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平成 27 年５月 20 日 

 

◎池脇委員長 ただいまから、総務委員会を開会いたします。    （９時 59 分開会） 

本日の委員会は、昨日に引き続き「平成 27 年度業務概要について」であります。 

《教育委員会》 

◎池脇委員長 それでは、日程に従い、教育委員会の業務概要を聴取いたします。概要説

明に先立ち、幹部職員の紹介をお願いします。 

（幹部職員自己紹介） 

◎池脇委員長 それでは、教育長から総括説明を受けます。なお、教育長に対する質疑は、

各課長に対する質疑とあわせて行いたいと思いますので、御了承願います。 

（総括説明） 

◎池脇委員長 続いて、各課長の説明を求めます。 

〈教育政策課〉 

◎池脇委員長 最初に、教育政策課を行います。 

（執行部の説明） 

◎池脇委員長 質疑を行います。 

◎上田（周）委員 教師の資質のさらなる向上ということで、研修を幾つかやっています

が、その中で次世代のリーダー育成研修を昨年度から始めていますよね。数値目標も掲げ

ていますが、１年経過しましたので、その成果についてお聞かせください。 

◎有澤教育政策課長 次世代のリーダーを育成するという研修でありまして、年間 12 名で、

５年間で 60 名をまずは育成をしようと取り組んでおります。１年間やってみて、研修後の

アンケートをとっておりますが、それぞれ能力を設定しておりますが、それが最初にとっ

たときと研修が終わって最後にとったときとを比べますと、本人の自分自身に対する評価

も高まってきておるということですし、本人の評価だけではなく、所属する管理職の評価

も聞いておりまして、それぞれ年度当初と比べて能力が伸びてきているということでの評

価をいただいております。５年間、計画的に進めまして、次の教頭、校長といった管理職

になれる人材を育てていきたいと考えております。 

◎上田（周）委員 大変大事な視点だと思います。教育長のほうから子供を取り巻く厳し

い環境という御説明もあったんですが、そんな中で、こういった次世代リーダー、やはり

教える先生が一番大事です。この研修には小中県立学校、それぞれ本人の希望で参加でき

るんですか。 

◎有澤教育政策課長 今年度までは、まず事務局の指導主事等を中心として育成をしてい

き、来年度からは学校へも広げていこうと考えております。去年度と今年度に関しまして

は、所属の管理職とも十分話した上で、一定指名のような形で研修生については選定をさ
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せていただきました。やはり今年度は２年目ですので、その成果等もきっちりと分析をし

て、来年度以降どういう形で研修生を選定していくかについて、少し時間をいただいて検

討をしたいと考えております。 

◎上田（周）委員 地元の教育委員会の方と直接話す機会がありますが、本当に現場は大

変ですね。教えるだけじゃなく、いろいろな事務というか、重なった部分があって、余裕

がなくて、そこのあたりの環境も整えていかないといけないと思いますが、そのあたりど

うお考えですか。 

◎有澤教育政策課長 そこら辺は、市町村教育委員会と十分意思疎通も図りながら、県立

高校では、新たな校務支援システムにより事務負担の軽減を図ることで生徒と向き合う時

間をつくり出す、といった取り組みもしておりますが、やはり市町村教育委員会がいかに

主体的にその学校の先生方に対してそういうことをやっていただけるかということになっ

てこようかと思いますので、そういうアドバイスもさせていただきながら進めていきたい

と考えております。 

◎中根委員 子供たちをめぐる教育体系を打ち立てるというのは本当に大変なことです。

この事業の多さとかで、職員の労働時間は大変だろうと推察します。それで、子供たちに

向き合う時間をつくっていくための工夫はもちろんですが、常態化する先生方の疲労感。

私たちは疲労と考えているけど、以前の教育長は、それは疲労感であるとおっしゃったこ

とがあります。実際、例えばパソコンに教育経過を全て打ち込むという校務支援システム

にしても、それをやる時間帯は家には持ち帰ることができない時間ですよね。そうなると、

学校にいる時間が大変長時間になるのではないか、縛られるのではないか、それだけで本

当に子供に向き合う時間がつくれるんだろうか、そんな疑問も持っています。ですから、

現場の皆さんの実態をいかに県教育委員会が把握をするかというのが、一番施策をつくる

土台になるんじゃないかと思っていますが、現場の声を聞くという点では、どんな努力を

されているのか教えてください。 

◎有澤教育政策課長 県立高校の校務支援システムで申し上げますと、現状でも成績書類、

出席管理等については、既存のデータベースソフトなどを使ってやっているのが実態です。

私もこのシステムを新たにやると決めたときには、学校のほうも教員にも話を聞いて、ど

ういうシステムがいいだろうか。そういうことも踏まえてシステムをつくったところでは

あります。やはり今回のシステムで言いますと、文部科学省の委託研究で、九州地方のあ

る県が共通のこういうシステムでどれぐらいの勤務時間の削減効果が見込めるかという研

究もしておりますが、その際には１日当たり 30 分、こういった時間が生み出せるといった

ことも踏まえて、こういうシステムを入れようということです。いずれにしても、教員の

多忙感がいろいろ言われていますので、実態も十分に把握しながら、本当に教員が子供た

ちと向き合う時間をつくるためにはどうしたらいいか、そういう視点は常に持って、施策
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を組み立てていきたいと考えております。 

◎梶原委員 新教育長制度への移行の関係で、全国の 67 都道府県政令都市のうち 19 が、

1,700 余りの市区町村の中では 275 市区町村が移行ということで、そのうちほとんどが旧

教育長の再任という状況であるとの報道があったと思うんですが、高知県内の市町村につ

いてはどのような状況なのか教えてください。 

◎有澤教育政策課長 県内の市町村の状況については、私どもが把握している範囲になり

ますが、この４月１日に新教育長に移行した市町村等は、学校組合もありますのでそうい

う言い方になりますが、４つの市町村ということで、把握をしております。 

◎梶原委員 まだ時間がたってないので、なかなかそこまで聞き取りはできていないとは

思いますが、移行するのか、現行制度のまま今の任期の経過措置の間はいくのかという、

直前まで対応を決めかねている市町村も全国的にあったと聞いておりますが、その辺、県

内のその４つ以外の市町村が現行制度でいるという理由については、何か聞き取りをされ

たようなことありますか。 

◎有澤教育政策課長 その理由につきましては、首長の任命権に属することですので、そ

こまでの調査は行っていません。それぞれ任命権者である首長の判断で、そういう形で整

理をされたのかな、と考えております。 

◎田村教育長 若干ニュアンスが違うので説明いたします。本来、法制度上、旧制度の教

育長が任期中は旧制度でというのは原則であります。ということで、そのまま任期が残っ

ているので、そのまま教育長で、私もそうですが残っているということであります。です

から、ただそういったときに、例えば私の場合は任期１年ということで、こういうことに

なっているんですが、例えば任期が３年以上残っている場合には、その新制度になって３

年も続けて旧制度のままでいいのかという考え方はあるかと思います。そういうときに教

育長の判断として、それでは一旦辞任をして新しい制度にしてはどうかという考えの教育

長も中にはおられて、そういう場合には、任期が残った場合でも新しい制度に移行すると

いうことかなと。原則はあくまで任期が残っている場合は旧制度で、ということです。 

◎梶原委員 そしたら、その４つの市町村以外についても、県が今後１年つくっていくよ

うに、総合教育会議を開いて、首長のもとの教育大綱を全ての市町村でつくるのには期限

があるんですか。 

◎有澤教育政策課長  総合教育会議と教育大綱に関しましては、全地方公共団体共通でこ

の４月１日から施行されておりますので、全市町村、全地方公共団体そろってやらないと

いけないものです。ただ、新教育長への移行につきましては、法律上、経過措置が設けら

れているということです。 

◎梶原委員 もちろん総合教育会議は開催されるようになりますが、その大綱の決定につ

いて、県の場合は平成 28 年３月に大綱の最終案を協議し、次期計画決定となっています。
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各市町村に対しての期限的なものはないんですか。 

◎有澤教育政策課長 法律上期限は明記されていませんが、法改正の趣旨等を考えますと、

やはり速やかに策定をしていくことが必要なのではないかと考えております。知事は、こ

の年度内にと考えているということです。 

◎梶原委員 今後、順次、首長のもと教育大綱が策定をされて、市町村教育委員会はその

大綱のもと教育政策等を進められるということと、県教育委員会として、県全体での教育

の取り組みでこれまで各市町村教育委員会であるとか、そういったことに対していろんな

施策の浸透してきたことと、各それぞれの首長のもとにつくられる大綱との兼ね合い、バ

ランス、その辺はどうとっていかれるおつもりですか。 

◎有澤教育政策課長 県教育委員会と市町村教育委員会は対等の立場でありますし、教育

の振興、私ども高知県の教育を振興していくという意味では、やはり車の両輪だろうと考

えております。今も県は教育振興基本計画をつくっておりますし、昨年度、全市町村で教

育振興基本計画をつくっていただきました。今年度から新たな制度のもとで大綱もつくら

れていくということですので、やはり県と市町村がきちっとベクトルを合わせて同じ方向

を向いて、高知県の子供たちにいかによい教育をしていくか。そういう視点で取り組んで

いくことが大事だろうと考えておりますので、意思疎通に努めてまいりたいと考えており

ます。 

◎梶原委員 昨年 12 月にも各市町村教育委員会の体制のことについて質問させていただ

きましたが、この大綱の策定であるとか、その新制度移行について事務局体制がもうちょ

っと強化をされたほうがいいんじゃないのかとか、その辺についてはどうお考えですか。 

◎有澤教育政策課長 市町村教育委員会の広域化とか、共同の事務処理とか、そういった

さまざまな選択肢が制度上は用意をされております。やはり主体的には市町村教育委員会

が判断をされるところですので、そういった情報もお伝えをしながら、子供たちによい教

育をしていくという視点で、市町村教育委員会の事務局体制の強化にもぜひ努めていただ

きたいと考えております。 

◎三石委員 何点かお聞きしたいんですが、みんなで育てる教育の日推進事業、高知県教

育の日「志・とさ学びの日」について。これはいつできたのか。それと趣旨を徹底すると

言われてますが、どういう趣旨でできたのか、まず、その辺をお聞きします。 

◎有澤教育政策課長 時期につきましては、平成 22 年 11 月 22 日に全国生涯学習フォーラ

ム高知大会が開催されまして、その場で教育宣言ということで、「志・とさ学びの日」、11

月１日を教育の日といたします、ということを宣言しました。趣旨につきましては、やは

り教育的な風土づくりを進めていくということに尽きるのではないかと。やはり県民の皆

様にも教育というものを知っていただいて、みんなで子供たちを育てていく、そういった

高知県をつくっていく。そういったことを目指して取り組みを進めているというものであ
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ります。 

