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平成 27 年８月４日 

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

本日の委員会は、出先機関等の調査事項の取りまとめについてであります。 

日程については、お手元にお配りしてある日程案によりたいと思います。 

それでは、お諮りいたします。日程については、先ほどの説明のとおり行いたいと思い

ますが、これに御異議ありませんか。 

（異議なし） 

◎池脇委員長 御異議ないものと認めます。 

なお、取りまとめの項目につきましては、出先機関の調査をした中で、課題と思われる

項目を一任いただきました正・副委員長で選定いたしております。委員の皆さんには、項

目について御了承願いたいと思います。 

また、安芸市から当委員会が受けた要望についても議題としております。安芸市に対し

ましては、取りまとめた措置結果等について、当委員会から通知することとします。 

本日の委員会の審査の方法は、取りまとめ項目につきまして、執行部から措置状況等を

説明していただき、それに基づいて質疑を行うようにしたいと思いますので、よろしくお

願いいたします。 

《教育委員会》 

◎池脇委員長 最初に、教育委員会について行います。 

まず、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 議題の説明に先立ちまして、教職員の不祥事について、報告をさせていた

だきます。公立小学校講師が大型商業施設におきまして、女性のスカートの中を盗撮した

事案です。当該講師に対しましては、７月 24 日付で免職の懲戒処分を行っております。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申し上げます。まことに申しわけございません。 

今後は、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てまいります。 

なお、詳細につきましては、後ほど小中学校課長から御説明をさせていただきます。 

それでは、議題の説明をさせていただきます。 

まず、総務委員会の皆様におかれましては、５月 25 日から６月 12 日までの間、教育委

員会が所管します県立学校及び出先機関など、並びに市町村教育委員会が所管をしており

ます小中学校の状況につきまして、調査をいただきましたことを厚く御礼を申し上げます。 
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今回、現地におきまして、各学校や出先機関等のそれぞれの課題に対する取り組みだけ

でなく、卒業生の進路状況や部活動の状況、また教員への指導や研修など、教育全般にわ

たるさまざまな質疑を行っていただき、学校現場の実情を詳しく調査いただきました。 

また、今回の取りまとめ項目となっております、学力向上対策や中高一貫教育、不登校・

いじめ問題等に対するスクールカウンセラー等の活用などに関しまして、学校現場におけ

る現状などを調査いただくとともに、貴重な御意見をいただいております。 

これらの項目につきまして、後ほど担当課長から、教育委員会の考え方などについて御

説明をさせていただきます。あわせまして、出先調査の際、安芸市から要望がありました

事項につきましても、担当課長から御説明をさせていただきます。 

教育委員会では、今回、委員の皆様からいただきました御意見を踏まえまして、今後と

も子供たちの持つ可能性を最大限に伸ばすことができる教育の実現に向けまして、全力で

取り組んでまいります。委員の皆様には、今後とも一層の御指導をよろしくお願い申し上

げます。 

最後に、報告事項です。 

冒頭に御説明いたしました教職員の不祥事のほかに、１件、公立学校教員採用候補者選

考審査における問題の誤りについてです。 

平成 28 年度高知県公立学校教員採用候補者選考審査の第１次審査のうち、先月 21 日に

実施いたしました専門教養の筆記問題の一部に誤りがあったことが判明いたしました。 

これにつきましては、採点において受審者間に不公平が生じないように措置するととも

に、今後このようなミスを繰り返さないよう再発防止に向けた取り組みをさらに徹底して

いくことにしております。 

詳細につきましては、後ほど教職員・福利課長から御説明をさせていただきます。 

私からは以上です。よろしくお願いいたします。 

〈小中学校課〉 

◎池脇委員長 それでは、「小中学校における基礎学力の向上対策について」、小中学校課

の説明を求めます。 

◎長岡小中学校課長 小中学校における基礎学力の向上対策につきまして、説明をさせて

いただきます。お手元の資料の小中学校課の１ページをごらんいただきたいと思います。 

学力向上対策につきましては、大きく、学校等における経営力の向上、教員等の資質・

指導力の向上、の２つの柱を挙げ、各学校での取り組みを進めております。資料には８つ

の主要事業を掲載しておりますが、今年度の特徴的な取り組みとしまして、１つ目の学力

向上のための学校経営力向上支援事業、３つ目の放課後等における学習支援事業、そして

次のページの最初に記しております算数・数学学力向上実践事業の３事業について、まず

説明をさせていただきたいと思います。 
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まず、学力向上のための学校経営力向上支援事業です。県内の小中学校では、それぞれ

の学校での教育課題を解決し、学校教育目標を達成するため、中長期的な視点に立った３

年間の学校経営計画を策定しております。そして、この計画に基づき、教員の指導力の向

上を図り、授業を改善し、子供たちの学力や体力の向上を図ろうとしています。県教育委

員会としましては、この支援として、各教育事務所に配置した学校経営アドバイザーによ

る学校訪問指導を通じて計画の充実を図り、学校の組織力向上に向けた指導・助言を行っ

ております。 

次に、放課後等における学習支援事業についてですが、これは今年度から新たに開始し

た事業です。県内のそれぞれの小中学校では、学力の定着に課題のある子供たちにも確実

に必要な学力を習得させるため、これらの子供たちを対象に、放課後や夏休み等に補充授

業などを行っております。しかしながら、子供一人一人、学習のつまずきの状況が異なる

ことから、規模の大きな学校などでは、教員だけで個々の子供たちの状況に応じた指導を

行うのが難しいケースもあります。そこで、本事業ではこのような補充学習に、教員とと

もに指導に当たる学習支援員を配置する市町村に対して、支援員配置に係る人件費の助成

を行っております。 

次に、２ページをお願いいたします。算数・数学学力向上実践事業は、中学校数学にお

ける思考力や表現力の向上に向け、授業の質を高めることと、教員の教科専門力を強化す

る取り組みを行っております。特に、教科専門力を強化する取り組みにつきましては、若

手教員を対象に、年間、活用力を育成する授業づくりについての教育センターでの集中研

修を行うほか、中堅教員２名の先進県である福井県への派遣なども行っております。 

このページの後半部分から、これまでの学力向上対策の成果と課題を、全国学力・学習

状況調査の結果を示した表を添えて掲載しております。この調査結果から見ますと、本県

の小学生の学力の定着状況は全国平均を上回ってきておりますが、中学生では改善が足踏

み状態にあり、特に数学においては、さらにその取り組みの充実を図っていかなくてはな

りません。なお、本年４月に行った全国学力・学習状況調査の結果につきましては、この

８月の末にも明らかになる予定であり、わかり次第、総務委員の皆様方にも御報告をさせ

ていただきたいと思っております。 

そして３ページには、今後の取り組みとして、まず、学校経営力の向上と授業改善を掲

載しております。このうち、授業改善においては、特に思考力や表現力を育む指導や授業

を考えていく必要があり、このための研修や学校訪問指導を行ってまいります。また、３

つ目には、課題への迅速な対応の項目を掲載しております。先ほども申しましたとおり、

今月中には国から全国学力・学習状況調査の結果が発表される予定です。この結果を直ち

に分析・検証する中で、それぞれの教科において解決すべき課題が明確になってまいりま

すので、できることから直ちに着手し、取り組みを進めていきたいと考えております。 
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以上で、小中学校における基礎学力の向上対策の取り組みについての説明を終わらせて

いただきます。 

◎池脇委員長 質疑を行います。 

◎中根委員 基礎学力の向上というのは、学校だけの努力ではなくて、その地域の力や、

保護者の家庭を維持する力もすごく影響をしてくると思います。ですから、担任の先生だ

けではなく、子供一人一人の生活実態の把握なども含めての学校経営計画が検討されなけ

ればならないと思います。そういう点での努力はどうされていますか。 

◎長岡小中学校課長 おっしゃるとおり、子供たちにはその背景としての家庭の状況があ

ります。そういったことにつきましては、やはり基本的には学校の担任が個々に詳しく見

ております。ただ、経済的にかなり厳しい子供もおりますので、そういったことも含めて、

放課後等の学習支援についても、精いっぱい支援をしていきたいと思っております。 

◎中根委員 出先調査で中芸高等学校へ行ったときの話ですが、この学校を希望してきた

子供たちは、最大限の努力をして入学させたとのことでした。その結果、さまざまな状況

の中で、中学校で不登校であったり、いろんな経過をとってきた子供たち一人一人に対し

て、集団で丁寧に先生方がかかわったことにより、見違えるように自分自身を認めて力を

発揮して、国立の大学にも行った子供もいるということでした。中学校の先生に、この子

の変化を見せてやりたいと思う、という話をされていました。小人数だからこそ、という

気もしますが、子供の力を伸ばすというのは、１人の先生だけではなくて、みんなが見て

とるというのはすごく大きいと痛感しました。人数の関係、地域の関係などいろいろあり

ますが、小中学校課にもそういう視点を大事にしながら、学力向上を図る体制をとっても

らいたいと思います。 

◎長岡小中学校課長 子供一人一人を見て、その子の状況に合った指導をしていかなけれ

ばならないことは当然だと思います。我々も文部科学省と話をして、まず数の上のことに

なりますが、加配教員をいただくといったことを実施しております。あわせて、人権教育

課との関係になりますが、子供一人一人をどういうふうに理解するのかといった研修も各

学校で行われており、カウンセラー、精神科の先生といった方に学校に来ていただいて、

子供の見とり方などを勉強する教員の会なども実施しております。 

◎中根委員 先生が足りないという問題もあって、学校集団として子供たちに向かう形が

なかなか整わない大変な時代ですから、ぜひそういう視点を盛り込んで、学校経営そのも

のをしていただくようお願いします。 

◎三石委員 教育事務所に配置した学校経営アドバイザーの実態について、詳しい説明を

お願いします。 

◎長岡小中学校課長 今、３教育事務所に７名のアドバイザーを配置しております。それ

ぞれのアドバイザーにつきましては、退職された校長先生の中でも、学校経営に関して過
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去にかなりの実績を残してくださった方々を指名して配置をしております。 

