合もござざざざいますので、そういうことをいますので、そういうことをいますので、そういうことをいますので、そういうことを抱抱抱抱えておられるえておられるえておられるえておられる方方方方についてについてについてについて

の相の相の相の相談談談談もももも実施実施実施実施しているしているしているしている状況状況状況状況でごでごでごでござざざざいます。います。います。います。以上以上以上以上でごでごでごでござざざざいます。います。います。います。

○山口東アジア連携課長○山口東アジア連携課長○山口東アジア連携課長○山口東アジア連携課長 副委員長の副委員長の副委員長の副委員長の最最最最後後後後のご質問は、東アジア地のご質問は、東アジア地のご質問は、東アジア地のご質問は、東アジア地方方方方政政政政府府府府会合のものと受会合のものと受会合のものと受会合のものと受

けけけけ取取取取らせていただきました。らせていただきました。らせていただきました。らせていただきました。昨昨昨昨年年年年７７７７月に月に月に月に陝陝陝陝西西西西省省省省のののの省省省省庁庁庁庁より、より、より、より、自自自自国での開国での開国での開国での開催催催催にににに向向向向けましてごけましてごけましてごけましてご
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提案がありましたあと、事務提案がありましたあと、事務提案がありましたあと、事務提案がありましたあと、事務的的的的にににに詰詰詰詰めてまいりましたが、本年めてまいりましたが、本年めてまいりましたが、本年めてまいりましたが、本年６６６６月に、月に、月に、月に、残残残残念念念念ながら今のとながら今のとながら今のとながら今のと

ころ中ころ中ころ中ころ中央央央央政政政政府府府府のののの許可許可許可許可がおりないので決定するにはがおりないので決定するにはがおりないので決定するにはがおりないので決定するには至至至至らないというらないというらないというらないという経経経経緯緯緯緯がごがごがごがござざざざいまして、本いまして、本いまして、本いまして、本

年度は年度は年度は年度は継続継続継続継続開開開開催催催催にににに重重重重きをきをきをきを置置置置きまして、きまして、きまして、きまして、来来来来年１月の開年１月の開年１月の開年１月の開催催催催にににに向向向向けましてけましてけましてけまして鋭鋭鋭鋭意事務を進めている意事務を進めている意事務を進めている意事務を進めている

ところでごところでごところでごところでござざざざいます。今年度につきましては、スいます。今年度につきましては、スいます。今年度につきましては、スいます。今年度につきましては、スケケケケジジジジュュュュールールールールを明確に、を明確に、を明確に、を明確に、早早早早期期期期にしまして、にしまして、にしまして、にしまして、

会合の会合の会合の会合の内容等内容等内容等内容等をををを丁寧丁寧丁寧丁寧にににに説説説説明しながら、会員地明しながら、会員地明しながら、会員地明しながら、会員地方方方方政政政政府府府府にはにはにはには参参参参加を加を加を加を呼び呼び呼び呼びかけてまいりたいと思かけてまいりたいと思かけてまいりたいと思かけてまいりたいと思

います。います。います。います。

そして、次年度そして、次年度そして、次年度そして、次年度以以以以降降降降どうするのかという質問がごどうするのかという質問がごどうするのかという質問がごどうするのかという質問がござざざざいました。東アジア地いました。東アジア地いました。東アジア地いました。東アジア地方方方方政政政政府府府府会合の会合の会合の会合の

目的目的目的目的であります、相であります、相であります、相であります、相互互互互理理理理解解解解をををを深深深深めることにめることにめることにめることに重重重重点を点を点を点を置置置置いて、本会合をいて、本会合をいて、本会合をいて、本会合を継続的継続的継続的継続的に開に開に開に開催催催催することすることすることすること

により、各地により、各地により、各地により、各地方方方方政政政政府府府府間間間間ののののママママルルルルチチチチななななココココミミミミュニュニュニュニケーケーケーケーシシシショョョョンをさらに活発ンをさらに活発ンをさらに活発ンをさらに活発化化化化させるとともに東アさせるとともに東アさせるとともに東アさせるとともに東ア