◎三石委員 ５年前後たちましたけど、今まで具体的にどういう取り組みをされてこられ

ましたか。 

◎有澤教育政策課長 毎年、11 月１日に高知新聞の紙面を使って、子供たちの知・徳・体

の状況がどうなっているのか、あるいは県教育委員会としてどういう取り組みをしている

のか、こういったことを新聞広告で出し、県民の皆様にお示しをする。それとあわせまし

て、イベント的に県民に御参加をいただくフォーラムを開催する。やはり幅広い県民の皆

様に教育の日を知っていただくということが大事だと思いますので、市町村教育委員会と

連携をいたしまして、連携行事あるいは関連行事といったものも積極的に進めているとこ

ろです。市町村教育委員会等の関連行事について申し上げますと、平成 26 年度で 653 件ま

で伸びてきております。平成 25 年度が 560 件ということで、年々ふえてきて、市町村教育

委員会の皆様の中にも、教育の日が浸透をしてきたということで、県民の皆様に教育の日

を知っていただくためのさまざまな取り組みを粘り強く継続的に続けております。 

◎三石委員 ぜひ浸透していくように頑張っていただきたいと思います。 

それと、初任者研修事業のところで、指導力アドバイザー２名については退職をされた

校長先生ということですが、どういう形で選ばれたのか。それで各学校へ派遣すると言わ

れましたが、具体的にどういう取り組みをされるんですか。 

◎有澤教育政策課長 具体的には、教育センターのほうで、この人と思う方を選んだとい

うことです。初任者が配置をされた学校に訪問をさせていただきまして、具体的にＯＪＴ

の進め方とか、そういったことをアドバイスをさせていただく。そういった中できめの細

かい研修が行われますように取り組んでおります。 

◎三石委員 今、この人と思われる方を選んだと言われましたけど、この人と思われる方

というのはどういう方なのか。どういうようなことで選ぶのか、もう少し具体的に言って

いただきたいんですが。 

◎有澤教育政策課長 属人の選び方については、教育センターのほうに確認をさせていた

だきまして、後ほど御報告をさせていただければと思います。 

◎三石委員 何も具体的な人の名前をここで挙げなさいと言ってるわけじゃないですよ。

選ばれる基準がどのようなものかを知りたいんです。そういうことはもう把握しています

よね。ここで言ったって何ら不都合はないでしょう。私はそう思うんですが、いかがです

か。 

◎有澤教育政策課長 そこの基準、どういうことで選んだかというところですが、やはり

初任者研修の指導員ですので、一定、校長として経験をされた、教員の指導に一定実績、

能力のある方ということが一つの判断基準になろうかと思いますが。 

◎三石委員 どういう資質を持たれた方を選びましたか。 
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◎永野教育次長 実際に選定に当たりましたのでお答えします。まず第一に、学校経営に

非常に実績のある方、プラス教科指導力がないと今の新人を鍛えることはできませんので、

授業そのものをきちんと詰めて指導できる方。この２点を中心に、経験豊かで、それから

情操の心得もきちっとした方、ということで選ばせていただいております。 

◎三石委員 それで、わかりました。 

それと、懸案事項の部分ですよね。概要とあって、これは教育委員会制度が変わったこ

とを言われておるわけですよね。それで、総合教育会議というのが開かれるようになった

わけですが、４月 23 日に第１回目をやったんですか。 

◎有澤教育政策課長 そうです。４月 23 日が第１回の総合教育会議でした。 

◎三石委員 そのことも含めて、この法律についてもう一遍、どういうふうに変わったの

か教えていただけますか。 

◎有澤教育政策課長 教育委員会制度改革ということで、この４月から法律が改正をされ

ております。現在、教育委員会の中に教育委員長と教育長がおりますけれども、責任と権

限の明確化ということを一つの目的といたしまして、教育委員長と教育長を合わせた新教

育長を置くことにするということが１つ目の大きなポイントです。 

 ２つ目のポイントが、先ほどから話が出ております、総合教育会議、大綱の策定。これ

は知事が主催をする総合教育会議であり、知事が策定をする大綱ということであります。

教育に関して一定首長の意向、選挙によって民意を反映しておりますので、民意の反映を

目的といたしまして、知事が大綱であり総合教育会議を開く。そういった制度改正が大き

なところでは行われております。 

◎三石委員 ４月 23 日に意見交換をやっていますよね。改めてどういう意見が出たのか、

これは教育長のほうにお聞きしたいんですが。 

◎田村教育長 第１回ということでしたので、まずは高知県の教育課題、現状であり課題

について共通認識を持ちましょうということで、今の知・徳・体の現状であるとか、ある

いは、先ほどお話があった厳しい家庭の子供たちの現状とかについて、事務局に説明をし

てもらって、それを知事、教育委員が共有をしたというのがまずスタートであります。そ

の上で、これから大綱をつくっていく上でのさまざまな主な課題について、思うところを

知事、それぞれの教育委員が意見を述べたというところでした。 

◎三石委員 この総合教育会議の狙いとか、意義というものを教育長はどのように捉えて

おられるのか、改めてお聞きします。 

◎田村教育長 基本的には、教育を進める上でこれまでも知事は予算編成権であるとか、

そういう形でかかわってこられたんですが、さらに直接教育委員と知事が話す場を総合教

育会議で設けることで、よりその連携を密にできるということではないかと思っています。

教育問題の中でも、繰り返しになりますけども、厳しい家庭の子供の教育の問題になると、
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福祉ともかかわってくることもありますので、知事が所管する福祉の問題と我々教育委員

会の所管する教育の問題をそこでいろいろと調整をすることも必要になってまいりますし、

あるいはその教育の方向性について知事としてのお考えもお聞きして、我々としてもそう

いったことを踏まえていろいろと考えさせていただく、ということもあると思います。そ

ういう意味で、いろんな形での連携あるいは意思疎通といったことがより図られていくの

ではないかと思っております。 

◎三石委員 梶原委員の質問と重複する部分があると思いますが、これから会議が開かれ

ますよね、予定として 10 月、12 月、３月に。いろいろなことが話し合われて、いろんな

意見が出てきて、県教育委員会が教育振興基本計画を策定すると書いてますが、そもそも

関係性・関連性が一方で出てきますよね。しかし、県教育委員会は県教育委員会でこうい

うもの作成していくわけですよね。その関係性というのはどのように捉えられていますか。 

◎田村教育長 大綱は地方教育行政法に基づく制度です。そして教育振興基本計画は教育

基本法に基づき策定するものであり、上下の関係ということではないと思っています。た

だし、当然ながら大綱は知事と教育委員会が合意した内容で教育の基本的な方向性に関す

るものを定めるものですから、それと、教育委員会が策定をする教育振興基本計画の内容

がそごを起こすということにはならないと思いますので、結果として、大綱の方向性を踏

まえて教育振興基本計画を策定する必要があるのではないかと思っています。 

◎三石委員 やっぱり現場に直接入っていくのは、県教育委員会ですよね。県教育委員会

が現場と密接な関係にあるわけですよね。この会議で意見がいろいろ出されていくわけで

すが、県民にどういうような状況になってるのか、どうなんだということを広く理解して

もらうということをやっていかないと、極端に言えば、どっちの言うことを聞いたらいい

のかわからない、どうなってるのか、ということにもなりかねません。県教育委員会との

関係性を県民に広く理解していただけるようにやっていだだきたいと思います。これは要

望ですが、いかがですか。 

◎田村教育長 あくまで総合教育会議は知事と教育委員会が対等の立場で協議、調整を行

う場という位置づけになっておりますし、それから大綱についても知事が知事名で策定す

るということではありますが、教育委員会と知事が協議をして合意をした、お互いが了承

した内容について大綱に盛り込まれるということですので、教育委員会は教育委員会とし

ての自立性というか、独立性は持って対応することになると思います。 

 あと、総合教育会議そのものは公開で行われるので、より知事と教育委員会とのやりと

りがオープンになっていくと思いますし、我々としてもその協議内容をできるだけ県民の

皆さんにお知らせすることにも努めてまいりたいと考えております。 

◎三石委員 これは直接業務の概要とは関係ないですが、教育長につかれてもう１年にな

りますよね。年度の初めにどうしてもこれだけは教育長にお聞きしておきたいことが何点
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かあります。１年たってみて教育現場の状況はよくわかると思いますが、初めと現在の心

境が、こういう感じだったけれども、こうなった、ということがあると思います。漠然と

してますが、そこらあたりはどんな御感想を持たれていますか。 

◎田村教育長 御存じのとおり、私は、教育行政の経験がほとんどないまま教育長になら

せていただきました。そういうこともありますし、なった時点で今話題になっている高知

県の教育振興基本計画が既にありましたし、それに基づく重点プランというのが今年度の

目標年次でした。教育の方向に関する基本的な方向性はその時点でありましたので、私と

してはそれをきっちりと実効あるものにしていくということで取り組んできました。それ

については、十分実情がつかめないところはベテランの次長や、事務局職員に助けていた

だいて務めてきましたが、その中で一番力を入れてきたのは学校がチームとして教育を行

っていくということです。これは何回も申し上げていることですが、従前、どちらかとい

うと、個々の教員の考え・力量に委ねて教育が行われてきたんじゃないかということがあ

って、そうすると、その担当教員がかわるたびに子供の教育が左右されてしまうという問

題もあって、それはやはり組織、チームとしてきちんと子供を育てていく必要があるだろ

うという方向で、これも前の教育長もすごく力を入れてきておりましたし、私もその方向

は継続していく必要があるということで、特にそこに力を入れてきました。その結果、管

理職レベルにはかなりそういう考えが定着をしてきたと思っております。以前は学校経営

計画という話をしてもなかなか映らないような感じもあったようですが、今はそのことに

ついては校長、教頭レベルではそういうことの重要性は十分わかっていただいていると思

ってますが、一般の教職員までどこまで浸透してるのかというのは、学校によってまちま

ちの状況にあると思っていまして、これを全ての学校で全ての一般教職員も含めて根づか

せていく、浸透させていくのが今一番大事なことと思っています。 

 それと、そのことに関連して、幾つかの学校訪問をさせていただいて感じたことなんで

すが、家庭の状況が厳しかったり、そういう家庭が多い学校があります。そういうところ

については、多くの場合が学校の荒れの問題、学力の問題があるんですが、幾つかの学校

で学校の教育風土といいますか、そこに力を入れている学校があります。それは具体的に

は先ほどの夢プロジェクトの事業ということで申し上げましたが、そういったことで、子

供たちが周りの人間に認められているという、自己肯定感ですね。自分は大事にされてい

る、認められている、という肯定感であるとか、いろんなことは自分もやればできる、や

ることを期待されている、という自己有用感、あるいは、同級生と先生と自分との信頼関

係が十分ある、と意識できるということとか。規律をきちんと守るようなことが根づいて

いるというベースが学校にあると、知・徳・体も随分伸びているという実態があります。

ですから、やはり知・徳・体を伸ばすことも非常に大事なんですが、そのベースとなる学

校の土壌ですね。それをまさに学校、組織、チームとしてきちんとつくっていくことが大
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事なんじゃないかと最近すごく感じておりまして、いろんな機会でもそういう話もさせて

いただいているところです。 

◎三石委員 教育長が言われたこと以外にも課題はたくさんあります。それも十分把握さ

れていると思いますが、どういう心構えで、その課題解決に向けて取り組んでいかれるの

か、その決意を聞かせていただきたいと思います。 

◎田村教育長 いろんな教育課題がありますが、これまでの取り組みによって解決の方向

性は大体見えてきているんじゃないかなと思っています。先ほどの組織的な取り組みにつ

いても、もう方向性は間違っていないと、あとはそれをいかにきちんと徹底していくかに

尽きるのではないかと思っていまして、そこをくどいように徹底させていくと。私として

もぶれずに徹底していくことを常にいろんな機会で訴えていくし、教育委員会全体として

もその方向性をきちんといろんな機会、いろんな相手に対してお伝えしていくことに尽き

るのではないかと思っております。 

◎池脇委員長 質疑を終わります。 

〈教職員・福利課〉 

◎池脇委員長 次に、教職員・福利課を行います。 

（執行部の説明） 

◎池脇委員長 それでは、質疑を行います。 

◎下村委員 ストレスなどで、長期で病休されている方とかが結構おられると思うんです

が、そういう先生方がここ数年間どういう推移をされてるのか、それに対してケアがどう

いう形でなされて、具体的にどういうふうに改善されているとか、そこら辺の説明をお願

いします。 

◎笹岡教職員・福利課長 県立学校と公立小中学校の合計としまして、文部科学省の調査

がありました。報告している数字のベースということでお答えさせていただきます。対象

となりますのは、最初に 150 日の病気休暇の後、休職処分を受けて病気休職となられた先

生の数ということで、例えば平成 23 年、平成 24 年、平成 25 年の３年間の実人員で言いま

すと、平成 23 年度は 47 人、平成 24 年度が 41 人、平成 25 年度が 51 人です。大体 50 人前

後で推移しているという状況で、全国と割合的に比較しますと、教職員 1,000 人当たりで

言いますと、大体全国では５人前後で、今の県教育委員会で言いますと、大体５人から６

人台で、全国の状況と多くなったり少なくなったり大体同じような傾向にあります。ただ、

同じ傾向であるとはいえ、今後も改善していくための取り組みは必要だと認識しておりま

して、先ほどの２番目の御質問にお答えする形になると思いますが、教職員の皆さんが安

心して職務に精励するために、そういう精神状態を維持していくために、予防的な対応と、

それから対処的な対応と２つの面があると思います。 

 まず、１番目の予防的なものとしましては、特に県立学校を対象にした研修会という形
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で、例えば、管理職員を対象に風通しのよい職場づくりとか、教職員の心の不調に早目に

