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平成30年10月31日 

◎浜田（英）委員長 ただいまから、決算特別委員会を開会いたします。 

（９時58分開会） 

◎浜田（英）委員長 御報告いたします。久保委員から公務のため本日の委員会を欠席し

たい旨の届け出があっております。また、池脇委員から所用のため少しおくれる旨の届け

出があっておりますので御了承願います。 

本日の委員会は昨日に引き続き、「平成29年度一般会計及び特別会計の決算審査につい

て」であります。 

お諮りいたします。日程につきましてはお手元にお配りしてある日程案によりたいと思

いますが、御異議ありませんか。 

（異議なし） 

◎浜田（英）委員長 御異議ないものと認めます。 

昨日の委員会において上田（周）副委員長から統計分析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お手元に配付しております。 

≪教育委員会≫ 

◎浜田（英）委員長 それでは、教育委員会について行います。 

初めに、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。 

（総括説明） 

◎浜田（英）委員長 続いて、所管課の説明を求めます。 

〈教育政策課〉 

◎浜田（英）委員長 最初に、教育政策課について行います。 

（執行部の説明） 

◎浜田（英）委員長 質疑を行います。 

◎塚地委員 教職員の皆さんの多忙化の解消ということで、各小中学校、高等学校でのそ

れぞれの努力もあろうかと思いますけれども、やはり教育委員会としてどのように全体的

に取り組むかということが大変大きい課題だと思っているんです。その点での努力方向で、

この間例えばこちらからの調査で項目を何件減しましたとかという、多忙化解消での具体

的な成果というものは。 

◎酒井教育政策課長 多忙化解消につきましては、教育委員会全体といたしましても、教

員の働き方改革というところで大きな柱に位置づけて、今施策を進めております。県の総

合教育会議でも議題の一つとして大きな位置づけとしております。具体的には、県の中で

も教員の組織マネジメントを改善するものとか、外部人材を配置するでありますとか、そ

ういったことで取り組みを進めていこうとしております。今委員がおっしゃったようにア
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ンケート調査等の精選も具体的に進めておりまして、今事務局の中でも、どれだけの調査

を削減できるかということをやっておりますが、昨年に比べて大幅な数の調査項目の縮減

を図っていこうということで、来年度に向けて取りまとめを行っている状況でございます。 

◎塚地委員 先ほどおっしゃったように、一つの柱として推進するということがすごく重

要だと思うので、ある意味、目に見えて成果が出るという、数字で見えることも大事では

ないかと思うので、多忙化解消の見える化をしていただくことをぜひお願いしたいと思う

んです。一方、学校現場で、今勤務時間を調査しているじゃないですか。調査している中

で校長先生からとにかく早く帰ってほしいということは言われるんだけれども、仕事量が

全然減っていなくて、結局、土日に出勤せざるを得なくなっているという現場もあって、

単純に勤務時間の調査で減りましたというだけでは、その実態がつかみ切れないという状

況も出てきていると思うので、そういう課題も整理をしていただいて、さらに一層進めて

いただきたいと思います。先ほどおっしゃった大幅に調査項目を減らすというのは、それ

は、具体的にこのような数字目標でこういうふうにやっていこうというところにまで行っ

ている状況ではないんですか。 

◎酒井教育政策課長 総合教育会議の中でも調査項目の精選ということは大きな議題の柱

になりました。教育長からも総合教育会議の中で調査項目の半減を目標にして取りまとめ

るようにということで、検討していくということもございます。実際この調査につきまし

ては、国からの指示の中でやられているものとか法律で決まってるものとか、どうしても

来年度の施策のためにお願いをしないといけないようなものもございます。そのような中

でどれだけの項目を精選できるか取りまとめているというものでございます。また、委員

御指摘のように勤務時間の管理だけではなく、仕事量そのものを見直すというようなこと

もやっておりまして、特に当課の場合は業務の効率化を図っていこうということを取り組

んでおります。校務支援システムで仕事の手間を今までに比べて縮減していこうという取

り組みをしておりますので、そういった取り組みを進めることで、単に調査をするだけで

はなくて、具体的に業務改善のやり方を県のほうからもお示しをするという形でやってい

きたいと考えております。 

◎塚地委員 多忙化解消の推進チームみたいなものを、一定相当目的意識を持って、その

ことを追求するという体制がないとなかなか進んでこないんじゃないかということも思っ

ているんですけれど、そのことに一定特化したような形をつくるとか、そこはどうですか。 

◎酒井教育政策課長 教員の働き方改革につきましては、昨年度から県教育委員会の中で

大きな施策の柱に位置づけておりまして、昨年度末に改訂をいたしました教育大綱と教育

振興基本計画の中の柱に位置づけてございます。そのため、昨年度末の組織改正の中でも

教員の業務改善担当チーフを教職員・福利課に位置づけさせていただきまして、組織的に

も対応していくということで今取り組ませていただいているところでございます。 
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◎塚地委員 教職員・福利課でいいかという、横串、縦串も含めて、相当パワーを持たな

いと進まない課題でないかと思っているので、組織としてチーフは座ったからそれでいい

ということではなくて、それに注目した組織体制を構築しないといけないのではないかと

思うんですけれど。 

◎坂田教職員・福利課長 教職員・福利課でございます。組織体制の話でございますが、

先ほど教育政策課長から話がありましたとおり、４月に担当チーフを置きました。ただそ

れではやはり組織としては動かないということでございますので、県教育委員会事務局全

体の中でいろんな部署で働き方改革に関わっております。そういったものを進めるために、

来年度の予算立てをするに当たって、業務削減の中でそれぞれ各課が持っている業務がど

ういったことができるかということで洗い出しをやっております。取りまとめについては

教職員・福利課でやっておりますけれども、あくまでこれは全体として進めていくものと

思っています。あわせて、市町村教育委員会連合会や校長会でありますとか、そういった

組織ともどうやって働き方改革を進めるかということは意見交換をしておりまして、一体

として進めていきたいという考え方でございます。 

◎伊藤教育長 私も、この働き方改革については非常に一生懸命取り組みをしていきたい

と思っております。総合教育会議でも資料を提出してお話をさせていただきましたけれど

も、それぞれ小中学校の今までの調査による勤務の実態なども踏まえて、教職員にどれだ

けのどんな業務があるのか、今教職員が抱えておる業務を児童生徒に係る業務であるとか、

学校の運営に係る業務とか外部対応とか校外勤務とか、そういった分類の中で全部洗い出

しをし、棚卸しをさせていただきました。それぞれについて、誰がそこの部分を主体とな

って検討していくのかということで、県教育委員会、市教育委員会、学校、教員御本人の

問題もございますけども、それぞれで役割分担をした上で、来年度に向けてこの中でどう

いうふうな業務改善ができるかということを事務局の各課に示した上で、その取りまとめ

を今、教職員・福利課の担当チーフに任せておりますけども、そういった中で教育委員会

全体で取り組むべき課題でありますし、教育委員会だけではなくて、現場も含めて全体で

やらないとなかなかこの働き方改革は進まないと思っておりますので、そういった視点も

持って資料もつくりながら、全方向から業務改善が進むような取り組みをしていきたいと

思っております。 

◎塚地委員 なかなか問題意識はあっても進まなかった課題でもありますので、よろしく

お願いいたします。 

◎上田（周）副委員長 ニュースとか新聞等で過労死関係の白書が出されて、その中で教

職員の時間外を含めて１日に平均11時間ちょっとぐらいの勤務時間があるとか、それから

アンケートに答えた県内の教職員の方もおられると思いますが、そのあたり、調査結果と

いうか実態を一定把握しているのかお聞きしたい。 
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◎坂田教職員・福利課長 白書の関係でございますが、３万5,000人の教員がアンケートに

答えたということでございますけれども、実際にこの中で高知県の教職員がどれだけいた

かはわかっておりません。ただ、勤務時間の状況で見ますと、今年度タイムカードである

とか勤務時間を記憶する仕組みといいますか、把握できる体制が整ってきましたので、主

にスクールサポートスタッフを配置している20校で勤務時間について６月７月に調査をし

ました。定時で終わるという状況は難しくて、60時間であるとかあるいは過労死ラインで

ある80時間を超えているという職員も多くいる。その中で管理職も含めて非常に大変だと

いうことで、今朝の朝刊に出ていましたけれど、全く同じような状況かなというふうに思

っております。先ほども働き方改革の中で、長時間労働の話とストレスの是正ということ

になっていたわけでございますけれども、県教育委員会の中で全職員向けにリーフレット

をつくったり、対策をやっておりますし、相談の業務としましても、公立学校共済組合の

中でウエブのシステムの相談だとか24時間電話相談とか、そういった多チャンネル化もや

っております。そういったことを進めていく中で、全体として取り組んでいかなければい

けないものだと思っております。 

◎上田（周）副委員長 より具体に業務分析をされて、本課と学校現場の意思疎通を常日

ごろから徹底的に行っていくということを要請をしておきたいと思います。 

◎大野委員 自分も元市町村の教育委員会に勤めてまして。たまたまいたところは情報化

が結構進んでおったところだったので、その当時から学校に端末とかも結構入っていて、

教育委員会、市町村教育委員会の担当も情報にたけた方がいたのですが、現場でＬＡＮが

動かなくなったとかパソコンが壊れたとか、いろんなことがあって。情報化に頼って業務

改善をしていこうということになると思うんですけれども、結構導入当時、何年かはシス

テムを運営するのになかなか大変な労力がいる。逆にそれで現場が混乱するようなことも

あったりするのではないかなと思うんですけれども、先ほど業務改善担当チーフも置いた

ということなんですが、やっぱりそういった情報に詳しいような方にいていただかないと、

一定教育委員会、これ市町村教育委員会もしっかり取り組んでいかないといけないと思う

んですが、市町村もマンパワーが少ない中でその情報化に頼ってシステム化を進めていく

中で、ちょっと心配している部分もあるんですけれども、そこら辺情報化に関して体制と

か何か考えているんですか。 

◎酒井教育政策課長 各市町村においても、ＩＣＴが入ってくることでシステムへの対応

を求められているところでございます。どちらかというと地方交付税措置をされているも

のなので、当課の場合、教育版地域アクションプランといったものの中にＩＣＴを活用さ

れている自治体というのが数多くございます。そういった中で私どもの中でもこういった

補助金をうまく使っていただくことで、人員を配置いただいて、今委員御指摘のような課

題に対して対応してほしいということは各市町村にもお願いしているところですので、そ
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ういった形をうまく活用していただいて、各システムの課題には対応していただきたいと

考えてございます。 

◎大野委員 現場の印象としたら、担当が行っても結構時間的に長いことそこで作業しな

いといけないことが多いんです。これから学校はコンピューターが１人１台ぐらいの感じ

になっていくんですか。 

◎酒井教育政策課長 国のほうでは３クラスに１クラス分のパソコンないしタブレットを

児童生徒に配布するようにというガイドラインが示されております。 

◎大野委員 教職員はどんな感じですか。 

◎酒井教育政策課長 教職員につきましては、そういったパソコンを１人１台持ってほし

いということはお願いをしておりまして、多くの市町村が大体今配置をされているという

ふうに伺っております。 

◎大野委員 現場では結構時間をとられるので、そこら辺は気をつけていただいて、情報

化に頼り過ぎると、そこで時間をとられて、本来の業務がなかなかできにくいというとこ

ろも出てきますので、できるだけ電算にたけた方を養成していくことを今後お願いしてお

きたいと思います。 

◎浜田（英）委員長 関連ですけれども、小学生でもスマートフォンを自由に使えるよう

な子供も随分いるので、デバイスがモバイルのタブレット型にどんどん今変わっていって

いると思うんですが、県内でも今３クラスに１クラス分ぐらいという答弁がございました

が、高知県内のタブレット端末等の普及状況はどんなぐあいですか。 

◎酒井教育政策課長 タブレット端末につきましては、調査をしておりませんので少しわ

かりかねるところでございます。 

◎浜田（英）委員長 恐らくタブレットに全部変わっていくような時代になっていくと思

うので、ノートパソコンからタブレットということになるけれども、国の補助は３クラス

で１クラス分ということは、３クラスで30台ぐらいですか。それぐらいしか割り当てはな

いですか。 

◎酒井教育政策課長 国からは地方交付税ということで、基準財政需要額の中に盛り込ま

れているということで御説明いただいておりまして、３クラスに１クラス分を整備するだ

けのものを各市町村に措置をしていると伺っております。 

◎伊藤教育長 県立学校で言いますと、ことし開校しました高知国際中学校は１人１台タ

ブレットを持って授業で活用しております。それから、来年度予算に向けて県立高校で言

いますと、各学校からタブレットを導入した授業に取り組みたいといった要求は上がって

きておりますので、徐々にデスクトップ型からタブレットを使った部分が拡大してくるん

だろうと思っております。 

◎浜田（英）委員長 情報教育推進費はほとんど保守管理委託料で、生徒のタブレットと
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かあるいはソフト対策の費用は余りないように思うけれども、それは別に計上されている

