
- 1 - 

平成３０年第５回府中町議会定例会 

会 議 録（第２号） 

 

１．開 会 年 月 日     平成３０年１２月１４日（金） 

２．招 集 の 場 所     府中町議会議事堂 

３．開 議 年 月 日     平成３０年１２月１７日（月） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

４．出席議員（１７名） 

   議長  中 村 武 弘 君    副議長  西   友 幸 君 

   １番  岩 竹 博 明 君     ２番  木 田 圭 司 君 

   ３番  橋 井   肇 君     ４番  梶 川 三樹夫 君 

   ５番  繁 政 秀 子 君     ６番  山 口 晃 司 君 

   ７番  二 見 伸 吾 君     ８番  上 原   貢 君 

   ９番  益 田 芳 子 君    １０番  児 玉 利 典 君 

  １１番  林     拡 君    １３君  中 村   勤 君 

  １４番  西 山   優 君    １７番  小 菅 巻 子 君 

  １８番  力 山   彰 君 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

５．欠席議員（０名） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

６．付議事件 

  １ 会議録署名議員の指名  

  ２ 一般質問  

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～  

７．説明のため会議に出席した者 

      町 長   佐 藤 信 治 君 

      副 町 長   岡 野 浩 子 君 

      教 育 長   高 杉 良 知 君 

      企 画 財 政 部 長   戸 田 秀 生 君 

      総 務 部 長   坂 本 雅 司 君 
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      福 祉 保 健 部 長   山 西 仁 子 君 

      生 活 環 境 部 長   金 光 一 隆 君 

      建 設 部 長   井 上 貴 文 君 

      向洋駅周辺区画整理事務所長   脇 本 哲 也 君 

      消 防 長   寺 尾 光 司 君 

      教 育 部 長   奥 田 米 穂 君 

      総 務 部 次 長   大 塚 圭 子 君 

      生 活 環 境 部 次 長   屋 敷   学 君 

      企 画 課 主 幹   大 神 規 正 君 

      職 員 課 長   森     太 君 

      健 康 推 進 課 長   長 西 弘 子 君 

      町 民 生 活 課 長   岩 﨑 雅 男 君 

      総 務 課 長 （ 教 委 ）   谷 口 充 寿 君 

      学 校 教 育 課 長   土 井 賢 二 君 

      学 校 教 育 課 主 幹   畑 尻 佳 括 君 

      社 会 教 育 課 長   山 下 賢 二 君 

      社 会 教 育 課 主 幹   渡 邊 昭 人 君 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

８．職務のため会議に出席した者 

      議 会 事 務 局 長   榎 並 隆 浩 君 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

９．議事の内容 

（開議 午前 ９時３０分） 

○議長（中村武弘君） 皆さん、おはようございます。 

  ただいまの出席議員は１７名で定足数に達しておりますので、議会は成立いたして

おります。よって、平成３０年第５回府中町議会定例会第２日目の会議を開きます。 

  本日の議事日程でございますが、お手元に配付いたしております日程で会議を進め

てまいりたいと思いますが、御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中村武弘君） 御異議なしと認めます。よって、議事日程のとおり会議を進め
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ることと決定いたしました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（中村武弘君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  本日は、１番岩竹議員、２番木田議員を指名いたします。よろしくお願いいたしま

す。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（中村武弘君） 日程第２、一般質問を議題に供します。 

  一般質問は、慣例に従って、総務文教から順を追って、通告順に行います。 

  総務文教関係、第１項、生きものの飼育を通じて命の大切さを、１７番小菅議員の

質問を行います。 

  １７番小菅議員。 

○１７番（小菅巻子君） 皆さん、おはようございます。それでは、一般質問をさせて

いただきます。 

  質問事項につきまして、生きものの飼育を通じて命の大切さをということで質問を

いたします。 

  学校では、校庭でウサギや鳥類などの生き物を飼育しており、えさやりや小屋の清

掃など、児童みずからが世話をしていると聞いております。えさを食べたり人間に近

づいてくる姿は非常に愛らしく、見ているだけでも和やかな気持ちになると思います。 

  また、公益社団法人日本獣医師会は、学校で教育の一環として生き物を飼育し、さ

まざまな教育活動に活用することの意義として、１、子どもたちが命の大切さを実感

できる、２、子どもたちの責任感を育成できる、３、子どもたちに社会性・協調性を

育成できるなどと整理をされております。 

  しかし、そのほかにもとても寂しいことですけど、罪のない小動物を虐待するニュ

ースを見聞きすると、命の大切さや思いやりの心がなく寂しくなってしまうのかと悲

しい思いにもなります。 

  そこで、次の２点についてお伺いいたします。 

  １、文部科学省が定める学習指導要領では、生き物を飼育することでどのような教

育効果を期待しているんでしょうか。 

  ２、飼育している生き物を通じて、命の大切さや思いやりの心を育てる教育は、府

中町ではどのように実施されているのかをお伺いをいたします。 



- 4 - 

  以上です。 

○議長（中村武弘君） 答弁。 

  教育部長。 

○教育部長（奥田米穂君） 皆さん、おはようございます。教育部長です。１７番小菅

議員、生きものの飼育を通じて命の大切さをについて答弁いたします。 

  児童の豊かな人間性を育むためには、自然や生き物への親しみを持ち、生命を尊重

する心情や態度を養うことが大切となっております。 

  小学校学習指導要領の生活科、これは小学校１年生、２年生になりますけども、そ

こには、「動物を飼ったり植物を育てたりする活動を通じて、それらの育つ場所、変

化や成長の様子に関心をもって働きかけることができ、それらは生命を持っているこ

とや成長していることに気づくとともに、生き物への親しみを持ち、大切にしようと

する」ことが狙いとして記述されているところでございます。 

  また、小学校学習指導要領の理科、これは小学校３年生以降になりますけれども、

そこには、「身の回りの生物について、探したり育てたりする中で、それらの様子や

周辺の環境、成長の過程や体のつくりに着目して、それらを比較しながら調べる活動

を通じて、観察や実験などに関する技能を身につけることができるよう指導する」と

ありまして、動植物の飼育や栽培という体験活動を通じまして、その成長を喜んだり、

あるいは不思議さや面白さを感じることになっておるところでございます。 

  また、その体験の過程で大切に育てていた動植物が枯れてしまったり、あるいは死

んでしまったりというような体験をすることもありますが、生命の連続性や神秘性に

思いをはせたり、自分自身を含む動植物はお互いにつながっており、周囲の環境との

関係の中で生きていることを考えたりすることを通じて、生き物を愛護しよう、また

は尊重しよう。そういう態度が育まれることになるとも示されてるとこでございます。 

  その他、総合的な学習の時間や特別活動における委員会活動、それから特別な教科

「道徳」の時間などを含む教育活動全体で豊かな人間性を育む教育が行われていると

ころでございます。 

  府中町の学校におきましては、動物の飼育は府中小学校のウサギのみとなっており

ますけども、植物の栽培は季節に応じながら全ての学校で取り組んでいるところでご

ざいます。 

  また、府中町の小学校では、命の大切さを理解し、かけがえのない自他の生命を尊
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重できる子どもの育成を目指した命の教育、これに取り組んでおりまして、発達段階

に応じて、生活科や総合的な学習の時間を中心に各教科と関連させながら取り組み、

生きていることのすばらしさやかけがえのなさを子どもたちに実感させているところ

でございます。 

  具体的には、助産師から命の誕生について話を聞いたり、地域の防災について考え

たり、あるいは平和教育の中でつながり支え合う命について考えるなどの教育活動を

行っているところでございます。 

  今後も命を尊重する心情や態度を養うため、この命の教育を継続的に取り組んでい

きたいというふうに考えております。 

  答弁は以上でございます。 

○議長（中村武弘君） ２回目の質問ございますか。 

  １７番小菅議員。 

○１７番（小菅巻子君） 昔っていってどのぐらい昔って言葉で表現ができないんです

けど、小鳥とか鶏とか、それとかカメとかいろんなのが各学校の校庭の鳥小屋なんか

で飼育されておりまして、せんだってちょっとほかのところもお話を聞いたり見たり

させていただいたんですけど、まだそういうところが実際に子どもたちのために命の

大切さということはもちろんですけど、地域の八百屋さんの人たちとか住民の方たち

がわざわざ学校に、例えば今だったらキャベツの葉っぱを用意したものを届けて子ど

もたちに渡して、それを子どもたちが小鳥の動植物のところに届けて食べさせたり世

話をしたりっていうところを見させていただいて、本当に一生懸命子どもたちが世話

をしている姿を見させていただいて、それで鳥たちなんかは、もう子どもたちが小屋

に入ると寄ってきて肩にとまろうとしてる姿を見て、ああ本当になついててかわいい

なと思いながら見させていただいたんですけど、教育っていうことに、この教育に関

しては、ちょっと幅も広いですし深いですし、また教室においてもメダカとか金魚と

かグッピーとかいろんな形でもってかかわっておられるっていうようなことも府中町

でも聞いたこともございます。 

  この間南小のほうに行かせていただきましたときに、水路のほうにカメがいっぱい

いるんですね。もう本当に何でこんなにカメがたくさんいるのっていうぐらい。ミド

リガメっていうのかな。それを子どもたちが一生懸命育てて喜んでいっている姿を見

させていただいたんだけど、やっぱりこうやって子どもたちが実際に手を触れて、そ
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れで動物のかわいさなんかも実感しながら喜んでるって、これが本当の教育のあり方

なんだろうなっていうことを強く思って帰ってこさせていただいたんですけど、一朝

一夕にということは無理なのかもしれないんですけど、やっぱり前建ててあった鳥小

屋ですね、今も健在している。府小はちょっとわかんないんですけど、東小もまだ健

在してますし、南も中央もみんなまだ鳥小屋は健在してますんで、またそういうとこ

ろを再利用されて、またそういう形でもって子どもたちの教育のためにもぜひ考えて

もらいたいっていうのと、そこがもう何か用なしの物置になってしまってる。例えば、

何かのえさをそこの鳥小屋に置くんだったらまだしもとして、全く関係のないような

ものを、もうそこは何ていうんだっけね、要らない場所っていうような形になってる

ところも府中町の小学校で見させていただきました。 

  そういう姿を見たときにとても残念に思いました。こうやって心豊かな子どもたち

が育っていく場所で、こういうものが置いてあってとても残念だなって。また、命の

大切さとかいろんな思いを体験できるいい形になればなっていうことを強く感じて帰

ってきたんですけど、これからの府中町として、そういうことを具体的に考えるって

いうことがあるのかどうか。 

  それと、やっぱりそこまでで、これから府中町としてはそういうものを取り組んで

いくっていうことがあるのかどうかっていうことを質問いたします。 

○議長（中村武弘君） 答弁。 

  教育部長。 

○教育部長（奥田米穂君） 御指摘の件、いろいろと御意見ありがとうございました。 

  先ほど答弁させてもらったとおりなんですけども、府中町の小学校、命の教育とい

うのを非常に大きなテーマに掲げながら、教育活動全体で取り組んでるということで

ございます。 

  動物だけではなく植物を育てるということだけでも、やっぱり命の大切さっていう

のは子どもたちにも実感できると思いますので、今後もちょっと繰り返しになります

けども、命を尊重する心、あるいは態度、そういうものを養うための教育というのを

しっかり取り組んでいきたいというふうに思っております。 

  以上です。 

○議長（中村武弘君） ３回目の質問ございますか。 

  １７番小菅議員。 
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○１７番（小菅巻子君） 花は花一輪にしても大切な命ですので、それによって心がど

れほど癒やされるかっていうこともよくわかっております。動物は動物、植物はもち

ろんそうなんですけど、どちらも命の大切さっていうのは理解される。きれいなもの

を見て喜びっていうことは当然わかることだと思いますし、また小さなミニ畑をつく

ってチューリップの花とかプランターなんかでもいろんな花を植えたりして、それで

時期によっては野菜も植えてある小学校もありますし、そういうのを目にしておりま

すけど、やっぱりいま一度そういうせめて鳥を飼わない、ウサギを飼わない、何を飼

わない、かにを飼わないじゃなくて、要らんものの何ていうのかな、器としての取り

扱いはやめてほしいなというふうに思いました。 

  これから要望なんですけど、できれば教育部長も答弁いただきましたけど、花も動

物もどちらも必要不可欠なものですから、機会があれば両方ともがかなえられるよう

な取り組みになっていただければなというふうに要望して私の質問を終わります。あ

りがとうございました。 

○議長（中村武弘君） 以上で、第１項、生きものの飼育を通じて命の大切さを、

１７番小菅議員の質問を終わります。 

  続いて、総務文教関係、第２項、コミュニティ・スクールの双方向性について、

６番山口議員の質問を行います。 

  ６番山口議員。 

○６番（山口晃司君） おはようございます。コミュニティ・スクールの双方向性につ

いて質問をいたします。 

  府中町は、コミュニティ・スクールについて学校運営協議会を導入した学校のこと

で、地域の皆さんの声を学校運営に反映させながら、地域と学校が同じ目標を持って

力を合わせて地域の子どもたちを育むための仕組みですと説明があり、またサポータ

ー活動によって学校運営に参画として、保護者、地域の皆様から学校へのみ矢印が向

いており、まるで一方通行の協力のような印象を受けます。 

  しかしながら、平成２７年のコミュニティ・スクール推進等に関する調査研究協力

者会議による報告書「コミュニティ・スクールを核とした地域とともにある学校づく

りの一層の推進に向けて」の今後の目指すべき基本的方向性の中で、「すなわち、一

方的に、地域が学校・子どもたちを応援・支援するという関係ではなく、コミュニテ

ィ・スクールの仕組みを通じて、学校と地域が膝を合わせて、互いに意見を出し合い、
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学び合う中で、地域も成熟化していくとともに、子どもたちも総合的な学習の時間や、

放課後・土曜日等の教育活動を通じて地域に出向き、地域で学ぶ、あるいは、地域課

題の解決に向けて学校・子どもたちが積極的に貢献するなど、学校と地域の双方向の

関係づくりが期待される。まずは、全ての学校において、学校の場所や施設等を積極

的に開放していくことによって、地域の人々が集い、つながり、学び合う「場」とす

ることから始めることが期待される」とあるように、学校と地域の双方向性の関係づ

くりの大切さは、何年も前から文部科学省の審議会でも取り上げられています。 

  事実、府中町でも地域の祭りやラジオ体操、日帰り旅行などの地域行事に、これま

でになかった中高生の参加が見られることや、校長から「協力できそうなことがあっ

たらいつでも言ってください」という言葉など、学校や教育委員会からの双方向性確

保への配慮を感じさせることも起きています。 

  子どもたちの参加は、活動に従事する人にとって非常に励みになることです。コミ

ュニティ・スクールの双方向性は、その仕組みを上手に活用することにより、地域に

とっても変わるチャンスだと思います。 

 府中町のうたっている地域とともにある学校づくり。これも「地域とともにある学校

づくりの一層の推進」の中で、「全ての学校が、地域社会の中で役割を果たし、地域

とともに発展していくことが重要」と書かれており、ともに発展していくためには、

やはりお互いが協力し合う双方向性が必要だと思います。 

  そこで質問です。 

  コミュニティ・スクールの双方向性について、教育委員会の考えを伺います。特に、

地域課題の解決に向けて学校・子どもたちが積極的に貢献。ここの部分が地域課題の

解決に向けた地域と学校との協働なのか、学校独自での取り組みかによって、コミュ

ニティ・スクールの性格が全く変わってきますので、そのあたりの考えを含めてお聞

きします。 

○議長（中村武弘君） 答弁。 

  教育部長。 

○教育部長（奥田米穂君） ６番山口議員、コミュニティ・スクールの双方向性につい

て答弁いたします。 

  今年度から町内７校の全ての学校に学校運営協議会、コミュニティ・スクールを導

入しまして、保護者や地域の声を学校運営に反映させながら、学校、家庭、地域が同
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じ目標を持って子どもたちを育んでいくさまざまな取り組みを進めておりまして、教