気がついて対応できるように専門家の方を招いて、校長会の場などで時間をとらせていた

だいて意識喚起を行ったりとか、あるいは学校を選んで、今年度ですと７つの県立学校で、

医師や臨床心理士、産業カウンセラーの先生などを学校へ派遣して、風通しのよい職場づ

くりとか、心身の不調に早期に気づいて対応できるような形で研修会を実施しております。

それから、平成 25 年 11 月に、活力ある学校づくりということで、８ページぐらいの簡単

なリーフレットを作成しまして、単にメンタル面ということだけではなくて、業務が忙し

いということで仕事の仕方をどう見直していくかとか、工夫して効率的に業務をやってい

くにはどうしたらいいかといったこととか、みずからの心の持ちよう、心の健康を大事に

するため、ストレスを解消するためにどういう対応をしていったらいいか簡単に書いてお

りまして、それも見ていただく、あと、いざ何かあったときはこういうところに相談して

ください、といったことを書いております。 

 それから、対処的な対応ということでは、当課に保健師が窓口となって健康相談を受け

たり、あと、共済組合本部のほうが電話相談とか、あるいは委託で面談で対応という取り

組みをしております。 

◎下村委員 具体的に 50 人前後で推移されてるということですが、具体的にそういう先生

方が無事に復帰される割合や、そういう対処療法などでどのぐらい改善されているかお聞

かせください。 

◎笹岡教職員・福利課長 復帰に当たりましては、当課の中に復帰のための心の健康対策

委員会が置いてありまして、平成 26 年度の実績で言いますと、前段で復帰のサポートを１

カ月程度しますが、27 件の復帰の審査をしました。２回関係した方が２人いたので対象者

数は 25 人で、その結果、27 件のうち復帰できたのが 18 件ということで、全員が復帰でき

るという状況にはなく、再度心のケアに努めていただいて復帰していただくように努めて

いきたいと考えております。 

◎池脇委員長 質疑を終わります。 

〈学校安全対策課〉 

◎池脇委員長 次に、学校安全対策課を行います。 

（執行部の説明） 

◎池脇委員長 質疑を行います。 

◎上田（周）委員 学校の耐震化はほとんど 100％に近づいたということですが、平成 27

年度末までに完了しない市町村の事情は把握されていますか。 

◎沢近学校安全対策課長 市町村の事情はさまざまです。ただ、本年度末で耐震化ができ

ない棟が残るのは高知市で、12 棟です。10 年前は予算の問題が非常に大きな課題でしたが、

数年ほど前から学校の耐震化は最優先の課題という位置づけをしていただいております。
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先ほど申しましたが、特に小学校ですので大きな騒音の出る工事を夏休み以外にやるのが

なかなか難しい状況があります。それから二、三年前から業界も非常にタイトでありまし

て、なかなか学校のスケジュールどおりの受注は難しいこともありまして、今現在はどち

らかというと、学校現場のスケジュール調整あるいは業界のタイトさが問題になっている

と思います。他につきましてはそれぞれの事情がありますが、例えば、設計における地元

調整に時間をかけざるを得ないとか、統廃合での不使用化を見込んでいることなどの事情

があります。 

◎上田（周）委員 夏休みの期間以外で工事をやった例は全国的にはないんですか。 

◎沢近学校安全対策課長 実は小中学校で、夏休み以外もやっております。ただ、大きな

騒音が出る部分がどうしても授業中にはできないというということで、高知市もここ何年

かは加速化していただく中で、例えば体育館については、昨年度からですが夏休み以外も

やる体制をとっております。校舎については本年度で終わるペースで、残りが体育館や給

食棟であると聞いております。できることは授業中であってもやるということで、高知県

においても実施はしております。 

◎田中委員 関連しますが、耐震化率は非常に上がっております。ただ、構造部材だけで

はなくて、非構造部材に関しても進んでいると思うんですが、その状況を教えてください。 

◎沢近学校安全対策課長 非構造部材はさまざまなものがあります。例えば家具を含めた

ものですと、特に私どもも文部科学省も気にしておりますのは、壁面であるとか、体育館

の照明であるとか、そういったものであります。耐震化が進んでいる市町村に対しても、

平成 24 年度当たりから、非構造部材の耐震化も同時に進めるようにという要請をしており

まして、県立も含めてほぼ同時期の終了です。ですから、耐震工事がおくれている校舎に

ついて、非構造部材だけは先にやれ、というのはなかなか言いにくいので、構造部材・非

構造部材をあわせた耐震化の完了ということで進めております。 

◎中根委員 非構造部材で、照明やいろんなものの関係で言えば、頭を守るということが

随分言われております。今、保育園などでは頭を守るための防災マットを座布団がわりに

敷いておいて、何かのときにはすぐに使えるようになっていますが、小中学校などでは頭

を守ることに関してはどうなっていますか。 

◎沢近学校安全対策課長 まずは、子供たちには揺れが始まったら物が落ちてこない、飛

んでこないところに避難する、あるいはそういう体制をとる、ということを申しておりま

す。学校では緊急地震速報が鳴れば机の下に隠れると。そのためには教室そのものに危険

な状態があるということを防ぐことを重点的にやっておりまして、ソフト・ハードも含め

てできていると思います。御質問のありました、防災のヘルメットとか防災頭巾というの

は、現時点では一律の整備まではできておりませんが、かなりの学校で何らかのものを整

備をしていただいている。ただ、そういう道具だけというよりは教室の中が一番安全な場
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所であるようにということで。津波の問題を除けば、揺れている最中に逃げることは現実

問題として大規模地震の場合はできませんので、その場で身を守るということを重点的に

取り組ませていただいております。 

◎中根委員 議論をして、いろんな工夫もされてると思うんですが、やっぱり頭を守る頭

巾の問題とか、あと、学校に入学したときに必要な中身を自分たちで買って、卒業すると

きには次の年代に残していくみたいなそんな考え方もあるように聞いたりとか、それは寄

附ではなくて学校そのものがいろんなものを防災グッズとして持つべきではないか、とか

そんな話もいろいろあります。ですから、防災頭巾などは割と広く用いられています。ヘ

ルメットだったらいろんなところへとりに行かなければならないが、すぐ身近なところに

かけていられるような実態があれば、そういう点もちょっと重視したらどうかと思ってい

ます。いろんな協議があると思いますが、ぜひそんな意見もあることを頭に置いていただ

きたい。 

◎池脇委員長 要望でいいんですか。 

◎中根委員 要請です。それと、武道の教科なんかもあって、学校災害で深刻な問題はな

いか心配される向きがありますが、現在そういう学校災害の状況はどうなっていますか。 

◎沢近学校安全対策課長 手元に資料は持っておりませんが、実は高知県は学校災害の共

済年金の給付率が、もとから高くなっております。ただ、重大な事故というのは決して高

くないということで、けがをした場合に丁寧に医療機関につないでいるということで、ス

ポーツ振興センターのほうで、ある種の評価をいただいていると思っております。武道に

ついても、手元に資料はありませんが、スポーツ健康教育課とときどきすり合わせをして

おります。特に、そのことによってけががふえたということは、授業そのものですから相

当な配慮をしてやっておりますので、現時点では聞いてはおりません。 

◎池脇委員長 質疑を終わります。 

 ここで一旦休憩とします。再開は午後１時とします。 

 

（昼食のため休憩 11 時 44 分～12 時 59 分） 

 

◎池脇委員長 休憩前に引き続き、委員会を再開します。 

〈幼保支援課〉 

◎池脇委員長 次に、幼保支援課を行います。  

（執行部の説明） 

◎池脇委員長 質疑を行います。 

◎上田（周）委員 今、県内の保育所では、正規でなく臨時の保育士も多いと思いますが、

そのあたりの状況を教えてください。  
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◎溝渕幼保支援課長 平成 27 年度は集計中ですので、平成 26 年４月１日現在の状況にな

ります。保育士数が正規職員と臨時職員を合わせて 3,004 名。これにパート職員の 725 名

を合わせて 3,729 名となっております。臨時職員が 1,490 名で、半数近くの約 49％を占め

ております。当然パート職員も合わせると、もっと比率が高くなります。 

◎上田（周）委員 各市町村議会でもたびたびこの問題が取り上げられていると思います

が、例えば臨時保育士が担任をしているケースも多々あると聞いています。そういった場

合、今の保育士の人材確保の中で、処遇改善が１つの課題というか問題点になろうかと思

いますが、県として、その処遇改善等についてどんな基本的な考えを持っていますか。 

◎溝渕幼保支援課長 処遇改善で、特に賃金の改善面につきましては、今回の子育て支援

新制度の中でも公定価格に既に３％の増加分が含まれております。また、勤務年数により

処遇改善加算というのもついておりまして、以前に比べまして賃金面については非常に配

慮のある制度となっております。新制度になりまして、今、現場のほうでも非常に戸惑い

がありますので、この制度が果たして以前と比べて処遇改善になっているかどうか、状況

を見きわめてまた考えていきたいと思います。  

◎上田（周）委員 例えば、臨時の保育士が担任をされている場合の担任手当などについ

ては考えてないですか。 

◎溝渕幼保支援課長 そこまでは考えておりません。  

◎上田（周）委員 それから、親育ち支援事業について、２月に高知新聞夕刊に結構大き

く取り上げられていました。私も地元のある私立の保育園に聞きに行くと、平日に参加し

ている保護者の中に、結構若いお父さんが多くて、なかなかわかりやすい具体例を挙げて

やっていました。夕刊によると、参加者は多いが、本当に聞いてほしい方の参加が少ない

という課題があるという記事の内容でした。そういった課題に対して、幼保支援課として

どういう改善策を検討されているか、これからの事業展開とあわせて説明をお願いします。 

◎溝渕幼保支援課長 参加をしてくださる保護者の方は非常に興味のある方でして、私ど

もは本来は、無関心の方にもこっちを向いていただくための講話などを構えているところ

です。今年度につきましては、そういった保護者にできるだけ参加をしてもらうためには、

まず保育者と保護者のかかわり方が非常に重要だと思っておりますので、保育者の育成と

いうところに重きを置きまして、できるだけ保育者と保護者のコミュニケーションをとる

ことによって、そういった講話だとか園の行事で、また保育者に気軽に相談をしていただ

くとか、そういうかかわり方になっていただくように、保育者の支援、研修というものも

充実してまいりたいと考えております。  

◎中根委員 保育士の身分の問題ですが、今、改めてお聞きして 49％が臨時職員というの

は本当に驚きです。この間もずっと一番小さい子供たち、十分物を言えない子供たちの命

を預かりながら発達を促していく、そういう保育職場に物すごく魅力を抱いて、私は保育
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士になりたい、ということで頑張っている方たちがいますが、同時にずっと正規採用がな

