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平成２６年第２回府中町議会定例会 

会 議 録（第２号） 

 

１．開 会 年 月 日     平成２６年６月２０日（金） 

２．招 集 の 場 所     府中町議会議事堂 

３．開 議 年 月 日     平成２６年６月２３日（月） 

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

４．出席議員（１７名） 

   議長  中 村   勤 君    副議長  慶 徳 宏 昭 君 

   １番  小 菅 巻 子 君     ２番  中 井 元 信 君 

   ３番  繁 政 秀 子 君     ４番  益 田 芳 子 君 

   ５番  山 口 晃 司 君     ６番  上 原   貢 君 

   ７番  海 渡 弘 信 君     ８番  西   友 幸 君 

  １２番  木 田 圭 司 君    １３番  力 山   彰 君 

  １４番  岩 竹 博 明 君    １５番  加 島 久 行 君 

  １６番  中 村 武 弘 君    １７番  梶 川 三樹夫 君 

  １８番  林     淳 君 

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

５．欠席議員（１名） 

  １１番  山 西 忠 次 君 

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

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   和多利 義 之 君 

      副 町 長   佐 藤 信 治 君 

      教 育 長   高 杉 良 知 君 

      企 画 財 政 部 長   高 石 寛 智 君 
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      総 務 部 長   寺 尾 光 司 君 

      福 祉 保 健 部 長   末 釜 由紀夫 君 

      生 活 環 境 部 長   梶 川 幸 正 君 

      建 設 部 長   河 中 健 治 君 

      向洋駅周辺区画整理事務所長   土 手 澄 治 君 

      消 防 長   中 川 和 幸 君 

      教 育 部 長   金 藤 賢 二 君 

      生 活 環 境 部 次 長   坂 本 雅  司君 

      教 育 次 長   野津田 隆 利 君 

      企 画 課 長   井 上 貴 文 君 

      財 政 課 長   増 田 康 洋 君 

      総 務 課 長   榎 並 隆 浩 君 

      福 祉 課 長   新 見 公 平 君 

      子 育 て 支 援 課 長   山 西 仁 子 君 

      町 民 生 活 課 長   金 光 一 隆 君 

      予 防 課 長   新 宅 和 彦 君 

      総 務 課 長 （ 教 委 ）   森 本 雅 生 君 

      社 会 教 育 課 長   池 口 豊 記 君 

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

８．職務のために会議に出席した者 

      議 会 事 務 局 長   花 田 智 史 君 

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

９．議事の内容 

（開議 午前 ９時３０分） 

○議長（中村 勤君） 皆さん、おはようございます。ただいまの出席議員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２６年第

２回府中町議会定例会第２日目の会議を開きます。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

  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。 
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（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中村 勤君） 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

ることと決定をいたしました。 

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

○議長（中村 勤君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  本日は２番中井議員、３番繁政議員を指名いたします。よろしくお願いをいたしま

す。 

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

○議長（中村 勤君） 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、第４次総合計画策定に向けて、１５番加島議員、１６番中

村武弘議員の質問を行います。 

  最初に、１５番加島議員。 

○１５番（加島久行君） 皆さん、おはようございます。１５番。 

  第４次総合計画に向けてということで質問をさせていただきます。 

  御案内のように、第３次総合計画の期間は、来年度の平成２７年度に最終年を迎え

るわけですが、今３月の定例会で、新たに第４次総合計画の策定に入るための予算が

計上されたと、そういうことを策定準備に入る時期が来たということでございます。 

  さて、総合計画といいますのは、町の長期にわたります財政運用を行う上で、あら

ゆる分野にわたる計画の基本的な指針でもあり、まちづくりの重要な最上位の計画で

あります。 

  そういった意味をもちまして、今後、今府中町で生まれて府中町で育った方々が多

くおられます。私の息子も府中で生まれ、府中で育った。娘も府中で生まれ、府中で

育った。高等学校は府中高等学校に行かせていただいたというようなことで、非常に

この府中の町っていうのは、そういった意味で、子や孫、それにまたひ孫のように、

本当に府中で育った多くの方々が担ってる、そういう環境いうか状況にあるわけであ

ります。その方々が、子供たちが、孫が「府中ってどんな町」、そういって聞いたと

きに子供がどう答えるか。私はそういう子供たち、親も含めてですが、府中っていう

まちには深い思い出があり、希望に満ちた、心の通う、自慢のできるふるさとなんだ

よと、こういうふうに言えるようなふるさとを築く、そして支え合うふるさとづくり
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を目指して、これからの第４次総合計画というものには、十分心がけて私は知恵を絞

ってつくっていただきたいと、このことを申し上げておきます。 

  インフラ整備を含めた都市基盤の充実は、私が判断しますのに、おおむね８０％を

達成したと、このように考えております。町長と私は、昭和５１年に同じように政治

の道に入った同期であります。５人一緒に入りましたが、残念ながら３名の方は天国

に行かれました。残っとるのは和多利町長と私だけです。そういった意味もあるわけ

ですが、私はそういったことで、学校の改築と耐震問題、そして公共下水、都市公園、

児童公園、道路、図書館、南交流センター、区画整理事業、それから補助街路、これ

を長年４０年かけて取り組んできた先人者を含めて、町当局、町長を初めとする職員

の皆さん、そして議会、町民の協力と努力によって、私はみんなよく頑張ったと、そ

してこのような都市基盤の整備の整った府中の町ができた、このように私は分析、理

解をいたしております。 

  昭和５０年から６０年にかけては、まさにあのころは経済の最高潮にある時代であ

りまして、やれ物をつくれ、はいこれをつくれいうんで、まさに陳情合戦がちょうど

そのころに始まったわけですが、議会も、町長を初め町の関係職員も陳情合戦に行っ

たものですよ。そういったことで、私ども府中町はこのような都市基盤の中で都市化

の中の府中町として立派に町単独でこのようなすばらしい町をつくってきた、そのよ

うに私は思っております。 

  そのときにやはり一般質問も多かったですね。もう７０から１００ぐらい一般質問

がどんどん出て、それはなぜかいうと、環境がやっぱり整備されてなかった。いろい

ろな面で発展途上国に府中町があったと、だから質問も多かった。そして、マツダが

どんどん、どんどん発展しまして、マツダで働く従業員の方々がどんどん府中町に住

むようになってきた。そして、住宅も府中町でどんどん、どんどん進んできた。こう

いうことで、私は、府中町は今までいろいろな荒波を越えてこのような今のようなす

ばらしい府中町に私はあると、このように思っております。自慢のできる府中の町だ

と、私はそのように思っております。 

  それはもう一点あるわけですね、この府中町っていうのは広島市のほぼ中央に位置

しておりまして、すばらしい住居環境だと思っておるし、産業、商業でしょう、病院

でしょう、いろいろな面で生活の利便性は高く、全ての条件を満たしたと、安心して

暮らせる住みよい、すばらしいまちだと、私は思っております。この府中の町を大切
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に次の世代に引き継いでもらいたいと、このように強く私は思っております。 

  私もちょうど一般質問の件ですが、この間調べてもらったら、私が２００件質問を

しとるのを教えていただきました。しょっぱなは昭和５２年６月、県立高等学校の建

設について、教育施設について、小・中学校、いうことで２００件の質問をいたして

おるわけですが、多種多様な環境整備のそういった道路網も含めて質問が多く、私は

私なりに努力をしてきたと、こういうつもりでいっぱいであります。 

  そういったことで、一般質問が多かったのは、そういう状況で私は多かったんじゃ

ないんかなと、このように思うし、今はある程度は安定をしてきたが、１０カ年の総

合計画のときには、そこらあたり全部成功したとは思っておりません。私はしまった

と反省をしておる場所が１カ所ある。私は日焼のところへ社会体育ゾーンとして、空

城山公園と日焼を一体にした、府中町が計画したそういうゾーンをつくりたかった。

しかし、国体のサッカーの成年の一部が来るということで、あそこでは面積が狭いじ

ゃあ、なんじゃかんじゃありまして、揚倉山健康運動公園にそういうふうなものがサ

ッカーの国体の分ができたわけですが、私は今思うのに、ああ、日焼のところへそう

いう体育ゾーン、社会体育ゾーンができたおったらなという反省もあるし、そうかと

いって、成功してよかったと思うのも、町長３回ぐらい僕は要望書やら陳情を出した

と思うんですが、生涯学習センター、文化会館をつくってくれいうてよく言いました

けども、図書館もつくって、町長つくっていただいて本当によかったなと、これは成

功したと、私はそのように思っております。 

  そういったことを今までのいろいろなことを踏まえて、今からの第４次総合計画は、

一つの総まとめの時期に入ってきとる、私はそう感じておる。だから、今までの過去

のことをいろいろ申し上げてきた。だから、反省もしながら、第４次総合計画という

ものには幅広く町民の目に、町民の立場に立った、町民に向かった私はまちづくりと

いうものを計画してもらいたい、このように強く申し上げておきたい。 

  こうしたことからも、第４次総合計画の策定に当たって、次の次期総合計画に向け

た近年の社会情勢、言いかえれば、住民のニーズはもとより、少子高齢化社会の動向

や政府の行政指針などを十分考慮したものでなくてはなりません。要するに、国の施

策や今日の社会情勢を中・長期的な視点に立って策定するべきであるということを強

く申し上げておきたい、このように思います。 

  今後１０年の長いスパンの計画でございますので、第４次総合計画の中では、いろ
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いろ先ほど申し上げたとおり、町民の意見を反映して、町民の目に見える実行可能な

計画を策定すべきと考えております。そういったことをいろいろ含めまして、今から

私の思いも参考にしながらお答えいただければと、このように思っております。 

  まず、質問の要旨にも書いてありますが、まず第１点目、第３次総合計画の検証と

それを踏まえた第４次総合計画策定に向けた町民意見の反映はどのように考えておら

れますか。これが１点目です。 

  ２点目を申し上げます。リーマンショック以降、東日本大震災、政権交代などさま

ざまな社会環境、経済情勢の変動、第３次総合計画期間中にあったけども、今後はさ

らに追い打ちをかけるように、少子高齢化社会という世界でも類を見ないような社会

情勢にあると思われますが、その情勢に沿った施策の取り組みはどのように反映しよ

うとしているのか、これらの策定であるため、町長の基本的な思いを聞かせていただ

きたいと、これが２点目でございます。 

  ３点目の教育改革による首長の教育行政施策については、後回しにさせていただい

て、４点目のこれまで町長の言われた３大事業として、下水道の整備事業、向洋駅周

辺の区画整理事業、学校の耐震化事業、ある程度の整備方向は、先ほど申し上げまし

たように、この第３次総合計画の期間中で見えたのではないかなと、ただ財源的には、

今後第４次総合計画への大きな負担は考えていかざるを得ません。町民の方々にも都

市計画税も０．２ということをお願いしたわけです。しかしながら、今後の計画につ

いては、やはり町民の生活に直接関係するソフト事業と、これまでのハード事業のバ

ランスを考えた施策の必要性を感じてなりませんが、その点はいかがですか、お伺い

をいたします。 

  そして、最後になろうかと思いますが、先ほどの３点目の教育改革による首長の教

育行政施策について、少し掘り下げて質問したいと、このように思っております。 

  まず、このたびの教育改革、今月の１３日、参議院を通過し成立をいたしました。

来年の４月１日から施行されます。この地方教育行政の組織及び運営に関する法律、

いわゆる教育委員会改革、改正については、これまで長い間６０年間の教育行政体制

を根本的に基本的に変えるという、教育界にとっては歴史的な改正でもあります。特

に、これまでは教育委員会の独自性を前面に出した法律でありました。各自治体では

教育行政はおのおのの市町の教育委員会によって教育指針を策定し、それによって教

育行政の運営に当たっておったわけです。政治的中立性を前面に押し出して、予算編



- 7 - 

成以外は首長の権限外でもありました。 

  しかし、改革、改正によりまして、首長は総合教育会議というものを設置して、教

育の振興に関する大綱を策定することになっております。この中には、教育条件の整

備、重点等に講ずるべき施策や緊急措置の協議、調整なども対応していかなければな

りません。 

  こうしたことからも、従来のように中・長期的な計画について、教育委員会へ一任

するんではなくて、首長みずからが総合教育会議の中である一定の方向性を示して、

総合計画のような大きな計画については、教育条件の整備ということで、首長の意見

を反映していかなければならないと、このように私は思っております。 

  これまでのハード面だけではなくて、ソフト面における長期的な計画についても、

その指針を示して、これからの次代を担う、府中町まちづくりを担う子供たちの育成

の施策も打ち出して、継続的、安定的な維持できるような総合計画をぜひ策定してい

く義務が生じてきたと、このように思っております。町長も大変でしょうが、この教

育改革により、どのようにこの首長の色を出していこうと思っているのか、その思い

かな、考え、思いを聞かせていただきたいと思います。 

  要は、これまでのように、教育委員会でなく、首長みずからの指針にするまちづく

りをどのように総合計画に反映されようと思われているのか、歴史的な改革の中で町

長の考えを伺いたいと、こういうことでございます。 

  参考にちょっとここで申し上げときますけども、これは教育長も御存じだと思うけ

ども、この教育改革によりまして、来年の４月１日から教育長の任期は３年になるわ

けです。これなぜかといいますと、町長、首長は４年間です。だから、首長が教育長

を任命したり罷免をできるんですよ。そういうふうなことが可能なことにするために、

教育長の任期を３年にするという、こうなっとる。それから、総合教育会議は、首長

が招集すると、当然ですね。それから、教育の振興というのに関する施策の大綱、指

針を策定する。これは大事なことなんです。しかし、教育長、教育委員会は引き続い

て職務権限は従来どおり、これは業務については最高責任者ですよと、これはきちっ

と残しておる。私はそう思っとる。そういったことを含めてあるわけですが、今も問

題になっておりますいろいろな社会的な世界的な問題になっておりますけども、竹島

と尖閣諸島の問題、教科書の問題なんですが、これは小学生の社会科の本に来年度か

らは竹島、尖閣諸島は、これは日本固有の領土であるというように私は大きく表示さ
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れる、今までみたいな小さい、ちょろちょろというようなものじゃなくして、大きく

