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平成27年３月11日 

◎明神委員長 皆さんおはようございます。 

 ただいまから総務委員会を開会いたします。           （10時０分開会） 

 御報告いたします。 

 浜田委員から、所用のため本日の委員会を欠席したい旨の連絡があっておりますので、

御報告申し上げます。 

 本日の委員会は、昨日に引き続き、「付託事件の審査等について」であります。 

 御報告いたします。 

 昨日の委員会において、坂本委員から財政課に対する御質問があり、それに対する資料

の提出がありましたので、各委員の皆様に配付しておりますので、よろしくお願いしま

す。 

《会計管理局》 

◎明神委員長 それでは、会計管理局について行います。 

 最初に、議案について会計管理局長の総括説明を求めます。 

 なお、局長に対する質疑は、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。 

◎大原会計管理者兼会計管理局長 会計管理局でございます。 

 会計管理局所管の議案につきまして御説明をいたします。 

 今議会に提出をしております会計管理局所管の議案は、平成27年度高知県一般会計予算

など予算議案が９件でございます。 

 まず初めに、平成27年度当初予算につきまして御説明をいたします。 

 お手元の資料№②議案説明書（当初予算）の562ページをお願いいたします。 

 平成27年度会計管理局の一般会計の予算総括表でございます。 

 会計管理課が、対前年度1.1％減の３億6,409万9,000円で、総務事務センターが、対前

年度3.3％減の３億5,325万5,000円となっております。会計管理局全体では、対前年度

2.2％減の７億1,735万4,000円となっておりまして、引き続き適正な会計事務と効率的な

事務の推進に取り組んでまいります。 

 次に、737ページをお願いいたします。 

 ここからの特別会計当初予算につきましては、後ほど、それぞれの特別会計につきまし

て課長から説明をいたしますが、会計管理課では、収入証紙の管理を行う特別会計がござ

います。また、総務事務センターでは、職員給与の支給や旅費の集中処理、用品等の調

達、共通経費の支払いの特別会計を設けて、事務の集中処理を行っているところでござい

ます。 

 会計管理局の平成27年度当初予算案につきましては、以上でございます。 
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 続きまして、平成26年度補正予算につきまして御説明をさせていただきます。 

 お手元の資料№④議案説明書（補正予算）の309ページをお願いいたします。 

 会計管理局の一般会計補正予算総括表でございます。 

 総務事務センターにおきまして、所要額の減によりまして不用が見込まれる事務費等を

400万円減額するものでございます。 

 次に、371ページをお願いいたします。 

 これは、用品等調達特別会計は所要見込み額の減によりまして、３億2,700万円の減額

をするものでございます。 

 次に、374ページをお願いいたします。 

 会計事務集中管理特別会計を所要見込み額の増によりまして、8,000万円の増額をお願

いするものでございます。 

 私からの説明は以上でございます。詳細につきましては、各課長から説明をいたします

ので、よろしくお願いをいたします。 

◎明神委員長 続いて、所管課の説明を求めます。 

〈会計管理課〉 

◎明神委員長 それでは、会計管理課の説明を求めます。 

◎藤田会計管理局次長兼会計管理課長 それでは、会計管理課の平成27年度の一般会計及

び特別会計の当初予算案につきまして御説明します。 

 まず、一般会計の27年度当初予算案でございますが、お手元資料の№②の563ページを

お開きください。 

 まず、歳入予算につきまして、主なものを御説明いたします。 

 中ほど、節欄の区分の（１）支払未済資金としまして、1,318万8,000円を計上いたして

おります。これは債権者に対しまして、隔地払いであります送金通知書によって支払いを

行ったものの中で、金融機関で受領されないまま１年を経過した未払いの資金について、

歳入に受け入れるものでございます。 

 次の564ページをお願いいたします。 

 歳出予算のうち、主なものにつきまして、右側の説明欄に沿って御説明いたします。 

 会計管理費は、歳入歳出予算などの執行に伴う出納事務や現金の出納保管、国庫金の出

納事務、そして各所属の会計事務が円滑かつ適正に行われますよう支援し、確認するため

の検収や検査、また決算の調製など、会計事務の適正な執行とそのための支援を行うため

の経費でございます。２の会計管理費の２つ目、金融機関調査委託料13万円でございます

が、これは歳計現金や基金の安全な運用のために、運用先となる金融機関の経営状況に関

する調査を専門機関に委託して行うためのものでございます。 

 その次の財務会計システム運用等委託料につきましては、財務会計システムの運用と保
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守業務を行うものでございます。また、その次の財務会計システム改修委託料につきまし

ては、９月議会で提出しております決算説明資料のチェック機能を強化するために改修す

るものでございます。一つ飛ばして、事務費の主なものといたしましては、非常勤及び臨

時職員の賃金やコピー代など会計管理局の庶務経費のほか、指定金融機関等に対する出納

事務の取扱手数料や、県証紙の印刷経費などとなっております。 

 一番下の３収入証紙等管理特別会計繰出金、これは特別会計で管理しています収入証紙

の経理を行う上で証紙売りさばき手数料など、一般財源で手当てする必要があるものにつ

いて、必要な繰り出しを行うものでございます。 

 一般会計につきましては以上でございます。 

 次に、特別会計について御説明いたします。 

 同じ資料の740ページをお願いいたします。 

 収入証紙等管理特別会計の歳入予算となっております。 

 中ほど、節欄の区分の（１）一般会計繰入金は、先ほど御説明いたしました一般会計か

ら繰り出しをしたものを受け入れるものとなっております。 

 その次の（２）証紙売りさばき収入、これは売さばき人が県に支払った証紙代金となっ

ております。 

 次の741ページをお願いします。 

 歳出でございますが、右端の説明欄の１償還金186万3,000円ですが、これは証紙を購入

された県民の方が、証紙を使用する必要がなくなった場合などに、証紙と引きかえに証紙

購入代金をお返しするためのものとなっております。 

 次の２一般会計繰出金は、各所属に手数料などとして納付された証紙を各所属が一般会

計の歳入処理として行った収入調定に対する払い出しを行うためのものとなっておりま

す。 

 以上で説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

◎明神委員長 質疑を行います。 

◎坂本（茂）委員 直接予算とは関係しませんが、電気調達の一般競争入札が始まって以

降、四国電力以外の業者から調達されている部分について、その後、例えば安定的に調達

がされているかとか、特に新しく参入された業者と契約しているところで、トラブルとか

はないか、そのことをお聞きしておきたい。 

◎森田会計管理課会計支援推進監 入札以降、新電力を受注した所属から、何か不都合が

あったとか、そういった報告は受けておりません。 

◎坂本（茂）委員 わかりました。 

（な  し） 

◎明神委員長 質疑を終わります。 
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〈総務事務センター〉 

◎明神委員長 次に、総務事務センターの説明を求めます。 

◎山中総務事務センター課長 それでは、総務事務センターに関する予算につきまして説

明をさせていただきます。 

 まず、平成27年度の一般会計当初予算でございます。 

 資料№②の議案説明書の567ページをお願いいたします。 

 総務事務センター費の歳出でございます。右の説明欄に沿って説明をさせていただきま

す。 

 まず、１の人件費は、総務事務センター職員23名の人件費でございます。 

 ２の総務事務センター費でございますが、まず物品管理システム運用保守等委託料、こ

れは、本庁の用品調達と、本庁及び出先機関の物品管理を行うシステムでございます。今

年度の当初予算で、古くなった物品管理システムを再構築するための債務負担行為予算を

議決していただきました。この中には運用保守も含んでおりまして、その来年度分が

471万7,000円。この中には運用保守と古いシステムの機器の撤去、残っている決算業務に

係る費用も含んでおります。 

 次に、総務事務集中化システム運用保守等委託料でございます。総務事務集中化システ

ムは、臨時職員、非常勤職員の雇用手続や賃金等の支払い、公共料金等の共通経費の支払

い、職員の休暇届、時間外勤務等の勤務実績管理に係る費用など、総務事務を集中化し効

率的に行うためのシステムでございます。5,200万円ほどですけれども、この中にはシス

テムの運用保守委託3,762万8,000円のほか、マイナンバーに対応するための改修費、それ

からインターネットエクスプローラーが若干、今の８というのが、サポート終了が、28年

１月にサポート終了しますので、次の11に対応するための改修費とかを含んでおります。 

 その次、旅費事務センター運営委託料でございます。これは、職員の旅費の計算や支給

に係る事務を行う旅費事務センターの運営を近畿日本ツーリストに委託するものでござい

ます。現在の契約が今年度までとなっておりますので、さらに５年間の委託をするもので

ございます。 

 その次の568ページに、その債務負担行為調書がございます。 

 その次に、新旅費システムの改修委託料というのがございます。これは先ほど説明しま

した総務事務集中化システムと同じように、インターネットエクスプローラーに対応する

ための改修を行うものでございます。 

 その次、事務費ですけれども、この中には、まず自動車の任意保険料がございます。こ

れは、県有自動車が今約856台ありますけれども、それの任意保険料でございます。それ

から、災害時に職員用の備蓄の物資を購入する経費を含んでおります。これは平成25年か

ら備蓄を始めましたけれども、５年間で勤務職員数の分を一応確保するということで、約
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５分の１ずつ購入しています。食料と水を約３日分確保しています。そのほか、事務費の

中には、うちの非常勤職員の報酬等を含んでおります。 

 その左側にあります財源内訳、特定財源の欄に負担金と諸収入がございます。負担金

265万9,000円、これは総務事務集中化システムの運用保守と旅費事務センター運営委託に

関しまして、公営企業局の負担を求めておりまして、その負担金でございます。諸収入

は、非常勤職員の労働保険料の自己負担分でございます。 

 以上、総務事務センター費の予算額が３億5,325万5,000円で、前年度に比べまして

1,213万7,000円の減となっております。 

 続きまして、特別会計について説明いたします。 

 744ページをお願いいたします。給与等集中管理特別会計でございます。 

 これは、職員約１万2,700人の給与を支給するための特別会計でございます。予算額が

1,024億2,600万円で、前年度に比べまして10億円余り減になっております。財源は、この

後説明する特会全部同じですけれども、各課の一般会計の歳出予算から年度末に公金振り

かえでいただいております。いわゆる立てかえ払いの特別会計となっております。 

 続きまして、747ページをお願いいたします。旅費集中管理特別会計でございます。 

 職員等の旅費を集中支払いするための特別会計でございまして、予算額は14億4,187万

円、前年度に比べまして2,433万8,000円の減となっております。財源は、公営企業局から

は負担金としていただいておりますけれども、各課からは、先ほど言いましたように公金

振りかえで、それぞれの旅費の歳出予算からいただいております。 

 次に、750ページをお願いいたします。用品等調達特別会計でございます。 

 これは、本庁等で必要な物品等の調達を行うための特別会計でございます。予算額が

12億4,552万円で、前年度に比べまして8,548万円の減となっております。本庁各部局での

物品の調達を集中化して行っておりまして、予算額は、それらの所属の一般会計等の予算

の積み上げを基本に計上しております。財源は、やはり先ほどと同じように、各課の歳出

予算からの公金振りかえでございます。 

 753ページをお願いいたします。会計事務集中管理特別会計でございます。 

 これは、臨時職員、非常勤職員の賃金や報酬、それから公共料金等の共通経費の集中支

払いするための特別会計でございます。予算額が38億7,877万5,000円で、前年度に比べま

して４億1,946万3,000円の増となっております。この特会につきましても財源は、各所属

に計上されております歳出予算からの公金振りかえでございます。 

 以上が当初予算でございます。 

 ２月補正予算に移らせていただきます。 

 資料№④の補正予算の議案説明書の310ページをお願いいたします。 

 まず、一般会計ですが、総務事務センター費で400万円の減額補正がございます。これ
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は、職員用備蓄物資の入札残、それから自動車任意保険の入札残による減額でございま

す。 

 次に、特別会計ですが、同じ資料№④の373ページをお願いいたします。 

 用品等調達特別会計につきまして、入札残、あるいは調達の中止などにより３億

2,700万円の減額となっております。 

 次、376ページ、会計事務集中管理特別会計をお願いいたします。 

 会計事務集中管理特別会計ですが、非常勤職員の報酬や臨時職員の賃金、それから電話

料とか郵便料等で不用が見込まれる一方で、電気料の値上げ等に伴います不足が見込まれ

ることから、差し引き8,000万円の増額をお願いするものでございます。 

 説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

◎明神委員長 質疑を行います。 

 ありませんか。 

（な  し） 

◎明神委員長 質疑を終わります。 

 以上で会計管理局を終わります。 

《教育委員会》 

◎明神委員長 次に、教育委員会について行います。 

 最初に、議案について教育長の総括説明を求めます。 

 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。 

◎田村教育長 それでは、教育委員会、よろしくお願いいたします。 

 まず、議案の説明に先立ちまして、教職員の不祥事について御報告させていただきま

す。 

 １件目は、公立中学校教諭が酒気帯び運転で検挙された事案でございます。当該教諭に

つきましては、１月13日付で懲戒免職といたしました。 

 ２件目は、12月の委員会でも御報告をしておりますけれども、公立小学校教諭が大型量

販店で万引きを行い、窃盗容疑で逮捕された事案でございます。当該教諭に対しまして

は、平成26年12月26日付で１年間の停職の懲戒処分といたしました。 

 子供たちの教育を担い、模範となるべき教職員がこのような不祥事を起こしましたこと

は、本県の教育や学校に対する信頼を損なうものであり、県民の皆様の信頼を大きく裏切

ることになりましたことを、深くおわびを申し上げます。本当に申しわけございません。 

 今後、法令遵守と綱紀粛正をなお一層徹底し、不祥事の防止に努めるとともに、教職員

一人一人が教育公務員としての職責の重さを認識し、日々高い志を持って職務に精励する

ことで、県民の皆様の信頼回復に努めたいと思います。 
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 なお、詳細につきましては、後ほど、担当課長から御説明をさせていただきます。 

 それでは、議案の説明をさせていただきます。 

 ２月議会に提案しております教育委員会所管の議案は、平成27年度高知県一般会計予算

など予算議案が５件と条例その他議案が５件でございます。 

 まず、平成27年度当初予算について御説明をさせていただきます。 

 お手元にお配りしております資料で、表紙に総務委員会資料、議案説明資料と記載して

おります資料をお願いいたします。 

 それでは、１ページでございますけれども、27年度当初予算の総括表でございます。 

 まず、一般会計につきましては、総額982億円余りで、平成26年度当初予算と比較いた

しますと43億円余り、率にして4.6％の増額でございます。教職員の給与や退職手当など

の人件費は749億円余りで、前年度比７億円余りの増額、人件費を除きましたいわゆる政

策的な予算額といたしましては232億円余りで、35億円余りの大幅な増額となっておりま

す。 

 下の表をごらんください。増減項目を示しております。人件費を除く増減項目でござい

ます。 

 増額の要因といたしましては、左端の１番の新図書館等整備事業費、３番の青少年セン

ターの改築工事、５番の県立武道館や６番の中部教育事務所の耐震工事など、ハード面で

の増額が主なものとなっております。また、２番の施設型給付費負担金は、平成27年度か

らスタートする子ども・子育て支援新制度で創設される給付制度で、20億円余りの増額。

４番は、今年度から始まりました高等学校等就学支援金事業で、27年度は１学年ふえて、

１年生が支給対象となりますことから、４億8,000万円余りの大幅な増額でございます。 

 上の総括表にお戻りください。 

 高等学校等奨学金特別会計予算につきましては、経済的な理由で就学が困難な子供たち

に奨学金を貸与するため、４億円余りを計上しております。また、土地取得事業特別会計

予算につきましては、高知城西堀史跡の土地を取得するための財源として借り入れました

地方債を償還するため、7,000万円余りを計上しております。 

 次に、３ページをお開きください。 

 27年度当初予算のポイントをまとめております。この柱につきまして、上のほうに星印

で３つお示しをしております。 

 まず１つ目に、計画の最終年度となります「高知県教育振興基本計画重点プラン」の、

知徳体のそれぞれの目標達成に向けた取り組みの推進。それから２つ目には、経済面や学

力面など厳しい環境にある子供たちへの支援の充実、高等学校再編振興計画の着実な推

進、2020年オリンピック・パラリンピック東京大会を契機としたスポーツの振興といった

個別重点課題への対応。それから３つ目は、子供たちの命を守り、命をつなぐための南海
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トラフ地震対策の推進。以上、３つを大きな柱といたしまして、施策を推進してまいりま

す。 

 まず、学力・体力のさらなる向上に向けた取り組みでございますが、小中学校では思考

力、表現力の育成に向けた取り組み等を拡充するとともに、新たに英語教育推進プロジェ

クトや探求型学習を推進いたします。また、体力の向上では、今年度中に策定するスポー

ツ推進プロジェクト実施計画に基づき、スポーツの裾野の拡充からトップ選手の競技力向

上までを一体的に捉えた施策を推進いたします。 

 次に、厳しい環境にありさまざまな課題を抱える子供たちへの支援でございます。「高

知家の子ども見守りプラン」やいじめ防止基本方針に基づいたいじめ防止の取り組みを引

き続き推進するとともに、厳しい環境下にありさまざまな課題を抱えている子供たちに対

して、貧困の連鎖を断ち、健やかな育ちを支援する施策を充実してまいります。 

 次に、右下の地域と学校が総ぐるみで子供たちを育む取り組みでは、学校や地域の実情

に応じて課題解決型の効果的な取り組みを推進するとともに、地域と学校が総ぐるみで子

供たちを育てていく取り組みの定着を図ってまいりたいと考えております。 

 その上の南海トラフ地震対策では、子供たちの命を守り、命をつなぐため、引き続き学

校施設等の耐震化や保育所等の高台移転などを進めるとともに、生涯にわたりみずからの

安全を確保する力を育成するため、防災教育を徹底してまいります。 

 また、右一番下隅に項目のみ記載しておりますが、県立高等学校再編振興計画の推進に

つきましては、昨年10月に策定しました前期実施計画を着実に実施してまいります。 

 それでは、資料に沿いまして、強化するポイントを中心に御説明させていただきます。 

 ４ページをお願いいたします。 

 まず、学力向上に向けた取り組みでございます。 

 重点プランに掲げております目標の達成に向けて、学校経営力の向上、授業の質・教科

専門力の向上、児童生徒の学力定着状況の把握の３つの取り組みを、互いに関連させなが

ら取り組んでまいります。 

 学校経営力の向上に向けましては、引き続き全ての小中学校で学校経営計画を策定し、

学校の組織力の向上や授業改善に取り組みますとともに、学校経営アドバイザーが各学校

を訪問し、指導・助言を行ってまいります。 

 次に、授業の質・教科専門力の向上では、従来の取り組みに加えまして、探究的な授業

づくりと、その右の英語教育の推進に力を入れてまいります。 

 ５ページをお願いいたします。 

 探求型学習の推進でございます。グローバル化が進み、急速に変化していく社会に対応

していくために求められる他者と協働しながら価値を創造していく力を育成するため、中

学校や高等学校において探求型の学習に取り組んでまいります。この探求型学習は、現在
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中教審で検討中の新しい学習指導要領においても、アクティブ・ラーニングとして重要視

されている学習方法でございます。 

 中学校では、意欲的に探求的な授業づくりに取り組む中学校を指定して取り組みを進

め、その実践研究の過程や成果を他校へ普及してまいります。高等学校におきましては、

高知南中・高校と高知西高校をグローバル教育の推進校とし、英語教育と探求型学習に重

点を置いたグローバル教育プログラムを開発・実践し、成果を普及させてまいります。 

 ６ページをお願いいたします。 

 2020年オリンピック・パラリンピック東京大会を契機として、選手の育成のみならず学

校や地域のスポーツ活動の充実にも重点を置いたスポーツ推進プロジェクトを進めてまい

ります。 

 まず、１番の体育学習及び健康教育等の充実では、小中学校の体育授業等の質的向上、

健康課題の解決を図るため、退職校長をアドバイザーとして配置し、学校訪問等による指

導・助言や学校経営計画の策定等を支援してまいります。 

 次に、右の２、多様なアスリートライフスタイルの支援では、ジュニアから系統立った

指導ができる体制の充実を図り、効果的な取り組みを実施することで競技力の底上げを図

るとともに、日本を代表するトップ選手の育成も目指してまいります。 

 次に、左下３のエリアネットワークによる課題解決では、市町村や総合型地域スポーツ

クラブ等が連携をし、各地域でのスポーツ振興に関する計画を策定し、広域的、計画的に

スポーツ振興を図ってまいります。 

 続きまして、７ページの「高知家の子ども見守りプラン」の推進と、次のページのいじ

め防止対策の総合的な推進は、26年度から重点的に取り組んでいるもので、来年度、さら

に強化・拡充し取り組んでまいります。具体的な取り組みの多くが、この後御説明します

９ページから10ページの内容と重複いたしますので、ここでの説明は省略をさせていただ

きます。 

 それでは、９ページをお願いいたします。 

 家庭の経済状況等により基礎学力の定着状況に課題があるなど、さまざまな課題を抱え

ている子供たちに対して、発達段階に応じた必要な支援策を大幅に充実・強化してまいり

ます。 

 まず、就学前段階の支援といたしましては、市町村へのコーディネーターの配置や保育

所への加配保育士の配置により、厳しい環境にある子供への支援を強化してまいります。

また、ひとり親世帯などに対して、一時預かり事業に係る利用料の減免を行ってまいりま

す。 

 次に、小中学校段階におきましては、学力の定着状況に課題のある児童生徒に対して、

学校が行う放課後の補充学習を充実・強化いたします。教員とともに学習支援に当たる学
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習支援員の配置に対して助成を行うことで、きめ細やかな個別指導が行えるようにしてま

いります。また、放課後子ども教室や放課後児童クラブなど放課後の学びの場において、

地域住民の参画による学習プログラムが充実するよう、学習支援者の加配や教材等の購入

への支援などを充実いたします。 

 加えまして、さまざまな困難を抱える子供たちを、学校、保護者、地域が連携して支援

していく体制を強化するため、コミュニティ・スクールや学校支援地域本部などの立ち上

げや、活動の充実を図るコーディネーター役として学校地域連携推進教員を配置いたしま

して、市町村の取り組みを推進してまいります。 

 高等学校段階では、放課後の補力・補習や、教員とともに授業における学習指導を行う

学習支援員を大幅に拡充するなど、課題を抱える生徒への支援を充実してまいります。 

 次に、下のほうの囲みにございます。児童生徒や保護者等が気軽に悩みを相談できる体

制の充実に向けまして、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーの配置拡充

を図ります。また、特に厳しい状況にある子供たちの多い市部に関しては、一人一人に寄

り添いながら生活面、学習面での課題にきめ細かく対応するため、スクールソーシャルワ

ーカーの重点配置を行い、福祉部門とも連携した支援を強化してまいります。 

 10ページをお願いいたします。 

 地域と学校が総ぐるみで子供たちを育む取り組みでございます。 

 右下の高知夢いっぱいプロジェクト推進事業は、子供に内在する力や可能性を引き出す

開発的な生徒指導の充実を目指して実施しております。 

 志育成型学校活性化事業では、11中学校を指定して取り組むこととしており、また新た

に実施する未来にかがやく子ども育成型学校連携事業では、２中学校区の小中学校を指定

し、９年間を見通した一貫性のある開発的な生徒指導を推進してまいります。 

 左の学校支援地域本部等事業では、先ほど御説明しました地域連携推進教員の配置とと

もに、22の市町村で実施が予定されております学校支援地域本部の活動を支援してまいり

ます。 

 また、放課後子ども総合プランでは、放課後児童クラブと放課後子ども教室などに助成

を行いまして、放課後の学びの場を充実させてまいります。 

 次に、11ページをお願いいたします。 

 南海トラフ地震対策でございます。 

 まず、資料左側①の県立学校につきましては、27年度末耐震化完了に向けて必要な予算

を計上しております。 

 ②の市町村が実施する小中学校等施設については、来年度予算化された事業が全て完了

した場合には、耐震化率は96.4％まで上昇する見込みでございます。 

 ③の保育所・幼稚園では、予算化された事業が全て完了いたしますと、耐震化率は92％
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となり、南海トラフ地震対策行動計画の目標90％を達成する見込みとなっております。 

 ④の保育所・幼稚園等の安全確保対策では、高台移転について、27年度は２市町への施

設整備へ支援を予定しております。 

 次に、右側の防災教育の徹底では、高知県安全教育プログラム（震災編）による防災教

育の指導方法を、研修会などで教職員に徹底するとともに、副読本などを活用し、児童生

徒に防災教育を浸透させてまいります。 

 最後に、12ページでございますが、県立高等学校再編振興計画の推進でございます。 

 昨年10月に策定しました県立高等学校再編振興計画に基づきまして、高校生の志を応援

する事業、グローバル教育推進事業、施設整備費事業に取り組んでまいります。前期実施

計画の主な取り組みといたしましては、統合を行う学校においてグローバル教育などの取

り組みを進めるとともに、統合後の学校の施設整備に着手をいたします。 

 以上が平成27年度当初予算案の概要でございますが、ここで来年度の教育委員会事務局

の組織体制について、あわせて御説明をさせていただきます。 

 13ページをごらんください。 

 主な組織改正の概要でございますが、まず、厳しい環境にある子供たちへの支援の充実

といたしまして、学校と地域をつなぐコーディネーター役として、高知市と東部、中部、

西部の各教育事務所に各１名ずつ、計４名の指導主事を配置いたします。次に、「健やか

な体」を育む教育の推進といたしまして、体育授業の質的向上や健康教育を推進するた

め、東部及び西部教育事務所に指導主事を１名ずつ配置するとともに、スポーツ健康教育

課の体育・健康アドバイザーを１名増員し、学校訪問等による指導・助言や学校経営計画

の実現に向けた支援を行ってまいります。その他、県立高等学校再編振興計画の着実な推

進や新図書館等複合施設の開館に向けた準備業務のための体制を強化いたします。 

 所属数につきましては変更ございません。 

 また、職員数は、体制の見直しの一方、緊急性、重要性の高い教育課題への対応のた

め、７名増員の407名程度を予定しております。 

 続きまして、平成26年度一般会計補正予算、高等学校等奨学金特別会計補正予算につい

て御説明をいたします。 

 14ページをごらんください。 

 平成26年度２月補正予算の総括表でございます。 

 一般会計補正予算につきましては、退職手当が当初の見込みを上回りましたこと、国の

経済対策への対応などから増額補正をお願いいたしますとともに、入札などによる執行残

について減額することとしておりまして、総額では８億円余りの増額補正をお願いするも

のでございます。 

 高等学校等奨学金特別会計補正予算につきましては、奨学金の貸与者が見込みを下回り
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ましたことから、6,000万円余りの減額をお願いするものでございます。 