わけですか。 

◎酒井教育政策課長 県立の高等学校につきましては、高等学校課で計上してございます。 

◎池脇委員 県立高校も校務支援システムを早くから出発しましたので、義務教育もこれ

から整備をされていくということで、これは大阪市のやり方を参照にしながら進めるとい

うことですから、先ほど来から扱いについて先生方が今も多忙なんだけれども、さらにそ

の機械を使うことにより時間をとられて、課題が出るんじゃないかという御指摘もあった

んですけれども、そうした問題は大阪市がしっかりクリアしてますので、大阪市のやり方

を倣ってしっかりやっていけば、むしろそれが仕上がった段階では煩雑な校務が非常にス

ムーズに回り出して、本来の教員の教務に、また生徒と向き合う時間もとれるということ

も実証されていますから、手落ちのないようにしっかり進めていくことが大事じゃないか

なと思います。ぜひそれはやっていただいたほうが、現場は一時期とまどう状況はあるで

しょうけれども、それも織り込み済みですから。それほど心配をする必要はないと思うん

です。 

一方、子供の教育の現場でタブレット化が進んでいくわけですけれども、これも情報化

時代の中で生き抜いていくためには、このような機器を通して情報を得ていくということ

は非常に大事であろうかと思いますので、ただ一方で、スマートフォン等で問題になって

いるゲーム依存症とか携帯依存症というところに落ち込まないような、適正な機器の使い

方もしっかり教えていくということが非常に重要だと思いますので、手落ちがないように、

ぜひ利活用については一方でそういう危険性をはらんでるということを踏まえた上での活

用が大事じゃないかなと思いますので、対応をしていただきたいなと思います。 

いずれにしましても、新学習指導要領もいよいよ始まりますので、それを受けて探求型、

考える力をつけていく、自分である意味自立して学習をしていくことができる能力を培っ

ていく教育を推し進めるということは、今までの教育とある意味、180度授業の形態が変わ

ってくるわけで、しかし現場の教員は世代間がかなり幅広くあるので、ベテランの先生ほ

どそういう授業になじめないという部分もあろうかと思うんです。特に高等学校において

は、なかなかそういう授業の展開ができる先生は少ないんじゃないかなと思います。小学

校は意外とスムーズに進むだろうけれども、中学校がちょっとどうかなと。高等学校にな

ったら非常に難しい先生がたくさんいらっしゃるという状況があると思うんです。だから

そういう意味での現場での先生方の意識をしっかり変えていただくということがこの２年

の間に非常に大事になってくると思いますので、現場の声をよく聞いて対応をしていただ

きたいということを要請しておきます。 

◎土居委員 委託料調べで、教育センター費、清掃等委託料540万円の清掃部分に絞った金

額と契約方法は。 



 

- 7 - 

 

◎酒井教育政策課長 清掃委託料につきましては229万8,000円となってございます。契約

方法は４月から６月分につきましては、指名競争入札を行ったんですが、予定価格の中で

落札者がおられなかったため随意契約を行ったということでございます。 

◎土居委員 何者指名ですか。 

◎酒井教育政策課長 ６者でございます。 

◎土居委員 皆さん予定価格より上だったと。 

◎酒井教育政策課長 上と下と両方です。 

◎土居委員 委託先はどちらになっているんでしょうか。 

◎酒井教育政策課長 太平ビルサービス株式会社です。 

◎金岡委員 同じく契約について、教育ネットシステム運用保守等委託料で、仮想化技術

を用いた教育ネットシステムで次期構築完了までの期間の運用保守ということで、株式会

社ＳＴＮｅｔと平成29年度、平成30年度の随意契約、平成29年度が272万1,600円、10分の

１となっていますが、平成29年度の３月から12月という契約でしょうか。 

◎酒井教育政策課長 御指摘のとおりです。 

◎金岡委員 それからもう一点、鳴門教育大学の大学院とか高知大学の大学院、あるいは

県外の人事交流を随分やられておりますけれども、その成果はどのように反映されている

のか教えていただきたい。 

◎酒井教育政策課長 これらの教員につきましては、帰任後に事務局の職員ないし各学校

に戻って各学校現場の授業改善に努めていただいているところで、中核となる位置に配置

をしているというところであります。 

◎金岡委員 それはよくわかるんですが、何か目立ったところ、ここがこういうふうに変

わったということはございますか。 

◎酒井教育政策課長 各大学院には本県が今持つ教育課題に対してそれぞれ対応するよう

な教員を派遣してございます。例えば、アクティブラーニングと呼ばれるようなものにつ

きましては鳴門教育大学に派遣をして、現場のほうに広めていただいているというような

こと、また心の生徒指導問題に対しては臨床心理士資格であるとか臨床心理士の専門知識

を学ぶために派遣をし、心の教育センターでありますとか、各学校で広めていただいてい

るということをやってございます。 

◎金岡委員 よい試みだと思うんですけれども、できれば目に見えた、成果が上がるよう

にということでお願いをいたしたいと思います。 

◎浜田（英）委員長 質疑を終わります。 

以上で、教育政策課を終わります。 

〈教職員・福利課〉 

◎浜田（英）委員長 次に、教職員・福利課について行います。 
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（執行部の説明） 

◎浜田（英）委員長 質疑を行います。 

◎浜田（豪）委員 福利厚生事業費の定期健康診断等委託料は不用額が結構大きいと思う

んですけれど、これはなぜなのでしょうか。 

◎坂田教職員・福利課長 人数の関係だと思うんですけれども、受診率としましてはほぼ

99．何％という状態になっておりまして、実質受けてないということではございません。 

◎金岡委員 教員の業務についていろいろ議論がされてるわけですが、教員業務改善研究

委託業務でこれだけの不用額が出ておるということは、それほど研究することはないんで

すか。 

◎坂田教職員・福利課長 これは、先ほどから話しておりました働き方改革を進めるため

の文部科学省からの業務改善加速事業でございまして、平成29年６月に補正予算で認めて

いただいたものでございます。主な中身としましては、スクールサポートスタッフを高知

市のモデル中学校３校に配置しまして、８月から３月まで置いたということでございます

けども、そのほかに、高知市の学校の業務改善を進めるための検討委員会をつくっていた

だきまして、初年度ということでいろいろ案を練りながらやっていたんですけれども、少

し市の事業の執行残ということになります。 

◎金岡委員 いろいろ問題として上がっているわけですから、この際十二分に使って研究

していただくというふうにやっていただかなければならないと思いますので、よろしくお

願いします。 

◎大野委員 四万十地区中沢口宿舎は何軒ぐらい入る施設なんですか。 

◎坂田教職員・福利課長 場所は四万十市の古津賀になりまして、中村特別支援学校と幡

多農業高等学校の近くになります。もともと古い住宅があったんですけども、それを取り

壊し新築したということでして、12戸入るということでございます。 

◎塚地委員 本会議で教育長から、今年度の年度当初に本来配置すべき人を何とか５月い

っぱいでちゃんと探して埋めることできましたという御答弁をいただいたんですけれど、

今でも現場では結構先生がいない状態も県内で幾つか私どものところにも聞こえておりま

すが、そういう現状をどう打開するかというのが、教育委員会の最大の使命だと私は思っ

て、やはり先生を配置するという基本中の基本なので、そこにどう、さらなる具体的改善

を進めていっていただかないと、先生方は休もうにも休めないという状態があるのと、先

生がいないことによってほかの教科の先生がそこへつくとか教頭先生とか校長先生がそこ

に入るとか、一方で多忙化解消といいつつ、先生がいないことで多忙化になるという悪循

環みたいなことになっていて、先生を配置するということの努力を一層進めていただきた

いというのが一番なんですけれど。すごく単純に考えると、４月１日の時点でいなくて、

一月かけたら何とか見つけてくださったという状態をもう一つ前に持ってこれないかと。
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他県ではやっていると思うんですけれど、来年度の教職員の配置状況を早めに決めて、早

めに臨時の先生方を一生懸命探して配置するということをやっていて、少なくとも年度当

初には100％配置してスタートするという努力をされている県もあって、ちょっとそのあた

り他県の状況なども踏まえて、努力方向を出していただきたいと思うんですけれど。 

◎坂田教職員・福利課長 今年度、未配置の学校があるということで本当に申しわけない

ことだと思っております。教員採用については、あの手この手でいろいろやっておりまし

て、御承知のとおり関西会場のほうで日程も確保、全国一早い日程の中で実施もしており

ますし、それと再任用教員の確保、それと臨時教員についても、採用審査が９月末で一定

落ち着きますので、残念ながら合格にならなかった方も含め、臨時教員の確保はできるだ

け早くやっていこうということで進めております。いろいろほかにも手法はあると思いま

すので、教員免許が一旦期限が切れた方を再度国の中でも教員不足を解消するために新た

な手法として検討されておるというふうにお聞きしていますので、とにかくほかの県も含

めてあらゆる手法を使って確保に努めていきたいと思っております。 

◎塚地委員 今回、受験された方の中でも臨時教員をずっと続けておいでて、一次試験に

通らなかったという方々も結構いて、数字を見ると教員の志望の方がいないわけじゃない

んですよね。教育現場で臨時教員として働いてもらう、だからそこは一つはそういう方々

の労働条件の改善ということもあろうかと思いますけど、とにかく配置ができる状態、少

なくとも年度スタートには100％配置できるということをしっかり検討していただきたい

ということがあるので、他県の事例も参考に努力をしていただきたいと思います。 

◎池脇委員 四国の４県で初年度の教員の報酬ですけれども、これは格差があるんですか。 

◎坂田教職員・福利課長 それぞれの県によって給与条例の中で決めております。若干、

本県の場合初任給の額として少ないのではないかという状況でございます。一律というこ

とではございません。 

◎池脇委員 今、四国の４県の中でどれぐらい初任給の違いがありますか。具体的にわか

りますか。 

◎坂田教職員・福利課長 今、資料を持っておりませんけれども、恐らく月額で数千円ぐ

らいではないかと。 

◎池脇委員 私の知人の子供が愛媛県と高知県の両方通ったんです。高知県出身です。と

ころが、彼女が選んだのは愛媛県だったんです。待遇の違いがあるのか。特に相談を受け

たのが、任地の発表です。県外に住まれてたので引っ越さないといけない。そのまま任地

に引っ越すということで、特に３月末は運送会社がなかなか予約もとれない状況があるの

で、早く任地先がわかれば引っ越しの準備ができる。ところが高知県は３月20日ですよね。

愛媛県も聞いてみたら３月20日なんです。だから、特に採用については、県外からも優秀

な先生に来ていただこうというふうにしているのであれば、東京におられる合格した人は
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任地先を早く知らせると引っ越しが早くできる。こういうことも採用したときにキャンセ

ルが少なくなる一つの要因かなと感じたんですけれども、こういうことについての発表、

県外の受験者で合格した人だけでも早く任地先を教えてあげるという対応は考えられるの

かどうか。 

◎坂田教職員・福利課長 関西会場を設けたことで随分高知県外の出身の方もふえてまい

りました。高知県は横に広くございますので、そういった方からすると、やはり最初の任

地がどこかということはものすごく気になることだと。今年４月に採用した方は事前説明

会をやったんですけれども、最初の任地がどこなのか不安であるという意見もお聞きして

おります。人事の配置ですので、ここは小中学校課と協議しながらということになるんで

すけれども、できるだけそういったことも、なかなかどこの学校ということは難しいかも

しれませんけども、少し考えていかなければいけない時期に来ているのではないかなと思

っております。 

◎浜田（英）委員長 質疑を終わります。 

以上で、教職員・福利課を終わります。 

〈学校安全対策課〉 

◎浜田（英）委員長 次に、学校安全対策課について行います。 

（執行部の説明） 

◎浜田（英）委員長 質疑を行います。 

◎浜田（豪）委員 実践的防災教育推進事業委託料の中で拠点校という説明がありました

けれど、この、実践的防災教育の拠点校でどのようなことをされておられるのか。 

◎中平学校安全対策課長 平成29年度は実践的防災教育推進事業で県立の高等学校を含め

まして８校をモデル校に指定しております。高知県安全教育プログラムの震災編の中で防

災教育のことについて記述があるんですけれど、それについて、より実践的、先進的な教

育方法について、このモデル校を中心に研究事業を行っているという内容になります。こ

れは市町村に対しての委託になるんですけれども、拠点校の取り組みを中心に同一の市町

村内でも、そういった先進的な防災教育を広めていくということをお願いするという目的

で各市町村に委託をして事業を行っております。 

◎浜田（豪）委員 せっかく拠点校でやっておるので、まずはその市町村内、そして全体

的にも普及していただくように、これから特に災害については大事だと思うので、よろし

くお願いします。 

◎大野委員 ブロック塀の改修なんですけれども、市町村の小学校、中学校は財源的に何

か、やはり単独でやるんですか。 

◎中平学校安全対策課長 国の一次補正で空調施設とブロック塀については、臨時の特例

交付金を予算化するというふうになっております。先日、文部科学省の説明会もありまし



 