ジアの安定ジアの安定ジアの安定ジアの安定的的的的な発な発な発な発展展展展にもにもにもにも貢献貢献貢献貢献できる、大きなできる、大きなできる、大きなできる、大きな目的目的目的目的ではごではごではごではござざざざいますが、このようないますが、このようないますが、このようないますが、このような気気気気概概概概をををを持持持持

ちまして進めてまいりたいと思います。ちまして進めてまいりたいと思います。ちまして進めてまいりたいと思います。ちまして進めてまいりたいと思います。

また、これは会をまた、これは会をまた、これは会をまた、これは会を重重重重ねるごとに皆ねるごとに皆ねるごとに皆ねるごとに皆様様様様の理の理の理の理解解解解が大が大が大が大層層層層深深深深まってまいったと考えております。まってまいったと考えております。まってまいったと考えております。まってまいったと考えております。

当初当初当初当初、日中、日中、日中、日中間間間間の１９地の１９地の１９地の１９地方方方方政政政政府府府府で開で開で開で開始始始始いたしましたものが、今はいたしましたものが、今はいたしましたものが、今はいたしましたものが、今は７７７７カカカカ国国国国６４６４６４６４地地地地方方方方政政政政府府府府と大きと大きと大きと大き

なななな組組組組織織織織になってまいりました。また、になってまいりました。また、になってまいりました。また、になってまいりました。また、自自自自国での開国での開国での開国での開催催催催に前に前に前に前向向向向きな地きな地きな地きな地方方方方政政政政府府府府、そして、次年度、そして、次年度、そして、次年度、そして、次年度

はははは無無無無理でも、その次に理でも、その次に理でも、その次に理でも、その次に何何何何とかできればというとかできればというとかできればというとかできればという希希希希望を望を望を望を述述述述べべべべられた地られた地られた地られた地方方方方政政政政府府府府もごもごもごもござざざざいますので、いますので、いますので、いますので、

会員地会員地会員地会員地方方方方政政政政府府府府にごにごにごにご協協協協力を今力を今力を今力を今後後後後もももも求求求求めながら進めてまいりたいと思っております。めながら進めてまいりたいと思っております。めながら進めてまいりたいと思っております。めながら進めてまいりたいと思っております。以上以上以上以上でごでごでごでご

ざざざざいます。います。います。います。

○高柳副委員長○高柳副委員長○高柳副委員長○高柳副委員長 大きな大きな大きな大きな気気気気概概概概をををを持持持持ってやっていただくと決意をってやっていただくと決意をってやっていただくと決意をってやっていただくと決意を述述述述べべべべてもらっているのですてもらっているのですてもらっているのですてもらっているのです

けれど、どうもいただけないのです。例えばけれど、どうもいただけないのです。例えばけれど、どうもいただけないのです。例えばけれど、どうもいただけないのです。例えばササササママママーーーーススススクールクールクールクールだけでだけでだけでだけで去去去去年が年が年が年が４，４，４，４，５００５００５００５００万円万円万円万円

使使使使っているのですよ。今っているのですよ。今っているのですよ。今っているのですよ。今回回回回３３３３，，，，５８０５８０５８０５８０万円万円万円万円使使使使って、って、って、って、外外外外国国国国人支援人支援人支援人支援セセセセンンンンターターターターは１は１は１は１，，，，９００９００９００９００万円万円万円万円

です。この差はです。この差はです。この差はです。この差は何何何何かというのがあって、本かというのがあって、本かというのがあって、本かというのがあって、本当当当当に国に国に国に国際際際際交流交流交流交流のののの基基基基本本本本的的的的な考えな考えな考えな考え方方方方というのは、県というのは、県というのは、県というのは、県

のさまのさまのさまのさまざざざざまなまなまなまな施策施策施策施策を国を国を国を国際的際的際的際的にもにもにもにも通通通通用用用用するかどうかするかどうかするかどうかするかどうか自分自分自分自分たちのたちのたちのたちの検検検検証証証証、考、考、考、考古古古古学ということも含学ということも含学ということも含学ということも含