そこらあたりの固有の領土であるということが出てくるんじゃないかなと、その次に

中学校になるんやないかなというように思ってるんですね。それで、そういう歴史観

というものを理解して冷静に、教育長、よう頭へ入れといてもらいたいんですが、こ

れは教師もですが、歴史観を理解しながら、冷静に教えることが重要であろうと、こ

のように考えております。これは私の思いでございますから、教育長のほうであれば、

答弁をお願いしたいと、このように考えております。 

  以上でございます。長くなってすみません。ありがとうございました。 

○議長（中村 勤君） 引き続き、１６番中村武弘議員。 

  １６番中村武弘議員。 

○１６番（中村武弘君） 皆さん、おはようございます。私も第４次総合計画というこ

とで質問をさせていただきます。 

  質問事項、次期第４次総合計画について。 

  第３次総合計画の１５年間は、都市計画道路鶴江鹿籠線の完了でおよそ都市計画道

路は終わったと思っております。また、下水道の面的整備の拡大、これももう周辺に

入って大方済んでおります。約８７％ぐらいだと聞いております。 

  向洋駅周辺区画整理事業における北側部分の整備、また学校施設耐震化計画の推進

は、およそできたのではないかと思っております。 

  大方の都市インフラの着手・整備が進んでいるところでございます。今後のまちづ

くりは「人」であり、幸いにも府中町はほかの多くの自治体に比べ、生活の利便性は

大変高く、長い間５万人の人口を保ってきています。しかしながら、少子高齢化の波

だけは避けることはできません。 

  次期総合計画は、いかに５万人の人口を維持することはもとより、年齢構造のバラ

ンスのとれた、ある意味で、少子高齢化社会への挑戦的な施策を打ち出していく必要

があると思いますが、次期計画への考えを伺います。 

  また、厚生労働省の公表では、合計特殊出生率は、２０１３年では１．４３で、前

年を０．０２上回っています。この率がさらに０．１下がり１．３５前後で推移する

と、２０６０年には我が国の人口は８，６００万人に減るとも試算されています。こ

れが２．０７でいけば、現在の人口約１億２千何ぼですかの人口が維持できると言わ

れております。４５年先の遠い話とは思われません。 
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  府中町でも、マスコミによりますと、２０４０年、２６年先ですけど、若い女性

（２０～３９歳）の人口変化率は３７．４％減となっています。ということは、約

３分の１減るということです。幾ら生活の利便性が高いからといっても、数値から見

ると、当然人口減となっていくことです。ほかの自治体が今経験しているように、町

の衰退につながっていくのではないかと心配するところであります。 

  高齢化がさらに進む中で、これから「本当に住んでよかった、住み続けたい」と実

感できるよう、将来を担う若者世代を呼び込むような施策が優先されるべき時期に来

ているのではないかと思いますが、町長の第４次総合計画に向けたお考えをお伺いい

たします。 

○議長（中村 勤君） 答弁。 

  町長。 

○町長（和多利義之君） まず、１５番加島議員の第４次総合計画に向かってと、大表

題ですが、続いて４項目ございますので、その質問にお答えをさせていただきたいと、

このように思います。 

  まず、第４次総合計画ですが、御承知のとおり、平成２８年４月１日からというこ

とでございますので、まだ時間が１年１０カ月先ということになりますので、ことし

は第４次総合計画策定に当たってのまちづくりの懇話会の設置と、まさに助走程度の

年ということになります。したがいまして、明確にはできませんが、若干私の思いと

いうものを申し上げましてお答えにかえたいと、このように思います。 

  まず、これは項目にも何もないんですが、計画期間は、思いと同じで１０カ年とも

う決めていただいておるようでございますが、これは言うまでもなく、激変の時代の

中で、県あたりは５年にしております。長期計画といいますと、１０年から１５年と

いうことですが、今回は１０カ年、こういうことにいたしまして、引き続き５年ごと

に見直しを図っていきたいと、このように今思いをしておるということでございます。 

  次に、各項目でございますが、第３次総の検証と、第４次総合計画策定に向けた町

民意見の反映ということでございますが、第３次総の検証については、５年の見直し

ごとに進めてまいってきました。最終のローリング部分も仰せのとおり、その検証を

進めることにいたしておるということでございます。  

  過去の実績で申し上げますと、進捗率が９０％を超えておるそうなんです。今まで

報告をしておると思いますが、９０％を超えておるということ、できないことは計画
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に上げないと、こういう姿勢で今日まで実行可能な計画というものにしてきたという

ことでございます。  

  また、第４次総に向かった町民の意見の反映については、例回アンケートの実施を

やります。それから、懇話会の設置をすることにいたしておりまして、これを一般の

町民の意見を聞かせていただく、と同時に、当然この議会にも相談をしながら、最終

的にはまとめていくと、こういうことで、いささかも第３次総合計画の手続とは変わ

らないということにさせていただこうと、このように考えておるということでござい

ます。  

  それから、２つ目の変動する社会に沿った施策の取り組みはということでございま

すが、この２年近くになりますが、国のこの改革の指針とか、また一般社会の変化、

特に国で言いますと、行財政、福祉、そしてまちづくりの指針等、逐一基本的なもの

が明確になっていくだろうと、このように想定をいたしておりまして、十分、着実に

その情勢を眺めながら、計画の中に織り込んでまいりたいと、このように思っておる

ということでございます。  

  それから、教育改革による市町の教育行政、施策はどうかということでありますが、

ちょっと順序が４番目と変わっておるんですが、質問状の順番どおりお答えをさせて

いただこうと、こういうふうに思っております。  

  この改革の主な点は、先ほど１５番加島議員がおっしゃるように、教育委員長と教

育長を一体にすること、それから総合教育会議が設置をされることになります。もと

もとを言いますと、そうあるべきと言われていた体制になったということだというこ

とと、まあ一つまだ問題点があるということでございまして、これは教師が末端の自

治体の職員でないという、これもついでにやっていただきゃあよかったんですが、な

かなか難しいからできなかったということであろうかと思います。  

  こういう体制の中、町長はいかに取り組むのかということでございますが、まだ

６月１３日に参議院を通過して成立したということでございますが、抽象的なことに

なろうと思いますが、県や町も県の方針に沿って知・徳・体のバランスする教育を進

めながら、社会に役立つ子供を育てていくことと、これはもう原則論だと、こういう

ことでございます。 

  また、つけ加えると、不登校とかいじめの問題等についても、もっと深く対処して、

全生徒が平等性が一層向上するように努力をしていかなければいけないと、こういう
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思いをさせていただいておるということでございます。 

  それと、先ほど言いましたように、たったこの間できた法律でございまして、教育

の振興の大綱の策定ということは、まだいささかも考えていないと、これから来年の

４月１日からということで期間はありませんが、十分教育委員会の話を聞きながら研

究をして、ともにいい教育ができるように、教育委員会と一体となって努力をしてい

きたい、このように考えておるということでございます。 

  それから、４つ目のハード事業とソフト事業のバランスはということでございます

が、ハードということについては、計画の序盤が、おっしゃるとおり主要３事業、下

水、学校耐震、区画整理、これを進めていきながら、逐一終了に合わせて、公共施設

の延命化、あるいは都市再生の事業としての補助街路、町営住宅の改築と、都市施設

の充実、民間資本の活用などを進めていくと、こういうことになるんではないかとい

う想定をさせていただいておるということでございます。 

  ソフト面では、やっぱり一番大切なのは元気づくりと、それから女性の社会進出、

少子高齢化対策、環境安全等に力を入れていくことになると、このように思っている

ということでございます。 

  特に、財政という問題についてでございますが、たくさんの財政が必要という御指

摘でございますが、一応、長期的行財政計画の中で、まあ大変厳しいんですが、何と

かなるという見通しを私は持っておると、長期計画の中でも財政計画は、議会の皆さ

ん方にもお示しをいたしておりますので、それが今のバックボーンになっておるとい

うことでございます。 

  それから、アベノミクスで若干この世の中がようなりつつあって、税収が下げどま

った、こういうことは大きなあれで、もう若干浮揚という形になれば、もっと積極的

なまちづくりもできるんだがと、こういう思いはしておるんですが、まだ実は実感が

わいてこないというのも社会の実態であろうと、こういうことでございます。 

  また、一言余計なことかもわかりませんが、つけ加えておきますと、今この３大事

業をやっておりますが、これは下水も４、５年したら大きなものは終わってしまう、

それと学校の耐震改築も、もう２８年、それから３年据え置いて大きな借金も公債費

に上がってくるということを考えますと、あとは区画整理がもう少しは延びるという

ことですが、逐一済んでいくということになると思います。そうしますと、次に第

３次総の事業を織り込むということになりますと、まずこの元利返済額１６億ぐらい
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払うてますね。これ以上借金をするいうことはあり得ないと、どう想定してもあり得

んと、ここらからよりいい傾向に行けるんではないかなという思いを私はしておると

いうことでございます。 

  特に、経常収支比率が９０％の中ほどと、何かこれはもう財政指標ですから、これ

を見ると、いよいよ５％にしかないんかと、２７年度の指標を見ると、９９％になる。

こうしたら１％ということになると、１億ないがないか、余った金が、大体９０億ぐ

らいですから、基準財政規模が。そういう指標から見たらそうなるんですが、そうじ

ゃない。なぜかというと、一つは、その算定に経常収支の算定の中に、いわゆる今回

福祉事務所やった、それを含めた特交は分母入らんの、５、６億入らんの。何で、計

算の仕方が悪いんじゃないか、国の指針が悪いんじゃないかと思うて私は思うてるん

です、入らんのです。だから、それはそれだけ特交で入ってきとるんですね。それが

ある。 

  さらに、都市計画税も入らん。これが３億８，０００万円ある。予算を組んだ例年

の不用額が４億程度ある。これであの大きな事業をやっとる。経常収支比率で判断し

たら、崩壊寸前じゃ思われても仕方ないんですが、何でそういう計数の計算の仕方を

変えんのかなと、やっぱり格好ようないですね、いう思いをしておるんですが、たと

え今の計算式で経常収支比率がそうなっても、いささかも心配はしとらんということ

だけは申し上げておきたいと、こういうことでございます。 

  加島議員の質問には以上でお答えにかえさせていただきたいと、このように思いま

す。 

  続いて、１６番中村武弘議員の同じような質問ですが、若干ちょっと違うんですが、

第４次総に向かってということについて、お答えをさせていただきたいと。 

  仰せのとおり、人口が大幅に減少しますと税収が減退をいたします。まちづくりが

暗礁に乗り上げることになるということでございます。このことから、日ごろから利

便で安全で暮らしやすいまちづくりを追及、休みのない行政を進めて、人口をキープ

する種々の施策を進めさせていただいていると、条件的なものもありますが、県を初

め、県内皆人口が減りよるんですが、本町の場合は微増ということで、現状をキープ

しとるということでございます。 

  また、中村武弘議員が言われるとおり、厚生労働省がこのままで何も施策を講じな

ければ、４５年経過すると人口が８，６００万人に減少すると発表してます。おっし
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ゃるとおりでございます。国としてはこの対応策として外国人労働者の受け入れや、

少子化対策、そして働きやすい労働方法の改革等で、人口１億人をキープする施策を

進めていこうと、こういうことを言っておるということでございます。 

  また、本町では若い女性、２０歳から３９歳ぐらいの人口が、２０４０年には

３７．４％も減少していくということですが、それぞれ子供たちも成長した中で、多

くの方々が他の自治体や県外に就職されたことの影響だというふうに思っております。

また、残る両親も高齢化されていますから、いずれは住居があるんですが、サイクル

の中で若い人が居住するというめぐりになるのではないかと、私は一定のものはそう

いう想定をさせていただいておるということでございます。 

  府中町の場合、しっかりした行政を進めていけば、少子高齢化が進んだとしても、

若干の年齢構造が変化をしたとしても、現状の今の人口は少なからずともキープはし

ていかなければいけない、できるんではないかと、こういう思いをしておるんだとい

うことでございますが、なぜならば、一つとして、都市部の町として商・工・住がバ

ランスをする、利便で安全・安心な町だということが一つあると思います。 

  ２つ目といたしましては、少子高齢化による都市再生の行政で常に申し上げており

ますように、受け皿としての地域性の要素があると、これも今の好条件であります。 

  それから３つ目ですが、都市再生の施策としては、より暮らしやすい町として、補

助街路、住宅、介護施設のあり方、公共施設の充実、延命化、河川改修などでござい

ますが、さらに国は民間マンションの耐震改修の設計費を補助するとか、あるいはリ

フォームの、今までもあるんですが、もっと充実を図っていくことの考え方を示して

おるということでございます。 

  ４つ目としては、ソフト面では、元気づくり、女性の社会進出、少子高齢化対策、

環境、安全ともに力を入れていくことにより、住んでよかった、住んでみたいと言わ

れる町にしていきたいと、行政を伴い積極的にまちづくりをしていくということが大

切だということでございます。 

  府中町は、種々の施策を進めながら、近隣との競争に打ち勝ったとすれば、人口減

少社会をクリアしていけるというふうに私は思っておりますので、これからもそうい

う指針のもとにまちづくりを進めさせていただきたいと、このように思っております

ので、よろしく御協力方をいただきますようお願い申し上げまして、お答えにかえさ

せていただきたいと、このように思います。よろしくお願いいたします。 
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  失礼しました。加島議員の質問でございますけれども、スケジュールですね、今後