◎三石委員 高知市内の小学校・中学校のことを中心にお伺いしたいんですが、小学校で

は１年生に入った時点で、学力、生活面で物すごく児童間に差がありますよね。授業しよ

うとしても席に着かない児童がたくさんいるとのことです。それで１学期が終わり、２学

期に入ると、その時点で算数や文字などで物すごく差が出てくるケースが多いと。だから、

小学校へ入るまでの段階で、幼稚園・保育園と小学校との連携が大事だと思うんですが、

そこらあたりは把握されていますか。 

それともう一つ。家庭のことをいろいろと知りたいのに、現在は個人情報の関係もあり、

なかなか言ってもらえない、把握できない部分があるというんですね。そこらあたりは微

妙なところなんですが、ただ、家庭を知り相手を知ることが、学力、生活指導等全てにつ

ながっていくと思います。非常にやりづらいという話も聞ききますが、どういう考えを持

たれてますか。 

◎長岡小中学校課長 まず小学校１年生の件ですが、確かに、小学校へ入ってきた段階で、

子供によっていろいろ行動に差が出てきているという話は我々のほうにも入ってきており

ます。これは小学校プロブレムとでも言うと思いますが、そういった問題にできるだけ丁

寧に対応するために、本県では小学校１年生の 30 人学級なども早くから取り入れてまいり

ました。ただ、それだけではまだ厳しい状況がある中で、やはり小学校と幼稚園・保育園、

ここの先生方、あるいは保育士との連携・話し合い・情報交換が非常に必要であると感じ

ております。そして、実際に各学校で差はありますが、話し合いはしてきていると認識し

ております。ただ、その話し合いの密度や程度ということについては、まだまだ足りない

部分もあって、今後も指導はしていかなければならないと考えております。 

もう一点の個人情報に関してですが、実際に現在、家庭訪問において、家の中に上げて

くれない、玄関先で話をする、もううちは来なくていいですと言われる、といった話も聞

いております。ただ、そういう保護者の方々については、やはりできるところから話をし

ていって、そして信頼関係を結ぶことで、少しでも物理的な空間も短くしていきたいと考

えております。 

◎三石委員 高知市の小学校は努力して全国平均並みになったが、中学校はなかなか伸び

悩んでいるという。これはなぜかというと、小学校から中学校へ上がる段階で私立のほう

に抜けますよね。そこが物すごく影響していると思うわけです。高知市内の中学校の話な

んか聞いたら、生活問題の指導に非常に困っていて、授業が成り立たないところがたくさ

んあるんですよ。具体的な学校名は言いませんけど。そんな中で先生は一生懸命やられて

いますが、高知市の実態はどう押さえられていますか。特に生活問題について。 

◎長岡小中学校課長 今、三石委員がおっしゃられたとおり、高知市については、かなり

その生活実態に厳しいものがあるという情報は上がってきております。そういう学校には、
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できるだけ手厚く教員を加配し、例えば生徒指導上の問題にチームで当たってくださいと

いうことで、児童生徒支援加配などもしているところです。しかしながら、十分にそれが

機能していない学校もあるとは聞いております。ただ、一方、粘り強く指導した結果、落

ちついてきた学校もあります。そういった意味で、市教育委員会といろいろ話をしており、

こういう支援が欲しいといったこともうちのほうには上げてきてください、という話はし

ております。 

◎三石委員 学力の問題にしても、部活の問題にしても、全てを学校だけで解決できるも

のじゃないですよ。やっぱり家庭や地域の協力が必要です。小学校・中学校との連携、保

育園・幼稚園との連携、地域、家庭、学校、そういうものが一つになって初めていい成果

が出るということも、今に始まったことではないわけです。私も十数年教員をやらせても

らいましたけど、年々、そういうことが難しくなってきてるんじゃないかという感じがし

ます。そんな中、そういうことじゃいかんということで、高知市には、年間１億円ぐらい

のお金をつぎ込むんじゃないですか。お金もないよりはあったほうがいいですけど、これ

は成果的にはどうなんですか。これは私の感想ですが、やってるような感じはするんです

が、本気で何とかしようという思いが、全体的に伝わってこないんです。そこらあたりは

どうお考えですか。 

◎長岡小中学校課長 高知市への対策として、以前、年間１億円程度のお金を入れて、ま

ず家庭学習の習慣をつけるための教材等の補助等も行ってまいりました。そういったこと

もあって、高知市についても、徐々に、学力の問題は改善傾向にはあります。ただ、じゃ

あ県レベルまで行ったのかというと、まだまだで、特に中学校については厳しい状況があ

ります。そういったことも含めて、県の教育長と市の教育長がじかに会って、お互いがど

う考えて何をしてるんだ、どういう結果が出ているんだといった話し合いを直にする会を、

年間、四、五回行っています。これをもって直接、こちらとしても言いたいことを言って、

頑張ってもらわなければ困るという話もさせていただいております。また９月に実施する

予定をしておりますので、話し合いを進めていきたいと思います。 

◎池脇委員長 幼児期、小学校入学時、中学校入学時において、それぞれ生活面の格差と

学力の格差が出てきています。それに対して、学校間での情報の連携をしっかりとって、

個別の学習指導に生活指導もあわせて、しっかり対処をしてください、というのが三石委

員の意見だと思いますので、それを踏まえて、今後もしっかり対応していただきたいと思

います。 

◎上田（周）委員 放課後等における学習支援事業ですが、１四半期終わった時点での市

町村の取り組み状況を教えてください。 

◎長岡小中学校課長 現在、19 の市町村、93 校で取り組んでいただいています。規模的に

も大きな学校で取り組みを進めておりまして、放課後加力をことしから夏休みにもやって
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おりますが、できるだけ個別的に、その子供の実態を見ながら学習指導を行っていくと聞

いております。 

◎上田（周）委員 県教育委員会と 19 市町村のマッチングにより、事業を立ち上げたとき

の狙いとしては一定成果は上がっていると思いますが、現在、取り入れていない市町村の

今後の見通しはどうでしょうか。 

◎長岡小中学校課長 この規模の市町村はぜひやってもらいたい、というところについて

は、個別に声をかけて、こういうことをやっていきませんか、と話をしています。その中

で、教育長と校長がやり方を考えているところもありますので、今後さらにふえていくの

ではないかと考えております。 

◎上田（周）委員 この事業は、結構具体的に成果が出るものと思いますので、ぜひそう

いった方向でお願いします。 

◎池脇委員長 質疑を終わります。 

〈高等学校課〉 

◎池脇委員長 次に、国公立大学・有名私大への進学者増に向けた取り組みについて、中

高一貫教育の実績を踏まえたカリキュラムの見直し等について、及び地域拠点校へのさら

なる発展を目指した高校再編計画について、高等学校課の説明を求めます。 

◎藤中高等学校課長 国公立大学・有名私大への進学者増に向けた取り組みについて、御

説明させていただきます。 

お手元の資料、高等学校課の１ページをお開きください。高等学校の学力向上対策の現

状と課題につきまして、現在、平成 27 年度の高校入試におきましては、依然として学力の

二極化傾向が顕著にあらわれているデータになっております。特に、75 点未満の者は 20％

を超え、その多くが公立高等学校へ入学しており、平成 27 年度１年生を全員対象に実施し

た学力定着把握調査結果では、義務教育段階の学力が身についてない者の割合が 24.4％と

いう状況になっております。 

また、大学進学等の現状につきましては、現役での国公立大学４年制大学の進学者につ

きましては、平成 26 年度の卒業生では 535 名、全体の卒業生の 11.2％となっております。

しかしながら、高校１年生での国公立大学への進学希望の割合は約 30％で、約３分の１は

国公立大学へ行きたいという希望を出しております。しかしながら、実際、国公立大学に

進学している割合というのは約 10％であります。また、高校３年の４月の段階で４年制大

学への進学希望者に対して、実際に４年制大学に進学した者は、希望者に対して１割ほど

少ない状態になっておる、そういった現状です。指導によっては合格できる生徒が、かな

りの数、存在していると思われ、十分な進路指導ができていない面があり、その要因とし

ては、生徒の進路意識の啓発が十分でないこと、生徒の学習習慣の定着、教員の指導力と

いったものが挙げられると思います。また、難関大学の受験に向けての教科指導について
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は、教員の指導力を向上させていく取り組みが重要となります。しかしながら、教科指導

において個々の教員の力量に依存することなく、学校の組織的な取り組みとなることが十

分ではないといったところが重要になってこようかと思います。 

これらの課題への対応としまして、２ページにまとめさせていただいておりますが、生

徒の学力を向上させる取り組みとしては、まずは、さらなる高みを目指すという意味で、

「進学合宿（チャレンジセミナー）」といったものを夏休みに開催しまして、県内外のスー

パーティーチャーや予備校の講師、あるいは大学教員を講師として迎えて宿泊合宿を行い、

あるいは各学校の教員にも集まっていただいて、指導法の研修も行っていく、そういった

ことを行う。あるいは、土曜日を活用した進学講座の開設を行い、進学に向けての学力と

意欲を高めていくことに取り組んでおります。 

また、生徒の意欲を高める取り組みとしましては、オープンキャンパスへの参加機会を

設け、「大学へ行こう事業」を行って、県内外の大学へのオープンキャンパスに積極的参加

を進めております。また、大学に進学した生徒が母校に帰り、大学で学ぶ魅力を伝える、

「ホームカミングデー」といったものも実施をしております。 

さらに、教員のスキルアップの取り組みにつきましては、県外講師あるいは予備校講師

などの専門的なスキルを持った方々の指導のもとに教員の力量を上げていくという、「教師

塾事業」。あるいは、平成 32 年度以降に行われる新しい大学入試制度の研究として、高知

西高校のＳＧＨ、小津高校のＳＳＨ、高知南高校の協調学習といった探究型学習、といっ

たものを参考におきまして、アクティブラーニングや探究型学習といったものについて研

究を進めておりまして、そういった学校の成果に基づいて、県内全ての公立高校に普及し、

各学校の実情に応じた取り組みを進めていきたいと考えております。 

また、教員の進路指導力の強化の取り組みとしましては、やはり生徒個々のそれぞれの

学力定着の状況、あるいは把握をすることとし、そしてそれに基づいて指導するという個

別の指導という意味で、進路指導のカルテの作成・活用といったものを積極的に行ってい

きたいと考えております。 

次に、３ページです。中高一貫教育の実績を踏まえたカリキュラムの見直しについてで

すが、まずは連携型の中高一貫教育校と併設型の中高一貫教育校がありますけれども、連

携型の一貫校につきましては、現在、嶺北高校におきまして、嶺北中学校と土佐町中学校

と嶺北高校が一体となった嶺北地域での中高一貫教育校、それから檮原高校、梼原中学校、

東津野中学校の津野山地域、そして四万十高校、大正・十川・北ノ川中学校の大正・十和

地域、そして清水高校と清水中学校の土佐清水地域の３つの地域において連携型中高一貫

校を行っております。 

成果としましては、中学校から高校への継続した指導という意味で、高校側が中学校の

指導を行い、あるいは中学校から続けて高校の指導を行う形で連携をとっております。 
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また、幅広い学力層の生徒がいる中で、地域と連携しながら、実体験を主体にした主体