職員は子どもと向き合う時間を確保され、保護者や地域の方々は人間関係や安心感、

生きがいや自己有用感が生まれるなど、大きな成果が出つつあるというふうに考えて

おります。 

  平成３０年３月の一般質問の際にも答弁いたしましたが、子どもたちを育てていく

のは学校だけではありません。コミュニティ・スクールの仕組みによって、学校と家

庭・地域が連携・協働して子どもの教育にかかわり、学校も地域も、そして子どもも

元気になる「地域とともにある学校」「子どもがきらめき、大人が輝く府中の学校」

を目指していきたいというふうに考えております。 

  今後、学校や地域が抱えるさまざまな課題に社会総がかりで対応していくためには、

学校と地域の関係を相互補完的に連携・協働していくものに発展させていくことが必

要で、学校と地域はお互いの役割を認識しつつ、共有した目標に向かって、対等な立

場のもとでともに活動する協働関係を構築していくことが重要であるというふうに考

えております。 

  学校が保護者や地域からさまざまなサポーター活動を受け入れるだけではなく、学

校から地域へ働きかけたり地域貢献していくことも双方向的に必要ではないかという

議員の御指摘でございますが、地域の祭りや空き缶ごみ追放キャンペーンに参加する

だけではなく、地域課題の解決に積極的に取り組む視点も必要で、例えば７月の豪雨

災害後に地域の防災について学ぶ機会を設けたり、災害の復旧活動にボランティアと

して積極的に参加することも実際に行われているところでございます。これは学校だ

けの取り組みではなく、学校が地域に出向き、それに地域が応えて一緒になって、対

等な立場で取り組んでいく必要があります。 

  こうした対等な立場の協働関係を構築していくためには、学校がやるべき仕事、地

域や保護者がやるべき仕事といった押しつけ合う関係ではなく、学校運営協議会の場

を活用しながら、お互いの役割を見詰め直し、地域共通の目標や課題に向かって取り

組んでいくことが重要であるというふうに考えております。 

  今後も、子どもたちが積極的に地域で学んだり、地域課題の解決に取り組む視点と

しての双方向性と、地域の方々も子どもを育てる当事者として役割を果たすという意

味での対等性、パートナー、これをキーワードにこれからも取り組みを進めていきた

いと思っております。 
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  答弁は以上です。 

○議長（中村武弘君） ２回目の質問ございますか。 

  ６番山口議員。 

○６番（山口晃司君） 御答弁ありがとうございました。 

  災害時の子どもたちの活躍は、暑さと先の見えない作業に疲弊していた大人たちに

とって本当に励みになりましたし、彼ら、彼女たちが元気に明るく頑張ってくれたお

かげで、くたくたになりながらももうひと踏ん張り頑張ろうという原動力でした。本

当に感謝いたしております。 

  また、学校が地域に出向き、それに地域が答えて一緒になって対等な立場で取り組

んでいくということで、地域課題に対しても協働してくれる。お互いの課題解決に向

けての協働団体として関係性を構築していくと解釈しました。もしこの部分が間違っ

ていたら、指摘してください。 

  対等というキーワードが出ましたので、これは関係を続けていくのに本当に大切な

ことで、地域から学校への協力と、学校から地域への協力の大きさの割合のバランス

をある程度とらなければ、不安が生まれてくるということで気をつける必要があると

思います。 

  政務活動費で平成１７年からコミュニティ・スクールへの移行を進めている春日市

さんに研修に伺ったのですが、学校と地域よりも、むしろ保護者の学校や地域側への

協力の小ささが不満の原因の一つ、今後の課題の一つということらしいです。 

  学校への協力にしても、地域から学校への協力と保護者から学校への協力の大きさ

の割合など、配慮しないとお互いの不満がたまっていくそうですので、そのあたりも

お願いしておこうと思います。 

  これを避けるために春日市では、運営協議会の下に学校の課題、家庭の課題、地域

の課題に対して運営協議会で話し合ったことを実行に移すための実動部隊があり、学

校、家庭、地域、どの課題に対しての実動部隊にも、学校、保護者、地域全てからメ

ンバーを出してもらい、立場を超えて課題を共有し、立場以外の課題にも協力し合い、

取り組む体制になったそうです。このあたりのテクニックは教育委員会のほうがよく

調べておられると思いますので、よろしくお願いいたします。 

  次に、対等をうたうなら機会も対等でなければいけませんが、これは無理です。登

下校は毎日、授業も毎日、放課後も毎日。ですが、授業の合間を縫って地域に出向い
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てというのは、そんなに回数は持てるわけではありませんし、地域の課題、行事など

も毎日あるわけではありません。 

  逆に言うと、少ない機会しかないからこそ、そのときの学校の対応が地域に与える

印象になるのではということです。祭りや空き缶キャンペーンにしても、もし地域が

地域課題だと思っているならば、それは地域課題として認めなければ、社会総ぐるみ

の中の社会の中に学校が入らない。または、学校が認めなければ、地域が課題だと思

っていても学校は課題として認めないという関係を、学校が上、地域が下で対等とは

言えません。 

  地域からの声を全て受け入れろということもできませんので、学校が可能な範囲の

中でどこまでを地域課題として認めるのが適当なのかということも、学校運営協議会

で話し合って決めていく必要があるのではと思っております。 

  また、子どもたちの目を地域に向かせるために、春日市では地域貢献カードを発行

し、地域活動に参加するとカードにスタンプを押してもらって、たまったら地域の方

が子どもに表彰状をプレゼントするなどの交流も生まれ、効果が上がったと聞いてき

ました。これも春日市の学校運営協議会の中で協働体制を協議していくうちに何年か

かけて生み出されたものですので、ポイントカードのような手法も子どもや保護者が

地域を気にするきかっけの一つだと思いますので、考えていただけたらと思います。 

  このように、双方向性は文科省の審議会が言ってるだけではなく、１０年以上前か

ら導入しているところも具体策をもって実践しているところですので、府中町も早い

うちに方向性だけは決めておいていただきたいと思います。 

  いずれにせよ、こういったさまざまな問題を学校運営協議会でしっかり話し合って

もらう中で、府中町に合ったコミュニティ・スクールをつくっていただくことが第一

ですのでお伺いしますが、学校と地域の協働体制の構築の中で、双方向性の必要性、

内容、範囲などを学校運営協議会の中で話し合ってもらえるのか、議題までとはいか

なくても、課題の一つとしてでも結構ですので、投げかけてもらえるのか、この１点

だけお聞きします。 

○議長（中村武弘君） 答弁。 

  教育部長。 

○教育部長（奥田米穂君） 山口議員のほうから、お互いの課題解決に向けて協働関係

を築いていくという解釈でよろしいかという御指摘ですけども、そのとおりで大丈夫
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だというふうに思っております。 

  それから、もう一点の各学校の学校運営協議会の中に投げかけてもらえないかとい

う御指摘でございますが、今年度から、先ほども答弁しましたけども、各学校では学

校運営協議会が定期的に開催されまして、学校運営の基本方針の承認のほか、学校の

課題に応じたサポーター活動、あるいは地域貢献活動なども活発に議論されてるとい

うところでございます。 

  特に、中学校では、生徒の代表がこの学校運営協議会の中に入り込んで議論に参加

し、学校の当事者、あるいは主役として自分たちはどのような地域貢献ができるのか、

あるいは地域課題に対して何ができるのかということを生徒みずからが考えてもらっ

てるところでございます。 

  これまでの地域の力をかりるという考え方に加えまして、将来地域を担うであろう

生徒が地域に出向き、地域づくりにかかわっていこうという考え方も双方向的に議論

が進められているところでございます。 

  繰り返しになりますけども、双方向性の協働体制、これが構築されますよう、学校

運営協議会の議論も双方向性と対等性、これをキーワードに、それを意識しながら取

り組みが進められるよう、学校のほうには伝えていきたいというふうに考えておりま

す。 

  以上でございます。 

○議長（中村武弘君） ３回目の質問ございますか。 

  ６番山口議員。 

○６番（山口晃司君） 御答弁ありがとうございました。 

  本当に地域が結構疲弊しています。その中で、子どもたちがみずから生徒代表とし

て学校運営協議会に入って自発的にいろいろ考えてくれるっていう動きが生み出され

たというのは、非常に心強いと思います。これからも頑張っていただけたらと思いま

す。よろしくお願いいたします。 

○議長（中村武弘君） 以上で、第２項、コミュニティ・スクールの双方向性について、

６番山口議員の質問を終わります。 

  続いて、総務文教関係、第３項、学校図書館の設備充実を、５番繁政議員の質問を

行います。 

  ５番繁政議員。 
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○５番（繁政秀子君） おはようございます。学校図書館の設備充実をについて質問を

いたします。 

  この１０月１５日に女性議員クラブで６３人ぐらい女性議員が広島県内にいますが、

そのうちの約半分以上が集まって、女性議員クラブの総会を県庁でいたしました。 

  そのときに女性議員クラブに、このたび新しく女性の教育長に県の教育長がかわり

ましたので、その教育長に来ていただいて、教育長の話を聞く研修をするということ

で、女性議員クラブで研修をいたしました。平川教育長。とってもすばらしい教育長

で、はっきりと私たちによくわかるように話をしてくださいました。 

  その中で、今、自分が一生懸命やっていこうとしよるのは何かという話をしてくだ

さいました。それは、これからの子どもはしっかりと本を読んで、自分の考えや自分

の行動がしっかりできるように広島県の子はしていきたいと。それで、図書館の改革

を話してくださいました。そのときに、ここにも書いとるんですが、三次、県の県立

高等学校、三次高校に行って図書館を見てきてください。すごく変わっとりますよっ

てそのときに教育長さんがおっしゃってくださいましたので、後日、やっぱり女性議

員クラブの皆さんがマイクロバスを借りて、三次市へ研修に行ってきました。 

  そのことを感じて私も感じ、皆さんも私が話ししたら感じてくださると思いますが、

子どもたちのために本当に本が読みたくなるような図書館にしてもらいたいと思いま

して、今回の質問を出しております。 

  それでは、ちょっと読み上げます。 

  小・中学校には、児童・生徒が学習をしたり、ゆっくりと読書をするために図書館

が整備されていますが、学校によっては手狭であったり読書に快適な空間でない学校

図書館があると聞いています。 

  先日、児童文学評論家で図書館の改善活動にも積極的な赤木かん子さんが改善され

た県立三次高等学校の図書館を拝見いたしました。断捨離ではありませんが、古い蔵

書を処分するとともにリラックスして読書等ができるよう、椅子の更新や床面に直接

座れるようなカーペットを整備されたそうです。されとりました。本当に。 

  また、図書館の利用促進として、読む人が少なかった文庫本の表紙カバーを他のア

ニメのキャラクターにかえることで、まずは本を手に取ってもらえるようになり、次

第に読む人もふえたと聞いております。 

  児童・生徒が利用しやすい、利用してみたい学校図書館とするために、次の３点に



- 14 - 

ついて教育委員会の考えをお尋ねいたします。 

  １つ、学校図書館の年間予算額と、予算をどのように活用されていますか。 

  ２、学校図書館は自由な読書活動や学習活動の場として、いつでも誰でも自由に図

書館を使えるよう、開かれた学校図書館を目指すことはできませんか。 

  また、３、児童・生徒の活字離れが進んでいると言われていますが、町の学校図書

館の特色づくりや魅力ある学校図書館にするために必要な改善点と今後の学校図書館

のあり方はどのように考えていらっしゃいますか。 

  という質問出しましたって教育長に言ったらですね、教育長が、「繁政議員、府中

小学校の図書館に行ってみてください」っておっしゃったんです。それなら行ってみ

ましょうって、府中小学校、皆さんも行ってみてください。府中小学校の学校図書館

を見に行きました。 

  校長先生が一緒に案内してくださったんですが、正面玄関を入ったところ、校長先

生や他の先生が一生懸命考えて、三次市の今の三次高等学校のような図書館にしてあ

るんじゃがね。府中にも本当に赤木かん子さんが来ちゃったんかねいうぐらい、すご

い図書館にしてあってびっくりしました。 

  そしたら、校長先生がおっしゃるのに、図書ボランティア募集したんですって。そ

したら、１年生から６年生までの父兄で２～３人ずつ学校図書館の図書ボランティア

さんが集まったんじゃそうな。 

  ほいじゃから、今入り口の三次高等学校みたいな図書館は先生たちがちょっとモデ

ルみたいにされて、その後はそれぞれの父兄が１年生は１年生に合うような、１年生

が出たら廊下の角に図書館がつくってあるんですよ。それがきょうなぜこういうふう

にきんきらして来たかいうたらね、クリスマスバージョンにしてこういう・・・。そ

この図書館もクリスマスバージョンにしてあるんじゃがね。子どもが行ってみたいと

かね、そこへ入って本に触れたいというように、お母さんたちが努力して図書ボラン

ティアがやっとってんですよ。府中小学校はそれぞれの学年に合うたように、学年の

父兄が図書館を改善しとってんです。 

  これはすばらしいねと思ってね、これは本当に校長先生にも言ったんですが、きょ

う私が話ししたら、たくさん議員さんが見に来てくれてでしょう言うたんですが、行

ってかどうかわかりませんが、ぜひ府中小学校行ってみてください。本当にすばらし

い図書館に変えてあります。 
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  そういう図書館があと小学校４つ、中学校２つありますから、ああいう図書館に変

わっていくのがすばらしい。本を読みたいね、図書館行きたいねって、この三次高校

でも８倍ぐらい本を借りて読む子がふえたそうです。さっき言うたようにアニメのカ

バーにしただけで、広げてみたら夏目漱石の単行本よ。それとか太宰治とか。それが

アニメのヒーローがカバーにしてあるから、手に取ってみたい。要するに、図書館行

って本を手に取ってみる。みたら、目を通すというようにしてあったですよ。すごい

ねと思いました。 

  そのように子どもたちは純粋で素直ですから、そういうような方向へ持っていった

ら変わっていくんじゃね。府中の子どもたちは本当にすばらしい子どもが多いですか

ら、今度はどんどん図書館が変わっていったら、子どもももっともっとすばらしい子

になっていくと信じて、この図書館の改革、改善についての整備をしてもらうことに

ついての質問をいたしておりますので、どうぞ教育長が答えられるんか、部長か誰か

知りませんが、最終的には教育長が答えていただかなきゃいけませんよ。予算の問題

もありますからね。よろしくお願いいたします。 

  以上です。 

○議長（中村武弘君） 答弁。 

  教育部長。 

○教育部長（奥田米穂君） ５番繁政議員、学校図書館の設備充実をについて答弁いた

します。 

  読書活動は、子どもが言葉を学び、感性を磨き、表現力を高め、想像力を豊かなも

のにし、人生をより深く生きる力を身につけていく上で欠くことのできないものとさ

れておりまして、学校図書館はさまざまな本と出会うことのできる読書センターとし

ての機能と、授業で学んだことを確かめたり、資料を集めて自分の考えをまとめて発

表する学習情報センターとしての機能があるというふうに言われております。 

  １点目御質問の学校図書館の年間予算額についてです。 

  １校当たり６０万円、例えば２，０００円の図書であれば約３００冊を購入できる

ということになりますけども、その予算を措置しておりまして、各学校はその予算の

範囲内で、司書教諭、これは教諭の充て職になりますけども、司書教諭や、町費で措

置しております学校図書司書が中心となって、教職員や子どもの要望なども把握しな

がら図書を選定し、新たな図書を購入してるという状況でございます。 
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  ２点目質問の自由な学校図書館利用についてです。 

  学校によって、多少の取り扱いの違いはありますけれども、先ほど紹介しました司

書教諭や学校図書司書などの職員、あるいは図書委員の児童・生徒が不在の場合には

図書の貸し借りができないため、図書の維持管理のために施錠するケースも中にはあ

りますけども、多くの学校では、休み時間を含む大半の時間に自由に図書館が利用が

できるよう努めているという状況でございます。 

  先に繁政議員のほうから紹介されてしまいましたが、ここで１つ、府中小学校の繰

り返しになりますけども、いい事例を紹介したいと思います。 

  この８月から府中小学校では、子どもたちに多くの本に親しんでもらうため、玄関

ホールの多目的スペースにいのちの本棚というネーミングですけども、そういう図書

コーナーを新たに設置しております。これはコミュニティ・スクールのサポーターの

方々の協力を得ながら、手づくりの本棚、あるいは椅子、テーブルなどを設け、身近

なところに本があって、いつでも自由に読書ができる、そういう環境を整備したもの

でございます。 

  あわせて、廃棄する本の整理、あるいは子どもが実際に本を手に取って読んでみた

いと思えるような配架の工夫、本の並びなどですね。配架の工夫なども図書サポータ

ーの協力を得ながら進めておりまして、保護者や、あるいは地域の方々もお立ち寄り

いただきたいというふうに考えておるところでございます。 

  ３点目質問の魅力ある学校図書館のあり方として、この府中小学校のような取り組

みも一つのアイデアとしてぜひ効果的な取り組みであるというふうに考えております

ので、ほかの学校のほうにも広げていきたいというふうに考えております。 

  また、平成３０年３月に、本を通じて言葉の力を育てることを目標にしました第

２次府中町子ども読書活動推進計画というものを策定しておりまして、町立図書館と

も連携・協力しながら、子どもたちが読書を通じてさまざまな物の見方や考え方に触

れるとともに、表現する機会を意図的に設定することで子ども達は目的に応じた読書

活動を進め、読んだことを表現する力を育成することを定めております。 

  今後とも、この計画に定める読書活動が一層推進されるよう、そんな学校図書館を

目指していきたいというふうに考えております。 

  答弁は以上です。 

○議長（中村武弘君） ２回目の質問ございますか。 



- 17 - 

  ５番繁政議員。 

○５番（繁政秀子君） 予算が６０万円ね、年間。それでいいんよね。ああ、本当。

６０万円でいいの。はい、わかりました。もっと要るんかなと思ったんだけど、

６０万円でいいの、そう。 

  それと、三次に行ったときね、図書館に１万６，０００冊あったんじゃそうな、本

がね。それを今度ほかの教室へ持っていって、それでそこの図書館をきれいに整備し

直さにゃいけんでしょう。そのときに、生徒が本をみんなでバケツリレーのように運

んだんじゃそうな。そしたら、すごい時間がかかって全然進まんのよ、こういうふう

にバケツリレーのようにしたら。そしたら子どもが考えて、「先生ね、これは僕らの

考えで僕らに運ばせてください」って言うたそうですよ、生徒のほうが。「ほいじゃ

あ、あんたらが好きなようにしてくれ」言うたら、力のある子は１０冊ぐらい持って

運んだそうですよ。そうすると、あっという間に本が隣の教室に移ったと。こういう

ことをすることにおいて、子どもがやる気、自分たちのことは自分でやる。そういう

ことを考えることにつながっていったような気がするって校長先生がおっしゃったで

すよね。 

  ですから、そのときに校長先生が１万６，０００冊の中の本をもう捨てるのに、断

捨離するのに、すごくやっぱりみんなで先生たちは悩んだとおっしゃいましたよね。

ほいじゃけども、茶色になったような本とか、それから本がぎっしりこういうふうに

置いてあるんですから、子どもが手も入らんようになっとるところがたくさんあった

そうですよ。そういうのは全部ほいじゃからもう、それこそもうこの際だからいうん

で、全部処分したいうておっしゃってましたよね。 

  ですから、もしさっきのような府中小学校のような図書館に変えていくいうたら、

ここら辺は今から先生たちとよく話し合われて、もし整備をして、今の府中小学校は

各１年生から６年生はコーナーがあって、そこに設けとってですが、それができる学

校ばっかりじゃないと思いますから、そういう点では今からもしこれ本当にさっきお

っしゃったように、府中小学校のように読みやすい、手に取って見やすい、それで子

どもたちが行ってみようかなというような図書館に変えようとされるんなら、あとの

学校の先生たちとよくよく話し合われて、今三次高校でもそういって校長先生が話さ

れましたが、やっぱり処分することについては胸が痛んだそうですよ。やっぱり皆さ

んから買ってもらった本を全部捨てるんですからね。そういうことも話されましたが、
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そういうことも考えて、整備をされるんならやっていかにゃいけんと思います。 