- 11 - 

 

たので出席していたんですけれども、国の補正予算は、空調施設については800億円ぐらい、

ブロック塀については230億円ぐらい組まれる予定になっております。その中で、今回通常

の補助金ではなくて、特例の交付金になるんですけれども、国の補助率が３分の１、それ

に加えて補助裏の財源につきましても、国が補正予算債で100％充当、それに対して60％交

付税措置がされるということで、実質的に補助のスキームでいきますと、市町村の負担が

26％前後になるという形で今回補助制度が組まれるということで、これについては、本来

は今後、来年度から数年かけて事業を実施する市町村が多いと思うんですけれども、でき

るだけ今回の補正に手を挙げて事業執行してくださいというところで、市町村に働きかけ

をしているところです。 

◎上田（周）副委員長 ブロック塀の工事について、項目によって随意契約と指名競争入

札がありますが、このあたりの考え方は。 

◎中平学校安全対策課長 主に地方自治法の関係にのっとって、随意契約について工事で

あれば250万円未満とか一定の規則があります。それ以外については、県の土木部の基準に

のっとって、教育委員会も実施をしておりますので、金額が大きいものについては一般競

争入札になりますし、一定の金額以下であれば指名競争入札という形で、高知県の土木部

の決まりに沿った形で教育委員会も執行しているということです。 

◎上田（周）副委員長 例えば嶺北高等学校のブロック塀等改修工事測量設計積算委託業

務と伊野商業高等学校のブロック塀等改修工事設計委託業務とは、どんなに違うんですか。

伊野商業高等学校は指名競争入札、嶺北高等学校は随意契約になっていますが、そこらあ

たりさび分けとか、教育委員会としての考え方があろうかと思いますけれど。 

◎中平学校安全対策課長 嶺北高等学校の測量設計につきましては、工事の内容が土木工

事になってまいります。その関係もございまして、知事部局の土木部内であれば、土木の

技術者がおりますので設計等をするんですけれども、教育委員会につきましては土木の職

員おりませんので、ここについては、高知県建設技術公社に委託をしてやっておるという

状況でございます。 

◎金岡委員 教育の森造成事業費補助金の内容は。 

◎中平学校安全対策課長 教育の森につきましては、昭和43年に明治100周年の記念事業と

いう形で始まった事業なんですけれども、生徒の愛郷心の育成とか教育の森で木を育てる

ことで、将来、木を伐採したときに入ってくる収益を使って学校の施設整備を進めようと

いうことで始まった事業でございます。当時事業を始めるときに事業の資金につきまして

は、旧の農林業公社から借り入れております。それを今、高知県森林整備公社になってま

すけれども、そこが事業を全部請け負ってやる形になっておりますので、最初に借り入れ

た資金について償還をしていくために、そこの部分を県が毎年補助金の形で、森林整備公

社に出しているという内容でございます。 
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◎金岡委員 それからもう一点。先ほどの契約についてですが、それぞれの事情があると

は思いますけれども、例えば、高知農業高校ブロック塀等改修工事設計委託業務で79万

7,040円の指名競争入札があったり、その上では城山高等学校の62万6,400円は随意契約と

いうふうに、少額の契約でもこのような差が出てきているんですが、これはどのような理

由ですか。高知農業高等学校と城山高等学校はほぼ同じようなことだと思うんですが。も

ちろん100万円に満たない金額なんですが、それが随意契約、一方で指名競争入札となって

いるわけですが、この差というのはどういうところですか。 

◎中平学校安全対策課長 100万円未満であれば随意契約ができるんですけれども、高知農

業高等学校につきましては、元の設計金額は100万円を超えていたというところで、指名競

争入札をやったけれども、入札の結果、100万円を切ったというところ、見た目は違いが出

ているというところです。 

◎金岡委員 100万円以上は指名競争入札というのが基本であるというところで、わかりま

した。 

◎土居委員 上田（周）副委員長の質疑に対するお答えがちょっとわからなかったんです

けれど、ここに出ているのは工事の測量設計委託ですよね。高知県建設技術公社と随意契

約をする理由、民間で入札にしているところもあれば、当然金額によって随意契約してい

るところもあるんですけれど、なぜ100万円を超えるところを高知県建設技術公社に随意契

約をしているのか。 

◎中平学校安全対策課長 随意契約の理由としましては、高知県と同一の土木積算システ

ムを保有しているのが高知県建設技術公社しかないということで、それ以外のところには

発注できないということです。 

◎土居委員 他のところは違うということですか。例えば、この４ページで安芸高校他１

校ブロック塀等改修工事設計委託業務は高知県と同一の積算によらないということですか。 

◎中平学校安全対策課長 同じブロック塀の改修工事も建築系の工事と土木系の工事に分

かれておりまして、通常は建築系の工事がほとんどなんですけども、一部、例えば擁壁部

からずっと建ち上げてブロック塀を築かなければいけないようなものについては、分類と

しては土木工事になってきます。そちらの土木工事になってくると建築のほうでは設計は

できないので、先ほど言いました高知県建設技術公社に設計をお願いしなければならない

という内容になります。 

◎土居委員 普通、土木の設計委託も民間にしますよね。土木工事の設計委託業務は別に

教育委員会にかかわらずいろいろあるんですけれど、民間に出して入札にしている例なん

か普通にあるんですけれど。 

◎中平学校安全対策課長 高知県建設技術公社に委託している内容については、中の積算

までが入った形の設計書をつくっていただいてるというところで、入札にかけるための設
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計書までを高知県建設技術公社につくっていただいているということで、普通民間に投げ

ているものよりも、積算金額が入ったものまでを委託しているというところになります。 

◎土居委員 この後、その積算に基づいて委託するということじゃなくて、ここでもう完

結しているということですか。 

◎中平学校安全対策課長 高知県建設技術公社に頼んだ分についてはここで完結をすると

いう形になります。これで入札にかけることができるという分の設計書になります。 

◎塚地委員 地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業費補助金というのは、具体的にどの

ようなことをやっているのか。 

◎中平学校安全対策課長 これについては、市町村に委託する事業になっておりまして、

地域の見守り活動の観点になります。スクールガードリーダーということで警察官のＯＢ

等に委嘱しており、県内21市町村で40名ほどのスクールガードリーダーがいるんですけれ

ども、この活動に係る経費、市町村では報償費になりますけれども、市町村に対する補助

金という形でやっている内容の事業です。 

◎塚地委員 これとはまた別の話で、県立学校も体育館が避難所指定にされるじゃないで

すか。豪雨災害のときに結構早目に避難準備情報が出されて、県立学校の近くの方々が遠

くじゃなくて県立学校に避難したいという声もあって、地域の自主防災組織の方からその

ためにはどういう手続が必要で、県立学校として受け入れ態勢ができるのかということと、

早めに出なさいということになるので、お茶室とか学校内に結構和室があって、高齢者の

方にとってはエアコンもついているし、快適な状態で早めに避難していただけるという点

でいうと、すごい大事な施設なので活用させてもらえないかという声もあるんですけれど、

それはお問い合わせがきているのではないですか。 

◎中平学校安全対策課長 当課にもそういった情報が入ってきております。実際、避難所

につきましては、市町村からの避難所指定の依頼があって、それに対して県が承認して指

定されているんですけれども、豪雨があったときに避難所を開設したいということであれ

ば、市町村から学校長に相談があれば避難所を開設するしないの判断ができると思います。

それから、高齢者に対して和室を提供できないかというところにつきましては、最初に避

難所を指定するのが体育館なのか普通教室なのか、部屋割りまで全部指定が決まっており

ます。ただ、指定をされていなくても、一時的に和室を活用させてほしいということであ

れば、学校長に相談をしていただいたら、学校長のほうで判断をしていただけると考えて

おります。 

◎浜田（英）委員長 金岡委員から教育の森の質問が出ましたけれども、議員全員が林業

活性化議員連盟という組織へ加入して、これには全林野労働組合も一緒に加わっていまし

て、中央執行本部から50万円の賛助金をいただいています。この間、四国森林管理局の皆

さん方が私に来年度予算について森林整備の陳情がまいりまして、平成30年度はかなりの
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教育の森の契約が満期を迎えるわけで18団地ぐらいあったかと思いますが、これができる

だけ高く売れるように願っています、ぜひともこれをよろしくお願いしますということで、

どんな状況なんでしょうねということで、書記長が現場を何カ所か見ていただいたらしい

です。それはもう我々林業のプロから木を育てるという観点からすれば、とてもでないけ

ど整備ができていないと、極めて悪い。森林整備公社にもっときれいに整備をするように

言ってくれとお願いがきました。18団地がどのような契約になって、どう木を売り払うの

かわからないけれども、余り高額で売れるようなことは期待できないのではないかなと思

ったんですけれど、頑張っていただきたい。課長を含めて、山を見てみましたか。 

◎中平学校安全対策課長 最近は現地は行ったことはないです。 

◎浜田（英）委員長 国有林の労働組合のプロの目で見ると森林整備公社の施業はもう少

しらしいことをやってほしいという要望がありました。お金は毎年6,000万円ぐらい突っ込

んでいますけれど、これも償還に要りますので、無理なところもあるかもわかりませんが、

できるだけ高く売れることを願っております。 

これで、質疑を終わります。 

以上で、学校安全対策課を終わります。 

ここで、昼食のため休憩とします。再開は午後１時とします。 

 

（昼食のため休憩 11時47分～12時58分） 

 

◎上田（周）副委員長 休憩前に引き続き、委員会を再開します。 

委員長から所用のため少しおくれる旨の申し出がありましたので、副委員長の私が委員

長の職務を行うこととします。 

〈幼保支援課〉 

◎上田（周）副委員長 それでは、幼保支援課について行います。 

（執行部の説明） 

◎上田（周）副委員長 質疑を行います。 

◎土居委員 特別支援保育教育推進事業費補助金についてですけれど、資料③の予算は２

月補正後の予算額が載っているんですけれど、補助金調べによりますと当初予算と比較し

たら、三つ事業がある中で特別支援加配保育士等雇用事業以外は、いま一つ使い切れてな

いように思うんですけれど、この点、どのような状況でしょうか。 

◎山岡幼保支援課長 特別支援保育の中には専門性の教養をつけていただくために保育士

を一年間高知大学へ派遣する事業を実施しておりますが、平成29年度は市町村と調整して

いく中でどうしても派遣ができないということで辞退の申し出があったため、その部分に

ついて当初予算から補正で減額をしている部分が大きな要素になっております。 
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◎土居委員 派遣ができない要因等は分析をされて、今後の改善に生かしていけるような

状況なんでしょうか。 

◎山岡幼保支援課長 主な原因は、今全国的にも言われております保育士不足というとこ

ろが大きな起因になってきます。そうした中でも、特別支援教育、家庭支援も含めいろん

なところを保育士の皆さんには学んでいただきたいし、実施していきたいと思っておりま

すが、何分一年間の派遣という長期ではなかなか今の現状においては難しいかと考えてお

りまして、センター研修や園内研修支援であるとかそういったところの中で一定補ってい

ければと考えております。 

◎土居委員 保育士に求められる技能もいろいろ多様になってくる中で、保育士そのもの

が不足しているということですけれど、保育士人材確保事業でコーディネーターによって

33名のマッチングに成功したということですが、今の保育現場において保育士の充足率は

どのようなぐあいですか。 

◎山岡幼保支援課長 充足率につきましては、定数については十分満たしておるという状

況にはなっております。ただ、先ほど言ったように特別支援の加配対応であるとか家庭支

援であるとか、そういった加配保育士と呼ばれる方の配置がなかなか厳しい状況も見受け

られることと、どうしても途中入所の方への対応の厳しさが出てきておる状況です。 

◎土居委員 そのような課題を踏まえて頑張っておられると思うんですけれど、33名のマ

ッチングということで、これは新規卒業者等、潜在保育士を含めた数と考えていいんでし

ょうか。新たな保育需要に柔軟に対応していくためにも潜在保育士の掘り起こしというこ

とは大変重要だと思うんですけれど、この33名のうち潜在的保育士は何名なんでしょうか。 

◎山岡幼保支援課長 登録いただいたときに無職かどうかということは把握しておるんで

すが、マッチングした方が無職かどうかというところまでは抽出しておりません。 

◎土居委員 県のこれまでの保育政策の中で潜在的保育士をしっかり掘り起こしていこう

というところは大きな取り組みの一つだと思うんですけれど、ぜひその辺も成果を上げて、

頑張っていただきたいと思います。 

◎塚地委員 保育士不足ということで、全国的にさまざまな取り組みをしていると思うん

ですけれど、市町村段階で保育士を採用するために住居手当をふやすとか、独自に上乗せ

的な処遇をしている自治体はわからないですか。 

◎山岡幼保支援課長 毎年市町村を訪問して市町村独自の補助制度があるか確認等もして

おるんですが、委員が言われたような形の補助制度を実施しておる市町村というのはお聞

きはしておりません。ただ、採用に当たって臨時保育士の給与の面で多少工夫しておると

いったような話はお伺いしております。 

◎塚地委員 多分あるのではないかと思うんです。臨時保育士の部分も含めると、例えば

香美市、香南市で具体的にやっていると認識しているんですが。 
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◎山岡幼保支援課長 香美市、香南市、南国市は臨時保育士に対する給与という部分につ