性の育成や、あるいは個に応じたそれぞれの学習状況において学習指導する形で、少人数

ならではの指導を行いながら進路の保障を行っております。その結果として、国公立大学

の進学者についても、４地域とも一定の数を出せるような状況になってきております。 

ただ、課題としましては、やはり地域全体の生徒数が減少する中、連携中学校からの入

学者数が中学校卒業者数の６割を超えた年度もありますが、各地域ともに連携中学校から

の入学者の確保には課題が残っております。 

今後の取り組みとしましては、やはり６年間を見据えたキャリア教育、学力向上という

視点から、中高の教育課程の検討を行い、また、生徒の進路保障のために、できるだけ個々

に応じた少人数の状況を生かした個別指導の徹底や、あるいは地域的な状況の中でＩＣＴ

を活用した教育活動の推進といったものを行い、指導の充実を進めてまいりたいと思って

おります。 

次に、併設型中高一貫校ですが、現在は、安芸、高知南、中村の３校に設置しておりま

す。 

成果としましては、やはり高校入試の負担がないことによる、中高６年間を見据えた子

供たちの育成を図ることができることです。 

課題としましては、６年間を見据えたということで、高校入試がないことが逆に中だる

み、あるいは学習生活へのなれから学習状況において中だるみといった状況が生じます。

そのため、中学校段階では全国平均を上回るような全国学力テストの結果がありますが、

高校３年間で十分伸ばし切れてない実態があることも事実です。 

また、生徒や保護者の期待が大きい大学進学については、一定の数は出しておりますが、

まだまだ期待に対しては十分でないという状況があります。 

今後の取り組みとしては、中高６年間を見据えたカリキュラムの改善のため、まず高校

入試のないことへの対応として、本年度より県教育委員会主催で、県立中学校の全学年を

対象とした民間の全国規模の学力推移調査を行い、その結果に基づいて全国レベルでどう

なのかということを常に意識をさせながら、中学校から高校へとつないでいく指導を行っ

ていきたいと考えております。 

また、高知南中・高校ではことしから、６年間を見据えた英語教育プログラムを作成し

て実践を行っております。そういった６年間を見据えた英語教育というプログラムを、ぜ

ひ３校が共有しながら、まさに６年間を見据えたカリキュラムで活用していきたいと考え

ております。 

また、今後の大学入学改革に求められております思考力・判断力・表現力、そういった

部分を踏まえて、高知南中・高等学校ではアクティブラーニングをもとにした授業改善を、

さらに協調学習という形で進めており、こういった取り組みにつきましても、全ての高等
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学校で広げていくことによって、大学等への進学の希望者に応える指導法にもつながって

いくと考えております。 

次に、５ページです。地域拠点校へのさらなる発展を目指した高校再編計画についてで

す。須崎工業高等学校と須崎高等学校との統合についてですが、統合に向けた考え方とし

ましては、高吾地域の生徒数の減少が続く中にあっても、よりよい教育環境を保障するこ

とができる適正規模、１学年４学級規模以上の学校を維持することが一つの大きな課題と

なっております。 

また、須崎高等学校は、新荘川の河口付近に位置しており、南海トラフ地震による津波

被害が危惧されていることから、津波被害から確実に生徒を守ることや、災害の後の学校

の早期再開といったことから、高台への移転が望まれています。 

こういったことを踏まえ、震災に強く、適正規模を維持した活気ある高吾地域の拠点校

を設けるため、須崎工業高等学校と須崎高等学校を統合し、新たな高等学校を須崎工業高

等学校の敷地に設置することといたしました。 

この新しい学校の目指す姿としては、統合後の新たな高等学校において、工業高等学校

は就職に強い須崎工業高等学校のこれまでの伝統を継承し、さらに発展をさせ、また須崎

高等学校の普通科は進学に実績がある須崎高等学校の進路指導の充実をさらに図り、大学

進学へ進めていき、進路実現につなげたいと考えております。 

こうした取り組みを進めることで、地域の方々から信頼され、地域内の中学校の生徒た

ちが行きたいと思う高吾地域の拠点校づくりを推進し、地域内の中学校からの進学率向上

を目指していきたいと考えております。 

統合の方法及び教育環境の充実としまして、統合後の新たな高等学校は、全日制の課程

で普通科３学級と工業科３学級の１学年６学級規模として、さらに１学年１学級規模の須

崎高等学校にありました定時制を併置する形にしております。 

統合に当たっては、須崎工業高等学校は平成 29 年入学者より、現在の４学科の内容を

継承しつつ学科改編を行い、また須崎高等学校は、総合学科から普通科に学科改編を行う

予定です。 

そして、統合は平成 31 年４月１日に行われ、平成 31 年度に入学した生徒については統

合後の新たな学校で募集することになります。 

今後、統合後の新たな学校の校名等の取り扱いにつきましては、両校の学校関係者の意

見とともに、県民の皆様の御意見も聴取しながら、平成 28 年度末までに県教育委員会で検

討し、決定することとしております。 

また、ハード面の部分ですが、移転先となる須崎工業高等学校の校舎の増改築や設備の

更新、また、グラウンドの拡充などを行うとともに、津波などの災害時には地域の避難路

としても活用できる新たな通学路の整備を行うことも検討してまいりたいと考えておりま
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す。 

◎池脇委員長 質疑を行います。 

◎中根委員 国公立大学何名としか出てこないデータがいつも気になっていまして、志を

持ってこういうことを勉強したいと願って、選ぶ学校がたまたま国公立大学であればいい

んですが、そうでないところに行った子供たちの評価をどんなにしているのか。進路指導

に対して一人一人にどう向き合っているのか教えてください。 

 もう一点。進学合宿などをしてますが、有料かどうか、その負担は高校生の家庭にとっ

てどうなのか、そのあたりを絡めてお願いします。 

◎藤中高等学校課長 まず１点目です。今回お示しした国公立大学の数はあくまで一つの

メルクマールということで、さらに上級学校で頑張りたいという子供たちがいろいろな環

境の中で大学進学を考えたときに、国公立大学には総合的な学部があるということで、選

択肢が大きくなるので、国公立大学が一つの指標になっております。しかしながら、決し

て国公立大学だけではなく、例えば専門学校であれば、就職が一つの大きな目標になり、

そして３年間で専門性を学んで、そして卒業していく。その際の就職については、内定率

100％ということをどの学校も継続しながらやっております。また、大学だけではなく、自

分は専門性を高めたいということで普通科に行って、その後、こういった専門学校へ行く

子供たちもおります。そういう意味で、委員御指摘のように、やはり各学校で子供たちそ

れぞれが何を、どういったことをしたいのか、あるいは、どういうことを将来にわたって

自立するためにやっていくのか、というところをしっかり高校３年間で身につける。その

中で、子供たちが自分はこういったことをやるので国公立大学へ行きたい、私は専門性を

高めて企業に入ってやりたい、という目的を持たせることが一番大事だと思っております

ので、まずはそこのキャリア教育をしっかりやって、その先にそういった選択肢をさらに

実現できるような指導を行っていくように各学校ともやっております。 

それから合宿の経費ですが、県教育委員会で、講師や教員の派遣の費用等について予算

を組んでおりますので、生徒自身の負担は食費代のみだと思います。 

◎中根委員 具体的に幾らくらいになっているかわかりますか。 

◎藤中高等学校課長 ２泊３日で 5,000 円ほどになっております。 

◎中根委員 希望者は多いですか。多ければ足切りがありますか。 

◎藤中高等学校課長 施設のキャパシティーの都合がありますが、各学校で少なくても数

名は参加できるようにしています。この合宿についてはことしで２年目ですが、昨年は、

基本的に希望者全員が入れたという状況です。 

◎西内副委員長 おとといの日曜日に福岡県柳川市でソーラーボート大会が行われまして、

須崎工業高校が出場していました。そこに東京などからも七、八人ぐらいＯＢの方が来て、

話題になったのはやはり統合のことでした。時代の流れで生徒数が減っていく中、統合に
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やむなしという声が多いんですが、特に今回は普通科との統合になりますので、工業高校

としての特色をどうやってしっかりと出してくれるのか、という意見がやっぱり一番多い

んですね。ハード面にしてもそうですし、学校としてどういう特色を出していくのか、い

ま一度確認しておきたいんですが。 

◎藤中高等学校課長 今回の高吾地区の統合の部分ですが、須崎工業高校につきましては、

現在も就職率 100％で、入ってきた子供たちをしっかりと３年間育てて、企業に就職させ

ることを大きな目標にしてやっております。これは統合した以降も、やはり工業科という

形で、専門性を高めた子供たちをしっかりと輩出していくと。特に須崎工業高校について

は、造船科など、地元で応援されるいろいろな科がありますので、そういった科の力を十

分に発揮できるような形で。設備につきましても、例えば今年度につきましては、今まで、

ものづくりの検定を受けるための６尺旋盤という標準旋盤がなかった。そういったものは、

やはり専門性を高めるためには必要だということで、配置をするという準備をしながら、

やはり 100％の技術者を育てていくところを主体に置きながらやっていきたいと。ただ、

今現在４学科ですので、その４学科の今までの伝統は確実につなぎながら、そして新たな

３学級規模においても４学科の内容が維持されるものをしっかりつくらせていただいて、

また、やはり統合した学校において、工業科と普通科という違った科がありますので、お

互いがいいところを伸ばしながら、協力できるところはやると。基本としては、両科が独

立してしっかりやりながら、しかも共有できるところはやっていくという点もぜひ視点に

入れながら、学校をつくっていきたいと考えております。 

◎西内副委員長 ことしも実際に２つの大会において、スラロームというレースと周回レ

ースの中で、高校の部では本当に断トツの１位、２位だったんですね。一般の方を入れて

もスラロームのほうは優勝した実績もあって、クラブ活動の延長ではあるんですが、話を

聞くと、これには民間のヤンマーかどこかにいた先生が船体のつくりとかを教えることに

よって着実に力が伸びてきている、といったようなこともあります。生徒を見ていると、

一生懸命取り組んでいるのがよくわかって、学力だけではなく、そういう技術を向上させ

るための場としては非常に効果的な場であると感じました。九州以外では山口県が２校と、

四国からは須崎工業高校だけが参加して、毎年のように活躍するので、高知県の須崎工業

高校ここにあり、といった大会の雰囲気もあり、ぜひこれからも続けて出場いただきたい

と思います。ぜひ予算面等についても、強化に向けて御配慮いただけるようお願いしたい

ので、要望としてお伝えしておきます。 

◎池脇委員長 この件につきましては、工業高校として全国的に評価をされている高校が、

この工業という「工」の名前を校名から失ったときの評価の、いわゆる下がる分ですね。

ここのところをしっかり見きわめておかないと、今までの実績が失われていくということ

になります。ですから、校名については普通科の名称と、この工業高校の「工」の一字を
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合わせるような工夫も検討も必要じゃないかと思いますが、いずれにしろ、統合によって