いので、やっぱり仕事を続けられなくなってやめました、介護の職場へ移りました、とか、

そういう方をたくさん知っています。あるいは、うちの娘は子供たちに魅力を感じて臨時

職員をずっと続けて、薄給であるにもかかわらず、園の中心的な仕事をやってきています。

本当に行政は何を考えているんですか、という親御さんの意見を聞いたこともあります。

保育資格を取るのに奨学金のような形で援助するのもとても大事なことですが、実際に働

ける場をつくらないことには、本当に保障することもできませんし、保育内容などをより

よくしていくことができないと思います。その根本的なところを幼保支援課ではどうお考

えですか。 

◎溝渕幼保支援課長 保育士の定着について、非常に重たい課題と捉えております。ただ、

これにつきましては、民営の部分が非常に多いので、抜本的な対策がなかなか取れなくて

申しわけありません。ずっと課題として捉えてはおりますものの、重要な、これといった

直接的な支援ができない状況になっております。ただ、研修等につきまして、臨時職員で

あっても、正規の職員であっても、保育教育に関する質というところは一定担保するよう

な形での研修事業は組み立てておりますし、臨時職員であっても研修に参加をしていただ

くように、そういったところで促しております。また参加できない方については、直接、

園に出向いていって研修を行うなど、そういった質については一定担保をしていきたいと

考えております。ただ、定着については今後も課題として捉え、手当については考えてい

きたいと思います。  

◎中根委員 臨時職員が１割、２割であれば、そういうお話もありだと思うんですが、や

はり半分となると深刻だと思います。今すぐ解決ということにはならないと思いますが、

基本のところをしっかりとして身分も保障していかないと、よりよい保育、幼児教育はで

きないと思います。 

それと、保育士の就学資金貸付事業ですが、資格は取ったけれど、正規の仕事につけな

かった場合は、返還についてはどうなりますか。  

◎溝渕幼保支援課長 臨時・パートであっても返還金は免除になります。また、非常に人

が少ないところでは同じ保育士という仕事でありながら、今、児童養護施設なども非常に

不足しておりますので、児童養護施設あるいは放課後児童クラブ等へお勤めになっていた

だいても、償還免除の対象になっております。  

◎中根委員 それは短期間、例えば半年の臨時でしたとか、１カ月でしたとか、そういう

基準もはっきりとさせているわけですよね。  

◎溝渕幼保支援課長 保育士として就労した場合に、過疎地域では３年間、過疎地域以外

では５年間働くことによって償還免除となっております。  

◎中根委員 それは結構長いと思いますが、例えば臨時であれば３カ月、４カ月、半年、
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そういうのを通算して何年以内に何年か働いたらということなのでしょうか。  

◎溝渕幼保支援課長 通算して５年間という形になります。ただ、あいている期間につい

ては猶予期間と捉えることができますので、その期間は償還を一時中止という形にはなっ

ております。  

◎中根委員 それでは、例えば市町村をまたがった場合には追いかけるのが大変になりま

せんか。 

◎溝渕幼保支援課長 そういったところで、県の社会福祉協議会のほうに委託をしまして、

介護福祉士と同じような形の貸付制度になっておりますので、そういったのも含めて、社

会福祉協議会にお願いをしています。 

◎中根委員 新制度で、認定こども園などのいろんな保育の形ができて、やはり私たちで

も戸惑います。実際に子育てをしているお父さんお母さんにとって、この中で何を選んで

どんなふうにしていったらいいのか助言を求めたいという思いはたくさんあると思います

が、そういう助言場所がどこになるのか。 

もう一つ、認定こども園などの冊子を見ますと、うちの園は保護者会がありません、で

すから、いいですよ、というのが売り文句になっている園が幾つもあります。それぞれの

園の独自性といったらもうそれでおしまいですが、今の親育ちではないですが、お互いが

知り合う中で情報交換しながら親も育っていく、と思ってきたものですからとても驚きま

した。こんな点について、幼保支援課で何か指導されたりとか、どうお考えなのか、お聞

かせください。 

◎溝渕幼保支援課長 まず窓口としましては、市町村のそれぞれの保育担当が窓口になっ

ておりまして、そういったいろんな制度など、相談に乗っていただけるものと思っており

ます。 

次の保護者会の関係ですが、初めてお聞きをしたものですから、状況を調査いたしまし

て、また適切な対応をしたいと思います。  

◎中根委員 見てみてください。  

◎田中委員 何点かありますので、順番に聞かせていただきたいと思います。  

初めに、この新制度の移行に関して、いわゆる公定価格の中の１階部分、利用者負担額

の部分です。これはあくまでも市町村の決定事項ですが、今回は本当に国の動きもスケジ

ュール的にいっぱいで、何とかこの４月から始まったというのが実感だと思うんですが、

その中で、私もまだ中心部しか調べてないのですけども、まず、県下的にこの１階部分、

利用者負担額を見られているのかどうかということ。県が余り関与することではないんで

すが、特に人口減少が進んでいる人口規模の小さな自治体では、特にいろんな形でこの子

育て支援を含めてやっておられる。その中で、これから自治体間競争にもなるのですが、

やはり県として一定、この額についてどういうかかわり方をしていくのか。もちろん市町
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村が決定する部分ですが、国の基準内とはいえ、余りにも差が出てくるようでは考えてい

かないといけない部分もあると思います。特にその利用者のほうは、近隣の市町村であれ

ば選ぶこともできるわけですから、そういったことも県のほうでも推移を見守っていただ

きたいという気持ちもあるのですが、そこら辺をお聞きしたいと思います。  

◎溝渕幼保支援課長 新制度に入りまして、１カ月半たったわけですが、今現在、市町村

からそれぞれの情報をちょうど私どもが集めている段階です。特に利用者負担額につきま

しては、先ほど委員もおっしゃいましたように、国の通知等も非常に遅かったこともあり

まして、４月に入ってから改めて決定した市町村もありますので、今は調査の段階です。

その結果を見て、いろいろな課題、問題点等の洗い出しをしたいと思っております。  

◎田中委員 ぜひお願いしたいと思います。それで少し話がずれるんですが、今回、今ま

では県教育委員会のほうで見られていた、例えば私立幼稚園であったり、この就学前の部

分が全て市町村に移行されたということで、県教育委員会としてはこの幼稚園・保育園に

ついて、少し市町村教育委員会との距離ができたという言い方は失礼ですが、今までと違

って市町村が本当に大きな部分を占めてくるようになって、そんな中、本当に幼稚園・保

育園と小学校、保育園・幼稚園・小学校の連携も言われだして久しくなるのですが、県教

育委員会として小中学校課などを含めて幼保支援課との連携はどのように考えておられる

のか、お聞きします。 

◎溝渕幼保支援課長 制度そのものはこういった新制度になりまして、福祉セクションと

いうところもありますが、今、24 の市町村が教育委員会に窓口を一本化しております。そ

ういった関係もありまして、その教育、保育の中身につきましては、私どものほうで研修

制度を充実し、イニシアチブをとっていきたいと考えております。 

◎田中委員 保育の部分での要望になりますが、給食について、児童福祉法の運営費に関

して、ゼロ歳から２歳に関しては主食と副食の提供があり、３歳から５歳に関しては副食

のみということで、県内で特に人口規模の大きい自治体では、この３歳から５歳の児童は、

朝、お弁当箱に詰めた御飯を年間通じて保育所に持っていっている。これからの暑い時期

も、また冬になって寒い時期も、その５時間～６時間前に詰められたお弁当を加温するこ

となく、そのままの状態で食べている。この現状を課長はもちろん御存じだと思うんです

が、国の児童福祉法から変えないといけないというのももちろんありますが、やはり県内

でも少しずつではありますけども、いろんな自治体がこの３歳から５歳に関しての保育所

の完全給食に手をつけてきた経緯があります。ただやはり課題としては市町村単位で行う

のには、例えば調理室の部分的な改修であったり、例えば南国方式が小学校でやられてい

るように、電気炊飯器をやる場合であったら、例えば電気配線の改修であったり、ガス釜

であったら、ガスの配線等、施設の改修費も含めて、現行ではなかなか制度がない。特に

地震対策等を含めてもこれを使いたいと思っても使えないということで、今こうした中で
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も小学校給食に取り組まれておりまして、南国市にしても中学校給食をこれから始めると。

そんな中で子供の食育の連続性の中で、ゼロ歳から２歳、それから３歳から５歳、あと小

学校から給食が始まるという形で、やっぱりこの３歳から５歳の保育所の完全給食に関し

て、一定、県として何らかの補助制度の創設にぜひ取り組んでいただきたい。というのも、

やはり全国的に見てみると、大都市圏、都市部では、ほぼ完全給食が行われている。もち

ろん主食代については保護者負担ですが、やはりいろんな改修費についての補助制度はな

いので、特に自治体規模の大きいところはこれから大変になってくると思いますので、そ

ういったことも一つ考えていただきたい。これは提案でもありますが。 

◎溝渕幼保支援課長 委員のおっしゃいましたとおり、３歳以上の子供につきましては、

今現在、公定価格につきましても主食分が含まれておりませんので、おうちのほうから御

飯やパンを持ってきている状況です。ただ、最近では、３歳以上の子供については外部搬

入が可能になったところもありまして、食育の観点、あるいは地産地消の観点、そういっ

たところから一定負担金を保護者から徴収をして、主食も提供するといった園もふえてき

ております。ただ、やはりその給食設備もあわせての職員の配置というところもあります

ので、なかなか一律に進めることは難しいと思いますが、実態をきちんと把握をしており

ませんので、そういった実態も把握して、今後考えていきたいと思います。  

◎田中委員 ぜひともお願いしたいと思います。それと、参考資料の 32 ページの基本的生

活習慣の向上の新たな取り組みということで、詳しく説明がありますが、本当に生活習慣

の定着というのは乳幼児期から始まっていると思います。そんな中で小学校・中学校にお

いては生活リズムチェックカードというものを早くから取り入れられていたと思います。

非常にいい取り組みであって、こういうものをやはり３歳から５歳に関して、幼児期版を

やっていただきたい。というのも、特に保育園でも幼稚園でも一緒ですけども、ゼロ歳か

ら２歳というのは本当に家庭と園の連絡がいろんなことで毎日、密にとれていると思いま

す。それが３歳から５歳になると、どうしても簡素化してきて、ただ口頭で伝えるだけに

なってくると思います。この幼児期の生活リズムチェックカードみたいな形で、短期間で

すがちょっとやったことがありまして、項目にもよりますが子供がすごく喜びました。例

えばお手伝いという項目があって、丸をしていただくとチェックする期間は子供は物すご

く頑張ります。歯磨きをしたとかいろんなことに関して頑張ります。そういったことで、

親もしっかり子供のことが見られますし、日常的なことでありますが、やっぱりもう一回

気づかされる点もあると思います。本当に親育ちといったこともありますので、ぜひとも

幼児期にもこういった生活リズムチェックカードをつくっていただいて、活用していただ

ければと思います。今回の新しく取り組まれる内容について教えていただけますか。 

◎溝渕幼保支援課長 今回、先ほども申しました基本的生活習慣についてのパンフレット

を作成するようになっておりまして、そのパンフレットにつきましては、まさしく委員の
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おっしゃられましたように、親子で楽しみながら、基本的生活習慣の重要性を認識するこ