めてめてめてめて耐耐耐耐えられるかどうかはえられるかどうかはえられるかどうかはえられるかどうかは別別別別というというというという感感感感じじじじで、で、で、で、奈良奈良奈良奈良県は県は県は県は奈良奈良奈良奈良県で進めているような中で、国県で進めているような中で、国県で進めているような中で、国県で進めているような中で、国

際化際化際化際化のののの話話話話はははは無無無無理があるのと理があるのと理があるのと理があるのと違違違違うのかとうのかとうのかとうのかと感感感感じじじじながら、東アジアのながら、東アジアのながら、東アジアのながら、東アジアの目的目的目的目的とととと実際実際実際実際の県の職員の日の県の職員の日の県の職員の日の県の職員の日

常常常常ののののワークワークワークワークは思いっきりは思いっきりは思いっきりは思いっきり外外外外れているのとれているのとれているのとれているのと違違違違うかとずっと思っていて、この問うかとずっと思っていて、この問うかとずっと思っていて、この問うかとずっと思っていて、この問題題題題はははは追追追追っていっていっていってい

きたいと思っている課きたいと思っている課きたいと思っている課きたいと思っている課題題題題です。です。です。です。

ササササママママーーーーススススクールクールクールクールもももも同同同同じじじじです。どういうです。どういうです。どういうです。どういう形形形形でででで公募公募公募公募しているかと聞いたら、しているかと聞いたら、しているかと聞いたら、しているかと聞いたら、参参参参加している国加している国加している国加している国

にににに任任任任せていますという言いせていますという言いせていますという言いせていますという言い方方方方なわけでしなわけでしなわけでしなわけでしょょょょう。う。う。う。参参参参加した議員に加した議員に加した議員に加した議員に話話話話を聞かせてもらったら、を聞かせてもらったら、を聞かせてもらったら、を聞かせてもらったら、

参参参参加者の加者の加者の加者のササササママママーーーーススススクールクールクールクール生が教生が教生が教生が教授授授授に言われてに言われてに言われてに言われて来来来来たのですというのがたのですというのがたのですというのがたのですというのが圧倒圧倒圧倒圧倒的的的的なななな感感感感じじじじなのです。なのです。なのです。なのです。

ということは、一本ということは、一本ということは、一本ということは、一本釣釣釣釣りなのです。皆さん大学りなのです。皆さん大学りなのです。皆さん大学りなのです。皆さん大学卒業卒業卒業卒業してて、してて、してて、してて、自分自分自分自分ののののゼミゼミゼミゼミの教の教の教の教授授授授から、行きから、行きから、行きから、行き
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なさいと言われてなさいと言われてなさいと言われてなさいと言われて来来来来るわけでしるわけでしるわけでしるわけでしょょょょう。そのう。そのう。そのう。そのレベルレベルレベルレベルののののササササママママーーーーススススクールクールクールクールをやっているのだと思をやっているのだと思をやっているのだと思をやっているのだと思

ったら、やっている職員も熱が入りますか。ったら、やっている職員も熱が入りますか。ったら、やっている職員も熱が入りますか。ったら、やっている職員も熱が入りますか。ササササママママーーーーススススクールクールクールクールだけでだけでだけでだけで４，４，４，４，５００５００５００５００万円万円万円万円、、、、三千三千三千三千

何何何何百百百百万円万円万円万円です。中国です。中国です。中国です。中国人人人人が２が２が２が２番番番番目目目目にににに多多多多かったです。かったです。かったです。かったです。

中国中国中国中国人人人人がががが多多多多いというのは、いというのは、いというのは、いというのは、個人個人個人個人でででで研研研研修生とかで修生とかで修生とかで修生とかで来来来来ているのですよ。日本にいるているのですよ。日本にいるているのですよ。日本にいるているのですよ。日本にいる外外外外国国国国人人人人のののの