それぞれの学校の評価が下がらない、むしろ評価を上げる、そういう取り組みが重要だと

思いますので、ぜひその点も心がけて検討をしていただきたいと思います。 

質疑を終わります。 

〈小中学校課〉 

〈高等学校課〉 

◎池脇委員長 次に、「英語教育の向上に向けた人材確保等について」、小中学校課及び高

等学校課の説明を求めます。なお、質疑は、両課長の説明後にあわせて行いたいと思いま

すので、御了承願います。 

◎長岡小中学校課長 英語教育の向上に向けた人材確保等については、お手元の資料の小

中学校課の５ページをごらんいただきたいと思います。 

小学校英語の教科化なども見据えた英語教育の充実を図るため、平成 32 年度までの行

動指針を示しました「高知県英語教育推進のためのガイドライン」を平成 27 年３月に策定

いたしました。このガイドラインにおきまして、早期英語教育を踏まえた小中高を通じた

学習到達目標例を示すと同時に、これを実現するための英語教育の指導者の確保と育成の

必要性を述べております。そして、このために、英語教育を先導していくことのできるリ

ーダー教員を育成することや、指定校での研究と成果普及を行うこと。また、教員研修等

を通して教員の英語力や指導力の伸長を図ることを挙げております。 

まず、このリーダー教員の育成としましては、平成 25 年度まで行ってきた英語ミドル

リーダーの育成に加え、平成 26 年度からの３年間で本県の英語教育を先導していくリーダ

ー教員を約 60 名育成していこうと考えております。 

また、指定校研究としては、小学校英語の教科化を見据えた教育課程や指導方法を研究

する「英語教育強化地域拠点校」や、小中学校が連携して効果的、系統的な英語教育に取

り組む「外国語教育コア・スクール実践研究指定校」があり、これらの研究成果を県内へ

普及・発信することで、英語教育の充実を図っております。 

また、教員研修としましては、小学校外国語活動研修や中学校英語教育推進研修、また、

教員がみずからの英語力向上を図るためのｅ-Learning 研修を行っております。 

こうした取り組みの成果と課題につきましては、資料６ページからお示ししております。 

成果としましては、リーダー教員が積極的に実践発表や公開授業等を行っており、そこ

から小学校外国語活動の授業が充実し、また、中学校英語教員の授業研究が活性化してい

ることが述べられます。また、研究指定校においては、児童生徒のコミュニケーションへ

の関心の高まりなどが見られるようになってきています。さらに、教員研修により、教員

の授業改善に対する理解や意欲の向上も図られているところです。 

しかしながら、本県においては、中学校の英語担当教員の英語検定準１級以上の取得の



- 14 - 

割合は全国を下回っている状況にもあり、この外部団体の試験等も活用しながら、自身の

英語力を積極的に高めていくよう、指導や働きかけも行っていかなければならないと考え

ております。 

加えて、資料７ページに記しておりますように、本年度は新たに中学生用に、高知を題

材とした読み物・音声教材を作成・配付し、この教材を活用して生徒の英語学習への意欲

を高めるとともに、この教材の効果的な活用を通して、教員の指導力向上も図ってまいり

たいと考えております。 

以上で、小中学校課の英語教育の向上に向けた人材確保等についての説明を終わらせて

いただきます。 

◎藤中高等学校課長 続きまして、高等学校課から御説明させていただきます。 

お手元の資料の高等学校課の７ページをお開きください。 

まず、高等学校の現状としましては、文部科学省の英語教育実施状況調査によりますと、

教員の指導力につきまして、本県における高等学校の英語担当教員の英語検定準１級程度

以上等の取得の割合は、全国を下回っている状況です。 

また、教員の英語指導力につきまして、普通科等の授業の中で、発話の半分以上を英語

で行っている教員の割合は、全国を上回っている状況です。 

さらに、英語の授業において、半分以上の時間、生徒が言語活動を行っている教員の割

合は、全国を上回っている状況です。 

しかしながら、課題としましては、教員の英語力につきましては、今の調査でもわかり

ますように、英語検定準１級程度以上のレベルというのは、自分の専門分野の技術的な議

論も含めて、抽象的な話題でも具体的な話題でも、複雑な文章の主要な内容を理解できる、

といった言語能力を身につけたレベルと言われておりますが、国は高校卒業段階で生徒に

対しては英語力を、英検準２級から２級レベルであることと示しておりますので、そうい

った子供たちを指導するためには、十分な言語能力を身につけた指導者の育成が求められ

ております。さらに、英語検定準１級程度以上のレベルに達している教員を含めましても、

自身の英語力を定期的にはかっている教員が少ないというのも課題であります。 

また、教員の英語指導力について、平成 26 年度に全国の高校を無作為に抽出して実施

した、英語教育改善のための英語力調査によりますと、本県においても、全国と同様に、

４技能全てにおいて課題があり、特に、話す・書くについては課題が大きいことがデータ

的にわかっております。このことから、生徒の英語運用能力の向上に向けて、教員の指導

力の向上が求められております。 

課題解決に向けた対策としましては、まず教員の英語力については、本年度から平成 31

年度にかけて、全ての英語担当教員を対象に行う高等学校英語教育推進研修を実施し、教

員の英語運用能力の向上を図るとともに、インターネットによる e-Learning 研修を通して
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の指導力の向上も行うなどし、教員の英検準１級以上の取得率を平成 31 年までに 75％に

上げていきたいということで取り組んでいるところです。 

次に、教員の英語指導力につきましては、今後さらに、やはり授業目標を明確にするた

めに「ＣＡＮ－ＤＯリスト」に基づいた目標・指導・評価を一体化させた指導システムの

構築を行っていくこと。言語活動割合をふやすために、パフォーマンステストの回数をふ

やして、そういったものを評価に入れていくと。また、生徒の４技能をバランスよく育成

するために、スピーチやディベートといった活動を積極的に行い、生徒の言語活動の割合

の向上を図っていく。また、英語力及び英語指導力の向上のために、高知県高等学校教育

研究会英語部会という自主団体がありますが、そういった団体とも連携をして、教員が日々

自己研さんを行う研修についても支援を行っていく。そういった取り組みを通して、さら

に教員の指導力を上げていきたいと考えております。 

◎池脇委員長 質疑を行います。 

◎下村委員 長岡課長にお伺いします。英語教育は、今、保育園でもプライベートな部分

で英会話の授業を受けてきて、小学校に入ったときにはもうある程度英語に少しなれてる

子供たちも結構いると思います。そういう子供たちに対して、今回、小学校から授業を開

始すると、一番心配されるのはプロナンスの部分です。特に発音なんかに英語の先生がな

れていないと、日本語的に英語を教えてしまって、せっかく英語になれてきた子供たちが

そっちに流されてしまうということをすごく心配しています。先生方については e-Learn

ing なんかで授業を行っていくということでしたが、子供たちに対しても、例えばもっと

ＩＣＴ活用して、正確な英語の発音であったり、先生方がやっぱりなれてない部分をそう

いったコンピューター技術によって補っていく、そういう授業の形態がすごく大事になる

んじゃないかと思っているんですが、そのあたりどうお考えでしょうか。 

◎長岡小中学校課長 おっしゃられるとおりだと思います。そういう意味で、これから早

期英語、小学校で英語の授業が始まった場合に、主に学級担任が、実際に三、四年生は行

いますが、学級担任だけで行うのではなくて、やはりＡＬＴ、実際に外国の方と一緒に授

業を行うことも考えられます。今後の話になるんですが、中学校の英語の免許を持った教

員が小学校におりてきて、専科的な指導を実際に行うといったことも計画されています。

あわせて、今おっしゃっていただいたようなＩＣＴ機器の活用も進めていかなければなら

ないと考えております。 

◎下村委員 今、課長が言われたように、リーダー教員を育成しても、どうしても絶対数

が足りないことは明白だと思いますので、その部分はそういった機器を使いながら、本当

に子供たちが英語を嫌にならない、せっかくやってきたことが本当に生かしていけるよう

な取り組みをぜひやっていただきたいと思います。 

◎池脇委員長 今、雇われてる方は、イギリスの方よりもアメリカ、いわゆる米語の方が
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多いと思うんですよ。米語なのか英語なのか。ここは全部英語でいきます、であるならば、