とを目的とする内容にしたいと思っています。一つの方法としましては、一つの項目がで

きたら、親子でシールを張るなど、楽しめるような、そしてその重要性がわかるようなパ

ンフレットを作成したいと思っています。あわせて周知につきましては、各保育所の保育

者の方々にも、こういった形でパンフレットを活用してください、という学習会を行いま

す。それで、保育者から保護者に周知を図るという形にして、保育者と保護者のコミュニ

ケーション、そして保護者と子供のコミュニケーション、うまくいけば一石二鳥といけば

いいのですが、そういった楽しめるような内容にしたいと思っております。  

◎田中委員 ぜひともお願いいたします。  

◎三石委員 重複しますが１点だけ。小学校の先生方と何度かお話する機会があって、そ

の中で、低学年、特に１年生、２年生の保護者自体が成長してないというか、まさに親育

ちができていないと。親自体が、じっくり話を聞いたり、携帯電話の電源を切るなどの基

本的なことができてないんですよ。児童たちも、本当に基本的な生活習慣、しつけの部分

ができていないと。１年へ入った時点でも差がもう歴然としてるんですよね。基本的なこ

とが本当にできてないということで、県も親育ち支援、乳幼児期の教育、質の向上という

形で予算も組んで、親育ち支援推進事業費 861 万 3,000 円余り組み、また、当然、連携も

必要です。小学校との連携も必要ということで、保幼小連携推進事業費補助金という形で

今年は 200 万円予算をつけてますよね。前年は 180 万円弱ですか。これは非常に的を射た、

やらなくちゃいけない取り組みですよ。今度入ってくる小学１年生の家庭環境なり成育歴、

保育園、幼稚園での状況が全然わからないまま小学校へ来て、指導の仕方がわからないの

で、とにかく連携をとりながらやっていくという事業なんです。要は、田中委員も今言わ

れましたけど、幾ら県教育委員会が立派な施策を打っても、各市町村の保育園とか幼稚園

がじっくりそれを消化して実践してもらわないと、絵に描いた餅なんですね。大きな課題、

問題点はそこなんです。これは幼保支援課だけじゃありません。小学校、中学校の場合は

必ず各市教育委員会が入りますから。高等学校の場合はストレートで県の思い、施策がそ

のままどんと行くわけですが、どうしても中に市教育委員会が入りますから濃淡が出てく

る。そこの部分が大きな課題だと思います。答弁がさっきありましたが、そこらあたりの

課題・実態をもう少し詳しく、どういう状況なのか、それについてどういうことをやって

いくおつもりなのか。実態とそれの課題解決に向けての決意というか思いをお聞きしたい。 

◎溝渕幼保支援課長 非常に重たい課題であります。  

◎三石委員 重たいですよ。  

◎溝渕幼保支援課長 そういった研修などを通じまして、単なる座学ではなく各園に出向

いていって、園から現場の先生の御意見も聞きながら、園の園としての経営というところ、

学校でも学校としての経営方針を明確に立てるようにしております。私どもも園も同じよ
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うに、園としてどのように子供たちを育てていくかを中心に研修制度も設けております。

当然、保育の現場のノウハウ的なものも持ってはおりますが、園長先生から始まって担当

主任、そして保育士、そういった方々が皆で園の経営方針を同じような考え方でできる研

修制度も持っております。  

教育委員会につきましては、毎年６月から全市町村を回って事業の説明、実態の把握な

どをしまして、私どもの事業についても御理解をいただくような説明を直接させていただ

きます。そういったことを積み重ねていって、市町村と県、あるいはその現場の園との連

携を密にして、小学校への円滑な接続をも含めて、充実してまいりたいと考えております。  

◎三石委員 大変な大きな課題で、非常に難しい面もありますが、ぜひ努力していただい

て、よろしくお願いしたいと思います。  

◎池脇委員長 質疑を終わります。  

〈小中学校課〉 

◎池脇委員長 次に、小中学校課を行います。 

（執行部の説明） 

◎池脇委員長 質疑を行います。 

◎田中委員 これまでも県教育委員会では、拠点づくり、モデル校を指定していろんな事

業をやられてきたと思いますし、学校経営の中でその特色を生かす意味でも非常にいいこ

とだと思います。ただ、私の考えでは、拠点をつくってそれぞれの市町村単位にまず広ま

ってから県下的に広まるのが本来の狙いであると思うんです。しかしながら、広がりとい

う部分に関してはなかなか追いついていない。次から次へと新しいものが入ってきて、市

町村教育委員会も入ってきて指定校を行っていく。やはり、小中学校は基本的な特例を除

いて校区制なわけですから、子供たちはそんなにたくさんのことをできないんですよ。そ

こがモデル指定校であったら、そのものになってくる。やっぱり本来の趣旨である、拠点

図をつくってやっていく取り組みというのが、どうしても私は広がりが弱いと実感してい

るんですが、いかがですか。 

◎長岡小中学校課長 いわゆる教育研究校ですね。やはり、教育研究校は、その時々の教

育的な課題を研究する、あるいは解決するために、どのような教育を行っていったらいい

のかを研究していく。それについて広く、本来は多くの学校に普及していくという方法が

原則、基本です。例えば、次期学習指導要領に向けて英語科が始まってくる。そうしたら、

英語科はどうやって各小学校でやっていったらいいのか。これを勉強して、各市町村にあ

るいは各学校に知らせる。各学校はそれを学んで自分ところで実際やってみる。それを繰

り返していくことが研究校の役割になってこようと思います。ただ、これが十分広がって

ないということであると、やはりそこの改善は我々のほうで考えていかなければならない

と思います。 
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◎田中委員 私の実感としては、やはり広がりというのは弱いと思っていますので、そこ

ら辺も改善をしていただきたいと思います。先ほど、英語という話がありましたけど、少

し前は「外国語」という言葉で、その前は「国際理解教育」という言葉で、どんどん時代

に応じて変わってきて、やっと「英語」という単語が出てきたんですが、やはり今はいろ

んな流れで変わってきている、現場もそれに則して学校経営していくわけで、国の動きも

あるでしょうが、やはり一貫性のある取り組みを継続して行っていただきたいと要望して

おきます。 

◎上田（周）委員 平成 25 年度の長期欠席児童数が小学校ではワースト５位、中学校に至

ってはワースト２位という資料をみましたが、担当課長としてどう思われますか 

◎長岡小中学校課長 実際に子供たちが学校に来られていない、その割合が非常に多いと

いうことについては、非常に我々としてもつらいことで、学校の中で子供たちを迎え入れ

る体制、姿勢といったものが足りないとすれば、やはりそこを補強していかなければいけ

ないと思います。さらに、子供たちの心の問題でもあるわけですから、家庭、学校、地域

が連携して、子供たちが元気に笑顔で学校に来られるように手を差し伸べ、家庭と一緒に

なって子供たちを押していく体制をつくっていかなければならないと思います。 

◎上田（周）委員 資料を見ると、30 日以上欠席する理由が、病気とかその他以外に不登

校というのが物すごい数字です。少し気になるのが、小学校の長期欠席児童の不登校が、

平成 23 年度まで３年間ぐらい若干下がってきて、平成 25 年度でちょっと上がっているこ

とです。ちょっと古い話になりますが、私の知り合いで、平成 14 年当時、中学 1 年生の子

供が、先生とマッチングしなかったことなどを理由に、中学２年から不登校になったこと

がありましたが、いまだに残念に思っています。そういう残念な事例もありますので、そ

ういうことも頭の片隅に置かれて、市町村教委育委員会との連携をとっていただきたいと

思いますので、よろしくお願いします。 

◎三石委員 最近物すごく、横文字というかわけのわからない英語が目につきます。これ

はやっぱり世の中の流れで、20 年前、30 年前と比べたら本当に国際化してきて、地球の距

離が本当に近くなりましたよね。あっという間にグローバル化して、それで英語をやると

いうことで、英語教育の推進プロジェクトなどをやって一生懸命取り組むようになってま

すよね。これはこれでいいんですよ。不易と流行という言葉があるように、そういうもの

を取り入れてどんどん対応をしていかないといけない。しかし、いつの世も時代が幾ら進

もうと、変わってはいけないものもあると思うんですね。国際化をし、グローバル化すれ

ばするほど、日本人としてどうあるべきなのか。日本はどういう国なのか、どう貢献しな

ければいけないのか、そこで自分の国というもの、かっちりしたものを持つべきだと思い

ます。そういう意味において、やっぱり道徳は非常に大事になってくる。以前、道徳教育

と言えば、軍国主義の復活とか戦争につながるとか言われた時期もありましたが、そうい
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うこともあったかもしれません。例えが悪いですが、包丁は調理の道具にもなれば殺人の

道具にもなります。道徳教育が戦争に使われるようなことではいけません。いけないし、

今の道徳というのはそういうことはないですよ。道徳が教科化されますよね。具体的にど

ういうふうに変わっていくんですか。 

◎長岡小中学校課長 まず、教科化されますと、一番大きく違ってくるのが、やはり検定

教科書が使用されることです。全ての教員あるいは子供たちに教科書が渡されますので、

一定以上の水準の道徳の授業が実施されます。Ａ校では実施されなくてＢ校では実施する

といったことがなく、全ての学校において一定以上の道徳教育が実施されるようになって

きます。あわせて、今回の改定で考えているのが、単に道徳的な価値を考えるだけではな

く、やはり、いじめや子供たちの問題行動に対して、具体的に子供たちがどう考えてどう

行動していったらいいのかを考える、といったことにもなってきます。さらに、読み物資

料に加えて、子供たちがどうすることが、どうやって生きることが一番いいことなのか、

お互い議論し合いながら生き方を考えていく。そういったように道徳が変わってまいりま

す。 

◎三石委員 さまざまな取り組みがこれからもなされていくんですが、実際の話、指導す

る教員の資質の向上というのが物すごく大事になってくると思います。私が現役でやって

いたころは、道徳の教育というものは教えてもらわなかったです。学校現場でも道徳の授

業時間はありますよ。それで、高知市内で道徳の授業をやっているところがあったかとい

うと、私には記憶はありません。そういうようなところでやってきた先生方が、道徳が教

科化になった、道徳をやってください、と言われても、指導力の面において、はっきり言

ってどうかなと私は思います。そのあたり、資質を高めるために、どういうような取り組

みを今後さらにしていかれるおつもりですか。 

◎長岡小中学校課長 教科書は全ての子供たちが使って勉強をするものなので、当然、各

教員がこの教科書をどうやって子供たちに伝えていくのか、教材として考える材料にして

いくのか考えなければいけません。そういう意味で、今、各学校には道徳教育を推進して

いく道徳推進教員がおりますので、まずはこの教員と管理職を集めて、道徳科の趣旨、内

容、こういったものの周知・徹底を図っていきたいと考えております。その次には、道徳

推進教員でない先生方にも集まっていただいて、道徳教育を勉強していただくことも考え

ています。さらには、各地域の中で道徳教育を推進していく道徳推進リーダーをこれまで

も約 38 名ほど育成しておりますが、今年度からの３年間でまた 40 名ほど育てていきたい

と考えております。 

◎三石委員 しっかりお願いをしたいと思います。 

それと、永野次長にお伺いしたいことがあります。本県において、戦後、義務籍の先生

が次長になったことはないんですよ。そういう意味において、各市町村教育委員会を初め、
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県民の皆さんが物すごく期待をしている。少なくとも私は非常に期待をしております。こ

の１年間、義務籍の次長としてどう仕事に向き合ってこられたのか。いろんな課題もあろ

うと思いますが、そういう課題にどんな思いで立ち向かい解決していこうとされておられ

るのか。教育長にもそのあたりの思いは聞きましたが、よろしければお伺いしたいと思い

ます。 

◎永野教育次長 重責を頂戴し、この１年間緊張の連続でした。現場あるいは市町村教育

委員会から、私個人ということではなく、義務教育出身の教育次長という責に対するエー

ルや応援をたくさんいただき、大変ありがたく思っております。それに応えるべく自分自

身でも努力してまいりましたが、まだまだ足りておりません。 

２つの方向から仕事のありようというのを考えております。１つは、単純なことで、市

町村教育委員会と県教育委員会は同等ではありますが、県の施策がきちんと市町村教育委

員会に伝わって、市町村教育委員会自身が同じ動力で施策を展開していくためには、市町

村教育委員会そのものに企画力あるいは指導力が必要なわけです。そういう意味でも、市

町村教育委員会の力量アップということは非常に重要なことですので、僭越ではあります

が、それに対する資料の提供や御指導といったものを中心にしてまいりましたし、今後も

続けていきたいと思っております。いま１つ、学校現場に対して。今本当に学校だけでは

解決できない諸課題が満載であります。そういう意味で、学校と、学校長１人が切り盛り

ということでなくて、地域を挙げた学校づくりをしていかなくては、教員の負担感も免れ

ないし、これから新たに半数以上の教員がかわっていきますので、そういった指導力もつ

けられないと思っております。そういった意味で２つの大きな方向を、単純ではあります

が、さらに次長職として皆と共同して、仕事を進めていきたいと思っております。 

◎池脇委員長 質疑を終わります。 

〈高等学校課〉 

◎池脇委員長 次に、高等学校課を行います。 

（執行部の説明） 

◎池脇委員長 質疑を行います。 

◎梶原委員 学校長裁量予算は、各高校でさまざまな現場に対応した使われ方をしたと思

いますが、現場の判断として必要である、という使われ方が多かったものは何か。また、

当初裁量予算でやったものが、きちんと予算措置が必要だということになり、その後予算

措置をずっとしていくようになったものがあるかどうか、その辺を御説明いただけますか。 

◎藤中高等学校課長 参考資料の 29 ページの、21 ハイスクールプランが一つの学校長裁

量予算になります。学校長裁量予算ということで、前年度に学校長が、来年度こういった

ことをやりたい、と提案をしてきます。それを県教育委員会のほうでヒアリングをしまし

て、最終的に予算にのせていくわけですが、29 ページにありますように、資格取得のため
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の参考資料であるとか問題集といったものを学校に置く形で購入して、それを子供たちが