 続きまして、条例その他議案でございます。 

 教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例議案など条例議案４件、指定管理者の

指定に関する議案１件でございます。それぞれの議案につきましては、後ほど担当課長か

ら御説明をさせていただきます。 

 次に、報告事項でございますが、冒頭に御説明いたしました教職員の不祥事のほかに２

件ございます。 

 １つは、高知県教育センターと高知市立大津保育園等の土地の交換についてでございま

す。高知市大津の教育センターに隣接いたします高知市立大津保育園等の新築に当たり、

高知市から教育センターの土地を交換により入手したいとの申し入れがありましたことか

ら、対応につきまして、教育政策課長から御説明をさせていただきます。 

 もう一つが、スポーツ推進プロジェクトについてでございます。2020年オリンピック・

パラリンピック東京大会を契機としたスポーツ振興の取り組みとして、昨年10月に検討会

を立ち上げまして策定に向けた作業を進めてまいりましたが、その進捗状況や概要につき

まして、スポーツ健康教育課長から御説明をさせていただきます。 

 最後に、本年度の主な審議会等につきまして、開催状況を御説明させていただきます。 

 審議会等と赤いインデックスがつきました資料をごらんください。 

 ２月に、高知県立学校施設整備期成会、高知県文化財保護審議会、高知県スポーツ推進

審議会、高知県いじめ問題対策連絡協議会をそれぞれ開催しております。 

 会議での審議項目等については、お手元の資料のとおりでございます。 

 私からの総括説明は以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

◎明神委員長 続いて、所管課の説明を求めます。 

〈教育政策課〉 

◎明神委員長 それでは、教育政策課の説明を求めます。 

◎有澤教育政策課長 教育政策課でございます。 

 まず、教育政策課の平成27年度一般会計予算及び平成26年度一般会計補正予算につきま

して御説明を申し上げます。 

 まず、27年度の当初予算でございます。主要な項目を御説明させていただきます。 

 資料№②平成27年２月高知県議会定例会議案説明書（当初予算）の571ページをお願い

いたします。 

 まず、歳入でございます。 

 ７分担金及び負担金、10教育費負担金、（１）教育政策費負担金でございます。これ

は、教委事務局から団体へ派遣をしております職員の給与等につきまして、団体において

負担をしていただく人件費の歳入でございます。 
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 続きまして、９国庫支出金でございます。まず、12教育費補助金、（２）教育政策費補

助金につきましては、高等学校等就学支援金事務に対する国からの交付金でございます。

また、（３）教育センター費補助金につきましては、教育センターの耐震補強工事の実施

設計委託に対する交付金、そして教育センターが行っております保育の質の向上を図るた

めの研修に要する経費への補助金となっております。 

 続きまして、572ページをお願いいたします。 

 12繰入金、２県有建築物南海トラフ地震対策基金繰入でございます。教育センターの耐

震補強工事の実施設計委託に係るものでございます。 

 続きまして、15県債、11教育債につきましては、教育センターの耐震補強工事の実施設

計に係る県債でございます。 

 続きまして、573ページの歳出です。右側の説明欄に沿いまして、主な内容を御説明さ

せていただきます。 

 まず、１教育政策費です。１人件費につきましては、教育委員会事務局の一般職の職員

の給与費でございます。続きまして、２教育振興費です。 

 574ページをお願いいたします。 

 まず、教育委員会委員報酬です。５人の教育委員の報酬となっております。その次の新

聞広告制作等委託料につきましては、毎年11月１日の高知県教育の日「志・とさ学びの

日」に、本県の教育に関するデータなどを広く公表するための新聞広告の制作等を委託す

る経費でございます。 

 続きまして、５行下、地域教育振興支援事業費補助金です。県全体の教育振興を目指し

まして、各市町村が主体的に取り組みます地域の教育課題解決のための取り組みにつきま

して、教育版地域アクションプランとして位置づけ、支援をするものでございます。補助

金による財政的な支援に加えまして、各教育事務所に事業の推進を支援する担当者を配置

いたしまして、人的な支援も行っているところでございます。 

 次の事務費です。教育委員の活動経費、それから次期の高知県教育振興基本計画を来年

度中に策定いたしますための検討委員会の開催に要する経費などでございます。 

 次に、３の教職員費です。職員研修負担金は、高知大学や鳴門教育大学の大学院などに

教員を派遣するための負担金でございます。従来から取り組んでおりますスクールカウン

セラー的な役割を果たせる教員や、学校組織マネジメントを基礎とした実践的な生徒指

導、学級経営等の取り組みを推進できる教員、さらに特別支援教育を充実するための教

員、こういった派遣に加えまして、来年度は新たに思考力や判断力、表現力を育成する授

業方法や、小学校における英語教育の中核となります教員の育成にも取り組むこととして

おります。 

 次の事務費です。大学院への派遣などに要する旅費、それから小中学校長を対象といた
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しました学校の経営診断、学校経営の改善手法の研修を行うための経費などでございま

す。 

 その次、４の情報教育推進費です。まず、機器保守管理等委託料につきましては、県立

学校ＬＡＮシステムの保守管理に要する経費などでございます。次に、教育ネットシステ

ム運用保守等委託料につきましては、教育ネットシステムの運用を円滑に行うための保守

管理の経費などでございます。 

 次のページ、575ページでございます。 

 その一番上、県立学校校務支援システム整備等委託料につきましては、現在、各県立学

校で行われております成績処理等のさまざまな事務的業務を情報システムに集約し、かつ

安全なデータセンターにおいてデータを保存することにより、成績などの生徒に関する情

報資産を災害などから守るとともに、教員の事務処理に係る負担の軽減と効率化を図ろう

とするものでございます。当該システムにつきましては、来年度のシステム調達とあわせ

まして、効率的なシステム運用を行っていきますため、平成32年度までの５年間の債務負

担行為もお願いをしているところでございます。 

 続きまして、事務費です。教育ネットの回線使用料やサーバーのリース料などでござい

ます。 

 続きまして、７目教育センター費です。まず、１教育センター管理運営費の一般職給与

費は、センターの職員の人件費となっております。４行下の教職員研修管理システム運用

保守委託料につきましては、研修に係る出席申し込みや決裁などの事務処理のオンライン

化による効率化や教職員の研修履歴の一元管理を目的として、今年度構築しましたシステ

ムの運用保守に要する費用でございます。次の設計委託料につきましては、教育センター

本館の耐震補強工事の実施設計に要する経費でございます。教育センター本館につきまし

ては、昭和49年から54年にかけて建築された建物でございまして、耐震基準を満たしてお

りません。学校施設の耐震化を優先する方針のもとで、これまで着手できておりませんで

したけれども、耐震化につきましては、安全・安心な研修環境をつくるという意味でも急

いで取り組む必要がありますので、来年度以降、耐震化を進めていくということでござい

ます。 

 一番下の行の教員基本研修費につきましては、法定研修であります初任者研修や10年経

験者研修、それから２年、３年、４年次の教職経験者研修、校長や教頭などを対象とした

管理職研修、本県教育を牽引する次世代のリーダー育成を目指す研修などの研修に要する

経費でございます。 

 大量退職、大量採用に伴い、若い教員が増加しますことから、採用４年目までの若年教

員の研修を若年教員育成プログラムとして、系統的、計画的に行い、授業づくりの基礎基

本の力や、学級経営などの実践的指導力及び自己管理力や同僚との協働性などの育成に力
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を入れていきたいと考えております。特に初任者に関しましては、新たに初任者研修アド

バイザーを２名教育センターに配置しまして、配置校訪問によりきめ細かな支援を行うこ

とで、ＯＪＴの充実・強化も図っていきたいと考えています。 

 次に、576ページをお願いいたします。 

 上から４行目でございます。３教員専門研修費です。発達障害など子供の障害特性に応

じた支援を充実するための職務研修、保育士や幼稚園教員の実践的指導力を向上するため

の幼・保研修、教科の専門性と実践的な授業力を向上させるための教科等研修、そして人

権教育を推進するための人権教育研修などに要する経費でございます。 

 まず、研修教材作成委託料につきましては、県内の小中学校における校内研修に活用し

てもらう教材として、教育センターにおける教育課程や教科に関する集合研修の内容を撮

影、編集しまして、ＩＣＴを活用して配信するための映像コンテンツの作成を委託するも

のでございます。 

 続きまして、４教育研究指導費です。本県の当面する教育課題の解決と中核教員の育

成、指導方法の改善を図りますために、課題に対応した長期の研修や専門的研究などを行

うための経費でございます。来年度は、今年度に引き続きまして算数・数学の学力向上の

ために、若年の中学校数学教員に教育センターで半年間の集中研修を実施するとともに、

中核となりますミドルリーダー教員のブラッシュアップ研修などを実施することとしてお

ります。また、外国語教育を推進するために、小学校外国語活動に関する講座や中高の教

員が連携して取り組みます英語授業づくり講座、県内の教育研究団体と連携した研修、さ

らにはｅ－ラーニング研修、こういった研修を実施したいと考えておりまして、それに要

する経費などでございます。さらに、教育センター等で１年間の研究を行う研究生、留学

生に係る経費なども、ここに入っています。 

 研修教材作成委託料につきましては、センターで集中研修を行う算数・数学の若年教員

が所属校において公開で行います算数・数学の授業を撮影しまして、県内のほかの数学教

員に、モデル授業として普及するための実践事業ＤＶＤの作成を委託するものでございま

す。 

 次に、５教科研究センター費です。教員の自主的な授業研究、教科研究活動を支援しま

すため、県内４カ所に教科研究センターを設置しておりまして、そこに配置をする指導ア

ドバイザーの講習や授業づくりに関する講座を開催するための経費などでございます。 

 次の577ページです。 

 ６資質向上研究事業費につきましては、指導を要する教職員の認定に関する審査会の運

営、指導を要する教職員の課題改善のための研修等を行うための経費でございます。 

 続きまして、578ページをお願いいたします。 

 債務負担行為です。まず、一番上の教育ネットシステム整備等委託料と次の教育ネット
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システム機器賃借料につきましては、各課が所管しますシステムが増加しまして、教育ネ

ットに適正に移行していくため、ストレージ機器等の容量を増強する必要があるものでご

ざいます。現行の教育ネットの運用保守期間であります29年度末までの３年間の追加契約

に要する経費について、債務負担行為をお願いするものです。 

 次の県立学校校務支援システム整備等委託料につきましては、歳出で御説明しましたシ

ステムについて、平成32年度までの保守業務等に要する経費について債務負担行為をお願

いするものでございます。 

 最後に、県立学校のコンピューター用ソフトの使用料です。現在の契約が平成28年２月

末で終了しますことから、28年３月から３年間のリース契約に要する経費につきましての

債務負担行為となっております。 

 27年度当初予算の御説明は以上でございます。 

 続きまして、26年度一般会計補正予算について御説明をさせていただきます。 

 資料№④高知県議会定例会議案説明書（補正予算）の313ページをお願いいたします。 

 歳出でございます。 

 まず、１教育政策費の１教育振興費です。２行目の地域教育振興支援事業費補助金は、

事業実施主体である市町村等の事業費が見込みを下回ったことによるものです。３の情報

教育推進費につきましては、備品購入費につきまして、入札残が生じたものでございま

す。 

 続きまして、７目教育センター費の１教育センター管理運営費、教職員研修管理システ

ム開発委託料につきましては、これも入札によりまして、執行額が見込みを下回ったもの

でございます。 

 314ページをお願いいたします。 

 ２の教員基本研修費の減額補正につきましては、非常勤の特別支援教育指導アドバイザ

ーの経費につきまして、国費での対応が可能となったことで減額補正を行うものでござい

ます。 

 ３教育研究指導費です。算数・数学学力向上実践事業における教科ミドルリーダー・ブ

ラッシュアップ研修の教材につきまして、実践事業のビデオ撮影の許可が、学校からなか

なかおりなかったということがございまして、今年度につきましては作成を取りやめ、不

用となったものです。 

 以上、教育政策課の26年度一般会計２月補正予算につきましては、2,236万1,000円の減

額となっております。 

 以上で予算議案の説明を終わらせていただきます。 

 続きまして、条例議案について御説明をさせていただきます。 

 お手元にお配りをしております表紙に、総務委員会資料、議案説明資料と記載しており
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ます資料の教育政策課の赤いインデックスのついた１ページをお願いいたします。 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正に伴う県条例の整備についてでご

ざいます。 

 まず、今回の法律の一部改正の概要につきまして御説明をさせていただきます。 

 １の（１）改正の趣旨でございます。教育の政治的中立性、継続性・安定性を確保しつ

つ、地方教育行政における責任の明確化、迅速な危機管理体制の構築、首長との連携の強

化などを図ることを目的としたものでございます。 

 なお、米印で記載しておりますけれども、教育委員会を引き続き執行機関とし、職務権

限は従来どおり、変更はないということでございます。 

 （２）は改正の概要です。改正のポイントとして大きく３つ、①の教育行政の責任の明

確化、②総合教育会議の設置、大綱の策定、③国の地方公共団体への関与の見直し、こう

いったことがポイントでございます。 

 今回の条例整備に関係する改正につきましては、主に①についてでございます。 

 教育委員長と教育長を一本化した新たな責任者、新教育長を置く。 

 新教育長につきましては、首長が議会の同意を得て、直接任命・罷免を行うこととなっ

ております。これまでは、知事が議会の同意を得て教育委員を任命する。その後、教育長

につきましては、教育委員の中から教育委員会が任命をする制度になっておりましたけれ

ども、首長が直接任命する制度に変わったということでございます。 

 ３つ目のポツです。教育委員会の構成人数に関する規定の改正もあっております。改正

前は５人の委員をもって組織すると規定されていたところでけれども、改正後は、教育長

が教育委員ではなくなりますので、新教育長及び５人の委員をもって組織すると改正され

ております。また、ただし書きにございますが、都道府県の教育委員会については、改正

前は６人以上にすることができる規定となっておりましたが、新教育長及び５人以上の委

員をもって組織することができると改正されております。なお、教育委員と教育長を合わ

せた構成人数につきましては、変更はないということでございます。 

 ４つ目のポツから下です。新教育長は常勤となりまして、条例等に特別の定めがある場

合を除き、職務に専念する義務が新たに規定され、任期につきましては３年でございま

す。なお、教育委員の任期につきましては４年のままで、変更はございません。 

 一番下のポツにつきまして、現在の教育長は、委員としての任期満了まで従前の例によ

り在職することが、附則で規定をされてございます。 

 次に、②につきましては、新たに首長が主宰します総合教育会議を設置すること。教育

の振興に関する施策の大綱を策定することが規定されております。総合教育会議及び大綱

につきましては、４月以降に具体的に取り組んでいくことになっております。 

 改正法の施行日につきましては、本年４月１日でございます。 
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 ２ページをごらんください。 

 今回の県条例の整備の概要です。教育委員会所管の条例につきましては、新たに制定す

る条例が（１）の１件、一部改正の条例が（２）の３件となっており、教育政策課所管の

条例は１から３までの３つの条例でございます。 

 中ほどにあります（３）施行日です。新教育長の任命時期に関係します１番、２番、３

番の条例につきましては、就任日に合わせ、規則で定めることとしております。任命時期

に影響を受けません４番の条例につきましては、法律の施行に合わせて、本年４月１日に

施行しようとするものです。 

 なお、教育委員会所管の条例のほか、下に参考で書いておりますけれども、知事部局所

管の条例５件につきましては、総務部から御説明をさせていただいております。 

 それでは、教育政策課所管の条例改正の内容につきまして御説明をさせていただきま

す。 

 資料№⑥高知県議会定例会議案説明書（条例その他）の24ページをごらんください。 

 新しく制定をお願いいたします条例でございます。 

 １の条例制定の目的ですが、特別職となります教育長の職務に専念をする義務の特例に

関し必要な事項を定めようとするものです。 

 ２の主要な内容ですが、教育長が職務に専念する義務を免除される場合として、県の行

政の運営上その地位を兼ねることが特に必要であると認められる公共的団体等の役員等の

地位を兼ね、当該地位に属する事務に従事する場合その他特別の事由がある場合を規定し

ようとするものでございます。 

 続きまして、一部改正の条例につきましては、新旧対照表で内容の御説明をさせていた

だきます。 

 363ページをお願いいたします。 

 右側に旧の条例ですけれども、高知県教育委員会委員定数条例について、教育長が教育

委員でなくなることを考慮いたしまして、左が新ですけれども、教育長及び５人の委員を

もって組織する規定に改正しようとするものでございます。 

 本県では、これまで地教行法のただし書きの規定を適用しまして、６人としてきたとこ

ろです。新しい教育委員会制度におきましては、教育長に対する委員のチェック機能が重

要視されていることも踏まえまして、引き続き法律のただし書きの規定を適用しまして、

教育長と５人の委員をもって組織をしたいということでございます。 

 また、組織を定める条例という条例名が適切ということで、この際、条例名もあわせて

改正をするものでございます。 

 次の364ページにつきましては、教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一

部改正でございます。特別職となります教育長の勤務時間その他の勤務条件を定めるもの
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でございます。右側の旧にありますとおり、教育長に関しましては、勤務時間等の勤務条

件を定めた条例が既にありまして、この条例を、字句の修正を行った上で残すものでござ

います。 

 説明は以上でございます。 

◎明神委員長 質疑を行います。 

◎池脇委員 情報教育の推進事業費ですが、先生方がとても忙しいということで、この事

業は非常に大切だと思うんですが、学校では指導要録を残していますよね。災害等でそう

いうものが流されたり紛失したりする可能性があるということで、こういう情報をしっか

り一元化して確保していこうということで、ＩＣＴを使って先生のいろんな雑務というか

事務的なものを少しでも軽減しようということですから、これはぜひ積極的にやっていか

なくちゃいけないんですよね。その仕組みを具体的に説明していただけますか。 

◎有澤教育政策課長 県立学校校務支援システムということで、来年度から整備をしたい

と考えております。校務処理、例えば成績の処理とか出席の管理、調査書の作成、指導要

録の作成といった業務が高等学校にはさまざまございます。既にそういったものに対応す

るよう、平成13年度につくった汎用校務処理システムというのがございます。これにつき

ましては、ソフト面もハード面も随分老朽化をし、さまざまな新たな課題に対応できてい

ない部分もございまして、新たにこの校務支援システムをつくるということでございま

す。 

 災害等考慮しまして、生徒の成績とか出席の状況とか指導要録、そういったデータを、

県外の安全対策がきちっとされたデータセンターで保管をするシステムにしたいというの

が１点でございます。 

 かつ、全県立高校共通で使えるシステムにしまして、さまざまな校務処理を一元的に同

じシステムの中で対応することで、先生方は、そういう事務処理に時間を要していると思

いますので、事務処理の負担軽減も、あわせて図っていきたいということでございます。 

◎池脇委員 その形はわかるんですけれども、もう少し具体的に、先生方の手間がどうい

う形で省けるのか、成績にしても出席日数も要録に書き込みますよね、それをパソコンに

打ち込むというふうに変わるのか、そこのところの具体的な部分がちょっと、イメージが

湧かない。 

◎有澤教育政策課長 池脇委員がおっしゃるとおり、パソコンで指導要録の作成とか成績

処理とか主な校務について、全てシステム上で入力をして、対応ができるシステムをつく

るということでございます。 

◎池脇委員 病院等で電子カルテを普及するときに相当、お医者さんになる人は頭がいい

んで、そういうことにはすぐれているだろうということだったんですけれど、なかなかパ

ソコンで打ち込むというのが現場的には難しくて、医療センターでもなかなか進まなかっ
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たところがあるんですね。実際に先生方がそうした面で、操作性とかにある程度なれる、

そういう研修等がしっかり行われないと、データの打ち間違いとかいろんなことが起きる

んじゃないかと思うんですよね。そのあたりの対応はどうされるんですか。 

◎有澤教育政策課長 当然、先生方にその操作に習熟をしていただくことが大切ですの

で、システムの構築とあわせまして、習熟のための研修も来年度予定をしているところで

ございます。 

 システム自体は、他県でも導入実績が随分あります。そういうパッケージソフト的なも

のが幾つかありますので、そういうソフトを導入し、それぞれの県立高校の事務処理の実

態に合わせたカスタマイズ化もしながら、各学校と相談しながら、使いやすいシステムを

つくっていくイメージで考えております。 

◎池脇委員 今やっていることは、もう長年やっていることで皆さんなれているから、そ

れほど苦痛でないかもしれませんね、教員の仕事と思って。ところが、こういう形で変わ

ると、逆にストレスがたまってきて、効率化を図るという目的が、逆になってしまう場合

がありますので、ぜひ、スタートする前に意識の変換とそれから操作性について、先生方

に徹底した研修をしていただきたいと思いますので、それはぜひ対応していただきたい。 

 それから次に、教員の研修ですけれども、高知「志」教師塾という、このネーミングに

ついて、まず説明していただけますか。 

◎有澤教育政策課長 ネーミングというか、高知「志」教師塾ということで、目的としま

しては、管理職になる前の次世代のリーダー、将来的に管理職等になっていくような、次

世代の高知県の教育を引っ張っていく教員を育成するということで実施をしている事業で

ございます。それに合わせたネーミングということで、御理解を賜りたいと思います。 

◎池脇委員 よくわからないですね。 

 その研修のテーマの中に、20年後の本県の教育ということ、あるいは10年後の自分の宣

言とか、そういうテーマで研修をする内容になっているようですけれども、どういうふう

に、何を期待して、こういうテーマを選ばれているのか。 

◎有澤教育政策課長 10年後の自分の姿ということで言いますと、例えば、大体40歳前後

の教員に今研修を受けていただいておりますけれども、10年ぐらいたちますと、やはり学

校の中では管理監督的な立場の教員になっていくということがあります。そういう中で、

自分がそういう立場になったときの具体的なイメージを、今のうちからしっかりと持った

教員を育てていく、そういった意味での10年後の自分の姿。さらには20年後、長期的に高

知県の教育はこうなっていくというものも具体的に教員の中で持っていただく。具体的に

そういうイメージを自分の中でも、研修の中で研究をし、持っていただきながら日々の教

育活動に当たっていただく。そういう意識を持った教員を養成していきたいという研修と

なっております。 
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◎池脇委員 今までも、管理職になるための研修は開いてきているのですが、違いという

か、この塾の目的、そこのところがいま一つ明確に伝わらないんですよね。 

◎田村教育長 一応、「志」教師塾の塾長が私になっておりまして、教師塾、ことしから

始めたんですけれども、ことし12名で、５年間で60名を養成しようということです。 

 その研修内容そのものが教育の専門的な教育というよりは、これからの日本の社会はど

うなっていくとか、リーダーはどうあるべきか、そういう少し広い、高いレベルでの内容

になっています。 

 ということで、教育を考えるときに、じゃ子供たちをこれからどう育てていく必要があ

るのかとか、大所高所から、本県の教育は、社会の流れであったり、そういうことからど

うあるべきかを考えてもらえるような、将来のリーダーを育てたいという趣旨で、内容

も、特に教育専門というよりは、もう少し一般教養的な内容の研修にもなっているという

ことでございます。 

◎池脇委員 ここには、各界のトップリーダーの生きざまとか哲学、また講演なんかもお

考えになっておるようですけれども、この講師陣ですが、どういう方々を想定されている

んですか。 

◎有澤教育政策課長 組織マネジメントの専門家の方とか、非常に著名な方ですと、日本

総研の藻谷さんとか、あとは宮大工の棟梁で、お弟子さんの育成とかに随分力を発揮され

ている、これも非常に著名な方でございます。そういった著名な方に来ていただいて、研

修をしているということでございます。 

◎池脇委員 教師の仕事は、相手が子供ですけれども、人なんです。だから、大人が子供

に対して教育をするという意識だと、どうしても上から目線になるんですよね。ともに将

来を担う人間として、子供であっても人間として、一つの人格として接していくという部

分、視点がやっぱし欠けているから、子供を叱っても平気だし、むしろ叱ることが教育と

思っている人もいるし、何となくテクニックに支配されてしまうところがあると思うんで

すけれども、一人の人格者として接していくと、やっぱり接し方が違ってくると思うんで

すよね。 

 やっぱり子供は、一番先生に物すごい影響を受けるので、特に小学生なんかは、親の言

うことよりも先生の言うことを聞いてしまう。そういう意味では、人格というものが一番

大切だと思うんで、先生方が人格をしっかり磨いていくということに、つながっていく志

塾、その塾の目標みたいなものは、しっかりぶれないでぜひ進めていっていただきたいと

思うんですが、いかがですか。 

◎有澤教育政策課長 子供たちを指導していくにしても、やはり子供たちに対する愛情と

か責任感とか、そういったものをきちっと持った教員になっていただく。そのためには、

やはりみずからの、委員がおっしゃるとおり、人格をどのように高めていくかが大事です
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ので、そういった点も十分に考慮に入れて、研修を進めていきたいと考えております。 

 これから、１年目の成果が出てきます。途中段階でちょっとお話を聞いた中では、いろ

いろとそういう講師のお話に触れる中で、やはり自分の今までの生き方といったものを見

直して、さらに高めていきたい、そういった面での意識改革なんかも、少しずつですけれ

ども進んでおりますので、そういう形での研修を、今後も続けていきたいと考えておると

ころでございます。 

◎池脇委員 教科研究センターですけれども、26年度の利用状況は、まだ締めてないと思

うんですけれども、目標に対して、今利用者数はどれぐらいになっていますか。 

◎有澤教育政策課長 今年度につきましては、6,000名を目標としております。今現在

6,000名を超えたと教育センターから聞いております。もうすぐ六千数百名になるのでは

ないかと見込んでいるところでございます。 

◎池脇委員 それは延べ数ですか。 

◎有澤教育政策課長 延べ数でございます。 

◎池脇委員 実数ですね、延べ数じゃなくて何人の先生方が利用されたかという、人数は

どうですか。 

◎有澤教育政策課長 実は、その実数をきちっと属人で整理をするところまでちょっと至

っておりません。ただ、利用者の90％は、２回以上のリピーターと聞いております。た

だ、今年度につきましては、初めての利用者も470名程度ということですので、徐々に利

用いただける教員の実数も拡大をしてきているものと考えているところでございます。 

◎池脇委員 ここで目標にしている6,000人は、延べ数の目標ですか。それとも、実数の

目標ですか。 

◎有澤教育政策課長 各年度で目標を定めてきているところで、6,000名につきまして

は、26年度の延べの数ということでお示しをさせていただいているものでございます。 

◎池脇委員 延べでは、実際に何人の先生が活用してくれたのかということが見えないじ

ゃないですか。だから、これ目標数は、そういうことであれば延べ人数6,000人としない

と、我々は普通に目標6,000人と書かれると、教員数でいったら6,000人ぐらいいらっしゃ

るでしょう。全員参加するのかと思ってしまう。それ、6,000人達成しましたと言えば、

すごい実績だなと思うんですよね。けれど、そうでない。一人一人で実際、実の人数でち

ゃんとやったほうがもっと見やすいし、学校別にもある程度分類できますよね、どの学校

の先生方が利用されているのかなどもよくわかります。そうした後にこの数字を分析し

て、次につなげていくことが大事で、これは実人数にしたほうがいいと思うんですけれど

も、いかがですか。 

◎有澤教育政策課長 資料の表示が、延べということが少し抜かっていたと。そこはおわ

びを申し上げたいと思います。 
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 実人数にするかどうかにつきましては、教科研究センターのほうで、どのような数え方