イギリスの基本的な英語を学ばせるのか、そのあたり文部科学省がどう規定しているかわ

かりませんが、語学についてはそのあたりのこともきっちり精査した上で、中長期的にこ

の語学の習得についてはしっかり考えていく。その意味では、やはり、先生方のイギリス

等に対する短期留学なども視野に入れていかないといけないのではないかと。特にリーダ

ーの先生については留学をさせて、しっかり本物の英語を身につけてくるということも大

切じゃないかと思います。そうしたことも視野に置きながら、この対応を進めていただき

たいと思います。 

以上で、この件の質疑を終わります。 

〈人権教育課〉 

◎池脇委員長 次に、不登校・いじめ問題等に対するスクールカウンセラー等の活用につ

いて、人権教育課の説明を求めます。 

◎大西人権教育課長 総務委員会の皆様方には、日ごろから本課の取り組みに関しまして

御支援を賜り、心より感謝申し上げます。 

人権教育課のほうからは、不登校・いじめ問題等に対するスクールカウンセラー等の活

用について、説明をさせていただきます。 

総務委員会の資料、人権教育課のページをごらんください。まず１ページに、平成 25

年度から平成 27 年度までの３年間のスクールカウンセラー等の配置状況について掲載を

しております。今年度は、実人数といたしまして 65 名のスクールカウンセラーが県内の公

立小中高等学校、特別支援学校で不登校問題やいじめ問題等への支援を行っております。

相談件数・相談人数につきましては、このスクールカウンセラーの配置人数、それから配

置校の拡大とともに増加しており、年度を経るごとにスクールカウンセラーのニーズも高

まってきているところです。 

活用にかかわる成果としましては、学校においてスクールカウンセラーの専門性の理解

が深まり、スクールカウンセラーの活用の場、来たいという者がふえてきたということが

挙げられます。具体的にスクールカウンセラーが教職員に対して、児童生徒への対応力の

向上のための校内研修を実施し、肯定的な評価をもらうことができていること。また、教

員と一緒に児童生徒に対して、ストレスマネジメント等の授業をスクールカウンセラーが

直接実施する、といった機会がふえてきたこと。そして、校内支援会にスクールカウンセ

ラーが参加し、児童生徒や保護者の状況について、専門的な視点から見立てを行ったり、

あるいは学校の組織対応について助言する、といった場面がふえてきたということもあり

ます。さらに、県立の高等学校におきましては、平成 26 年度に中途退学防止対策といたし

まして、スクールカウンセラーが週２回配置される学校が 10 校あります。そして、相談時

間の充実により、１年生全員に面接を行うといった予防的な相談活動が充実し、中退や、
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また不登校防止等に成果もあらわれてきているところがあります。 

また、一方、課題として考えておりますことを、資料１ページ後半から２ページにかけ

て列挙してあります。まず、校内支援会におけるスクールカウンセラーの助言というもの

が十分生かし切れていない場合があること。それから、スクールカウンセラーの主業務で

あるカウンセリングのニーズということについては年々高まってきておりますが、スクー

ルカウンセラーを派遣する時間数、また予算や人材確保等により、学校のほうのニーズに

まだまだ十分に応えることができていない状況があること。また、高知県内におきまして

は、臨床心理士を養成する指定大学院がありませんので、臨床心理士登録者数も全国で最

も少ないという状況があり、スクールカウンセラーの人材確保も困難な状況にあることな

どの課題があります。 

こうした課題もありますが、不登校・いじめ問題等への対応の充実を図るため、今後の

方向性といたしまして、スクールカウンセラーの配置を希望する全ての学校への配置を達

成するため、待遇改善に向けた予算確保、これをもとにした新たな人材確保に取り組んで

いきたいと考えております。また、効果的な支援を行うため、スクールソーシャルワーカ

ーや医療機関、児童相談所、福祉事務所などの外部機関との連携強化を努めていくこと。

また、現在、中学校１校とその周辺の２つの小学校にカウンセラーを配置する。これを３

校配置と呼んでおりますが、この３校配置の形態では、学校行事等で通常の勤務ができな

い場合には３週間に１回の派遣という状況になり、効果的な支援ができないということも

あります。そのため、できるだけこの３校配置という形態を減らし、期間をあけずにスク

ールカウンセラーが学校を訪問できる体制づくりの整備に努めていきたいと考えておりま

す。 

人権教育課といたしましては、中央教育審議会の作業部会で提案されております、チー

ム学校の視点からも、この外部の専門家であるスクールカウンセラーを活用したきめ細や

かな対応が重要になると考えておりますので、配置拡充、勤務体制を充実させ、効果的な

児童生徒への支援が行えるようにしていきたいと考えております。 

◎池脇委員長 質疑を行います。 

◎中根委員 スクールカウンセラーの身分は、やはり不安定だと思います。外部から来て、

学校全体のチームの中に飛び込んで助言するということであれば、県の職員としてきちん

と採用して配置することにしないといけないのでは。実態としては、スクールカウンセラ

ーの皆さんの自己犠牲で成り立ってるような気もしますが、その点は間違っていたらそう

言っていただきたいと思いますが、実態はどうなんでしょうか。 

◎大西人権教育課長 非常勤扱いになっております。中根委員がおっしゃるような、県の

職員ということには、なかなか現実には厳しいと思います。他県にも、正職員という形で

位置づけているところはほとんどありませんが、スクールカウンセラーの重要性を考えた
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ときに、今後、そういうことを考える必要もあるのではないかと思います。 

◎中根委員 出先調査で学校を訪れた際、スクールカウンセラーの力はやはり大きく、頼

りにされているな、と感じました。ですから、週に１回、行事があったら飛んでしまうよ

うな実態では、それぞれのケア、ケアの後のつなぎが十分ではないと思います。提起を受

けてもなかなか学校で生かし切れない、という課題がありましたが、やっぱりそれももう

少し頻繁に、これはどうなりましたか、とか、いや、それはそうじゃないですよ、という

日常の限られた時間をさらに広げたやりとりがあれば解決できていく気もします。ですか

ら、頼られている、必要とされているスクールカウンセラーという位置づけを、もう少し

教育委員会としても考えていただきたいと思います。 

◎三石委員 スクールカウンセラーの助言を十分に生かし切れていないことについて、も

う少し具体的に説明をしてください。 

それと、生徒指導主事がいるところといないところがありますが、生徒指導主事、養護

教諭、スクールカウンセラーのかかわりについて、状況を教えていただけますか。 

◎大西人権教育課長 まず１点目、助言を十分生かし切れていないというところですが、

まず一つは、校内の支援委員会等でスクールカウンセラーから助言があった中で、やはり

教員によっては自分のやり方から抜け出ることができずに、その助言どおりのことができ

なかった、ということがあります。それから、教員にもまだまだ周知をしっかりやってい

かなければならない。それから２点目に御質問がありました件とも関連はしますが、学校

の中でスクールカウンセラーをどう有効に活用するのか、コーディネーターの教員を含め

て周知を図っていくという課題もこの中には含まれております。スクールカウンセラーの

専門的な知見をもっと学校が信頼し、そしてそれをもとにして戦略を組み立てることがで

きるような関係づくりを、スクールカウンセラーにも学校文化を理解していただき、先生

方のさまざまな困り感に応えることができるようなアプローチをしていくことで、こうい

った課題を改善していく必要があろうかと思っております。 

それと２点目につきましては、校内支援委員会の中で、生徒指導主事、養護教諭がかか

わりますので、その中でスクールカウンセラーと連携をしております。 

◎池脇委員長 長岡課長。学校現場でのスクールカウンセラーの受け入れ体制の温度差、

そうした点について説明できますか。 

◎長岡小中学校課長 今は基本的に、どこの学校にも、発達障害や、学級の中に入れない

子供などがいます。そういった子供への対応について、スクールカウンセラーの意見もお

伺いして対応をしておりますが、学校の方向性とスクールカウンセラーの考えとがうまく

マッチしていない場合もあろうかと思います。そういったときに、少しぎくしゃくする場

合が出てくるのではないかと。ただ、そういった話が直接私のほうには、今のところ入っ

てきていない状況です。 
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◎三石委員 学校へ来て、まず顔を見るのは学級担任の先生です。そして、副担任と、学

年には学年主任がいますよね。小さい学校は別として。そして、校長がおり、教頭がおり、

教務主任がおり、生徒指導主事がおり、養護教諭がいる、これが一つの学校ですよね。そ

れで役割分担をもって情報交換をしながらきちんとやっていくことが基本ですよね。スク

ールカウンセラーは専門家ですから、生徒指導においてプラスの面もありますが、生徒と

常に向き合って生活し、行動をともにするのは、学級担任であり副担任であり学年であり

学校ですよね。そこらあたりの兼ね合いで、スクールカウンセラーの方の身分もかっちり

としてもらいたいし、専門性を身につけた方を学校に常時置いていただくことにしてもら

いたいんですが、なかなか現時点では難しいので、非常勤という形で週２回、退職をされ

た先生方を雇って回しているのが実情だと思います。将来的にはきちんと資格を持った先

生を学校に配置することを大きな目標にしていただきたい。当面はやはり情報交換をしな

がら、学級なら学級経営、それを含めた学校経営、教職員が一丸となって、この子供たち

にどう接していくのか、どう指導していくのか、どう家庭に働きかけをしていくのか、そ

ういう体制をつくらないといけません。週に２回程度、外部から来て、どうこう言われた

って、身にならないですよ。かえって責任の転嫁ということにもなりかねないという危惧

もあります。繰り返しになりますが、そういう専門性を持った方を常時、学校に配置をし

ていただく、そういう体制をつくる。これはもう国に働きかけないといけません。それと、

専門性を担任、副担任なども持たないといけないと思います。先生方も大変でしょうが、

そういう時代ですよ。ちょっとまとまりがなかったですが、その辺どう思われますか。 

◎大西人権教育課長 スクールカウンセラーの常駐化については、イギリスなどの一つの

形になろうかと思います。今後、文部科学省もそういう方向の必要性について述べており

ますので、すぐにとはいかないかもしれませんが、その方向も見えてこようかという気も

しております。何よりも、スクールカウンセラーだけに頼るというのではなくて、やはり

担任や教科担当が、日々の子供と向き合う中で、変化であるとか、背景にあるものをしっ

かりと見つめて、そして行動の背景にあるものを探ろうとする、教員のカウンセリングマ

インドとも言いますが、たとえどういう人材を活用するにしても、これはもう不可欠であ

ると考えております。 

◎三石委員 今言われた最後の部分が本当に重要だと思いますので、先生方も本当に大変

ですが、ぜひお願いしたいと思います。 

◎池脇委員長 いずれにしても、専門のスクールカウンセラーの方と学校現場の担当、お

互いが不登校・いじめの課題に対して協力し合っていく。意識をしっかり共有し、そして

非常勤のスクールカウンセラーの方をお客さん扱いしないで、ともに校内の一職員という

意識で学校側としても温かく迎えて、しっかり協力し合う体制をつくり上げることが大切

ですので、その点も踏まえて、学校側に徹底をしていただきたいと思います。また、スク
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ールカウンセラーの方にもそういう意識をしっかり持っていただき、遠慮することなく意