いては他よりも若干高くなってきておりますし、そういった給与面の処遇部分の改善は一

定やられておる、そのような部分での改善を各市町村、年々の見直しという形の中でやら

れておるというのはお聞きしております。 

◎塚地委員 市町村ごとにやると、どちらかつり上げてまたどちらかがつり上げてという

ことで、保育士の奪い合いになっているということが現状としてあるので、そこは基本ベ

ースをどう引き上げていくかというところでの努力が、国の保育単価のことになってこよ

うと思うんですけれど、保育士の処遇改善を相当力強く押し出さないと、今の人材不足は

なかなか解決していかないのではないかと思うので、ぜひそこは、例えばマッチング事業

もされているんですけれど、そこでアンケートをとって、何でやめたかとかいうことを多

分聞いていらっしゃると思うんです。そのあたりをきちんと整理した上で、国に対する要

望をしっかりしていただきたいと思っているんですけれど。 

◎山岡幼保支援課長 保育士の給与の処遇改善につきましては、全国的に給与単価が低い

ということもありまして、全国知事会とともに処遇の改善については要望しており、来年

度につきましても何％か改善していくという形の取り組みをしているところもあります。

ただ、本県独自の状況で言いますと、平成26年度に潜在保育士に対するアンケート調査を

実施しておるんですが、やはり結婚退職とか子育てのためとか、いろいろ要望はあるんで

すけれど、その中に処遇の部分も上がってはきております。ただ、一方で労働環境の部分

についてのニーズも非常に高い、全国よりも高知県の場合は高いという結果も出ておりま

すので、そういうところも踏まえながら検討していきたいと考えております。 

◎大野委員 関連で、現場でも話出ていると思うんですけれども、保育士も学校の先生と

同じように最近報告物がふえてきていて、通常の業務を終えてから作成したりする、結構

手間が現場であるようです。現場で手書きの分が多かったり、パソコンもない状況で大変

という声を聞きます。持ち帰ったりして仕事される方も多いみたいです。コンピューター

化も必要かもしれないし、システム的なものも導入していかないといけないかもしれない。

ぜひ、現場の声も聞いていただきたい。 

◎山岡幼保支援課長 パソコンの導入といった部分については、ただ単純に同じ物を転記

して書いてしまうような業務があるのであれば、非常に有効ではないかということで話も

しておりますし、パソコンの導入についての補助金も国のメニューの中にあるといった状

況の中で推進はしているんですが、なかなか思うように進んでいないというのが今の状況

です。一定導入を進めているところもございますので、そこは、利点があるように進めて

いきたいと思っております。 

◎大野委員 現場に人的な余裕があるところは、そういうところの声も上がったり、研修

も受けたりしているみたいですけれど、いっぱいいっぱいでやっているところが見る中で
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は多い感じがするんです。補助金とかそういうところまで手が回ってないような状況もあ

るのではないかと思うんです。園長先生が事務なんかもやりながらというところが多いん

ですよね。ちょっと手が足りてないような気もしますので、指導をお願いします。 

◎池脇委員 世の中の働き方の改革が進むと、今まで以上に子育てが大変になってくるわ

けですけれども、そういう動向を見据えて、認定こども園という新しい幼児保育の仕組み

をつくってきているわけですが、保育士と幼児教員、二つの免許が存在するんですけれど

も、認定こども園をつくることによって免許の一元化が進んでいってるわけです。大学、

養成機関のほうも卒業するときにはそういう両方の免許が取れるような形も制度化されて

きて持っている方もいらっしゃるんですが、県の現状はどうなのかということと、認定こ

ども園をこれからまだふやしていくのかどうか、そのあたりも踏まえてお聞かせ願いたい。 

◎山岡幼保支援課長 今保育士教諭と呼ばれる両方の免許を持っておる人の数というとこ

ろまでは正確に押さえておりません。ただ、保育士免許だけで言いますと、今約１万1,000

人余り本県で登録をしている方がいらっしゃいます。ただこれは平成15年度からスタート

した制度で、一定御高齢の方もそのままで残っておられるといった状況でございますし、

他県で就職された方で本県で登録している方もおりますので、あながちそれが全部高知県

にいる方というふうにはとれないんですけど。今わかっている中で言うとそういう状態で

す。 

一方、認定こども園への移行についてというところの話なんですが、平成29年度に幼稚

園から２園が移行して認定こども園になったという状況でございますけれど、認定こども

園制度については、それぞれの保育と教育を一体的にできるというよさがあって、そこに

ついては一定推奨はしていきたいと考えておりますが、一方で、幼稚園として幼児教育を

大事にしていこうという園の状態もございます。そのような各園の方針、考え方を尊重も

しながらよりよい方向に、県としてはどの形であっても、保育所であっても幼稚園であっ

ても認定こども園であっても、同じ教育保育が受けれるようにというスタンスでこれから

も取り組んでいきたいというふうに考えております。 

◎池脇委員 私立幼稚園も認定を受ける幼稚園もあれば、独自の幼稚園経営をするという

ことで分かれていると思うんですけれども、その中で、県のほうでも研修を進めておられ

ますが、その状況はどうなんですか。 

◎山岡幼保支援課長 センターでやっている研修はそれほど伸びてはいないと思うんです

が、もう一つ今、現場で苦労されておるのがキャリアアップ研修と呼ばれるものだと私た

ちも認識はしておるんですけど、これについては処遇改善加算の一つの条件メニューに設

定されておりまして、スタートしたときにいろいろそれをいきなり言われても難しいとい

うところもあって、一定３年間なりの猶予を持って計画的に受けてくださいという形で全

国的に進められております。本県においても一定センターの既存研修との融合を図りまし
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て、なるべく現場に負担のかからないような形で実施をしたいということで取り組んでお

ります。３年間の計画書を出していただいて計画的に受講していただくように、計画に基

づいて実施しておるところでございます。 

◎池脇委員 教員は、免許の更新制度が取り入れられたんですけれども、幼稚園の教諭と

保育士は免許の更新は今はないのではないかと思うんですが、それぞれ文部科学省と厚生

労働省で違うんですけれども、将来的に保育士と教員の両方の資格をとれるように進めて

きて、一方で質の高い幼児教育ができるように、先ほどおっしゃられたようなスキルアッ

プの研修も行われていくわけですけど、幼児教育あるいは幼児保育については、今後の免

許制度の更新とか何かそういうような流れ、動きはあるんでしょうか。 

◎山岡幼保支援課長 お話にも出てきておりましたように養成校そのものの課程の見直し

といったものは国のほうで進められて実施されておるんですけれど、免許の更新制の話に

ついては、まだこちらに情報は入ってきていない状況でございます。ただ、我々としまし

ては、保育者の育成指標というものもつくりまして一定キャリアに応じた形、いわゆる立

場立場に応じた責務を果たしていけるような育成というものを心がけていくべきじゃない

かなというふうに考えておりますので、そういったものに基づいて各保育士たちがスキル

アップをできるように、研修の支援はしていきたいと考えております。 

◎明神委員 スクールソーシャルワーカー活用事業委託料ですけれども、室戸市ほか15市

町村１学校組合において、円滑な小学校への接続状況について教えてもらいたいです。円

滑に学校へ接続されているのかどうか。 

◎山岡幼保支援課長 平成28年度からスタートした事業で学校等に配置しておりますスク

ールソーシャルワーカーの方に就学前のほうにも入っていただくことによって、入学前の

子供たちの状態、家庭の状態、そういったものを円滑に学校につなげていってほしいとい

うところで実施しておる事業でございます。平成28年度から実施というところもあって、

導入の経過にも市町村によってさまざまな状態がございます。ただ、早めに入ったところ

等につきましては、特別支援コーディネーターと連携したような情報の交流、それを持ち

帰って学校へつないでいく取り組みであるとか、新たなところでは兄弟児、学校に入って

いる子供のかかわりの中を通じて就学前の子供とかかわりをつないでいってもらうといっ

た形で、徐々にではありますがそういう広がりを持っていただいておるという状況で、そ

この仕組みが確立してくれば、情報の円滑な引き継ぎというところまで持っていけるので

はないかと考えております。 

◎明神委員 主に家庭への配慮が必要な５歳児対象ということで、この対象のソーシャル

ワーカーが入った委託を受けた中で、対象となる５歳児の方が円滑に学校へ接続していけ

るようになっていますか。その実績について教えていただきたい。 

◎山岡幼保支援課長 具体事例のところまでまだ把握しきっていないんですけれど、一定
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そういう情報のつなぎを持って学校と連携して取り組んでおるということはお聞きしてお

るんですが、それがどのような効果までというところは分析していないのが現状です。 

◎金岡委員 保幼小の連携で、連携プラン策定委託料350万円を計上して決算191万円余り。

もう一つ、保幼小連携推進事業費補助金が予算175万円で決算は36万6,000円ということで

すが、これで当初の目的は十二分に成果は上がっているということですか。 

◎山岡幼保支援課長 まず委託料の関係でございます。こちらのほうにつきましては、オ

ール国費の委託事業で実施しておるものでございまして、当初の予算編成をする段階で、

国との協議がまだ整っていなかったという現実がございます。金額に差ができた理由とし

ましては、当初の我々の目的としたら、プランをつくり上げるワーキング、そこのコーデ

ィネートから始まって冊子の作成までを一連で委託したいと当初考えていたのですが、そ

このコーディネートの部分については国からだめですということが返ってきましたもので

すから、実際にそこで消費したものについては印刷冊子代の部分になります。委託のかわ

りに委員を呼んでくるものであるとか、そこの会議のための資料であるというのは直営の

中で実施をして、予算計画を国と調整をして実施をしたというところで、当初予算とのず

れが出てきておるといったところでございます。 

一方、保幼小接続のプランという部分については平成25年度から実施しておる補助金で、

何市町村かに実施をしてもらっておるものですけど、市町村が先進地を視察したり、会議

を開いたり冊子をつくったりという費用の中でやっておるものですから、どうしても市町

村によっては自分たちでやってしまいましたとか、別の用務とあわせてやってしまいまし

たというものもありまして、実績額が下がってきておるといったところもあって、不用額

が出ておるといったところでございます。ただ、保幼小接続のプランに関しましては、県

としてのプランを作成しまして、昨年度説明会を実施して、各幼稚園保育所小学校それぞ

れでカリキュラムをつくっていただくように指導しております。モデル校の普及というと

ころ、先進事例も活用しながら、全体的に普及する取り組みというのを今進めております

ので、そうした中でも先進的に取り組んでもらった市町村というのは、そこにおける課題

であるとか成果であるとかいうものをことしのシンポジウムでも発表していただきました

し、そういうところで一定貢献していただいたというふうに考えております。 

◎金岡委員 そういうふうに取り組まれておるんですが、成果は十分に出ておると考えて

おられるんですか。 

◎山岡幼保支援課長 保幼小の接続という部分に関して言えば、プランそのものについて

は形はできておりますので成果は上がっていると思います。ただ、そこにいかに魂を入れ

ていくのかというのは今後の重要な課題でありますので、その中で一定成果というものを

図っていくべきではないかと考えております。 

◎浜田（英）委員長 質疑を終わります。 
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以上で、幼保支援課を終わります。 