使って試験の対策をするといったようなところで、学校から多く出てきております。また、

授業改善のため招聘した外部講師の謝金や旅費といったものが多く出されておりました。

そういった中で、キャリア教育という視点から、校内研修の強化指導だけではなく子供た

ちの意欲を高めていきたいと。そういった意味での講師の招聘もたくさん出てきておりま

したので、県教育委員会としては、企業を知る、学校を知る、仕事を知るという形で、地

域の方あるいは企業の方、それから県外の大学の先生方、そういった方々を自由に使って

いただけるような事業予算を組んで、それを活用していただく形で、まさに裁量予算から

高等学校課として事業化したものです。 

◎梶原委員 わかりました。また、昨今の国の経済対策や、県内の産業振興計画の取り組

みなどが相まって、県内の有効求人倍率がこれまで過去最高と上がってるのとあわせて、

高校の就職率なども上がってきている中、就職率が上がることも大変重要ですが、今度は

問題になっている離職率をいかに下げるか、卒業後１年目、３年目などの離職率をいかに

下げていくかということも、その後の後々の世代の学校に対する、就職した会社への信用

にもかかわってくるわけです。先ほど御説明されたように、例えば中途退学などは、やめ

たときに理由を聞くと思いますが、１年で離職をした方の理由の分析というのは、学校を

離れているので難しいとは思います。やはり、原因分析によって離職率を下げることにつ

ながってきますので、まずその辺について、これまでの取り組み、あわせて強化をするよ

うなことがあれば、ぜひ御説明していただきたいと思います。 

◎藤中高等学校課長 今の離職率に関して、ここ四、五年は非常に求人数が多くなってお

ります。特に県内企業の方々から早期求人を出していただき、県内への就職内定率も高ま

っています。内定率全体が 90％を超えて過去最高になっていますので、この内定率につい

ては一定の方向性は見えてきたと思います。一方、委員御指摘のように、１年後の離職と

いうのが全国よりも非常に高い状況です。ここ２年間については全国に近づいてはおりま

すが、そうは言ってもやはり全国でも高い状況です。そういったことで、昨年少し御説明

しましたが、中学校の教員と高校の教員が一緒になって、高校の３年間だけでなく、中学

校の３年を含めた６年間で、どういう形で子供たちを育てるのか、そういった子供たちが

社会へ出たときにどんな課題が出ているのか、といったところを分析させていただきまし

た。その中で、企業からも、それから学校の現場の教員からも、やはりコミュニケーショ

ン能力、忍耐力が特に弱いと。これは離職する際の大きな原因として、企業側からもそう

いった指摘があります。それから学校の教員からも弱いという、両方の一致した意見が出

ております。そういったことを踏まえまして、そこにポイントを置いて、学校内でそうい

った力を教科の中、特別活動の中、部活動の中、学校教育活動全体の中でやっていこうと

いうことで、社会性の基礎力育成プログラムというものを試作品ですがつくらせていただ
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きました。それをことし、研究校と言われる６校と、中途退学防止の 10 校で、一部重複し

ていますので実質 14 校ですが、４月から１年生にそのプログラムを入れさせていただいて、

縦軸、横軸をしっかり重ねながら子供たちを育てていくことを始めているところです。離

職率が、これからの、特に高等学校としては大きな課題になっておりますので、そのプロ

グラムを試行し、そして課題を解決しながら全体に広げていきたいと考えております。 

◎上田（周）委員 高等学校再編振興計画の中で、中山間地域の学校の取り組みというこ

とで、遠隔教育を検討されるということですが、確かに少子化で中山間地域は本当に厳し

い状況です。そういった中で、小中学校、県立高校、そういった火が消えていくと地域全

体に元気がないのがさらに加速し、衰退していきます。大変厳しい状況ですが、やはり、

存続させようという考えも入れて取り組んでいかなければ、と心配しています。県の重点

施策で移住政策を進めていますが、私が地元の人に言われたのは、一人であれば、とにか

く地道に頑張ったら農業でも林業でもいけるけど、家族で来たときに、教育の問題にどう

しても行き着きます、と。地元に学校がなかったら市内までとか、仁淀高校がなくなって

佐川高校までとか、そういう現実の中で、いろいろ遠隔教育などに取り組まれていると思

いますが、その辺、どんな議論をされているのか教えてください。 

◎藤中高等学校課長 再編振興計画の中で、今までの第３次の再編計画では、やはり一定

の規模が必要であるということでした。ただ、これから 10 年先を見据えた場合に、本当に

中学校卒業生の減少はとめることができない状況になっております。そういったことを考

えた中で、今回、最低規模は１学年２学級ですけれども、状況によって中山間等において

は１学年１学級、それも 20 人までであれば学校をしっかり活性化させながらやっていきま

しょう、ということでの計画を立てました。そこではやはり委員御指摘のように、学校が

なくなることは、その地域のコミュニティーがなくなってしまうこととつながっていく。

そういった中で、やはり集団の活動ができる最低ラインを 20 人とし、これを切るとやはり

そこは難しいということでの線で 20 人をつくらせていただきました。そういう意味で存続

をさせていかなければならない。ところが、20 人なりの生徒集団の中においては、やはり

教科などいろんな部分で、どうしても大規模校とは違いが出てきます。そこを１つの教科

という面でやっていこうとしたときには、遠隔教育ということでＩＣＴの活用があるので

はないかということで、具体的に今年度から、特に追手前高校と吾北分校を１つのモデル

校にして、国の指定を受けまして、吾北分校の生徒たちが希望をしているがなかなか開設

できない教科とか、そういったところに追手前高校の進学あるいは教科指導のノウハウを

まず入れていく形で、できるだけ教育の公平性とか、機会均等を持っていけるのではない

だろうかということで研究を始めているところです。これは絶対にやっていかないといけ

ないと思っています。 

◎上田（周）委員 規模についてはもちろんわかりますが、やはり吾北分校の場合、20 人
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を割らないように地域ぐるみで頑張っていますので、そういうことも踏まえて、ぜひ中山

間地域を教育版地方創生というような考え方で、そういう議論もまたぜひしていただきた

いと思いますので、これは要請ということでお願いします。 

◎池脇委員長 質疑を終わります。 

〈特別支援教育課〉 

◎池脇委員長 次に、特別支援教育課を行います。 

（執行部の説明） 

◎池脇委員長 質疑を行います。 

◎中根委員 日高養護学校や山田養護学校が満杯というお話が数年前にあって、どうする

のかいろんな議論があったんですが、その後の児童数、そして配置の問題はどうなってい

ますか。 

◎川村特別支援教育課長 対応といたしまして、それぞれの分校を２校設置いたしました

ので、それぞれの本校の児童生徒数は年々減少しております。特に日高養護学校につきま

しては、ピーク時は 146 名、現在 109 名でほぼ狭隘化については解消しております。山田

養護学校につきましては、ピーク時は 171 名、現在 149 名で解消に向かっている状況です。

また、それぞれの分校に関しても、児童生徒数については、年度によって少し増減があり

ますが、順調にふえており、予定どおり進んでいる状況です。 

◎中根委員 多数の子供がバスによる移動をしてると思うんですが、移動時の子供たちの

体調管理等の問題点はないですか。 

◎川村特別支援教育課長 スクールバスにつきましては、５校で運行しており、各学校に

スクールバス委員会という組織がありまして、何か課題がありますとそこで協議していま

す。そういったことを含めて学校のほうで解決をしております。今のところ特に大きな課

題というのはこちらのほうには上がってきておりません。また、それぞれのスクールバス

には介助員を乗せておりますので、そういった見守りもしておるところです。 

◎中根委員 市内でバスをよく見受けるんですが、随分背の高い大きいバスだなという印

象があるんですが、子供たちは背が高く見晴らしのいいバスでいいかもしれませんが、乗

りおりの介助とかいろんな点で問題はないのかなと思ったことがあるんです。そんな話を

していたら、佐川のほうの方が、子供をバスに乗せる時間帯にその子の両親が仕事の都合

で合わないときには、子供を自宅からバスに乗せるまでのボランティア組織もあります、

という話をされていました。そういう組織があるのは佐川くらいものなのかと少し気にな

ったんですが、全県的にそういう介助の組織というのは今できてきているんですか。 

◎川村特別支援教育課長 主に福祉サービスとして放課後の見守りを行う事業所が立ち上

がっております。今、そうした事業所を利用するお子さんがふえているということは聞い

ております。 
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◎中根委員 ということは、そういう福祉サービスの範囲が教育の分野にも結構広がって、

いろんなサービスの提供を受けながら、障害のある子供たちが学校に通っているという状

況を教育委員会としても認識をされているんですね。 

◎川村特別支援教育課長 教育だけではそういった保護者のニーズに応え切れないところ

がどうしても出てきております。そんなところはやはり福祉のほうでそういったサービス

が今充実してきています。また、福祉と教育委員会との協議の場もありますので、そうい

ったところで、今後も保護者等も含めたニーズも上げていきたいと思っております。 

◎池脇委員長 質疑を終わります。 

ここで休憩といたします。再開は午後３時 20 分とします。 

 

（休憩 15 時 07 分～15 時 19 分） 

 

◎池脇委員長 休憩前に引き続き、委員会を再開します。  

〈生涯学習課〉 

◎池脇委員長 次に、生涯学習課を行います。  

（執行部の説明） 

◎池脇委員長 質疑を行います。  

◎中根委員 先ほどの 34 ページの学校地域連携推進担当指導主事ですが、これはどういう

方をどんな形で選んだのか教えてください。 

◎渡邉生涯学習課長 基本的には指導主事ですので、もともと教育事務所にいた者や、も

しくは今回、指導主事として学校現場にいた教員をこの担当指導主事として、新たにこの

４月から配置しているということです。業務といたしましては、まさにこういった学校支

援地域本部事業、もしくはそのコミュニティースクールや放課後子ども教室など、さまざ

まな学校地域連携の事業もありますので、そういったものがより効果的に実施されていく

ように、また、予算のかかることですので、その経費の効果的な使用方法等について、市

町村教育委員会・学校に直接アドバイス等をさせていただいているものです。  

◎田中委員 先ほど説明いただきました 33 ページの放課後子ども総合プランについて、今

回、新制度移行ということで、放課後児童クラブのほうが経過措置ではあるんですが、や

はり、この新しい制度にのっとるためには、定員等の確保ということは、待機児童の問題

もあるんですが。そういった中で、この放課後子ども教室事業と並行してやられているわ

けですが、実際には平均的な稼働日数から言えば、やはり放課後児童クラブのほうが断然

多いと。子ども教室事業に関して言えば、今まで、この事業があるよといった形で県内に

もいろんなところで普及というか、教室を始めることに重点を置かれてきたと思うんです。

一定県内各地にできましたので、これから中身の充実、事業の充実ということがあると思
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うんです。やはり大きく違うのが、利用者の負担で、基本的には子ども教室事業は利用負