  あそこはほとんど、ほいじゃから今予算のことを聞いたんですが、お金は要らなか

ったそうですよ。やっぱり図書館を整備するのに、全部子どもたちがペンキも塗って、

府中小学校でもそうですよね。棚はペンキを父兄が塗ったり、あそこの三次は全部子

どもたちがペンキを塗ったり、それから今度カーペットみたいなのはどっかから安い

とこからもろうてきたり、それからテーブルなんかも随分かわいいテーブルを持って

きとる。そういうのも子どもたちが持ってきたり、それから父兄が持ってきたり、い

ろいろみんなが協力してカフェみたいな図書館になっとりますから、一度府中小学校

もいいですが、三次高等学校の図書館もいいから行ってみてくださったらいいと思い

ますよ。 

  それから、やっぱり子どもがさっきも言ったように、今まであんまり本読んでない

のが５倍から８倍ぐらい本借りて読むようになったというのはね、魅力的です。さっ

き部長がおっしゃったように、やっぱり本を読んで知恵もつけて子どもたちが大きく

なっていってくれて、府中町を担っていく子になってもらいたいと思いますので、そ

の点はよろしくお願いいたします。 

  せんだって、もう一つすごくうれしいことがあったから、このことだけはちょっと

皆さんに知っといてもらいたいなと思って。私はボランティアで盆踊り保存会で盆踊

りを教えに行くんですよ、各学校へね。このたび東小学校へ行って、東小学校も２時

間ぐらいしかお稽古できなかったんですが、５人で行ってお稽古しました。 

  それから、御縁が余りなくて、そしたらある日招待状いうのが来たんです。きれい

な字を書いてね、小学校３年生が。ほいで、招待状が来たらみんなに配ってください

いうて５人に渡して、招待状が来て、この前１２月６日に１時４５分から感謝の会い

うのをいたしますのでぜひ来てくださいいうて、感謝の会やってもらいました。 

  そしたら、子どもが１番から６番までありますからね、新府中音頭、安芸の広島府

中の町は。それをクイズをつくっとるんです。クイズを６番までの歌詞を入れて。で

ね、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅに分かれて指導者が１人ずつ入って、例えば「安芸」という

文句が何個あったでしょういうて出とるんです。クイズ。教えに行っとる人も忘れて、

何ぼ、安芸の広島いうて数えて、そしたら子どもはちゃんと覚えてね、すごかったで

すよ。歌詞の中に出てくるものをテープをかけてぱっと切って、「ここのさっきの文

句は何ですか」って言ったら、そこもちゃんと子どもらは覚えとるんですよね。小学



- 19 - 

校３年生ですよ。それで、全部１番から６番まで歌える。 

  それで、最後に私たちがこんなに一生懸命練習してこんなに上手になりました。踊

って見せてくれました。本当に最後、もうこれで最後いうときに、それでは感謝の会

ですから感謝状を差し上げたいと思いますいうてね、賞状を読んでもらった。「繁政

秀子さん」「はい」って言ったら、こんなに大きな賞状に、本当の賞状の紙にちゃん

と書いてあるんですよ、私の名前を書いてね。それで、みんな５人が感動して涙しま

したよ。こんなにいい子に育っとるんですよ、府中の子どもたちは。 

  ですから、この純粋ないい心、まだまだ大きく大きく育ててやってほしいので、ど

うぞこの図書館のことについては、教育長、本当に柱になって平川先生のように頑張

って改善をしてもらいたいと思うんですが、いかがですかね、教育長さん。 

○議長（中村武弘君） 答弁。 

  教育長。 

○教育長（高杉良知君） 子どもたちの読書活動を活性化させる、そのための学校図書

館の充実をという観点での御意見や御質問だったかなというふうに思っています。 

  府中町では、目指す子どもの姿の中に、本に親しむ子、そしてたくさん本を読む子、

さらには目的に応じて読んだことを表現したりする子ども。この３つを読書を通して

目指していく子どもの姿に掲げております。 

  この姿を具現化いくために本を読むきっかけを提供していくこととか本を読むこと

の習慣化であるとか、本を読む力の育成であるとか、読書環境の整備であるとか、そ

ういったような４つの柱を設けてやっているというところであります。 

  本は、本というのは、やっぱり本当にすごい力を持っていまして、例えば自分より

もちょっと専門的な人のその考えに触れることができる。それから、自分の心を豊か

にする。そういったものと出会うことができる。さらには、過去の人とも出会うこと

ができるわけですよ、本を通して。本当にすばらしい力を持ってる。まさに図書館と

いうのは、地域の宝島だろうというふうに思っています。 

  学校図書館は、学校の中ではやっぱり学校の宝島の一つであろうかなというふうに

思っております。そこを整備をしていくということで、先ほどの予算の中で６０万円

というのがどうなんだろうかというふうな意見もありましたけれども、全体的に見る

と決して少ない予算ではないというふうに思っています。 

  具体的には、さっきの２，０００円の本が３００冊ということになると、かなりの
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鮮度が、図書というのはやっぱり鮮度は一つの命ですから、その鮮度はやっぱり毎年

毎年入れかえていくということでは、ある程度の予算化はできてるのかなというふう

に感じておりますけれども、府中町の予算っていうのは、どこの学校にも一律６０万

円なんです。これは図書というのは、例えば図鑑であったりどうしても読ませたい本

っていうのはありますよね。それは生徒の数ではない。どの子にもやっぱり必要だと

いうふうに思っておりまして、そういう観点で、一律の６０万円という考え方にして

おります。それはそれでとても大事な視点ではないかなというふうに感じております。 

  府中小学校の取り組みというのは、本当に例えば三次高校は環境整備をしましたけ

ど、府中小学校の場合は環境の整備と同時に地域の方、保護者の方が運営までそこで

やってるというところが、また一つの特徴かなというふうに思っております。こうし

た取り組みというのは、本当に町内にどんどん、どんどん広げていきたいというふう

に思っております。 

  今、子ども司書という県の教育委員会の事業があるんですけど、毎年１０名ぐらい

の子どもを町立図書館が受け入れて、そこでポップづくりであったり図書館を活性化

させていくような、いろんな取り組みの仕方について学習をしております。そうした

子どもたちも一緒になって、ぜひ図書館を整備をしていきたいというふうに思ってお

ります。 

  小学校の話ばっかり出ましたけれども、中学校も、府中中学校はもうすばらしいあ

あいうのがありますけれども、やっぱり学校司書を府中町つけてもらっておりますの

で、この学校司書ですね、学校司書。今３名プラス町立図書館の司書も行ってますの

で、全部で４名で各学校見ておりますけど、この学校司書の方の力というのが大きい

です。やっぱり図書館を経営をしていく上では本当に必要な方で、今４人で７つの学

校を回ってもらってますけど、しっかり力を発揮してもらってるなと。 

  緑ケ丘中学校がことしの文化祭のときに、百人一首の「ちはやふる」というテーマ

で、そういった図書委員が中心になって全体に何ですかね、アピールしていったりと

いったようなことで、学校図書館を活用したさまざまな取り組みが今なされてるとい

うふうに思いますので、先ほどの府中小学校の取り組みというのは、本当にすごいな

というふうに私も思ってますので、ぜひこういったような視点で各学校へ届けていき

たいというふうに思っております。 

  東小学校についてもアピールしていただきまして、本当にありがとうございました。 
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  以上です。 

○議長（中村武弘君） ３回目の質問ございますか。 

  ５番繁政議員。 

○５番（繁政秀子君） 学校司書が今４名っておっしゃったんですが、４名で満足して

らっしゃるのか。やっぱり司書はずっと回りよってんでしょうが、回ってね、それが

どのように配置されてどうなるんかわかりませんが、できれば７つの学校に１人ずつ

司書がおってもらえるようにされるのが私はいいんじゃないかのう思うよ。 

  私の希望なんですが、それは教育長さんと教育委員会が行政と話し合って考えてん

でしょうが、できれば各学校に１人ずつの司書がいらっしゃって、いつ行っても貸し

出しができるようにして、本当に教育長がおっしゃったように、本に親しむ府中の子

いうようなテーマで司書を置いてもらうように頑張られるといいと思いますが、私は

それを願っとるんですが、どうなんでしょう。 

  これだけ、司書は４名でいいのか、それとも全部の学校に司書がいらっしゃったほ

うが私はいいと思いますが、教育委員会の考えを聞いて、これはおってんのうてもえ

え言うちゃったらそれですが、私は全部の学校へ町長にはお願いしときたいと思いま

す。あそこの学校行ったら司書がおって、あそこの学校行ったらいないいうのはなし

にして、全部同じように。今言うちゃった図鑑でも、６０万円のうちで全部の７つの

学校に、中学校に中学校の必要なものを２つの中学校に買ったら、１つの学校はあっ

て１つの学校はないようなことはなしにしとるいうて言うちゃったでしょう、さっき

教育長が。 

  だったら、司書もそうされたほうがいいんじゃないかと思いますが、それだけ尋ね

て要望を兼ねて終わりたいと思います。きちっと答え言うてください。 

○議長（中村武弘君） 教育長。 

○教育長（高杉良知君） 学校司書についてのお尋ねでございます。 

  ４人で大丈夫なのかという話ですけど、私は大丈夫だというふうに思っています。

というのが、司書も１つの学校へずっと担当としているというよりも、回っていろん

なところを見たほうがいいんですよと思います。 

  特に、やっぱりいろんなところの取り組みを見る。そこの子どもに合ったようなま

た取り組みをしていくということが、一つの大事なことかなというふうに思っており

ますし、学校図書館のあれぐらいの規模であれば、１人がずっと張りついておること
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はないかなというふうにも思っておりますので。 

  また今後、大きな置かざるを得ないような、どうしても置かないといけないような

状況になったら、これはこれで考えていけばいいかなというふうに思っておりますけ

れども、現時点では、私は今十分つけていただいてるなというふうに感じております。 

  以上です。 

○議長（中村武弘君） 以上で、第３項、学校図書館の設備充実を、５番繁政議員の質

問を終わります。 

  どうします。もう一問行きますか。 

  続いて、総務文教関係、第４項、学校体育館に冷暖房設置を、３番橋井議員の質問

を行います。 

  ３番橋井議員。 

○３番（橋井 肇君） 皆様、おはようございます。それでは、質問をさせていただき

ます。 

  質問事項、学校体育館に冷暖房設置を。 

  質問主旨といたしまして、学校施設は学習の場、生活の場であることから、快適な

環境への要求は年々高まってきています。府中町立の小・中学校の普通教室にエアコ

ンが設置され、子どもたちが快適な学習環境が整いつつあります。しかし、体育館に

は空調環境が整っておりません。 

  体育館は、日常的に式典行事や部活動、地域活動の拠点として利用される上、災害

時に避難所として使用されます。長期にわたる避難生活には、空調設備が極めて重要

です。ことしの夏は全国各地の学校で熱中症になる子どもも出ました。学校における

子どもたちの健康被害防止の徹底に努めるべきではないでしょうか。 

  また、７月の豪雨災害において、避難所となる体育館には空調設備がなく、長期化

した場合、健康被害、特に熱中症のおそれが懸念をされます。公民館ほか公共施設に

は空調設備はほぼ整っていますが、なぜ学校体育館には設置をされないのでしょうか。

体育館の空調設備については、早急に必要だと考えます。よろしくお願いをいたしま

す。 

○議長（中村武弘君） 答弁。 

  教育部長。 

○教育部長（奥田米穂君） ３番橋井議員、学校体育館に冷暖房設置をについて答弁い
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たします。 

  ことしは７月豪雨災害以降、気温３５度以上のいわゆる猛暑の日というのがずっと

続きまして、夏休み期間中は中学校の部活動における生徒の熱中症を非常に心配した

ところでございます。 

  また、２学期以降もこの猛暑はおさまらず、昨年整備した普通教室のエアコンは十

分に活用され、児童・生徒の快適な学習環境は確保できたものというふうに考えてお

ります。 

  議員御提案の体育館のエアコン設置につきましては、体育館が避難所となった場合、

避難者のための適切な温度管理を行い、良好な生活環境を確保していくことが求めら

れていることから、その必要性は理解するところでございますが、エアコンを設置す

るためには、体育館の壁に断熱材を設けなければならないといった構造上の問題、あ

るいは天井も高く、広い空間の空調管理を行うということになりますので、効率性も

悪く、光熱水費の維持管理も増大するといった経費面での問題も生じてきます。 

  ちなみに、県内公立小・中学校の体育館にエアコンを設置しているのは５校なんで

すが、いずれの学校も文化センター、あるいは地域コミュニティセンターとの用途を

共用してる学校ばかりでございます。 

  町内の避難所は、学校以外のエアコンが整備されている施設といたしまして、くす

のきプラザ、福寿館、総社会館などがあります。避難が長期化した場合には、避難者

の良好・快適な生活環境を確保していくために、避難者をエアコンが整備された施設

に集約するといった措置をとっていくことも考えられるのではないかと思います。関

係部局とも連携・協力しながら、さまざまな観点から研究を進めてまいりたいという

ふうに考えております。 

  また、この７月豪雨災害の際、府中町では多くの避難所が開設されましたが、避難

所となった学校におきましては、エアコンが整備されている普通教室のほうを避難所

として開放しまして、対応させていただいたところでございます。大きな災害の際に

は、こうしたフレキシブルな対応も可能となるのではないかというふうに考えており

ます。 

  なお、町内の学校は、普通教室として活用してない特別教室などにはエアコンがま

だ整備されておりません。体育館へのエアコン整備の前に、特別教室へのエアコン整

備というのもありますし、マスタープランに定めるトイレの改修など、大規模な改修
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も行う必要もあります。優先順位をつけてその他の整備も進めていく必要があること

から、現時点で学校体育館にエアコンを整備する緊急性は乏しいのではないかという

ふうに判断してるところでございます。 

  答弁は以上です。 

○議長（中村武弘君） ２回目の質問ございますか。 

  ３番橋井議員。 

○３番（橋井 肇君） 御答弁ありがとうございます。 

  なかなか難しいという回答であるというふうに理解をさせていただきました。 

  ことしのような暑い夏というのは異常気象ではなく、当たり前だと考えるべきだと

思います。災害は季節を選んでくれません。むしろ暑い時期、寒い時期にその季節特

有の災害が起こる可能性が高いと考えられます。 

  体育館にエアコン設備はさまざまな理由により難しいことはわかりました。比較的

コストの低い大型冷風機、大型扇風機なども考えてみてはどうでしょうか。 

  また、特別教室のエアコン設置計画についてお聞かせください。 

  児童・生徒の安全確保のため、学校諸活動における熱中症事故予防に係る対応方針

はどのようにお考えでしょうか。 

  以上３点、よろしくお願いいたします。 

○議長（中村武弘君） 答弁。 

  教育部長。 

○教育部長（奥田米穂君） ちょっと順番が前後するかもしれませんけども、まず学校

の体育館のほうで使用する、あるいは使用しないという判断なんですけども、これは

学校の施設管理者の判断ではありますが、体育館の中に温度計あるいは湿度計という

のを置きまして、１つ問題となってる熱中症対策のために、一定程度に温度が上がれ

ば使用を控えるというような判断をそれぞれの学校のほうで行ってると、そういう方

針を決めてるというところでございます。 

  これは特に中学校におきましては、部活動など非常に夏休み期間中なども活動を活

発に行っておりますので、熱中症対策というのはしっかり取り組んでいかなければな

らない問題だと思いますので、一定程度の基準を超えた場合には活動中止、そういっ

た賢明な判断を行うというようなところを徹底していきたいというふうに思っており

ます。 
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  特に、スポーツ活動などにおいては、そんなに高くない気温であっても熱中症は発

生してるということですので、教育課程内外を問わず、適切な措置を講じていきたい

なというふうに思っております。 

  それから、最初のほうに御質問のありました特別教室へのエアコン設置ということ

なんですが、使用頻度の問題もありますし、当然予算の問題もありますので、具体的

にいつからというところまではまだ計画はできておりませんが、また今後ちょっとし

っかり取り組んでいきたいなというふうに思っております。具体的な計画はないとい

うことで答弁させていただきたいと思っております。 

  それから、大型冷風機、それから扇風機などは、もう学校のほうに置いております

というか、活用しているとこなんですけども、なかなか熱がこもりますと、もう朝か

らしっかりあけていても、なかなか風が通らずになかなか気温が下がらないというよ

うな状況もございますので、当然その扇風機、冷風機というのも当然視野に入れなが

ら活用させていただいてるところなんですが、なかなか効果が上がらないという声は

一部聞いておりますので、そこはしっかり空気の入れかえといいますか、風が通るよ

うな、風の流れをつくるような措置をとるということで、それぞれの学校のほうで工

夫をされながら、温度を上げない、熱をこもらせないというような取り組みも進めて

るというところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（中村武弘君） ３回目の質問ございますか。 