〈小中学校課〉 

◎浜田（英）委員長 次に、小中学校課について行います。 

（執行部の説明） 

◎浜田（英）委員長 質疑を行います。 

◎浜田（豪）委員 放課後等学習支援事業費補助金は不用額が非常に高い、2,222万8,000

円となって、補助事業費が見込みを下回ったためということですけれども、もう少し詳し

く。 

◎黒瀬小中学校課長 御指摘のありました補助金につきまして、交付決定額に基づきまし

て、２月補正時に2,078万7,000円の減額を行っております。しかしながら、市町村もその

後に配置できるだろうと見込まれていた学習支援員の配置人数または配置期間、こういう

ものが十分に配置できなかったというところで不用になったというところでございます。 

◎浜田（豪）委員 これ先ほどの教育政策課のところでどんどん成果を上げていたという

ふうに出て、取り上げられておりましたけど、そこのところと、この減っている感じと何

かちょっとどうなのかなと思うんですけれど、そこはどうなんでしょうか。 

◎黒瀬小中学校課長 これは文部科学省の補助金を活用したものでございます。先ほどの

教育政策課のほうもアクションプランという形で、県独自の補助政策によって配置ができ

るような形を使っております。どちらを使うかということは、市町村が選んだ中で小中学

校課のほうを活用した形で人員配置しようと思っていた市町村が十分になかなか人が見つ

けられなかったというようなところでございます。 

◎浜田（豪）委員 やはり効果的であるというか、結果、どちらにしても非常に有効な手

段として実績も出ているし、今後もやっていきたいということでよろしいでしょうか。 

◎黒瀬小中学校課長 おっしゃるとおりでございます。この子供たちのいわゆるＡタイプ

とＢタイプがあるんですけれども、今非常にＢタイプがふえております。Ｂタイプという

のは授業から放課後まで入れるというタイプの補助金でございまして、こちらに手を挙げ

てくる市町村が非常に多くなりました。やはり授業のほうの個別支援、厳しい環境にある

子供たちの支援も含めてマンパワーが入ることによりまして、授業から放課後まで非常に

支援が充実してきたと成果を聞いておりますので、ぜひこれは続けて充実していきたいと

考えてございます。 

◎浜田（豪）委員 やはり共働きも多くて、そういった家庭学習が非常に困難なところも

ある中でこういう事業というのは、おっしゃるとおり非常に有効だと思いますので、この

ような不用額ができるだけないように来年度も努力していただきたいと思います。 

◎土居委員 道徳教育用教材作成委託ですけれど、「家庭用道徳教育ハンドブック 高知

の道徳」に郷土の偉人の生き方や人生観、物の見方や考え方を資料として追加していくと。
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その原稿の作成を委託しているんですけれど、原稿は委託先に丸投げしている感じなんで

しょうか。 

◎黒瀬小中学校課長 このハンドブックにつきましては、当初５者を指名して競争入札を

行いました。しかしながら、４者から辞退が出まして、残りの１者も３回連続しましたけ

れども入札に至らなかったというところで、結果的に会計事務処理要領に基づきまして、

最低価格の入札をした業者と予定価格の範囲内で随意契約を行ったというものでございま

す。 

◎土居委員 結果的に委託先が株式会社高知新聞総合印刷で、高知新聞は親会社なんです

か。民間企業のマスコミなんですけれど、ここの郷土の偉人とはどなたを言っているんで

しょうか。 

◎黒瀬小中学校課長 15名の方を偉人として掲載しておりまして、野中兼山、中浜万次郎、

武市半平太、岩崎弥太郎、中岡慎太郎、佐竹音次郎、そういう方を掲載しております。 

◎土居委員 一般的な方ですね、わかりました。ちなみにその原稿について、教育委員会

として一定のチェックはされていくわけですね。 

◎黒瀬小中学校課長 十分チェックしてます。 

◎明神委員 学習問題作成等委託の中の読み物資料集作成委託料ですけれども、平成30年

度全国学力学習状況調査の結果、平成29年度と比べて読解力が高まりましたか。 

◎黒瀬小中学校課長 年度末にようやく配布できました。平成30年度の学力調査はその後、

すぐ４月に実施されておりますので、配布されたものを活用する期間が十分得られなかっ

たというところで、そこと平成30年度の読解力との成果効果というところはまだはかれて

いないという状況でございます。 

◎塚地委員 少人数学級のことなんですけれど、全国的にも単独で学級編制をしていると

ころが相当ふえてきているように思いますけれど、全国の状況は、把握されていますか。 

◎黒瀬小中学校課長 ホームページ等には掲載されております。今、手元の資料としてご

ざいませんので、またお持ちできればと思っております。 

◎塚地委員 拝見すると県の独自努力で相当進んでいるところもあって、小学校、中学校、

義務教育段階での全体を通して少人数学級をやっているところもふえてきつつある状況と

思うんです。その少人数学級による効果ということが確認されて前進しているという状況

だと思うんですけれど、高知県は今、小学校４年生までと中学校１年生だけという状況で、

教員の皆さんの不足という状況があるのでなかなかそれを今さらに前進させるということ

は難しいかもしれないんですけど、少人数学級の成果と今後の考え方を教えてもらいたい。 

◎黒瀬小中学校課長 少人数学級にしたときの子供たちの学級での安定感とか落ちつきぐ

あい、それによります落ちついた状況の中でしっかり学習ができて学力向上につながると

いう面はどこの県でも、また国でもそういう効果があるというふうに認められているとこ
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ろでございます。本県の状況で言いますと、御承知のように一、二年生が30人、三、四年

生が35人、中学一年生が30人という、この５学年にまたがって今少人数学級編制をやらし

ていただいております。それぞれの県で学校規模とか学校数、そういうもので少人数学級

の効果成果をはかりながら、どの学年でどういうふうな少人数をしたら一番効果的かとい

うふうに考えながら、各都道府県では実施されているものと思われます。やはり東西非常

に長くて、また、中山間の学校が多い、小規模校が非常に多いという本県の状況を考えま

すと、どうしても少人数学級加配をするのは市部に偏ります。そうなりますと、今以上に

小人数学級を導入することによりまして、中山間への教員の配給、いわゆる加配の配給を

削りながら市部へ導入せざるを得ないという状況もあると思います。そういうところから、

現在、少人数学級の効果成果をはかりながら、今すぐにほかの学年に広げてというところ

は少し難しい状況であるかと感じております。 

◎塚地委員 全国的にも、国のほうもそういった効果が認められているという状況ですの

で、定数法をどうするかという課題が一番これから大きな課題にもなろうと思いますので、

ぜひそういう要望も上げていただいて御努力いただきたい。 

◎黒瀬小中学校課長 １学期に教育長と文部科学省に要望も上げさせていただきました。

毎年、定数改善につきましては、教育長とともに要望しておりますので、これからも粘り

強く要望してまいりたいと考えております。 

◎池脇委員 教育は、評価、数値ではなかなかあらわしにくいんです。しかし、たくさん

の授業を行うことによって、総合的に人を育てていく、生きていくための素養、力を身に

つけさせるというのが今の教育の目的だろうと理解しているんですが、最近出た本で教養

は小学校の教科書で身につけろと。今、教養という言葉が余り使われなくなったんですけ

れども、そのような視点で言えば、小学校の先生はオールマイティーで教科書を教えます

から、相当の教養人であるいうふうには理解できるんです。その自覚と誇りを持って小学

校の教科書を子供たちがしっかりマスターしていけば、教養人としてのベースが築かれる

ということになろうと思うんです。そういう視点で立ち向かうということは非常に大事じ

ゃないかなと。もう１冊出ている本が、ＡＩで教科書が読めなくなるというのが出ている

んです。ＡＩ教育、これからどんどん機器を使ってやっていく、世の中ＡＩ化してくるこ

とによって、教科書が読めない生徒が出てくるという指摘なんです。教科書を読むという

のは、行間を読んでいくということになると思うんです。意味を理解するということで、

ＡＩはあくまでもゼロ、一でやります、数字ですから。だから文章の背景にある部分が読

み取れない。そういう子供が出てくるということなんです。これもやはり、しっかり踏ま

えた上でＡＩをどう利用していくかということをしていかないと、本来の目的はある程度

見失ってしまって手段だけで教育が行われるというようなことになるのではないかなとい

う、どちらもそうした面を踏まえての御意見だろうと思うんですけれども、ぜひそうした
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分も踏まえながら、教育の行政の事業を組み立てて子供たちがよりいい形でしっかり知識、

技術を身につけて、さらにその奥にある教育的な伝えるべきものを育んでいく教育に、特

に小学校、義務教育は大変な時期なので、ぜひ取り組んでいただきたいと思います。課長

の御意見を。 

◎黒瀬小中学校課長 委員おっしゃられるように、非常に教養という部分の、特に教員に

ついては、そういう素養が必要かと思います。そのために、当然研究、研修の機会がござ

いますし、これからやはり若年教員も非常にふえていくことが予想される中で、きちんと

研究と修養という、教員として身をどのように立てていくかという修養部分がこれからま

すますクローズアップされながら、教員を育成するというシステムは非常に重要になって

まいるかと考えております。今後教育センターの行う若年研修とか中堅研修につきまして

も、服務とか教員での成り立ちとかあり方、心の持ちようというものの研修も充実をしな

がら、教員としての人材育成を図ってというふうに考えてございます。 

◎池脇委員 私も本当に反省したんですけれども、小学校課程の教科書というのは、ある

意味基礎と思ってたんですけれども、よくよく考えてみたら、教養の元であるということ

です。教養という言葉で非常に漠然とした形で捉えていたんですけれども、実はその元の

核になるのが小学校の教科書であるということを気づかされまして、いかにこの小学校の

教科書が大事なのかということを改めて学んだわけですが、そういう大事なんだというこ

とを小学校の先生が自覚をして自分が教えている教科書を使っていくということが大事だ

ろうと思いますので、ぜひそういう視点を大事にしていただきたいと要請をさせていただ

きます。 

◎金岡委員 一昨年の決算特別委員会、そして総務委員会でもいろいろお話をさせていた

だいたり、あるいは聞かせていただいたりしたときと比べると、学力とかいろんな面でよ

くなっているというのは間違いないと思いますが、そうしたら十分であるかと言ったらそ

うではないというところで、この中に教職員資質向上対策費があるんですが、恐らく教職

員の資質がもう今マックスであるというものではないと思いますので、少なくともこの予

算は全額使ってもらうということでいくべきであろうと思いますが、いかがでしょうか。 

◎黒瀬小中学校課長 教職員の資質向上研修につきましては、数学科教員の臨時教員にか

かる研修を特化して行っております。その中で、教育用サプリとかを入れて、高知県の場

合は、中学校の数学が大きな課題でございますので、採用前の臨時教員からそういう力を

つけなければいけないということで、このサプリを導入したものでございます。それにつ

きまして、若干予定よりは臨時教員の配置が少なかったりというところでの不用額が出て

おりますけれども、十分な活用ができるように図ってまいりたいと考えてございます。 

◎金岡委員 子供を教育するという形の中で一番大事なのは指導する先生に一番左右され

るんじゃなかろうかと思います。例えば、勉強とは違いますけれども、クラブ活動なんか
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をいたしますと指導者が変わったら全く変わりますので、勉強についても同様のことが言

えるのではないかと。そうすると、教員の資質の向上というものが一つの大きな近道にな

ると思いますので、ここのところは怠りのないように、ぜひともやっていただきたいと思

います。 

◎浜田（英）委員長 質疑を終わります。 

以上で、小中学校課を終わります。 

〈高等学校課〉 

◎浜田（英）委員長 次に、高等学校課について行います。 

（執行部の説明） 

◎浜田（英）委員長 質疑を行います。 

（な  し） 

◎浜田（英）委員長 質疑を終わります。 

〈特別支援教育課〉 

◎浜田（英）委員長 次に、特別支援教育課について行います。 

（執行部の説明） 

◎浜田（英）委員長 質疑を行います。 

◎金岡委員 委託料調べで株式会社アオイコーポレーションと株式会社高南メディカルは

指名競争入札と随意契約があるんですが、これはどういうふうな違いでこうなったんでし

ょうか。 

◎橋本特別支援教育課長 上から二つ目の高知若草養護学校の株式会社高南メディカルに

つきましては、指名競争入札を行いましたけれども、２回入札を行い、予定価格を上回る

状況でありまして、仕様書を変え、再入札でさらに不調のため参加した応札業者と随意契

約を結んだということになっております。下のほうの株式会社高南メディカルのほうは指

名競争入札が成立をしておりますので、指名競争入札での決定ということで契約になりま

した。それからその間の株式会社アオイコーポレーション、１番上の有限会社川上食品の

ところも随意契約となっておりますけれども、ここは指名競争入札を行いましたけれども、

応札業者がない状態が続きまして、随意契約をしたものでございます。 

◎上田（周）副委員長 最後の施設整備で、プロポーザル方式でやっていますが、共同企

業体の参加数とそういった仕様書をつくったときに評価する委員の構成メンバーを教えて

ください。 

◎橋本特別支援教育課長 プロポーザルを行いましたときには共同企業体ということで募

集をしましたので、四つの共同企業体が参加をして、その中で決定をしております。プロ

ポーザルで検討したときには建築課とも相談をいたしまして、建築課長でありますとか高

知工科大学の専門家の方でありますとか、病弱の特別支援学校の再編振興計画にかかわっ



 

- 25 - 

 