実態実態実態実態もいろいろあるわけです。県のもいろいろあるわけです。県のもいろいろあるわけです。県のもいろいろあるわけです。県の仕仕仕仕事を事を事を事を通じ通じ通じ通じて国て国て国て国際的際的際的際的な関係がな関係がな関係がな関係が持持持持てると思っているので、てると思っているので、てると思っているので、てると思っているので、

他他他他府府府府県にあるの国県にあるの国県にあるの国県にあるの国際際際際交流交流交流交流セセセセンンンンターターターターを、を、を、を、奈良奈良奈良奈良県は県は県は県は潰潰潰潰しました。しました。しました。しました。潰潰潰潰してしてしてして官官官官だけでやっているのだけでやっているのだけでやっているのだけでやっているの

です。です。です。です。協協協協働働働働のののの分分分分野は野は野は野は協協協協働働働働推進課が推進課が推進課が推進課が担担担担うのです。うのです。うのです。うのです。公公公公務員の務員の務員の務員の視視視視点で点で点で点で外外外外国国国国人支援人支援人支援人支援をするという、をするという、をするという、をするという、

すごくすごくすごくすごく特特特特異異異異なななな支援支援支援支援セセセセンンンンターターターターをつくっている。をつくっている。をつくっている。をつくっている。担当担当担当担当課が課が課が課が全全全全国の国の国の国の外外外外国国国国人人人人とどうとどうとどうとどう向向向向き合っているき合っているき合っているき合っている

のか。国のか。国のか。国のか。国際際際際交流交流交流交流セセセセンンンンターターターターがががが自立自立自立自立していろいろなしていろいろなしていろいろなしていろいろな支援支援支援支援をしているをしているをしているをしている実態実態実態実態もあると思うので、もあると思うので、もあると思うので、もあると思うので、奈奈奈奈

良良良良県の県の県の県の特特特特異異異異なのをなのをなのをなのを早早早早いいいい段階段階段階段階で、国で、国で、国で、国際際際際交流交流交流交流セセセセンンンンターターターターを民を民を民を民間間間間でつくっていくのをでつくっていくのをでつくっていくのをでつくっていくのを支援支援支援支援するするするする立場立場立場立場

に行ったほうがいいのとちがうかということで質問をさせてもらいました。に行ったほうがいいのとちがうかということで質問をさせてもらいました。に行ったほうがいいのとちがうかということで質問をさせてもらいました。に行ったほうがいいのとちがうかということで質問をさせてもらいました。

そして、そして、そして、そして、通通通通学の問学の問学の問学の問題題題題です。２５です。２５です。２５です。２５路路路路線線線線４４４４５５５５系統系統系統系統、、、、早早早早速速速速きっちりときっちりときっちりときっちりと調調調調べべべべてもらうことはいいてもらうことはいいてもらうことはいいてもらうことはいい

ことなのです。けれども、ことなのです。けれども、ことなのです。けれども、ことなのです。けれども、公公公公共共共共交交交交通通通通ははははネットワークネットワークネットワークネットワークです。です。です。です。南南南南部地域だけ部地域だけ部地域だけ部地域だけ調調調調べべべべても、ても、ても、ても、奈良奈良奈良奈良県県県県

はははは全全全全県１県１県１県１区区区区制制制制だから、だから、だから、だから、南南南南部地域から部地域から部地域から部地域からババババスにスにスにスに乗乗乗乗ってってってって駅駅駅駅に行って出ていく生に行って出ていく生に行って出ていく生に行って出ていく生徒徒徒徒もいるのです。もいるのです。もいるのです。もいるのです。

奈良奈良奈良奈良北北北北高校の高校の高校の高校の路路路路線線線線は県のは県のは県のは県の補補補補助助助助金金金金対対対対象象象象にはなっていないのです。にはなっていないのです。にはなっていないのです。にはなっていないのです。補補補補助助助助金金金金を、正確にを、正確にを、正確にを、正確に運運運運用用用用せず、せず、せず、せず、