  ３番橋井議員。 

○３番（橋井 肇君） 御丁寧にありがとうございました。 

  ことしの夏は、全国各地で最高気温の記録を更新する地点が相次ぎました。死亡す

る事故も起きております。文科省は８月上旬、各教育委員会に対し、夏休みの延長や

臨時休業日の設定などを検討するよう通知を出しましたということもありました。学

校生活における子どもたちの健康被害防止の徹底を図るべきだと思います。 

  また、ことし学校で熱中症になって後遺症の残った方がおられて、それでの裁判で

の裁判長の判決なんですが、最低でもという前置きがありまして、府中町では温度計、

体温計は設置してあるということなので、学校の対応として、普通教室、特別教室、

体育館の温度計、湿度計の設置。危険度の基準となる温度、湿度の周知。温度、湿度

が基準値を上回った場合の行動。定時に温度、湿度を確認し、記録する。温度計、湿
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度計が正常に機能しているかどうかを定期的に確認するという学校側にあったそうで

す。なので、こういう定期的な点検もしっかりとお願いをしたいと要望して、私の質

問を終わります。 

  以上です。 

○議長（中村武弘君） 以上で、第４項、学校体育館に冷暖房設置を、３番橋井議員の

質問を終わります。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（中村武弘君） ここで休憩をしたいと思います。１１時まで休憩です。休憩。 

（休憩 午前１０時４１分） 

 

（再開 午前１１時００分） 

○議長（中村武弘君） 休憩中の議会を再開します。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（中村武弘君） 続いて、総務文教関係、第５項、新資料館で歴史の町をＰＲ、

４番梶川議員の質問を行います。 

  ４番梶川議員。 

○４番（梶川三樹夫君） 新資料館で歴史の町をＰＲという質問事項でございます。 

  質問主旨、現在、複合施設として府中町歴史民俗資料館を新しくつくりかえるため

の基本設計が行われております。これからの町をＰＲするものとして、府中町の歴史

は欠かせないものと私は思っております。 

  特に今後、町が目指している下岡田遺跡の国の史跡指定や、安芸の国府跡など広く

ＰＲし、府中町の歴史をもっと多くの人々に知ってもらう努力を今まで以上にしてい

くことが必要です。 

  このことから、新歴史民俗資料館の建設計画について質問をいたします。 

  １、新歴史民俗資料館には、学芸員の配置が必要と思われますが、町の考えはいか

がでしょうか。 

  ２番目、新施設では２階と３階に分けて計画案が示されておりますが、展示物の管

理及び衛生管理上からも同じフロアに設置すべきであると私は思いますが、町の考え

はいかがでしょうか。 

  ３番目、ボランティアガイドの現状と今後の育成について。 
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  ４番目、将来を見越して新資料館はスケールの大きなものにして、県内はもとより

全国各地から見に来てもらえるような計画が必要と思われますが、町の考えはいかが

でしょうか。 

  以上、４点を質問いたします。 

○議長（中村武弘君） 答弁。 

  教育部長。 

○教育部長（奥田米穂君） ４番梶川議員、新資料館で歴史の町をＰＲについて答弁い

たします。 

  １点目の質問の学芸員配置についてです。 

  国の史跡指定を目指しております下岡田遺跡の発掘された資料の展示だけではなく、

調査研究を行う機関として専門職員である学芸員を配置する必要性については理解を

しているところでございます。新しい歴史民俗資料館は、公民館との複合施設を一体

的に管理運営していくこととしておりまして、常勤職員を配置するかどうかは、限ら

れた財源と運営スタッフの中で幅広く検討していきたいというふうに思っております。 

  ２点目質問の資料館の複層階配置についてでございます。 

  公民館との複合化の利点を生かすため、多様な公民館利用者が歴史民俗資料館にも

立ち寄ってもらうことを念頭にレイアウトしているものでございます。展示物の管理

だけではなく、限られたスペースの中で資料館に求められる耐震性、耐火性、耐水性

などのさまざまな建築要件、あるいはその隣接するホールや調理施設などとの関係を

考慮したり、利用者の想定される動線なども総合的に考慮しながら、現在のレイアウ

トを考えたものであることを御理解いただきたいというふうに思っております。 

  それから、３点目質問のボランティアガイドの現状と育成についてでございます。 

  府中町歴史・文化財ガイドクラブとして現在１５名が登録をしておりますけども、

資料館来館者に展示内容ごとに担当を決めてガイドを実施しているところでございま

す。新たな歴史民俗資料館が開館した際には、新たな展示内容を踏まえたガイドの育

成だけではなく、子どももガイド役を担うことで、府中町への愛着心を高めていくこ

とも期待できることから、子どもボランティアガイドの導入もあわせて検討していき

たいというふうに思っております。 

  ４点目質問のスケールの大きい資料館についてでございます。 

  府中公民館とともに建てかえ、複合化される歴史民俗資料館は現在、具体的な展示
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設計を進めているところでございますが、府中町への愛着や誇りを持ち、町の魅力を

町内外に発信していく重要な拠点であると考えておりまして、府中町の姿を概観し、

府中町の自然について確認し、古代から現代までの府中町の歩みを確認する３つのテ

ーマで展示し、多角的に学べる構成とするよう計画を立てているところでございます。 

  このようにリニューアルされます歴史民俗資料館では、府中町の歴史と文化を後世

に伝えていくための施設として、学校教育だけでなく生涯学習においてもしっかり活

用でき、町内外に広く発信できる施設整備を進めていきたいというふうに考えており

ます。 

  国の史跡指定を目指しております下岡田遺跡、あるいは協議会が設置されまして日

本遺産に申請手続予定の神武東遷の道など、全国規模で情報発信できる誇れる資源と

いうのは、府中町にはたくさんあるというふうに認識しております。そのメリットを

最大限に生かした、そんな展示内容にしていきたいというふうに思っております。 

  答弁は以上です。 

○議長（中村武弘君） ２回目の質問ございますか。 

  ４番梶川議員。 

○４番（梶川三樹夫君） 府中町のこれからのまちづくりは、今までどんどん人口がふ

えて団地もいろいろできましたけども、やはりここで府中という名前にもあるように、

本当に歴史のある町ですから、この歴史を掘り返していくということがこれからはま

ちづくりに必要なんではないかというふうに思っております。町長、よろしくお願い

します。 

  今、答弁の中で子どもボランティアガイドという導入の検討ということで話があり

ましたけども、これは本当すばらしいことだなと思っておりますので、ぜひ期待をし

ておりますので、よろしくお願いをしたいと思います。 

  学芸員の配置については、今後、府中町を歴史の町として近隣の市町だけではなく

全国に発信できるこれはチャンスだと、チャンスをつくることだというふうに思って

おりますので、学芸員を置くことは、歴史民俗資料館の貴重な展示物がさらにその価

値を増して、そしてより深く、広い展示物に生まれ変わっていくものだと私は思って

おります。 

  資料館を、そして２階と３階に複層化していくということを言われましたし、新聞

にも出たわけですけども、この計画は多様な公民館利用者が資料館に立ち寄ってもら
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えることを考えてレイアウトしているというふうに聞いておりますが、一見いいこと

だなというふうには思う一方で、この貴重な資料を管理しにくくなるんじゃないかと

いうような懸念も、また欠点でもあろうかというふうに思っております。 

  専門員の学芸員を置いて、１つのフロアで管理できるということになると、全国か

ら企画展を企画できるようなにるんじゃないかなという希望というか、夢も持ってお

ります。 

  この前ちょっとあれを見てみましたら、熊野町で筆の里工房というのがありますが、

先月まで京都国立博物館でしたかね、尾形光琳の絵とかいろんな東京の国立博物館や

全国のそういう有名なところからも美術品が集められて、企画展が開催されておりま

した。これは熊野町の筆の里工房には、主任学芸員さんがいらっしゃるから管理がち

ゃんとできるんだと思っております。 

  また、立派な企画展をするには入場料も発生するんじゃないかなというふうに思い

ますが、今のつくりでいいのかなというふうに私は疑問を持っております。 

  今後、下岡田遺跡が国の国史跡の指定を受けたり、神武東遷の道が日本遺産に登録

されたときのことを考えると、歴史の町府中町、この民俗資料館のあり方も、もう一

つ大きなものとして捉えていく必要があるんじゃないかなというふうに思っておりま

す。 

  そこで、もう一度同じ質問になりますが、そういう面もありますので、ワンフロア

でやったほうがいいんじゃないかなという。まだ設計の段階ですから何とかなるんじ

ゃないかなという思いもあって、そういう質問をさせてもらってますが、そういう観

点からどうでしょうか。衛生面だけじゃなくて、そういう将来を見越してワンフロア

というような考え方について、御意見を聞きたいと思います。 

○議長（中村武弘君） 答弁。 

  教育長。 

○教育長（高杉良知君） ４番梶川議員から再度の御要望と質問という形でお受けをい

たしました。 

  １点目の専門的な職員の配置、学芸員ということでの御質問でございます。 

  この歴史民俗資料館の建設というかについては、府中町の歴史民俗資料館再整備検

討委員会という検討委員会を設けまして、そこでもさまざまな御議論をいただいて、

その答申といいますか、その御意見を踏まえながら進めていくという形にしていきた
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いというふうに思っております。基本的にはそういうことであります。 

  その中で事業計画の中に４本ありまして、１つは展示の事業である。そして、もう

一つが収集保存事業、３つ目が調査研究事業、そして４点目が教育普及事業。この

４つをこの資料館の中にこういう機能を持たせるべきだということを御提言をいただ

いております。 

  その中で、調査研究事業というところについてのお話だというふうに思いますけれ

ども、特に今、下岡田遺跡の発掘を進めておりますけれども、この遺跡をやっぱり広

く町民の一つの大きな財産として受け継いでいき、さらにこれを他へ発信をしていく

といったことについては、専門的な職員も必要ではないかという御意見だというふう

に思いますし、私たちもその必要性については十分理解をさせていただいてる。答弁

をしたとおりでございます。 

  とはいいましても、公民館との複合ということもあって、ここの管理運営をどうい

った状況でやっていくのかということについては、今後、検討をしっかりしていきた

いというふうに思っております。 

  それから、２点目の２階と３階ということでありますけれども、これ全員協議会の

ときに社会教育課長のほうから、そのときのメリット等についていろいろお話をさせ

ていただいたというふうに思います。 

  限られたスペースということになります。今のスペースのところへ公民館機能と資

料館を複合化していくということでありますので、その資料館をしっかりと、展示ス

ペースを最大限に活用するという観点でいいましても、例えばですよ、例えば資料館

として使うところは今、部屋が２部屋になってますけれども、例えば２階から３階の

資料館へ行く途中の階段。そこは十分な展示スペースにもなるわけですよ。展示スペ

ースがむしろ広がる。そして、２階、３階にはどんなものがあるのかとわくわく感も

ありますよね。 

  そういったむしろ、確かにいろんなデメリットもあるかもしれないけれども、限ら

れたスペースの中でそれを最大限活用していくということになると、メリットのほう

にしっかりと目を向けながら、そこを強調してやっぱりつくっていく。これはやっぱ

り大事なことだというふうに思っております。 

  私も最初は、２階と３階分けるんかっていうようなことを思ったんですけれども、

待てよ、やっぱり思いました。いろんな部屋を利用した人が資料館も活用しやすいと
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いう、これは大きなメリットですね。これまでの資料館へ行く人たちはこういう人た

ちっていうふうに限られた人だけではなくて、もっと幅広い、いろんな人が資料館を

活用することができるということと同時に、さまざまな展示をしっかりと確保してい

くことができるというような面も、そういったようなこともメリットとして考えなが

ら、総合的に検討していきたいということであります。 

  そういうことで、今のところはこういう方向で考えておりますので、御理解につい

てよろしくお願いしたいというふうに思います。 

○議長（中村武弘君） ３回目の質問ございますか。 

  ４番梶川議員。 

○４番（梶川三樹夫君） ２階、３階にするのもこういうメリットがあるよということ

を教育長から伺いました。 

  そして、幅広い人たちにも展示を見てもらうには、２階、３階とあったほうがいい

んじゃないかという考え方ということですね。 

  これから管理運営をしっかり考えていきたいということですので、管理運営のほう

をよろしくお願いしたいと思います。 

  この下岡田遺跡から出たものの中には、大阪の難波宮、難波宮っていうんですかね、

そこから出てきた瓦と同じものが府中町にも出てるわけですよ。そこしかない、府中

町と難波宮しかないというものもあるし、道隆寺の近くには奈良の平城宮から出たも

のと同じものが、これも府中しかないというそういうものも、すごい貴重なものが、

すずり石があるわけです。 

  こういうものを考えると、本当にそういうものを目玉にしてっていったらちょっと

あれですけど、全国から歴史の好きな人が見にくるんじゃないかなというふうに思っ

ておりますので、府中町の町民も知らないようなたくさんの歴史の宝物があるという

ふうに思いますので、これを生かしたまちづくりをしていってほしいなというふうに

要望しておきます。 

  そして、全員協議会でもちょっと言わせていただいたんですけど、新しい施設を設

計する上において、これだけじゃないと思うんですけども、今までも例えば白寿館を

南交流センターにつくりかえるときに、私たちができたときに見に行ったときは、葬

儀もできる、地域の葬儀もこれからできますねっていう話を受けたんですが、実際つ

くってみると葬儀はできない。できないんじゃなくて、できるんだけど一回も使って
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ないというのは、できないのと一緒ですよね。このつくりがやっぱり設計上問題があ

るんじゃないかなというふうに思います。 

  また、栄寿館の建てかえで北交流センターができましたが、みんなカラオケなんか

を楽しみにしてるんだけど、大きな部屋ではカラオケはできないようになってたと。

小さなとこしかできないので、老人会の集まりをしようと思っても、みんなが入らな

いとこでぎゅうぎゅう詰めでやってるというようなこともございます。 

  ですから、利用の面でぜひ設計ミスがないように、しっかり細かいところまで設計

をしていただきたいなというふうに要望をしておきます。 

  以上、質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（中村武弘君） 答弁要りますか。 

○４番（梶川三樹夫君） 答弁あれば。要望で。 

○議長（中村武弘君） 以上で、第５項、新資料館で歴史の町をＰＲ、４番梶川議員の

質問を終わります。 

  続いて、総務文教関係、第６項、緑ケ丘中学校の老朽化と早急な対策について、

８番上原議員の質問を行います。 

  ８番上原議員。 

○８番（上原 貢君） 私のマンションに住んでると、住民の方から緑ケ丘中学校に通

ってる子どもさんがいるわけですね。こういう子どもさんの保護者の方から、緑ケ丘

中学校は中ひどいんだよと、老朽化がひどいという話を受けまして、上原さん、一遍

見てきんさいということで行ってまいりました。写真も撮ってまいりました。本当に

ひどいんですよ。きょうたくさん傍聴の方が来ておられますから、一緒に聞いていた

だきたいと思います。写真もあります。後で町長に渡しますね、これは。 

  緑ケ丘中学校の校舎の老朽化が非常に激しくて、日々の学校生活まで支障が出てき

ております。とりあえず困ることは、教室の引き戸が動かないこと。入り口の引き戸

ですね。これが動かないんです。全然動かない。もう枠がもう固まってるんですね、

これは。そういうとこがかなりあります。 

  さらに、動くけど必死で動いて、二見議員が一生懸命やってもちょっとしか動かな

いような、こういう戸もかなりあります。１つ２つ、３つ４つじゃないんですよ。か

なりあるんですよ、これは、こういう教室が。これはもうこんなに寒いときはすき間

風来ますよね。それだし、地震なんか来ると一斉に逃げるよね、これ。逃げるときに
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この少ないすき間からみんな斜めになって走って出るわけですよ。殺到しますよね、

これ。けがのもとになります。 

  ということで、この引き戸が動かないとこがあるのは早急にやってほしい。学校の

ほうも教育委員会にお願いしてると聞いてます。ことしはその中でも５つの５教室し

か直さないという話を聞いております。本当ね、これは５つ６つじゃないですよ。全

部だから早急にやってほしい。本当にこれはもう学校の先生方も言っておられます。

保護者も言っておられます。これは大至急、これは本当事業とかこういう環境整備の

一番大事なところですよ、戸が閉まらんというのは。 

  それと、さらに最もひどいのがクラブハウスでございます。運動場の奥に建ってい

ますね。皆さん御存じだと思います。一番奥に建ってます。この中に入ってみますと、

天井や壁、床もはがれてます。屋根裏まで天井がもう半分ぐらい落ちてるんですよ。

ばりばりに落ちて天井裏が見える。当然、雨漏りがあります。校舎の中にも、緑ケ丘

中学校の中にも雨漏りはあるんですよ。どんどんできてます。補修はしてますけど、

今もあります。 

  クラブハウスはといがありますね。といがこう縦にこう、雨が降ったらね。このと

い朽ちとるんですよ。ない。上が穴があって、下が線だけ残ってます。線だけ。だか

ら雨が降ったら水が落ちるわけですよ。下は水があふれてますよね。これが鉄板の下

までだらだら落ちると。これは家をなしてないんですよ。家の状況じゃないです。こ

れはね。学校の施設とは思えないというふうな破れ方をして、ひどい状態です。 

  当然ながら私が行ったときね、ネズミも出よるんですよ、本当に。壁が破れたとこ

ろをネズミがたったって走るわけですよ。用務員さん、これどうしたん言うたら、

「これね、皆さんみんなネズミハウス言うんです」言うんですよ。ネズミハウスって

生徒も言いよるというぐらいネズミいっぱい出てるんですよ。 

  このネズミが出張するわけですね。あっこの中でおるわけじゃないんで、学校の教

室にも入ってきます。特に、１０月には家庭科の準備室がありますね。ここにはネズ

ミの死骸が出ております。女子生徒もみんな知ってます。どうしたもんだろうかと保

健室の先生も言われて、学校薬剤師もそれ聞いてきて、上原先生、これ何とかしてや

と、ネズミハウスからネズミが来るんよと。衛生状態非常によくないということでご

ざいます。 

  さらに、プールの更衣室、プールも行ってきてくれと。プール行ってみました。更
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衣室ね。この更衣室は広いんだけど、全部で６本ぐらい蛍光灯があるんです。照明が