で整理ができるのか、延べでいきますと順次数えていけるんですけれども、少しワンクッ

ション作業が必要になってきますので、そこは相談をさせていただいて、ただ、前向きに

検討はさせていただきたいと思います。 

◎池脇委員 授業づくり講座の受講者数が194人出ていますよね、その資料で言っている

んです。これは実施済み分ですけれども、27年度の目標は500人以上と。この194人も、延

べ人数ですか。 

◎有澤教育政策課長 参加者数で、延べ人数ということでございます。 

◎池脇委員 実際は何人ですか、参加したのは。 

◎有澤教育政策課長 実際の人数につきましては、ちょっと手元に今資料ございませんの

で、後ほど確認をして御報告、御説明をさせていただければと思います。 

◎池脇委員 せっかく、こうしたいい事業をやって、アドバイザーを置いて、先生方の授

業の質を上げようとしているわけですから、その効果を考えたならば、やっぱり実人数を

しっかり捉えて成果を見ていかないと、次の手が打てないと思うんですね。ぜひそのあた

りは、延べ人数もとっていいと思いますよ。けれども、実人数もしっかり掌握していない

といけないと思うんですね。そうしないと、同じ方が何回も何回も来ている、それは問題

のある人じゃないかって心配になってきますよね。 

 各学校としても、若い先生方については指導案のつくり方とか、いろんなことをきちっ

と教えてくれるわけですから、ここ物すごく大事なんですよね。ここに若い先生方が、一

般的な初任者研修とか３年研修とかじゃなくて、通常土日で行けるわけですから、どんど

んここを活用して力をつけていただくという意味で、質の均一性を図っていかないといき

ませんよね。194人ぐらいで、それも延べ人数で何人来たかわからないなんて、こんなん

であったら、形だけやっていますよということになってしまって、本当に先生方の基本的

な力をしっかりつけさせていくという意欲が伝わってこないんですよね。この点はどうで

すか。 

◎有澤教育政策課長 若い先生方も含めまして、教員の皆さんに学び続けていただく、自

分の授業等を常に高めていただく、意欲を持って研究をしていただくためにつくったセン

ターでございますので、どういう教員が来られているのか、そういったことを実人数の面

でできるだけ把握して、取り組んでいきたいと考えております。 

◎池脇委員 昨年、当委員会は秋田県の視察に行きました。小中高どこへ行っても、授業

の捉え方、それからポイント、同じ話が返ってくるんですよね。ということは、この授業

づくり講座で、授業づくりのスタンダードを先生方が、きちっと身につけられていること

を我々は実感したんですよ。 

 高知県は授業にばらつきがあって、先生の力量に全て任せているんで、ピンキリが余り
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にもあり過ぎるんですよね、その均一性をしっかり保つことによって、学力にしろ、ある

いは生徒指導にしろ、学級経営にしろ、問題が事前に防げるわけですから、ぜひここは大

事にしていただいて、こういうのをやっているのであれば、スタンダードの授業の展開に

ついてもう少し中身もしっかり煮詰めていただいて、そして参加する人についても、意識

を持って参加していただくような形に仕上げていっていただきたいと思いますけれども、

いかがですか。 

◎有澤教育政策課長 授業づくりにつきましては、教育センターの研修でも取り組み、ま

た、この教科研究センターで私的に研究をしていただく。講座に参加していただくことで

高めていく。あとは学校、所管課のほうでも、さまざまな研究事業等も、指定校の事業等

も対応しておりますので、それぞれが連携をしながら、教職員の授業力等を高めていける

ように全力で取り組んでいきたいと考えております。 

◎池脇委員 最後になりますけれども、教育長もおっしゃいました。これから、今までの

授業の中身が変わりますよね。思考力、表現力をしっかり身につけさせる。いろんな意味

で、今までは当然正確な知識をきちっと学ばせる。学力については、学力の３要素をしっ

かり身につけさせるということで、先生方の授業に対する負担がかなり、外から見る目が

厳しくなってくると思うんですね。それはこういう基本的なことを、まずはきちっと身に

つけさせておかないと、本当に先生方は大変なストレスがたまると思いますよ。 

 そういう意味で、来年度からの授業については、こういう大事な、基本的なことにどう

きちっと取り組むのかということを、今までやっていたことの流れの中でやるんじゃなく

て、ここで大きく堰をして、新しい流れをつくっていかないと、来年度から、それを出発

させるんだという意気込みでいかないと、高知はおくれると思いますけれども、この点に

ついては、教育長、いかがですか。 

◎田村教育長 おっしゃるようなことがあると思います。 

 今の授業づくりのスタンダードについては、今年度、そういった高知県としての授業づ

くりのスタンダードというのを作成いたしました。これについては大学の先生なんかのア

ドバイスもいただいて策定しましたので、特に若年教員、これから新採もふえてまいりま

す。もう既にかなりふえてきていますけれども、若年教員にはぜひ、ことし作成をした授

業づくりのスタンダード、そういったものをきっちりと学んでいただくような形での研修

とかも、やっていきたいと思っています。 

 一つ言われているのは、それはあくまでベースになる基礎基本のところ、中堅教員にな

れば、それをベースにしてさらに発展的な授業づくりをしてもらうことも必要ということ

もありますので、そういうところについては探求型の学習の指定校での研究とか、そうい

うようなところで先導的なことはやっていきたいと。両面あわせて、高知県のこれからの

授業づくりを改善していきたいと考えております。 
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◎坂本（茂）委員 先ほどの校務支援システムの委託料と関連するんですが、他県での導

入例の中で、どれだけ生徒と向き合える時間がつくれたかという具体的なものがあった

ら、教えていただきたい。 

 これは、正式には28年度からスタートするわけですので、27年度が試行期間になって、

この間にいわゆる十分な説明とか研修が行われていくのか。27年度、モデル的に入れると

ころについて、それが極めて負担にならないような形でやっていけるのかどうかというこ

とが２点目です。 

 それと、災害に強固な県外データセンターというのは、どこにあるか教えてください。 

◎有澤教育政策課長 まず１点目、生徒と向き合う時間をどれぐらい創出できるのかとい

う御質問なんですけれども、これは九州地方のある県で、こういう校務支援システムを使

った実証研究を、国が委託をしてやったことがございます。それによりますと、教員１人

当たり、１日30分の効率化が図られたというのが少し出ているということです。30分とい

うことで、それを全教員にしますとかなりの時間数にはなってくるかと思いますけれど

も、そういう研究があるということが１点でございます。 

 それから、スケジュールの関係です。27年度システムの構築をしまして、あわせて、当

然習熟のための研修も学校の教員を対象にやっていくということで、27年度内に研修まで

終わりまして、28年度からは先行的に、今、汎用校務処理システムを使っている12校で試

行開始をしまして、全校での本格実施につきましては、平成29年度４月からと考えている

ところでございます。 

 ３点目のデータセンターにつきましては、これは入札等になってきますけれども、大

体、四国内の香川県とかに、きちっとしたデータセンターがあるとお聞きをしておりま

す。 

◎坂本（茂）委員 香川も、津波浸水被害ということで言うたら、高知ほどじゃないかも

しれませんけれども、大丈夫ですか。災害に強固なということを考えたとき、四国の中に

そういうところがあるだろうかと思ったりもするんですけれども、そこは大丈夫ですか。 

◎有澤教育政策課長 少々確認いたしますので、ちょっとお待ちください。 

 先ほど香川県と申し上げましたけれども、そこは場所的に非常に地盤のかたい、標高の

高いところにデータセンターをきちっと設けているところでございまして、今、県教委の

ほうも一部もう既に預けておりまして、実績のあるデータセンターを想定しているところ

でございます。 

◎坂本（茂）委員 それともう一点、これも先ほど池脇委員が質問された教科研究センタ

ーの関係で、いわゆる予算の確保ですね、我々出先機関調査へ行ったときに、もっときち

んと希望する人が使えるような予算措置をしていく必要があるんではないかということだ

ったんですけれど、何か前年と比べて、それほど予算額が大きく変わらんのですけれど
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も、そこは確保できているんでしょうか。 

◎有澤教育政策課長 教科研究センターの予算につきましては、所管の教育センターと十

分話をして、予算化をしているところで、少し拡大コピー機、これ非常にコストが高いん

ですけれども、それのニーズが高いということで、そういう話が視察へ行っていただいた

ときにあったかと思いますけれども、現状を申し上げますと、それで予算が足りなくなる

状況ではございません。十分に対応できる予算は案として出しているところでございま

す。 

◎坂本（茂）委員 それは、その予算の範囲内でおさまっているということは、それだ

け、現場的には、抑制されていてそうなっているのか、つくりたいだけ使って、それでも

予算の範囲内でおさまっているのかでは全然違うと思うんですよね。ここは、皆さんが我

慢することなく活用した上で、予算の中でおさまっているということですか。 

◎有澤教育政策課長 総務委員会の委員の皆さんに見ていただいた後に、私のほうで教育

センターの所長とも十分に話をし、予算的には、今案となっている予算で十分に足りてい

るし、それに対して現状は、教員の皆さんからもう少し枚数コピーしたいとか、そういう

お話は、今のところは聞いていないことを、２月にも教育センターの所長とも確認もして

いるところでございますので、これで十分に使っていただけていると認識をしておりま

す。 

◎塚地委員 川崎市でああいう悲惨な事件が起きて、社会全体が、どうやったら子供たち

を守れるのか、本当に真剣に考えないといけないということを、改めて突きつけられたな

と思っていまして、来年度の予算の中で、厳しい環境にある子供たちを支える事業を相当

拡大してくださっていて、本当に大切な手が打たれているなと思います。そこが、やっぱ

り大いに機能するということと同時に、学校が、本当に子供たちにとって安心して行ける

場所になるということが何よりも大事なので、ぜひそういうところに心を砕いて、これか

らの教育行政に当たっていただきたい、と思います。 

 それで、この間、学校の中での子供たちの居場所のなさ、管理とか競争の中でみずか

ら、価値を見出せなくなっている子供たちがふえているという状況を、抜本的に解決する

ことが、やっぱり私たちの仕事だなって、思っているんですけれど、それで来年度、先ほ

どのお話で、教育振興計画の見直し、つくり直しをすることになる。そのときの基本的な

視点、考え方をしっかり持って計画作成に当たることが大事なんじゃないかと思うんです

けれど、教育長いかがですか。 

◎田村教育長 来年は今度の地方教育行政法の改正で、知事と教育委員会とで総合教育会

議を開いて、教育に関する施策の大綱をつくることになりますので、まずは大綱から議論

をせんといかんのかなと、大枠ということになると思いますんで、それの上で、大枠に沿

った形で新しい教育振興基本計画をつくる、段取りとしてはそうなるのかなと思っており
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ます。 

 その際には、ベースとしては国の教育振興基本計画がありますので、そういったものも

当然参考にする必要がありますし、今の教育振興基本計画、現行のですね、についても、

ベースとして考える必要があるだろうと思っています。枠組みとしては、そういうことか

なと思っておりますし、内容としては、いろいろあると思いますけれども、学力をつけて

いくということと、今おっしゃった厳しい環境にある子供たちをしっかり支えていくこと

は、やはり柱にはなってくるんじゃないかなと思っているところです。 

 あと、いろいろあると思いますけれども、今の時点ではそんなことでございます。 

◎塚地委員 それで、先ほど国がつくった教育振興計画がベースという話で、やっぱりそ

こがスタートなんじゃなくて、子供の実態がスタートだと私は思うんですよね。 

 今回、教育委員会制度が戦後の大改革ということになって、当初は教育委員会制度その

ものをなくすという声も出ていた中で、合議制の執行機関の教育委員会が残ったわけです

ね。やっぱりその残ったということの持つ意味が大きいんで、そこをどう大事にするかと

いうことを、しっかり守って、任に当たっていただくということだなと思うんですけれ

ど、そこの点での教育長のお考えをお伺いします。 

◎田村教育長 国の教育振興基本計画も、方向性としてはあると思いますし、今議論され

ている新しい学習指導要領の改訂の中でも議論されているのは、要はこれからのグローバ

ル化が進み、いろんな技術革新なんかで物すごく変化の激しい社会の中で、子供たちがし

っかり社会の中で自立していける、それから、これから特に大事になってくるのは、いろ

んな周りの人間と協働していけるような、その中で、協働しながら新しい価値を生み出し

ていくような子供、そういう子供を育てていく必要があるだろうという、要は、これから

の子供をどういう形で育てていくのかがベースだと思います。そういうことをベースにし

ながらプラス、先ほどの厳しい環境にある子供たちをどうしていくかが、それに付随する

プラスの話としては出てくるのかなと思っていますので、まずは一番に、あるべき、育て

ていく子供像というのを議論した上で、そのための施策はどうあるかということかなと思

っていますけれども。 

◎塚地委員 あるべき子供像という、先ほど池脇委員のお話がありましたが、やっぱり子

供は人格を持っている一つの本当に大事な存在なんで、その子をこういう形につくってい

くという方向の教育のあり方、それを国全体が推し進めてきたのが、戦前の教育の一番の

反省点なわけですよね。だから、そこの部分の反省があって、教育委員会制度ができてき

た。そこの根幹のところをゆるがせにしないという決意が大事だと思うんです。そういう

国民世論があったからこそ教育委員会制度が残ったわけで、だから、そこでの合議を、例

えば、今度の大綱つくるときも知事と教育委員会の合議が調整をした場合に、調整がつか

ないことも出てくる。でも、そのときに教育委員会の判断のほうが優先するんだよという
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ことは、それ国会の議論の中でも出ているんですね。そのあたりの姿勢を堅持していくこ

とが、それはやっぱり大事だと思うんですけれど、いかがですか。 

◎田村教育長 合議ができないということはないと思いますけれども、仮に、制度の仕組

みとしては、それぞれ協議はしましょうと。ただし、それぞれの所管に係るものについ

て、どうしても合議が整わない場合は、それぞれの責任においてやっていくんですよとい

うことにはなっていますので、それはそういうことだとは思いますが、現実問題、お互い

が、話が整わないということはないと思いますけれども。 

◎塚地委員 そういうことを前提に、例えば合議が整わないことなどということはないと

思うということが、今回の改正の危ういところだと思うんですよ。ある意味、政治的中立

ということを大事にせんといかんよと、あえて教育委員会を残して、そこを柱にせんとい

かんという議論になっているわけで、そういうことがあり得るというぐらいの思いで臨ま

ないと、教育委員長と教育長を兼ねる仕事になってしまったわけで、そこの部分の危険性

というのを指摘しておきます。 

◎土森委員 川崎の事件の件ね、あんなむごたらしい事件。中学校１年生ですよ。18歳と

17歳の社会で余り歓迎できないようなグループがいて、そういう人に、13歳のあのかわい

い、優しい遼太君がむごたらしい形で命を絶つ、これはね、今教育支援の話なんかもあっ

たけれど、やっぱり国の方針は最大限生かしていく、ここが大事だと思いますよ。そうい

うことを考えたときに、この事件を通じて、幾らでもこの遼太君の命は救えたと思う。し

かし、救えるだけの環境が整っていなかった。幾らでも情報があったわけね、学校にも、

警察にも、どこで間違ったか、これを機会に検証していくことが最も重要なことであっ

て、子供たちの人格、これは大事です。教える側の人格も大事です。守る側の人格も大事

です。全ての者が社会に対して責任と義務を持つ。そういう方向になってこんとね、いつ

までたっても子供たちを守れるような環境をつくり上げることができんと思っています

よ。そこには何が欠如しているか。やっぱり道徳心です。このことをしっかりと教えてい

く。今までのやり方でよかったのか、もっともっと責任と義務というものを考えていく、

そういう道徳教育をしっかりやっていくという、非常に重要なことだと思いますよ。 

 この辺ね、せっかく出ましたから話ししますけれど、道徳心なりを、学校現場で道徳と

いうものの中で教えていく。これ今、国も力入れていますよね。国の方針、指針にも出て

きております。今後、どう考えますか。 

◎有澤教育政策課長 国の中央教育審議会からも、道徳の教科化に関する答申も昨年出て

きております。 

 教育振興基本計画との関係で申し上げますと、今その教育振興基本計画の中身につきま

しては、内容の準備、たたき台づくりとか、そういうことを始めたところでございます。

ただ、その中で学力等と並んで、やはり子供たちの心の問題にどう対応していくかという
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ことは、今も教育振興基本計画にもありますし、それに基づいて重点プランもつくって、

その中でも徳、心の問題には重点的に対応していかなければならないということで取り組

んでおりますけれども、それを次期の教育振興基本計画にも、やはりきちっと反映をして

いくことが大切だろうということで、内容につきましては国の答申も踏まえ、今後の本県

における道徳教育の取り組みをどういう方向に向けていくか、どう強化していくかといっ

たところは、少しこれからお時間をいただいて検討させていただきたいと考えておりま

す。 

◎土森委員 ぜひ、そういう方向で取り組んでいただきたいと思いますね。 

 ただ、今まで取り組んできた道徳教育、これでよかったかなと。本当の道徳というの

は、何が目的か。最終的には命を守るということですよ。御先祖様を敬い、両親を愛す

る。友達を愛する。そういうことだと思いますね。 

 今、あのゲームなんか見たら、恐ろしいですね。ゲームの中で人を殺して、それがまた

生き返るわけですからね。こんな社会現象との対決もしっかりしていく必要があるし、そ

れからテレビドラマでも、ミステリーだとか殺人事件、こういうものが随分と視聴率が高

い。ですから、ちょっとその辺、全体の世の中が狂っているというふうに思うところが

多々ありますね、そういうことも検討しながら、しっかりしたものをつくり上げていって

ほしいと思う。 

◎田村教育長 ここで歴史認識論争するつもりはございませんけれども、何かしら考え方

を押しつけるのはいけませんという考え方も、一つの考え方の押しつけですので、どっち

かというと、ならぬものはなりませんということは、きちんと大人が、子供に教えてあげ

ることが非常に重要になるんではないかと思うわけであります。その教えるべき徳目につ

いては、やはり長い年月、日本人が大切だと思い、風雨に耐えて今日まで語り継がれてい

るものをきちんと教えてあげる。かくあれと、しっかりと大人が指導していくべきである

と思いますんで、ぜひよろしくお願いいたします。 

◎池脇委員 難しい話になったので、一言。 

 教育委員会は今度の制度で、行政の部分が非常に強くなる。ただ、教育の現場は、誰の

ための教育をしているのか、何のための教育をするのか、この根本命題を決して委員会は

失ってはいけない。良識を持ってしっかり判断をして対応していくという、この姿勢はし

っかり貫いていっていただきたい。だから、いろんな事態が起きた場合にも、そこのとこ

ろを、苦しいでしょうけれどもしっかり貫いていかなければ、ある意味では、教育行政が

政治に引っ張られ過ぎるとか、いろんな問題が起きてくる。曲がってくると思うんですよ

ね。そうならないようにしっかり矜持を持って、取り組んでいただきたい。 

◎明神委員長 質疑を終わります。 

 暫時休憩とします。再開時刻は13時とします。 



- 30 - 

 

（昼食のため休憩 12時０分～13時０分） 

 

◎明神委員長 それでは、休憩前に引き続き委員会を再開します。 

 ここで、審議に入る前に委員の皆様にお願いしたいことがあります。 

 皆様御承知のように、本日、東日本大震災から４年目を迎えます。 

 そこで、地震が発生しました午後２時46分に、震災により犠牲となられました全ての

方々に哀悼の意を表するため、黙祷をささげたいと存じます。 

 時間になりましたら、私のほうから声をかけさせていただきますので、委員の皆様の御

協力をよろしくお願い申し上げます。 

〈教職員・福利課〉 

◎明神委員長 それでは、続きまして、教職員・福利課の説明を求めます。 

◎彼末参事兼教職員・福利課長 教職員・福利課です。よろしくお願いいたします。 

 まず、平成27年度当初予算案につきまして御説明させていただきます。 

 お手元の資料、資料№②議案説明書の579ページをお願いいたします。 

 まず、歳入でございます。ページ中ほどの節の区分に沿って、主なものにつきまして説

明をさせていただきます。 

 一番上の庁舎等使用料は、教職員住宅の敷地に設置されております四国電力やＮＴＴの

電柱などの目的外使用許可に係る使用料収入です。次の教育職員検定手数料ですが、教員

免許状の交付や免許更新に係る手数料の収入でございます。２つ飛ばしまして、土地売払

収入です。これは、売り払いを予定しています教職員住宅の売却収入を計上させていただ

いております。 

580ページをお願いいたします。 

 上の退職手当債20億4,100万円です。こちらは、教育委員会の教職員の退職手当に充当

するものでございます。その下の教職員住宅整備事業債ですが、教職員住宅の屋根等の修

繕工事に充当するものでございます。 

 続きまして、581ページをお願いいたします。 

 歳出です。ページ右側の説明欄に沿って説明をさせていただきます。 

 まず、一般管理費の退職手当です。小中学校や県立学校の教職員、県の教育委員会事務

局の職員や、また臨時教職員などの退職手当です。次の公務災害補償基金等負担金です

が、教職員の公務上の災害や通勤途上の災害に対しまして、その補償を行うために設置さ

れています地方公務員災害補償基金への負担金などでございます。 

 次に、２福利厚生事業費の、まず定期健康診断等委託料ですが、こちらは県立学校の教

職員の定期健康診断等を実施するための経費です。次の職員健康診断等委託料は、県教育
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委員会事務局の職員の定期健康診断などを実施するための経費です。このページ一番下の

人間ドック事業負担金です。この負担金は、公立学校共済組合高知支部が実施しておりま

す県立学校と県教委事務局の教職員の人間ドックに係る経費の一部を負担するものでござ

います。 

582ページをお願いいたします。 

 一番上の衛生管理者講習会負担金です。こちらは、衛生管理者の資格試験の事前に行わ

れます講習会の受講などのための負担金でございます。次の事務費です。主なものは、教

職員数50人以上の県立学校に配置しています学校管理医に対する謝金や、県立学校や事務

局の管理職などを対象とするメンタルヘルス講習会に要する経費でございます。 

 次に、３教職員住宅等整備費です。それの測量等委託料です。こちらは、老朽化し遊休

財産となっています教職員住宅を処分するための用地の確定測量の委託に要する経費でご

ざいます。次の教職員住宅管理委託料です。教職員住宅の維持管理業務を高知県住宅供給

公社に委託するための経費でございます。次の教職員住宅賃借料でございます。県立学校

の教職員住宅は、これまで公立学校共済組合の資金を借り受けて建設してきました。現

在、償還の対象となっております教職員住宅は、平成10年度から14年度までに建設しまし

た60戸等でございます。この賃借料は、その償還に要する経費です。一つ飛ばしまして、

事務費です。こちらは、職員住宅の処分のための不動産鑑定に要する経費などでございま

す。 

 次に、教育振興費です。まず、教育関係職員名簿作成委託料ですが、小中学校や県立学

校、また県や市町村の教育委員会の職員などの名簿を作成するための経費でございます。

次の事務費の主なものは、芸術、スポーツなどの分野で他の児童生徒の模範となる活動や

功績が顕著な児童生徒を表彰し、その努力と成果をたたえる児童生徒表彰に要する経費

や、長年の勤続者や教職員の地道な教育実践などをたたえる教職員等表彰に要する経費で

ございます。 

 次に、５教職員費です。まず、健康診断委託料4,000円です。こちらは、当課で雇用を

予定しています臨時的任用職員の健康診断に要する経費でございます。次の適性検査判定

委託料です。こちらは、教員採用選考審査などにおけます適性検査を委託して実施するた

めの経費です。このページ一番下の選考審査筆記問題作成等委託料です。教員採用審査に

おける問題作成や採点業務などを委託して実施するための経費でございます。 

 次のページ、583ページをお願いいたします。 

 一番上の総合人事給与システム運用保守等委託料ですが、教職員にかかわります総合人

事給与システムの運用保守に必要な経費です。その下の教員免許管理システム運営管理費

負担金でございます。この負担金は、教員免許の更新事務等を円滑に行うため、全国統一

の教員免許管理システムの運用保守などに係る経費を負担するものでございます。事務費
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です。主なものは、教員の採用審査に要する経費や、特別支援学校教諭の免許取得のため

の認定講習に係る経費などでございます。 

 このページの計の欄をごらんください。当課の平成27年度当初予算総額は94億307万

7,000円となっていまして、前年度に比べ18億4,000万円余りの増となっています。これは

退職見込み者数の増による退職手当の増が主な要因でございます。 

 続きまして、補正予算について御説明させていただきます。 

 お手元の資料№④です。315ページをお願いいたします。 

 まず、退職手当です。退職手当の８億4,858万5,000円の増額補正をお願いしています。

こちらは、退職見込み者数の増加によるものです。 

 次の福利厚生事業費の定期健康診断等委託料の436万円余りの減額につきましては、県

立学校で実施しております定期健康診断につきまして、受診者数が見込みを下回ったため

でございます。 

 一番下の計の欄です。当課の２月の補正額は８億4,421万7,000円の増額となっていま

す。 

 最後に、条例議案につきまして御説明をさせていただきます。 

 資料№⑥の365ページでございます。新旧対照表をお願いいたします。 

 こちらは、さきに教育政策課から御説明した地教行法の改正に伴うものでございまし

て、そちらの新旧対照表の第７条３項をごらんいただきたいと思います。アンダーライン

を引いていますが、地教行法の19条が18条に条ずれしたことに伴います同法の引用規定の

整理を行おうとするものでございます。 

 以上で教職員・福利課の説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 

◎明神委員長 質疑を行います。 

◎坂本（茂）委員 補正で退職手当の増額ということで、当初の退職者数より多いという

ことですが、定年以外で、定年前の退職者はどれぐらいいたんでしょうか。 

◎彼末参事兼教職員・福利課長 当初予算では勧奨退職を109名と見込んでおりました

が、補正では145名と36名の増を見込んでございます。こちらは50代でございますので、

教委の場合はちょっと知事部局より遅くて、来年からまた、先ほど当初予算で説明させて

いただいたように、定年の数もふえてくる中で、やはり一定の方がおやめになっておりま

すので、そういう中で母数がだんだんふえてきたというところもございます。 

 それと、かっちり分析したわけではございませんが、退職手当が一方で下がっています

ので、この１月からもう最後になったわけですが、そういう中で、ちょっと今まで率的に

は多かったということ、昨年度とか多かったという傾向的にはあると思っております。 

◎坂本（茂）委員 今、36名増と言いましたが、その方は全部定年前ということですか。

私が聞きたいのは、定年前の退職者を聞きたかったんです。 
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◎彼末参事兼教職員・福利課長 そちらは、50代の勧奨の方でございます。あと普通退職

が考えられますので、いわゆる50代未満の方ですので、そちらの方は一応、当初予算のと

きは21名で見込んでおりましたが、補正では30名、９名の見込みと。大体50代で勧奨の方

がほとんどで、普通になりますと、御結婚されて県外に行くとか、非常に若い方もおいで

るという部分でございます。 

◎塚地委員 退職される方がすごくふえてきて、今後、本会議、予算委員会のほうでも、

先生の採用をふやしていくというお話があったんですけれど、一定計画的に、５年計画で

ここまでみたいな、そういうペーパーみたいなものはありますか。 

◎彼末参事兼教職員・福利課長 採用計画という意味でしょうか。そちらは、ペーパーと

してはございません。数で申しますと、26年４月１日現在の教職員という数でございま

す。事務局も含めてでございますが、ことし、年度初めは60歳になる方が196名いまし

た。59歳は270名、その次が328名で、一番多いのは53歳の者が434名と。そういう非常に

ぐっと大きくなるということでございますので、採用も応募者数そのものが、少子化の問

題ということもございまして、全体的には横ばいぐらいですので、いかに採用数をふやし

ていくかと。そういう中で、本会議でも教育長から答弁させていただきましたように年金

の問題もありますので、再任用もしていかなければならないということもございますの

で、一度退職された方のお力もかりながら、採用にも努めていきたいと答弁させていただ

いたところでございます。 

◎塚地委員 その方々に残っていただく、新たに採用する。一定、採用計画みたいなもの

はないと、募集人員の計画みたいなもの、年度年度でそれなりの人数を補充する考え方で

すか。 

◎彼末参事兼教職員・福利課長 ３月の下旬には募集要項も発表させていただいて、その

中で年度年度の採用数は決めておりますが、そういう中でやはり退職者の方、それから一

定の経験値に基づき、パーセントになりますが、勧奨される方とか、そういうのもござい

ます。ただ、そういう中で小学校ですと免許は一つですが、中学校、高校になりますと免

許の部分、分かれてきますので、将来的にやっていくというのもなかなか難しい、言いわ

けになりますが、そういう中で、学校現場では穴ができるだけあかないように、第１回目

の名簿登載を10月にさせていただいて、辞退もありますので、２月の上旬にはもう一遍定

数をやり直して、２月に追加の名簿登載もさせていただいているところでございます。 

◎塚地委員 すごく単純化して、例えば270名、328名ということになると、この退職者に

見合った採用数というふうに単純に考えずに、それより下回った募集人員ぐらいになると

いうことですかね。 

◎彼末参事兼教職員・福利課長 もちろん、先ほど言いました四百何名になりますので、

全部を新採で埋めるのは数的に無理でございますので、再任用が始まって、ことしで２
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年、新しい年金が円滑に継続するようにという制度が始まって２年目でございますので、