見を述べるということも指導していただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

◎梶原委員 発達障害等を抱えた子供たちの問題が全国的に大きくなる中で、不登校では

ないが、実質的に授業に出られず、学校長の裁量で登校扱いにできるみなし登校の現状に

ついて教えてください。 

◎大西人権教育課長 みなし登校がどうなっているかという数字は、今ここに持ち合わせ

ておりませんので、また後で御報告をさせていただく形でよろしいでしょうか。 

◎梶原委員 不登校とあわせてなかなか大変な問題で、一度は学校に来て、保健室などで

昼食を食べたり、極端な例で言えば、校門まで来て確認がとれたら、高校入試や学級への

復活のことを考えて、登校したことにすればよいのか、といったことが問題となっていま

す。そういったみなし登校的な生徒に対して、スクールカウンセラーが何か具体的にされ

ていることがあれば教えてください。 

◎大西人権教育課長 基本的に、登校してきた場合には、スクールカウンセラーがその子

の様子を見たり、状況を問いかけたり、という形でカウンセリング的なアプローチをする

ことになります。学校長からの了承を得ることができれば、家庭のほうに訪問をさせてい

ただいて、家庭のほうで子供と話をして対応することもあります。 

◎梶原委員 個々の家庭に行かれるのは、件数的には結構多いんですか。 

◎大西人権教育課長 387 回というのが昨年度の家庭訪問の状況です。直接児童生徒に会

って、というのが一番多いですが、結構、家庭訪問に行く事例もふえてきているように思

います。 

◎池脇委員長 質疑を終わります。 

〈教育政策課〉 

◎池脇委員長 次に、県教育委員会における本庁と出先機関等との連携について、教育政

策課の説明を求めます。 

◎有澤教育政策課長 お手元の資料の教育政策課のページをお願いいたします。県教育委

員会における本庁と出先機関等との連携についてであります。本県の教育が抱える課題を

解決し、高知県教育振興基本計画重点プランに掲げております、子供たちの知・徳・体の

分野ごとの目標を達成いたしますためには、教育政策の企画・立案を担う県教育委員会事

務局の本庁各課と、日々子供たちと向き合う教育現場であります出先機関及び学校とがベ

クトルをしっかり合わせて、教育や教育政策を推進していかなければならないと考えてお

ります。このため、県教育委員会本庁各課におきましては、教育事務所長会の定期的な開

催、県立学校長や市町村教育委員会との定期的な協議の実施、指導主事や管理主事などの

学校や市町村教育委員会への訪問、広報紙の定期的な発行を通じた県教育委員会の施策の

ＰＲといった取り組みを行っておりますし、また、当然のことですが、個々の教育課題に
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対応いたしまして、随時、協議・調整も行っているところであり、こういったことを通じ

て出先機関などとの連携の充実・強化に努めているところです。 

また、教育施策をさらに浸透させていくためには、本庁各課がそれぞれ行う施策につき

まして、各課の間で情報をしっかりと共有をし、施策のベクトルを合わせていくことも不

可欠です。このため、課長会におきまして、情報共有やベクトル合わせに努めますととも

に、重点プランの検証や、予算編成などの業務はもとより、日常の業務遂行のさまざまな

場面におきまして、教育政策課がかなめとなって各課との連携調整に努めているところで

す。教育政策課といたしましては、今後ともこうした姿勢により、そして、教育に対する

思いを持って、業務を遂行することによりまして、本県の教育課題の解決に向けたさまざ

まな施策が効果的・効率的に推進できるよう取り組んでまいりたいと考えております。 

◎池脇委員長 質疑を行います。 

（なし） 

◎池脇委員長 質疑を終わります。 

〈幼保支援課〉 

◎池脇委員長 次に、安芸市から要望のあった、子育て支援、少子化対策における地域間

格差の是正について、及び保育士の受け持ち児童数・運営経費の見直しについて、幼保支

援課の説明を求めます。 

◎溝渕幼保支援課長 安芸市から要望のありました２つの項目について説明をさせていた

だきます。お手元の資料、幼保支援課の１ページをお願いいたします。国の制度の状況で

すが、この４月から子ども・子育て支援新制度がスタートしたことにより、今までは幼稚

園を利用していた子供とお考えいただいたらよろしいですが、主に教育標準時間を利用す

る子供は１号認定、保育を必要とする子供は２号認定、３号認定と、支給認定をすること

となりました。多子世帯の利用者負担額につきましては、表にありますとおり、１号認定

の場合は、２人以上の子供のいる世帯で上の子供が小学校３年生までの場合、１号認定を

受けた第２子または第３子の利用者負担は第２子が半額、第３子は無料ということになり

ます。一方、２号認定、３号認定の場合は、２人以上の子供のいる世帯で上の子供が保育

所や幼稚園等に同時入所をしている第２子の子供は半額、第３子は無料になるという制度

になっております。 

次に、本県の状況ですが、平成 21 年度から多子世帯の保育料を軽減する県単の補助制

度を設け、同時入所のかかわりなく 18 歳未満の児童を３人以上養育している世帯の第３子

以降３歳未満児の利用者負担額を軽減する市町村に対し助成を行っております。なお、本

県の助成制度以外に高知市は、独自の事業として、平成 26 年度から同時入所の第２子につ

いては保育料の全額を軽減しておりますし、馬路村、大川村、檮原町につきましても、独

自に保育料を無料としております。 
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２ページをお願いいたします。意見及び措置状況ですが、少子化対策は、国家的課題と

して位置づけ、国が総力を挙げて取り組むべき喫緊の課題であると考えております。しか

しながら、現在の国の制度では、同時入所の条件や認可外保育施設が対象となっていない

など、対象者が限定されていることから、安芸市から要望のありましたとおり、制度の拡

充が必要であると考えています。このため、国に対しまして、全国知事会を通じて、同時

入所要件の撤廃など、子育て支援施策の充実について提言を行ってまいりました。本年度

につきましては、全国知事会で、次世代を担う人づくりに向けた少子化対策の抜本強化と

して、子育ての負担に大胆な軽減などについて国に要請したところです。この中には、第

３子以降への重点的な支援として、同時入所要件の廃止と対象の拡大なども含まれており、

今後も保育所や幼稚園などにかかる経済的負担の軽減による子育て支援、少子化対策に取

り組んでまいります。 

次に、３ページの、保育士の受け持ち児童数・運営経費の見直しについて、説明いたし

ます。安芸市からの要望として、保育士配置基準の見直し、受け持ち児童数の引き下げを

行うこと、そして人件費の運営算定経費の引き上げを行うこと、この２つの項目について

強く国に要望することが上がっております。現在の保育士の配置基準は、表のとおり、子

供の年齢により、例えば乳児であれば、乳児３人に対し保育士１名を配置しなければなら

ないという基準が定められております。 

意見及び措置状況ですが、この４月にスタートした、子ども・子育て支援新制度では、

施設の財政支援が運営費補助から保護者への給付となり、法定代理受領による施設への財

政支援となりましたが、その単価となる公定価格について、国では、基本単価の引き上げ

とともに新たな加算措置などを設けるなどの対応がなされております。 

次の４ページをお開きください。安芸市からの要望のありました保育士の配置基準の見

直しにつきましては、左に従前水準ベースを書いておりますが、３歳児について、児童 20

人に対し、保育士１名になっておりましたが、この基準よりも手厚く、右の質向上ベース、

下枠を見ていただきましたら、児童 15 人に１人の保育士を配置する施設に対して加算での

対応としております。また、職員の勤務年数に応じた給与加算もさらなる上乗せとして実

施されるなどの対応となっております。その上、その質の向上ベースの上枠にありますよ

うに、保育必要時間の認定が８時間と 11 時間の２区分に分かれたことへの対応としまして、

職員配置経費の追加や職員の研修の充実として、研修機会確保のための代替職員の経費が

基本額の中に組み込まれるなど、運営費の改善も図られております。 

５ページをごらんください。90 人規模の保育所をモデルケースとして公定価格の総額と

従前単価の比較表の試算表の資料を添付しております。この資料によりますと、運営費の

財政支援は、新制度前は 8,038万 7,000円、新制度での平成 27年度単価では 9,014万 6,000

円となりまして、比較しますと、年間で約 975 万 9,000 円の増加となり、運営費全体での



- 23 - 

配慮がなされた結果となっております。これまで全国知事会などを通じて、保育士の配置

基準の見直しや職員の処遇改善など訴え、一定意見も取り入れていただいているものの、

新制度の状況を把握し、今後も必要に応じて国に対し要望等を行ってまいりたいと思いま

す。 

◎池脇委員長 質疑を行います。 

◎三石委員 安芸市の要望についての意見、措置状況について全く異議はありませんが、

関連で。先ほども言いましたが、小学校へ入るまでの保育所は物すごく大事だと思います

が、市町村によってばらつきがあると聞いています。各市町村で、どのような保育をされ

ているんでしょうか。 

◎溝渕幼保支援課長 保育所と幼稚園の先生方に対しましては、保育所は保育所保育指針、

幼稚園は幼稚園の教育要領に基づいて、それぞれの子供に対して支援をしております。特

に保育所保育指針につきましては、平成 20 年からガイドラインとして、より幼児教育要領

に基づいた支援ということになっておりますが、まだ十分でないところはあります。それ

に対しまして、幼保支援課では、園内研修を含め、就学前の教育の研修に力を入れており

ます。特に、研修もさることながら、現場に行っての園内研修にも力を入れておりまして、

スムーズに円滑に小学校に上がっていけるように職員の資質の向上に努めていきたいと思

っておりますし、努めております。 

◎下村委員 安芸市の要望では、１・２歳児も６人対１人の対応ではなくて、例えば１歳

児は４人に１人にしてほしい、２歳は５人に１人にしてほしいという提案があったと思い

ますが、そのあたりは今回、ある程度改善されるようになったんでしょうか。 

◎溝渕幼保支援課長 今回の質の向上のイメージの中には含まれておりませんが、１・２

歳児の６対１についての職員配置の見直しというところは国の子ども・子育て会議でも意

見がありました。ただ、今回の消費税の増税分を活用することになると、予算的にも不足

をするということもありましたので、まずは３歳児の配置基準に手厚くということですが、

徐々にこの６対１についても見直しをされるのではないかと考えております。 

◎下村委員 やはり、言われるように、１歳児と２歳児で対応する部分が大分変わってく

ると思いますので、そこら辺は十分に考慮し、今後も検討していただければと思います。 

◎中根委員 ０歳児がなぜ３対１なのか、何かあったときに両脇に抱えてもう一人はどう

するんだろうという思いがあるんですが、そういうのは余り議論になってないんですか。 

◎溝渕幼保支援課長 ０歳児の３対１についての議論は、子ども・子育て会議の中には出

ておりませんでした。０歳児につきましては、平成 18 年ぐらいまでの６対１を現在の３対

１にしておりますので、今のところそういった意見は聞いておりません。 

◎池脇委員長 質疑を終わります。 

◎池脇委員長 続きまして、教育委員会から、２件の報告を行いたい旨の申し出があって
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おりますので、これを受けることにします。 