ある。４本が落ちてます。蛍光灯がない。４本はね。その中の２つ３つは蛍光灯の台

がありません。台がありますね。この台ごと落ちとる。台がないんですよ。台が落ち

て線が出とる。ぶらっとこう下がっとるんですよ。これは何たら屋敷みたいですよ、

本当に。こういう状況でプールの更衣室が運営されてる。 

  まだたくさんあるんですけど、体育館では男子トイレでは水が流れないんで、普通

自動で流れますよね、水が流れる。これは流れないんです。だから、上のほうに水流

れるボタンがあって、生徒が飛び上がってたたいて水がやっとおりるわけですよ。こ

んなことやってるわけ、現実にね。当然、和式トイレで改善もされとらん。水漏って

ます。 

  ということで、学校自体が老朽化しているわけです。多分５０年はたってるんじゃ

ないかと、後で正式にお聞きしたいと思いますが、ということで学校が古くなると照

度も落ちてきますので、例えば特別支援学級のわかば学級の入り口あたりは部屋が非

常に暗くて、通路も非常に暗いということで、学校薬剤師から照度が不足しているよ

という指摘も受けております。 

  わかば学級の入り口は、本棟の学校の間にはどれぐらいあるんですかね。１メータ

ーか２メーターぐらい間があいてましてね、雨が落ちるわけです。降り込んでくる。

雨が降っても出入りせにゃいけんじゃないですか。だけど、屋根には板みたいなんこ

う仮に挟んであるだけで、その下は風がなけりゃいいけど、降り込んできますよね、

斜めに雨が。だから、下はびちゃびちゃですよ。だから、わかば学級の入り口は学校

とは違うような感じでね、入り口に水が入るわけですよ。そういうとこも改善されて

ないですし、こういうとこもわかば学級といえどもね、もう少しは明るく、そして入

りやすい教室にしていただきたいと思います。 

  校舎の外壁も非常にくすんでおって、例の中学校の生徒の自殺事件がありましたね。

あのころ盛んにテレビに出て、くすんどる、汚いという話は東京、大阪から私も電話

を受けておりますけど、問題は新築された府中中学校ですね。保護者の方これよく御

存じなんですよ。府中中学校はすごいようなっとる。きれいでいいと、施設がいい。

雲泥の差だと私が言われるんですよ。あれ雲泥の差よ、どうしてくれるんやと。保護

者の方が、これは少しじゃない、たくさんの方からそういう苦情を私いただいており

ます。 
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  ということで、早急な修理と根本的な建てかえについて、町の考え方を伺いたいと

思います。御清聴ありがとうございました。 

○議長（中村武弘君） 答弁。 

  教育部長。 

○教育部長（奥田米穂君） ８番上原議員、緑ケ丘中学校の老朽化と早急な対応につい

て答弁いたします。 

  最初に、今回、上原議員からは多くの御指摘をいただきました。教育委員会として、

これまで決して放置していたわけではなく、限られた予算の中で、町内全体の学校施

設の状況を見ながら老朽度、危険度などを総合的に判断し、優先順位をつけて対応し

てまいりましたが、日常的なメンテナンスが不十分であったということもありまして、

これまで速やかな対応ができていなかったことは、御心配と御不便をおかけしておる

ところでございます。 

  それでは、御指摘のあった箇所を一つずつ説明させていただきたいと思います。 

  まず、教室の引き戸につきましてですが、今年度から約２００万円予算を確保しま

して、２階の３年生の教室の引き戸を抜本的に修繕いたしました。これまでも応急的、

簡易的な修繕を行ってまいりましたが、レールやあるいは扉の枠自体にひずみが生じ

ており、今回抜本的な修繕の対応を行ったところでございます。来年度は３階、再来

年度は４階、これを段階的に修繕する予定でございます。 

  続いて、クラブハウスにつきましては、これまでも老朽化により使用できない部屋

があるということは把握しておりました。ただ、緊急性は低いものというふうに判断

しておりましたので、対応できてなかったということでございます。ネズミの死骸に

つきましては、害虫駆除の施行により生じたものというふうに把握しているところで

ございます。 

  平成３０年３月に学校・社会教育施設等の利用・整備マスタープラン、これを策定

いたしまして、これまでの対処療法的な事後保全から計画的な予防保全へと維持管理

手法を見直しまして、施設の長寿命化、あるいは教育環境の質的改善も考慮しながら、

改善、建てかえ等を検討するための年次計画による詳細な優先順位を設定したところ

でございます。 

  具体的には、既に計画的な建てかえを行うこととしております府中公民館、府中南

公民館とは別に、この緑ケ丘中学校の外壁・屋根改修、クラブハウスの大規模改修、
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それから南小、東小、北小のトイレの改修につきましては緊急性が高いというふうに

判断しておりまして、３６年度以降の年次計画に先行しまして、単年度の支出抑制に

努めながら、可能な範囲で平準化を行った改修を進めることとしております。その計

画実施の中で、今後検討していくということになると思います。 

  続いて、プールの更衣室の蛍光灯につきましては、雨漏りの影響で漏電の可能性が

あるということで撤去している状況でございます。使用頻度が低く、一定程度の照度

も確保できてるということから、根本的な修繕対応とするかどうかについては今後検

討していきたいというふうに思います。 

  それから、体育館の男子トイレにつきましては、小便器の水の流れをセンサーで処

理することとしておりましたが、そのセンサーのふぐあいにより水が流れない状態と

なっておりました。このトイレにつきましてはセンサーを調整いたしまして対応した

というところでございます。 

  雨漏りにつきましては、昨年度、校舎側のほうになりますけども、校舎の防水修繕

を実施しております。特別支援教室の前が雨漏りをしてるという御指摘でございます

が、これは屋根からの雨が降り込んで踊り場に水たまりが生じてるという状況でござ

います。今後は、簡易な屋根を設置しまして、この水たまりが生じないよう対応する

こととしております。 

  それから、照度の不足でございますが、ことし１０月に実施しました照度検査によ

りまして、特別支援教室前の廊下が下限値を下回り、蛍光灯の増設が必要であるとい

うことが指摘されたところでございます。速やかに対応していきたいというふうに考

えております。 

  なお、この照度検査でございますが、検査箇所、あるいは気象条件等により検査箇

所も毎年異なっておりまして、昨年度の検査結果は問題なかったというふうに認識し

てるところでございます。 

  それから、校舎の外壁、屋根につきましては、先ほど答弁いたしましたマスタープ

ランの中で、クラブハウスと同様に緊急度が高いというふうに判断しておりますので、

３６年度以降の年次計画に先行し、３５年までの間、いずれかの年度に改修を進める

計画にしております。 

  しかしながら、このマスタープランは、府中町の第４次総合計画、あるいは実施計

画にも入っていない計画ということでございます。今後は、町全体の財政計画の中で、
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単年度ごとに関係部局とも調整した上で実施することになっております。 

  最後に、抜本的な建てかえでございますが、マスタープランの中にも示してないこ

とでございますので、現段階では検討しておりません。修繕、修理につきましては、

学校管理者からの詳細な報告を丁寧に受けまして、教育委員会として緊急度が高いと

判断したものにつきましては、予算を確保した上で対応していきたいというふうに考

えております。 

  答弁は以上です。 

○議長（中村武弘君） ２回目の質問ございますか。 

  ８番上原議員。 

○８番（上原 貢君） 引き戸は来年、再来年で順次やるって言うんだけど、おっしゃ

ってますが、これは早くやってほしい。本当にお願いしますよ。３年生だけじゃなし

に１年生、２年生も戸があかないとこたくさんあるんですから、これは町長お願いし

ます。本当に引き戸だけは先に。本当にそういうことです。 

  それから、それは緊急にやってほしいということで、クラブハウスは本当に皆さん

行ってみてください。皆さん、本当に。建てかえの時期ですよ。あれを修理してどう

なんかな、修理できるのかなというふうな感じを受けますけど、やっぱり将来があり

ます。子ども、子育てですからね、いい環境で。特に、府中中学校との差がすごいん

ですよ。もう歴然として、皆さんおっしゃいますので、やはり公平な府中中学校、緑

中学校、同じ中学校ですので、ある程度そういう標準化というのは考えていただきた

いというふうに思います。 

  それから、グラウンドの周りに大きな木がたくさん生えてるんですね。これがちょ

うど緑中は周りが民家で囲まれておりまして、その大きな木がもっともっと大きくな

って金網を超しててですね、民家のところに葉っぱが落ちるんですね。中には金網を

破って向こうへ出て、この木がどんどん葉っぱを落とすんですね。苦情もたくさん出

ております。用務員さんが木を切るんだけど、金網に挟まってからとまっとるんです

よ、下は切っとんだけど。というふうなとこがかなりあります。 

  最終的に周りに木を植えるというのはどうなんですかね。将来的にもっともっと木

は大きくなるじゃないですか。そうすると、この木がどんどん葉っぱを落とすし、管

理大変ですよ、これは。どんどん大きくなって、真ん中にあるのはいいけど、端っこ

だから半分は民家ですよね。これから計画的にこの周囲にある木についての対策は考
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えていかないとと思いますが、その点をお聞きしたいと。 

  それから、学校に駐輪場がない。自転車を置くとこないんですよ、駐輪場が。これ

用務員の方がおっしゃってますけど、駐輪場もあってもいいんじゃないですか。行事

でグラウンドゴルフするときでも自転車で来られますので、あっちこっちばらばら、

ばらばら自転車が置かれるという状況ですので、そんな予算かからんと思いますので、

駐輪場はどうなんでしょうかという質問です。 

  それと、やはり建てかえは必要だと思います。もう５０年、私ここ来て４４～

４５年になりますけど、その前からありますから５０年はたってるんじゃないかと思

いますけど、たってない。それぐらいのかなりの年代たってますので、府中中学校と

の見かけも含めてですね、検討していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（中村武弘君） 答弁。 

  教育委員会総務課長。 

○総務課長（教委）（谷口充寿君） まず、御指摘のありましたグラウンド周りの大木

の件でございますが、御指摘をいただく前からグラウンドの大木については何らかの

処置をしなければいけないということで考えておりまして、基本的には今現在は剪定

で対応しておりますが、このたび御指摘いただきました大木につきましては緊急性が

あるということで、５本のうちの１本、一番大きい大木を１１月２３日に伐採させて

いただきました。 

  今後につきましても、残していくものなのか、それとも伐採するべきなのか、学校

と協議しながら話を進めていって対処していきたいと思っております。 

  次に、駐輪場の件でございますが、府中中学校には新しい建物ですので駐輪場が整

備されております。緑ケ丘中学校は、御指摘のとおり確かに駐輪場はございませんが、

行事等がある場合には駐輪スペースを学校のほうで設けて対応しているところでござ

います。そういったこともございますので、今後につきましては、必要性等を精査し

て検討していきたいと思っております。 

  最後に、緑ケ丘中学校でございますが、建築から３９年ということでございますの

で、確かに劣化等が著しい状況ではございますが、３９年ということでありますので、

その点は御理解していただきたいと思っております。 

  以上でございます。 

○議長（中村武弘君） ３回目の質問はございますか。 
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  ８番上原議員。 

○８番（上原 貢君） こういう状況に陥ったのは、私思うんですが、維持管理費とい

うのを学校ごとにつくってないんじゃないかという気はするんですよね。やっぱり建

物建てたら、どうしても建物建てるということは維持管理費がいるわけですから、年

間に毎年予算を組んで、維持管理費というものを立てるべきだと思うのですが、これ

は学校だけじゃないですね。公共物ね、空城山とか交流センターとかありますけど、

そういうものについても新しいものをつくれば維持管理は必ず要るわけですから、こ

ういう体制ですよね。維持管理費を予算化するということについてどのようにお考え

かいうことを最後にお聞きして、将来緑ケ丘中学校の建てかえをお願いして質問を終

わりたいと思います。その分だけお答えください。 

○議長（中村武弘君） 答弁。 

  教育委員会総務課長。 

○総務課長（教委）（谷口充寿君） 御指摘ありました維持管理費でございますが、修

繕につきましては、基本的に１件１０万円以内の簡易な修繕は、学校の予算で対応し

ております。１件１０万円以上の修繕は、教育委員会の予算で対応している状況でご

ざいます。 

  予算の規模及び支出の実績でございますが、緑ケ丘中学校の学校分の施設修繕の予

算は毎年約１００万円で、ほぼ全額を支出しております。 

  教育委員会で持っておる中学校の予算につきましては、平成２８年度は約３６８万

円で、流用等を含めまして支出が７５４万円、平成２９年度は予算は２７０万円で、

流用等を含めまして３８６万円の支出、今年度は７０５万円で、１１月末現在でござ

いますが、４６７万円の支出と、多くの修繕に取り組んでいるところでございます。 

  主な修繕内容は、平成２８年度は給食用のリフト改修に約２７０万円、職員室の床

の改修に３９万円、平成２９年度は校舎の防水修繕に約１９０万円、体育館の玄関の

戸の修理に４０万円、今年度は校舎の防水修繕に約１８６万円、先ほども申し上げま

したが、教室の扉の修繕に１９９万円となっております。 

  このように予算は限られておりますが、現状を踏まえ、必要に応じて追加予算措置

を行うなど、より安全で快適な施設環境を整えていけるよう教育委員会として努力し

ておりますので、御理解いただきますようよろしくお願いいたします。 

  以上です。 
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○議長（中村武弘君） 以上で、第６項、緑ケ丘中学校の老朽化と早急な対策について、

８番上原議員の質問を終わります。 

  続いて、総務文教関係、第７項、窓口サービスの向上について、１０番児玉議員の

質問を行います。 

  １０番児玉議員。 

○１０番（児玉利典君） 皆さん、おはようございます。１０番児玉でございます。私

のほうからは、窓口サービスの向上について質問させていただきます。 

  質問主旨でございますが、昨年６月の定例会におきまして、繁政議員のほうから同

様の内容の来庁者へのサービス向上についての質問がありました。加えて、先日行わ

れました全員協議会の中で、これらの要望が織り込まれた庁舎内のレイアウト変更や、

組織改正などの話がありました。 

  さらなるサービスの向上の機会として、改めて質問させていただきたいと思います。 

  これまでにもハード・ソフト面において、研修や改善を行い、窓口の対応のサービ

スの向上について活動されてこられました。 

  ことし７月に起きました豪雨災害で、各種窓口や避難所、ボランティア活動の中で、

ふだん窓口対応されていない職員さんも昼夜を問わずの対応の中で、疲れも見せず、

親切な対応をされているところを見て、誰一人不満を言う方はおられませんでした。 

  また、被災者のある方から、府中公民館に仮設で設けられました消毒液の配布にお

きましても、ふだん窓口におられない職員さんかもしれませんが、親切に対応してく

ださったと喜んでおられました。このような声も出ております。 

  職員の皆さんが日ごろから真剣に接遇に取り組まれた成果であり、敬意を表したい

と思います。 

  このたびの抜本的な機構改革は、ハード面の改革として窓口カウンターの改善や相

談室の増設、関連部門の一元化など、現行窓口に比べ、より利用者の秘密が確保され、

また効率もよくなっていると期待しております。 

  こういったハード面のインフラの整備も重要ですが、財政面の状況も見ながら推進

していく必要がありますが、一方でお金がかからないソフト面での対応もさらなる改

善が不可欠であるというふうに思います。 

  町長が提言されている笑顔で来庁者をお迎えする方針は、全ての対応の根源であり、

さらに負担を少なくし、来庁の目的を果たし、喜んで帰っていただく必要があると考
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えます。 

  私たちは、６月に窓口サービスの向上に取り組んでおられる先進地の一つである三

次市に訪問し、研修いたしました。三次市では、早くから総合窓口を設置して、でき

るだけ１カ所で対応できるようスペースを設け、ワンストップサービスを行っておら

れます。これは旧双三郡、甲奴郡の一部が合併した際、各所から職員さんが異動して

こられ、何とか来庁者の皆さんがたらい回しにならないよう職員さんの提案で実現し、

業務標準となっているそうでございます。 

  府中町においてもこのように来庁者に喜んでいただけるサービスの提供が必要かと

思いますが、インフラ整備や人材育成を含め、将来的にどのような窓口サービスにし

ていくのか、町の考えをお伺いいたします。 

○議長（中村武弘君） 答弁。 

  総務部長。 

○総務部長（坂本雅司君） １０番児玉議員からの窓口サービスの向上について、御答

弁させていただきます。 

  まず、総合窓口についてです。 

  町民から見ますと、役場はいろいろな手続を行うところ、すなわち役場そのものが

一つの窓口であり、ワンストップサービスを実現する総合窓口が理想と考えておりま

す。 

  しかしながら当町では、なかなかそれを具現化できない現状でございます。それは

現行の行政情報システムがそれぞれの業務で別々のシステム運営を行っており、担当

課を横断的につなぐことができないのが大きな要因と考えております。そのため、組

織改正により新設する情報政策部門で、将来的な総合窓口の開設を念頭に、次期業務

システムの再構築の検討を進めていきたいと考えております。 

  今回の組織改正では、対象者ごとに事務、窓口、庁舎配置を見直しております。こ

れにより、多少なりとも来庁者の動線短縮や関係窓口の職員連携が強化できるのでは

ないかというふうに考えております。 

  次に、インフラ整備や人材育成を含めた窓口サービスの向上についてです。 

  御質問の中にもありましたように、笑顔で町民の皆様をお迎えする意識や心構えは、

役場職員の基本となるものです。そのため、町では笑顔の役場づくりとして、全職員

への接遇研修を実施し、研修の成果を生かすために、課長を中心に職場ごとに目標設
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定して取り組みを進めております。 