担がないわけで、そういったことで、例えば同一小学校において両方の事業を併用するの

が、国も目指すべきところ、方向性だとは思うんですが、やはり実際には両方を行ってい

るところでも、子ども教室事業でありながら児童クラブと余り変わらないような実態があ

ると思うんです。だから、これをいかに充実をしていくか、今の現状を考えますと、特に

核家族がふえてきて地域とのかかわりが少なくなってきた。だから本来で言えば、子ども

教室事業というものが非常に地域と子供たちをつなぐ意味でも大事な役割があると思うん

です。そういったことで、これから事業の中身の充実についてどのように考えておられる

のか、まずお聞きしたいと思います。 

◎渡邉生涯学習課長 先ほど御説明いたしました主要事業説明資料の 33 ページに、この事

業の充実のために、県単独でもつけているものを掲載しております。具体的には、放課後

学びの場充実事業の①学習支援者謝金ということで、学習支援者を配置するときの支援を

行うとか、②発達障害児等支援ということで、発達障害児を支援するための支援者の配置

のための補助でありますとか、③防災対策経費ということで防災ヘルメットやガラスの飛

散防止等の対策のための補助でありますとか、もしくは④教材等経費ということで、国の

事業では個人が所有するような教材は支援の対象になっていませんが、県単独といたしま

して、こういったものの補助をさせていただいているところでして、国の支援と県単独で

つけているものをあわせまして、放課後児童クラブもしくはその教室の中身の充実を図っ

ていきたいと考えているところです。 

◎池脇委員長 質疑を終わります。  

〈新図書館整備課〉 

◎池脇委員長 次に、新図書館整備課を行います。  

（執行部の説明） 

◎池脇委員長 質疑を行います。  

◎上田（周）委員 長期間にいろんな変更があった結果、事業費ベースで結構増額になっ

ていますよね。それで、平成 24 年３月に議会へ提案したときの事業費を記載した資料を提

出してください。 

よく県民の方から、当初 100 億円ぐらいと記憶しています、高知市が合併特例債とか、

それで、県の努力によって国費も有利なものという経緯で、結果として結構膨らんでます

よね、などと聞かれます。また、幅が 90 メートルぐらいですから、県民の皆さんが予想し

ている以上に、すごい建物になるんですよ。そういう注目度の高い公共事業ですので、そ

ういった財源についても確認したいので、よろしくお願いします。 

◎池脇委員長 全員に後ほど配布をしてください。 

◎国則新図書館整備課長 後ほどまた資料を提出させていただきます。  
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◎梶原委員 少し細かい話になるんですが、両図書館合わせて貸し出しが 20 冊になるとい

うことで、これまで本の種類によって貸し出し期限などは変わっていましたか。 

◎国則新図書館整備課長 貸し出し期限は２週間です。  

◎梶原委員 本の種類に限らず一律２週間ですか。  

◎国則新図書館整備課長 事前に延長したいという御希望があり、連絡をいただいたら、

延長することはできます。  

◎梶原委員 20 冊といえば、毎日読んでも 20 日。実際は仕事しながら、学校行きながら

ということになるので、実際は一月以上かかるのかなと思います。個人個人の利便性と運

営のことなんかの兼ね合いで、20 冊持って帰るのもなかなか大変ですし、その辺は 20 冊

がいいのかなというところも感じるんですが、これまでの議論の中で、両図書館合わせて

20 冊というのは、どういうふうに決められたんですか。 

◎国則新図書館整備課長 一遍に 20 冊借りなくても、きょう借りて、あした、また。上限

枠が 20 冊になっておりますので、例えば、きょう 10 冊借りて、あすまた 10 冊とか、そう

いうことはできます。 

◎梶原委員 上限ですから、1 日に 20 冊借りようと思っても借りられるんですよね。 

◎国則新図書館整備課長 そのとおりです。 

◎三石委員 東洋ゴム工業のほうに、電話で何か言いよりましたね。電話で片がつくよう

なことだったんですか。 

◎国則新図書館整備課長 月曜日に直接お会いし、水曜日に総務委員会で私が説明したこ

とについて報告をしまして、そういうことであるからきっちりやってください、というこ

とで、翌日に電話で再度申し入れを行ったということです。  

◎三石委員 先方は何か言ってましたか。 

◎国則新図書館整備課長 第三者機関の評価、それから他社での性能検査をやることにつ

いて検討します、という話をしておりました。 

◎三石委員 誰に電話をかけたんですか。  

◎国則新図書館整備課長 月曜日にお会いした、お客様対応室の方に連絡をしております。 

◎三石委員 電話で気軽に、そんなものなんですか。そんなことでいいんですか。 

◎国則新図書館整備課長 先週の月曜日に高知に来て、現場事務所で話をしております。

それで、先週の水曜日が総務委員会でしたので、翌日の木曜日に再度電話でということで

す。直接新たな情報なりがあれば、また、高知にも現場での事務所もありますし、大阪か

らまた来ていただくと。直接お話しするということは当然あります。 

◎三石委員 電話で済むことなら電話で済ましてもいいとは思いますが、大阪から呼びつ

けてというのも何ですが、大事なことですから、電話じゃなくて、やっぱり会って話をす

るほうがいいじゃないかと思いますけどね。いかがですか。 
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◎国則新図書館整備課長 先週の場合は、月曜日にお会いしていましたので、こちらのほ

うの状況をお伝えしたということで、きちんとお話をする場合には、当然高知に来ていた

だいて、直接会って話をすることにいたします。  

◎池脇委員長 質疑を終わります。  

〈文化財課〉 

◎池脇委員長 次に、文化財課を行います。  

（執行部の説明） 

◎池脇委員長 質疑を行います。  

◎上田（周）委員 現場で調査に当たる方について、賃金の単価の改善などの議論はして

いなかったですか。  

◎彼末文化財課長 現場の現業の方は、基本的には決められた賃金でやっております。  

◎上田（周）委員 それは承知しています。  

◎彼末文化財課長 議論云々ということは、最近はしておりません。きつい労働というこ

とも認識しておりますので、その合間に休憩を入れるとか、ちょっと早目に整理のために

も早く帰るとか、そういった待遇の改善はさせてもらっております。  

◎上田（周）委員 わかりました。特に今、西バイパスが結構進んでまして、３年ぐらい

前、私も現場へ行きましたけど、基本的にそういった埋蔵文化とかに関心のある方、高齢

の方が結構作業に当たられてまして、現実にすごいところでもやってるんですよね。そん

な中でそういうお話もちょっと承りましたので、県のほうへ届いているかどうかというこ

とも確認したかったので、また後日で構いませんが、そういうお話があったのかなかった

のか、そのようなことも含めて御報告をいただきたいと思います。  

◎彼末文化財課長 確認させていただきます。 

◎池脇委員長 質疑を終わります。  

〈スポーツ健康教育課〉 

◎池脇委員長 次に、スポーツ健康教育課を行います。  

（執行部の説明） 

◎池脇委員長 質疑を行います。  

◎上田（周）委員 中学校体育連盟の話もありましたが、最近の中学生の部活の傾向とし

て聞いた話ですが、野球部への入部が極端に少なくて、サッカーが物すごい人気があるい

うことです。野球部が極端に少なくなったと聞いていますが。 

◎葛目スポーツ健康教育課長 細かい数字は今持ち合わせておりませんが、やはりサッカ

ーがブームに乗りまして、Ｊリーグ開催時期から非常に伸びているのは事実です。それに

反比例して、若干野球のほうが減るというのは、相対的な判断かもしれません。今後、ク

ラブ活動につきましては、先ほど、エリアネットワーク事業、地域のスポーツの活性化の
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ところで簡単に説明させていただきましたが、中山間のスポーツ部活動の課題等も含め、

課題を洗い出しいたしまして、複数の自治体でエリアを組んで、そこでその課題に解決す

る事業にも補助するものを立ち上げておりますので、児童生徒の特性に応じたスポーツ活

動の環境整備に努めたいと考えているところです。  

◎上田（周）委員 随分前、駅伝が最近低迷しているということで、本会議でも質問があ

ったんですが、競技力向上の取り組みはどんな状況ですか。 

◎葛目スポーツ健康教育課長 スポーツ推進プロジェクトの中で、重要な柱の中の一つで

あります。スポーツ指導者の育成に、スポーツアカデミーということを計画しておりまし

て、国内で活躍していただいている国際的視野を持った方の受講を組みまして、年間６回

から８回、２年間で十四、五回のカリキュラムを組みまして、そちらで駅伝にこだわらず、

さまざまなスポーツを若い指導者から育成しようと考えております。そこで競技の枠を超

えて全体でチームを組む、全体的に底上げをしていくという形です。具体的には、駅伝対

策として強化費は続けて配分をしているところではあります。 

◎上田（周）委員 スポーツで地域も盛り上がっていくようなこともありますので、結構

難しい問題ですが、ぜひ頑張って取り組んでいただきたいと思います。  

◎中根委員 スポーツ健康教育なので、本当に心身ともに健康で、ということになると思

いますが、精神教育も含めて、監督なり指導者がたたくことによって、子供たちの士気を

上げようとする。そんな事例がぽつぽつ、やはりいまだにありますよね。本当の意味で健

康的なスポーツを、社会教育だけでなく学校教育も含めてやっぱりやっているわけで、そ

ういう指導のあり方の研修というのは、どんなところでどんなふうにされてるんでしょう

か。 

◎葛目スポーツ健康教育課長 大阪桜宮高校で問題になった体罰のときから国内でもさま

ざま資料はつくられていますが、当県でも運動部活動の計画を立てるためのハンドブック

をつくりました。そしてそれをもとに、もちろん体罰の防止を中心に、また年間を計画し

た学校組織を全体で管理職から全体でわかった部活動を推進してもらうということで、講

習会も体育主任会でありますとか、校長会を含めてやらせていただきました。また、全体

的に体育協会を通じて競技団体までいく中では、先ほどのコーチアカデミーというところ

で、もちろんその部活動の本来のあり方ということをやろうと思っておりますし、プロジ

ェクトの中で、子供の運動をスポーツ活動の充実のさらにその中で、運動部活動のサポー

ト事業というのをやらせていただいております。学校の先生だけではなかなか部活動の指

導が手に回りませんので、外部の指導者を有効的に活用するというところですが、その外

部の指導者の方にも、コーチアカデミー等の講習に入っていただいて、きっちり指導観を

持ってやっていただくと。今までもコーチアカデミーではありませんけども、その外部指

導者の方だけを対象とした講習会をして部活動に入っていただくシステムは構築をしてお
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ります。 

◎中根委員 そういう意味ではチェック体制、教育体制ができていると受け取りますが、

やはりいまだに聞こえてくることがありまして、そんな場合に、いや、それはだめでしょ

う、と自由に言えないような勝ち負けの世界に浸っていて、保護者が自分の子供がたたか

れた場合も言えないような空気がいまだにあるのか、という事例をつい最近も聞いたこと

があります。そのときに、やっぱりスポーツのあり方そのもので、そこは率直に言ったら

どうだろうかと思うんですが、そこをなかなか言えなかったり、それから１つの運動をや

るときも休息時間をきちんととるというスポーツ指導がちゃんとされてるのかなとか、や

っぱり気がかりでいろいろとたたかれた事例なんかがあったりするときに、こんな事例が

あるらしいという話をしたら、いや、スポーツの世界はそんなものよね、という雰囲気が

まだあるんですよね。その点を教育委員会としては繰り返し、いや、そういうものではな

いのだ、という、そういう繰り返しの教育というか、スポーツ指導のあり方をぜひ強力に

進めてもらいたいと思います。  

◎葛目スポーツ健康教育課長 先ほど説明しましたが、部活動の計画作成のハンドブック

を中心に、事あるごとに講習会も進めていきますし、先日の中学校・高等学校の体育主任

会では、グループ協議の中で部活動に対しての協議をしていくところがありました。先生

の中にも、どうしてもやらなくちゃいけないという使命感に駆られてやられる方もおりま

すので、もっとこちらのほうがスポーツ健康教育課として、また監督する体育協会として

そこに説明をして、スポーツ科学に基づいたしっかりとした、毅然とした規律ある部活動

というところで、日々、教育をさせていただきたいと思っております。  

◎三石委員 本当に部活動というのは大事です。体育だけじゃなくて文化系でもそうです

が、その部活動を通じて、できれば学校の先生がかかわって、そして子供たちとともに、

体育やったら体育、文化系やったら文化系で、ともに学び育成をしていく。そしてそのこ

とが、学校経営・学級経営に非常に役立つと。そういう意味では本当に部活動の推進とい

うのはどこの学校もやっているはずですよ、高等学校も中学校も。小学校なんかも、スポ

ーツ少年団を積極的にやろうじゃないかということでやられてると思うんですが、先生方

が指導者になりたがらないということがあるんですよね。なりたがらないと同時に、その

専門性を持った先生方がいないということで、外部の指導員を雇って、いろいろ対応して

もらっているんです。そこで大事になってくるのが、外部の指導者ですが、極端に言えば

その場限りですよ。子供たちとかかわっても、最後の最後まで子供たちとかかわらないん

ですよね。やがてはそういう子供たちはクラスに入るわけです。と同時に、学校の先生と

外部指導員とのかかわりがうまくいってるのかな、というような気がするんですけど、ち

ょっと問題もあるんじゃないかという声も聞こえるんですが、もしうまくいってなかった

ら、どういうふうに対応してうまくいくようにしているのか、そのあたりの現状について、
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説明してください。  