今後どのように再任用の方がふえていくか、逆に私どものほうからも働きかけていかない

といけないと。 

 それからあと、児童生徒の数が減っているところで、先生そのものも、全体の定数も右

肩下がりでございます。そういう中でなかなか、100人退職するから80人ぐらい採ってお

こうとかいうこともなかなかできないと。そういう中で、１回目の名簿、ことしなんかは

２回目の名簿登載、若干例年より多かったようなところもございます。 

◎塚地委員 ぜひ、１つは、定数内の臨時職員をなくしていく、そういう見通しですよ

ね。それはきちんと意識として持たれていると、この間、教育長からもお話を伺ったん

で、そういうことも考えながら採用計画を立てていくということで、よろしいですか。 

◎彼末参事兼教職員・福利課長 採用計画の数を詰めるときに、臨時職の者をできるだけ

減していこうという方針で臨んでおりますが、なかなか御期待に沿えない部分もあるかと

は思いますが、その努力はさせていただいているところでございます。 

◎塚地委員 現場の先生方が、いかに働きやすいかということがやっぱり基本なので、御

期待に沿うようにお願いしておきます。 

◎加藤委員 補正で定期健康診断の委託料を400万円ぐらい削減していますけれど、今年

度の予算を見ますと大体2,000万円ぐらいでしたら、５分の１ぐらい削減している印象で

すけれど、これ受診状況というのはどうですか。 

◎彼末参事兼教職員・福利課長 事務局と県立学校、両方で事務局ですと99％ぐらいで、

県立学校でも、いわゆる胸のエックス線と定期に分かれますけれど、95％以上はありま

す。先ほど、こちらの不用になったものではない。人間ドックも含めてということにはな

ります。 

◎加藤委員 来年度の当初を見たときに、定期健康診断が2,200万円余りでしょう。人間

ドックが1,500万円ぐらいでしょう。それで400万円以上の残が出るというのは、結構、こ

の補正で削減している金額が少なくないと思うんですよね。それだけ予定に対して９割、

95％とか、ほとんど受けているということであれば、この差額はどうして出てきた差額に

なりますか。 

◎彼末参事兼教職員・福利課長 いわゆる定期健康診断は法定検査でございますので、法

上やらなければいけないと。一方、人間ドックの場合、小中学校の教員と県立学校の教員

がございまして、それぞれ抽せんをするわけですが、小中の定期健康診断は市町村の経費

になり、市町村の義務になりますので、県の健康診断のお金がないわけでございます。そ

ういう中で、県のほうが、人間ドックが抽せんでたくさん当たると、定期健康診断料が浮

くということでございます。 

◎加藤委員 わかりにくいですね。 



- 35 - 

◎彼末参事兼教職員・福利課長 もう一つ、たまたま25年度の決算で、人間ドックに当た

った方が87.6％だったんですが、本年度は、まだ決定数でございますが、93.3％と高い方

が当たっておるということでございます。その方は定期健康診断を受けなくてよくなりま

すので、その分浮いてくるということになります。 

◎加藤委員 その当たるとか外れるとか、どういうことなのか、まず、そこから説明して

ください。 

◎彼末参事兼教職員・福利課長 人間ドックは、病院ごとに定員が決まってございます。

例えば総合保健協会とか、そちらに100名、小中学校も県立も県の事務局の職員も全てが

申し込みます。100名に対して120名が申し込むと、20人の方が外れることになりますの

で、その20名外れた方は、定期健康診断をどうしても受診していただく必要が出てきま

す。その100人の当たった率が、予算のときに一定県立ではこれくらいだろうと見込んで

いたのが、抽せんですので、県立が思わず当たったりとかあるわけですので、そういうと

きに余ったりもします。 

 それと、どうしても法定の検査でございますので、若干余裕といいましょうか。人間ド

ックに外れて、こっちへ回ってくる方がおったら困りますので、ちょっと余裕を持って見

させていただいている部分も確かにございます。 

◎加藤委員 大体わかりましたけれど、定期健康診断というのでも、人間ドックと同じぐ

らい、十分な検査はできるわけですか。 

◎彼末参事兼教職員・福利課長 いや、それは人間ドックのほうが時間もかけて、例えば

定期健康診断ですと、胃の検査なんかは行いません。人間ドックですと、バリウム飲んで

胃の検査をしたり、また胃カメラとか、そういうことになる。当然、人間ドックの場合は

自己負担金も必要になります。定期健康診断の場合は法定ですので、自己負担金は全く要

らないと。全て事業主でやっておるというところでございます。 

◎明神委員長 質疑を終わります。 

〈学校安全対策課〉 

◎明神委員長 次に、学校安全対策課の説明を求めます。 

◎沢近学校安全対策課長 学校安全対策課でございます。 

 まず最初に、平成27年度当初予算につきまして、主要事業を中心に御説明させていただ

きます。 

 お手元の資料№②の議案説明書の584ページをお開きください。 

 まず、歳入でございます。ページ中ほどの節の区分に沿いまして、主要なものの説明を

させていただきます。 

 上から３行目の（２）学校安全推進費負担金は、学校の授業中や部活動等で負傷した際

などの医療費等を給付する日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度に係る保護者負
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担金でございます。（２）県立学校使用料は、学校敷地内に設置しました自動販売機等の

使用料でございます。（５）文教施設等災害復旧費負担金は、昨年夏の台風等により被害

を受けた県立学校の復旧に係る文部科学省の負担金でございます。（４）学校施設等整備

費補助金の内訳は、右側の説明欄の交付金になりますが、このうち学校施設環境改善交付

金は、特別支援学校などの施設整備に係る文部科学省の補助金で、防災・安全社会資本整

備交付金は、県立学校の耐震化工事に係る国土交通省の交付金でございます。説明欄、そ

の下でございますけれども、学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金は、地域ぐるみ

の学校安全体制整備事業費補助金に係る文部科学省の補助金でございます。 

 585ページをごらんください。 

 ２行目の初等中等教育等振興事業委託金は、文部科学省の防災教育等のモデル事業に係

る委託金でございます。 

 （４）県立学校貸付料は、県立学校に設置しています自動販売機の売り上げ等に係る貸

付料でございます。（８）普通財産貸付料は、須崎高校の旧久礼分校、閉校になっており

ますけれども、この学校施設を社会福祉法人などに貸したものでございます。（１）県有

建築物南海トラフ地震対策基金繰入は、県立学校の耐震対策事業に要する経費に充当する

ものでございます。（３）学校安全対策課収入は、日本スポーツ振興センターから生徒等

に支払われる医療費等を受け入れするものでございます。 

 586ページをごらんください。 

 （５）高等学校等施設整備事業債は、県立学校の施設整備や耐震補強工事に充当するも

のでございます。（６）公立学校耐震化促進事業債は、市町村立学校の耐震補強工事への

補助金に充当するものでございます。（５）県有施設等災害復旧債は、県立学校が災害に

より被害を受けた際の復旧に要する経費に充当するものでございます。 

 歳入合計で10億円程度の減額となってございますが、主な理由は、耐震補強等工事に係

る事業費の減に伴うものでございます。 

 続きまして、歳出について御説明をさせていただきます。 

 587ページでございます。ページ右側の説明欄に沿って御説明をいたします。 

 １施設整備費37億328万円は、県立学校施設の耐震化や既存施設の改修などの施設整備

に要する経費でございます。 

 次、588ページをごらんください。 

 まず、設計調査等委託料２億1,000万円余りでございますが、これは幡多農業高校など

12校19棟の耐震補強設計委託、また高知東高校レスリング場の実施設計、また県立学校の

空調設備等の整備に係る設計委託費などに要する経費でございます。施設整備工事請負費

34億6,084万9,000円でございますが、城山高校など20校42棟の耐震補強等工事を実施いた

します。今回予算化されました事業が全て完了した場合、県立学校の耐震化は100％とな
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る予定でございます。そのほかは、県立学校の普通教室棟への空調設備整備、県立学校施

設の老朽化対策、その他学校に求められる機能に応じた改修等を行ってまいります。 

 次に、２維持修繕費３億7,784万4,000円でございますが、県立学校施設等の修繕に要す

る経費と、県立学校の外壁あるいはつり天井等の非構造部材の耐震化に要する経費でござ

います。 

 次の589ページの公立小中学校耐震化促進事業費補助金１億3,732万6,000円は、公立小

中学校の耐震化を推進するため、耐震化工事に要する経費に対しまして、国の補助金に上

乗せをして６分の１補助を行うもので、来年度は３市町４校13棟の耐震化工事に対して補

助を行う予定です。これによりまして、公立小中学校の耐震化は96.4％に上昇する見込み

でございます。 

 項目２教育の森造成事業費6,065万円余りですが、この教育の森造成事業費補助金と教

育の森施業転換資金利子助成補助金は、県立高校の教育の森の維持管理を行っております

高知県森林整備公社に対する補助金でございます。教育の森は、分収林制度を利用しまし

て教育施設整備と青少年の自然への理解と郷土を愛する精神を養うことを目的として、昭

和43年に創設されたものですが、現在は、過去に借り入れました借入金の元利償還金や公

社の管理経費等に対しまして、契約等に基づきまして交付をしていまして、現在は収入間

伐や国、県等の補助金の範囲内でのみ事業を行っており、新たな借入金は発生しないよう

にしています。 

 次の学校安全推進費１億5,462万6,000円は、防災教育を初めとした学校安全の推進のた

めの事業でございます。まず、安全運転講習委託料は、県立高校において、原動機付自転

車の安全運転講習を高知県交通安全協会に委託して行うものでございます。次の実践的防

災教育推進事業委託料は、来年度は11校の拠点校において、緊急地震速報を活用した避難

訓練の実施や高知県安全教育プログラムに基づく実践的な防災教育に取り組むものでござ

いまして、そのための市町村への委託料でございます。防災キャンプ推進事業委託料は、

４地域において、児童生徒が避難生活を体験的に学ぶ防災キャンプを地域と連携して実施

するものでございまして、そのための市町村への委託料でございます。学校と地域が連携

して実施することで、災害時に助け合うことのできる地域のきずなづくりにもつながるも

のと考えております。避難所運営訓練等委託料は、来年度から新たに実施するものでござ

いまして、県立学校の教職員や生徒を対象に、避難所運営訓練等を民間業者に委託して８

回実施することとしておりまして、そのための費用でございます。安全教育推進事業委託

料も、来年度から新たに実施するものでございまして、交通安全教育や防犯教育等のモデ

ル事業を実施する市町村への委託料でございます。地域ぐるみの学校安全体制整備推進事

業費補助金は、子供の安全を守るために警察官ＯＢ等をスクールガードリーダーとして配

置いたしまして、学校の巡回指導やスクールガードに対する指導等を行う市町村に対し補
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助を行うものでございます。 

 次の590ページでございますが、災害共済医療費等給付金は、学校の授業や部活動中、

あるいは登下校中などの児童生徒のけが等に対しまして、日本スポーツ振興センターから

給付される医療費等の支出に係るものでございます。次の事務費の主なものは、県内３カ

所で４回実施いたします防災教育研修会や、各学校年間100回を想定して派遣します学校

防災アドバイザー等の防災教育に要する経費でございます。この学校防災アドバイザー

は、専門的な観点から防災の講演等を実施するとともに、各学校の避難場所、避難経路等

について指導・助言をしてまいります。また、震災時に備えまして、県立学校の児童生

徒、教職員用の水、食料等の備蓄の更新や、あるいは浸水域の学校の移動用のボート、あ

るいはＡＥＤの整備に係る経費と、さらには県立学校の児童生徒の学校管理下での事故、

災害に対応するための共済等に県が加入する経費等でございます。 

 次の１文教施設等災害復旧事業費は、昨年の台風等により被害を受けた県立学校の復旧

費と、県立学校施設が昨年度のような台風などの被害を受けた場合に備え復旧に要する経

費として、あらかじめ一定額を予算計上しようとするものでございます。 

 当課の平成26年度の予算総額は44億6,991万1,000円と、昨年度に比べまして11億円余り

の減となっておりますが、これは一部の事業を26年度２月補正予算に計上したこと、ある

いは27年度末までに県立学校の耐震化を完了させるために実施します耐震工事が、一定ピ

ークを過ぎたためでございます。 

 続きまして、平成26年度２月補正予算の御説明をいたします。 

 お手元資料№④の議案説明書（補正予算）の318ページをお開きください。 

 説明欄をごらんいただきたいと思います。中ほどの施設整備費の設計調査等委託料と施

設整備工事請負費の増額は、国の経済対策予算の関係で27年度当初予算に計上する予定で

ありました耐震補強工事等の一部を前倒ししたことによるものでございます。 

 公立小中学校耐震化促進事業費補助金の減額は、市町村が実施します小中学校の耐震補

強工事の入札減などによる事業費の減額に対応したものでございます。 

 続きまして、319ページの防災キャンプ推進事業委託料は、当初予定より実施市町村が

少なかったことにより委託額が不用になったことによる減額でございます。災害共済医療

費等給付金は、学校管理下のけが等に係る医療費等の給付が当初見込みを上回ったことに

よる増額でございます。 

 なお、歳入については説明を省略いたしますが、これらの歳出の減額に伴う歳入額の増

額、あるいは減額でございます。 

 最後に、繰越明許費について御説明をいたします。320ページをお開きください。 

 公立学校耐震化促進事業費は、市町村が実施します耐震工事等に対する補助金でござい

ますが、市町村の工事がおくれたたことなどにより繰り越しをお願いするものでございま
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す。 

 次の施設整備費は、12月議会で御承認いただきました繰越事業以外にも、平成26年度に

工事等が完了しなかった事業を追加して繰り越しをお願いするものでございます。 

 学校安全対策課からの説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

◎明神委員長 質疑を行います。 

◎中内委員 学校の森林ですが、今はどんな状況になっておりますか。 

◎沢近学校安全対策課長 この事業そのものは、平成19年までは学校の実習等に活用いた

しましたが、その後は、木が大変大きくなりまして、高校生等の間伐等の作業にはもう向

かなくなりました。そういう観点から新たな事業あるいは学校の研修等に、活用はできて

おりません。で、契約に基づく維持管理と、それから順次伐採期を迎えますので、それに

応じた入札、販売という段階に入っている現状でございます。 

◎中内委員 そしたら、名目だけですか。 

◎沢近学校安全対策課長 学校活動としては、そういうことでございます。契約に基づく

必要経費の支払いをしているということでございます。 

◎中内委員 中学生と高校生とは随分体力も違うけど、高校生のほうにも、これはあるで

しょう。 

◎沢近学校安全対策課長 基本的に高校でございます。県立学校の森林の森として、県立

学校で、各校において延べ２万人ぐらいの高校生が間伐等の作業に従事をした。あるいは

研修を行った。そういうことでございます。 

◎中内委員 大変だと思うけどね。私も中学のときに、１回か２回は、この森林の伐採に

駆り出されたことがあります。やっぱりこれは大変だなと思いましたから、あれからいう

たら大分たっておりますので、それは土地が残っておるかどうかわからんけれどね、やっ

ぱりそういう確保はやっておるんですか。 

◎沢近学校安全対策課長 この事業は、当初２つの目的がありまして、分収育林による収

入を学校の経費に充当するということと、それから先ほど申した学校の研修ということが

ありました。学校の研修ということ自体は、大変意義のあることではありますが、先ほど

申しましたように、既存の契約のものについてはもうその段階を過ぎておると。で、収入

については、その後の長期的な木材価格の低迷で大変厳しい状況でございます。したがい

まして、新たな契約の更新とか、あるいは新たな教育の森の契約、そういったものは残念

ながら控えておるということでございます。ただし、入札の段階で不落になった事例もご

ざいまして、そういう場合はやむなくですが、一定木材価格の向上が見込める期間、例え

ば10年というような限定で契約している。そんな状況でございます。 

◎中内委員 いろいろあって、しんどい面も大いにあろうと思いますけど、事業は事業と

して、やってください。 
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◎塚地委員 学校防災アドバイザーの皆さんが訪問してくださって、いろいろチェックを

入れてくださっているんですが、その中で、例えばここは改善せんといかんよというよう

なことが、幾つか課題として上がってきてると思うんですが、そこはどんな形で集約され

て、予算化の方向に向かっていっているのかを教えてもらえますか。 

◎沢近学校安全対策課長 この事業そのものは、平成24年度から始めております。この事

業と並行して各学校の防災マニュアルの点検整備、これは市町村の学校も含めて、県の教

育委員会が全て手元に置いてまとめております。したがいまして、現場でアドバイザーの

方々が見ていただいた避難ルート、あるいは避難計画の合理性みたいなものを、学校は学

校でアドバイスを受けながら、私どもも、またその報告を受けながら、一方では、文書審

査として私どもが避難マニュアルを見て、その問題点等を点検しながら、経費をかけると

いうよりは、避難マニュアルの整合性といったものをしっかり仕上げていって、３年間で

約３ラウンドほどしました。本年度も避難マニュアルの点検をして、再提出を今求めてい

るところでございます。その中で言えば、かなり仕上がってきましたので、比較的私ども

が指摘する、あるいはアドバイザーが指摘するのは、マニュアルの中に、例えば職名、校

長とか、教頭とか、何とか主任とかというような表現だけがあって、個人名が書いていな

いと。それは書き直せば済む話です。意外に、そこ大事な話だと思います。つまり年度更

新をしていなければ、見ていないと我々理解をしておりますんで、そういった徹底である

とか、あるいは避難参集の時点で、気持ちはわかるけれど、全ての教員が参集すると書い

ているんですが、全ての教員は無理じゃないですかと。例えば、浸水域を想定したときに

来れない先生もいます。つまり、先ほどの年度更新の話にもかかわるわけですが、現実に

機能するルート設定、体制整備、そういったものを要請しております。 

◎塚地委員 結局、特定の学校の名前言うとあれなんですけれど、一応学校が避難ルート

としていて、裏山に逃げるようにはなっているんですけど、その避難ルートがすごく急峻

でなかなか危ないと、山の地質も余りよくないという心配を保護者の方がされているとこ

ろもあって、例えば、学校防災アドバイザーの皆さんはそういうところも見ていただける

形ですか。 

◎沢近学校安全対策課長 見させていただいております。 

 避難ルートの整備そのものは、市町村の事業にかかわる分が多いんですけれども、私ど

もも要請したケースもございます。それから、ハード的な整備は時間がかかりますので、

複数の避難場所の設定ということも推奨しております。 

◎塚地委員 市町村も小中学校の耐震化などにもいろいろ予算も要って、大変かもしれな

いんですけれど、最優先でそこらあたりは、ぜひ見つけた場合に提案もしていただきたい

なと思います。 

 関連というか、今県立学校では結構老朽化してきて修繕、箇所数もふえてきているんじ
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ゃないかと思うんですけれど、なかなか上がってきている要望が全部消化できないような

状態も続いているかなと思うんですけれど、今の段階で把握されている修繕要望件数、そ

れで大体消化見込みはどんな感じでしょうか。 

◎沢近学校安全対策課長 ちょっと手元に数字は持っておりません。学校からさまざまな

要望が出ております。学校の要望そのものをベースにすれば、年々御希望に沿えるのは３

分の１ぐらいというような実情ではありますが、そこに優先順位をつけまして、優先度の

高いものについては必ず実施するという方向で進めております。 

◎塚地委員 ３分の１ぐらいしかできないというのは、一定予算枠がもう、この修繕には

これだけという、そういうことですか。 

◎沢近学校安全対策課長 全体経費としてはございます。それからあと、耐震補強工事等

をやる場合は、そこに合わせてやらせていただくとかということが、これまではございま

した。 

◎塚地委員 総務部の財政課のときにお話しさせてもらったんですけれど、今、財政健全

化に向かっていくということで、一定、県税収入もふえてくる中で、基金への繰り入れで

すとか取り崩しをやめるとかといって、健全化の方向で一定のお金が使われています。で

も、健全化は当然大事なんだけれども、当面、要望のある学校の修繕には、きちんとそれ

なりのお金を、そんな多額じゃないと思うんで、充てて多少の健全化、予算どおり行って

いるわけですからね、そういう予算の使い方じゃなくて、当面きちんと学校という子供の

命を守るところの改修は、優先的にやるべきだと。だから予算要求も上限枠をこちら側が

決めるんじゃなくて、こういう要望が出ているんですよということで、ちゃんと財政課に

も要求を上げていただくことをお願いしておきます。 

◎坂本（茂）委員 学校安全推進費の関係で、いつも安全運転講習のことを言わせていた

だいているんですが、ことしから自転車の違反、３年間の間に２回危険行為をやれば、講

習が義務づけられるということですけれども、これに対応する学校教育での自転車運転へ

の講習というか指導ですね、安全運転指導、これにはどのように対応していくつもりです

か。 

◎沢近学校安全対策課長 ２回の違反での講習というのは、かなり悪質なものでございま

して、私どもは、それにそのまま当てはめるようには事業制度は設けていませんけれど

も、ただ、マナーも含めまして、高校生、中学生の自転車運転というのも大変な課題にな

っております。 

 24年度からは、防災の教育の仕組みを見習った実践校といいますか、モデル校のような

ものをつくって、来年度も継続をしてやることにしておりますし、これまでも御説明した

ことではありますが、県警との連携のもとにトラフィックセーフティーニュースという形

で、毎月高校生、中学生に訴えたい自転車運転安全のマナー、そういったことを各学校に
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お配りをしております。そういったものの活用について、一層中学校、高校に対して徹底

をしていきたいと考えております。 

◎坂本（茂）委員 悪質と言いましたけれども、教育委員会としては、悪質の基準をどの

程度に捉まえているわけですか。そこは警察と話ができているのですか。 

◎沢近学校安全対策課長 その点につきましては、指導を受けた事例そのものよりも、そ

の受ける前の段階のルール違反そのもの、つまり警察官に見つからなくても交通ルールは

しっかり守る、そういう対応に特化しております。御質問のことについては、明確な形と

しては現在持っておりません。 

◎坂本（茂）委員 14歳以上が対象になっているわけですよね。しかも、悪質というふう

に言っていますが、これは危険行為の繰り返しで、マナーを守らないのは、ほとんど全部

入るわけですね。だから、そういう意味では今まで以上に徹底しなければ、それこそ中学

生以上で、こういう対象になる生徒が出てくるんじゃないかと心配をしているわけです。 

 高知で、初めて自転車で逮捕されたのが中学生でしたよね。危険行為をやって逮捕され

たのは中学生やったと思うんですけれども、そういう意味では、それなりの気構えで臨ま

ないと、それこそ６月以降は、大変なことになりはしないかと心配するんですけれど、ど

うですか。 

◎沢近学校安全対策課長 御指摘の点も踏まえて、警察ともなお協議をしたいと思ってお

ります。 

 現在、道路交通法による検挙ではないんですが、警察もイエローカードという仕組み

で、注意喚起をかなりやっていただいております。そのことについても、従前は注意を受

けた本人しか知らないという状況でしたが、一定、どの場所で、どの学校がどういう注意

を受けたか、イエローカードを受けたかということは、お願いしまして、昨年度から警察

のほうからも、提供していただくようにしました。 

 そういうことで、道交法による処分以前の問題として、警察が見つけた違反行為等につ

いても、学校と協議をしながら、安全運転のマナーの向上には活用していく、そういう事

業を26年度からやっております。なお、御指摘の部分については県警とも協議をしたいと

思います。 

◎坂本（茂）委員 イエローカードを渡されておる子供は、どれぐらいおったんですか。 

◎沢近学校安全対策課長 ちょっと数字持っていませんので、また後ほど。 

◎坂本（茂）委員 私も、言われるように見つからなければいいという問題じゃなくて、

交通ルールを遵守していける生徒になってもらいたいなと。事故には絶対巻き込まれても

らいたくないなと思いですので、やはり今までとは違う姿勢で臨んでいただきたいと思い

ます。それは決して、厳しく叱ったりとかそういうことだけでなくて、命を大切にすると

いう視点から、教育の中で取り組んでいただきたいなと思っています。それは要請ですの
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で、お願いします。 

 それと、先ほど防災キャンプの関係で、補正でも随分減額されていて、実施市町村が少

ないということですけれど、今回、補正で減額した分だけ昨年より当初予算を減らしてい

ると思うんですけれども、それは、それぐらいしか実施しないだろうということで予算を

減らしたのか、あるいは、いや本当はもっとこれだけきちんとやってもらいたいという思

いで、従前というか、前回並みの予算を組もうとしなかったのか、ただ国費が減額され

て、国から減額措置が来ているのでということなのか、そこら辺はどうなんですか。 

◎沢近学校安全対策課長 実施する市町村、あるいは学校については、希望を募っており

ますので、希望に基づきまして、来年度についても４校、４カ所ですけれども実施する予

定でございます。これまでキャンプをしていただいた学校も、国費によらず継続してやっ

ていただくということは、既に起こっていると考えています。一つの普及のリードのため

の事業制度の活用ですので、そういう点では希望に沿う予算だてができていると思ってお

ります。 

◎坂本（茂）委員 それは希望する学校には予算措置をしていると受けとめていいわけで

すね。 

 それと、避難所運営訓練委託料です。今回初めての予算だと思うんですけれど、これは

学校の先生方を対象にするということだと思うんですけれども、大体どれだけの学校で、

どういうことを予定されているか、教えてください。 

◎沢近学校安全対策課長 年間８回で、内容はＨＵＧと言われる避難所運営ゲームの略

で、ＨＵＧでハグでございます。 

 学校の教職員、教育委員会の事務局の職員、学校事務職員、それぞれ３回、それから県

内のエリアごとでモデル的に５校で実施をしたいと思っております。 

◎坂本（茂）委員 それは、先生方とか職員の方だけ対応にするのか、ぜひその場合、今

初めて聞いたから、思いつきのようで申しわけないんですけれども、その訓練のときに、

そこへ避難してくるであろうと想定される地域の住民の方、あるいは防災会の代表とかと

いう方を入れてやられたほうが、逃げ込んできたときに、どういう問題が課題として出て

くるのかということが、よりわかると思うんですよね、そういう仕組みにしていただくほ

うがいいんではないかなと。 

 今警察とかと一緒にやっている長期浸水救出訓練なんかも、長期浸水地域の自主防災会

の代表が、助けられる側の役割をしながら訓練をやっているんですね。やっぱりそういう

ふうに両方のニーズを捉えながら訓練をやっていかなければならないと思うんで、そこら

あたり、今、そういう計画にされているのかどうか、お聞かせいただきたいと思います。 

◎沢近学校安全対策課長 現時点では、先ほど申したような枠組みで考えておりますが、

御指摘のとおり、実際には特に地域の方々、あるいはＰＴＡの方々には御支援をいただく
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わけでございますので、少し検討させていただきたいと思います。 