  執務環境におきましても、各職員の机のパソコンの高さより上に物を置かないこと

を目標に、整理整頓に取り組んでまいりました。こうしたことがさらなる職員の意識

改革を進め、全職員が町民に寄り添った対応を心がけていきたいと考えているところ

です。 

  あわせて、町では役場内部の改革を進めております。全庁的に課題を抽出し、昨年

度、第５次行政改革大綱を策定し、仕事の仕方改革を進めているところです。その一

環として、今年度は抜本的な組織機構改革を進めております。来年４月の実施に向け

て、しっかりと準備していきたいと考えております。 

  あわせて、２階フロアを中心に案内表示や窓口カウンターのリニューアルを行いま

す。誰もが迷わない、大きくわかりやすい案内表示、またユニバーサルデザインやプ

ライバシーに配慮し、障がいのある人や高齢者、子ども連れの人など、誰にでも優し

く、わかりやすく、利用しやすい窓口にしていきたいと考えています。 

  こうした環境整備とともに重要なのが人材育成でございます。これまで進めてきた

笑顔の役場づくり、仕事の仕方改革、組織機構改革による体制整備を支え、さらにそ

れを押し上げていくのは人です。すなわち職員であります。住民に寄り添い、よりよ

い行政サービスを提供していくためには、それを提供する職員一人一人の資質・能力

のさらなる向上が不可欠です。これまでの取り組みを継続して推し進めるとともに、

さらに発展させ、人材育成に力を入れていきたいと考えております。 

 効率的で、職員の能力を最大限発揮できる事務組織体制を整備する組織改正や仕事の

仕方改革とともに、笑顔の役場づくり、人材育成をさらに推進することにより、相乗

的に組織力を高め、町民の皆様に寄り添ったよい窓口サービスを提供していきたいと

考えております。 

  答弁は以上です。よろしくお願いします。 

○議長（中村武弘君） ２回目の質問ございますか。 

  １０番児玉議員。 

○１０番（児玉利典君） 御答弁ありがとうございました。 

  将来的に総合窓口を念頭に入れたインフラ整備や人材育成をされていくと、さらに

は笑顔の役場づくりとして、全職員を対象に接遇対応や働き方改革も推進し、人材育

成をされるということでございます。 
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  窓口業務というのは、これ私思うことなんですが、人と人とのかかわりです。来庁

者が気持ちよく帰っていただくか否かについては、人次第であると思います。人は性

格を変えることは難しいと思いますけども、行動を変えることはできると思います。

心を込めて真剣に対応する意識改革を進めていただき、職員一人一人のスキルアップ

も重要ですが、それと同時に幅広い視野を持って対応していただくことも重要だとい

うふうに私は考えております。やっぱり部長のおっしゃるとおりでございますけど、

やはりキーワードになるのは人であるというふうに私は思います。 

  こうした観点を含めて、今後、具体的な人材育成についてどのようにお考えなのか、

町の考えをお聞かせください。 

○議長（中村武弘君） 答弁。 

  企画課主幹。 

○企画課主幹（大神規正君） 人材育成につきましては、特命事項として総務部長のも

と職員課長とともに担当しておりますので、私のほうでお答えさせていただきます。 

  まず、御質問の中で窓口業務は人と人とのかかわりである。人がキーワードになっ

てくるということでいただきました。そのように人は組織の中で大きな要素の一つで

すので、人材育成は非常に重要であるというふうに考えています。人材育成の取り組

みは多岐にわたりますが、人づくりの観点から御説明をさせていただきます。 

  まず、１つ目の視点が職員の資質・能力の向上です。 

  職員研修では、職場研修を中心に各種研修を実施しています。職場外研修では、広

島県自治総合研修センターの事業を活用をした研修のほか、自治大学校、それから市

町村職員中央研修所などに職員を参加させております。 

  また、接遇では、先ほど総務部長が申し上げましたように、笑顔の役場づくりの取

り組みのほか、担当課が実施する高齢者対応研修などでは、疑似体験用の眼鏡などに

より白内障による色覚変化の体験や、車椅子の介助を学ぶなど、体験と学習を通じて

相手の立場に合わせた対応力の向上を図っています。 

  次に、２つ目の視点はさまざまな経験を積むということです。 

  職員は、幅広い知識や経験を身につけ、行政全般にわたる広い視野を持つことが重

要だというふうに考えます。そのため、新規採用から一定の期間は定期的に人事異動

を行い、さまざまな業務を経験させるジョブローテーションを行っております。 

  また、人事交流として、県や広域連合、また消防では県消防学校や市消防局に職員
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派遣、人事交流を行っております。 

  これらにより専門性を高めるとともに、さまざまな経験をし、それを掛け合わせて

広い視野を持ってもらいたいというふうに思っております。 

  それから、次に３つ目の視点で、意識・意欲の向上です。 

  職員の自主学習支援を行っています。これは町長から頑張る職員を応援したいとい

う指示を受け、昨年から始めたもので、接遇マナーや社会人としての基礎知識を学ぶ

秘書検定、それから財務の基礎知識を学ぶ簿記検定、それから法務の基礎知識を学ぶ

自治体法務検定の受検や資格取得を支援しています。これにより職員の自発的な自己

研さんを促し、職員の自主的な意欲・能力の向上につなげていきたいというふうに考

えております。 

  また、御質問の中で７月豪雨の災害対応のお話をいただきました。これまでに経験

したことのない混乱した状況の中で、全職員が一丸となって切り抜けることができた

ように思います。 

  このように、全職員が同じ方向を向いて力を合わせるということが組織の力となり、

そしてよりよい行政サービスにつながるものと考えております。 

  さらに、今回の組織機構改革をきっかけとして、各職員が仕事の仕方を見直すこと

により、お役所仕事であるとか縦割りであるとかたらい回し、さらには自分の担当以

外はわからない、一人で問題を抱えて対応するといった、こういういわゆる役場のマ

イナスイメージをなくして、町民に寄り添った対応がさらに進んでいくことを期待し

ております。 

  今後、さらに人材育成の充実を図り、よりよい窓口サービスを提供していきたいと

考えております。 

  以上です。 

○議長（中村武弘君） ３回目の質問ございますか。 

  １０番児玉議員。 

○１０番（児玉利典君） 御答弁ありがとうございました。 

  外部への研修、派遣、そして具体的な目標設定し、接遇など、個々のスキルアップ

に加え、幅広い視野で経験を積み重ねるために定期的なジョブローテーションや人事

交流等々、さらには頑張る職員を応援したいという町長のお気持ち、自分発での自己

啓発に取り組み、資格取得に挑戦することは、職員の皆さんの意欲向上、能力向上、
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モチベーションの維持にも大きく貢献し、近隣の市町では聞いたことがない、府中町

独自の人材育成の取り組みではないかなというふうに私は思います。 

  専門性を高めることだけでなく、幅広い経験をもって町全体を見渡すことのできる

人材を育成することは、よりよりサービス、あるいはさらには将来的に総合窓口を開

設できる人材にもつながってくると思いますので、しっかりと計画をし、取り組んで

いただきたいというふうに思います。 

  最後に、経営資源はよく人、物、金と言われますが、その中で人は最も重要なキー

ワードではないかというふうに私は思います。町長がこれまで答弁されたことを踏ま

えまして、この３年間取り組まれたことにつきまして、来庁者を笑顔でお迎えするこ

と、あるいはそのほかにも対応されとると思います。町長の思いを最後に聞かせてい

ただきまして、私の質問を終わらさせていただきたいと思います。ありがとうござい

ました。 

○議長（中村武弘君） 町長。 

○町長（佐藤信治君） 今、御質問ありました窓口サービス、それから質の高い行政サ

ービスの提供というのは、サービスを提供する仕組みと、それとそのサービスを提供

する人と、これが両輪になってできとるんだというふうに思います。そのため、笑顔

の役場づくり、仕事の仕方改革、組織改正、それから人材育成を進めとるということ

でございます。 

  御指摘のように、その中でも人材育成、それと組織としては人をマネジメントする

というのが非常に大きな課題でございます。それについての取り組みについては、今

までの答弁で総務部長、企画課主幹のほうで具体的な内容については御紹介させてい

ただきましたけど、それをしっかりと取り組んでいくということとともに、ちょっと

答弁の中にはなかったことを１つだけ紹介しますと、この人の人材育成と給与制度と

いうのがばらばらであってはいけないわけでありまして、実はこの議会で給与条例の

改正しましたよね。 

  これはやっぱりこれとリンクしたものが入っておるわけでありまして、例えば勤勉

手当の成績への反映。今回、特に条例でそれがあったわけじゃありませんけど、期末

勤勉手当の勤勉手当のウエートがふえましたよね。これは国の制度に準じて変わった

んですけど、もう一つは条例改正の中で等級別基準職務表を改正してるんです。御存

じだと、ありましたよね。それで、職務級の原則というのは公務員の給与原則でござ
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いますけど、それをより明確にするための改正であったと。そういったことの給与制

度の改革も進めてるということを加えて御紹介しときたいというふうに思います。 

  こうした取り組みによりまして、職員全員が町民目線、それと町民に寄り添う、そ

うした同じ方向で一致して一体感のある府中町役場をつくってまいりたいというふう

に思いますので、今後しっかり取り組んでまいりますので、よろしく御理解のほどよ

ろしくお願いします。 

  以上です。 

○議長（中村武弘君） 以上で、第７項、窓口サービスの向上について、１０番児玉議

員の質問を終わります。 

  以上で、総務文教関係の質問全部を終わりました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（中村武弘君） 昼休憩をしたいと思います。再開は１３時１０分。休憩。 

（休憩 午後 ０時０２分） 

 

（再開 午後 １時１０分） 

○議長（中村武弘君） 休憩中の議会を再開します。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（中村武弘君） 続いて、厚生関係の質問を行います。 

  厚生関係、第１項、観光と町の賑わいについて、１２番西議員の質問を行います。 

  １２番西議員。 

○１２番（西 友幸君） まず最初に、私いつも思うんですが、議員の皆様、私、議員

になっていつも思ってることなんですが、町のほうに対してお金のかかる要望がかな

りいつもあると思うんですよね。 

  私、国も今財政困難で、府中町も多分震災があったりですね、大変だと思うんです

よ。そこらを考えて、町の職員並びに町の三役の方もちょっと民間の知識を学んで、

少しは町も潤い豊かなことができるんじゃないかと私は考えてますので、その方向で

のきょう観光と町のにぎわいについてということで質問させていただきます。 

  町の花であるツバキを利用して観光を拡大するという案はどのようにお考えですか。 

  空城山公園、水分峡森林公園には少しずつですが、ツバキが以前よりも植えられて

きています。ツバキは昭和５９年に町の花として決められ、ぽとりと花びらが落ちる
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ので好まない人もいますが、その花は可憐で質素で美しく、また落ち方が潔いとされ、

昔から武家の屋敷には必ずといっていいほど植えられていました。これ男らしいと感

じる人も結構おったわけですね。気持ち悪いじゃなしにですね。 

  ツバキは化粧品としてのオイル以外に、葉はお茶として使えます。また、木は工芸

品ですね、という形で使え、そして最後、焼いたときはスミ炭つくるときね、これツ

バキのスミ炭はすごい高いわけなんですよね。ほいじゃけね、ツバキはどこをとって

も悪いとこないんですよ。 

  ですから、ぜひこれを利用してまちおこしを考えられたらどうでしょうかというこ

とと、町内の街路樹には、南交流センターを境にしてこっち側がアメリカフウいうん

が植えられてあります。要するに、紅葉の葉っぱのでっかいやつを想像してもらった

らいいんですが、今は全部散髪してありますので。それから、向こうについてはマテ

バシイいうドングリ系の木が植えてあります。 

  これ考えてみるのにね、府中と何の関係があるんやと、アメリカフウがと常々思っ

とったんですが、何でそんなんを府中町に植えんにゃいけんのと。適度な大きさにな

るという意味から植えてあると思うんですよ。私、広島市のキッカワ観光ホテルの前

に行ったら、ナツメが植えてあるんですよ。ナツメって子どもの学習にもなりますよ

ね、実がなって。府中町そんなこと一つも考えてないよね、本当。どうですか、後で

聞きますけど。 

  さらに、ツバキはサザンカと交配するとすごく香りのよくなるのがあり、品種も正

式には２，８００種と言われてますが、中には香りのよいものや色とりどりのツバキ

が冬の花のない時期に、これ２月から３月に咲くんですよね。ほんで、やっぱりその

時期ってほかの花が全然ないわけなんですよね。府中町へ例えば観光として来たとき

に、府中町ってにぎわいのするツバキがあって、花はピンクにしろ、赤、いろんなん

がまじり合ったんが咲いてる。そしたら、府中ってすごい有名になる思うんですよね。

まず１点ね。 

  これを今すぐできる方法とすれば、例えば私だったら今いろいろ考えとるんですが、

今下に書いてますが、黒いツバキを今挑戦してます。これ３年咲いたらノーベル賞も

んです。はっきり言って、ないわけですから。町としても、このツバキを使って町の

特産品となるようなアイデア等お持ちだと思いますので、ツバキを町の観光資源とし

て最大限に活用してもらいたく、町の考え方を伺います。 



- 48 - 

  これは環境部長に応えていただいて、２番、３番は町長にお願いします。よろしく

お願いします。 

○議長（中村武弘君） 答弁。 

  生活環境部長。 

○生活環境部長（金光一隆君） １２番西議員の観光と町のにぎわいについてに御答弁

させていただきます。 

  府中町の花であるツバキは、古くから町内の神社や寺院の境内に自生し、また呉

娑々宇山にはヤブツバキの群生が見られ、町民にも親しまれていたことから、昭和

５９年に町の花に制定されました。 

  このツバキは寿命が長く、日陰にも極めて強く、丈夫な樹木であり、以前は植栽さ

れていた箇所もありましたが、チャドクガが発生しやすいことから、住民要望により

伐採、撤去されたこともあり、現在は成長も早く、排ガスや景観対策に適しているア

メリカフウやマテバシイを選定し、街路樹として植栽してきた経緯があります。街路

樹としてツバキを植栽することについては、地域住民による要望などをもとに総合的

に判断していく必要があると考えております。 

  一方で、ツバキは議員御指摘のとおり、町の有効な観光資源の一つであることは十

分認識しております。町としましても次の２つの事業を活用し、ツバキを初めいろい

ろな観光資源の活用を検討し、府中町の魅力発信を行っていきたいと考えております。 

  １つ目として、中国地方等の魅力発信による消費拡大事業です。これは、平成

３０年７月豪雨災害被災地の風評被害払拭と地域資源の魅力発信のため、ニーズに応

じた専門家を要請し、支援を受けるもので、今年度の事業申請を行っているところで

ございます。 

  府中町では、町内随一の観光スポットであった水分峡森林公園が豪雨災害により被

災したため、新しい地域の魅力を再発見し、水分峡だけに頼らない観光資源を探すこ

とを狙いとしております。 

  具体的には、地域の観光資源等を掘り起こすため、町職員や関係団体でワークショ

ップを実施し、そのワークショップでの問題解決、新たな創造、相互理解や情報共有

などを促進するファシリテーターの派遣を受けるものであります。このワークショッ

プでは、町花であるツバキの活用方法を含め、新たな観光資源の発掘を目指してまい

ります。 



- 49 - 

  ２つ目として、地域産業資源活用事業です。これは、地域の中小企業が共通して活

用することができ、都道府県が指定した、当該地域に特徴的なものとして認識されて

いる農林水産物、生産技術、観光資源などの地域産業資源を活用して、中小企業が商

品の開発、生産、役務の提供、需要の開拓等の開発・市場化を行う地域資源活用事業

計画を作成し、その内容を国から認定を受けると、補助金、低利融資等の各種支援を

受けることができるもので、府中町では、生産技術として自動車部品、木製製品、観

光資源として白そば、安芸国府、そしてツバキが地域産業資源の指定を受けておりま

す。地域の中小企業者が府中町の地域産業資源を利用し、商品開発や新サービスに取

り組んでいただけるよう制度の周知、ＰＲを行ってまいります。 

  また、そのほかの取り組みとして、現在府中町では神武東遷の日本遺産登録に向け

て、多家神社、府中商工会、府中町観光協会、社会教育課、町民生活課で構成する協

議会を設置し、特産品の開発や構成文化財に係る環境整備を進めていくこととしてお

ります。 

  今後も、ツバキ、神武東遷など、町の観光資源となり得るものを最大限利用し、町

の魅力発信につながる特産品の開発など、観光事業によるにぎわいづくりを進めてま

いります。 

  以上、答弁とさせていただきます。よろしくお願いします。 

○議長（中村武弘君） ２回目の質問ございますか。 

  １２番西議員。 

○１２番（西 友幸君） 部長の今の回答にちょっと１つだけお答えしときます。 

  チャドクガについては、チャドクガがついたところをはさみで切って、あとはさみ

をメチルアルコールで拭いていったら残りは枯れないということですので、少しは勉

強してみてください。よろしくお願いします。 

  私は、いろんな場面で民間の知識をいうことで、町長にもいろんな形でお伝えして

ると思うんですけど、バスとかいろんな問題についてもですね。先般、金曜日に繁政

議員がちょっと観光の話で、来ただけじゃだめだと、何もできないよと。それはちょ

っと間違ってます。町長、ちょっと考えてみてください。 

  例えば、今環境部長が言われた、先ほど私が申したお茶ですね。あのツバキの葉っ

ぱを利用したお茶。例えば、ツバキの小まい木を枯れそうになったやつを今から育て

て、例えば印鑑にする。それで、例えばクマみたいな小まいの彫ってキーホルダーに
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するとか、利用方法なんてね、考えたら物すごいあるわけなんですよ。 