の、ということについては、内々企画財政部長がお答えをするということに書いとっ

たんですから、読み忘れた。こういうことでございます。ひとつよろしくお願いいた

します。 

○議長（中村 勤君） 教育長のほうから、教科書の問題、例の竹島と尖閣諸島のです

ね、答弁をしたいという申し出がありましたので、許可します。 

  教育長。 

○教育長（高杉良知君） 皆さん、おはようございます。１５番加島議員のほうから、

教育改革に係る首長の教育行政施策はということで、御質問がございました。その中

で地教行法の改正について加島議員のほうから御指摘がありましたので、町長のほう

からはそのことについてお答えをいただいてるということでございますが、その中で

総合教育行政ということにつきまして、首長がもっともっと教育行政に関与できると

いうようなことでございますけれども、この地教行法につきましては、基本的には、

まず政治的な中立性、また継続性、安定性、これを確保するために教育委員会を引き

続き執行機関として位置づけて職務権限は従来どおりということで、これがまず前提

になっております。その中から教育行政の責任の明確化ということで、委員長と教育

長を一体化するであるとか、任期を３年にするとか、そういったようなことが出てお

ります。 

  また、総合教育会議につきましては、これまでも教育委員会は予算編成に当たって

首長と意見交換をする場を設けてきております。そういう中で、教育委員会の思いを

首長、町長さんのほうにもお話をして、そういうことを踏まえた中で全体の予算編成

がなされているというふうに考えております。そういう意味では、連携が全くないわ

けではなくて、ある意味では連携をしながら進めているわけですが、それをさらに教

育の振興に関する施策の大綱を一緒に策定をしていくということが新たに加わったと

いうことで、これはやはり大きなことだなというふうに思っております。来年の４月

１日に向けて現在さまざまな条例、また規則の改正であるとか、そういった大綱の策

定に向けた準備をしていくという取り組みを現在行っているところでございます。  

  それからもう一点、日本の領土についての御質問がございました。このことにつき

ましては、本年度が小学校の教科書の改訂の年に当たっております。一番大きな変更

点は、やはりこの領土、これをどういうふうに小学校の教科書の中で、また地図帳の
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中でどう位置づけているかということになろうかというふうに思います。私も今、図

書館で教科書についての展示をしておりますので、ぜひ見ていただければというふう

にも思うんですが、私もこの社会科の教科書を見てみました。実は、この領土、日本

の位置といったことにつきましては、５年生の一番最初に学習をするということにな

っております。このたびの教科書から新たに５年生の上のところで、この竹島、尖閣

諸島について教科書に記述がきちんとなされております。どこの教科書会社も載せて

おります。若干の言い方は少しは違うところもあるんですけれども、大体どこも同じ

ようなトーンで書いております  

  府中町が現在使用しております日文というところの教科書は、竹島、尖閣諸島の写

真を掲載をしております。そして、竹島、尖閣諸島は日本の固有の領土であり、現在

不法に占拠されているということが書いてございます。また、日文の６年生の上の教

科書の中にも、日本の領土をめぐる問題として、北方領土、竹島、竹島の場合は韓国

が不法に占拠、日本政府は韓国に抗議をし続けていると、尖閣諸島も中国も領土を主

張していますよと、こういったような内容のものを書き加えております。  

  さらに、来年がいよいよ中学校の学習教科書の改訂の年になります。中学校の学習

指導要領の解説及び高等学校の学習指導要領の解説の一部改訂についてというところ

で、これはことしの１月２８日ですが、文部科学省の初等中等教育局長からの通知が

ございました。その中で、改訂の概要ということで申し上げますと、中学校社会科の

地理的分野の中では、竹島について我が国の固有の領土であることや、韓国によって

不法に占拠されていること、韓国に対し累次にわたり抗議を行っている、こういった

ようなことを扱うことを明記をしております。  

  さらに、尖閣諸島については、これも我が国の固有の領土であり、また現に我が国

がこれを有効に支配しており、解決すべき領有権の問題は存在していないこと等を理

解させることを明示しているということでございます。  

  また、歴史的分野においても、明治期に我が国が国際法上正当な根拠に基づき、竹

島、尖閣諸島を正式に領土に編入した経緯に触れていくことということを明記をして

おります。  

  北方領土や竹島に関して、未解決の問題が残されていることでございますとか、現

在に至っている経緯、また我が国が正当に主張している立場、我が国が平和的な手段

による解決に向けて努力している、こういったようなことを理解をさせることを中に
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明記をしていくということでございます。  

  尖閣諸島についても、同じように理解をさせていくということを明記をしている、

こういったような中身でございますが、中学校については、来年また出てきてみない

と、どういう形で記述をされているかということについては、まだよくわかりません

けども、小学校については、確実にそういうことを入れた中身の教科書になってきて

いるということでございます。  

  以上、報告をさせていただきます。  

○議長（中村 勤君） 企画財政部長。  

○企画財政部長（高石寛智君） おはようございます。企画財政部長です。  

  私からは１５番加島議員からの一般質問に関連しまして、第４次総合計画の策定手

順及びスケジュールについて、補足説明させていただきます。  

  計画策定の進捗状況につきましては、現在第３次総合計画の検証作業を行っておる

ところです。検証作業では、第３次総合計画に掲げた施策についての進捗状況や、積

み残された施策などを確認してまいります。並行して、幅広く町民の意識や意向を把

握するため、３，０００人を対象としたアンケート調査を８月初旬ごろに実施を予定

させていただきます。  

  以上の内容につきましては、１０月初旬ごろまでにまとめたいと考えております。  

  また、アンケートでは把握困難な意見や、まちづくりに対する思いを直接お伺いす

る場として、北部、南部の老人クラブ連合会、町内会連合会、婦人会、女性会等との

懇談会を１１月初旬ごろまでに実施し、幅広く意見を伺ってまいりたいと考えており

ます。 

  町民の皆様の意見集約及び第３次総合計画の検証内容を取りまとめ、学識経験者等

から構成するまちづくり推進懇話会を１１月下旬ごろに開催し、その中で出された御

意見や御要望、また積み残された施策について、将来を見据えたビジョンに照らし合

わせ、継続すべきもの、あるいは新規に立ち上げるものなどを検討し、骨子としてま

とめ、平成２７年３月までに第４次総合計画骨子案として、議員の皆様にお示しでき

るよう進めてまいります。 

  平成２７年度に入りましては、第４次総合計画骨子案をもとに、基本構想及び基本

計画案の作成に着手いたします。また、平成２８年度以降の実施計画の策定を並行し

て行い、平成２７年１２月下旬ごろまでに基本構想、基本計画案を議員の皆様にお示
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しできるよう進めてまいります。その後、最終修正を行いまして、平成２８年３月に

は第４次総合計画の完成報告とさせていただく予定となっております。 

  以上です。よろしくお願いいたします。 

○議長（中村 勤君） ２回目の質問、ございますか。 

  まずは、１５番加島議員。 

○１５番（加島久行君） 町長並びに教育長、そして企画部長が答弁をいただきまして、

４次総に対するこういったスケジュール等も含めて、町長の思い、そういったものを

聞かせていただきました。心から感謝とお礼を申し上げます。 

  要は、この府中町っていうのは、広島市のほぼ中央にあって、立地条件が非常にい

い位置にあるということで、これからも府中町は発展をしていくであろうという希望

を私は大きく持っております。そして、府中で育った子供たち、みんなが「府中のふ

るさと、府中ってどんな町、こういう町なのよ」、いうように自慢のできる私はまち

づくりを願っておる、これが基本です。それを入れながら、これからの１０カ年の総

合計画というものを知恵を出して、勇気と決断でやはり取り組んでいただきたい。財

政面で都市計画税も０．２ほど協力していただいておる、こういうことも含めて、財

政面においてもこれは基準財政需要額、いろいろ起債の償還の問題も含めてですが、

ここらあたりも含めて私はいけると、こういう確信を、町長と同じですよ、思ってま

すよ。だから、そういう気持ちでやっていただきたい。 

  そういったことを含めて、この教育改革については、今からいろいろ教育委員会と

も十分ひざを合わせてそういう大綱をつくって、指針をつくっていきたいということ

ですから、これは教育委員会、教育長も、ぜひそこらあたりも町長と一緒になってす

ばらしいものにしていただきたいと、このように願っております。答弁は要りません

から、願っております。 

  それから、ここでちょっと聞いておきたいんですが、これはこれからの１０カ年の

中で、必ずやまたわいてくる問題ではなかろうかと、このように思うわけですが、や

はり５万人の町としてやっぱり単独市制というのは、当然昇格するのはごく自然なこ

とではありませんか。私はそう思ってる。だから、この問題についても当然市制に昇

格をするというのはごく自然であり、日本の自治体の皆さんに聞いても、お宅は市制

じゃないんですかと、よく言われます。町で頑張っております、ように言ってるわけ

ですが、私はごく自然なことだと、このように思っております。これは今のいろいろ



- 18 - 

な政治的、社会的な面でいろいろあるので、問題があろうと思いますが、そのように

思っておるので、この問題はまだ火は消えちゃあおらんねと、そのように思うわけで

すが、お聞かせ願えればと思っております。 

  それから、適正な町営住宅というのはこれから避けて通れないんじゃないんですか。

ぜひ総合計画の中で検討してほしい。要するに、５階建ての北部交流センターができ

ますよね。そうすると、五反田の町営住宅の関係が、あこが解体して更地になってく

る。道路を広くして、あこを宅地として活用しよう思えば、できんことはない。そう

いうふうなことを含めて、山田の町営住宅等の見直しも含めて、適正な町営住宅計画

というものも１０カ年の構想の中では検討する必要もあるんじゃないかなと、このよ

うに思っております。 

  それから、前にも質問したことがあるんですが、出張城の問題なんですね。文化の

問題。これ多家神社と出張城跡地の文化の生かした方、これを私はぜひ検討して、地

権者等にも協力をいただきながら、そういったふるさと、本当にその文化と一緒にな

ったふるさとづくりというものを私は期待をしとる、そういうふうなことも思ってお

るわけです。 

  そして、それに関連をして、私は都市公園の問題があろうと思いますが、これは都

市公園というのは、これは今、国土交通省が定めております。町民１人当たり面積は

５平方メートル以上だったかな、そうなってると思うんですが、それをうち方は

４．６８平方メートルぐらいじゃなかったかなと思うんですが、そういうふうなこと

も含めて、これからの公園というものは、国の政策として森林を守ろう、要するに緑

を大切にしていこうということで、どんどん、どんどんこの公園も含めたものがこれ

から政治的に国会の場で議論されていくんじゃないんかなと、このように思うわけで

すが。 

  要するに、北部丘陵公園、北部丘陵公園等に伴う道路等を含めて、ここらあたりの

一体的な事業として、私は多目的な広場というものをつくって、前ごろ言ってました

ね、みんなが何でも使える広場いうのをつくろうじゃないかと、野球をしようと思う

たらできる、野球もできる広場もつくったらどうかとかいうようなことを言いました。

子供は緑と水と太陽で生きるんですよというような話もしました。私はそういうふう

なことで、ぜひ多目的広場というのは、これは町長もしたいんでしょうが、いろいろ

な問題もありまして、町長は特に農地のほうやら、いろいろなことがお好きなような
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んで、そこらあたりも含めて、構想の夢というものが私は多々あるんじゃないんかな