補補補補助助助助金金金金対応になっていないから２５対応になっていないから２５対応になっていないから２５対応になっていないから２５路路路路線線線線４４４４５５５５系統系統系統系統に入っていないのです。入っていないけに入っていないのです。入っていないけに入っていないのです。入っていないけに入っていないのです。入っていないけ

れどもれどもれどもれども使使使使っていますでしっていますでしっていますでしっていますでしょょょょう。う。う。う。使使使使っているっているっているっている実態実態実態実態をををを上上上上げげげげればればればれば補補補補助助助助金金金金要要要要綱綱綱綱によるのです。けれによるのです。けれによるのです。けれによるのです。けれ

ども、県がども、県がども、県がども、県が上上上上げげげげていないからていないからていないからていないから補補補補助助助助金金金金対対対対象象象象になっていないになっていないになっていないになっていない実態実態実態実態があるのです。だから、があるのです。だから、があるのです。だから、があるのです。だから、奈良奈良奈良奈良

県の県の県の県の全全全全ての高校でての高校でての高校でての高校で通通通通学に学に学に学に公公公公共共共共交交交交通通通通をををを使使使使っているっているっているっている実態実態実態実態をつかまないといけないと思います。をつかまないといけないと思います。をつかまないといけないと思います。をつかまないといけないと思います。

そういうことをそういうことをそういうことをそういうことを通じ通じ通じ通じて、て、て、て、奈良奈良奈良奈良県の県の県の県の公公公公共共共共交交交交通通通通のことに関して、のことに関して、のことに関して、のことに関して、家家家家族族族族とか、生とか、生とか、生とか、生徒徒徒徒やややや先先先先生も含め生も含め生も含め生も含め

て、今どういうて、今どういうて、今どういうて、今どういう状況状況状況状況なのか理なのか理なのか理なのか理解解解解がががが深深深深まる。もっとまる。もっとまる。もっとまる。もっと使使使使わないといけないというわないといけないというわないといけないというわないといけないという話話話話になると思になると思になると思になると思

うのです。もううのです。もううのです。もううのです。もう来来来来年の年の年の年の募集募集募集募集要項を出すわけでし要項を出すわけでし要項を出すわけでし要項を出すわけでしょょょょう。う。う。う。路路路路線線線線がなくなったらどうするのですがなくなったらどうするのですがなくなったらどうするのですがなくなったらどうするのです

か。県か。県か。県か。県土土土土ママママネネネネジジジジメメメメンンンントトトト部が決める部が決める部が決める部が決める話話話話とちがうのです。教育委員会がきっちりと子どもたちとちがうのです。教育委員会がきっちりと子どもたちとちがうのです。教育委員会がきっちりと子どもたちとちがうのです。教育委員会がきっちりと子どもたち

のののの通通通通学の手学の手学の手学の手段段段段をををを守守守守るるるる立場立場立場立場で、決意表明をしてください、今のあるで、決意表明をしてください、今のあるで、決意表明をしてください、今のあるで、決意表明をしてください、今のある路路路路線線線線をををを守守守守るのだと。大るのだと。大るのだと。大るのだと。大宇宇宇宇

陀陀陀陀高校の高校の高校の高校の路路路路線線線線は、県のは、県のは、県のは、県の補補補補助助助助が出ていません。学校のが出ていません。学校のが出ていません。学校のが出ていません。学校の半半半半分分分分はははは利用利用利用利用している。している。している。している。切切切切られるかわかられるかわかられるかわかられるかわか

らないけれども、らないけれども、らないけれども、らないけれども、切切切切りますという中にりますという中にりますという中にりますという中に上上上上がっているのです。がっているのです。がっているのです。がっているのです。危機危機危機危機感感感感持持持持って対応してくださって対応してくださって対応してくださって対応してくださ