ていただきました教育の大学の先生などを審査委員にお願いいたしました。 

◎浜田（英）委員長 質疑を終わります。 

以上で、特別支援教育課を終わります。 

〈生涯学習課〉 

◎浜田（英）委員 次に、生涯学習課について行います。 

（執行部の説明） 

◎浜田（英）委員長 質疑を行います。 

◎浜田（豪）委員 学校支援地域本部等事業費補助金の不用額が453万5,000円と大きいか

なと思うんですけれど、これはどのような理由でしょうか。 

◎三觜生涯学習課長 学校支援地域本部のところですけれども、各市町村の報告に基づい

て決算を上げますので、各市町村の実際に使ったものが少なかったということで積み上げ

で残が大きくなったということでございます。 

◎浜田(豪)委員 私、近くの学校の地域支援員をボランティアでやっていますけれど、愛

校作業や町のクリーンアップ作戦といって、子供たちと町のごみ拾いを地域の支援員と一

緒にやったり、割と活動できている、多分モデル７校に入っているんじゃないかと思うん

ですけれども、比較的自分の地域はうまくいっているほうだと。ただ、隣の学校のお話を

聞くと、実際会議の形はあっても活動の仕方がわからない、活動ができない。その広がり

具合というのは実際どの程度というか、県のほうでは、この地域学校協働本部をどのよう

に捉えているのか。 

◎三觜生涯学習課長 広がりというところでございますと、平成29年度末は257校中189校

で、平成30年度が241校ということで82.5％でございます。来年度はもう少し延びる予定で

ございますので９割を超える広がりということですが、委員おっしゃるように、学校によ

りまして、取り組みがうまくいってるところと形骸化しているのではないかということで、

形だけというところもないとは言えません。私どもとしましては、地域本部に配置してい

る地域コーディネーターの役割は大変重要でございますので、今年度から地域コーディネ

ーターを対象としました研修会を県内３カ所で行いました。また、コーディネーターだけ

でなく、支援にかかわる人たちの研修も多くやってますので、そういったところに足を運

んでいただいて、資質の向上ということをやっております。 

◎浜田（豪）委員 私がかかわりだして２年ぐらいたちますけれど、やっと学校の先生の

顔も全部わかるし、そして地域の民生委員の方、ボランティアの方とも仲よくなってくる、

それがたまたま児童数200人程度の小学校だからできるのかなと思っております。さらに小

さいところにいくと、もっとできるのかと思いながらも、香南市において600人クラス、野

市小学校にいけばさらに半端ない数の児童がいて、それで、おっしゃるとおりやはりコー

ディネーターが一番の鍵を握って、その方に依存し過ぎているところもあるのは重々感じ
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ていますし、でもこれはうまくいくと非常に安全の面でも、そしていろんな面で一体感が

出てきて、先ほど来ずっと述べている、皆様がおっしゃってるような、これは学校の先生

に押しつけても余計また仕事がふえるという話だけですので、ひょっとしたらできている

ところだけどんどん伸ばしていったほうがいいのかなと。無理をさせるのがどうかなと個

人的に思ったりもするんですけれども、非常に難しいと思いますが、来年度もやっていた

だきたいと、要請です。 

◎塚地委員 特別支援学校放課後生活支援事業委託料のことなんですけれど、これは、何

事業所かに委託しているんでしょうか。 

◎三觜生涯学習課長 特別支援学校の放課後の事業でございますが、こちらは県立山田養

護学校の児童クラブに対してでございます。児童クラブは山田養護学校の保護者会が受託

をいただいております。 

◎塚地委員 ことしの業務概要のときに、中村特別支援学校で放課後の生活支援の委託を

していたのが、そこの事業が成り立たなくて閉鎖でなかなか難しいという、ちょっと緊迫

した状況の報告を伺っていたんですけれど、その後何か伺っていないですか。 

◎三觜生涯学習課長 中村特別支援学校につきましては、当課では伺っておりません。 

◎塚地委員 こういうふうに学校単位で放課後児童クラブみたいな形で行えば、ここから

委託していただけるような事業に育てれるという事なんですか。保護者会がつくれば委託

費をもらって運営できるということですか。 

◎三觜生涯学習課長 児童クラブということでございますので、国の要件等もございます。

資格要件もございますし、場所の要件もございますので、クリアすればいけるということ

でございます。 

◎塚地委員 今、放課後お迎えに行ってくれて預かってくれてという事業所が結構厳しい

運営になっていて、幾つか事業を撤退しなくてはならないという人が高知市内にも出てき

ていて、特別支援学校の生徒の放課後というのはちょっと深刻な状況は私も幾つか御相談

を受けているんです。こうやって見ると福祉の関係なのかなと思っていたんですけれど、

こちらにもそういう補助制度があるなら、ここへの相談があってもいいのかなと思って。

どっちに主体があるのかというのが、地域福祉部なのか教育委員会で改善を図っていただ

けるようになるのかというところが。 

◎三觜生涯学習課長 山田養護学校の事例で申し上げますと、学校家庭地域連携協力推進

事業費補助金という文部科学省の事業を活用して、あと、県の直接実施の放課後子ども教

室推進事業というものを活用していただいております。山田養護学校で可能でありますの

で、同様に中村特別支援学校でも受け皿が整備できれば一定は可能ではないかと思います

が、その辺はちょっと勉強させていただきたいと思います。 

◎大野委員 浜田（豪）委員の関連で、佐川でも遅まきながら始めさせていただいたんで
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すけれども、やはり地域も、学校もすごく助かってます。学習支援もそうですし、学校の

周辺の草刈りなどいろんな作業なんかもやっていただいたりして、有償でボランティアで

していただくと頼むほうも頼みやすいし、受けるほうも地域づくりにもつながってすごく

ありがたいという感想です。 

◎浜田（英）委員 質疑を終わります。 

以上で、生涯学習課を終わります。 

ここで、休憩とします。再開は３時15分とします。 

 

（休憩 14時57分～15時15分） 

 

◎浜田（英）委員長 休憩前に引き続き、委員会を再開いたします。 

〈新図書館整備課〉 

◎浜田（英）委員長 次に、新図書館整備課について行います。 

（執行部の説明） 

◎浜田（英）委員長 質疑を行います。 

（な  し） 

◎浜田（英）委員長 質疑を終わります。 

以上で、新図書館整備課を終わります。 

〈文化財課〉 

◎浜田（英）委員長 次に、文化財課について行います。 

（執行部の説明） 

◎浜田（英）委員長 質疑を行います。 

◎金岡委員 高知城公園ですが、前にクスノキを切る、切らないという話もあったと思う

んですが、全体のデザインというものはされておるんですか。 

◎中平文化財課長 過去には木を切る切らないということで、県民の方からもいろいろ御

意見をいただきました。それ以降も、それ以前もでございますが、計画的な管理伐採とい

うことで専門の委員の方にごらんいただいて、お城の石垣に対する影響でありますとか景

観というようなことをあわせまして、計画的な剪定を行っております。平成29年度は台風

がございまして、梅ノ段の北石垣が崩壊したことから、その周辺の木を中心に整理をした

というところでございます。 

◎金岡委員 前に石垣の周辺の木の御指摘もさせていただいたと思うんですが、例えば、

高知城歴史博物館からの景観とか、あるいは県庁側から見た景観、北側から見た景観等を

含めて、全体のデザインをして植栽をする、あるいは伐採するということをやっていかな

いと行き当たりばったりでちょっとどんなものになるのかなということもありますので、
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そこのところはきちんとデザインをするという考えはお持ちではないんでしょうか。 

◎中平文化財課長 そういった計画的な伐採は必要でございますが、まず第一には景観も

非常に大切でございますが、基本的には石垣とか文化財にまず影響がこないということを

大前提に、景観ということも加味して計画的な伐採をするということで、どうしても景観

上影響が大きいような、前回のクスノキのような場合はできるだけ早く情報公開をして、

可能な限りの御理解をいただくということが必要かと思っております。 

◎金岡委員 繰り返しになりますけれども、計画というものを一つ、パーツでも書いてこ

ういうふうになったらいいというふうなものをそろえていただいて、今後活用していただ

きたいと思いますので、よろしくお願いします。 

◎池脇委員 ちょっと気になったのが、銃砲刀剣類登録審査委員会ですが、この開催状況

を教えていただきたい。 

◎中平文化財課長 こちらにつきましては毎月１回、新規登録でありますとか所有者の変

更登録といったことを文化財課で手続をしております。それで、専門の先生２名に登録審

査員ということでお願いしておりまして、その２名の方に御出席いただいておるというと

ころでございます。 

◎池脇委員 ここに出ている決算額は、12回の開催のときの２名の方の手当ということで

すか。 

◎中平文化財課長 そうでございます。 

◎池脇委員 審査委員というのは、通常大体どこの県も２名という構成ですか。 

◎中平文化財課長 複数名でという指導でございますが、２名なのか３名なのかまでは承

知しておりません。 

◎池脇委員 現在、登録されている件数は、また、例えば持ち主が亡くなった場合などは

登録抹消ということもあるんですか。 

◎中平文化財課長 登録数は約３万5,000件ということで、所有者の方が亡くなったという

ことで相続する場合はその手続が必要になってまいります。亡くなったイコール登録なし

ではないです。 

◎池脇委員 銃砲と刀剣を分けたらどれぐらいの数字ですか。 

◎中平文化財課長 申しわけございません。そこまでの整理はできていません。 

◎塚地委員 文化財保護審議会へ昨年末とことしにかけて、知事のほうから朝倉の44連隊

の跡地のことでかけられて、その審議会の結論がこちらのほうにも出されて、その後の対

応はどんなふうになっているんですか。 

◎中平文化財課長 昨年度、文化財保護審議会のほうで、二つの建物について文化財とし

ての一定の価値があるということと、その土地については、そこから高知の多くの若者の

方が出征していった場所とかというような評価もできるんじゃないかという御意見もいた
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だいておるところです。それを踏まえまして、どのような活用ができるか検討させていた

だきたいということで、現所有者でございます財務省のほうに処分の留保ということで、

平成31年２月末まで期間をいただいてございます。今それを受けまして、どのような活用

ができるのか、少し知恵を出して一生懸命考えているところで、こうしたいという結論ま

でいっていません。 

◎塚地委員 時期が結構迫ってきておりまして、ぜひ高知市との協議を進めていただきた

いと思っているんです。高知市が今都市計画の見直しをされていまして、朝倉の地域にあ

る曙公園という約２ヘクタールぐらいの都市公園を指定してあったんですけれども、そこ

に既にパチンコ店などが建っていて、公園を都市計画から外すと。そうなるとその地域の

近くに何らかの公園施設を代替としてぜひつくっていただきたいという御要望も地域の中

には出ております。２ヘクタールみたいなそんな規模の都市公園にはならないかもしれな

いんですけど、計画を外すという状況になったときに、代替はどうしますかという要望は

地域から絶対上がってくることも考えられて、ぜひそういうことも踏まえて、高知市との

協議を、県だけで考えるとなかなか大変な状況かもしれませんので、そういうところで工

夫していただいて、せっかく保護審議会のほうでも価値があるという結論を出しているも

のですから、なかなか建物を壊すという判断はとりにくいと思うので、ぜひ検討をいただ

きたいと思うんですけれど。 

◎中平文化財課長 高知市の動きはちょっと承知してませんで、文化財の担当部局とは話

し合いはしたことはございましたけれど、改めて確認もしていきたいと思います。 

◎浜田（豪）委員 私自身は見ていないんですけれど、テレビで高知城のお堀の水を抜い

たという話があったんですけれど、それはいつ、そのような依頼があって、そしてイベン

ト開催委託料か何かに入っているのか、出しているのか。 

◎中平文化財課長 ８月20日にお城の堀の水を全部抜くというテレビの企画で掃除をして

いただきました。話は観光振興部を通じてございまして、経費的には文化財課としては一

銭も出していません。番組持ちで基本的に掃除をしていただいたというところでございま

す。 

◎浜田（英）委員長 関連ですけれど、水を抜いた後は水道か何かで補うんですか。それ

ともどこかの川から引いてくるんですか。 

◎中平文化財課長 出してとめていたのを出さないようにして、ためていくという感じで

す。地下からくみ上げているということです。 

◎浜田（英）委員長 高知城の懐徳館にはトイレがないんですが、足に障害がある方とか

はなかなか下りながら二の丸のトイレまで行くのは相当つらいだろうなと。それと、あの

トイレは余りきれいじゃないですよね。あそこをもう少しきれいに、人数が余計使えるよ

うにしてあげたらどうかと思うんですが、いかがでしょうか。 
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◎中平文化財課長 二の丸のトイレにつきましては、この３月末に簡易の水洗化というこ