〈小中学校課〉 

◎池脇委員長 まず、教職員の不祥事について、小中学校課の説明を求めます。 

◎長岡小中学校課長 総務委員会資料、報告事項の小中学校課のところをお開きいただき

たいと思います。教職員による不祥事の事案がありましたので説明をさせていただきます。 

この事案は、大型商業施設において盗撮を行った土佐市立高岡第一小学校講師、臨時的

任用教職員、矢倉賢士、31 歳に対して、免職とする懲戒処分を行ったものです。その概要

につきまして説明をさせていただきます。土佐市立高岡第一小学校講師、矢倉賢士は、平

成 27 年７月 12 日日曜日、高松市で実施された岡山県教員採用試験の面接審査を受審した

後の午後０時 30 分ごろ、盗撮することを目的に、審査会場から自家用車で高松市内の大型

商業施設に向かいました。午後１時前に到着した後、同講師は施設内を歩いて、盗撮がで

きそうな服を身に着けた女性を探しました。そして、午後２時ごろに１階の雑貨店で女性

１人、午後２時 50 分ごろに２階の洋服店でもう一人の女性に対し、手提げかばんに録画状

態にしたスマートフォンを入れて、スカートの中を盗撮しました。さらに、午後３時 10

分ごろにも同施設１階の雑貨店で商品を見ていた女性の背後から近づき、同様の手口で盗

撮を行いました。そのとき、同講師の行動を警戒していた男性が同講師のズボンの後ろの

ベルト付近をつかみ、何をしているのか、との質問を行いました。同講師はその場で盗撮

を行ったことを認めております。その後、同施設内の事務室において取り調べを受ける中

で、同講師は教員採用試験初日の 11 日、前日の土曜日、午後３時ごろから午後５時 30 分

ごろまでの間にもこの施設内において、４人の女性を対象に盗撮していたことを自白いた

しました。さらに、高松南警察署に連行され、同署において、平成 26 年８月下旬から平成

27 年３月末までの間、東京都や高知市において５回にわたって 14 人の女性に対しても同

様のことを行っていたことを自供しております。 

同講師のとったこれらの行為は、迷惑行為等防止条例に違反する行為です。また、女性

の人権を無視し、被害者に精神的な苦痛を与える、非常に悪質な行為でもあります。さら

に、子供たちに社会性を育み規範意識を向上させるべき教員がこのような行為を起こした

ことの社会的影響ははかり知れず、教育公務員の社会的信用を著しく失墜させるものです。

このような行為は、教員としてはもとより、社会人としてあってはならないものであり、

その責任は極めて重大であり、到底許されるべきものではありません。そのため、平成 27

年７月 24 日付で、同講師に懲戒免職処分を行いました。 

また、今後の不祥事防止の取り組みについてですが、本年５月から教職員の不祥事が続

き発生していることから、今回、服務規律の確保のための指導徹底に係る通知の発出にと

どまらず、直接、市町村教育長と会い、現状と問題点について話し合うことを行っており

ます。その中で、市町村や学校単位で研修を実施することなどの依頼もしてきております。
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また、各地域で行われている管理職等の夏季研修会において、面談等を通して、教職員一

人一人の心情面も含め、それぞれの状況を把握することの重要性も述べるとともに、法令

遵守のための法規演習なども実施してきているところであります。 

◎池脇委員長 質疑を行います。 

（なし） 

◎池脇委員長 質疑を終わります。 

〈教職員・福利課〉 

◎池脇委員長 次に、公立学校教員採用候補者選考審査における問題の誤りについて、教

職員・福利課の説明を求めます。 

◎笹岡教職員・福利課長 平成 28 年度高知県公立学校教員採用候補者選考審査第１次審査

の筆記審査における問題の誤りにつきまして、御報告させていただきます。 

資料につきましては、総務委員会資料、報告事項の教職員・福利課と書いたページをお

開きください。１ページの１のところですが、１次の筆記審査を先月７月 21 日に行いまし

た。このうち、専門教養の審査におきまして問題の一部に誤りがありました。 

２に記載しておりますが、誤りがあった教科等につきましては、中学校の社会と特別支

援学校中学部・高等部の社会に出題していた、いずれも第４問の７の問題です。 

３にありますとおり、これらの該当教科で審査を受けた方、ここで受審者と記載してお

りますが、その人数は中学校社会では 64 名、特別支援学校中学部・高等部社会では 14 名

の計 78 名です。 

誤りの内容につきまして御説明いたします。２ページ目に、該当する問題の部分の写し

があります。この問題は、世界の１次エネルギーの生産量と消費量の上位の国を問うもの

で、この中で、ここにある表に記載している内容は、正しくは 2006 年のデータ、また、そ

れによる国の順位であるところ、表の右下に出典資料の発行年次を 2009 と書いております

けども、この 2009 のデータと誤りまして、問題文中１行目におきまして、「2009 年におけ

る」と誤って表示したものです。2006 年と 2009 年では国の順位が変わってきますし、消

費量・生産量の構成比も異なってきます。したがいまして、この問題全体が誤っていて、

正解を出すことができないことになります。 

表面１ページに戻っていただきまして、５のところです。筆記審査の問題につきまして

は、審査が終了しました後、直ちにすべての問題を外部の専門家にチェックしてもらって

おり、今回誤りが発覚しましたのはそのチェックの中で、先月 24 日に判明しました。 

６の採点上の措置のところで、この誤りは採点作業に入る前に判明したことで、この問

題を採点対象から除外しまして、この教科を受けた方の間で不公平が生じないようにいた

しました。具体的には、この問題の配点は３点ですので、150 点満点のところ 147 点満点

として採点しております。また、該当する受審者の方には問題の誤りの内容と採点上の措
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置についての連絡、それと謝罪する旨の文書を先週金曜日の日付で送付したところです。 

最後に、７の今後の対応ですが、今回の問題の誤りは問題作成の段階でチェックが十分

でなかったということで、今後は、問題の作成に当たった教育委員会内部で任命しており

ます問題作成委員からの報告をもとに、さらにチェック体制を強化いたしまして、再発防

止に努めてまいりたいと考えております。今回の誤りを起こしたことにつきまして、深刻

かつ極めて遺憾なことと考えておりまして、私どもとしましては、真摯に受けとめまして、

より一層慎重に対応し、今後このようなことのないように、県民の信頼を得るよう努めて

まいります。 

◎池脇委員長 質疑を行います。 

◎梶原委員 その報告はいつごろ出る予定ですか。 

◎笹岡教職員・福利課長 報告につきましては、先日提出があり受け取っております。そ

の中には、今回の経緯、反省点、今後どのように改善していくべきか、といった内容が書

かれておりますので、これをもとに改善に努めていきたいと考えております。 

◎梶原委員 どう考えても単純なケアレスミスだと思うんですが、それを問題として出す

前のチェック機能が働いてなかったかどうかに対しては、どういう報告をしていますか。 

◎笹岡教職員・福利課長 もともとこの表の右下にある 2009 というのを、当初からこれが

2009 年のデータという思い込みで問題の原案に記載した後、誰もそれに対する疑問を持た

なかったというところで、関係する教員全てといいますか、作成に当たった者が思い込み

で、以後はそこには目が行ってなかったということです。どこかの時点で、別の視点でこ

の問題全体を見たときに気づくべきであったと思いますが、そこに思いが至らなかったと

いうことです。 

◎梶原委員 ぜひ再発防止に向けていただきたいんですが、先ほど言われたように、2009

年に 2009 年のデータ、世界的なデータが出てくるわけはなく、集計してから数字は出てき

ますので、そのことに気づく人は１人もいなかったというのは、これはこれで別の問題で

はないのかなという気もしますけど。 

◎笹岡教職員・福利課長 御指摘のとおりです。もう少し冷静な視点といろんなチェック

の仕方の中で、例えば、この問題をつくるときに使った資料だけではなく、もっといろん

な資料と突合すれば、恐らく誰かが気づく可能性があったと思います。そういったチェッ

クの仕方も含めて、いろいろと考えてみたいと考えております。 

◎池脇委員長 質疑を終わります。 

以上で、教育委員会を終わります。 

《警察本部》 

◎池脇委員長 次に、警察本部について行います。 

それでは、特殊詐欺対策について、災害発生時における機動力確保について、及び女性
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職員の福利厚生について、本部長の総括説明を求めます。 