◎池脇委員 自転車に関してですけれども、高校ではバイクの使用許可も出している学校

もあるわけです。自転車、それからバイク等の事故でいわゆる加害者になった事故、そう

いう件数というのは上がってきていますか。 

◎沢近学校安全対策課長 把握している分では、加害者という事案はございません。 

◎池脇委員 自転車の取り締まりというのも、先ほど坂本委員からも御指摘があって、特

に学生等の自転車のマナーについては、加害者になり得る、本県では加害者になったケー

スがないということですけれども、全国的にはそういうケースが出てきていて、それで、

自転車ですから保険がないので、保険に入っていないと。しかし、相手が高齢者の場合

に、そのことによってお亡くなりになるケースが出てきたときの、いわゆる対人補償の問

題が大変大きな課題になってきている。マナーを守って、加害者にならないように乗って

いただいたらいいんですけれども、そういう状況が発生したときには、なかなか保険がな

ければ、高知県の御父兄にしても、負担は大変なことになりますよね。 

 保険の問題等は、学校安全の自転車の指導の中では、どういう形で取り扱われておられ

ますか。 

◎沢近学校安全対策課長 先ほど申しましたトラフィックセーフティーニュースの中で

は、御指摘の加害案件、あるいは賠償額が非常に高額になるということも含めて、複数回

にわたって周知を図っております。 

 保険につきましても、自動車保険等の特約等であれば比較的安価に契約できるというよ

うなことも、警察からの情報もいただいていますので、呼びかけをしておる段階でござい

ます。 

◎池脇委員 個々に入ると保険料は高いと思うんですね、しかし学校という中で、例えば

集団で、ある意味掛け捨てで保険会社と契約して、１人当たりの掛金が低額にして対応す

る、そういうセーフティーネットも今後検討していくということは、大事じゃないかと思

いますね。校内で起きたいろんな事故については、学校保険があって、生徒守られるわけ

ですけれども、自転車における加害者となる事故が、減ってはきていない、ふえてきてい

ると、本県の中でも、どこでそういうことが起こるかわかりませんので、ぜひこれは検討

課題として、全国の対応もあろうかと思いますけれども、研究をしていただきたいと思い

ます。 

 あと一点、維持修繕費でつり天井が出たんですけれども、新しい耐震、免震の基準に合

わせた、基準が変わったですね、図書館のつり天井の設計も見直すということで、予算が

大幅にふやされたわけですけれども、県内の学校の中でそのつり天井にかかわること。こ

の出ている予算で、ほぼこれ賄えると認識してよろしいんですか。 

◎沢近学校安全対策課長 県立学校につきましては、26年度、27年度までの２カ年で終了
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する予定にしてございまして、大分既に着手をしています。全体で８棟ほど、恐らく実数

では日本で一番、都道府県別で言えば一番少ない状況でございます。 

 市町村立学校につきましても、目標値としては来年度を目標にということで、これも数

としては８棟か９棟、そのくらいしかなかったと思っておりますので、構造体の耐震化に

合わせて完了するように要請をしています。 

◎池脇委員 既に対応したものは、前の基準で対応しているのであれば、再度もう一度や

り直さなくちゃいけないかどうか、その点はいかがですか。 

◎沢近学校安全対策課長 新基準で対応してございます。 

◎池脇委員 県立はわかりましたけれども、小中学校の現状はわかりますか。 

◎沢近学校安全対策課長 小中学校は、県内全て合わせて９棟だと思います。基本的に撤

去でございますので、新制度、旧制度の問題はなく、解決できると考えております。 

◎池脇委員 あと一つ。学校内における教職員の自動車の駐車の状況ですが、これは年々

駐車スペースがどうなってきているのか、ふえてきているのではないかという気がするん

ですけれども、そのあたりはどうですか。 

◎藤中高等学校課長 高等学校課でございます。教職員の駐車場の関係につきましては、

スペースが限られている中で、必要な台数の中で選択をすると。例えば追手前高校であれ

ば、何キロメートル以上の部分の教員でないと駐車場へ置けない。その他の方は交通機関

で来ていただくとかいった形で一定スペースが限られておりますので、そのスペースの中

で置ける車を判断して、学校長が許可をしているような状況で、今まで、駐車場が少なく

て困っているという話は、高等学校課には、現時点では入ってきていないと認識していま

す。 

◎池脇委員 教職員の車と生徒の自転車、あるいは生徒の接触事故とかね、校内で。そう

した事故の報告は上がっていますか。 

◎沢近学校安全対策課長 重大事故についての把握ということでございますが、その範囲

では、私どものほうには上がってきていません。 

◎池脇委員 重大事故になったら、それは新聞に出ますから、要は接触事故等でけががあ

るかないかは別にして、そういうアクシデントみたいなものは、学校現場では起こってい

ないのか、その点ですけれど。 

◎沢近学校安全対策課長 重大事故として、学校災害の給付金の中でも、教職員の加害に

よるというのは、最近のところは上がっていないと承知しています。 

◎土森委員 学校の中で今どうなっているか、私ちょっと承知していないんで教えてもら

いたいんですが、今震災対策ということで、感震ブレーカーの設置を啓発していくとか、

周知していくということに取り組まれていますけれども、学校内のブレーカーの位置づけ

というのは、どんなになっていますか。 
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◎沢近学校安全対策課長 ブレーカーについては把握をしておりません。 

◎土森委員 やっぱり学校も、いわゆる震災後、避難場所になって、一時期、自家発電は

あるのかないのか、ちょっと学校はわかりませんけれども、停電になった後、通電したと

きにきちんとした対応ができていなかったら、それによる火災が起こり得る可能性もある

んで、やっぱり感震ブレーカーは各世帯だけの問題じゃなくて、学校などでもこれから

は、課題になるんではないかと思いますけれども、そこらあたりはどうでしょうか。 

◎沢近学校安全対策課長 把握ができておりませんので、ちょっと調査の検討材料にさせ

ていただきたいと思います。 

◎土森委員 先日も、ある市内の公立小学校で火災ということで、行ってみたら、それは

配電盤から故障で煙が出ていたのが、火災ということで消防車が駆けつけたんですけれど

も、一応事故という扱いになったのですが、火災ではなくて。耐震化にばかり目が行って

いますけれども、そういった部分にも今後少し目を向けていただいて、対応できるところ

は対応していただけたらと思います。 

◎明神委員長 いいですか。 

（な  し） 

◎明神委員長 質疑を終わります。 

〈幼保支援課〉 

◎明神委員長 次に、幼保支援課の説明を求めます。 

◎溝渕幼保支援課長 幼保支援課です。よろしくお願いいたします。 

 幼保支援課の平成27年度当初予算と平成26年度補正予算につきまして、主要事業を中心

に御説明いたします。 

 まず、平成27年度当初予算につきまして、お手元の資料№②の高知県議会定例会議案説

明書の593ページをお開きください。 

 歳入について御説明いたします。 

 中ほどにあります12教育費補助金については、保育所・幼稚園等の施設整備や運営費に

係る国からの補助金や交付金でございます。下から２行目にありますこうちふるさと寄附

金基金繰入は、後ほど説明いたしますが、親育ち支援推進事業の基本的生活習慣向上事業

実施のため、また、その下にあります職員等こころざし特例基金繰入は、保育所・幼稚園

等の高台移転を含む南海トラフ地震対策として、保育所・幼稚園等への補助を行うため、

それぞれの基金から繰り入れるものです。 

 次に、歳出ですが、595ページをお開きください。 

 当課の平成27年度当初の歳出予算額は、２幼保支援費にありますとおり、42億9,477万

1,000円となっており、前年度に比べ２億833万2,000円の増額となっております。予算額

の増減の内訳ですが、増額につきましては、主に子ども・子育て支援新制度における子ど
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も・子育て支援法に定められた県の負担分約20億円でございます。一方、減額の主な理由

は、新制度への移行のため、廃止や縮小となりました保育所、幼稚園、認定こども園の運

営補助が約８億9,000万円、事業が完了しました子ども・子育て支援新制度電子システム

の市町村への補助が約２億5,000万円、保育所・幼稚園等の施設整備についての補助が約

９億円となり、増額分と減額分との差として総額で２億833万2,000円の増額となります。 

 次に、歳出の主なものについて御説明いたします。 

 596ページをお開きください。 

 幼保支援費の説明欄に沿って御説明いたします。 

 まず、中ほどから下にあります４特別支援保育・教育推進事業費でございます。別冊の

平成27年度当初予算案主要事業説明資料の36ページをお開きください。 

 事業の概要ですが、中ほどの実施内容をごらんください。まず、事業の１つ目は、左に

ＮＥＷとあります特別支援保育専門職員の養成・配置でございます。これは市町村長の推

薦を受けた保育所職員が、高知大学教育学部特別支援教育コースで１年間研究生として研

修を行い、それに要する費用や代替職員の費用について補助をしようとするものです。大

学で１年間専門的な実践研究を行うことによって、発達障害を主とした障害児保育の専門

性を高めるとともに、将来、各市町村や地域においての中核的役割を担っていただきま

す。 

 ２つ目は、枠内右に拡とあります親育ち・特別支援保育コーディネーターの配置でござ

います。障害や厳しい環境にあるなどの課題を抱えている家庭の児童に対しては加配保育

士を配置し、支援をしております。その加配保育士と小学校などが行う関係機関との連携

や連絡調整などのサポート、また保育所に通っているものの保育所とかかわりの薄い保護

者に対して、アプローチを行うなどの役割を持つコーディネーターを市町村に配置し、課

題を抱えている家庭の児童に対し組織的に支援をする体制整備を図ります。 

 ３つ目は、その下にあります特別支援加配保育士の配置でございます。新制度に移行後

も、継続して支援をしてまいります。さまざまな課題がある家庭及びその児童に対して総

合的に、かつ組織的に対応する市町村に対しまして財政支援を行い、特別支援保育などの

充実・強化を図ってまいります。 

 議案説明資料の596ページにお戻りください。 

 説明欄の一番下にあります保育士修学資金貸付事業費補助金でございます。現在、高知

県社会福祉協議会の福祉人材センターにコーディネーターを配置し、求職者と雇用者のマ

ッチングを行うなどの保育士確保を図っておりますが、これに加えて、27年度は県内の指

定保育士養成施設に在学し、保育士資格の取得を目指す学生に対し修学資金を貸し付け修

学を容易にするとともに、県内に就労する保育士の確保を図るものでございます。貸付対

象者は、優秀かつ家庭の経済状況等から真に貸し付けが必要と認められる学生とし、養成
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施設を卒業後、県内の保育所等において５年間または過疎地域においては３年間引き続き

児童の保護等に従事した場合は、返還を免除するものです。特に過疎地域での保育士の確

保を図ることとしております。 

 次の597ページをお願いいたします。 

 上から４行目の６子ども・子育て支援事業費は、４月から施行となります子ども・子育

て支援新制度において、この制度に移行する保育所、幼稚園、認定こども園、小規模保育

事業所等への運営費及び地域子ども・子育て支援事業等への補助について、子ども・子育

て支援法に定められた県の負担分でございます。この新制度においては、大都市特例を設

けていないため、中核市である高知市においても、県の負担が発生します。保育所等の運

営に当たる施設型給付等につきましては、国２分の１、県４分の１、市町村４分の１、地

域子ども・子育て支援事業につきましては、国３分の１、県３分の１、市町村３分の１の

負担割合となっております。 

 次の７私立幼稚園振興費は、私立幼稚園につきましては新制度に移行しない選択ができ

ることから、選択しない幼稚園に対し、今までどおりの運営費補助を行うものでございま

す。高知県内には31カ所の私立幼稚園がありますが、そのうち、移行しないと意思表示を

している幼稚園は、現在15カ所です。 

 次に、598ページをお願いします。 

 上から４番目にあります９保育所・幼稚園等南海トラフ地震対策事業費の保育所・幼稚

園耐震診断事業費補助金は、９施設６棟に対し助成を行う計画で、これにより耐震診断実

施率については、平成27年度末に88.2％となる見込みです。その２つ下にあります保育

所・幼稚園等高台移転施設整備事業費補助金は、室戸市と中土佐町の保育所の移転整備に

ついて補助を予定しております。室戸市は、社会福祉法人室戸福祉会が運営する３つの保

育所を統合して、室戸高校グラウンドの一部に整備をする予定としております。中土佐町

につきましては、上ノ加江保育所を、上ノ加江小学校のランチルームを改修して移転する

予定としております。地震対策につきましては、来年度も引き続き積極的に支援してまい

ります。 

 次に、10親育ち支援推進事業費でございます。パンフレット作成等委託料につきまして

は、保護者が基本的生活習慣定着の重要性を理解し、子供たちの小さいころから望ましい

基本的生活習慣の確立を促すための保護者用のパンフレットを新たに作成し、全保育所、

幼稚園、認定こども園等の保護者に配布いたします。また、講演会や作成しましたパンフ

レットの活用方法の説明会や学習会を通じて、幼児期から基本的生活習慣の改善を目指し

ます。 

 次に、599ページをお開きください。 

 最後にあります一時預かり事業利用料減免補助金でございます。生活保護や市町村民税
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非課税世帯などの経済的に厳しい子育て支援に対して、一時預かり保育の利用料を減免し

ている市町村に対して助成を行うものです。保育所等を利用していない厳しい環境にある

子育て世帯の経済的な負担軽減を図ることにより、このような家庭の児童や保護者が保育

所等の利用のきっかけになると考えられ、このことにより家庭への支援につながることを

目的としております。 

 歳出については、主な内容は以上です。 

 続きまして、平成26年度の補正予算について御説明いたします。 

 お手元の資料№④の平成27年２月高知県議会定例会議案説明書（補正予算）の322ペー

ジをお開きください。 

 まず、歳入です。説明欄の２番目にあります地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付

金については、この後の歳出で説明いたします保育サービス等推進総合補助金の財源とす

るもので、平成27年度からの前倒しとなります。そのほかは、補助事業費の減額に伴い、

その財源であります国庫補助金、基金繰入金についての減額補正となっております。 

 次に、歳出です。324ページをお開きください。 

 一番上の保育サービス等推進総合補助金（地方創生）は、保育所を利用している厳しい

環境にある家庭の児童に対して支援を行う家庭支援加配保育士の配置の拡大等を図るもの

で、先ほど説明しました平成27年度予算の前倒しを財源といたします。その２つ下の保育

所等緊急整備事業費補助金については、増改築を予定しました２保育所と耐震補強工事を

予定していました２保育所が、ともに資材高騰などの理由により、当初の見込みより設計

金額が高くなったことから計画を見直し、今年度の事業実施を取りやめたことにより減額

となります。 

 次の325ページをお開きください。 

 下から２つ目の保育緊急確保認定こども園事業費補助金及びその下の安心こども基金認

定こども園整備事業費補助金は、いずれも４月から認定こども園として新制度に移行予定

をしていました私立幼稚園が、移行を取りやめたことによる減額でございます。総額２億

8,956万6,000円の減額をお願いするものです。 

 次に、326ページをお開きください。 

 繰越明許費について御説明いたします。上の追加の項目に記載をしております事業名

が、保育所・幼稚園等南海地震対策事業費につきましては、本年度高台移転の検討委託を

しておりました１町が、検討協議や計画策定に日数を要したため、また、高台移転整備を

実施しております室戸市と土佐清水市の保育所が、それぞれ天候不順や作業員不足等によ

り工事のおくれが生じたため、いずれも年度内の完了が困難になりました。その下にあり

ます認定こども園推進事業費につきましては、認定こども園移行に向けて施設整備を実施

している私立幼稚園５園が、いずれも天候不順や作業員不足により工事のおくれが生じ、
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年度内の完了が困難になりました。保育所・幼稚園等南海地震対策事業費、認定こども園

推進事業費、合わせて８億5,586万8,000円の繰り越しをお願いするものです。 

 また、変更に記載をしております保育サービス促進事業費につきましては、９月議会に

おいて御承認いただきました保育所等緊急整備事業費補助金5,962万3,000円の繰り越しに

加えて、先ほど平成26年度補正予算で御説明をしました27年度予算前倒し分の保育サービ

ス等推進総合補助金7,560万1,000円が追加となります。加えて、耐震化を含めました増改

築や大規模修繕並びに創設を予定していました保育所９園が、天候不順や作業員不足等に

より、工事のおくれにより年度内の完了が困難になったため、この補助金８億2,345万

3,000円が追加となり、合わせて９億5,867万7,000円の変更の繰り越しをお願いするもの

です。 

 最後に、既に報道等で御存じのことと存じますが、高台移転の補助金を活用して整備を

しておりました完成間近の宿毛市小筑紫保育園が、２月26日火災により全焼いたしまし

た。補助対象事業であることから、今後の対応について宿毛市と協議をしましたところ、

宿毛市としても繰り越しを行い、建築工事を引き続いて行うとの確認をしております。県

としましても、事故繰越として対応し、引き続き支援を行いたいと考えておりますので、

御報告いたします。 

 以上で幼保支援課の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

◎明神委員長 質疑を行います。 

◎池脇委員 親育ち支援の事業については、大変大事な事業だと思いますし、どこの県よ

りも早く取り組んできて、高い評価が得られていると思います。講話等含めて、たくさん

の園に出向かれているんですが、その御父兄の皆さん方の反応といいますか、どういうお

声が上がっておりますか。 

◎溝渕幼保支援課長 非常に御父兄の方の評判もよくて、講話を聞かれた方については、

参考になったという意見が大半でございます。それと同時に、自分たちの子育てについ

て、かかわり方について変化があったかという質問に対しては、ほとんどの保護者の方が

変化があったと回答しておりますから、今後も引き続き、続けていきたいと考えておりま

す。 

◎池脇委員 それと、受け入れをしてくださっているそれぞれの園のお声はどうですか。 

◎溝渕幼保支援課長 園も、保育者の方々も、非常に参考になった。引き続いてやってほ

しいというお声もありますもので、２回、３回と継続して講話を実施していただく園もふ

えております。 

◎池脇委員 そのことで、保護者も変わり、また園の保育士さんも変わる。園の対応も変

わってくるということで、非常に成果が出ているという園は上がってきておりますか。 

◎溝渕幼保支援課長 先ほども申しましたように、非常に成果が上がってきておりまし
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て、２回、３回とやはり続けてやる園もありますし、新たに、うわさを聞いて講話を開始

しているところもございます。 

◎池脇委員 何が変わったのかということですよね。子供たちにどういう変化が出てきた

のか。当然、親の意識の改革も、園児に対する対応も、そこから工夫もされてくるんでし

ょうけれども、何より子供がどう変わったのかという観察の情報って入っておりますか。 

◎溝渕幼保支援課長 保護者が子供に対して、どういうふうに接しが変わったか。先ほど

言いましたように、叱る回数が少なくなったとか、もう少し子供とスキンシップといいま

すか、そういった回数が多くなったとか、そういった感想は聞いております。また、保育

者のほうも、保護者が非常に保育所に目を向け出したという感想も聞いております。た

だ、来ている園児、子供がどのように変わったかというアンケートは、ちょっととってお

りませんので、子供に対しての変化は十分に把握をしておりません。保護者に対しては変

わった、自信を持ったとか、そういうアンケートはとっております。 

◎池脇委員 それで、そういう講話等を受けて、親育ちをしてくださっている方を育てる

研修がありましたよね、たしか。 

◎溝渕幼保支援課長 あります。 

◎池脇委員 それの参加者といいますか。状況はどうですか。 

◎溝渕幼保支援課長 保育者の養成としまして、親育ち支援保育者育成研修会というのを

平成22年から開催しておりまして、現在267名の講習生が出ております。また、この講習

生は３年間継続してやるというところで、今回、３年間講習を受けた方に対しては、スキ

ルアップ講座をまた３地区でそれぞれ集中した研修会を開催しまして、そういった保育者

のための研修の充実、強化もしております。 

◎池脇委員 この事業を立ち上げて、中心的に進めてくださったのが佐藤先生ですけれど

も、佐藤先生がいなくなりましたので、この事業をずっと継続させていくにはそういうリ

ーダーが必要ですし、これからも講話をどんどん続けていかなくちゃいけないと思うんで

すけれども、そういう人の養成はどうですか。 

◎溝渕幼保支援課長 おっしゃるとおり、核となって進めていただきましたスーパーバイ

ザーが、４月から転居されるということですけれども、その後、やはりスーパーバイザー

からも推薦いただきましたアドバイザーを、またお願いするようにしておりますし、佐藤

スーパーバイザーも全くかかわりがなくなったというわけではなくて、また時々おいでて

いただくお約束もしております。 

 また、私どもも、チーフ１人の３名体制で、そういった意志を継続するためにいろいろ

研さんも重ねておりますので、引き続き充実した親育ち支援を続けていきたいと思ってお

ります。 

◎池脇委員 ぜひ、大変な御努力が要ると思いますけれども、大事な事業ですので、むし
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ろさらに拡充をしていく方向性で取り組んでいただきたいと思いますので、よろしくお願

いします。 

◎塚地委員 新システムが始まって最初の年度になると思うんですけれど、それで、各保

育所の保育時間の設定ですけれども、短時間保育の部分の方々がどれぐらいおられるか、

そんな数字はまだ出ていないんでしょうか。 

◎溝渕幼保支援課長 現在、市町村のほうで申し込みをしていただいていて、今、最終調

整をしているところで、まだそういったニーズの把握はできておりません。 

◎塚地委員 新たな保護者負担が出るということの想定も、標準時間のとり方によって出

てくるので、そこらあたりの、また数字的なものも県のほうでもつかんでいただいて、新

たな保護者負担が出ないような形を市町村にはとっていただかないといけないと思います

ので、無償化になるという、うれしい情報もありますから、当面、そこらあたりは注視し

て見ていただきたいのと、入所待機者をなくすというのが一つの大きな命題だったんです

けれども、その実態がどういう状況かということも、ぜひ県も積極的に把握する形で、御

努力をお願いしておきたいと思います。 

◎明神委員長 それでは、質疑を終わります。 

〈小中学校課〉 

◎明神委員長 次に、小中学校課の説明を求めます。 

◎長岡小中学校課長 小中学校課です。よろしくお願いいたします。 

 小中学校課の平成27年度の当初予算及び平成26年度補正予算につきまして説明をさせて

いただきます。 

 お手元の議案説明書、資料№②当初予算説明資料の600ページをお開きいただきたいと

思います。 

 まず、歳入でございますが、主なものにつきまして説明をさせていただきます。 

 中段にございます６目教育費負担金でございますが、これは義務教育費国庫負担金で、

小中学校の教職員人件費に対する国庫負担金でございます。２項国庫補助金の12目教育費

補助金は、中部教育事務所の耐震補強工事や被災児童生徒への就学支援、学習支援員など

の配置に係る事業費にそれぞれ国の補助制度を活用するものでございます。10目教育費委

託金につきましては、国の委託事業で、在外教育施設派遣教員や国の指定を受けての調査

研究事業などに係るものでございます。 

 次のページ、601ページをごらんください。 

 12款の繰入金は、県有建築物南海トラフ地震対策基金の繰り入れでございますが、中部

教育事務所の耐震補強工事請負費に充当しております。 

 続きまして、歳出について御説明をさせていただきます。 

 602ページをお願いいたします。 
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 左の欄の一番下、小中学校費でございます。右側の説明欄をごらんください。１小学校

教職員人件費、２中学校教職員人件費は、小学校3,314人、中学校1,972人の教職員の給与

費でございます。ページの一番下が、３小学校教職員旅費、次のページの一番上が、４中

学校教職員旅費でございます。いずれも教職員の研修や修学旅行の引率などに要する教職

員旅費でございます。５教育事務所費は、県内３つの教育事務所の管理運営費で、清掃等

委託料や生活費である事務費などでございます。そして上から６つ目から８つ目、耐震改

修等工事監理委託料、耐震改修等工事請負費、給水装置新設分担金の３つが、耐震診断で

補強が必要と診断された中部教育事務所の耐震補強等工事に係る経費でございます。６管

理諸費は、教職員の人事管理経費や校長、教頭の管理職研修、また専科非常勤講師を配置

する経費などでございます。被災児童生徒就学援助事業費補助金は、東日本大震災等によ

り被災し、就学困難となった児童生徒に対して必要な就学援助を行った市町村を支援する

経費でございます。 

 604ページをお願いいたします。 

 ７の指導諸費は、教科用図書採択について審議をしていただく委員報酬、あるいは小中

学校の教育課程における教育活動を推進するために要する経費でございます。 

 ８学力向上推進対策費は、子供たちの基礎学力の定着と学力の向上を図るための事業を

計上しております。この中で学力向上等調査研究事業委託料は、国から事業の委託を受け

まして、教育課程の特定のテーマについて指定校で研究するため、市町村に委託するもの

で、全額国費でございます。単元テストシステム運用保守委託料は、システムの運用保守

を委託するものでございます。そして小中学校英語力指導改善研究事業委託料は、外国語

教育の中核となる拠点校を構築し、周辺校とも連携してリーダー教員を育成し、県内の外

国語や外国語活動を担当する教員の指導力向上に取り組むものでございます。そして英語

教育強化事業委託料は、県内３地域でそれぞれ近隣の小・中・高等学校を通じた先進的な

取り組みを行うことで、次期の学習指導要領を見据えた英語教育を進めていくものでござ

います。学力状況調査集計等委託料は、学力調査等から明らかになった基礎的、基本的な

知識、技能の習得や、それを活用して思考、判断、表現する力の育成等の課題を改善する

ために、小学校４、５年生と中学校１、２年生の全児童生徒を対象とした高知県独自の学

力調査を実施することとし、その調査問題の作成や結果集計等の業務を委託するものでご

ざいます。 

 土曜授業推進事業委託料は、県内に土曜授業を活用した魅力ある教育課程のモデルを広

げていくため、先進的に県内３つの中学校区において、学校経営計画に基づく土曜授業の

活用、例えば道徳参観日など、地域を巻き込んだ道徳教育や防災教育、健康長寿県構想に

基づく健康教育、地域や学校の教育課題への解決に向けた取り組みなどを実践するもので

ございます。 
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 605ページをごらんください。 

 探求型学習推進事業委託料は、県内において生徒の主体性や課題解決能力を育成するた

めの探求的な授業づくりを広く定着させていくため、まずは各中学校から実践研究の提案

を募りまして、すぐれた取り組みを先行し、その実践研究の過程や成果を他校へ普及して

いくものでございます。この取り組みが県内各中学校に広く普及されることで、探求的な

質の高い授業が行われ、生徒の学習意欲や思考力、表現力の高まっていくことが期待され

るところです。 

 学校図書館読書環境整備費補助金は、児童生徒の言語能力を高める上で特に重要となる

学校図書館活動の充実を図るため、学校図書館への支援員の配置を行う市町村に対して、

その経費を助成し、読書環境の整備を進めるものでございます。そして放課後等学習支援

事業費補助金は、放課後の補充学習において、個々の児童生徒の抱える課題の解決に向け

て計画的に学習支援が行えるよう、市町村が行う放課後等学習支援員の配置に対して助成

をするものでございます。 

 次の事務費でございますが、この中には、各学校が中期的な視点で作成した学校経営計

画に基づいた、学力向上対策が効果的に実施されますよう指導・助言を行うための学力向

上のための学校経営力向上支援事業、あるいは小中学校の理科教育の中核となる教員を養

成し、担当教員の授業力の向上を図る理科教育推進プロジェクト、また中山間地域の教育

振興のために、小規模校や複式学級を有する小学校の授業改善や教員の指導力の向上など

を図る中山間地域小規模・複式教育研究指定事業などが含まれております。 

 ９の教職員資質向上対策費は、義務教育における各教科の指導力向上のため、文部科学

省などが行います中央研修会などに教員を派遣し教職員の資質向上を図る旅費のほか、

26年度から国の研究指定を受けております初任者研修の抜本的な改革に関する調査研究事

業の調査研究費用を盛り込んでおります。 

 10豊かな心を育む教育推進費は、子供たちの夢や志をかなえるもととなる力を育てると

ともに、自尊感情や規範意識などを育み、豊かな人間性を培っていくためにキャリア教育

や道徳教育を推進しようとするものでございます。キャリア教育研究事業委託料は、25年

度から県内３カ所のキャリア教育推進地域で進める研究組織の整備や体験活動、郷土学習

の充実、子供の主体的な学びをサポートするキャリアノートの開発などのキャリア教育の

実践や、その成果の普及を支援するもので、27年度は、県民ぐるみのキャリア教育の推進

体制の確立を目指す取り組みの仕上げの年度となります。そして道徳教育地域連携事業委

託料も、25年度から４つの拠点地域において、学校間連携、家庭、地域との連携、道徳的

実践の指導・強化した市町村ぐるみの道徳教育を推進し、その取り組みを県全体に普及す

るもので、この事業についても27年度が仕上げの年度となっております。 

 最後、次の事務費の中には、今後、それぞれの市町村の道徳教育の牽引役となる。 
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◎明神委員長 それでは、説明の途中ですが、ただいまから、東日本大震災で犠牲となら