とで一定の修繕をしてございますが、御指摘のとおり、上りおりが階段でございますので、

バリアフリーというところにはちょっと遠いということですので、そういった方について

は三の丸であるとか梅ノ段にある水洗トイレの御利用をお願いしておるところでございま

す。それで、管理事務所もあわせましてくみ取りになってございます。文化庁には一度水

洗化ということで管理事務所のところも含めて御相談をしたいと、今課内で検討している

ところでございます。 

◎浜田（英）委員長 それともう一点、三翠園の西郷どんと山内家の殿様が会談をした長

屋のような建物の管理は三翠園ですか、それとも高知県ですか。 

◎中平文化財課長 あそこにつきましては、土地は三翠園で、建物は高知市が管理をする

ということになってございます。 

◎浜田（英）委員長 あそこの南の端の屋根からもかなり草が生えていまして、抜かない

とせっかくの建物がだめになるなと思った次第です。注意、喚起するじゃないですけれど

も、お知らせをしてやっていただきたいと思います。 

◎中平文化財課長 高知市に伝えるようにいたします。 

◎浜田（英）委員長 それと、文化財保護事業費補助金は2,400万円ぐらいあるんですが、

市町村も含めてどんなところでどんな事業をやっているか、一覧表にしてみてくれません

か。 

◎中平文化財課長 作成してございますので、お回しするようにいたします。 

◎上田（周）副委員長 一点目は地域の声というか、関係者の声ということで聞いていた

だきたいんですが、イベントです。懐徳館が30万人を超して、結構県内外の観光客の方が

おいでてくれていますが、実は秋の高知城のお祭りで名野川の岩戸神楽とか津野山神楽、

それから安居神楽、池川神楽が御披露していますよね。ことし特に県外からの観光客が幕

末維新博の関係もあろうかと思いますが、大変にぎわっていて出演者が伝統芸能を披露す

ると少しでもたくさんの人の前で真剣とか振りますので、幕末維新博が２月で終了します

けれど、そういった関係者の声として、続けていっていただきたいということがございま

すが、そのあたりの見解は。 

◎中平文化財課長 夏祭り、秋祭りにつきましては観光コンベンション協会が主体で企画

をしていただいてございますので、今の御意見を伝えるようにしたいと思います。 

◎上田（周）副委員長 それでもう一点、埋蔵文化財の件で、国土交通省の関係で委託を

受けて、発掘調査に携わる作業員の方、特にことしは酷暑、猛暑で炎天下の中で南国市等々

でやっていますよね。以前からお聞きしているのは賃金です。日当が結構低くて、関係者

からそういった部分について、要望とか要請とかは本課には届いていないでしょうか。 

◎中平文化財課長 埋蔵文化財センターで発掘調査等をお願いしている方につきましての
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労務単価は、埋蔵文化財センターでまず県の臨時職員の単価をもとに設定をしております。

ことしは昨年度から言いますと100円ですがアップしてございます。御指摘のように非常に

暑さ寒さのときには厳しい労働環境でございますので、小まめに休憩をとるということは、

十分に注意して対応しておるということを聞いております。 

◎上田（周）副委員長 そういった声が届いているということで、関係者の方にも話して

おきますが、作業員の方は高齢の方が多いんですよ。そういうことも配慮いただいて、検

討していただきたいと思います。要請ということでよろしくお願いします。 

◎浜田（英）委員長 質疑を終わります。 

以上で、文化財課を終わります。 

〈保健体育課〉 

◎浜田（英）委員長 次に、保健体育課について行います。 

（執行部の説明） 

◎浜田（英）委員長 質疑を行います。 

◎土居委員 学校給食活用事業委託料ですけれど、委託の目的を見ましても学校給食を活

用した伝統食文化の継承、特に中山間地域、過疎化の進む地域では食文化を給食を使って

残していくという大変有意義な事業だと思うんですけど。ちなみにこのモデル作成という

ことですけれども、具体的に成果品というのはどんなものなのでしょうか。 

◎山本保健体育課長 これにつきましては四万十町に委託をしまして、社会的課題に対応

するための給食の活用事業という国費を使ったものでございます。この中で幾つかのテー

マがございまして、そのテーマをそれぞれの指定したところが受けるという形になってご

ざいます。四万十町につきましては、先ほど言いました伝統的文化の継承ということで、

地元にございます道の駅でおかみさん食堂というのがありますが、そちらで出されている

地域の食材を使った料理を学校給食に出そうというもので、栄養教諭等がレシピをつくっ

て学校給食の中で児童に出し、そのことについて、子供たちに理解を求めていくというよ

うな取り組みでございました。 

◎土居委員 モデル事業、モデル作成ということですので、これを教育委員会としては今

後各地区にどのようにおろしていく考えなんですか。 

◎山本保健体育課長 この実践内容につきまして養護教諭を対象とした研修会の中でその

取り組みを発表していただくとともに、地場産物の野菜等を使った料理をそれぞれの地域

でもやっていきましょうということのアピールはしております。 

◎土居委員 ちなみに、今年度各地区で何か具体的な動きなんかあるんですか、 

◎山本保健体育課長 今年度につきましては学校栄養士会と連携しまして地場産物を使っ

た料理ということで、カレーの日ということで、それぞれの地域で使われている食材を生

かしたカレーを給食で出しましょうという取り組みを進めているところでございます。 
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◎浜田（英）委員長 質疑を終わります。 

以上で、保健体育課を終わります。 

〈人権教育課〉 

◎浜田（英）委員長 次に、人権教育課について行います。 

（執行部の説明） 

◎浜田（英）委員長 質疑を行います。 

◎土居委員 学校ネットパトロールの委託ですけれど、いじめが大変社会問題になって、

行政もその対応を進める中で、時代も流れて今ＳＮＳが出てきて、より見えないところに

そういった問題が隠れてしまいがちで、このネットパトロールも必要な事業だと思います。

一つ教えてもらいたいんですけれど、委託料調べで当初予算が320万円で、２月補正で220

万円になっているんですけれど、この２月というのは、平成30年２月ということで。 

◎西内人権教育課長 そうです。 

◎土居委員 減額の理由として、どういうことなのかなと。監視の中で、不適切な書き込

み等というものの数が減ってきたことを踏まえての減額ということなんですか。 

◎西内人権教育課長 この学校ネットパトロールにつきましては国費も活用して実施をし

ておりまして、国の内示が減額になったことを受けて減額補正をさせていただいた分でご

ざいまして、その分につきましては事業に支障がないよう県費をあわせまして実際に実施

をしております。 

◎土居委員 監視レベルが下がっているというわけじゃないということですね。監視して、

チェックが出てきた後はどういう対応につながっているんですか。 

◎西内人権教育課長 ネットパトロールにつきましては、まず、業者のほうで検索してい

ただきます。これは定期的にしていただくことにしておりますけれども、リスクレベルに

応じて、例えば中学校、高等学校につきましては非常に検索する件数が多くなってまいり

ますので、そこにつきましては検索してわかった分を２カ月に１回学校に定期的に報告を

していただくと。それから小学校、特別支援学校につきましても、もう少し回数は減りま

すけれども、年４回ほどだったと思いますけれども、報告をさせていただいております。

ただ、当然その緊急を要するような内容が一部ございますので、それにつきましては、定

期ということを待っているわけにはいけませんので、それは県の教育委員会を通じて市町

村や学校に報告をし、学校で対応していただくという形をとっております。 

◎塚地委員 監査委員からの御指摘のことで、未収金対策のことなんですけれど、この間

債権放棄なども行って、随分整理されてきたと思うんですけれど、現在の残高状態はどう

なっているんですか。 

◎西内人権教育課長 奨学金全体で言いますと、約80億円ございます。その中でも既に免

除をしているものが約70％でございまして57億円です。既に返還をしていただいた分が約
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11億円でございまして、大体14％ぐらいでございます。それから、５億円弱が未収となっ

ておりまして、これはパーセンテージにいたしますと約６％ほどでございます。それから、

まだ未到来ということで調定をしていない部分がございますので、それが８億円弱ぐらい、

約10％ほどございます。したがいまして、未到来の分と未収となっておるものを合わせま

すと約12億円ほど残っておりまして、件数にいたしますと約１万件、債務者の数で言いま

すと1,400人余りの方というふうになっております。 

◎塚地委員 ５人の方に委託もして回収の強化を図っておられるんですけれど、実績はど

んな感じになるんですか。 

◎西内人権教育課長 免除申請等の相談といったことで対応していただいておりますけれ

ども、現在５名でやっておりまして、実績から申しますと、平成29年度は1,476件の訪問を

していただいております。その中で実際に面談ができたというものについては875件でござ

いまして、うち、免除申請等につなげることもできたものにつきまして、返還免除の申し

出をいただいたもの、あるいは返還を申し出ていただいたものということになってまいり

ますと合計で200数件ございます。一定、こういった働きかけをしていただくことで、成果

につながっているというふうに考えております。 

◎塚地委員 免除申請を今からしていただかないといけない残りの人は、先ほど何人とお

っしゃいましたか。 

◎西内人権教育課長 未収となっておられる方が大体1,400数名です。 

◎塚地委員  訪問件数というのは延べ回数という形ということですね。経験の蓄積も大事

かもしれないんですけれども、この制度を続けてきて随分になってきて、今、結構回収の

手続を弁護士にも委託するということになっているんですけれど、弁護士に委託した件数

というのはどれぐらいになるんですか。 

◎西内人権教育課長 平成28年度から弁護士委託を始めておりまして、平成28年度は10人

の方、件数にいたしますと14件でございまして、元金の滞納額が1,150万円ほどでございま

す。そういった中で納付をしていただいた方の金額が257万円ほどでございます。その10

人の中でも全額納付が３人ということで、その他の方については分割納付という形でして

いただいております。平成29年度の実績で言いますと、30人の方に41件でございまして、

約3,000万円の元金滞納額で、実際の納付実績といたしましては300万円弱となっておりま

す。そのうち全額納付をしていただいた方というのは２件１名のみとなっておりますけれ

ども、その他の方々についてもおおむね分割納付をしていただいている状況でございます。 

◎塚地委員 弁護士に委託するのと、委託された個人の方に訪問していただくのとのさび

分けは、どのような線引きになっているのか。 

◎西内人権教育課長 相談員が対応してもなかなか反応がないとか、あるいはもう拒否を

されるというような場合で、なおかつ、もともとの債務が高額な方になってまいりますの



 

- 34 - 

 

で、相談員ではなかなか対応ができなくて、一定資力は持っておられるのに返す意思がな

いという方について、なかなか突破口が開けないという状況の中で、弁護士委託をお願い

しているという状況になっております。 

◎塚地委員 割と880万円という予算が委託費でかかっていて、回収の効率から見ると、こ

のままの委託の状況でいいのかなというところも、検討が必要な時期なんじゃないかと思

うので、そういうところを見きわめて、今後の執行を考えていただいたらと思います。 

◎上田（周）副委員長 心の教育センターの整備ですが、今年度実施設計に移って着手は

スケジュール的にはどんな状況ですか。 

◎西内人権教育課長 現在の予定といたしまして、着手は来年の８月を予定しております。 

◎上田（周）副委員長 平成29年度の決算で430万円強の地質調査というのは結構、詳細な

分だと思いますが、地質的には液状化とか、基礎工事に結構かかるのではないかとか、ど

んな感じなんですか。 

◎西内人権教育課長 液状化は可能性としてはあるというお答えをいただいているという

ことでございます。 

◎上田（周）副委員長 それに対応した工事ということで、周辺は住宅地も多いですよね。

そのあたり、もちろん専門家が入っていますので、その辺そういったことに注意してとい

うことで、よろしくお願いします。 

◎金岡委員 先日の新聞に、不登校が結構いらっしゃいますという報道がなされたと思う

んですが、その要因というのがどういうものになるのか。どう捉えておられるのか、お聞

きしたい。 

◎西内人権教育課長 私どもといたしましても、この不登校の状況というのはもう大変危

機的な状況と考えております。実は私どものほうでも、非常に全国でも高い水準で不登校

が出現をしておりますので、この要因は何なのかということについては常々検討しており

ます。やはり個別にお子さんの状況というのが全然違いますので、なかなか全体的な分析

は非常に難しいと考えております。ただ、少し分析をしてみますと、学年が上がるごとに

当然不登校のお子さんもふえていくんですけれども、小学校２年から中学校２年ぐらいま

では、継続をしていくお子さんと新たにその年に不登校になるというお子さんがほぼ半分

ずつぐらいです。前年度不登校であったお子さんが一定数学校に復帰しているんですけれ

ども、また新たに起こってくるということで、それが結果的にはほぼ毎年総数としては学

年ごとで言いますと半分半分と。この新規の不登校がふえるということは多分高知県は全

国よりも高い水準だろうと考えております。そういった意味で何がしかの要因がやはりあ

るんだろうと。逆の言い方をしますと、新規の不登校がふえるということにつきましては、

お子さん自身が抱える課題もたくさんあるでしょうし、御家庭が抱える課題もたくさんあ

ると思います。ただし新規がふえるということは学校の中の取り組みにもまだまだ弱い部
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分があるんだろうというふうに考えるべきだろうと考えておりますので、現在、私どもで