  そういったものを例えば商工会とかいろんな会を通じて、町長がＰＲしていくんが

町長の私は務めだと思ってます。その点について、私、金曜日にちょっと繁政さん言

われたのちょっと間違いじゃないかと。本来、それは町長がやるべき問題であって、

まず人を呼び込むということが私は町長としての、町の職員としての務めではないか

と思ってます。 

  やれば本当にいろんなことできます。工芸品なんてすぐできますし、商工会も私頼

んでることもあるんですが、全然実現していかないんですね。遅いです。本当、何考

えとるんかようわからんのですけどね。私が非難しちゃいけんのですけどね。 

  ということで、町長、その点について、ツバキの今から多少工芸品をつくっていこ

うとかいうことについて、人をとりあえずは府中に来て、何も花のない時期に咲いて

来てもらういうこと、私いいことじゃと思うとるんですよ。別に今すぐ変わってもら

わんでも、府中町に来たら将来こういうなんがはやるとか、今言われた白そばなんか

売れとるわけないじゃないですか。何を考えとるんかようわからんけど、こういうよ

うな回答出すようじゃもう職員だめですよ、ほんま。売れてないですよ。一番おいし

いとこなくしとるんが白そばですからね、皆さん。ちょっとよう考えてから回答して

いただきたいと思います。 

  町長、ちょっとその工芸品とかいうのちょっと。 

○議長（中村武弘君） 町長。 

○町長（佐藤信治君） 私、先週申し上げたのは、観光事業というのは人が来ていただ

いて、それでお金を落としていただくというのが観光であって、例えば今おっしゃっ

たような工芸品を買っていただく。お土産買っていただく。飲食店に寄っていただく。

そういう受け皿をつくっていかないと、観光資源を磨くいうのはやっぱり一体となっ

てせにゃいけんのだろうということを申し上げたということです。 

  それと、工芸品をつくったり印鑑をつくったりするのは、役場じゃないです。当然、

質問の中でそれおっしゃってますけど、それを民間事業者がそういうことが開設でき

るようなことを町は応援するであるとか、そういったことを今部長のほうから、そう

いう努力を今後やっていきますよと答弁させていただいたわけです。ほいじゃけ、町

が実施するわけじゃないです。かつそれをやはり町としてＰＲする。それはおっしゃ

るとおりです。そういったことをやっていくのが行政だろうと思います。 
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  やっぱり行政というのは、そのこと自体をすることが目的じゃないですから、住民

福祉を向上することが行政の役割ですから、その中の住民福祉の向上の中に商工業の

振興というテーマがあって、民間の事業者さんがより発展できるような方法をどうし

たらいいんかというのは、３回目の質問あるんですよね。もう一つ用意してますけど、

そういうことを今からやっていくんだというふうに思っております。 

  以上です。 

○議長（中村武弘君） ３回目の質問ございますか。 

  １２番西議員。 

○１２番（西 友幸君） 私、今できたら町長にそういったアイデアを商工業者に伝え

てですね、どなたかいないか、府中町もちょっと豊かになったらどうでしょうかとい

う考え方の発想をしていただきたいというように申し上げたんでございますので、よ

ろしくお願いします。 

  それでは最後に、私はこれまで町にさまざまな提言してまいりましたが、早急に対

応していただいたものもあれば、そうでないのもあります。佐藤町長が就任して約

３年弱、２年半以上になられましたけど、私、これまで前の町長のお考えを基本的に

ずっと引き継いでくると、南公民館でちょっとやられたときもそういう発言だったん

ですが、このたび４月から大規模な組織変更されるということで、ここでやっと佐藤

カラーが出るんじゃないかと思ってるんですよ。確かに、児玉議員が質問されたよう

に、組織改革やって案内のしやすいようなまちづくりとかいろんなことで、私、本当

期待してます。 

  前回、一般質問で神武東遷と、今回の一般質問ではツバキを活用して観光のまちお

こしと伺っております。にぎわいづくりの方法について、町長のお考えをお聞かせい

ただきたいと。いろんなつばき祭りとかかっぽ祭りとか、町の２大イベント事業です

ね。水分祭りもありますよね。そういったもんで他の市町村から人を呼び込んで、他

の市町村の方が府中町に金を落としていただくという。呼び込んでからですね。そし

て、府中町が豊かになっていく。 

  民間では御存じのように、ＪＲの跡地に１０８軒ぐらいと、今度新幹線のとこにで

っかいマンション建ちます。それで、大須にも建ちますよね。緑ケ丘にも建ってます

よね、日東不動産がね。我々もしっかり戸建てのほうで協力して、今柳ケ丘とかいろ

んなところでやってますけど、民間は民間で行政の役に立つようにということで頑張
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っておるんですが、その点について町長の御意見等お聞きしたいと思いますので、よ

ろしくお願いします。 

○議長（中村武弘君） 答弁。 

  町長。 

○町長（佐藤信治君） 西議員さんにおかれましては、今日まで都市計画であるとかま

ちづくり、それから先ほどお話がありました特産品づくりであるとか、多様な政策課

題について御意見いただきました。一貫してこれは町のにぎわい。これをテーマに御

提言いただいてるんだろうというふうに理解をしております。 

  にぎわいの方法を町長の考え問うということでございますけど、府中町のにぎわい

というのはちょっと大きい話になりますと、第４次総合計画で掲げておるのが「人が

きらめき町が輝く」ということでございますので、まさににぎわいづくりというのは、

この第４次総合計画と着実に実現していくんだということだろうというふうに思って

おります。 

  したがって、子育て、福祉、健康、教育、文化、安心・安全、都市基盤づくり、そ

して持続可能な行政運営ということをバランスをとってやっていくことということだ

ろうと思います。 

  ただ、これは総論であって、西議員さんの御質問は、にぎわいというのは、特に今

回はツバキ、町の花であるツバキを活用したまちおこし、あるいは観光。ここについ

ての質問でありますので、その中の第４次総合計画を着実にやるんだという中にあっ

て、ここに絞ってちょっと申し上げたいというふうに思います。 

  この中にもありますように、府中町は商工住バランスのとれた町ということを誇っ

ておるわけですね。確かにそうなんです。日本を代表する自動車メーカーがあって、

それから中四国最大の商業施設を有する。そういったこと、活力ある産業の町だと思

います。利便性が高いというのも、町がそういう産業基盤をつくって都市づくりを、

まちづくりをしっかりやってきたということでもあるんだというふうに思います。 

  ただ、町の行政施策で商工観光の部門がどうじゃったんかという御指摘を受けると、

ちょっと手薄かったというふうに、過去手薄いと、今も手薄いだろうと思います。 

  予算にしても、商工費ですね、商工費。町の予算の占めるお金で言えば、町の予算

の０．３％を占めとるんです。ぐらい行政施策としての規模が小っちゃいということ

は否めないんだろうと思います。 
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  それから、これも御質問ありましたね。金曜日あったんか。役場に商工という部署

がないじゃないかという御指摘もありました。それじゃあ、そういうこともあって、

町の職員においても商工のそういった行政を施策するノウハウはなかなか持ってなか

ったという嫌いがあったと思いますので、これは僕の前です。平成２８年に商工担当

の職員を増員をしております。 

  ただ、増員したからいってすぐ施策が打てるわけではなくて、やはり県のどういう

施策やっていけばいのかとかですね、府中町の商工事業者、中心になる商工会にどう

いう思いがあるんか意見を拝聴する。そういったとこから始めていきました。 

  次年度には、町内の商工事業者の現状の基礎調査を実施しております。 

  それで、本年度ですね、創業支援事業としてメンターズ事業、それから広告デザイ

ン作成費助成事業、それからオフィス誘致促進助成事業。これを立ち上げたというと

ころです。なかなか難しい事業だと思うんですけど、引き合いがちょっとあるという

やに担当のほうから聞いてます。じゃけ、そういった種をまいてきたんがちょっと制

度が乗ってきたんかなという段階だろうと思います。 

  観光分野におきましても、先ほど部長のほうから答弁がありましたように、魅力発

信による消費拡大事業、それから地域資源活用事業、国の支援事業であるとか、それ

から神武東遷の道ということで、関係機関と協議をして町の観光どうやっていきまし

ょうかと。その中で神武天皇もありますし、府中町の花であるツバキ、どう活用する

んかということも議論していただけるんだろうというふうに思っております。今言い

ましたように、こういったことが種まきの段階から事業めどがちょっとそろってきた

なという感じがしております。 

  それから、金曜日にも事務分掌条例のところの質問でお話ししましたけど、条例の

中にはありませんけど、規則の中で商工観光係というのを位置づける予定にしており

ます。 

  そういったことで、種まきから事業メニューがちょっとそろってきて、あとどうい

うふうに発展させるかというのを努めてまいりたいと思いますので、よろしくお願い

いたします。 

  以上です。 

○議長（中村武弘君） 以上で、第１項、観光と町の賑わいについて、１２番西議員の

質問を終わります。 
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  続いて、厚生関係、第２項、町民の健康づくりの拡充について、１３番中村勤議員

の質問を行います。 

  １３番中村勤議員。 

○１３番（中村 勤君） 町民の健康づくりの拡充について質問をさせていただきます。 

  質問主旨、日本は世界有数の長寿国となる一方で、がんや高血圧、糖尿病などの生

活習慣病が増加しており、社会問題となっています。そうした中、多くの国民は、長

生きと同時に健康でありたいと願っていると思います。 

  当町においても、町民が笑顔で健やかに生活できるよう、健康づくりのため、各種

団体などが積極的に取り組まれています。 

  また、これまでも子どもから高齢者まで各世代の運動をする機会をつくり、健康増

進に向けたウオーキング環境の整備や健康マイレージ制度の導入など、健康づくりへ

の動機づけに努力されていることは承知していますが、健康づくり事業は、生きがい

や元気づくり対策にもつながると思います。そのため、日常的な運動、身体活動は、

これまで以上に拡充させる必要があると思います。 

  また、２０２０年には東京オリンピックも開催され、体を動かすことへの機運も高

まると思います。 

  そこで、お尋ねします。町民の健康づくりについて、現状・課題をどのように捉え

ていますか。 

  また、今後、拡充のため何かお考えはありますか伺います。 

  以上です。 

○議長（中村武弘君） 答弁。 

  福祉保健部長。 

○福祉保健部長（山西仁子君） １３番中村勤議員からの町民の健康づくりの拡充につ

いてという御質問に御答弁申し上げます。 

  府中町における町民の健康づくりについては、平成２６年３月に策定しました第

２次府中町健康増進計画・食育推進計画により、町民の皆さんや健康づくりに関する

団体、教育・医療関係機関、企業や行政で朝パッ君ネットワークを組織し、協働での

健康づくりや食育推進に取り組んでおります。 

  この計画の計画期間は、平成２６年度から平成３５年度までの１０年間ですが、平

成３１年３月には計画策定から５年を迎えるため、昨年度は、町民や健康づくり等に
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かかわっている団体等を対象に健康づくりに関する調査を実施し、今年度は、調査結

果を受けて、これまでの取り組み等について評価・検証し、後期５年間に向けて計画

の見直し、改定を進めているところでございます。 

  それでは、１点目、町民の健康づくりについて現状・課題をどのように捉えていま

すかについてですが、昨年度実施いたしました健康づくりに関する調査において、食

育の推進においては、毎朝朝食を食べる人や家族と食事をするために自分のスケジュ

ールを調整する人の割合がふえる一方で、自分の食生活を大変よい、よいとする人の

割合が減少しておりました。 

  また、健康づくりでは、過去１年間に歯科健康診査を受けたことがある人の割合が

増加する一方で、定期的な運動をしている人が減少しておりました。 

  心の健康づくりにおいては、楽しみな活動や生きがいのある活動をしている人の割

合は増加しましたが、地域の人たちとのつながりが強いと感じる人の割合が減少して

おりました。 

  以上の調査結果から、運動習慣や食生活については、意識の啓発や取り組みやすい

環境づくり、特に健康に無関心な人や健康づくりを継続することができない人へのア

プローチが必要であると考えており、現在見直しを進めている第２次府中町健康増進

計画・食育推進計画では、これらを踏まえて栄養・食生活や身体活動・運動の推進、

触れ合いや生きがいづくり等の施策に応じた分野別の行動計画を推進するために、個

人や家庭でできること、団体、地域、行政でできること等について、ワーキング会議

等で検討しているところでございます。 

  次に、拡充のため何かお考えはありますかについてですが、議員御指摘のとおり、

健康づくり事業は生きがいや元気づくり対策につながるものであり、特に日常的な運

動・身体活動は、食生活の改善とあわせてメタボリックシンドロームやロコモティブ

シンドローム、運動器症候群の予防にとても効果があります。健康づくりや食育、運

動の推進の拡充については、まずは町民の皆さんに広く知っていただき、実際に取り

組んでいただかなければならないと感じております。そのためには、地域や団体など

の身近な場所での活動が触れ合いや生きがいづくりの面からも有効であり、そのため

の人材を養成するため、食生活改善推進員、運動普及推進員等のリーダー養成に加え

て、朝パッ君ネットワーク会議での研修等を行っておりますが、今後はこれらの充実

をさらに図っていく必要があると考えております。 
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  これからも町民の皆さんに健康づくりや食育についてよりわかりやすい情報発信に

努めるなど、広報・啓発活動を充実させ、町民の皆さんが主体的に健康づくりや食育

に取り組んでいただけるように努めてまいります。 

  答弁は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（中村武弘君） ２回目の質問ございますか。 

○１３番（中村 勤君） ありません。 

○議長（中村武弘君） 以上で、第２項、町民の健康づくりの拡充について、１３番中

村勤議員の質問を終わります。 

  続いて、厚生関係、第３項、乳児用の液体ミルクの備蓄を、９番益田議員の質問を

行います。 

  ９番益田議員。 

○９番（益田芳子君） 公明党の益田芳子でございます。本日は女性の視点に立ち、質

問をさせていただきます。 

  乳児用の液体ミルクの備蓄を。 

  平成３０年７月豪雨災害における検証によって抽出された結果について、２３の課

題が挙げられました。中でも生活支援対策では、避難者のニーズを踏まえた物資の備

蓄、管理に１、十分な物資の備蓄、２、使い勝手を考慮した物資の備蓄、３、避難者

のニーズに沿った物資の確保、４、乳幼児用品の準備、５、乳児用食料の管理、６、

自助力の向上が掲げられましたように、東日本大震災でも特に問題視された、女性や

子育て家庭、災害時要援護者、子どもなどへの配慮不足は、避難所運営に女性の視点

が入らなかったことに起因しており、意思決定の場に女性の参画が重要であることを

浮き彫りにしました。 

  また、２年前に発生をしました熊本地震では、ライフラインが寸断され、水や燃料

が入手困難な状況下で、フィンランドからの支援物資として届けられた乳児用の液体

ミルクが注目をされました。 

  特に、災害時に哺乳瓶などの容器を殺菌して粉ミルクをお湯で溶かし、適温に冷ま

して授乳をすることは不可能に近い状態です。国内の液体ミルクの製造、販売が認め

てこられなかったのは、食品衛生法に基づく安全性がなかったことが大きな理由とさ

れていましたが、内閣府の専門調査会が、安全基準の設定に必要な改正に向け、国や

乳業メーカーなどの連携加速による結果、今年８月８日に厚生労働省は、乳児用液体
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ミルクを国内で製造・販売できることを発表いたしました。 

  液体ミルクは、誕生から１２カ月までの乳児が母乳のかわりとして飲むことができ、

成分は粉ミルクと同じで、紙パックやペットボトルに無菌状態で密封されており、常

温で長期の保存が可能な製品です。 

  府中町でも、災害時の備蓄の中に、乳児用の液体ミルクをぜひ取り入れていただき

たいと思いますが、お考えをお尋ねをいたします。 

  以上です。 

○議長（中村武弘君） 答弁。 

  生活環境部長。 

○生活環境部長（金光一隆君） ９番益田議員の乳児用の液体ミルクの備蓄をについて

御答弁をさせていただきます。 

  避難者への食料、飲料水及び生活必需品等の備蓄につきましては、平成３０年７月

豪雨災害対応検証で抽出された課題を受け、町として備蓄する品目の選定、その備蓄

量、災害時における協定により提供いただく品目の選定や調達体制の確立などについ

て整理を行い、来年度、災害備蓄品年度計画を策定し、避難者のニーズを踏まえた物

資の備蓄について取り組んでまいりたいと考えています。 

  御質問の乳児用の液体ミルクの備蓄は、議員から御説明がありましたとおり、ライ

フラインが寸断された状況下では、消毒した哺乳瓶に調乳用のお湯でミルクを溶かし、

冷ますといった必要がある粉ミルクに対し、紙パックやペットボトルに無菌状態で密

封された液体ミルクは開封後、調乳する必要がなくそのまま授乳でき、授乳者の負担

軽減や安全面での利点があります。 

  この乳児用液体ミルクですが、最近では２０１６年の熊本地震の際に、海外から支

援物資として被災地に提供された実績のほか、このたびの７月豪雨災害では、岡山県

や愛媛県に提供され、対象児を抱える多くの保護者が支えられました。 

  また、国内ではことし８月に乳児用液体ミルクについて製造・販売が可能となり、

発売開始となるのは２０１９年の春ごろになるとのことで、国内流通が加速すれば、

安全面や利便性など認知度や需要は高まっていくものと考えております。 

  一方、液体ミルクは、賞味期間は常温で３カ月から１年程度で、粉ミルクに比べ、

備蓄できる期間が短くなるという課題もあります。しかしながら、乳児用液体ミルク

の備蓄については、時短と手軽さなどを含め、災害によりライフラインが寸断した場
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合などにおいても、大変有効であると考えますので、来年度、災害備蓄品年度計画を