れました方々の御冥福をお祈りするため、１分間の黙祷をささげます。 

 御起立をお願いします。 

（黙  祷） 

◎明神委員長 黙祷を終わります。御着席ください。 

 それでは、長岡課長の説明を続行していただきたいと思います。 

◎長岡小中学校課長 それでは、続けさせていただきます。 

 次の事業費の中には、今後、それぞれの市町村や道徳教育の牽引役となる道徳リーダー

を養成する事業費や、小中学校でキャリア教育や道徳教育推進を担当する教員の資質向

上、あるいは取り組みの充実に向けた検討を進める、それぞれの連絡協議会の事業費など

がございます。 

 これら平成27年度の小中学校の予算は、433億7,841万1,000円、対前年比６億9,162万

9,000円の減額となっております。 

 以上で小中学校課の平成27年度当初予算の説明を終わらせていただきます。 

 続きまして、平成26年度補正予算について説明をさせていただきます。 

 資料№④補正予算説明の328ページをお開きください。 

 右側にあります説明欄をごらんください。１教育事務所費の実施設計委託料は、中部教

育事務所の耐震補強工事の実施設計委託において入札残が出たものでございます。２管理

諸費は、減額項目と増額項目がございます。被災児童生徒就学援助事業費補助金は、市町

村からの申請額が見込みより少なかったことにより減額をするものでございます。国庫支

出金精算返納金は、過大に交付を受けていた義務教育費国庫負担金を返納するものでござ

います。 

 このことにつきましては、総務委員会資料、議案説明資料になりますが、これの赤のイ

ンデックスで小中学校課とありますページをごらんください。 

 この義務教育費国庫負担金は、公立小中学校と特別支援学校の小学部、中学部に勤務す

る教職員の給与及び報酬に要する経費を対象としており、負担金額は、都道府県の実支出

額と国の基準に基づき算定した算定総額との、いずれか少ない額の３分の１となっており

ます。今回、この負担金の交付を過大に受けていたもので、事務職員の改定数を過大に算

定したためでございます。この事務職員の定数につきましては、就学援助関係事務が特に

多い学校に１名を加算する取り扱いがございますが、その加算要件を拡大解釈して事務職

員定数を算定し国に報告した結果、平成22年度から25年度の４年間で延べ17人の事務職員

の人件費に係る3,016万円の負担金を過大に受け入れており、返金するものでございま

す。 

 今後は、教職員定数の算定の基準や方法を再度確認するとともに、適正な事務執行につ
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いてのチェック体制を整え、適切な事務処理に努めてまいりたいと考えております。 

 資料№④補正予算説明資料にお戻りいただきまして、328ページを再びお開きくださ

い。 

 ３学力向上推進対策費は、減額項目が２件でございます。学力状況調査集計等委託料

は、ことし１月９日に実施しました高知県の学力定着状況調査の問題作成等を委託した業

務におきまして、請負残が出たものでございます。そして、学校図書館読書環境整備費補

助金は、市町村等教育委員会が行う学校図書館への支援員の配置と空調設備の設置に対し

て２分の１以内の補助を行いましたが、空調設備の設置を見送る学校がありましたことな

どから、補助金の不用額が発生したものでございます。 

 以上で小中学校課の説明を終わらせていただきます。 

◎明神委員長 質疑を行います。 

◎加藤委員 まず素朴な疑問を伺いますけれど、英語と外国語と、その言葉が混在してい

るんですよね。例えば、議案説明資料の教育委員会の４ページを見ると、英語教育推進プ

ロジェクト事業の中で、外国語教育の中核となるコア・ティーチャーとか英語学習への意

欲とか、その英語とこの外国語の違いというのは何かあるんですか。余りロシア語やった

とか中国語やったとか、ほかの言葉は聞いたことがないんですけれど、どんな使い分けに

なっているんでしょうか。 

◎長岡小中学校課長 基本的には、現状においては英語が主になっております。ただ、外

国語教育の中核となるコア・ティーチャーの場合におきましても、基本的には英語という

ことで、その表記の統一が十分なされていなかったことを、おわびをしておきたいと思い

ます。 

◎加藤委員 単純にそれだけだったらいいんですけれど、結構、教育委員会の説明を受け

るときに、この外国語と英語が混在しているケースがありますんで、何かこう統一できな

い理由があるのかもしれませんし、ただ統一していないだけなら、あれですけれど。 

◎長岡小中学校課長 特にこの場合、小学校においては、いわゆる活動としては、外国語

活動と一応言われております。英語活動とは言わない。その場合には、小学校５年生にお

いては、当然英語が主になってきますけれども、例えば韓国語であったり、そういった言

葉も含んで、最初の導入においては実施する場合が多い。そういう意味で、特に小学校に

おいては、外国語活動と言われる場合も出てくるところはございます。ただ、基本的には

英語が主にはなってきます。 

◎加藤委員 わかりました。 

 それともう一点、学力・学習状況調査の集計委託料ですけれど、これはどんな費用にな

りますか。作成集計の費用という御説明でしたけれど、具体的には。 

◎長岡小中学校課長 県版学力調査においては、まずは作問が一つの大きな要件になって
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おります。そして本年度からは、各学校で教員が採点を子供たち一人一人のものをしてお

りますが、それを全部集めて、県の平均、市町村の平均を出してもらう作業になります。 

◎加藤委員 この県版学テは、どういう形で現場にはフィードバックがされるようになっ

ていますか。 

◎長岡小中学校課長 基本的には、まず県の全体的な傾向、そして各市町村の傾向、そう

いったものを集計して数値化をします。あわせて、それぞれの問題の正答率がどれぐらい

であったか、その中で本県の子供たちが今弱点とされる、課題があるとされる問題はどう

いった問題なのか、これを明確にして、さらにうちのほうで、その課題の克服の方法を具

体的に提案して、各学校に返すという状況になってまいります。そして学校においては

個々の子供の学力の状況を把握して、子供たち一人一人にこれを返していただきたいと話

をしておるところです。 

◎加藤委員 この県版学テは、公表したり余り競争をあおったりとか、そういう趣旨では

ないとは思うんですけれども、例えば学校ごとにある程度平均点の傾向が見られるとか、

もっと極端に言うと、先生によって傾向が出てくるとか、いわゆる教え方、学力のつけ方

が、先生によって差が出てくる、そういう分析はされていますか。 

◎長岡小中学校課長 当然、各市町村あるいは各学校においては、うちの子供たちの状況

が、例えば県平均と比較したときに、あるいは市町村平均と比較したときにどうであった

のかを知ることができますので、その中で、教員は自分の教え方がどうだったのか、これ

は省みることはできます。当然、それを授業改善に生かしていただきたいと話はしておる

ところです。 

◎加藤委員 確かに、子供たちの学力の定着状況というのが大前提ではあるんですけれ

ど、一番心配するのは、例えば平均が低いクラスを持った先生が、ほかのクラスに学校で

異動したとして、その先生のクラスが低くなっているみたいなことがもしもあれば、重点

を置いて指導するなりバックアップ体制をつくっていくことも、考えられなくはないと思

うんですよね。 

 先ほど池脇委員からもありましたけれど、各教員の裁量によってばらばら、授業の理解

度というか授業力が変わってくるという課題が、一つ高知県としてあるんだと思いますん

で、何かそういう意味でもいろんな分析の仕方は、可能性としてあるのかなと感じていま

すけれど、そこら辺は今後どういった検討をされるおつもりでしょうか。 

◎長岡小中学校課長 我々として、個々の教員がどうというのは、なかなか難しいんです

けれども、ただ学校としては、一人の子供の成長、その学級の成長を、やっぱり学校組織

で保障しなければいけない。そういった意味で、例えば、このクラスの子供のこの部分が

弱いとわかったときには、その先生だけでなかなか難しければ、組織として応援に入っ

て、この年度のうちに、その学年でつけるべき力をつけて次の学年に上げていくことは、
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当然必要になってこようと思います。 

◎加藤委員 最後にもう一点、全国学テ、これの公表状況、公表の仕方なんか、ちょっと

市町村ごとに事例を挙げていただければと思いますけれど。 

◎長岡小中学校課長 これはまだ、高知県においても市町村によって、公表の仕方はばら

ばらのところがあります。例えばある市町村においては、その市町村議会の中で明確に各

議員に、今現状はこういう状況であると点数を示しながらお示しする場合がある。それに

ついては、当然、今後こういう改善策をもって次に当たっていきたいという公表をしてい

る場合もありますし、それからその市町村の各御家庭へ向けて、市町村広報のような形で

お話をしているところもあります。さらには、学校においては学校の中で、学校の保護者

の方に向けて、あるいは地域の方に向けて、うちの学校はこういう状況であるということ

を点数で話ししている場合もありますし、まだ各市町村でなかなか統一はとれていない。

ただ、明確に具体的・客観的数値をもってお話をしているところも、ふえてきておるよう

には思います。 

◎加藤委員 いろいろと市町村で工夫がされていると思いますし、その人口規模にもよる

し、学校の配置なんかにもよるんで、一律にという話は難しいと思いますけれど、ぜひい

い事例が出てきたら、その取り組みによって成果があらわれたところが出てきたら、ぜひ

情報共有をしていただくというのが、まさにこの県教委の役割は大きいと思いますんで、

そこはぜひ市町村に、積極的に県からもサポート体制をつくっていけるように取り組んで

いただきたいと思います。 

◎塚地委員 学校図書館支援員のことでお伺いしたいんですが、一応、県の教育振興基本

計画の中では26年度末で終わるのを、何とか１年延ばしていただいて、２分の１補助を４

分の１補助にということになって、それも１年限りみたいなお話もちょっと聞こえてき

て、それはどういう状況判断で、そうなさったのか教えてもらえませんか。 

◎長岡小中学校課長 確かに、今お話しいただいたように、本来は、これまでの計画であ

ると、平成26年度、今年度末で一応終了というところであったわけですけれども、子供た

ちの言葉の力のつきぐあいを見て、各市町村教育委員会の取り組み等も、あるいは要請等

もいただいて、来年度につきましては、まだ何とか継続してもらいたいと。重点プランの

最終年度を、やはり一定の結果をもって、プランを次につなげていかなければいけないと

いうところで、補助率は少し下がったんですけれども、何とかつけることができたという

状況でございます。 

◎塚地委員 県が、教育委員会が頑張ってくださったことはよくわかるんですけれど、そ

れで、補助率が下がったことによって、市町村で、例えば支援員の配置をやめたとか少な

くしたとか、そういうところはまだ出てきてはないんですか。 

◎長岡小中学校課長 補助率が変わったことによって、今年度は財政的に厳しくなったと
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言われたところもございます。これは２つの自治体であったと思います。ただ、それも全

てやめたということではなく、その市町村が見て必要な、一定規模の大きな学校には何と

かつけますといった市も出てきておりますので、全部が全部やめたということではありま

せん。 

◎塚地委員 翻って、例えば、今度教職員定数の中で学校司書を置く、それなりに定数に

位置づいたと、法的に。そういう変化があったんですけれど、私すごく前向きに考えてい

て、県が司書を置くことになったんで、補助率下げたのかなと思ったりしたんですけれ

ど、そういうことが検討されて、こうなったというわけじゃないんですか。 

◎長岡小中学校課長 司書の配置を必ずしなければならない。これは学校図書館法で、

12学級以上の学校には司書を配置しなければならないというのはあるんですけれど、これ

はあくまでも教諭をもって充てることになっておりますので、新たに加配をされるもので

はないというところです。 

 ただ、それから24年度に、学校司書を配置するだけの交付金が各市町村にはおりており

ますので、文科省が言うには、この交付金を確実に活用してもらいたいというお話はあっ

ております。 

◎塚地委員 先ほどおっしゃった司書の確保が、本来はそれが学校図書館の本当の姿なん

で、そこに向かっていくという、これから基本計画も立てられるんで、その人の専門性に

よって、学校が、姿が変わるというのは、岡山の小学校なんかを見ても歴然としているん

で、ぜひそういうことも今後の計画の中では議論もしていただきたいと思いますし、いろ

いろ交付税に入っていても、首長の判断でそれをやらないとか、でも市町村の財政状況で

できないとかということは当然あるんで、そこは県が持っている一定の推進力で、来年度

やめることを、再度計画の中の議論の中でもんでいただいて、ぜひ延ばしていただいて、

せっかくの支援員の活動を後退させないように努力していただきたいと思いますので、ぜ

ひ御検討ください。 

◎中内委員 要保護者の児童生徒等と準要保護の分を3,016万円ぐらい返したということ

ですが、この国庫補助金に返還することは大変じゃったとは思いますが、これはこれとし

て、現在の高知県で数えられる、こういう要保護児童とか準要保護、何人ぐらいおられま

す。 

◎長岡小中学校課長 平成25年度の例えば要保護児童生徒数は、各市町村が出されてきて

おるんですけれども、要保護児童生徒数で1,332名、そして市町村が認定する準要保護と

して１万1,710名という数が、平成25年度の実態として各市町村から上げられてきており

ます。 

◎中内委員 全体で何％ぐらいになりますか。 

◎長岡小中学校課長 平成25年度の状況において、就学援助率としては25.36％でござい
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ます。 

◎中内委員 一般質問で、これからの義務教育は、単なる学校教育だけの話ではなく、福

祉と連携を持ってやっていかないと、大事が起こりはしないかということも言ったわけで

すが、いじめに遭うとか学力が落ちるとか、そういう懸念はないんですか。 

◎長岡小中学校課長 やはり、例えば要保護あるいは準要保護を受けているから、いじめ

とかという話ではないと思いますけれども、例えば学力的に厳しい状況があるんではない

かといったところで、例えば高知市が行っているチャレンジ塾については、やはりこうい

う経済的に厳しい子供たちを対象として塾を開いているという実態はございます。 

◎中内委員 その高知市ですけれど、僕が聞いたときはもう10年ぐらいになるから、今は

こんなことはないと思うけど、そういう家庭が、学校の校長の話では38％ぐらいおるとい

うような状況だったんです。だから随分と社会の荒れたときだったので、厳しい状況だっ

たとは思いますけれども、今後におかれても、こういう状態が続くものだと思いますの

で、よく協力をして頑張ってやってください。お願いします。 

◎坂本（茂）委員 さっきの学校図書館の関連ですが、補正で3,434万8,000円減額されて

いますよね、これは補助を受ける市町村が少なかったので減額されたのか、支援員の人数

が減ったのか、そこら辺はどういう理由で3,400万円も減額されたんでしょうか。 

◎長岡小中学校課長 これは、一つには、先ほども申しましたが、空調設備、これが市町

村によっては見送ったというところがあります。あわせて図書館支援員、これが26年度当

初は、140名程度で見積もっていたところが、市町村から上げてきた数が118名といったと

ころで、少し減ってきたということです。 

◎土森委員 先ほどの加藤委員の関連ですけれど、全国学テが始まり、また高知県版で始

まった。これによって、学力向上という面は物すごく成果を上げてきていますね。最初、

調査した結果、高知県はワーストツー。おっと、これたまるかと。みんな慌ててね、じゃ

市町村ってどこが悪いぞ、高知市に１億円も支援金を出して、学力向上を図ったんですよ

ね。これは一つの競争ですわ。全国全て順位が出てね、それぞれ競争に入ったと思います

よ、全国的に。 

 というのは、何で学テをやったのか。日本の子供たちの学力が、具体的に世界的に見て

下がってきた。これは何だろうということで調査を始めましたね。そういうことを基礎に

考えた場合に、各市町村でその結果を公表できない。このこと自体がおかしいことであっ

て、それぞれ誰のためにこういうことをやっているのか、子供たちの学力の向上のためで

すよ。当然、人にはいろいろあるでしょう。弱点も、教師もね。しかし、教わる側も、教

える側もそれぞれある。そこで欠点を見出して伸ばしていくというのが、この調査の原

点。市町村によって、これを公表しないのは、前からおかしいと思っている。やる気がな

いかと、本当に。子供たちのために、何のためにこれをやった。ぜひ公表してそれぞれ、
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教える側も成長するでしょう。教わる側も当然成果が上がる。こういう環境をつくること

で、目的が達成できる、そうなってこないとおかしいと思う。 

 公表できんという根っこはどこにあるんですかね、これは。 

◎長岡小中学校課長 １つには、市町村が心配されているのは、やはり序列化に陥ってく

るんではないかといったこと。それから、確かに切磋琢磨して競争することも必要なこと

ではあると考えております。ただ、それが過度に競争になってくると、やはりしんどい子

供もいる。市町村によって、さらには非常に小規模な市町村においては、これを公表する

ことについては個人の特定にもつながってくる。こういった心配があって、まだ踏み切れ

ていない、あるいは公表を考えていない市町村があろうと思います。 

 ただ、言われましたように、我が住民の方々に、うちの教育の状況はこうであるという

説明をきちっとして、やはり住民の方にも興味を持っていただいて、教育に参画してもら

うことが非常に必要なことであろうと思います。そういった意味で、住民の方に十分な説

明をする。どういう形で説明をするかは、また市町村で考えていただかなければならない

と思いますが、そういうことは必要であろうと思います。 

◎土森委員 課長の言われるとおりで、学校現場だけではだめなんですよね。委員会、学

校、先生、保護者、地域、全てが総合的に協力し合いながら、子供たちの学力の向上を図

っていく、これにつなげていく。そのためには、やはり知るということですよ。この学校

の子供たちの成績はどんな状態か。教える側もどこが欠点で、どこが悪いのか。教わる側

の子供たちが、どこの部分がわからん。わからん部分をしっかり教えていく。そのこと

が、最大の目的じゃないかなと思いますね。 

 昔、学テ騒動で大変な時代がありましたよ。そういう思想が残っているなら、それはも

う大きな問題、間違い。だから、みんなが協力し合いながら高知県の子供たちの学力を上

げていこうと、そういう雰囲気をぜひつくってもらうためにも、堂々と公表ができるよう

な環境、雰囲気をぜひつくってほしいと思いますね。 

◎塚地委員 私は、当初学テを始めたときから心配されていたことが具体化されているな

と、今のお話伺って改めて思ったんですけれど、今回、この県教委が出された道徳教育の

プランの14ページですか。道徳教育充実プランで、全国学力・学習状況調査（全国比）が

出ていまして、現状と課題で。ここで、「自分にはよいところがある」と思った小学生は

76％しかいなくて、中学生は66.3％しかいないんですよ。これで言うと、どれだけの子供

たちが、言うたら３分の１の子供たちが、自分によいところがあると思えないという状況

が今学校現場にはあって、その中で、今言われたように成績で比べられる。それで追い込

まれていくという、過度の競争が学校現場に何をつくるかということを、やっぱり大人は

しっかり見ないといけないと思うんですね。 

 先ほどから言われているような状況の中で、学校現場では、例えば荒れた学級があった
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ときに、その学級を積極的に持ちたいという先生方が、少なくなってきているという状態

も出てきているわけですよ。クラスの単位でそうやって成績ではかられる。困難なクラス

に行こうという意欲自体が、学校現場でそがれているという状態も出てきているわけで、

教育とは何かというところを、私はやっぱりもっと原点に返って、きちんと一人一人に目

を配らせて見るということに先生たちが集中できるということにしていく必要があって、

先ほどおっしゃったような競争を過度に持ち込むというようになる、全面公表などという

のはとんでもないと思っていますので、それは関連意見として申し上げておきます。 

◎土森委員 反論じゃないですが、見解の相違でね、その辺はね。子供たちにいいことを

どうするかということをやる。先生方に実力をつけていく。そのためには、もっと言わせ

てもろうたら、教わる側も、保護者も、地域も、先生方も、道徳心という、しっかり基本

的なものを考えてやっていく、そのこと自体をしっかりやっていくことが大事だと思いま

すよ。 

 今の意見は、全然考え方が違うわけでね。 

◎塚地委員 そうですね、でも、そういうこともあるということをお伝えしておきます。 

◎池脇委員 英語教育についてですけれども、これから英語教育が教科にもなっていきま

すし、さらにグローバル教育ということで小中高大と、英語教育が大変重要な教科になっ

ていくわけですけれども、ここで教員の英語力が全国の目標値に達していないというデー

タを上げていますよね、これの44ページですけれどね、まず基準ですけれども、英検の準

１級取得状況となっていますけれども、それの比較で数字が出ているんですけれども、本

県は中学校教員が21.7％と、高校教員が55.9％という実態ですね。 

 基準については、これは英検準１級ですけれども、さらに言えば英検１級とか、それか

らＴＯＥＩＣとかＴＯＥＦＬとか、そういう部分の基準はあるんですか。全国のやつは、

もう準１級の取得というデータしかないんですか。 

◎長岡小中学校課長 全国との比較においては、準１級を何％と。 

◎池脇委員 これが基準と見てよろしいんですね。 

◎長岡小中学校課長 はい、そうです。 

◎池脇委員 21.7％、中学校。これ全部英語の大学、英語科を出て、英語の教員免許取っ

ている先生ですね、全国平均からしたら、どれぐらいの位置にあるのですか、これ。 

◎長岡小中学校課長 明確な数字ではないのですけれども、全国では大体３割程度だと。 

◎池脇委員 30％。 

◎長岡小中学校課長 はい、30％。そういう意味では、10％ほど低い状況にはなっていま

す。 

◎池脇委員 高校はどうですか。後でまた聞きますので調べておいてください。 

 大学入試で、英語って非常に点数を稼げるところですけれど、中学校の段階で英語離れ
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ができてきているんじゃないかというのは、先生方は３割も満たない、英検の準１級が

ね。こういう実態があるということですよね、それを認識した上で、この事業で、目標と

して中学校は50％、高校を75％に持っていくと。これ平成30年ですから、３年ですね。３

年あれば３回受験、準１級の試験は年何回やっているのですか。何回挑戦できるのです

か、１人の人は。 

◎長岡小中学校課長 ３回です。 

◎池脇委員 １年で３回ということは、９回挑戦できますね。ですから、その３年の間に

50％というのは、非常に消極的な目標じゃないかなと。先ほど土森委員のほうからも、や

っぱり本当にしっかり子供に力をつけさせろうと思えば、まずみずから、教える側が力つ

けなくちゃいけないということであれば、３年間で、今21％を50％に持っていくといった

ら、かなり緩い目標だと思いますよね。本当にグローバルをやっていこう、英語教育を充

実させていこうといったら、まず先生方、この３年間の間に、100％準１級は取るという

ぐらい目標をしっかりさせないと、勉強しないと思いますけれど、いかがですか。 

◎長岡小中学校課長 委員が言われたように、やはり人に教える者は、まずみずからが学

ばないといけないというところは、確かに思うところです。そういった意味で英語教員に

ついても、これは頑張っていただきたいなと。実際に、うちとしてもそういった研修を組

んでいく。英語教員の力量を上げていく研修は組んでいきたいなと。そこの目標を100％

近くとなると、ちょっと。 

◎池脇委員 普通の他の教科の先生に英検の準１級を取れと言っているわけじゃないんで

すよ。英語の先生でしょう。なぜ100％にできないのかということです。高校でも、多分

西高の卒業生でも、３年生の段階で準１級取っている子はいるんじゃないですか。そうで

しょう。なのに先生方が取れないというのは、非常に心配ですね。高校においても、やっ

ぱり100％を目指すべきだと思いますけれどね、そういう基本的な資格については、しっ

かり100％取っていこうという強い姿勢と打ち出しがないと、これ必須ではないと思うん

で、強制はできないかもしれませんけれども、準１級以上の力を持っている人やったら、

準１級受けたって通りますでしょう。ここはちょっと目標等含めて、もう少ししっかりし

た取り組みをしていただきたいと思いますが。 

◎長岡小中学校課長 委員が言われるように50％を超えて、できるだけ100％近くまで行

けるかどうか。ただ、全国がまだその３割、28％程度ですので、ただ、高知県がそんなこ

とでどうするんだと言われるかもわかりませんが。 

◎池脇委員 そんなこと、全国に合わす必要ないんじゃないですか。おくれているからこ

そ、一気に取り戻すことが大切だと思いますよ。だから、その姿勢だけは、委員会として

ちゃんと示すべきですよ。そうしないと先生方、緊張感ないですよ、これ。取っても、取

らなくてもいい資格をやりましょうというのなら、こんな事業せんほうがいいです。やる
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のなら、ちゃんとやりましょうということを、先生方に納得していただいてやらないと。 

 一方、小学校で英語の授業が始まるのはいつからですか。 

◎長岡小中学校課長 平成32年から正式に全ての学校で始まるようになります。 

◎池脇委員 そのときにその英語の授業を担当するのは、小学校の先生が担当しますか。

それとも、音楽とか体育とかでは専門の先生を派遣してやっていますよね。どういう形で

英語はやられるんですか。 

◎長岡小中学校課長 基本としては、やはり学級担任が英語の授業を持つという形にはな

ってこようと思います。ただ、スタッフとして英語がしゃべれるＡＬＴであるとか、それ

から英語の専科の教員が来たりということは考えられるところです。ただ、基本的姿勢と

しては、やはり学級担任が実施する形にはなってきます。 

◎池脇委員 小学校の先生は、英語科出ている先生なんてほとんどいないと思いますよ

ね。その先生が英語を教えるのに、どのレベルの英語力があったら、教科としての英語を

教えられるのかということになると思うんですけれども、そのあたりはどのような見解を

持たれていますか。 

◎長岡小中学校課長 そこは、やはり担任が英語を教えますけれども、当然チームティー

チング的な形にはなってこようと思うんです。現在も割とそうなっておりますけれども、

実際に外国の方に来ていただいて、英語の発音はしてもらう。そして先生も相手となっ

て、一緒に英語をしていく。そのような形になってくるので、小学校の教員が、この英検

準１級を持たなければならないということはないと思います。 

◎池脇委員 だから、授業に入っていないじゃないですか、小学校は。中学校で50％が目

標というんで、小学校の先生にそんなもん取れというのは、大変なことになるでしょう。

けれども、英語の授業をやらなくちゃいけない。言葉ですから、発音が非常に大事なんで

すよね。小学校は文法から入るわけじゃないですから、耳からまず入っていく、覚えてい

くことになりますから、小学校の英語の授業は非常に大事になってきますよね。 

 今、中学校からの英語で、英語ができないというのは、もう本当に英語が壁になってい

るというのが現実にあるわけで、その一つの原因が、先生方がこれだけの実力しかないと

いうことですから、小学校の授業で英語嫌いになるということが、起こってはいけません

ね。 

 一方、アンケートでは、子供さんが、英語の勉強をしたいとかというニーズが非常に高

いと出ているんですね。それに応えるための小学校で教える英語は、大体これぐらいのこ

とを教えましょうというのは出ているから、それを教えるだけの力を小学校の先生方には

つけていただかなくちゃいけませんよね。その点についてはどうですか。 

◎長岡小中学校課長 やはり小学校の教員についても、当然これから、教科としての英語

が入ってきますので、英語の勉強をしてもらわなければならない。そういった意味で、教
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科化に対応した研修、そういったものはつけていこうと。例えば５年間で250名の小学校