◎上野警察本部長 16 日に着任いたしました上野と申します。よろしくお願いいたします。 

警察本部からは、取りまとめ項目３点について、資料に沿って順次御説明させていただ

きます。 

まず、特殊詐欺対策についてであります。お手元の資料１ページをごらんください。平

成 26 年の本県の被害金額は約５億 7,000 万円と過去最高となり、県警察としましては、こ

の現状を踏まえ、本年の主要施策として、特殊詐欺の予防対策の推進と捜査の徹底を掲げ、

県民の皆様が特殊詐欺被害に遭われないための取り組みを重点的に実施しています。この

結果、本年上半期における特殊詐欺の認知件数は 22 件、被害総額は 4,761 万円と、昨年下

半期と比較して、件数で９件、被害総額で約 5,700 万円減少いたしましたが、依然多くの

方が被害を受けている状況にあります。 

続いて、２の抑止対策の推進について御説明いたします。 

１つ目は高齢者対策です。高齢者の被害が依然多いことから、被害の多い手口の啓発を

中心に、老人クラブなどでの寸劇や、警察官による高齢者宅訪問活動を推進しております。 

２つ目は水際対策です。被害者が現金をだまし取られる方法として近年急増しているの

が、現金を郵便や宅配便で送らせる送付型というものであります。その多くは金融機関か

ら引き出された現金を送付させているということから、金融機関に対しては、来訪された

方が高額のお金を引き出そうとした際の声かけや、警察への通報をお願いしております。

また、金融機関を初め郵便事業者や宅配事業者に対して、来訪者への声かけ用チェックリ

ストの活用を依頼して、被害の有無の判断資料としていただいているほか、窓口に設置し

ているメッセージボードに、ゆうパック・レターパックで現金を送ることは法律で禁止さ

れています、などと掲示し、注意喚起をしていただいております。これらの対策により、

本年上半期は 38 件、約 7,600 万円の水際阻止をしていただきました。 

３つ目はその他の官民一体となった対策です。被害の抑止には、社会全体の抵抗力を強

化する必要があるということから、関係機関や団体と連携を強化し、県民の皆様の御協力

も得て、粘り強く創意工夫を凝らした対策を推進すべく、「振り込め詐欺をミやぶレー」等

の防犯ＣＳＲ活動、迷惑電話撃退電話「見張り君」の設置、「あんしんＦメール」による情

報発信などを推進してまいります。また、本年７月から毎月 30 日を「特殊詐欺被害ゼロの

日」に設定し、県民の皆様の警戒意識及び防犯意識のさらなる醸成を図ってまいります。 

次に検挙対策ですが、初めに、検挙状況について御説明します。本年上半期の特殊詐欺、

本犯の検挙は４件・６名、助長犯罪の検挙は 13 件・８名となっております。この助長犯罪

と申しますのは、特殊詐欺の犯行を助長する口座詐欺ですとか、携帯電話端末詐欺、ある

いは通帳・キャッシュカード等を譲り渡す犯罪収益移転防止法違反などを言います。 

具体的な検挙対策の１つ目は、いわゆる「だまされた振り作戦」の積極的な実施であり
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ます。昨年来、被害者や相談者の協力を得て、「だまされた振り作戦」を積極的に実施し、

これにより受け子被疑者３人を現場検挙しております。今後とも県民の協力を得た「だま

された振り作戦」を積極的に展開してまいります。 

２つ目は、合・共同捜査の推進です。広域的かつ組織的に敢行される特殊詐欺グループ

を壊滅するためには、他の都道府県警察との合・共同捜査が有効であり、現在も神奈川県

警察などとの合・共同捜査を実施中であります。今後とも積極的に全国警察と情報共有を

図り、捜査を推進してまいります。 

最後、３つ目は、助長犯罪の取り締まりであります。特殊詐欺の犯行は先ほど申しまし

たように、預貯金口座あるいは携帯電話等の犯行ツールが必要不可欠であることから、こ

れら犯行ツールの供給の遮断を図るため、犯行ツールの不正取得等の助長犯罪の取り締ま

りをさらに推進してまいります。 

以上が１点目、特殊詐欺対策の説明です。 

続いて、災害発生時における機動力の確保についてであります。お手元の資料は３ペー

ジになります。南海トラフ地震の発生に際し、県警察では体制の確立、被災情報の集約、

住民の避難誘導、倒壊家屋からの救出救助などの初期活動を迅速・的確に行わなければな

りませんが、これらの活動の大前提となるのが機動力の確保であると認識しております。 

１の東日本大震災で見られた機動力の喪失事例というところに、東北３県の活動記録の

中から主要なものを載せております。ここにある事例は、いずれも現実に本県でも起こり

得るということですが、その多くは事前の対策によって被害を防止、あるいは最小限に食

いとめることは可能であるとの考えから、県警察では２に記載した取り組みを行っており

ます。 

そのうち（１）の人に対する施策が３点あります。１点目は、職員緊急連絡システムの

運用ですが、職員に対する一斉指示や安否確認を目的に、平成 17 年度から導入したこのシ

ステムにつきまして、平成 23 年度から地震の少ない県外へとサーバーを移転したほか、所

要の機能を追加しております。２点目の即応態勢の強化については、本年５月より、特定

の職員が直ちに各職場へ登庁できるよう、原則として指定宿舎への入居を義務づけました。

３点目の地震災害警備計画の見直しについては、沿岸域で避難誘導に当たる警察官が身の

安全を確保しつつ、効果的な活動を行うことができるよう、安全対策を明記した計画書へ

の見直し作業を進めております。 

次に（２）の装備資機材に対する施策であります。１点目は有用な装備資機材の充実で

ありますが、大規模災害の発生に備え、人命救助、あるいは機動力を確保する上で必要と

思われるもの、例えばファイバースコープでありますとか、電磁波探査装置につきまして、

計画的な整備・充実に努めております。２点目のくぎ踏み抜き防止板の整備、これは靴の

ソール部分に敷き込む鉄板入りの中敷きでありますけども、これを平成 24 年度から５カ年
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計画で順次整備を進めております。３点目の津波浸水被害からの車両装備等の防護策につ

きましては、津波浸水が予想される警察施設で保有する車両装備等を水没や流出から防ぐ

ため、警察署ごとに車両の退避計画を定めるとともに、装備資機材や備蓄食料を上層階で

保管するなどの措置を講じております。４点目の燃料給油ルートの確保につきましては、

平成 20 年２月に県と高知県石油業協同組合が災害時の協定を締結されておられますが、こ

れに加えまして、県内 11 カ所の自動車学校が保有しております備蓄燃料等の提供を得るべ

く、協定締結作業を順次進めておるところです。５点目の保存食糧及び飲料水の計画的備

蓄については、大規模災害の発生に際し、職員の活動全般に支障が生ずることのないよう、

必要十分な備蓄食糧等を確保しているところです。 

（３）の施設に対する施策は２点です。１点目の計画的な庁舎整備につきましては、航

空隊基地のかさ上げのほか、南国警察署は本年 12 月に新築、高知警察署は平成 32 年まで

に建てかえの予定であります。その他、本山警察庁舎は今年度中に耐震改修工事を完了す

る予定であり、いの警察庁舎は新耐震基準で建設された建物へ移転するなど、全ての警察

署及び警察庁舎の耐震化について、現在工事中、または建てかえに向けて検討中でありま

す。２点目の既存施設の使用不能に備えた代替設備の指定につきましては、浸水等による

機能不全を想定し、現在 14 警察署のうち 12 警察署が近隣に代替施設を指定するなどの対

策を講じております。 

最後に、今後の取り組みといたしまして、引き続き機動力にすぐれた装備資機材の整

備・充実に努めるともに、浸水予想地域にある警察署において、津波の到達時間までに保

有する車両を一時退避させるなど、機動力を確保するためのリアルかつ実践的な訓練等を

反復・継続することにより、総合的な災害対策能力の向上に努めてまいります。 

最後に、３点目の女性職員の福利厚生についてです。お手元の資料、４ページ以下にな

ります。最初のグラフには、過去 10 年の女性警察官数及び女性一般職員数の推移をあらわ

したものです。いずれも、女性の割合はおおむね右肩上がりで増加しているということで

す。なお、平成 27 年４月 10 日現在、警察官の条例定数は 1,596 人でありますが、これに

対しまして、女性警察官数は 125 人、割合は 7.8％になっております。県警察では、平成

35 年の４月までに 10％まで引き上げることを目標としております。 

続きまして、資料の５ページ目には過去 10 年の育児休業者数の推移をグラフであらわ

しております。こちらもおおむねの傾向としては右肩上がりと言ってよいと思われます。 

続きまして、資料の６ページになりますが、育児と仕事を両立するための支援制度の利

用状況と今後の課題ということで、育児休業については、出産をした女性警察職員は 100％

取得しておりますが、男性警察職員は、平成 18 年度に１名が取得したのみです。 

また、特別休暇については、配偶者の出産休暇の取得率は 71％ですが、育児参加休暇の

取得率は約 28％にとどまっております。 
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こうした現状を受けまして、今後の課題として、県警察としましては、育児休業明けの

職員がより円滑に職場復帰できるような仕組みの構築、あるいは男性職員も積極的に育児

に参加できるよう、両立支援制度を利用しやすい職場環境づくりに取り組む必要があると

考えております。 

続きまして、７ページですが、警察署及び交番における女性用の施設整備状況をまとめ

ています。（１）の警察署における女性用の宿直室及び更衣室の整備状況ですが、県下の全

署において女性警察官が宿直勤務をすることができるよう施設が整備されております。た

だし、一部の署におきましては、署に隣接する官舎を女性用の宿直室として使用するなど、

署の建物内には女性用の宿直室が整備されていないという状況にあります。今後、建物内

で改修することが可能な警察署では順次改修をしてまいりたいと思います。 

また、女性用のトイレ・シャワーの設置状況ですが、資料のとおり、特にシャワー室に

ついては、一部の警察署において施設が整っておりません。今後、現有の施設内で改修す

ることが可能な場合は順次改修をしてまいりたいと考えます。 

次に、（２）の交番における女性用施設の整備状況ですが、県下 16 交番ありますが、宿

直室等の施設が整っているのは２カ所のみとなっております。交番につきましても、現有

の施設内で改修することが可能な場合は順次改修をしてまいりたいと考えております。 

県警察では、今後も女性の職場環境改善に向けた各種の施設整備を進めていく所存であ

ります。 

警察本部の取りまとめ項目に対する説明につきましては以上です。 

◎池脇委員長 質疑を行います。 

◎中根委員 女性職員の宿直室のことは出先調査でも聞かせていただきました。それで、

宿直室ももちろんですが、例えば、妊娠をした女性などは休憩をとるということがとても

大事になります。ですから、宿直室と銘打つと、宿直のときしか行きづらい雰囲気になる

ので、休憩室のようなものをしっかり位置づけていただきたいと思いますが、その点はい

かがでしょうか。 

◎依岡総務参事官 御指摘の部分は十分理解しておりますので、一応、宿直室とか更衣室

と銘打っておりますが、妊娠した職員も当然おりますので、そのケアも含めた形の対応の

スペースという形で対応をとっていきたいと思っております。 

◎池脇委員長 ほかにありませんか。 

（なし） 

◎池脇委員長 質疑を終わります。 

以上で、警察本部を終わります。 

以上で、本日の日程は全て終了いたしました。これで、本日の委員会を閉会いたします。 

（12 時 11 分閉会） 