と思ってるんですが、そういう多目的広場を含めた農地構想のそういった夢というも

のも、この１０カ年構想の中で私はあればいいのになというように感じております。 

  何はともあれ、いろいろ申し上げましたけども、要は、府中町に住んでる方々が本

当に心に残る、深い心に残るふるさとづくりいうものを、まちづくりいうものを、本

当にぜひ自慢のできる府中町にしていただきたい、この気持ちを持って１０カ年計画

をつくっていただきたい、このことを申し上げて私の質問は終わりたいと思います。

答弁は要りませんので、ひとつ御理解をいただきたいと、このように思います。 

  以上でございます。 

○議長（中村 勤君） ２回目の質問ですが、１６番中村武弘議員。 

  １６番中村武弘議員。 

○１６番（中村武弘君） 町長、答弁ありがとうございました。私は人口に絞って第

４次総合計画の質問をしましたけど、町長も先ほど言われたように、やっぱり５万人

いうのは、もうどうのこうの言うても絶対条件ですので、これはぜひ維持してほしい

と思います。そのためには、どうするかというのがこれからの一番の大胆なプランを

出してもらってだと思います。いうのが、府中町はある意味では雇用の場がありませ

ん。これはよそから見たら、ただ府中いう地域があって、外へ働きに行って、寝に帰

るところではないか、これではとても市という意味での自慢はできないと思います。 

  ですから、やっぱし府中の中で雇用の場をこしらえる。確かに、以前の今のキリン

ビール跡地には大きな商業施設ができて、雇用の場はできておりますけど、多分あそ

こに勤めに行きよる人は、ＪＲの駅から天神川からおりて行かれる人が随分おると思

います。そうでなくて、やっぱし地元の人が地元で働けるようなやっぱし大きな雇用

の場、大変難しいことだと思いますけど、ぜひこれを今から、第４次が１０年と言わ

れましたけど、第５次に入ってもいい、考えてほしいと思います。 

  町長は、先ほど若い人が県外へ皆、要するに府中で生まれて県外へ行って就職と言

われましたけど、やはり府中で生まれたならば、府中へ帰ってきて、そこで、まあそ

ら近辺でも構いませんけど、就職して、そこで子供をこしらえて、やっぱり次の代、

２０代、３０代先までずっと続けていかないと、やはり、もう今、国全体が人口が減

ると言われておりますけど、維持できないと思います。ただ住みやすい場にすればい

いっていうんじゃあ、魅力がなくなれば、そこはすぐ消滅すると思います。 
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  ちょっと１つこれ、今度私たちも北海道へ視察に行くんですけど、夕張の鈴木市長

が、夕張は以前は１２万人、最高で、今１万人を切っておるそうです。また、６５歳

以上が４５％もおるという、超高齢化時代になってると言っております。夕張は再建

団体になったことで現実を見据えた。東京都ですら２０年先には人口が減り始めると

言われております。多くの自治体は人口問題を避けて都市計画を立てていると指摘さ

れております。やはり人口問題というのは２代、３代先、スパンが長いですから、考

えて、今から取り組んでいかないといけないと思います。ぜひこの問題を次の第４次

総合計画には取り入れてほしい。 

  それと、もう一つお願いなんですが、私たちが視察に行ったところで府中町の現実

いうか、あれを説明するんですけど、府中町の面積は１０．４５平方キロメートルで、

その半分が山間地です。私たちが今議員になって１４年、全然北側の山間部というと

ころは手も何も足もじゃないですけど、何も現状は変わっておりません。ぼちぼち、

もう今向洋も大方終わり、さっき町長が言われましたように、学校も大方この二、三

年で済む、下水も済むと言われたが、大きな財政的なことはこの四、五年で済むと思

います。やはりもう一般の人、組合でやったんじゃあ片はつかないと思うんです。で

すから、行政なり大きなデベロッパーなりと一緒で、これ再開発いうか、これ難しい

ところたくさんあるのはよくわかっておりますけど、ここへ手を入れてもらったらば、

府中は利便性がええと言われても、特に北側のところは、もうあこから１本道路がつ

いたら駅まで１０分で行きます。ぜひこれを府中町の未来の夢というか、プランとし

て取り入れてほしいと思います。もし、少しでもそれがあるのだったら、企画財政部

長、プランが少しでもあるのだったら、なければいいです。 

  私の質問は以上で終わります。 

○議長（中村 勤君） １５番加島議員、１６番中村武弘議員、これで質問のほうはあ

れしていいですね。 

  それでは、以上で、第１項、第４次総合計画策定に向けて、１５番加島議員、

１６番中村武弘議員の質問を終わります。 

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

○議長（中村 勤君） 非常に遅くなりましたが、ここで休憩に入りたいと思います。

１１時１０分から会議を再開したいと思います。休憩 

（休憩 午前１０時５２分） 
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（再開 午前１１時１０分） 

○副議長（慶徳宏昭君） 議長交代しました。休憩中の議会を再開します。 

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

○副議長（慶徳宏昭君 ) 総務文教関係、第２項、土曜授業の導入について、５番山口

議員の質問を行います。 

  ５番山口議員。 

○５番（山口晃司君） おはようございます。土曜授業の導入について、質問します。 

  現在、学校教育では、新学習指導要領の全面実施に伴い授業時数が増加し、これま

で以上に過密な週の時数日程を余儀なくされています。例えば、小学校の標準授業時

数は６９時間、中学校では１０５時間と大幅な増となっています。しかし、こうした

状況に陥ったのも、もとはといえば、ゆとり教育が掲げられ進められてきた授業時間

数の削減のツケであると思っています。今日の学力低下の一つの原因であるとも思っ

ています。 

  今、学校教育現場の現況は、児童、生徒、教職員の負担も増大し、時数が過密にな

り、教育相談や学校行事のための準備、児童・生徒会活動のための時間の確保も困難

になってきているのでは危惧しているところであります。 

  そうしたことから、一部の教育委員会では、土曜授業導入実施に取り組んできてい

ますが、府中町ではどのように考えておられるのか、伺います。 

  なお、土曜授業実施については、教職員の勤務体制や実施内容項目、実施年間時数

などの年間カリキュラムの変更などなど、多くの課題も残されていると思われますが、

あわせて伺います。 

○副議長（慶徳宏昭君) 答弁。 

  教育長。 

○教育長（高杉良知君） ５番山口議員からの御質問、土曜授業の導入について、第

１項目めは私のほうから、そして２項目めにつきましては、教育部長から答弁をさせ

ていただきます。 

  １項目めの土曜授業の府中町での導入についての考えでございます。 

  土曜日を休業日とする学校週５日制は、子供たちの家庭や地域社会での生活時間の

比重を高めて、主体的に使える時間をふやし、生活体験や自然体験、社会体験、文化、
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スポーツ活動など、豊かな体験や活動の機会を子供たちに提供し、みずから学び、み

ずから考える力や豊かな人間性などの生きる力を育むことを目的に、平成１４年４月

から完全実施されたものでございます。子供の教育を全て学校に任せるのではなく、

学校、家庭、地域が連携し、社会全体で子供を育てるという理念は普遍的であり、学

校週５日制の導入は、その施策として重要であると認識をしております。 

  導入後、１０年経過した現在の状況でございますが、スポーツ活動や体験活動、地

域行事等への参加、放課後子供教室で過ごす子、習い事に行く子、家族との時間を大

切に過ごしている子供たちが多くいる反面、必ずしも有意義に過ごせていない子供た

ちも少なからず存在していると感じております。 

  こうした背景の中で、国においては、土曜日における学習の機会を提供する方策の

一つとして、土曜日にも授業を行うことができるようにするため、学校教育法施行規

則の改正を平成２５年１１月２９日に行ったところでございます。 

  府中町における土曜日の状況につきましては、運動会、体育祭、文化祭等の学校行

事や、保護者並びに地域住民への地域公開などを行っているところでございますけれ

ども、土曜日は休業日であるため、休業日を他の日に振りかえて対応しているところ

でございます。 

  教育委員会においては、現在のところ町内の学校での一斉導入は考えておりません

が、例えば各学校において地域の人材を活用した多様な学習、文化、体験活動などの

特色ある教育を展開する上で、土曜日に授業を行うことが効果的であると学校が判断

した場合は、土曜授業が可能となるようにするために、平成２６年２月２５日に関連

する規則を改正し、実施体制の整備を図ったところでございます。まずは各学校にお

いて地域の実態に合わせ導入の必要性を十分に検討し、特色ある学校づくりを目指し

ていくことが重要であると考えているところでございます。 

  私からは以上でございます。 

○副議長（慶徳宏昭君) 教育部長。 

○教育部長（金藤賢二君） おはようございます。教育部長です。２項目め、導入に当

たっての課題について、私のほうから答弁させていただきます。 

  １つ目の課題といたしましては、土曜日に授業を行った場合の教員の勤務体制につ

いてです。 

  広島県では、直近の平日に振りかえの休みをとらなければなりません。例えば、夏
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休みなどの長期休業中に休みをとることができる東京都等の条例との違いがあります。

広島県の職員の勤務時間等の条例改正などが必要となってきます。 

  また、２つ目の課題としましては、現在、各学校において創意工夫しながら、特色

ある教育を現学習指導要領に基づき展開されておりますが、さらに、土曜日に授業を

行わなければならないという必要性についても検討していく必要もあります。 

  ３つ目の課題としましては、先ほど教育長も触れましたが、学校週５日制を前提に

定着してきたさまざまな取り組みや子供たちの土曜日の過ごし方についての実態を明

らかにし、検討する必要があると考えております。 

  いずれにしても、現段階においては、今後土曜授業の社会的必要性等がどのように

高まるか状況を見きわめ、学校と連携の上、必要に応じて検討していきたいと思って

います。 

  以上であります。 

○副議長（慶徳宏昭君) ２回目の質問ございますか。 

  ５番山口議員。 

○５番（山口晃司君） 答弁ありがとうございます。府中町の学校では、水分峡や、放

課後に地域の方との取り組みもされていますので、体制さえ整えば、ソフトの充実は

図れるものと、僕は思っております。 

  さて、２度目の再度の質問をいたします。 

  先ほどゆとり教育、確かに平成１４年に導入され、ゆとりの中で豊かな人間性や生

きる力を育むと同時に、基本的な内容を確実に定着させ、個性を生かす教育を目指す

とされていました。いわゆる週５日制の導入がなされ、学習内容も約３割の削減にな

ったものであると理解しています。学習内容は必要最低限にとどめ、授業展開は現場

教師に任せるというように、個人に特化した教育がゆとり教育であるというふうにも

言われています。そうしたことから、学力低下が危惧され始めてきたという経緯があ

ります。 

  現在、東京都を中心に、関東地区では多くの自治体で土曜授業が実施されています

が、この土曜授業がさらに充実されることにより、学力格差が生じることも危惧され

ると思います。現在では、自然体験や集団宿泊活動、スポーツ体験などの学習機会を

提供しているのが多くの取り組む自治体の実態であります。しかし、東京都では基礎

学力向上の補充発展的学習のための学習機会の提供という教科課程の中に入り込むよ
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うな内容も示されています。こうした直接授業時数がふえることにより、本当に全国

の自治体により格差が生じることは必然的に起こるのではとも思っています。全国民、

教育機会は平等でなければなりません。 

  しかし、授業実施のためには、特に教職員については、給与負担制度のため任命権

が都道府県にあり、地方の教育委員会独自で全ての体制を確保することが困難ではな

いかと思います。こうした取り組みについても、教育行政は県教育委員会と市町村の

教育委員会という権限が二分された構造であります。そうした体制のもとで、どれだ

け各自治体の独自性が出せるかという、なかなか難しい課題が残っています。 

  しかし、府中町の子供たちの学力向上のためにも、生きる力を身につけるためにも、

県内の各教育委員会と連携しながら、県教育委員会へ訴えるとともに、あるときは連

携を強化することも必要でありますが、強く意見を申し出ることも必要であると思っ

ていますが、地方教育委員会の独自性の要望はどのようになされているのか、伺いま

す。各地教委の力を発揮する時期に来ておりますので、どうぞよろしくお願いします。 

○副議長（慶徳宏昭君) 答弁。 

  教育部長。 

○教育部長（金藤賢二君） 質問として、町独自性のことと、それに対して教育委員会

にどのように届けるかという内容だと思います。 

  まず、府中町に一番独自性があるものとしましては、府中町の中学校に非常勤講師

という制度があります。これは１校当たり２，８００時間という大変大きな制度です。

これをもちましてクラブとか、教室に入れないような生徒の適応指導教室、これ学校

内にもあるんですが、そういうのは指導はできてるということがあります。また、特

別支援学級とかに教育支援員を配置しております。これにつきましても、国の交付税

以上の措置をしております。また、国際理解教育事業としまして、外国人の英語派遣

事業を行っております。 

  このような独自性をどの場で要望していくかとなりますと、県教委と教育長との会

議とか、県教委で教育長ミーティングとかいう場面があります。このような場面を使

いながら、要望をこれからも行っていきたいと思っています。 

  以上であります。 

○副議長（慶徳宏昭君) ３回目の質問ございますか。 

  ５番山口議員。 
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○５番（山口晃司君） 答弁ありがとうございます。私が教育委員会に要望しておきた

いのは、これから土曜授業の形がどのように変化していくかわかりませんが、今後と

も国や他の自治体の動向を研究しながら、とにかくほかにおくれることのないよう、

これは子供たちのためということで、常に最新の情報を収集しながら、また県教委な

どの会議で、広島県の土曜授業のおくれが府中町の子供の学習機会の不平等をつなげ

ないよう、県教委に強く要望していただき、しっかり連携を取りながら頑張っていた

だきたいと意見を述べまして質問を終わります。ありがとうございました。 

○副議長（慶徳宏昭君 ) 以上で、第２項、土曜授業の導入について、５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、防災教育の推進について、３番繁政議員の質問を