い。決意表明をやってください。い。決意表明をやってください。い。決意表明をやってください。い。決意表明をやってください。

もう一つは、教育費についてです。もう一つは、教育費についてです。もう一つは、教育費についてです。もう一つは、教育費についてです。統廃統廃統廃統廃合されて大きくしてから合されて大きくしてから合されて大きくしてから合されて大きくしてから奈良奈良奈良奈良県は一県は一県は一県は一貫貫貫貫して、して、して、して、多多多多

分分分分この５年この５年この５年この５年間以間以間以間以前は前は前は前は全全全全国国国国ワーワーワーワースススストワトワトワトワンだったと思うのです。この５年ンだったと思うのです。この５年ンだったと思うのです。この５年ンだったと思うのです。この５年間間間間の中ではの中ではの中ではの中ではワーワーワーワースススストトトト

ワワワワンは、平成１９年がンは、平成１９年がンは、平成１９年がンは、平成１９年が奈良奈良奈良奈良県です、平成２０年が県です、平成２０年が県です、平成２０年が県です、平成２０年が佐賀佐賀佐賀佐賀県です、平成２１年が県です、平成２１年が県です、平成２１年が県です、平成２１年が奈良奈良奈良奈良県です、県です、県です、県です、
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平成２２年が平成２２年が平成２２年が平成２２年が愛愛愛愛知県、平成２３年がまた知県、平成２３年がまた知県、平成２３年がまた知県、平成２３年がまた愛愛愛愛知県となっているのです。知県となっているのです。知県となっているのです。知県となっているのです。ワーワーワーワースススストトトト２はほ２はほ２はほ２はほぼ奈ぼ奈ぼ奈ぼ奈

良良良良県です。各県の県です。各県の県です。各県の県です。各県の状況状況状況状況をををを分分分分析析析析しながら、しながら、しながら、しながら、赤赤赤赤いいいいグラグラグラグラフフフフでででで見見見見たら、たら、たら、たら、みみみみんなほどほどのところをんなほどほどのところをんなほどほどのところをんなほどほどのところを

出しているのです。出しているのです。出しているのです。出しているのです。奈良奈良奈良奈良県だけがずっと県だけがずっと県だけがずっと県だけがずっと端端端端にいっているのです。そこのところに関して、にいっているのです。そこのところに関して、にいっているのです。そこのところに関して、にいっているのです。そこのところに関して、

耐耐耐耐震震震震化化化化を今、を今、を今、を今、性性性性根根根根を入れてするとおっしを入れてするとおっしを入れてするとおっしを入れてするとおっしゃゃゃゃっています。これも教育費の中に入っています。っています。これも教育費の中に入っています。っています。これも教育費の中に入っています。っています。これも教育費の中に入っています。

とするならば、とするならば、とするならば、とするならば、来来来来年はどうなるか、年はどうなるか、年はどうなるか、年はどうなるか、シシシシミミミミュュュュレーレーレーレーシシシショョョョンやっていますね。ンやっていますね。ンやっていますね。ンやっていますね。何何何何位位位位ぐぐぐぐらいになるらいになるらいになるらいになる

のですか。そういうことも含めてもう一度お願いします。のですか。そういうことも含めてもう一度お願いします。のですか。そういうことも含めてもう一度お願いします。のですか。そういうことも含めてもう一度お願いします。以上以上以上以上です。です。です。です。

○吉田教育理事○吉田教育理事○吉田教育理事○吉田教育理事 日日日日常常常常のののの通通通通学にかかわることでご学にかかわることでご学にかかわることでご学にかかわることでござざざざいます。生います。生います。生います。生徒徒徒徒、保、保、保、保護護護護者、その者、その者、その者、その気持気持気持気持ちにちにちにちに

なってきっちりとなってきっちりとなってきっちりとなってきっちりと調調調調査に査に査に査に当当当当たってまいりたいと思います。たってまいりたいと思います。たってまいりたいと思います。たってまいりたいと思います。