教員を、まずは研修へ連れていきたいと考えているところです。 

◎池脇委員 どういう研修ですか。 

◎長岡小中学校課長 研修のメニューについてはいろいろ考えられるところですけれど

も、具体的には、学習指導要領の中の、英語で何を教えるのか、そういった学習内容につ

いて当然学んでもらわなければいけないし、英語を指導する技術、そういったことも学ん

でもらうようにしております。 

◎池脇委員 僕も、英語を中学校からずっとやってきたんですけれど、いまだにしゃべる

自信はないです。聞き取りにしたって、本当によう聞き取らないという状況がありますよ

ね。小学校の先生が研修だけで、人に教える力つけられるかどうか。本当にこの研修の中

身、非常に重要になると思いますし、研修という形だけじゃなくて、先生方に語学の学校

に通っていただくとか、いろんな英語を勉強する教材がありますよね、そういうのを積極

的に購入して学習していただくとか、多角的な取り組みを支援していくことが非常に大事

と思いますんで、そのあたりも踏まえて、ぜひ、まだちょっと時間がありますから、真剣

に取り組んでいただきたいと思います。 

 そしたらもう一つ、探求的な授業づくりの現状と課題のところで、先ほど塚地委員のほ

うからも学校図書のことの指摘もありましたが、ここで本やインターネットなどを使った

資料の調べ方が身につくよう指導したというので、高知県の場合は指導した先生が11.9％

で非常に少ない、１割そこそこの先生しか、そういう指導をしていない。だから、資料を

調べて情報をとるという授業が、高知県ではほとんどできていないということで、図書館

がほとんど使われていない状況ですね。 

 こういう状況が学校現場にあって、その上で、まず探求的な授業づくりをする、ここの

ところをまず改善しなくちゃいけない。その意味では、図書館司書の配置というのは、非

常に重要になってくると思うんですけれど、そこに絡んだ意味で、学校での調べられると

いう環境、どうつくり上げるのかが１点と。 

 それから、その下にあります総合的な学習の時間、ここで課題の設定からまとめ、それ

から表現に至る、探求の過程を意識した指導をしたかということで、高知は22％ですね。

秋田は45％ですよ。20％の差がありますね。ほとんどそういう意識した指導をしていない

という実態がここにありますよね。 

 というのは、総合的な学習時間の取り組みについて、高知県は、きちっと県教委として

もやっていなかったということだと思うんですよ。ここのところをきちっと評価をしてや

らないと、この探求型授業づくりのためにこういう絵を描いてくれていますけれども、こ

の絵の実現は難しいと思いますが、どうされますか。 

◎長岡小中学校課長 最初のお話ですけれども、いわゆる調べ学習についてです。これ
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は、委員おっしゃっていただいたように、学校図書館の使い方、これが十分でなかったと

いうことの大きなあらわれであろうと思います。具体的に学校図書館に行って、本を読ん

で、それで終わりというところが多かったんではないかと思います。学校図書館で調べ

る、そういった活用のされ方がまだまだなかったということで、特にこの１年かけて、支

援員の力もかりて、やはり学校の図書館の使い方というものを、もっともっと精度を上げ

ていかなければならないと考えておるところです。 

 ただ、一定支援員等が入ることによって、図書館が整備されました。どこに何があるの

か子供たちにもわかるようになったし、学校によっては、パソコンでの検索もできる学校

も出てきている。そういう意味では、これから少し期待もできるんではないかなと思って

いるところです。我々もそういった図書館の使い方をもっとしていくよう、学校に話はし

ていきたいなと考えております。 

 そして、総合的な学習の時間のあり方について、県教委のほうがもっと明確に、きちっ

と学校を指導すべきじゃないかというお話でした。その点については全くそのとおりだと

思います。今、学校での総合的な学習の時間が、子供が課題を見つけて、それを追求して

いく時間になっているのかどうか、そういう時間にしていかなければならないと思ってい

るところで、その一つの事業として、この探求的な授業づくりの研究実践事業を実施して

いきたいと思っているところです。 

◎池脇委員 中学校の図書館の蔵書の中で、こういう調べ学習ができる、資料になり得る

図書が何割整えられているのか、その実態調査をまずすることが大事じゃないでしょうか

ね、そうしたものがなければ、授業では使えませんね。だから総合的な学習の時間にして

も、郷土史とかやろうとか、あるいは学校周辺の環境について調査をしてまとめようとか

というのは、当初やられたけれども、そればっかりできないですね、文献で調べなくちゃ

いけないと。しかし、その文献で調べる図書がない。また、図書室にはインターネットで

調べるといっても、そのインターネットで調べる機器が十分整っていない環境であれば、

当然こうした授業が手薄になってくる。そしてその結果、全国とか秋田と比べたときに、

こういう数字が出てくるのは当たり前ではないかと。その現場の実態をきちっと踏まえた

上で、例えば図書にしても、しっかり充実していかないと、先生方の工夫だけでは限界が

あると思いますけれども、そのあたりの実態はちゃんとつかまれていますか。 

 我々が学校へ行ったときに図書館見させてもらっていますけれども、読み物等はたくさ

んありますけれども、授業で使える資料になるような図書は非常に少ないと思っていま

す。これを充実させていかないと、こういう授業は進まないと思いますけれども、その取

り組みはどうされますか。 

◎長岡小中学校課長 確かに、規定されている蔵書の冊数に足りているかどうかについて

は、我々も各学校を回って、調査はしているところですけれども、今おっしゃっていただ
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いたように、いわゆる調べ学習をする、探求的な学習をするために必要な蔵書が全部そろ

っているかどうかについては、まだ明確にこの数値をつかんでいるところではありませ

ん。そういった意味では、どういった蔵書がそろっているのか、その調査もまたしていき

たいと思います。 

◎池脇委員 ぜひそういうところを、しっかり充実していってください。そうすれば、き

っとこの数値は上がってくると思います。先生方は真面目にやっていますから。 

 関連するけれども、理科の授業が非常に大事ですよね、こういう探求型の授業をやろう

と思えば。ところが、43ページの現状と課題で、ここもちゃんと委員会はつかんでいらっ

しゃるんですよね、小中学校ともに、観察・実験の結果を整理し、考察することに課題が

あり、中学校においては基礎的、基本的な知識、技能の定着にも課題があると。理科が好

きだという子供はたくさんいるんだけれども、こうした課題を抱えている。 

 何でこういう課題が出てきたのか、どういうふうに捉えられておりますか。何が原因か

ということです。 

◎長岡小中学校課長 やはり教職員が理科の授業をどれだけ勉強したか、そこが足りなか

ったようには考えております。そういった意味で理科の専門性を持つ教職員を、現在にお

いては育てていっているという状況がございます。 

◎池脇委員 非常に抽象的な答えですよね、具体的に言ってほしいんですよ。例えば、小

学校、中学校で理科の実験の時間数が極端に少ないとか、十分な実験がちゃんとやれてい

るかどうかが大事ですよね。だから観察力とか、実験で答えを想定して、その想定どおり

の結果を出せるプロセスを、こうやっていったら、この答え出ますねということをきちっ

と検証させるのは、理科の実験で出てくるわけですよ。だから、きちっと実験を通して身

につけさせていっているかどうかは、実験をやっているかどうかなんです。そのために

は、実験器具機材等が各学校できちっと整っているのか、こういうところをちゃんと、こ

れは整っていますと、その上で先生が、授業をちょっとオミットしているというんやった

ら、それは先生の質の問題になりますけれども、まずそのあたりを踏まえた上で、実際に

本来やるべき実験がちゃんとできているのかどうか、ちゃんとつかまなくちゃいけないと

思いますけれども、どうですか。 

◎長岡小中学校課長 必要な理科の備品については毎年度、一定そろっているかどうか調

査はかけております。そういった意味で足りない学校については、理振法に基づく理科の

備品の購入についても進めているところです。ただ、おっしゃられるように、例えばその

必要な時間数、その理科の実験が実際にされているのか、それが効果的になされているの

か、あるいは観察がどうなのかというところは、理科の授業時数は足りているけれども、

実験がどの程度なのか、そこまでの調査は、我々もまだ至っていないところはあります。 

◎池脇委員 学力調査による全国平均正答率との差というのは、マイナスで出ていますよ
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ね、これ。どう受けとめていいのか、僕はちょっと理解しかねるんですけれども、どうい

うふうに理解したら、よろしいんですか。 

◎長岡小中学校課長 理科で本来教えるべきものを、十分に捉えさせていない。それはや

はり教員の指導力、学習指導要領についての勉強、そういったものが不足していたのであ

ろうと考えているところです。これは我々としても、やはり理科はこういう勉強であっ

て、こういう力をつけていかなければいけないということを、24年度から各学校にも話を

してきているところであります。 

◎池脇委員 「理科の勉強が好き」というのは、小学校77.4％、中学校55.8％、「理科の

授業の内容はよくわかる」というのが、小学校84.2％、中学校57.7％、小学校で行けば８

割はよくわかると言っているんですよ。にもかかわらず、小学校で正答率がマイナス

1.3、活用についてはマイナス2.3、どうしてこういう結果が出ているのか、それをどう捉

えているのか、捉え方によって、授業がどうあるべきかが出てこなくちゃいけないと思う

んですよね、そこはどうですか。 

◎長岡小中学校課長 先ほども言いましたように、子供たちは、例えば観察が好き、ある

いは実験をするのが好き、そういうのはあると思います。ただ、観察、実験をして、じゃ

何を得たのかというところに問題がある。それを極端に言えば、やはり知識中心ではなか

ったのかと。そうではなくて、やはり思考する力、判断する力というものを、今理科の中

でもつけていかなければならない。そういうことがきちっと理解できていたかどうかとい

うことであろうと思います。 

 やはり理科においても、知識注入であったのではないか。それだけではだめだろうと。

そして、単に子供が活動するだけであったのではないか、そういう授業ではだめだろう

と、そんな話を学校にはしてきているところです。 

◎池脇委員 小学校の教員は、理科の授業をする場合には、正規の理科の器具の扱いとか

は、十分習得しているというわけではないですよね、マニュアルに沿って実験を行うわけ

ですけれども、ところが、中学校の理科の先生は大体理工系を出られて、そういう器具の

扱い等はわかっている先生がやっていらっしゃる。小学校の先生が一生懸命やっている。

その上で、知識がプラス1.1になっていますから、その知識の部分については、ちゃんと

小学校の先生はできていると、ここでは見られます。活用についてはマイナスですけれど

も、中学校は知識も活用も全部マイナスで、その数値がマイナス4.3、理科の知識もマイ

ナス4.3なんて、めちゃくちゃ低いじゃないですか、これ。しかも、理科の免許を持って

いる先生ですよ。こういう実態をどう受けとめていくかですよ。 

 これ、大変な問題だと思いますよ。だから、高知県の子供たちは観察力もつかないし、

思考力だってつかない。論理的な思考だってなかなかできない。というのは、こういう授

業が中学校で行われているということじゃないですか、理科の授業では。ここをやっぱし
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本当に掘り下げてきちっと見ていかないと、大変なことになると思いますよ。こういうと

ころを、ただすうっと行って、授業だけやっていたんではいけないんじゃないかと思いま

す。だから中学校の先生方も、やっぱり反省はしてくださっていると思いますけれども、

理科教育、本当に真剣に取り組んでいただきたいと思います、頼みますね。 

◎明神委員長 ほかにないですか。 

（な  し） 

◎明神委員長 質疑を終わります。 

 ここで小休します。そしたら10分、４時まで休憩とします。 

 

（休憩 15時49分～16時０分） 

 

◎明神委員長 それでは、休憩前に引き続き委員会を再開します。 

 ここで、先ほど坂本委員の御質問のありました学校安全対策課に対する自転車警告票の

報告があるようですから、沢近課長よろしく。 

◎沢近学校安全対策課長 学校安全対策課でございます。 

 先ほど御質問のありました自転車警告票、通称イエローカードという県警察の事業でご

ざいますけれども、昨年の１月から10月、10カ月のデータですけれども、高校生に対して

1,390件の警告票の交付があったということでございます。月平均139件でございます。 

 以上、御報告させていただきます。 

〈高等学校課〉 

◎明神委員長 それでは次に、高等学校課の説明を求めます。 

◎藤中高等学校課長 それでは、高等学校課でございます。 

 平成27年度当初予算につきまして御説明させていただきます。 

 お手元の資料番号②高知県議会定例会議案説明書の当初予算の607ページをお開きくだ

さい。 

 まず、歳入でございますが、当課の歳入の主なものは、平成26年度、本年度の４月から

始まりました高等学校等就学支援金制度による新入生及び２年生対象の就学支援金と専攻

科を含む県立高等学校の授業料、受講料、そして県立中・高等学校を受験する際の入学手

数料、あるいは入学時に徴収されます入学料といったものでございます。 

 次の608ページに移りまして、節の（２）高等学校費負担金についてでございますが、

平成26年４月からは高等学校等就学支援金制度が始まっておりますが、施行日前から引き

続き高等学校等に在籍する全ての生徒、いわゆる来年度３年生及び定時制、通信制の４年

生、その在籍生につきましては、経過措置によりまして従前の無償制度が引き継がれます

ので、608ページの説明欄の公立高等学校授業料不徴収負担金は、平成22年度からのそれ
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に当たる国の負担でございます。また、高等学校等の授業料以外の教育費の支援としまし

て、奨学のための給付金を高等学校等修学支援事業費補助金として計上しているところで

ございます。 

 次に、このページ中ほど10財産収入でございますが、その３生産物売払収入でございま

すが、農業高校等の実習において、生産あるいは加工した物、あるいは土佐海援丸の水産

実習時の漁獲物の売払収入でございます。 

 続きまして、歳出について御説明をさせていただきます。 

 次の610ページに移ります。 

 当課の平成27年度一般会計歳出予算総額は189億5,209万3,000円、対前年度比５億356万

5,000円の増となっております。増額の主なものは、先ほど歳入で御説明しました授業料

の支援の就学支援金や授業料以外の教育支援の奨学のための給付金の支給に必要な経費と

して、平成27年度は入学する１年生、そして在籍しております２年生までの学年進行とな

るため、４億8,224万円を増額するものでございます。 

 それでは、説明欄をごらんください。 

 ２情報教育推進費でございますが、これは県立学校の授業用のパソコンの整備費、ある

いは県立学校で使用しております教職員が使用するパソコンリース等に係る経費でござい

ます。 

 続きまして、611ページをお開きください。 

 ２高等学校費ですが、説明欄の中の１高等学校教職員人件費でございますが、高等学校

における教職員、来年度は1,888人の給与、職員手当、共済費でございます。 

 続きまして、５管理指導諸費でございます。これは人事関係業務や校長会議等の開催経

費、あるいは県立中・高等学校の教育活動を推進するための支援・指導に要する経費でご

ざいます。 

 続きまして、612ページに移らせていただきます。 

 全ての高等学校におきまして、キャリア教育という視点で生徒一人一人の進路実現を支

援し、学習意欲を高める。そういった取り組みを来年度についても続けていきたいと思い

ます。さらに、この生徒の高校生活における意欲を高め、基礎学力の定着を進め、中途退

学者の防止、あるいは就職後１年目の離職率、そういった改善を図る取り組みも授業で行

っていきたいと考えているところでございます。 

 613ページに移りまして、９就職支援対策事業費でございます。これは平成26年度に引

き続きまして、就職アドバイザーを県内９名、大阪、名古屋にそれぞれ１名を配置し、求

人開拓、あるいは就職者の定着指導、また生徒への支援といったことに取り組んでいくと

ころでございます。 

 10の県立中学校等の運営費から次の617ページの15定時制高等学校運営費までの経費に
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つきましては、県立中学校３校、全日制高校33校、定時制12校の学校運営、産業教育設備

の整備、農林水産実習に関する経費、水産実習船土佐海援丸の運営に関する経費でござい

ます。 

 続きまして、615ページでございます。 

 17の高校再編推進費につきましては、平成26年度の10月に作成しました県立高等学校再

編振興計画の実施等に要する経費でございます。次の情報通信設備整備委託料から高校生

国際交流促進費補助金まででございますが、これは26年度９月補正でお認めいただきまし

たグローバル教育推進事業の取り組みを継続して27年度行うための経費でございます。グ

ローバル教育推進校、高知南中・高等学校、高知西高校におきまして、引き続きグローバ

ル教育プログラムの実践・検証、そしてＩＣＴ環境の整備を行うことによりますタブレッ

ト端末の活用、それから国際バカロレア認定に向けた研究も継続するとともに、27年度も

これらの取り組みにつきまして、県民の皆様方に理解を深めていただくためのフォーラム

の開催も計画しているところでございます。また、国の制度を活用しまして、生徒の海外

留学を支援し、異文化体験や学校教育における国際交流等を通じて、多様な価値観等に触

れる機会を確保することにより、グローバル人材を育成することを目的とした補助制度を

新設することとしております。 

 また、通学支援奨学金貸付金につきましては、県立高等学校の統廃合により生じる通学

費の経済負担を軽減するための激変緩和措置として奨学金を貸与するものでございます。

具体的には、大月分校の閉校に伴う奨学金でございます。 

 次の616ページでございます。 

 18施設整備でございますが、県立高等学校再編振興計画の前期実施計画で統合を行う予

定の学校の校舎の改築等の施設整備を実施するものでございます。今年度は、現在の高知

西高等学校に設置します新たな中高一貫教育校と現在の須崎工業高校の敷地に設置します

高吾地区の拠点校となる高等学校の基本設計を行うものでございます。 

 次に、618ページの債務負担行為でございますが、県立学校整備事業費の中の、さきに

御説明させていただきました統合に伴う施設整備を実施する２校のうち、高知南中・高等

学校と高知西高等学校を統合した新しい中高一貫教育校につきましては、基本設計後、

28年度にかけて実施設計を行うこととしておりますことから、その委託料について債務負

担をお願いするものでございます。 

 続きまして、特別会計について御説明をさせていただきます。 

 829ページをお開きください。 

 高等学校等奨学金貸付事業は、高等学校等への進学を経済的な理由で断念することのな

いよう奨学金を貸与するものでございます。 

 まず、歳入でございますが、貸付金元金収入は貸付金の返還金でございます。 
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 次のページに移りまして、歳出でございますが、平成27年度の貸与見込み者数は、新規

550名、前年度からの継続が748名の計1,298名を予定しているところでございます。 

 説明欄の奨学金市町村事務処理交付金でございますが、市町村にお願いします中学校３

年生段階の予約奨学生の募集等の事務について、この事務費相当分を市町村に交付するも

のでございます。結果として、平成27年度高等学校等奨学金特別会計予算総額は４億

824万3,000円、前年度比2,675万2,000円の減となっております。 

 以上で高等学校課の平成27年度当初予算の説明を終わらせていただきます。 

 続きまして、平成26年度補正予算について御説明させていただきます。 

 資料№④高知県議会定例会議案説明書（補正予算）の329ページをお開きください。 

 まず、歳入についてでございますが、12教育費補助金につきましては、高等学校等就学

支援金及び高校生等奨学給付金支給対象世帯が当初見込みを下回ったことによる減額でご

ざいます。 

 12繰入金についてでございますが、15高校生修学支援基金繰入につきましては、平成

25年度に国の平成25年度補正予算（経済対策分）で、県に見込みを上回る追加交付金があ

ったことに伴い、それを平成26年度高等学校等奨学金貸付事業への繰り入れを増額するも

のでございます。 

 次に、歳出について御説明いたします。 

 次の330ページをお開きください。 

 ２高等学校費の減額理由でございますが、旅費や役務費等が見込みを下回ったことや、

委託料につきましては、指名競争入札により予算を下回る額で落札したためでございま

す。高校再編推進費につきましては、県立高校通学支援奨学金貸付金の貸与者数が当初見

込みを下回ったため減額するものでございます。高等学校等就学支援金事業につきまして

は、支給対象世帯が当初より見込みを下回ったために伴う減額でございます。 

 続きまして、特別会計について御説明をさせていただきます。 

 416ページをお開きください。 

 高等学校等奨学金貸付事業は、奨学金貸与者数が当初の見込みを下回りましたために不

用となりました貸付金及び市町村への貸付事務費交付金を減額するものでございます。結

果として、当初の特別会計歳出予算総額４億3,499万5,000円が6,386万円の減額となり、

３億7,113万4,000円となっているところでございます。 

 以上で高等学校課の説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 

◎明神委員長 質疑を行います。 

◎西内（隆）副委員長 ＩＣＴですけれども、佐賀県かどちらか、全国でもほかでもやっ

ているところがあると思うんですけれども、例えば40人なんかが同時に使うと、インフラ

がパンクしてダウンロードに１時間、２時間かかったりとか、あるいは当然不安定なもの
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ですので起動までに15分かかったりとか課題もあるみたいですので、十分そのあたりの対

処というか、対策を講じて活用するように心がけていただければと思います。何かあれ

ば。 

◎藤中高等学校課長 言われるように、佐賀県の事例も情報収集しておりますので、そう

いった意味でＷｉ－Ｆｉ環境、それから現在、高知南中・高等学校と西高のほうに42台ず

つ入れておりますが、教室で１人１台という形はできるんですけれども、そういったとこ

ろでどういった状況になるのかというところも、今まさに検証もしながら、どういう活用

をしていくのかというところも含めて今研究をしているところですので、御意見もしっか

りと受けとめながらやっていきたいと思います。 

◎坂本（茂）委員 国公私立高校全てということですけれども、高校の中退者数が500人

ということで、全国でも極めて厳しい状況が資料に載っていますけれども、特に公立高校

の中でそういう状況は、やっぱり増加傾向にあるのでしょうか。 

◎藤中高等学校課長 中途退学者につきましては平成24年度が、全国平均が1.5％に対し

て2.2％と、全国ワースト１位でした。そして昨年の25年度についても1.7％に対して

2.8％と、全国よりも非常に高い状況です。ただ、昨年につきましては通信制も入れた形

になっておりましたので2.8％と。24年度までの実績でいけば、全日制と定時制というこ

とで言えば、全国1.7％に対して2.0％で、全国平均に少しずつは近づいておりますが、や

はりまだワースト１位という形で非常に厳しい状況はあります。 

 そういった意味で昨年度からことしにかけまして、中退防止対策ということで、特に中

退の数が平成24年度の段階で多かった学校について、10校を指定しまして、そこで１年間

かけて、そういった取り組みをさせていただいている結果として、今の１月現在では、そ

の学校においては、26年１月段階においては89名の中退者が、現在27年１月の段階では

48名と減になっていますので、各学校の取り組みで、改善はしつつあると思っておりま

す。 

◎坂本（茂）委員 モデル校10校のそういう取り組みをどう全体化していくのかというこ

とも、今後の課題にはなってくると思うんですけれども、特にこういう点は全体化すれ

ば、効果が出てくるのではないかとか、少しでもやっぱり支援の方策として効果があるの

ではないかとか、そんなところは、取り組みの中で、一定見えてきつつあるんでしょう

か。 

◎藤中高等学校課長 この10校の取り組みの中で、特に中途退学者の中で、１年の段階で

中退をする数が、３年間では一番多くございました。そういった分析のもとに、やはり１

年の当初の４月、５月、６月が一番大事な時期ということで、中学校でも行っています仲

間づくり合宿、あるいは生徒と先生が互いに年度当初、しっかりと向き合って面談をしな

がら、子供たちの今の状況、これからどういった方向で自分は進んでいくのか、しっかり
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方向づけをしてやる、そういうことをこの10校についてはやってきました。そうしたとこ

ろで、子供たちも少し目的がしっかりとでき上がって、学習とかそういったところの意欲

も高まってきていると。 

 それから、もう一つは全校にスクールカウンセラーは配置されておりますが、この10校

については週２回ということで１日多く入れております。この１日多いことによって、ス

クールカウンセラーとホーム主任が一緒になって子供と面談を、全員とでする。そしてそ

の中で子供たちの状況を踏まえて、ホーム主任がこういったアドバイスをいただき、ホー

ム主任が子供たちに対してどういうかかわりをしたらいいのか、そういったところをアド

バイスいただきながらかかわっている、こういったところが先生と子供の間を非常に縮め

まして、しっかりとした子供たちとの信頼関係ができているという報告があります。 

 来年度の予算ではスクールカウンセラーについても、この10校以外５校ふやして15校に

週２回という形でやっていきたい。さらには、スクールカウンセラーが子供たちとかかわ

る中で一番大きなのは、やっぱり家庭の問題があるという学校がございます。家庭へも手

を入れていくという意味で、スクールソーシャルワーカーを５校、来年度新たに入れてい

くことで、今回の成果を踏まえて、さらにそこを全体に広げていくための事業を、拡充し

ていくという方法をとっております。 

◎坂本（茂）委員 厳しい環境の子供たちへの支援の一つの拡充策だと思うんですけれど

も、そういうふうになっていくと、どうしても先生方も生徒たちと向き合う時間が必要に

なってくるわけで、そこでの対応に御苦労がかかってくる部分もあると思うんで、そうい

ったところを十分に保障していけるような環境整備をぜひお願いしておきたいと思いま

す。そのことが、子供さんたちが中退することなく、卒業に向けて目標を持ってというこ

とになるだろうと思いますんで、ぜひその点よろしくお願いしたいと思います。 

 それと、グローバル教育の関係で、国際バカロレア認定を受けるのが平成34年度という

ことですけれども、例えば来年の予算の中で、国際バカロレアのディプロマ・プログラム

の認定校をつくることを目的とした事業費で314万円ですか。予算化しちゅうわけです

ね。これらは毎年毎年こういう形で、認定を受けるためだけに積み重ねられていく予算で

しょうか。それとも単年度で研究すれば、あとは別に予算化しなくても取り組んでいける

のか、その辺はどうですか。 

◎藤中高等学校課長 この314万円につきましては、国際バカロレア認定校になった場合

に、そういったシステム、教育プログラムを使っていくためには、やっぱり研修が必要に

なっています。その研修ということでワークショップというのがございまして、それに西

高の、まずは高等学校の教員を順次送っていきながらワークショップを経験させていきた

いと。 

 今までの学習指導要領に基づく、通常、今やっている事業とは違う展開の仕方をしてい
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ますので、ワークショップというところで自分自身研修を行って、どういうものかという