行います。 

  ３番繁政議員。 

○３番（繁政秀子君） ３番繁政です。よろしくお願いいたします。先ほど第４次総合

計画で随分長い話を聞きましたので、簡単にやることにいたします。よろしくお願い

します。 

  防災教育の推進についてお尋ねをいたします。読み上げます。 

  東日本大震災の教訓として、「釜石の奇跡」が大きくクローズアップされ、小・中

学生の防災教育の重要性が評価され、これまでも議会で、防災教育の推進について議

論をされてきたところであります。 

  多くの他自治体の教育委員会では、学校と地域や消防機関などの関係機関と連携し

た防災教育の実施に教育の一環として力を注いでおられます。 

  町内の学校では、防災教育の取り組みはどのような体制で実施されているのか、ま

た、今日の高齢化社会の中では地域を熟知している中学生や高校生も災害時には大き

な力になると思われます。そのためにも、小学生のときからそういった教育の推進に

取り組む必要があると思われますので、あわせて教育委員会の対応をお伺いいたしま

す。 

  せんだって、平成２６年６月１６日の中国新聞に「災害に備え、炊き出し訓練」と

いうタイトルで、向島中学１年生がカレーを３５０食つくってるというのが新聞に出

ておりました、こうやってね。そこで子供たちが３５０食、１年１組の生徒３４人が

カレーをつくってるんですよ、すごくね、一生懸命調理室で、ジャガイモやニンジン



- 26 - 

を切って煮込んだりして、一生懸命つくって、屋外で２カ所で手渡して、自分たちも

味わって、野菜を切るなどした子供が、量が多く想像以上に大変だった、気を引き締

めて、いざというときに備えたいと話しておりました。 

  ここの日赤の支部長さんとせんだってお会することがあって、その方とお話をした

らですね、その人たちは応援に日赤地域の日赤の支部の向島支部の人たちが一緒に手

伝って応援をして、この炊き出しができたんだそうです。私が思いますのに、府中町

でも、府中町災害ボランティアさんもいらっしゃるし、婦人会も女性会もいますので、

一緒にこのカレーでも何でもいいですからつくって、一緒に訓練をすると、そこでコ

ミュニケーションもできますし、また子供たちもいろんなことを教えてもらえていい

のではないかと思いますから、そういう方法もあるんではないかというのが１点と。 

  それから、ハイゼックスを利用した炊き出しというのを御存じかどうか知りません

が、ハイゼックスをそこへ持ってきてみたんですが、ハイゼックスを利用して炊き出

しをすると、そのハイゼックスが袋なんです、ビニールの袋、あそこにあるんですけ

ど。その袋にお米をといで入れて、水を入れて、それでちょっとだしでも入れて、だ

しがちりめんジャコでも入れて、それで空気を抜いて、４０分ぐらい、これはなぜこ

のハイゼックスがいいかというと、災害のときに水が余りありません。ですから、ふ

ろの水でもとか、そこの辺のどぶの水でもいいから鍋に入れて、４０分ほどその袋を

入れてグラグラ炊くと、とってもおいしい御飯ができるんです。その御飯ができたの

を、お皿もはしもありませんから、その袋をあけて、たたいて、こうしてかじって食

べると、はしも要らないし、お皿も要らないし、とても便利がいいものがあるんです。

そういうものを使って炊き出しができますので、そういうことも利用して一緒にやっ

たらいいと思います。 

  ハイゼックスで御飯ができる間に、ＡＥＤの訓練ね、ＡＥＤを使ってそれで訓練を

すると、とても１回でも２回でもやっただけＡＥＤはいざいうときに使うのに勇気を

持って使えるんです。１回も使ってなかったら、ＡＥＤを持ってきていうて持ってき

てもらっても、どういうようにしたらいいかわからない。ですから、これは訓練でＡ

ＥＤはいろんなところへ置いてありますから、特に子供たちにこの訓練はしてもらい

たいと思います。 

  そして、府中町には高校もありますが、専門学校の生徒さんがいらっしゃいますの

で、専門学校の生徒さんたちとも一緒にこの訓練ができるようにするといいと思いま
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す。専門学校の生徒さんは、福祉専門学校の生徒さんは、いやし、心のケアができま

すから、いざ災害が起きたときに、一番は災害でびっくりして大変な思いをされとる

人の心をケアしてあげることができるのが福祉専門学校の生徒さん、それでお菓子専

門学校の生徒さんもいらっしゃるから、簡単なお菓子なんかもつくって皆さんに出し

てもらう、こういうこともできると思いますので、一緒にお尋ねをしておきたいと思

います。よろしく答弁お願いします。 

○副議長（慶徳宏昭君) 答弁。 

  教育部長。 

○教育部長（金藤賢二君） ３番繁政議員の防災教育の推進について答弁させていただ

きます。 

  東日本大震災から３年が経過しました。震災地では着実に復旧、復興が進んでいる

一方、今なお近隣の学校を間借りするなど、不自由な思いをしながら生活を送ってい

る学校もあります。防災教育の推進に際しては、自然災害等の危険に際して、みずか

らの命を守り抜くため、主体的に行動する態度を育成することが喫緊の課題であると

考えております。 

  最初の御質問の学校における防災教育の取り組み体制についてです。学校における

防災教育は、関係機関や地域団体の理解、協力を得ながら、各教科、道徳、総合的な

学習の時間、特別活動等において計画的、組織的に進めていくことが必要です。 

  また、生涯にわたり災害に対応できる能力を育て、生きる力を育むために、家庭や

地域における実践的な教育が必要であります。例えば、地域の消防署等による防災に

関する講座や体験学習、地域と学校の合同防災訓練の実施等も考えられております。 

  府中町では、地震や土砂崩れ、大雨などによる災害を想定した、学校と地域の町内

会で合同で行う避難訓練が、平成２４年度には府中北小学校、平成２５年度には府中

東小学校で行われ、今年度においては府中小学校で行われる予定となっております。 

  消防機関と連携した防災教育に関しましては、学校の年間行事に火災訓練を計画し

ているところです。６月２６日には、府中緑ケ丘中学校で、府中町消防本部と連携し

た避難訓練が実施されます。また、これまで消防署や海上保安庁と連携し、着衣泳の

講習も行ってきております。 

  ２つ目の御質問です。将来地域を担うべき児童・生徒の災害に適切に対応する能力

の向上についてだと思います。文部科学省の「生きる力を育む防災教育の展開」の中
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で、自他の生命を尊重し、安全で安心な社会づくりの重要性を認識し、学校、家庭及

び地域社会の安全活動に進んで参加、協力し、貢献できるというねらいに迫るために、

小学校では、自他の生命を尊重し、災害時及び発生後にほかの人や集団、地域の安全

に役立つことができる。中学校では、地域の防災や災害時の助け合いの重要性を理解

し、主体的に活動に参加するというように、発達段階に応じて目標を設定しています。 

  議員の御指摘のとおり、児童・生徒が地域の一員として役割を持ち、発達段階に応

じた目標を持って地域の防災訓練に参加することが、地域社会の大きな力となるとと

もに、災害に適切に対応する能力の向上及び防災への自立を促すものと考えておりま

す。 

  教育委員会としましては、防災教育の実施に当たっては、こうした観点に立って学

校を指導していきたいと思っております。 

  なお、詳細につきまして、また教育次長のほうで答弁させていただきたいと思って

ます。 

  以上でございます。 

○副議長（慶徳宏昭君) 教育次長。 

○教育次長（野津田隆利君） 繁政議員から御質問ですが、まず１点目の地域との訓練

ということで、学校の避難訓練の実施状況から簡単に報告させていただきます。 

  学校におきましては、毎年、大体６月、１０月、２月と、１学期に１回は実施して

いるところでございます。実施に際しましては、火災であるとか、地震、津波、それ

から不審者対応等を想定して行っております。その他の安全教育としましては、通学

路の確認、調査、安全性の確認、それから一斉登下校指導、防犯教室、交通安全など

を実施しております。各学校におきましては、これら訓練を通じまして、災害に応じ

た避難路を確認しているところでございます。有事の際には、冷静な行動をとること

はなかなか困難な面もありますが、やはり日ごろからの訓練の積み重ねが心のよりど

ころになるだろうと思います。議員おっしゃいますように、今後とも継続、反復しま

して、地域との連携も含めて訓練を実施していきたいというふうに思います。 

  それから、２点目でございますが、ハイゼックスの活用ということですが、有用な

防災用具につきましては、随時校長会とか教頭会等で情報提供させていただいており

ます。導入につきましては、検討させていただきたいというふうに思います。 

  それから、ＡＥＤのことですけども、毎年学校によっては違うんですけども、プー
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ル開始前に教職員を対象に消防本部の指導も受けて行っております。 

  児童・生徒への研修ということなんですけども、ＡＥＤや心肺蘇生法の講習を授業

で行うということは、人を助けることの意義でありますとか、真剣な救急行為に接す

ることになりまして、命の大切さを子供たちが学ぶきっかけにもなると思います。と

は申しましても、ＡＥＤの活用につきましては、大人でも判断に迷う場面もあろうか

と思います。子供たちの発達段階に応じた教育を行う必要があります。有事に際しま

しては、子供たちには学校内において、まずは教職員を大きな声で呼ぶ、そしてＡＥ

Ｄを運搬するなど、教職員の指示を仰ぐことを徹底したいと思います。ただ、ＡＥＤ

の基礎知識、これだけはしっかり教えてまいりたいというふうに思います。 

  答弁は以上でございます。 

○副議長（慶徳宏昭君) ２回目の質問ございますか。 

  ３番繁政議員。 

○３番（繁政秀子君） ハイゼックスとはこんなもの、教育委員会で見たことあります

か。ハイゼックス、米、これにといだ米をここの指示のとこまで入れて、それでここ

まで水を入れて、空気を出して、それでこれを絞って、４０分ぐらい、さっき言うた、

水が余りありませんから、ふろの湯でも何でもいいですから、これがとても値打ちの

あるもんで、ほっといて、あとここをきれいにあけて、それでこうしてたたいて、お

米をずうっと出すとお皿が要らない。そして、かじって食べてもいいし、はしが要ら

ない。災害のときにはこれが役に立つ。 

  だから、こういうのを使って、中学校なんか特に何回でもさせてもらったらいいと

思う。ハイゼックス、これね、日赤に行ったり、消防に行ったりしたらあるはずじゃ。

消防ない。ない。どこでも行政、皆持ってるんよ、これ。だから、もろうてこんにゃ

あ、買うてくるか。日赤に行ってもらってきて。ＪＲＣに入っとるじゃろう、中学校

も小学校もＪＲＣに入っとるじゃないですか。だから、緑ケ丘中学校でも府中中学校

でもＪＲＣに入っとるから、日赤に言うてこれをもらって、子供たちに１年生から

３年生まで一遍にせいいうわけにいきませんが、これで御飯、炊き込み御飯でも簡単

にできるんだから、そういうのを言ってもらったら、災害ボランティアやら私たちが

応援に行って一緒に手伝ってするから、日赤に言うてこれをもらって、させてあげて

ほしい。災害のときに、本当子供たちがこれを知っとるだけで随分違うと思いますか

ら、それはぜひ実践をするように言うてください。ＪＲＣに入っとるんだから、日赤
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のほうに言うたら協力してくれると思います。 

  それで、ＡＥＤも日赤に言ったら、ここから上のここだけのが何体ってあるんじゃ

け、何体て。だから、それを、これを炊き出しをしよる間に、体育館でだあと置いて

もらってＡＥＤの訓練をしたらいいのよ、訓練を。あれは何遍やっとってもいいと思

います。私が思うのに、私は運動会、婦人会の大運動会のときに、消防の人に頼んで、

毎年消火器があるでしょう、消火器の中を抜いて空気を入れて、向こうに風船を置い

といて、消火器を持って走っていってピンを外して、ホースを出して、ぴゅっと押す

いうのを毎年運動会でするんじゃけど、年もいっとるからかわかりません、毎年忘れ

とる。毎年ピンを外さずホースを先にやったりね、おもしろいよ。毎年やってもそう

なんじゃけ、子供たちでも毎年ＡＥＤの訓練はするといいと思うから、やっぱり防災、

防火訓練はやっぱりあるときだけじゃなくて、いつも、いつも釜石のように訓練をし

とかんと、いざいうときに働かんのよ。だから、今回それを学校のほうと話し合って、

ぜひやってもらうように入れてもらいたい。さっきね、ハイゼックスは特に日赤に言

うたらちゃんとしてくれますから、言ってください。ええ、大丈夫。答弁してくれる。

ほいじゃあして。 

○副議長（慶徳宏昭君) 答弁。 

  教育長。 

○教育長（高杉良知君） 防災教育についてでございますけれども、防災教育につきま

しては、特に知識での学習ということだけではなくて、今、議員おっしゃるように、

実践的な訓練といいますか、教育こそやっぱり大事かなというふうに感じました。 

  今、例えば３５０食のカレーを地域の人と一緒につくったことであるとか、ハイゼ

ックスを活用したそういった取り組みであるとか、さまざまな情報を今いただきまし

たので、こうした実践的な訓練のことにつきましては、こうした防災教育があるよと

いう情報の提供を各学校にさせていただいて、そういう中で自分の学校に一番合った

防災教育について、各学校のほうで教育内容をつくり上げて実施をしていっていただ

ければというふうに思いますので、そうした情報をぜひたくさんいただければという

ふうに思いますので、よろしくお願いをいたします。 

○副議長（慶徳宏昭君) 繁政議員。 

○３番（繁政秀子君） 今、教育長さんがおっしゃったように、本当に実践が一番身に

つくからね、ぜひやってもらってください。災害が起きたときにどうしたら一番いい
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んかいうたら、自分の命を大切に、一番に自分の命、自分自身の身を守ってください。