◎葛目スポーツ健康教育課長 実際、外部指導者を活用していた学校から、部活動を学校

組織全体で捉えることから漏れていたところもありますので、外部指導者が寂しくしてい

た、という声も聞いておりました。学校をもう少し見に来てください、という声もありま

したが、顧問には学校の先生がおります。顧問の先生は技術指導は何もできなくても、や

はり運営面や生徒指導には必ずかかわってもらうことが大事ですので、ハンドブックにも、

そのようなことを書かせていただいております。ただ、このハンドブックを作成した契機

で講習会もやっていったときに、学校全体で外部指導者を活用した部活動を、重点の取り

組みの一つに置いている学校も多いので、以前と比べて格段に一体感は出てきました。最

初からそれをやらなくてはいけなかったんですが、我々の取り組みも弱かったので、この

数年は一体感が出つつあります。 

◎三石委員 実際に、外部の指導員に任せっ放しで学校がタッチしてくれない、という声

もあります。５時 20 分になったら帰る先生もいますし。それは勤務時間だから帰るなとは

言わないけれど、部活動とのかかわりですね。もちろんトップを目指してもいいですが、

そういうことを抜きにして、文化系にしても体育系にしても、部活動の推進は非常に大事

です。ここのあたりはもっと、学校経営においての位置づけを大事にしてもらいたいと思

いますが、いかがですか。 

◎葛目スポーツ健康教育課長 スポーツ推進プロジェクトの中で、大きく分けますと地域

スポーツと競技スポーツともう一つ、子供のスポーツ、学校体育の場面があります。運動

部活動の推進につきましては、ややもすると競技力向上の部分に入りがちですが、本県の

スポーツ推進プロジェクトの中では、学校教育の部分に入れております。これは、教育的

意義に配慮された部活動ということで、勝利はもちろんですが、やはり規律・規則を守る

とか、気力、そういうことを一番の重きに置いてプロジェクトをこれからやっていきます

し、また部活動外部指導者による運動部活動につきましても、新たな課題が出るかもしれ

ません。それにつきましては、またそれに対しての対策を考えていきたいと思っておりま

す。 

◎池脇委員長 質疑を終わります。  

〈人権教育課〉 

◎池脇委員長 次に、人権教育課を行います。  

（執行部の説明） 

◎池脇委員長 質疑を行います。 

◎三石委員 説明資料に、校長等のリーダーシップのもと意欲と活力に満ちた組織的な学

校づくり、というのがありますけど、校長先生の力量ですが、小学校・中学校もたくさん

あるけど、はっきり言って非常にばらつきがある。本当に校長のリーダーシップのもとに
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やってるのかなと思うんですが、現状をどのように把握されてますか。特に高知市につい

て。 

◎大西人権教育課長 高知市は、本課の指定事業で入ってる学校も幾つかあるんですが、

生徒指導の重要性、それから生徒指導を推進していく上で組織的に進めなければならない

ということを一定理解し、推進をしてくださっているとは考えておりますけれども、その

力量差、それから進め方、そういったところで差が出ているということもあるかもしれま

せんが、その分につきましては、生徒指導主事、それからまた組織的な生徒指導を進めて

いく中で、校長先生方のリーダーシップ、またそれを支えながらというところで回ってい

るものと考えております。  

◎三石委員 参考資料の 16 ページに教育相談体制の充実費とあって、まさにこのとおりで

すよね。これがうまくいけば、本当にいい結果が出ると思うんですよ。今も言いましたけ

ど、本当に実際に機能してるのかなと感じるんです。いろいろ施策を打って、図も描いて、

見事に整ってますけど、そしたら実際、現場はどうなのかということですよ。具体的な学

校名とか校長先生の名前とか、そういうことは言いませんけどね。特に高知市。もっと現

場に入るなり何なりして現状をもっと把握して、そして生かしていただきたいと思います

ね。校長等のリーダーシップのもと、というレベルまでいってないところが本当にたくさ

んありますよ。要請をしておきます。 

◎池脇委員長 要請ということですから。  

◎三石委員 現場をよく知ってください。  

◎中根委員 スクールカウンセラーとソーシャルワーカーの問題で、課題として、まだま

だ不足、中身も充実を、と書かれてますけど、本当に、今の子供たちを取り巻く中では大

事な部門だと思います。中には学校の先生方に対してもカウンセリングをやる場合だって

あるわけで、ですから、県は独自で努力をされていることは承知していますが、この体制

をさらに強めていけるように、ぜひ頑張っていただきたいと思います。高校でも本当に求

められており、中には、月に１回行きます、という高校はあっても、月に１回は待てませ

ん、というのがやっぱり実情だと思うんです。ソーシャルワーカーの方たちの身分・体制

もどんなにするかというのも一つ大きな課題でもあると思いますが、ぜひ配置を強めるよ

うに頑張っていただきたいと要請したいと思います。  

◎池脇委員長 関連ですが、スクールカウンセラーの確保とそれから質の向上、人材育成。

この対策は非常に大事だと思います。先ほど中根委員からも要請がありましたが、待遇面

において非常に不安定な状況にありますので、優秀なスクールカウンセラーはなかなか定

着してくれない。若い方が来られても、経験不足で十分な機能が発揮できない現状にあり

ます。だから、この資格を取るにしても、高知県では高知大学に行っても資格が取れない、

鳴門教育大学に行かなくちゃいけないということで、人材を確保するのは大変難しい状況
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にあると思います。この点については真剣に取り組まなければいけないと思いますが、所

見をお聞きしたいと思います。  

◎大西人権教育課長 委員長がおっしゃられたように、人材確保については非常に苦慮し

ている部分もあります。現在は鳴門教育大学といろいろな形でつながりを持ちまして、そ

こから修了する院生で、臨床心理士の資格を取っている方をまず確保するようにしており

ます。あわせて、その方々を含め臨床心理士等の資格を持っている方々の育成ということ

で、年間５回、日曜日に研修会を開催してレベルアップも図っておるところです。ただ、

委員長がおっしゃられたように、高知大学には臨床心理士の獲得、資格を認定してくれる

コースがありません。四国内では、愛媛県、香川県、それぞれには認定されるようにはな

っておりますが、人材確保というところでは、鳴門教育大学とのつながりも強めながら、

また待遇面のことも考えていく中で、よりよい人材確保に努めてまいりたいと思います。  

◎池脇委員長 心の教育センターの充実もこれから図っていかれるということであります。

そうした機関等も踏まえながら、スクールカウンセラーあるいはスクールソーシャルワー

カーなどが連携をし、情報交換ができる場、研修の場をしっかりつくり上げていくことも

重要な課題だと思いますので、今後しっかり取り組んでいただきたいと要請をしておきま

す。 

質疑を終わります。  

《報告事項》 

◎池脇委員長 続いて、教育委員会から、１件の報告を行いたい旨の申し出があっており

ますので、これを受けることにいたします。「教職員の不祥事について」、小中学校課の説

明を求めます。  

◎長岡小中学校課長 総務委員会資料の報告事項のほうをお開きいただきたいと思います。

この事案につきましては、窃盗を行った中土佐町立上ノ加江中学校講師、臨時的任用教職

員、青木唯、26 歳に対して免職とする懲戒処分を行ったものです。 

 この概要につきまして説明させていただきます。青木講師は、平成 27 年４月 10 日、金

曜日、午後６時 30 分から、勤務校である中土佐町立上ノ加江中学校の懇親会に参加しまし

た。午後７時 25 分ごろに、校長が会計係に用事があり、席を移動するのに伴い、同講師は、

校長が座っていた席に移ることになりました。そのとき、同講師は、席の右側に校長のバ

ッグが置かれているのを見つけ、バッグから現金を取ろうと思ったものでございます。午

後７時 40 分ごろ、同講師は、校長がトイレに立つのを確認した上で、前に座っていた男性

教諭と話をしながら、右手で校長のバッグのチャックをあけ、財布から紙幣を抜き取りま

した。そして、足元に持ってきておいた自分の紙袋の中に抜き取った紙幣を入れておりま

す。午後８時 10 分ごろ、同講師は、紙幣を確認しようとその紙袋を持ってトイレに行って

おります。その際、紙幣の中に１ドル札があるのを見て、これを持っていると自分が取っ
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た証拠になると思い、後で捨てようと、日本札とは別にしてポケットに入れました。午後

９時過ぎにこの懇親会が終了し、散会となっております。同講師は、この後、コンビニエ

ンスストアに立ち寄り、ポケットに入れていた１ドル札を破り捨てました。そして、その

後、友人宅に立ち寄り、そこで盗った紙幣の枚数を確認しております。全部で 15 万円あり

ました。そして、４月 21 日火曜日午後 12 時 10 分ごろに、同講師は、校長から盗難のこと

を尋ねられ、自分がこのお金を取ったことを認めたものです。 

 同講師のとったこれらの行為は、刑法第 235 条の窃盗罪に該当する悪質な行為でありま

す。子供たちに社会性を育み、規範意識を高揚させるべき教員がこのような行為を起こし

たことの社会的影響ははかり知れず、教育公務員の社会的信用を著しく失墜させるもので

あり、到底許されるべきものではありません。そのため、平成 27 年５月１日付で免職の懲

戒処分を行いました。今後、私ども一人一人が公務員としての職責の重さを自覚し、不祥

事の根絶のために教育公務員としての高い倫理観の確立と法令遵守に徹底的に取り組み、

市町村教育委員会や校長会ともさらに連携を図りながら、指導の徹底に努めてまいりたい

と考えております。 

 以上、教職員の不祥事についての報告でした。 

◎池脇委員長 質疑を行います。  

◎梶原委員 理由についての大事な説明が抜けてると思うんですが、生活苦なのか衝動な

のか心の病なのか、その理由についての聞き取りはされていると思うんですが、その辺を

説明してください。 

◎長岡小中学校課長 警察のほうの話では、彼女にはいわゆる盗癖のようなものがあった

だろうという説明はいただいています。また、本人の話も聞いておりますが、例えば、彼

女自身がこのときにはお金は自分自身の財布の中に８万円持っていたと。お金に苦労して

いるのかというと、この時点ではしてなかったんですけど、実はそれ以前に、本人が例え

ばパチンコに行ったとかいったようなことで、消費者金融からの借り入れも実際していた

ところです。ただ、それの返済にかなり苦しんでいたというような事実は、本人の口から

は出ておりません。  

◎池脇委員長 ほかにありませんか。  

（なし）  

◎池脇委員長 質疑を終わります。 

以上で、教育委員会の業務概要を終わります。 

以上をもって、本日の日程はすべて終了いたしました。明日は、午前 10 時から、警察

本部ほかの業務概要の聴取を行います。 

これで、本日の委員会を閉会いたします。 

（16 時 47 分閉会） 