ことを体験するということは、全教員にやっていきたいと思っておりますので、１年で全

員にはいきませんので、来年、再来年と、順次全教員に経験をさせていきたいというとこ

ろの予算が必要になってくると思っております。 

◎坂本（茂）委員 これから国際バカロレアの認定を受けるためのトータルの経費という

か、さらには認定を受けた後、それを運営していくための経費、そういったものはトータ

ルでどれぐらいかかるという試算はされているのですか。 

◎藤中高等学校課長 まず、認定を受けるためには、一定の審査のための経費も必要でご

ざいますし、認定を受けた後は、毎年国際バカロレア機構に対して負担金を出していかに

ゃいけないという状態がございます。そういった額が継続的には必要になってくると思い

ます。それまで最終的に、完成形の平成35年の段階で行きますと、国際バカロレア関係で

の必要経費ということでは514万円を想定しております。その中でワークショップが314万

円、そして認定校としての高校のＤＰにおける100万円、それから中学校段階のＭＹＰも

認定を受けるということになれば、そこに100万円が入ってくるので、514万円ということ

が想定されます。 

◎坂本（茂）委員 ただ、その受けるとか受けないとかの手続のための費用だけじゃなく

て、そのための体制とかつくっていく必要があるでしょう。ですから、例えばもし受けた

後は、それに伴うスタッフ、教員の確保とか、そういったことを含めて、人件費はこれぐ

らいになるとか、学校の施設整備でこれぐらいになるとかというトータルの費用は、試算

はされてないんですか。 

◎藤中高等学校課長 現時点で、必要経費という部分では、試算はしておりますが、必要

な教員についてはこれから30年度に向けて育成をしていく形、それとあと外国の、要する

にネーティブスピーカーを雇うところには経費が要ると思っていますが、そこのトータル

試算は、現時点ではできていません。 

◎土森委員 坂本委員が聞きましたね、この大学へ行こうプロジェクト、非常におもしろ

いと思うけれども、このプロジェクトへ参加した生徒の中で国公立に進学する。ことし始

まったわけですか。 

◎藤中高等学校課長 大学へ行こうプロジェクトは、もうことしで、名前を打ち立てて３

年目になります。 

◎土森委員 国公立に進学する生徒数が、これによって大分ふえていますか。 

◎藤中高等学校課長 この大学へ行こうプロジェクトは、県内大学とそれから県外の中四

国の中核大学、それから関西方面、東京方面という、４つのブロックで考えておるんです

けれども、国公立の数としては500人前後で、急激な伸びはないですけれども、中身とし

て、今まで高知県内の３大学が多かったところが、その中でも各校の中の上位層の子供た
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ちはさらに中四国の岡山大学、広島大学、あるいは関西の大阪大学、それから追手前高校

は東京大学、京都大学といったところに、子供たちがプロジェクトに乗って、その後、や

っぱり行きたいということで受験をして、実績は積み上がっていると思います。数として

は、そんなに多くはございませんけれども、やっぱり実績は積み上がっていると思いま

す。 

◎土森委員 これはいいことですね。それと、以前僕、質問でも取り上げましたけれど

ね、県立高校から医学部に進学さすようにしっかりした目標を持ってやれという質問した

ときに、当時の中澤教育長、なかなかいい答弁をしてくれていますがね、どうですかね、

その実績は上がっていますか。 

◎藤中高等学校課長 ことし現状では、現役では一人という形になっています。ですの

で、ここの数年見ると、５人を超えるような年もあるんですけれど、やはり数人になって

しまう。浪人を合わせて３人ぐらいとかというような状況で、ゼロという状況は、ここ５

年間はございません。必ず現浪合わせて医学部のほうに進学をし始めましたので、やはり

医学部に行くためにはオールラウンドな力が必要になってきますので、そういう力が積み

上がってきたという分析をしていますが、数としてはまだこれからという反省を持ってい

ます。 

◎土森委員 ぜひ力を入れて頑張ってほしい。実績が上がってきていますからね。 

◎塚地委員 就職アドバイザーの方がすごく活躍してくださって、求人開拓もしてくださ

って、個別の生徒にも対応してくださって効果が出てきていると思うんですけれど、行く

高校の対象というのが、９名体制は変わっていないですよね、来年度も。今回名古屋と大

阪にも置いてくださって広くエリアもしていただくんですけれど、名古屋とか大阪に行っ

てくださっている方と地元の高校生との接触みたいなことは、ある意味、頻繁じゃないと

いけないと思うんですけれども、そこらあたりの旅費も、それなりの予算が組まれている

んですか。 

◎藤中高等学校課長 旅費の予算については就職アドバイザーの活動費、それから教員が

また関西方面、あるいは名古屋のほうへ就職の開拓のために行く際に、アドバイザーと一

緒になって動く、それらの教員への行動旅費も十分予算としては組んでおります。もう既

に、この９名プラス２名の体制は４年目になっておりますので、一定、この数で実績をし

っかり出していただいていると思っております。 

◎塚地委員 本当に掘り起こしが大事で、苦もなく行き来できるというのをぜひ配慮して

あげてほしいと思います。 

 それと、先ほど坂本委員がおっしゃっていましたグローバル教育のところで、今この予

算の中でもグローバル教育推進委員会で、教育委員会事務局を中心にグローバル教育の実

践を今考えてくださっていると思うんですけれど、結構、西高校の現状を見ていると、も
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うこの４月から一定の探求型の教育システムみたいなものを入れようということで、そう

いう会も持たれているみたいなんですけれども、今は多分現場の教員の方は多く入ってお

られないような状況だと思うんですけれど、そこはどんな感じですか。 

◎藤中高等学校課長 高知西高校と高知南中・高等学校でグローバル教育プログラムをし

っかりやっていく。南高校については探求型の学習ということで、探究型学習と英語教育

プログラムという形で今一部試行しながら、来年度本格的にやっていく形になっていま

す。西高については、ＳＧＨ、スーパーグローバルハイスクールの指定を受けるべく、今

申請をしているところですが、今の計画の段階においては、学校全体の教員には周知して

いますけれども、動いているのはその中の中心的なスタッフと。ただ、指定を受けること

になれば、それを踏まえながら全体で動いていくように組織体制を整え、そしてその中

は、ＳＧＨの一番のメーンはやはり探求型学習になりますので、そういったところを普通

科、それから英語科、あわせた形で進めていく方向で今組織体制、実際に４月からどうや

っていくかを、煮詰めているところでございます。 

◎塚地委員 探求型の学習というのは、ある意味、今まで余り経験が蓄積されていないも

のですよね。言葉をかえて言うと、正解のない回答みたいな、そういう勉強の仕方もやり

始めていて、今までにない教育のあり方ということになると、そこは現場の先生たちも、

すごく不安もあるし、自分たちの理解の及ばないところで、そういうことが進んでいると

いう思いもあるんですね。もう早くも、この４月から実施みたいな形になっていると思う

んですけれど、ちょっとそれは、また現場にとっても余りに拙速なんじゃないかという声

もあって、そこらあたりをどんなにお考えですか。 

◎藤中高等学校課長 こういったプログラムについては、計画はできておりまして、進ん

でいくために、一足飛びにはいかないと思っています。それから、やはり現場の先生方に

とっても、どんなことをやっていくのか不安な部分があります。そういった意味で、計画

を立てると同時に、核になる教員をしっかり研修させたいということで、来年度４月から

は、探求型学習の非常に先進的な小中高と、全体で取り組んでいる埼玉県であるとか広島

県、それから京都市の堀川高校、そういった探求型をやられている学校に、核になる教員

を１年間研修に送って、同時に学校でも計画を立ててやっていきますけれども、そこに新

たにそういう核になる人間を次の年には入れ、それを数年間続けながら、先生方が自分た

ちで全てやるんじゃなくて、核の人間の力をかりながら組織的に動いていく形で、派遣研

修も計画的にやっていきたいと、そういった両面から、学校として組織的に動かしていき

たいと考えているところです。 

◎塚地委員 現場の先生たちが納得して進むと。学校は集団なので、その集団の中で、探

求型の学校教育のあり方がどういうものなのか、それが理解されて、学校で組織として動

くことが大事で、そういう核に入ってきた人の研修を受けながら何か入っていくことにな
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ると、そこはどうしても現場でのぎくしゃく感というか、課題も多くて、行き詰まりが想

定されると私は思うんです。そこを余り性急に、この４月から一定始めていくことをして

いいのかなという、大変不安な思いがあるんですけれども、そこはどうですか。 

◎藤中高等学校課長 探求型学習の一つの手法、方向性というのは、一定確立されている

と。そして、例えば埼玉県であれば、もう小中高がそういった視点で全部の授業をやって

いるということでありますが、一定の確立されたものを活用したいと。ですから、ゼロか

ら積み上げていくものではないと考えております。 

 ただ、委員が言われるように、すぐやれと言っても、先生方のモチベーションであると

かいろんな部分ありますので、そこはやはり準備をしながら、どこから始められるのかと

いった、例えば全部ではなくて、これとこれをまず確認しながら動いていくとか、そうい

ったところを踏まえながら確実に進めていくということは、これから学校とも連携をとり

ながらやっていきたいとは思っております。 

◎塚地委員 「学校がそれほど急がなくても」という思いがあって、やっぱり集団でそう

いうことが確認されながらいくというのが、学校の現場で一番重視されないといけないこ

とじゃないかと思っていますので、意見として申し上げておきたいと思います。 

 それで、県民の皆さんにグローバル教育をわかっていただくために、今度フォーラムを

するという話になっていて、前にちょっとここで議論したときも、余りバカロレアについ

ても、県民の皆さんも御理解いただいてないんじゃないでしょうかみたいな御答弁もあっ

たように、ある意味、壮大な教育システムなんで、多分バカロレア教育、これをなかなか

理解がされている状況だと思っていないですし、そう思っていないから、このフォーラム

もお開きになるんだと思うんですよ。 

 だから、性急に、さっきで言うと30年ぐらいから、34年には本格的にいくんですかね、

そういうスピード感を持って。教育というのはそうあるべきなのか、今でも課題意識を持

っていまして、そこに向かっていくには、ちょっと時期尚早なんじゃないかという思いが

あります、そこはどうですか。 

◎藤中高等学校課長 ＩＢ教育の部分でございますけれども、今まさに探究型学習である

とか、思考力、判断力、そういったもの、まさに平成32年度からは、国の動きでは、中教

審でも動いておりますが、大学入試改革があると。その大学入試改革の大きな柱として

は、やはり思考力とか判断力、そういったものを身につける、今までの知識、技能を判断

するだけではなくて、思考力、判断力、さらには多様性、それから協働性というものを学

んでいく、そういった子供たちの力を見ていかなければならない。 

 まさに、このＩＢ教育というのはそこにつながる教育ですので、要するに今までは大学

入試が一つのキーポイントでございましたけれども、大学入試が大きく変わる中で、ＩＢ

教育もそういった流れに連なっているということを、フォーラムで保護者の皆様方、ある
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いは小学校の子供たちの保護者の方とか、そういった身近な方々にわかっていただきなが

ら、要するにＩＢ教育が、とんでもなく違うものではないんだと、これからの子供たちが

学んでいく、まさに方向性の一つの形の体系ということを説明していきたいと思っておる

ところでございます。 

◎塚地委員 とんでもないものだとは思っていないんですけれども、方向性としては、本

当に地球規模で物事を考えられる、他文化とも協働できる、そういうすばらしい人材を育

てようという目標みたいなことは、十分理解できるんですけれども、ただ、国際バカロレ

アというと、実は本当にハードルが高い状況になっているんで、まだまだ県民の皆さんが

それを本当に必要と思っているというような段階だとは思っていないので、そこはさらに

もっと県民が必要とする教育という立場に立つべきじゃないかなと、意見として申し上げ

ておきます。 

◎坂本（茂）委員 ことしの高校入試の状況を見たときに、昨年こういった高校再編の方

向性が出たことによって、再編の対象になっている学校のことしの志願状況や、あるいは

その試験の結果とかそういうことを踏まえて、どういう影響が出ているのかとかという検

証はされてないでしょうか。 

◎藤中高等学校課長 まだ前期選抜の発表が14日でございます。それからあくまで、今

回、Ａ日程は100％で募集をしましたけれども、最終的に高校入試が終わるＢ日程が終わ

ったとき、終わったそこでの志願者、合格者、不合格者、そういったものを全体で分析を

していかなければならないと思っておりますので、現状では、細かい分析は、Ｂ日程が終

わった時点でしっかりとやっていきたいと思っています。 

◎塚地委員 高校で学力テストみたいなのを実施しますよね。それで、どこかに委託する

んですか。全員が対象ですか。 

◎藤中高等学校課長 ことしで３年目になりますけれども、業者テスト、業者に委託をし

てやっております。これについては約50万人が受験をしますので、一定の全国の中での状

況を見れるということで、そういったデータがとれるのが、現状では１社しかなく、数社

に依頼をしましたけれど、結果的にその１社が、一番状況的にそういったデータがとれる

ということで、１社に委託をしております。 

◎塚地委員 つまり、随意契約的なものになるんですか。 

◎藤中高等学校課長 結果的に、他の業者はそういう対応ができないので、随意契約にな

っております。 

◎塚地委員 この間、３年目やってみて、こういう点がよかったと、どういうふうに使わ

れてよかったというのは、どういうことがありますか。 

◎藤中高等学校課長 一番大きなポイントは、指標が今まで各学校になかったと。要する

に、模擬試験という形で全国的な状況は見ている学校はあるんですが、全ての高校生がそ



- 80 - 

ういった全国の中でどういう状況で、さらに高校卒業後の希望に対しては、こういった力

をつけていかにゃいかん、そういったところが生徒にもわかったし、先生方も、こういう

指導の仕方ではここまでしか伸びていないんだ。じゃ、こうやればここまで伸びるという

ことを見る指標というところが、一番大きかったと思っております。 

◎塚地委員 生徒一人一人に寄り添うのが学校教育の基本ですから、全国の指標でどこか

というのは、ある意味、受験産業的な、模試ならまだわかるんですけれども、それを全学

年の全生徒にというやり方が、それは何か現場の先生方のモチベーションとしてどうなの

かなと、ちょっと感じるものがあります。 

◎藤中高等学校課長 本来は、各学校で子供たちの指導方法がしっかり統一されて、そし

てこういうテストをやれば、ここまでとれれば、こういったシナリオが書けると、この子

に対して、目標に対してどうやっていけるかというのをやっていくのが本来の姿と思いま

す。ただ、それぞれの学校がいろいろな状況の中で、なかなかそういった指標をようつく

っていないという現状があります。今回、こういった全国的な学力把握テストを入れるこ

とによって、その指標を各学校でつくっていただきたい。 

 そして、これをずうっとやるというよりは、こういったことを積み上げながら、うちの

学校ではこういった子供がかわっても、ここまでの指導をしたら、どういった形で成果が

出るのかという、そういった指標をつくっていただいて、指導の参考というか、支援して

いただきたいというのが最終的なゴールでございます。ただ、そこには時間がかかると思

いますので、一定の期間、こういった形で全国的な指標を使わせていただいて、そしてそ

れぞれで分析、チェックをして授業改善をしていきたいと考えております。 

◎塚地委員 今のお話だと、時限的に一定の成果が集約して見られるようになるぐらいま

でやります、そういう意味ですか。 

◎藤中高等学校課長 一定こういった形をやれば、実は大学入試改革でも、基礎学力テス

トが高校２年、３年の中で２回以上受けるという形、もう必然的に受けなければならない

状況になってくると思います。そういったことを踏まえた場合、そういったものを活用す

るということも出てきますので、今は、まずは指標を各学校でつくる準備をしっかりやっ

ていただきたいということで、これを活用させていただきたいと思っています。 

◎塚地委員 はい、わかりました。 

◎明神委員長 質疑を終わります。 

〈特別支援教育課〉 

◎明神委員長 次に、特別支援教育課の説明を求めます。 

◎川村特別支援教育課長 特別支援教育課でございます。よろしくお願いいたします。 

 平成27年度当初予算について御説明いたします。 

 最初に、資料№①当初予算の13ページをお開きください。 
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 最初に、債務負担行為に係る御報告でございます。 

 そのページの一番下から２つ、それから次のページの上から２つの分でございます。県

立特別支援学校では、学校給食など調理業務を民間専門業者に２年間の複数年契約で委託

をしております。指名競争入札で業者を選定しております。今回、４校について複数年契

約を実施するため、債務負担を行うものでございます。 

 次に、資料№②当初予算の619ページをお願いいたします。 

 歳入でございます。主なものについて御説明をいたします。 

 中ほどに、９国庫支出金でございますけれども、６教育費負担金の右の説明欄をごらん

ください。義務教育費国庫負担金は、特別支援学校教職員の給与に係る国庫負担金でござ

います。同じ欄の特別支援教育就学奨励費負担金、その２つ下の欄に、同じく補助金とご

ざいます。特別支援学校に就学する児童生徒につきましては、通学費、給食費、校外学習

費など経費を補助いたしまして、保護者の経済的な負担を軽減する国の制度がございま

す。この制度に係る国庫負担金、補助金でございます。 

 ２つ下の欄、10教育費委託金の説明欄、初等中等教育等振興事業委託金でございます。

これは文部科学省の委託事業に係る委託金であります。次年度、本課では国の委託事業を

受けまして、発達障害等のある児童生徒の指導及び支援の充実と特別支援学校の専門性の

向上を推進してまいります。その委託金となっております。 

 次に、620ページをお開きください。 

 ３の生産物売払収入とあります。これは、特別支援学校の職業教育実習の収入でござい

ます。特別支援学校では、卒業後の自立と社会参加を見据え、作業学習など職業教育を重

視しております。物品の生産から販売までの学習を行っておりまして、その売上収入見込

み額となっております。 

 特色ある取り組みといたしまして、平成23年度に開校しました高知みかづき分校では、

パンの製造販売や接客サービスを実践的に学ぶ喫茶コーナーのある店舗を運営しておりま

す。地域からも好評を得ておりまして、パン類の売り上げも非常に伸びております。学習

の成果も上がっておりまして、この分校の卒業生は高い就職率を維持しておるところでご

ざいます。 

 ３つ下の（７）特別支援教育課収入は、盲学校のはり、きゅう、マッサージの実習収

入、期限つき講師、臨時職員等の労働保険料などとなっております。 

 続きまして、621ページをごらんください。 

 ここからは、歳出でございます。 

 上から３つ目の欄をごらんください。特別支援教育課の平成27年度当初予算総額は66億

400万8,000円で、前年度当初予算額と比較しますと１億1,752万6,000円の減額となってお

ります。 
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 それでは、主なものについて右の説明欄に沿って、中心に御説明いたします。 

 まず、１特別支援学校教職員人件費、続きまして２、３とありますが、これは教職員等

の人件費となっております。４につきましては、生徒引率や教職員の行動旅費となってお

ります。５学校運営費は、県立特別支援学校７校、本校６校の学校運営に要する光熱費や

委託料などでございます。 

 次のページをお開きください。 

 ６職業教育実習費、７学校指導費、８教育内容充実費とあります。これは特別支援学校

の授業や学習指導に必要な経費、教員の専門性の向上及び進路指導に関する経費でござい

ます。特に進路関係におきましては、障害の重いお子さんの社会参加から一般就労を希望

する生徒まで、高等部卒業後の幅広いニーズに対応するため、進路相談会の実施、関係機

関との連絡会などを実施しております。また、近年、県立知的障害特別支援学校卒業後の

就職関係について、やや苦戦が続いておりましたので、就職アドバイザーの配置なども行

っております。その就職関係ですけれども、就職アドバイザーの配置の効果も出てまいり

まして、平成25年度からは全国平均を超えまして、今年度はさらに伸びる見込みでござい

ます。次年度以降も、この傾向を維持していきたいと考えております。 

 ９就学奨励費でございます。これは歳入のところで御説明したとおり、特別支援学校に

就学する児童生徒の保護者の経済的負担を助成するための経費でございます。 

 続きまして、次に623ページでございます。 

 10特別支援教育理解推進費とあります。これは障害のある子供の適切な就学を図るた

め、市町村の担当者との連絡会の開催、また教育相談事業を行う経費でございます。ま

た、特別支援学校の振興について、病弱特別支援学校を中心に今後の一層の充実につい

て、検討委員会なども立ち上げ検討を行ってまいります。 

 11特色ある教育活動推進費でございます。これは、学校長が特色ある学校づくりを行う

ための計画に、予算面で後押しを行うスクールプランニング推進事業の経費でございま

す。 

 12特別支援教育推進費でございます。これは発達障害など配慮を要する児童生徒の指導

の充実のため、全ての学校に示しているコーディネーター及び教職員の専門性の向上を図

るための研修や事業を実施するための経費でございます。現在、特に本課が力を入れて取

り組んでおりますのが、全ての子供にわかる、できる授業づくりと、配慮を要する子供に

早期に気づき、学校種を超えて、支援を地域でつなぐ仕組みづくりでございます。現在、

中学校区を指定いたしまして実践研究に取り組んでおりますけれども、指定を受けた学校

では、学習面、生活面で一定の成果も得られております。来年度は、指定中学校区をさら

に拡充しつつ、県内全域に取り組みの普及を図ってまいります。 

 27年度当初予算の説明は以上ですけれども、最後に補正予算につきまして御説明をさせ
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ていただきます。 

 資料№④補正予算の333ページをごらんください。 

 中ほどに、３特別支援教育費の右の欄をごらんください。これにつきましては、学校運

営費、就学奨励費につきまして、委託料の入札残や当初の見込みを下回るものを減額補正

するものでございます。 

 以上で特別支援教育課の説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 

◎明神委員長 質疑を行います。 

◎加藤委員 特別支援学校ですが、いろいろと御支援の内容もあって充実をしてきている

と思うんですけれども、全国的に見て、高知県が特別支援学校に係る経費が一番多いです

よね。そこはどう分析されていらっしゃるんでしょうか。 

◎川村特別支援教育課長 十分、そのあたりは把握できておりませんでしたが、１つは、

教職員の充実という点が一番多く上げられるんではないかと思います。また、指導に当た

っては、先ほど申し上げたように、進路面について非常に力を入れておるところでありま

す。そのあたりも、全国と比べまして、少し手厚くなっておるんではないかと考えており

ます。 

◎加藤委員 また、そのあたり研究して御報告をいただけませんでしょうか。一番費用を

かけているということは、多分一番充実をしている可能性もあるし、もしかしたら、何ら

かほかの理由があるのかもしれませんし、またその分析を一度していただければと思って

いますので、よろしくお願いします。 

◎池脇委員 ユニバーサルデザインに基づく、わかる、できる授業づくりですが、これ、

どういう内容ですか。 

◎川村特別支援教育課長 ユニバーサルデザインという考え方は、建築とかものづくりと

か、障害の有無を問わず、あるいは年齢を問わず、誰もが使いやすい、扱いやすいデザイ

ンということであります。この考え方を教育に導入しまして、誰もがわかる、できるとい

うことを実感できる授業づくりを目指すものでございます。 

 具体的に申し上げますと、通常の学級なんかには、既に配慮を要する生徒が必ずいる

と。そういったことを念頭に置いて、授業づくりの際に特別支援教育の視点、発達障害の

お子さんへの支援というあたりを念頭に置いて授業づくりをしていただくということで

す。例えば、環境の工夫ということで教室環境の整備、しっかりと片づけて整理整頓する

とか、教室の前面、一番児童生徒が注目する黒板の前面はすっきりさせておくとか、ある

いは視覚掲示物は、非常に見やすいように提示する。発問の仕方、説明の仕方、また教材

教具の工夫、ＩＣＴの活用、こういったことを今の授業づくりの視点に入れて、授業改善

をしていただくという趣旨でございます。 

◎池脇委員 これは大変大事な視点で、既に外国では、こういう視点でしっかりやられて



- 84 - 

いるんですよね。特に身体障害者の方なんかに対しては、アメリカなんかでは園芸療法と

いうので、本当この指１本しか動かない。そういう方に対して、その指１本で花を栽培す

るのに、土を起こせる器具を、その人だけ専用のものをこしらえて、植物を育てて見守っ

て、そして花が咲く、達成感ができるということをやっていらっしゃる。これは、障害者

が、常に自分は誰かのお世話になっていないといけないという意識を克服する、自分がい

なければこの花は枯れてしまうという部分で、自分のアイデンティティー、存在というも

のは誰かのためになっているんだという意識を起こすことによって、自分が障害者である

ということに潰されないようにする。自立をさせるという目的もあるようなんですけれど

も、だからその道具にしても本当にユニバーサルで、そこにはたくさんのボランティアの

方も来られていて、そういう植物園もつくられているんですね。 

 ですから、特別支援学校では、特にそういう園芸とかも作業として取り入れていますよ

ね。そうした、しっかり工夫した形で対応していただければ、すごくいい教育成果が出る

のではないかなと思いますので、ぜひここはしっかり取り組んでいただきたいと思いま

す。 

◎川村特別支援教育課長 園芸療法につきましては、以前御指摘もありまして、少し詳し

く調べたところでもございます。各学校では、農耕とか植物を育てるという学習にも取り

組んでおりますので、ぜひともまた、そういった視点も取り入れることも検討していきた

いと考えております。 

◎池脇委員 事業目標で、インクルーシブ教育システムの構築を目指すことを目標に上げ

ているんですけれど、これはどういう内容ですか。 

◎川村特別支援教育課長 インクルーシブ教育といいますと、障害のある子さんが障害の

ないお子さんと、できるだけ地域でともに学ぶ機会をということを推進していくもので

す。それにつきましては、特に特別支援学校は、障害のあるお子さんだけが学ぶ場でござ

いますので、居住地校交流をこれから推進していくことになっております。これにつきま

しては事業化しまして、特別支援学校で今現在推進をしておるところでございます。 

◎池脇委員 余りキャリア教育の視点が出てきていないと思うんですけれども、今障害者

の方も含めて、社会で自立をしていくという、一方では、しっかりその環境をつくってい

こうということで、受け皿も広がってきている状況でありますよね。ですから、特別支援

学校であっても、やっぱり一人一人が社会の中で、自分がどう役立っていけるのか、そう

いうキャリア教育も必要じゃないかなと思うんですけれども、その点はいかがなんです

か。 

◎川村特別支援教育課長 各特別支援学校には、そういった視点を入れた学校づくりとい

うのも進めております。特に自立と社会参加を目指すというところでありますので、その

社会参加の一端として、例えば職場実習体験といったことを、どの学校についても積極的
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に持つようにしております。そういった形でキャリア教育というものは、現在進めておる

ところでございます。 

◎池脇委員 あと、地域コーディネーターを派遣する事業があるようですけれども、具体

的にどういうことをされるんですか。 

◎川村特別支援教育課長 各教育事務所には、特別支援教育専任の指導主事を置いており

ます。この指導主事が、管下の各小中学校の特にコーディネーター、新任のコーディネー

ター、この方に学校の支援体制づくり、あるいは具体的な指導・支援のあり方、これにつ

いて実際に入って、学校を支援するということがこの事業の取り組みでございます。 

◎明神委員長 それでは、質疑を終わります。 

 お諮りいたします。 

 以上をもって、本日の委員会は終了とし、この後の審査についてはあす行いたいと思い

ますが、御異議ございませんか。 

（異議なし） 

◎明神委員長 それでは、以後の日程についてはあすの午前10時から行いますので、よろ

しくお願いします。 

 本日の委員会はこれで終了します。               （17時５分閉会） 

 