自助じゃ言うたね。それから今度は、地域で、あそこのばあちゃんどうしよるかの、

おじいちゃんどうかのという共助、そして今度は公的な支援、役所のほうからこうだ、

ああだいう連絡をもらってする。自助・共助・公助、この３つがうまいぐあいに絡み

合っていって災害が未然に防げるか、それとも少なくて済むかということにつながっ

ていくと思いますので、災害教育はやっぱり自分の身を守るためにも、小さいときか

らやっぱり実践をしてもらいたいと思います。情報はどんどん提供しますから。よそ

でもいろいろ学校でやってるしね。さっきのカレーが、カレーなんかこれでできる、

これで。とってもおいしいのができるんよ、本当に。だから、これでカレーと御飯を

つくってやってみせてあげたらいいと思いますので、２つもらやあええんじゃしね。

だから、ぜひ言うてください。日赤のほうに私のほうからも言いますから。じゃあ実

践を待っております。よろしくお願いいたします。はい、どうも失礼します。 

○副議長（慶徳宏昭君) 要望でよろしいですね。 

○３番（繁政秀子君） はい。 

○副議長（慶徳宏昭君）以上で、第３項、防災教育の推進について、３番繁政議員の質

問を終わります。 

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

○副議長（慶徳宏昭君） ここでしばらく休憩をします。再開は１３時とします。 

（休憩 午前１１時４４分） 

 

（再開 午後 １時００分） 

○副議長（慶徳宏昭君） 休憩中の議会を再開いたします。 

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

○副議長（慶徳宏昭君） 総務文教関係、第４項、国際交流活動の充実について、

１２番木田議員の質問を行います。 

  １２番木田議員。 

○１２番（木田圭司君） 早速質問させていただきます。国際交流活動の充実について

という質問でございます。 

  国際化が進む中、府中町においても、外国人数は昨年度に比べ増加の傾向にありま

す。これからも経済の活性化により人的交流や労働力の確保により、ふえるものと予
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想されます。 

  そうした国際化の中でのまちづくりのためには、お互いの民族を理解し合う、異文

化交流は欠かすことはできません。特に、国際交流協会では、国際理解を深めるため

の語学教室や外国人による講演会など、多くの事業に力を入れ、今日の国際化に対応

するための施策を講じています。 

  しかし、こうした事業の多くはボランティアに頼る事業が多く、今後、さらに国際

化が進展する中、行政として中期的かつ積極的な取り組み（予算、人員など）が必要

であると思われます。第４次総合計画もこれから策定する中で、町長の基本的な考え

（方針）をお伺いします。という質問でございます。 

  昨年度もいろんな事業をやられております。この中にも議員さんの中にも会員さん

何人かおられて、よく御存じだろうと思います。大きな事業として１２、３、出席者

が約６００名、そういう事業とは別に、独自にこういう日本語、英語、中国語ですか、

簡単な案内、町内の府中町案内地図ですか、いうことでつくられて、一生懸命活動を

されてますことを報告して、質問といたします。 

○副議長（慶徳宏昭君） 答弁。 

  町長。 

○町長（和多利義之君） １２番木田議員の国際交流活動の充実についてという質問に

お答えをいたしたい。 

  この国際交流活動の充実を第４次総合計画の中でいかに明記するか、基本的な考え

方を聞きたいということでございますが、第４次総合計画というより、現状または先

行きの中でいかにあるべきかと、こういうことだと思います。確かに、今後一層の経

済のグローバル化や活性化あるいは少子高齢化による外国人労働者の受け入れなどを

考えると、国際交流事業をお仰せのとおり充実をさせていくことが必要ではないかな

という考え方は持っておるということでございます。 

  また、私も例年、国際交流協会の総会に出席をさせていただいておりますが、この

中で事業計画や決算状況を見ますと、事業面では、先ほど御指摘がありましたように、

外国人の講演会や英語の暗唱大会、及び日本語スピーチ、交流会を進める傍ら、英語、

中国語、日本語の教室を運営するなど、活発な活動を展開をされておりますが、会計

の中身を見ますと、この教室の運営は個人個人の負担金であるとともに、事務費が極

めて極小ということでありまして、この状況は他の団体と比較していかなるものか、
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若干心配はしているところでもございます。 

  したがいまして、これからの多くの事業を進めるために、相当な事務局のボランテ

ィアが入っておると、こういうはずだと感じており、早い時期に全体の団体の助成と

いうものの中で検討していかなければいけないかなと、こういう気持ちを持っており

まして、今後そのようにしてまいりたいと、このように考えておるということでお答

えにかえさせていただきたいと、こういうことでございます。 

  以上です。 

○副議長（慶徳宏昭君） 補足ないですね。 

  それでは、２回目の質問ございますか。 

  １２番木田議員。 

○１２番（木田圭司君） 御答弁ありがとうございました。町長も言われたように、特

に事務仕事はもう手弁当で、飲むものも自分の家でつくったものをポットに入れて持

っていく、会議を開く、いうようなこともされております。ある自治体には、行政の

中に国際交流課とかそういうものを設けてやっておられるようなところも多々あるよ

うにお聞きしてますし、またある自治体では、職員さんが全員国際交流協会の会員に

なられて、会費という形で御協力されとるところもあるというふうにお聞きしており

ます。今、町長のほうから前向きな答弁をいただいたと思ってますので、期待してお

りますので、よろしくお願いします。 

  以上で終わります。 

○副議長（慶徳宏昭君） 以上で第４項、国際交流活動の充実について、１２番木田議

員の質問を終わります。 

  続いて、総務文教関係、第５項、府中町の就学援助制度について、１８番林議員の

質問を行います。 

  １８番林議員。 

○１８番（林  淳君） 府中町の就学援助制度についてお伺いいたします。 

  この就学援助制度というのは、皆様御存じのように、小・中学生のいる家庭に学用

品や入学準備金、また給食費、医療費、これらを補助する制度です。憲法２６条では、

義務教育はこれを無償とするというふうになっていますが、実態は各自治体が就学援

助制度の基準を決めて、その範囲で補助をしているということです。自治体によって

違うんですね。それが一つ問題があるというふうに思っていますが、府中町の現在の
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支給基準はどうなっているかというのが、まず第１点の質問、またその根拠は何に基

づいてるのか、その結果、現在の受給者数は何人か、次いで、文科省の就学援助の項

目 、先ほど言いまし たけども、学校給食費です とか入学準備金などに加えて 、

２０１０年だったと思うんですが、項目をふやしましたよね、３項目、その項目につ

いても、府中町では支給の対象になってるのかどうかということです。 

  ところで、この就学援助制度というのも幾つか変化する時期がありまして、小泉内

閣の時代に皆様よくお記憶していると思いますけれども、三位一体というふうに呼ば

れました。その改革の中で就学援助もその一つとなりまして、それまでは国と、例え

ば府中町、自治体はこの就学援助に必要な補助金は国が５、府中町が５、というふう

になってたんですね。ところが、国はこれを交付税措置ということにしまして、実際

に今は５対５が崩れてる。そしてその結果、今、府中町は国のほうからは交付税措置

をされた補助金が出、不足分はですね、不足分というのも減ってるというのを前提に

してますから、国のほうの補助金がですね、一体府中町の割合、国と府中町の負担割

合が現在どうなってるのか、という質問をします。 

  さて、子供の貧困ということが盛んに最近言われ、出版物も結構たくさん出ていま

す。つまるところ、どういうことかっていうのをまあ何冊か読んでみたんだけど、要

するに親の収入が減ってるってことなんですね。たしか去年の３月に、私、府中町の

職員の賃金がどれぐらい減ったかという質問に対してお答えをいただいたときに、あ

あ、全く同じだというふうに思ったのは、実はサラリーマンの給料は、全国平均で

１９９７年というのがピークだと言われてまして、そのとき４６７万円だったんです

ね。今４００万円切ってますよ。私そのときも申し上げたんだけど、７０万円減って

るというふうに言ったんですが、府中町の職員もそうなんですね、７０万円減ってる

んです。７０万円減ってるっていうのは大変な金額ですよ。今、大学まで出そうと思

うと、子供の教育費は大体、そうね、いろんな学者が書いてます、大体１，１００万

円から１，３００万円ですよね、かかるんです。 

  聞きたいのは、「子育てをするなら府中町」と言われてる府中町で、そういった親

の収入が少ないために、学びたいという意欲や能力があるのに学べないという子供が

いてほしくないですね。できる限りやっぱり支援をしてあげたいというふうに思うん

ですが、府中町の中でそういった奨学金制度はあるのか、どのように活用できるのか

ということを質問します。 
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  たしか、府中町には府中村、村の時代にあった永世守屋奨学基金、府中村永世守屋

奨学基金とかいうのがありまして、ああ、すごいなと思って見てみますと、たしか現

金が７０万円ぐらいで、中電の株券が千六百九十何株かなんかあって、そこから上が

る銀行の利子と株の配当、それを教育に役立ててほしいという、実は守屋さんという

方が、府中村の時代に、昭和３年とか昭和５年とか言われてるんですけど、に御寄附

をいただいて府中町はそれを活用してるわけなんだけども、これはただいわゆる奨学

金ということで、毎月幾らとか、年間幾らとかいうんじゃなくて、何か教育振興のた

めにという格好で、そんなに大したお金にはならないでしょう。だから、あるイベン

トがあるのに参加をするためのというような格好でどうもスタートしているようです。

現在は、言いました、その利子と配当金は、何か教育費のほうに回すということで府

中町は活用してるようですが、やはり高等学校、大学を出るといいますと７年かかる

んだけど、その間にやっぱり月額幾らとかいう形での奨学金制度を府中町の場合、活

用できるものがあれば、お示しいただきたい。 

  以上で質問を終わります。 

○副議長（慶徳宏昭君） 答弁。 

  教育部長。 

○教育部長（金藤賢二君） １８番林議員の御質問、府中町の就学援助制度について答

弁させていただきます。 

  なお、御質問の４点目につきましては、福祉保健部長から答弁させていただきます。

よろしくお願いします。 

  就学援助につきましては、学校教育法第１９条の規定に基づき、経済的理由によっ

て就学困難と認められる学齢児童または学齢生徒の保護者に対して必要な援助を与え

る制度となっております。就学援助の対象は、生活保護法の第６条第２項に規定する

要保護者及び要保護者に準ずる程度に困窮している者で、府中町立の小学校、中学校

に在籍する児童・生徒の保護者などに支給するものでございます。 

  １点目、府中町の就学援助を支給する基準及び根拠についてでございます。 

  府中町では、生活扶助費基準に一定の計数、府中町では１．２を掛けたものを認定

基準として取り扱っております。 

  また、生活扶助基準の見直しに伴う就学援助費の影響ですが、平成２６年４月

１８日付で文部科学省から厚生労働省通知を受けて、生活扶助基準の見直しに伴い、
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他制度に影響が及ばないようにするため、自治体に対して適切な判断、対応するよう

にとの通知がありました。これを受け、府中町は今年度については見直し前の基準で

算定し、これを認定しております。支給根拠としましては、文部科学省で定めた要保

護児童生徒援助費補助金及び特別支援教育就学奨励費補助金交付要綱であります。 

  現在の受給者数につきましては、お手元の参考資料のとおりとなっており、平成

２６年６月１７日現在で、私立、国公立を加えて、小学校５４６名、中学校２８５名、

合計で８３１名となっております。 

  御質問２点目、文部科学省との支給項目の比較についてでございます。 

  府中町における支給項目は、学用品費、通学学用品費、校外活動費、新入学学用品

費、修学旅行費、医療費、学校給食費を対象としております。国では、対象としてい

る通学費は片道４キロなければ対象とならないため、支給しておりません。また、ク

ラブ活動費、生徒会費、ＰＴＡ会費等も支給しておりません。しかし、小学校で５年

生、中学校で１年生に行われる宿泊を伴う校外活動費、いわゆる野外活動です。これ

につきましては、府中町は実費を支給しております。また同様に、修学旅行費も実費

負担をしております。 

  なお、安芸郡３町や広島市でもほぼ同様の内容となっております。 

  御質問の３点目、三位一体後の国と府中町の負担割合についてでございます。 

  議員御指摘のとおり、平成１７年以降は、就学援助の国の負担は交付税措置となっ

ております。 

  国と町の負担割合でございますけれど、平成２５年度決算ベースで見ますと、国が

約３割、２９．８％、府中町が７割、７０．２％となっております。 

  私のほうから答弁、以上でございます。 

○副議長（慶徳宏昭君） 福祉保健部長。 

○福祉保健部長（末釜由紀夫君） １８番林議員さんからの府中町の就学援助制度につ

いてという御質問のうち、４番目の項目について、私のほうから御答弁申し上げます。 

  府中町にもかつて奨学福祉金の貸付制度ございました。府中町の奨学資金貸付制度

は、昭和４２年に制度を創設いたしまして、学業成績が優秀で進学意欲があり、学費

の支弁が困難な生徒に対して、就学の機会を確保するために支援を行っておりました

が、平成１７年度末をもって制度を廃止しております。 

  当時就学を支援するために資金を貸し付ける制度として、広島県高等学校奨学金、
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日本学生支援機構奨学金、また母子世帯への就学資金貸付制度、各私立学校独自の奨