○松田教育次長（企画管理室長事務取扱）○松田教育次長（企画管理室長事務取扱）○松田教育次長（企画管理室長事務取扱）○松田教育次長（企画管理室長事務取扱） このこのこのこの調調調調査につきましては、例えば平成２５年査につきましては、例えば平成２５年査につきましては、例えば平成２５年査につきましては、例えば平成２５年

度に度に度に度に調調調調査を行いますと平成２査を行いますと平成２査を行いますと平成２査を行いますと平成２４４４４年度の年度の年度の年度の結果結果結果結果として出てきます。として出てきます。として出てきます。として出てきます。耐耐耐耐震震震震化化化化につきましては、さにつきましては、さにつきましては、さにつきましては、さ

らに平成２らに平成２らに平成２らに平成２６６６６年度に年度に年度に年度に調調調調査をする査をする査をする査をする段階段階段階段階で、平成２５年度で、平成２５年度で、平成２５年度で、平成２５年度耐耐耐耐震震震震化予化予化予化予算算算算がががが反反反反映映映映されますので、まされますので、まされますので、まされますので、ま

だだだだ先先先先のののの話話話話になってまいります。になってまいります。になってまいります。になってまいります。調調調調査項査項査項査項目目目目もいろいろごもいろいろごもいろいろごもいろいろござざざざいますので、その中でまたいますので、その中でまたいますので、その中でまたいますので、その中でまたシシシシミミミミュュュュ

レーレーレーレーシシシショョョョンといいますか、ンといいますか、ンといいますか、ンといいますか、検討検討検討検討してまいりたいと考えております。してまいりたいと考えております。してまいりたいと考えております。してまいりたいと考えております。以上以上以上以上です。です。です。です。

○高柳副委員長○高柳副委員長○高柳副委員長○高柳副委員長 全全全全体体体体的的的的ににににババババスススス路路路路線線線線はははは検討検討検討検討しなければならないときはしなければならないときはしなければならないときはしなければならないときは検討検討検討検討したいという答したいという答したいという答したいという答

弁をする、そういう弁をする、そういう弁をする、そういう弁をする、そういう価価価価値値値値観、考え観、考え観、考え観、考え方方方方は、さきには、さきには、さきには、さきに全全全全体体体体的的的的にすると言われたのですけれども、にすると言われたのですけれども、にすると言われたのですけれども、にすると言われたのですけれども、

それを言わせてもらうそれを言わせてもらうそれを言わせてもらうそれを言わせてもらう雰雰雰雰囲囲囲囲気気気気があるとするならば、があるとするならば、があるとするならば、があるとするならば、ぜひぜひぜひぜひともともともとも変変変変えていただきたいと思うのえていただきたいと思うのえていただきたいと思うのえていただきたいと思うの

です。しなければならないということは、です。しなければならないということは、です。しなければならないということは、です。しなければならないということは、自分自分自分自分が思ったらすればいいのです。が思ったらすればいいのです。が思ったらすればいいのです。が思ったらすればいいのです。上上上上のののの人間人間人間人間をををを

変変変変えていく決意でないと。きつく確えていく決意でないと。きつく確えていく決意でないと。きつく確えていく決意でないと。きつく確認認認認したいと思います。したいと思います。したいと思います。したいと思います。

教育費は、今の教育費は、今の教育費は、今の教育費は、今の段階段階段階段階で、で、で、で、奈良奈良奈良奈良県は県は県は県は精精精精いっいっいっいっぱぱぱぱいいいい組組組組んでいるから、ほかの県とのんでいるから、ほかの県とのんでいるから、ほかの県とのんでいるから、ほかの県との分分分分析析析析はしてはしてはしてはして

いないいないいないいない感感感感じじじじに受けとるのだけれども、に受けとるのだけれども、に受けとるのだけれども、に受けとるのだけれども、苦苦苦苦労労労労して、皆、して、皆、して、皆、して、皆、最最最最初初初初のののの低低低低いところがどんどんいところがどんどんいところがどんどんいところがどんどん上上上上がっがっがっがっ