策定する中で、液体ミルクと粉ミルクのそれぞれの特徴を生かした備蓄整備を行うと

ともに、計画的な在庫管理を含め、液体ミルクの導入を前向きに検討してまいります。 

  以上答弁とさせていただきます。よろしくお願いします。 

○議長（中村武弘君） ２回目の質問ございますか。 

  ９番益田議員。 

○９番（益田芳子君） 前向きな御答弁ありがとうございました。 

  ことしは大阪北部地震、西日本豪雨、台風２１号、北海道胆振東部地震と大きな災

害に見舞われ、本町も含め多くの自治体では災害に対するさまざまな課題が見えてき

ました。中でも災害時における食料の備蓄では、避難者のニーズに沿った物資の確保

が重要視されています。 

  特に、先ほど部長からもありましたように、乳児に対しては災害時の備えの中にミ

ルクは必需品でございます。その粉ミルクがない。また、粉ミルクがあってもお湯が

すぐに間に合わない場合どうするか。これまでにもそうした急を要した東日本大震災、

熊本地震の災害地に、既に普及していたフィンランドからいち早く救援物資として届

けられたのが乳児用液体ミルクでした。実はその乳児用液体ミルクを救援物資としま

したのは、フィンランドに住む日本人の母親たちの発案だったことも知りました。乳

児用の液体ミルクを国内で企業が製造・販売できるようになり、早ければ来年の春以

降にも発売が開始されるようになります。 

  災害時の備えとして、液体ミルクのメリットでは、ミルクをつくるためのお湯が不

要で調乳済みのため、細菌リスクが低くなります。 

  また、災害の備蓄だけではなく、共働き世帯や母親が不在時でも授乳が可能でござ

います。基本は母乳でも、外出どきなどで急に泣かれ、授乳が困難なときでもすぐに

対応ができた。こうした災害時の備蓄以外でも活用されていますと海外からの実際に

使用した報告が液体ミルク研究会からのアンケートからも挙げられております。 

  乳児用液体ミルクは、災害の備蓄だけではなく、子育て負担の軽減や男性の育児参

加にも期待ができ、便利に使え、効果が上がるのではないでしょうか。 

  また、東京都では、災害時の備蓄物資として液体ミルクを調達するため、流通大手

のイオン株式会社と協定を結び、海外メーカーから液体ミルクを緊急輸入する体制を

整えていました。実際に西日本豪雨ではこの協定を生かし、被災地の愛媛県や岡山倉



- 59 - 

敷に支援物資としてフィンランド製の液体ミルクも提供されています。 

  本町でも災害時の緊急物資をイオンと協定を結ばれていますが、その中に乳児用液

体ミルクもぜひ加えていただきたいと思います。 

  また、液体ミルクの賞味期限が３カ月から１年ということでございますが、町には

さまざまな物資が備蓄されていますが、賞味期限間近になったものについて、どのよ

うに取り扱いをされているのかお伺いいたします。 

  例えば、液体ミルクであれば、町の乳児の検診等でもこういった液体ミルクの紹介

をしながら、保護者に緊急の場合こういった使用ができるということもお知らせする。

可能ではないかと思います。 

  また、備蓄の物資については、常に管理する上で担当者への周知もしっかりお願い

をしたいと思います。このたびの北海道地震の災害物資の中にこの液体ミルクが届き

ましたけども、職員の認識不足で使用ができなかったということもお聞きをしており

ますので、そういったことも踏まえてどういうふうな体制を整えていくのかお伺いを

いたします。 

○議長（中村武弘君） 答弁。 

  町民生活課長。 

○町民生活課長（岩﨑雅男君） 御質問のございました賞味期限間近な備蓄品の管理と

いうことでございますが、備蓄品の管理につきましては、備蓄品台帳におきまして数

量や消費期限などの管理を行ってございます。 

  なお、消費期限が近づいた備蓄品につきましては、できる限り地域や学校での防災

訓練や防災教室などで使用することを一般的な取り扱いとしております。 

  御提案のございました、今後ミルク等の備蓄に関しまして、そういった消費期限が

近づいた際には、御提案いただいたような保育所への提供であるとかといったことも

踏まえて管理してまいりたいと思います。 

  以上でございます。 

○議長（中村武弘君） ３回目の質問ございますか。 

  ９番益田議員。 

○９番（益田芳子君） 一たび災害が発生しますと多くの方が自宅から離れ、とるもの

もとりあえず避難所の生活を余儀なくされることになります。動揺する中で冷静に避

難生活を開始することは、極めて困難なことだと思います。 
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  そのため、ふだんからも避難生活を予測され、計画もされていると思いますが、特

に食料の物資の確保、管理、保健衛生に対する支援物資の情報提供について、どのよ

うにされているのか。 

  例えば、乳児や子どもの中には食物アレルギーがあることも御承知だと思います。

想定される混乱する避難所で、例えば飲み物や食事への配慮や食事の原材料などの表

示を明確にすること、避難者自身のアレルギーに対するチェックなどは、どう対応さ

れているのか。 

  今から５０年前、この日本ではアレルギーというものは余り発生をしておりません

でしたけども、現在では国民の３人に１人が何らかのアレルギーを持っているとされ

ております。 

  府中町でも、ゼロ歳から５歳児までの乳幼児で保育園で食物アレルギーの対応をし

ている人数が６０人で、保育園児の約５．８％、小学校５校では何らかのアレルギー

のある児童は１２１人で、全校児の４．２％、中学校２校では３３人で、全生徒の

３．８％という数字が出ています。こうした数字も大いに参考にしていただき、備蓄

への配慮をお願いしたいと思いますが、現在、こうした備蓄の計画はありますでしょ

うか。 

○議長（中村武弘君） 答弁。 

  町民生活課長。 

○町民生活課長（岩﨑雅男君） 食物アレルギーへの対応ということですけれども、そ

れについて御回答させていただきます。 

  まず、これまで府中町の備蓄品におきまして、食物アレルギーに対する備蓄という

ものがなかったんですけれども、今年度、新たに特定原材料ですね。これ２７品目ご

ざいますが、これが全く含まれていないアルファ化米というものを４，７５０食ほど

購入いたしまして、今後のアレルギーを抱える避難者の方への配給等に使わせていた

だく予定とさせていただいております。 

  それと、このたびの豪雨以降の避難所での食物アレルギーを抱える子どもさんへの

対応ですけれども、避難所に訪れた方々には避難者名簿というのを記入していただく

ようになっておりまして、その中で食品への配慮が必要かどうかということも記入し

ていただく欄を設けておりまして、そういったところに記入があった場合には、避難

所のスタッフが個別に対応するようにしております。 
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  なお、豪雨以降の避難者の方の中で、実際に二十数名程度そういった食品への配慮

が必要な避難者の方いらっしゃいましたが、食事の提供につきましては個々に確認を

行ったところ、特別な配慮、そこまでは必要がないということで、実際には実績とし

てはございません。 

  以上でございます。 

○議長（中村武弘君） 以上で、第３項、乳児用の液体ミルクの備蓄を、９番益田議員

の質問を終わります。 

  続いて、厚生関係、第４項、受動喫煙防止に関する啓発について、８番上原議員の

質問を行います。 

  ８番上原議員。 

○８番（上原 貢君） きょうは２度目ですけど、よろしくお願いします。 

  受動喫煙防止に関する啓発についての質問を行います。 

  定例の９月議会では、府中町歩行喫煙等の防止に関する条例が制定され、来年４月

１日から施行されることになっております。健康増進法により人の集まる場所では禁

煙が普通でございますが、第３次受動喫煙も叫ばれており、歩行中の喫煙、ポイ捨て

にも今回の条例が有効に働くものと期待をしております。 

  個人商店からの期待も大きく、お客様商売なので禁煙をなかなか言い出しにくいと。

しかし、私たちも協力はしたいという声をいただいております。できれば喫煙防止に

関するポスターがあれば、店内に掲示して協力したいという話も聞いております。い

ろいろ飲食店とかクリーニング屋さんだとか、理美容さん、理容、美容ね、花屋さん

などからもこういう声をいただいております。こういう業種にとっては、今回の条例

はよいチャンスかもわからないですね。こういう啓発の言いやすいというチャンスに

なるんだろうと思うんですよ。 

  ということで、今回の条例第３条では、「町は、第１条の目的を達成するため、啓

発、助言その他の必要な施策を実施しなければならない」「町は、前項に規定する施

策の実施に当たっては、町民等及び事業者と連携して、その推進に努めなければなら

ない」という記述がございます。 

  今回の啓発事業において、町はポスターを含めてどのような展開を予定されている

か伺いたいと思います。 

○議長（中村武弘君） 答弁。 
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  福祉保健部長。 

○福祉保健部長（山西仁子君） ８番上原議員からの受動喫煙防止に関する啓発につい

てという御質問に御答弁申し上げます。 

  受動喫煙の防止については、健康増進法第２５条に、室内またはこれに準ずる環境

おいて他人のたばこの煙を吸わされることについて、多数の者が利用する施設を管理

する者は、これらを利用する者の受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずるよう

に努めなければならないものとして、学校、病院、官公庁等の施設において、分煙や

室内禁煙などの措置が取られてきました。 

  本年７月には、受動喫煙対策を強化するための改正健康増進法が可決、成立し、喫

煙をする際の配慮義務等として、何人も喫煙をする際、望まない受動喫煙を生じさせ

ることがないよう周囲の状況に配慮しなければならないことや多数の者が利用する施

設を管理する者は、喫煙をすることができる場所を定めようとするときは、望まない

受動喫煙を生じさせることがない場所とするよう配慮しなければならないことが定め

られ、事務所や飲食店など多くの人が使う施設の室内は原則禁煙とし、例外措置が取

られる既存の小規模飲食店を除いては、喫煙専用室でのみ喫煙が可能、学校や病院、

行政機関などは敷地内を原則禁煙とし、一定の条件を満たした屋外の喫煙場所を設置

することが可能となること等が定められました。 

  広島県においては、広島県がん対策推進条例により平成２８年４月から施設等の種

別に応じた屋内における受動喫煙の防止や子どもの利用が想定される屋外での受動喫

煙の防止について規定され、受動喫煙防止対策が進められてきました。 

  ９月定例議会において議決いただきました府中町歩行喫煙等の防止に関する条例に

おいては、道路や公園、広場等の屋外の公共の場所における歩行喫煙を禁止し、火災

のおそれや環境美化の観点からたばこのポイ捨てを禁止、また屋外の公共の場所で喫

煙する際は、望まない受動喫煙が生じないよう周囲の状況に配慮し、特に子どもや妊

婦等の周囲では喫煙をしないよう努めることとするほか、町の責務、町民等の責務、

事業者の責務等を定めております。 

  御質問の、今後の啓発作業について、町はポスターを含めてどのような展開を予定

されていますかについてですが、現在、平成３１年４月１日の施行に向けて、条例の

趣旨や施行等の周知について、広報ふちゅうやホームページへの掲載及びポスター・

チラシ等の作成について準備を進めております。 
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  ポスターにつきましては、公共施設に掲示をする他、町内の事業所等においてもポ

スター掲示の依頼を予定しております。町内の事業者から店舗等でのポスター掲示に

御協力いただけるとのお声をいただいていることですので、ぜひ御協力をお願いして

まいりたいと思います。 

  チラシにつきましては、町内で実施される各種イベント等において配布等を予定し

ております。 

  また、バス停や児童遊園等については、広島県がん対策推進条例により、既に区域

内で喫煙しないこととされているものの、広く周知されているとは言えない現状があ

ります。これらの場所へは、改めてステッカー等で禁煙の表示をすることにより、受

動喫煙の防止に努めてまいります。 

  あわせて、町内の公共施設についても、禁煙及び分煙を進め、施設整備及びステッ

カー等による表示をするなど環境を整備してまいります。 

  なお、ポスター、チラシ、ステッカーにつきましては、平成３１年１月中の完成を

目指しており、準備ができ次第、各施設に配布及び掲示等を進めてまいります。 

  今後も、健康増進法や広島県がん対策推進条例、府中町歩行喫煙等の防止に関する

条例の趣旨等について、広く町民の皆様に御理解をいただき、歩きたばこゼロポイ捨

てゼロの町を目指して、広報・啓発活動に取り組んでまいります。 

  答弁は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（中村武弘君） ２回目の質問はございますか。 

○８番（上原 貢君） ありません。 

○議長（中村武弘君） 以上で、第４項、受動喫煙防止に関する啓発について、８番上

原議員の質問を終わります。 

  続いて、厚生関係、第５項、子育て支援員の現状について、１４番西山議員の質問

を行います。 

  １４番西山議員。 

○１４番（西山 優君） 子育て支援員の現状についてということでよろしくお願いい

たします。 

  質問主旨、平成２７年４月に開始した子ども・子育て支援新制度においては、小規

模保育、一時預かり、ファミリーサポートセンター、放課後児童クラブ、地域子育て

支援拠点等で子育てを支援する担い手となる多くの人材を求められています。 
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  子どもが健やかに成長できる環境や体制が確保されるよう、地域の実情やニーズに

応じて、これらの支援の担い手となる人材を確保することが必要となります。このた

め、地域において保育や子育て支援等の仕事に関心を持ち、保育や子育て支援分野の

各事業等に従事することを希望する方に対し、多様な保育や子育て支援分野に関し、

必要な知識や技能等を修得するための全国共通の研修制度が創設され、広島県もこの

研修を実施してきました。 

  制度開始から３年が経過していますが、子育て支援員の現在の活動状況はどのよう

になっているのかお尋ねします。 

○議長（中村武弘君） 答弁。 

  福祉保健部長。 

○福祉保健部長（山西仁子君）  

  １４番西山議員からの子育て支援員の現状についてという御質問に御答弁申し上げ

ます。 

  子育て支援員研修は、平成２７年度から子ども・子育て支援新制度のもと、国が創

設した全国共通の子育て支援員制度に基づき、各都道府県で子育て支援の質を確保す

るために実施されているもので、広島県においても、平成２７年度から継続して実施

されております。 

  研修は、地域における子育て支援を進めるため、小規模保育、一時預かり事業、フ

ァミリーサポートセンター事業、放課後児童クラブ、地域子育て支援拠点事業等で、

子育て家庭を支援する担い手の育成を目的に、地域型保育事業では保育従事者、一時

預かり事業では保育従事者、ファミリーサポートセンター事業の提供会員、地域子育

て支援拠点事業の専任職員、利用者支援事業の専任職員、放課後児童クラブの補助員

の６コースが設定されております。 

  ８科目８時間の基本研修を修了後、各コースごとの専門研修を受講して修了となり

ます。ただし、保育士資格、社会福祉士等の資格のある方や、前年度に基本研修を受

講し、修了された方は、専門研修のみの受講も可能となっております。そして、研修

修了後には、受講状況を確認の上、全国で通用する修了証書が広島県から交付される

仕組みとなっております。 

  御質問の子育て支援員の現在の活動状況はどのようになっているのですかについて

ですが、府中町の子育て支援員研修の受講状況は、平成２７年度が１３人、平成
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２８年度が２４人、平成２９年度が１６人の町民の方が修了されております。 

  また、町職員においても、受講が必要とされる利用者支援事業及び地域子育て支援

拠点事業については、子育て支援員研修を受講し、業務に当たっている状況でござい

ます。 

  制度開始から３年経過しておりますが、研修を修了された子育て支援員で実際に現

場で働かれている方は、把握できている範囲ではございますが、９名いらっしゃいま

す。 

  ９名の内訳は、一時預かり事業に３名、ファミリーサポートセンター事業に３名、

地域子育て拠点支援事業に３名携わっていただいております。 

  今後は、町の子育て支援施策において活躍していただけますよう、研修修了者の把

握に努めるとともに、新たに支援員になることを希望される方々にも広く受講してい

ただけるよう、研修についてもしっかりと広報をしてまいります。 

  答弁は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（中村武弘君） ２回目の質問ございますか。 

  １４番西山議員。 

○１４番（西山 優君） 答弁ありがとうございました。 

  子育て支援員の必要性は、今後増していくと思われます。子育て支援員研修のさら

なる広がりのため、広報をしっかりとお願いいたします。 

  そして、研修後の地域における各子育て支援事業へのさらなる活動の場への提供の

アピールも要望して、私の質問を終わりたいと思います。 

○議長（中村武弘君） 以上で、第５項、子育て支援員の現状について、１４番西山議

員の質問を終わります。 

  ここでお諮りします。 

  本日はこれをもって延会としたいと思いますが、御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中村武弘君） 御異議なしと認めます。よって、本日はこれをもって延会とし、

次回１２月１８日午前９時３０分から会議を開きます。御苦労さまでした。 

（延会 午後２時１３分） 

 