学金制度など、有利な条件で貸し付けが行われる他の制度の充実によりまして、府中

町の奨学資金貸付制度を利用する者が減ってまいりました。平成１６、１７年度には

利用者がいない状態となってまいりました。 

  このような状況を受けまして、当時制度のあり方について検討いたしました結果、

府中町の奨学資金貸付制度は一定の役割を終えたものと判断し、制度廃止に至ったも

のでございます。 

  近年、マスコミなどで「子供の貧困」という言葉と同時に、「貧困の連鎖」という

言葉を聞くことが多くなりました。これは生活困窮世帯の世代間で低学歴が継承され、

生活困窮世帯で育った子供が成長した後も生活困窮状態から脱することができないよ

うなことが社会問題化していることによるものでございます。「貧困の連鎖」を断ち

切るためには、就学のための資金を調達するための制度を整えるだけではなく、子供

たちの学習のおくれを回復させるための取り組みですとか、子供たちの学習意欲を高

めさせるための取り組み、また保護者が教育の重要性を再認識していただく、そのよ

うな取り組みが必要になってくるものと考えております。 

  先進的な取り組みを行っておる自治体も聞いておりますので、そのような事例を勉

強させていただき、町の関係機関とも協議の上、事業の必要性について、十分な検討

を行ってみたいと考えておりますので、御理解賜りますようお願いいたします。 

○副議長（慶徳宏昭君） ２回目の質問ございますか。 

  １８番林議員。 

○１８番（林  淳君） 最後の末釜さんの御答弁はうれしい答弁でした。何か検討し

たいというふうに聞いたもんで、奨学金のですね。もし間違ってたら、御指摘くださ

い。 

  再質問します。先ほど２０１０年に文科省から、これまでの基準に加えて項目を

３項目ふやした。それはクラブ活動費、生徒会費、ＰＴＡ会費というのをこれまでの

項目以外に支給しなさいということで出たんですよ。僕ちょっと計算してみたんです

よ。そうすると、この３項目だけで小学校では年間で１万３６０円、中学校では３万

８，１５０円、これを出しなさいという通達が出たんですね。僕は、文科省はひどい

なと思いましたね。なぜかっていったら、先ほど御答弁ありましたように、交付税措

置して３割しか持たないわけでしょう、５割だったものを。それを府中町に押しつけ



- 38 - 

てるわけですね、２割分を。７割府中町が負担しているわけじゃないですか。それを

知っていながらこの３項目をつけるなんてのは、本当不届ききわまりない発想だと思

って、本当腹が立ちました。それでなくても府中町などは、生活保護費の１２０％、

１．２倍ということで、きちんともきちんと守ってるわけだね。それに３割しか出さ

ない上に、中学生だったら３万８，０００円もまた余計に出せなんて、本当ばかにし

てると思うんですね、人をね。 

  質問はどういうことかっていいますと、交付税措置っていうのは一体どういうふう

な内容で来るのか。交付税は恐らく一括幾らというふうになってて、そこの中へぼん

と入れたよという格好だけど、教育委員会としては、さっきありました２９．８でし

たか、というようなことで調べられてるんで、一体どういうふうにして支払われてる

のかということが第１点。交付税措置にしたらどうなるのかっていうこと。 

  僕は交付税措置で、もう本当にこれも不届きな話だと思ってるのは、国保なんかは

そうですよね。かつては５０％国が持ってたものが、交付税措置みたいな格好になっ

ちゃってどんどん減らされる。交付税措置になるたびに実質減らされてるわけでしょ

う。そして、その減らしたものは全部自治体に押しつけてる。よう黙っとると思う。

黙ったらいかんですよね、こういうことは。だから、交付税措置になってどうなのか

ということを、交付税措置についての認識というのをお尋ねする。 

  それからもう一つは、細かいことかもわからないけど、この就学援助金というのは

どのようにして保護者の手に渡ってるんでしょう。銀行口座にしてるのか。趣旨はど

ういうことかっていいますと、要保護者の場合と準要保護者の場合がありますよね。

でも、その中できちんと給食費という形で就学援助費を出してるのにもかかわらず、

滞納者がこの中にいるんじゃないですか。そうすると、例えば４０人のクラスで１人

いたら、原材料は２３０円ですか２４０円ですか、小学校、中学校はちょっと３０円

ぐらい高いんですが、その穴埋めはどうしてるのか。例えば、４０人のクラスで１人

給食費を払わない、滞納すると、２３０円足さなかったら、原材料費２３０円を払っ

てる子供が４０分の１ほど減ったものを食ってるわけじゃないですか。それやっぱり

どうやってるのかっていう、３９人分のお金でやってるものは、やっぱり筋がちょっ

とおかしい、違うんじゃないかと、やはり何らかの形でそこは穴埋めしなきゃあいけ

ないんじゃないかというふうに思ってるんですが、質問は、どうしてるのかというこ

とですね。 
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  私、間違ってお聞きした、末釜さんの答えを、間違ってたんならば、実は検討して

もらいたいということなんですよね。だから、もう検討してもらいたいという要望を

出す前に、末釜さんが、何かやっぱり今必要なんかどうか、ちょっと研究か検討した

いみたいなことを言われたように思ったもんだから、これは言わなくてもいい答えが

もう早速出とるわと思ったんだけども、そうでなかったらば、検討する気があるのか

ないのかという質問です。 

  以上、とりあえず。 

○副議長（慶徳宏昭君） 答弁。 

  最初に、福祉保健部長。 

○福祉保健部長（末釜由紀夫君） 林議員さんからほめていただいたのをひっくり返す

わけでございませんが、昨年１２月であったと思いますが、益田議員さんから似たよ

うな趣旨の御質問をいただきました。そのとき御答弁申し上げたのが、府中町の生活

保護受給者のうち、高校に本来であれば在学しておられる年齢にある者が１６名いら

っしゃって、そのうち１５名は高校に進学しておられ、１人は障害をお持ちの方で支

援学校のほうに行っておられます。いうことで、府中町においては極端な目に見えた

貧困の連鎖による低学歴という実態が見られないというふうに御答弁させていただい

たというふうに記憶しております。 

  常にこういう問題については、新しい情報を集めながら対応していかせていただか

なければいけないと思っておりますけれど、直ちにということになるかどうか、教育

委員会などとも、関係機関とも協議をさせていただきながら考えさせていただきたい

と思っております。決して後ろを向いておりませんが、直ちにというところまでは至

ってないというところを御理解いただきたいと思います。 

○副議長（慶徳宏昭君） 財政、交付税措置の問題、どっちが答えられますか。 

  企画財政部長。 

○企画財政部長（高石寛智君） 先ほどの教育部長の答弁で、就学援助費についての国

費と町費の負担の割合を、国費が約３割、残りが町費という答弁をいたしました。こ

の数値は企画財政部のほうで算出したものですので、答弁させていただきます。 

  三位一体改革前の平成１５年度以前ですが、この就学援助費についての援助費の実

額に対する国費の割合も出してみました。そうしますと、これもやはり３割程度と、

町費の負担が約７割となっていたと。これどうしてなのかということで考えてみたん
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ですが、まず、支給項目が国の基準と合っていないと、町独自の支給項目があるとい

うこと、それから支給の基準、これが町は整合基準の１．２倍ということで、国の基

準を上回ってるということ、それからこの一般質問の関連資料で就学援助の受給者の

実数を示しておると思いますが、全体では２割強の方がその受給対象となっていると、

受給割合が２割強となっているということで、府中町はそういう状況ですが、この国

が想定した受給者割合はもっと低いところにあるということで、国の想定を随分上回

るのが町の支給割合の実態となっているということで、町負担がそれだけ大きくなっ

ているというのが実態ではないかというふうに考えております。 

  交付税措置の考え方ですが、三位一体改革前は、制度上２分の１を国庫負担、残り

については町費の負担ということでした。それを三位一体改革により、国庫負担、補

助負担金の一般財源化ということで、従来の国庫負担２分の１相当を交付税で措置す

ることに変わったわけですが、その三位一体改革前も、やはり先ほど申しましたよう

に、２分の１国庫負担では制度上はそうではあったけども、実態は３割程度しか国庫

負担はされていなかったと、７割程度は町費負担となっておったということで、国庫

負担が交付税措置に変わっても、国費と町費の負担割合は３対７程度で大きく変わっ

てはないというのが実態です。よろしくお願いします。 

○副議長（慶徳宏昭君） 教育部長。 

○教育部長（金藤賢二君） まず１番としては、就学資金の支給の流れという形の質問

だと思います。これにつきましては、申請は、在学生については３月ごろにしてもら

って、新入生については４月ごろ、あとは随意という形で申請をして受け付けをして

おります。 

  この支給につきましては、基本的には学校長にこの額を一旦支払うという形をとっ

ております。御質問の給食費につきましても同じであります。ただし、給食費は要保

護者が対象になっておりませんので、要保護者世帯の方は直接、普通のように給食費

を納めてもらっているという形になっております。 

  給食費につきましては、大体収納率が９９％を超えてます。学校によってはもう

１００％を維持しとる学校がほとんどであります。この中で御質問のように、それを

もし滞納したらどうするかということになると思うんですけど、今の現在、個別に一

品一品を買う形でなくて、材料として買うという形をやっておりますので、そのまま

入ってきた給食費の中でやりくりをしとるというのが現状であります。 
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  以上であります。 

○副議長（慶徳宏昭君） ３回目の質問ございますか。 

  １８番林議員。 

○１８番（林  淳君） 実はこれ、この就学援助制度については、平成１７年、だか

ら７年前に聞いてるんですね。そのときは水戸さんが教育次長で御答弁いただいてま

す。そのとき見ると、国の補助率は、だからこれは三位一体改革の前です、なるんか

いな、そうでもないんか、平成１７年いうたら、前、やっぱり後だね。平成１７年の

とき聞いてて、やはり２年前の決算ということでお答えいただいたんだけど、このと

きが国の負担割合が１７．２５％ですよ。府中町の負担が８２．７５％ですというふ

うに、非常にやっぱり細かく調べて答弁いただいたんです。 

  だから、今は大体３対７ということなんだけど、そういうふうに変わるのかな。要

するに、交付税措置してるって言うんだけども、年によって変わるのかな、勝手に国

のほうが勝手に変えて府中町に支給するのかなというふうに思って、どうも交付税措

置っていうのは、何かだまされたような気がしたんだけども、そういうことはなくて、

やっぱりこれは企画財政のほうで答えてもらうことになると思うんだけども、きちん

とした根拠なんかを示されてきてるのかどうなのか、そういうふうに変動するのを見

ると、一体どうなってるのかなというふうに、今の答えも正しかったし、水戸さんの

答えも正しかった、その割合の計算はですね、という前提で聞いてるわけだけど、そ

んなにあれですか、上がったり下がったりするみたいなことがあるのかどうなのか。

交付税って何だか雲をつかむような話で、僕らにはなかなか理解がいかないんだけど、

その辺のところをちょっと説明いただけます、交付税措置。 

○副議長（慶徳宏昭君） 答弁。 

  企画財政部長。 

○企画財政部長（高石寛智君） ただいまの就学援助費が普通交付税の基準財政需要額

にどの程度算定されているかということにつきましては、やはり、もちろん国の、総

務省の定めた単位費用に基づきまして、また各自治体の生徒数、小学校、中学校の生

徒数を基礎としまして算定をされた結果であります。ですから、その単位費用という

のが年度によってそんなに大きく変動するものではございません。 

  私、先ほどちょっと三位一体改革前につきまして、国費が２分の１、残りを町費と

申しましたが、この２分の１の町費についても交付税措置がされております。ですか
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ら、これは国庫負担金ですので、本来、国が面倒を見ると、措置すべき、国の財源措

置すべきものということで、国費が２分の１、残りの２分の１は交付税措置がされて

おったと、それが三位一体改革により、国費の２分の１も交付税措置に変わったとい

うことですから、全てが交付税措置に変わってるということで、ですけども、改革前、

改革後の交付税措置される国費と実額からその国費相当額を差し引いた残り、実質の

町費の負担が３対７の、ほぼ３対７で変わってはいないという答弁をさせてもらいま

した。誤解を招くおそれがありますので、改革前のその国費と町費の割合について、

２分の１、２分の１の半々の負担というのは誤りでしたので、もともと２分の１国費、

国庫負担、残りは交付税措置という制度ではありましたけども、実態は３対７の負担

だったというふうに御理解いただきたいと思います。 

○副議長（慶徳宏昭君） ちょっとわからないかもわかりませんが、以上で、第５項、

府中町就学援助制度について、１８番林議員の質問を終わります。 

  続いて、総務文教関係、第６項、図書館に読書通帳のシステム導入をについて、

４番益田議員の質問を行います。 

  ４番益田議員。 

○４番（益田芳子君） 皆さん、こんにちは。今、子育て支援が最も重要となる中で、

女性の視点に立ち質問をさせていただきます。 

  国は、２０００年の「子供読書年」を契機として、２００１年１２月に子供の読書

活動を推進するために、国や自治体の責務とともに必要な事項を定め、具体的な施策

を総合的かつ計画的に推進し、子供の健やかな成長に資することを目的とした子供の

読書活動推進法を制定しました。 

  また、子供読書の日は４月２３日と定められ、全国にある大多数の公共図書館では、

子供を対象とした読書に関するイベントを実施し、都道府県と市町村に対しては「子

供読書活動推進計画」を公表することが求められています。本町もこの活動推進計画

に基づいて進められていると思います。 

  府中町立図書館は、平成１９年５月に開館し、７年を経過した５月時点での図書館

利用登録者数は、個人では２万２，０８２人、そのうち一般は１万８，８１３人、児

童、中学生以下は３，２６９人となっています。その中で町発行の図書カードは４割

が町外の利用者と聞いています。 

  現在、子供たちを取り巻く環境は、インターネットを利用したゲーム等があふれ、
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子供たちは自然に良書を手に取って読むことから離れていくような時代です。社会全