ていっているのです。ていっているのです。ていっているのです。ていっているのです。佐賀佐賀佐賀佐賀県は、県は、県は、県は、ワーワーワーワースススストワトワトワトワンになったけれども、ンになったけれども、ンになったけれども、ンになったけれども、順順順順次次次次上上上上がっていっていがっていっていがっていっていがっていってい

るのです。教育費をるのです。教育費をるのです。教育費をるのです。教育費をふふふふやしていっているのです。どこでどういうやしていっているのです。どこでどういうやしていっているのです。どこでどういうやしていっているのです。どこでどういう現象現象現象現象でででで上上上上がったのかも含がったのかも含がったのかも含がったのかも含

めて、めて、めて、めて、共共共共通認識通認識通認識通認識する中で、する中で、する中で、する中で、奈良奈良奈良奈良県の教育を、よくしていきたいと思っているので、その県の教育を、よくしていきたいと思っているので、その県の教育を、よくしていきたいと思っているので、その県の教育を、よくしていきたいと思っているので、その辺辺辺辺

のののの分分分分析析析析も含めて一も含めて一も含めて一も含めて一緒緒緒緒にやっていただけるのかどうか、そのことだけ。にやっていただけるのかどうか、そのことだけ。にやっていただけるのかどうか、そのことだけ。にやっていただけるのかどうか、そのことだけ。

○松田教育次長（企画管理室長事務取扱）○松田教育次長（企画管理室長事務取扱）○松田教育次長（企画管理室長事務取扱）○松田教育次長（企画管理室長事務取扱） 高柳副委員長のご指高柳副委員長のご指高柳副委員長のご指高柳副委員長のご指摘摘摘摘がごがごがごがござざざざいましたように、いましたように、いましたように、いましたように、

確かに確かに確かに確かに順順順順位位位位のののの変動変動変動変動がある県がごがある県がごがある県がごがある県がござざざざいますので、どういう要いますので、どういう要いますので、どういう要いますので、どういう要因因因因でででで変動変動変動変動しているのか、その点、しているのか、その点、しているのか、その点、しているのか、その点、

分分分分析析析析をいたしまして、また今をいたしまして、また今をいたしまして、また今をいたしまして、また今後後後後の教育の教育の教育の教育予予予予算算算算化化化化についてについてについてについて参参参参考にさせていただきたいと思いま考にさせていただきたいと思いま考にさせていただきたいと思いま考にさせていただきたいと思いま

す。す。す。す。

○神田委員長○神田委員長○神田委員長○神田委員長 では、しっかりやっていただくようにお願いしておきます。では、しっかりやっていただくようにお願いしておきます。では、しっかりやっていただくようにお願いしておきます。では、しっかりやっていただくようにお願いしておきます。

ほかにはごほかにはごほかにはごほかにはござざざざいませんね。いませんね。いませんね。いませんね。



---- 33331111 ----

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

これで地域振興部、観光局、水道局、教育委員会、東アジア連携推進の審査をこれで地域振興部、観光局、水道局、教育委員会、東アジア連携推進の審査をこれで地域振興部、観光局、水道局、教育委員会、東アジア連携推進の審査をこれで地域振興部、観光局、水道局、教育委員会、東アジア連携推進の審査を終終終終わりまわりまわりまわりま

す。す。す。す。

なお、なお、なお、なお、午午午午後後後後は１は１は１は１時時時時から総から総から総から総括括括括審査を行いますので、よろしくお願いいたします。審査を行いますので、よろしくお願いいたします。審査を行いますので、よろしくお願いいたします。審査を行いますので、よろしくお願いいたします。

それでは、しばらくそれでは、しばらくそれでは、しばらくそれでは、しばらく休休休休憩憩憩憩します。ごします。ごします。ごします。ご苦苦苦苦労労労労さまでした。さまでした。さまでした。さまでした。

１２：０２１２：０２１２：０２１２：０２分分分分 休休休休憩憩憩憩

１３：０２１３：０２１３：０２１３：０２分 再分 再分 再分 再開開開開