やろうとしているのは、もう既に始まっておりますけれども、不登校対策チームを立ち上

げて、各学校のほうに直接入らせていただいて、学校がどのような取り組みをしているの

か、なぜその新たな不登校が生まれてくるのか、そういったことについて少し背景調査も

含めて分析をさせていただきたいということで、今後さらに学校のほうへ入って、いろん

な角度から少し分析をさせていただきたいと考えております。そういった中で少しずつ傾

向や、あるいは、状況というものは見えてこようかというふうに思っております。 

◎金岡委員 よろしくお願いしたいと思いますが、その中で、やはりソーシャルワーカー

とかスクールカウンセラーの存在が非常に重要になってくるのではないかと思います。そ

ういう人たちの力量をつけていかないといけないと思うんです。ですから、そこのところ

を強化していくということも考えていただかなければならないのではないかと考えます。 

◎西内人権教育課長 これまでもスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーの

力量アップということで研修等はやってまいりました。ただ、もう一歩踏み込む必要があ

るだろうということで、ここ数年でございますけれども、スクールカウンセラーもスクー

ルソーシャルワーカーも、そして学校のスクールカウンセラー担当者、そういった先生方

も一同に集まった研修会を持つようにしておりまして、個々の力量アップということとあ

わせまして、専門性を生かしながらどういかに連携をしていくのかということについても、

さらにスキルアップを図っていきたいということで取り組みを進めております。 

◎塚地委員 今、不登校の原因を背景も探るので学校側にお話を伺いに行くという話だっ

たんですけれど、そのときに、当然ソーシャルワーカーとかスクールカウンセラーからお

話を聞かれると思うんですけれど、学校サイドだけの話だとなかなか見えてこない問題が

当然出てくるので、子供たちや保護者の方というところの意見が出てこないと背景の本当

の掘り下げはできていかないと思うので、そこらあたりは注意していただきたい。 

◎西内人権教育課長 不登校のことで心の教育センターにかかわっておられる保護者の方

もたくさんいらっしゃいますので、そういった方々とできるだけお話をさせていただく機

会も設けながら情報収集を図っていきたいと思っております。 

◎池脇委員 不登校は成人になっても続いてるというのがちょっと社会問題になっている

んです。ですから、これは、本当に学校教育の期間の中で解決してあげるということがい

いことなんです。しかし、一方で先ほど課長がおっしゃられた外的要因と内的要因がある

と思うんですけれど、内的要因の部分では発達障害の子供が不登校になっている率が結構

あるのではないかと思うんです。その割合はわかりますか 

◎西内人権教育課長 そこについては分析ができておりません。ただ一定数、やはり発達

上課題があってそのことが不登校の要因になっていると私どもは認識しております。した

がって、そういったところに対する適切な支援ということになってくると学校がなかなか
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手が及んでいない部分がございますので、校内支援会を立ち上げて、スクールカウンセラ

ーにも入っていただいて、そこで具体的な支援について検討を各学校でしておりますので、

そういったスクールカウンセラーの専門的な見立てを活用しながら、組織的に支援をして

いく、効果的な支援をしていくということについて、今取り組みを進めているところでご

ざいます。 

◎池脇委員 そういう発達障害でない場合についての不登校の始まりは外的要因があると

思うんです。それはいじめと、だから、いじめの発見というのは早くしないといけないん

ですが、子供が学校に来なくなった、学校側はそれをいじめという観点から入らないんで

すよね。来なくなくなったのには必ず学校に行きたくないという要因が出る。元はいじめ

なんですよ、嫌がらせとかいじめとか。だから、それがあるんだという視点から入ってい

かないとなかなか解決につながらない。だから、学校にまた戻ってきても同じことを繰り

返していくということになるんです。チームをつくってやるということですけれども、学

校に乗り込んでいって学校から情報を得ないとだめだということだったら、ある意味、真

実な情報は入ってきづらいです。事実は掌握できても、その奥にある真実はなかなか酌み

取れない。だから、そこの真実を酌み取っていかないと事実の聞き取りだけではなかなか

難しいと思うんです。学校側は事実のみで評価をしているのがあろうかと思います。対策

チームで行かれるときは、しっかりとそこの何を見て、聞いて、そしてどのような処方箋

を出していくのかということは、行くメンバーが相当この問題について深い知識と洞察力

を持っていないといけないので、その方たちの研修などはお考えになっているんですか。 

◎西内人権教育課長 既に何校か入らせていただきました。これは緊急的に入らせていた

だいたんですけれども、それは私どもの指導主事等が中心になって入らせていただきまし

た。今後は、心の教育センターに配置をしておりますスクールカウンセラー、スクールソ

ーシャルワーカー、そういった方々にも少し協力もしていただいて、専門的な目から見て

いただくと。それから必要に応じて、その他の方々についても少し協力要請をしていくと

いうことも考えたいと思っております。具体的にどなたということ、どういう分野の方々

にということでは、まだそこまで構想は練れておりませんけれども、できるだけ多角的な

目で見られるようにしていきたいと思っております。ただ、私どもは学校ができていない

ことを指摘するために行くということではなくて、やはり先生方のモチベーションってい

うことも重要でございますので、そういったところも意識しながら、少し先生方にヒント

になるようなことも助言しながら、こういったところもやったらどうでしょうかというよ

うなことも含めて入りたいと思っております。それとあわせまして、いじめのことに関し

て言いますと、国の問題行動調査が発表になりまして、大幅にいじめの認知件数がふえま

した。これまでもずっと言ってきたことですけれども、やはり、子供たちの間にはトラブ

ルが起こるんだと。そのトラブルを単なるトラブルとして捉えるのではなくて、それはい
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じめの前兆なんだという捉え方をしていくことが重要なんですということをこれまでもず

っとお伝えをしてまいりました。そういった意味で先生方がそれをいじめと認知をした上

で、できるだけ早く発見をし、そして適切にかかわってくださいということをお願いして

きたことが、今回の数値につながっているんだろうと思っております。ただ、まだ全てそ

ういったことが適切にできているわけではございませんので、そういったことも含めて、

今後さらに取り組みを進めていきたいというふうに考えております。 

◎池脇委員 対象は、小学校、中学校、高等学校、全部ですか。 

◎西内人権教育課長 特別支援学校を含めて全部でございます。 

◎池脇委員 中学校が一番出やすい、その場合には小学校の高学年から引きずっているケ

ースで、しかし、中学校では新たな気持ちで来ているということで、小学校の場合には先

生との関係によって不登校になるケースは非常に少ないんですけれども、中学校の段階に

入ると友達というのもありますけれども、先生との相性で先生の指導の言動によって学校

に行けなくなった。これは高等学校の場合にも、意外と先生との関係が多いんです。しか

し、学校側はその先生は絶対善であるいう性善説でやっていますから、先生の反省がない

と、先生とのかかわりで不登校になった場合、ここをきちんとそのチームが見て、先生と

の関係を修復してあげることにならないと、それは教師同士ですからかばい合いますから、

学校側がそれを認めるとまたややこしくなるみたいなことで、意外とそこをスルーしてし

まうとかあるんです。その点も含めてしっかり対応するということですか。 

◎西内人権教育課長 子供たちの間でいじめが起こるということについては、その中にも

しかすると、そこにかかわっておられる先生方の中にいじめを誘発するような言動がある

のではないかという視点は持って入っていきたいと思っております。やはり、子供と先生

との信頼関係がベースにあって初めて子供同士は仲よくなっていくものだと思いますので、

そういったところもしっかり見ていきたいと思っています。 

◎池脇委員 それが大事な点なので、子供同士がけんかをしている、そのけんかを調整し

た先生がどちらかに肩を持つとか、処理によって片一方の子供が不登校になるというケー

スがあります。その意味での先生の接触の問題がかなりあります。ただそこのところを抜

かして、事実関係を見てどうしてこれはなったんだろうとやっていたのでは本質が見えな

いので、重々そのあたりも踏まえてしっかり対応していただきたいということを要請させ

ていただきます。 

◎大野委員 今、すごい勢いでふえています。表に出る出ないは別として急激にふえてい

る気がします。先ほど言われたように原因がいっぱいあるんです。それぞれ皆さん、いじ

めもあるし発達障害の問題もあるし、家庭のことが多分一番多いと思うんです。学校ばか

りに押しつけるのもどうかなというところはあるんですけれども、そこの原因をしっかり

調査するのは一番大事だと思います。それしか解決方法はないと思っているんです。スク



 

- 38 - 

 

ールソーシャルワーカーとかスクールカウンセラーは対症療法なので、ここをがんがんや

っても、もう既にその時点では現場的には不登校になっていますので、それより一人一人

をしっかりと調査をして原因がどこにあるのか分析してやること以外ないんじゃないかな

と思っています。調査をするということに力点を置いていただけたら少しずつではありま

すけれども、解決していくのではないかなと。もう一つ気になるのが学力、やはりそこに

ついて行けない子供たちが一定行けなくなっているところもあるのではないかなと、現場

では思うところもあります。 

◎西内人権教育課長 先ほどのチームのことについてですけれども、個別に課題を抱える

子供たちがどういう背景や要因があって不登校やその他のいろんな問題行動とかも含めま

して、どうしてそういうふうになってしまうのかと。そこには当然背景要因がありますの

で、それを学校が捉えているものが本当に正しいのかどうなのかということは見きわめて

いく必要があろうかと思っております。当然その子たちへの適切な支援をするためには、

的確にその背景要因を把握しておかないとできませんので、そのことについて学校の取り

組みは十分かということについては見ていく必要があろうかと思います。もう一つは、何

よりもその未然防止が重要だというということですので、本当に安心安全な学級づくりに

なっているのかどうなのかという、学級全体の取り組みあるいは学校全体の取り組みとし

て十分かという視点も持って、学校のほうには少し助言ができたらというふうに思ってお

ります。なお、一番大事なことは私たちが助言をするというよりもそのことが支援につな

がっていく必要がございますので、先ほど言いましたとおり、そのことが学校に配置をし

ているスクールカウンセラーにも伝わり、そして学校の先生方にも伝わって、それが校内

支援会とかそういう組織でしっかり共有をされていきながら、助言をもとにこういう形で

具体的な支援にしていこうというところまでつなげていかなければ意味がないと思ってお

りますので、そこまでつなげることをイメージしながら対策チームは入っていきたいなと

思っております。 

◎大野委員 対症療法よりも予防が私は効果的だと思っていますので、よろしくお願いし

ます。 

◎塚地委員 今の問題は高知県教育全体の問題だと思うんですね。課長の決意はわかった

んですけれど、教育長がどういうふうな思いで取り組まれるかということを聞いておきた

い。 

◎伊藤教育長 今回この不登校の問題も出てきました。やはり現場を調べると不登校対策

で先生方は物すごい努力をされております。それでありながらも新規の不登校がどんどん

出てくる。そこには何らかの原因があるはずなんだと。そこの原因を突きとめて改善をし

なければ、高知県の不登校は減らないだろうということで支援チームをつくって入ってく

れと。一つは一生懸命先生方が走り回って不登校になったことの改善もしているんだけれ
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ど、新規がどんどん出てくる。新規が出てくる学校には何かあるんだという仮説を立てた

上で原因を調べて、そうすることで新規を減らしていって最終的には高知県の不登校全体

を減らしていく取り組みというようなことで、今入ってもらっております。例えばですけ

れど、一つはそういう現在不登校にある方々に一生懸命先生が力を入れてやっているので、

不登校になる寸前の方々への手が足りないんじゃないかというようなこともあるだろうし、

そこら辺の新しい不登校ができる原因といいますか、そこをしっかりとつかまえるという

のは非常に大事なんだろうと。とにかく新規を出さないような取り組みをしていきたい。

そういうことについて、先生方が気づいていないところがあるのかもしれません。そうい

ったところがもしわかれば、こういった対応をとっていくということで、高知県全体のい

じめ不登校を減少させていこうという思いで取り組みを開始したところですので、一生懸

命、教育委員会を挙げて取り組みを進めていきたいと思っております。 

◎塚地委員 何より子供に寄り添うということが一番大事だと思うので、よろしくお願い

いたします。 

◎浜田（英）委員長 質疑を終わります。 

 以上で、人権教育課を終わります。 

これで、教育委員会を終わります。 

以上をもって、本日の日程は全て終了いたしました。 

次回は、11月２日金曜日に開催し、健康政策部、警察本部の決算審査を行います。開会

時刻は午前10時といたします。 

これで、本日の委員会を閉会いたします。 

（16時43分閉会）  