体でもっと子供の読書環境を整備していく必要性を強く感じています。 

  本町でも、夏休み児童向け事業などを通じて、積極的に役割を担っておられるとこ

ろですが、子供たちの活字離れをさせない取り組みとして、図書館で借りた本の情報

を預金通帳のように記入し、子供の読書意欲を高める「読書通帳」システムの導入を

設けてはと考えます。この点についてお考えをお尋ねします。 

  以上です。 

○副議長（慶徳宏昭君） 答弁。 

  教育部長。 

○教育部長（金藤賢二君） ４番益田議員、図書館に「読書通帳」のシステム導入をに

ついて御答弁させていただきます。 

  「読書通帳」とは、子供たちの読書意識を高め、本を読む楽しさを知ってもらうこ

とを目的に、読んだ本のタイトルや読んだ日などが記帳できる、いわゆる預金通帳型

の読書記録ノートであります。 

  当町では、平成２４年から夏休みの期間中に「読書マラソン」といったタイトルで

預金通帳型の「読書記録ノート」の配布を行っております。子供がそのノートに借り

た日付と本の名前を記載し、２０冊まで読んだ本を記載したら、認定書の交付と職員

手づくりのしおりをプレゼントするものであります。これをきっかけに多くの本を読

んでもらい、心の財産になればと期待しております。 

  御質問の読書通帳システムですが、本の貸し出しに必要な図書館カードを使って本

を借り、金融機関の現金自動預け払い機、ＡＴＭですね、に似た機械に「読書通帳」

を入れると、借りた日付と本の名前、また本の価格も印字されるようなものがあると

聞いております。既に幾つかの団体で実施されているようですが、子供が「読書通

帳」に記載することを楽しみに本を読むことになる、また読んだ本の記録を正確に残

すことができ、図書館システムと連動することで付加的なデータを活用する可能性に

なると、一定の成果が見られるとのことであります。 

  しかしながら、当該システムを導入するには、通帳の製作や記帳する機械の導入、

及び保守に多額の費用を要します。当町といたしましても、現在行っている子供司書

の養成と活用、子供を対象とした図書館探検隊の事業実施、町内の図書ボランティア

や職員により読み聞かせの実施などにあわせて、引き続き既存の手書きでの読書通帳
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事業を行い、子供たちが楽しみながら本に親しむ機会をつくってまいりたいと思いま

す。 

  以上でございます。 

○副議長（慶徳宏昭君） ２回目の質問ございますか。 

  ４番益田議員。 

○４番（益田芳子君） 御答弁をいただいた最後に、子供たちが楽しみながら本に親し

む機会をつくってまいりますと結ばれました。ぜひお願いをしたいと思います。 

  府中町の図書館利用ですが、利用登録数、児童、中学生以下の人数ですが、町が発

行する図書カードのうち４割が町外利用の方です。この現状をどう思われますか。 

  本町も、平成２４年から夏休みだけの図書記録ノートを２年間発行されております

が、この２４年、２５年のこの発行部数、それと実際に使用されている人数がわかれ

ば教えていただきたいと思います。 

  「読書通帳」のシステムですが、少し教育部長と重複をいたしますが、本町にも本

には既にＩＣタグが取りつけてあり、自動的なシステムを早くから導入をされていま

す。このＩＣタグを利用したのが読書通帳機です。この機械があれば、借りた本のデ

ータが記録され、貸出日もわかる仕組みになっております。この「読書通帳」は現在、

先ほども言われましたように、全国でも数カ所であります。近隣では萩市が実際に行

っております。 

  今回、私がこの読書通帳機を提案をいたしましたのは、富山県の立山町、ここ人口

約２万６，０００人余りの町ですが、その図書館に１台２５０万円の通帳機を町内の

ライオンズクラブの寄附金を活用して購入されました。通帳は地方銀行とともに共同

で作成し、本物の預金通帳と同じ様式でつくられております。小・中学生には無料で

配布、大人には１冊２００円で販売し、現在の利用数は小・中学生で６００人、大人

で約１，０００人が使用されていると聞いております。 

  効果として、子供たちがどんな本を読んだのか一目でわかり、感想も手書きでも書

けられますし、どういった本を借りていたということから、具体的にアドバイスがで

きるような仕組みの通帳です。 

  この立山の本の蔵書冊数は９万冊、本町５万人の人口ですけども、この本町の蔵冊

数は、平成２５年３月３１日現在で約８万２，２９４冊と聞いております。２万

６，０００人弱の立山の９万冊に比べて、５万人の人口であるここ府中町の図書館の
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蔵書数が少ないのではないかと思いますが、これ人口割でいってるのか、そのところ

ら辺もあわせてお聞かせください。 

○副議長（慶徳宏昭君） 答弁。 

  社会教育課長。 

○社会教育課長（池口豊記君） ４番益田議員の御質問にお答えいたします。 

  まず、４割が広島市の利用者ということなんですが、この４割が、広島市が多いか

少ないかはちょっと判断できないんですが、府中町にはくすのきプラザのすぐ近くに

は大手スーパーがありまして、その買い物の帰りに寄られたり、非常に便利のいいと

ころにくすのきプラザがあるので、広島市の方の利用も多いのじゃないかというふう

に考えております。 

  府中町の読書記録ノートの実績なんですが、今から「読書記録ノート」と「読書通

帳」と２つの言葉が出ますので、ちょっとここで説明し、本題に入りたいと思います。 

  「読書通帳」というのは、先ほど部長も説明しましたように、このＡＴＭのような

機械に通して記帳するというもので、通常地元の銀行とタイアップして、そこの銀行

が使っている実際の通帳を使って、表は銀行名が入ることはできませんので、「読書

通帳」という表題にし、その実際の通帳を使ってることから「読書通帳」という名前

を使ってるようです。 

  府中町の場合は「読書記録ノート」、こちらにあるのが実物でございます。Ａ４を

半分にしたものなんですが、中身はあけますと、読み始めの日と読み終わりの日、タ

イトル、自分の感想など書くようなものにしております。「読書通帳」と同じ構成で

ありますが、手書きで書いていくということを行っております。 

  府中町の場合は、この「読書記録ノート」を平成２４年には１２０冊、平成２５年

には２００冊、夏休み中、期間限定ではありますが、配布しております。府中町のこ

の記録ノートは２０冊でいっぱいになります。２０冊いっぱいになったら、先ほど説

明のあったように、しおりを２４年、２５年と配っており、本年度も既にこの「読書

記録ノート」を準備しております。期間中であれば何冊でも配布をしております。 

  それと、システムのことなんですが、私のほうでは萩市のほうへ直接聞いておりま

す。萩市は平成２３年３月に萩の萩図書館というのが開館いたしまして、それを機に

このシステムを入れてるようです。府中町の今のシステムでも、この要するにＡＴＭ

のような機械を入れれば、同様なことが可能というふうに業者から聞いておりますが、
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萩市のほうでは、この２３年を機会に３つの萩の市立図書館で配布を行い、記帳がで

きるのはこの新しくできた萩市の図書館施設で、地元の銀行から通帳は全て寄附とい

うことで運用してるようです。中学生までは無料で、高校生以上は３００円という有

料で販売し、現在４，０００冊を配っております。 

  それと、最後の御質問で、利用者数が少ないではないかというお話でありますが、

府中町では多くの方々、特に子供さんたちに利用していただくように、子供司書とか

図書館探検隊、読み聞かせというような事業を打っております。今後もたくさんの方

に利用していただくよう、さまざまな事業を開発し、実施していきたいと思いますの

で、よろしくお願いいたします。 

○副議長（慶徳宏昭君） 教育部長。 

○教育部長（金藤賢二君） 冊数の話だと思います。立山市が９万冊で、当町が８万冊

ということになってます。これにつきましては、教育委員会としましても、計画に基

づきまして要求していく形を今現在とっております。まだ途中の段階という形で理解

していただきたいと思います。よろしくお願いします。 

○副議長（慶徳宏昭君） ３回目ございますか。 

  ４番益田議員。 

○４番（益田芳子君） この読書通帳システム、大変子供たちにとっては夢のある、そ

して一生の宝になるようなこういったものですので、前向きにどうぞ検討していただ

きたいと思います。 

  府中町の子供読書活動推進計画についても、ここで一言、２５年に改定があります

けども、この２６年の改定に伴ってどういったことをしていこうというような計画が

もう既にあるのかどうか、その辺を１点教えていただきたいと思います。 

  先ほどもいろんな市町の例を挙げましたけども、岐阜県の郡上市におきましても、

図書館において借りた本を自分で買ったら幾らかというような、そういった金額もメ

モして、本に対するお得感みたいなものを自分自身がわかるということで、読書好き

をふやそうというような活動もしているところもあります。 

  私が一番思うには、冒頭でも申し上げましたけれども、健全で明るい未来社会を考

えるときに、未来を担う子供たちが読書を通じて目には見えない人間の生きる喜びや

悲しみなどを感受してもらいたい。感性が育てば、人の悲しみや苦しみも理解できま

す。相手を傷つけたり暴言を吐くこともなくなるのではないかと思います。テレビゲ
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ーム等があふれている時代だからこそ、社会全体で、また地域で読書環境の整備をぜ

ひしていただきたいと要望し、私の質問にかえさせていただきます。１点ほどお願い

いたします。 

○副議長（慶徳宏昭君） 答弁。 

  社会教育課長。 

○社会教育課長（池口豊記君） まず、子供読書活動推進計画ですが、平成１３年度に

子供読書活動の推進に関する法律というのができまして、これを受け、国は子供読書

活動推進計画というのを立てております。市町はこの国の計画を基本として策定する

よう指示があったわけですが、国が平成２５年度この計画の改定を行い、県も本年度

計画の改定を行いました。県の方針が決まったため、当町においても改定を行うもの

です。 

  改定の趣旨というか中身については、今から検討していくわけでございますが、府

中町としては、家庭、学校、地域における読書の推進、子供が読書に親しむ機会の提

供と諸条件の整備充実、子供の読書活動に関する理解と関心などを行い、全ての子供

があらゆる機会とあらゆる場面において自主的に活動ができるような機会を整備して

いくという、平成１８年度につくった府中町のこの計画の方針がありますので、これ

の検証を行いつつ、新たな展開に向けていくような計画を今のところ考えております。 

  以上です。 

○副議長（慶徳宏昭君） 以上で、第６項、図書館の読書通帳のシステム導入をについ

て、４番益田議員の質問を終わります。 

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

○副議長（慶徳宏昭君） ここでしばらく休憩をします。再開はここの時計で２時

１５分とします。 

（休憩 午後 ２時０１分） 

 

（再開 午後 ２時１５分） 

○副議長（慶徳宏昭君） 休憩中の議会を再開します。 

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

○副議長（慶徳宏昭君） 続いて、総務文教関係、第７項、新学習指導要領の実施とそ

の成果等について、１７番梶川議員の質問を行います。 
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  １７番梶川議員。 

○１７番（梶川三樹夫君） 新学習指導要領の実施とその成果等について質問をいたし

ます。 

  新学習指導要領が、小学校では平成２３年４月から、中学校では平成２４年４月か

ら「生きる力」を育むという理念のもと全面実施となりましたが、その成果について、

以下お尋ねをいたします。 

  一、新学習指導要領の趣旨とその実現について。 

  二、指導方法や指導体制の工夫改善及び個に応じた指導の充実について。 

  三、言語活動の充実のための効果的指導について。 

  四、道徳教育の充実のための体制づくりについて。 

  この４項目は、平成２４年４月６日各都道府県の教育長宛てに通知された「新学習

指導要領の全面実施に当たって」という文部科学大臣からの通知文でございます。こ

の４つについてお尋ねをいたします。 

  また、学校教育には家庭との連携が必要と思われますが、「早寝早起き朝ごはん」

という基本的な生活習慣の確立のために、さらなる努力をすべきと考えますが、それ

についての教育委員会の考えを聞きたいと思います。 

  以上でございます。よろしくお願いします。 

○副議長（慶徳宏昭君） 答弁。 

  教育長。 

○教育長（高杉良知君） １７番梶川議員、新学習指導要領の実施とその成果等につい

て、私のほうからは、１点目の学習指導要領の趣旨とその実現についてを、そして、

それ以降については教育部長から回答をさせたいと思います。 

  学習指導要領は、全国のどの地域においても一定の水準の教育が受けられるように

するために、文部科学大臣が学校教育法第３３条に基づき、各学校の教育課程、一般

的にはカリキュラムというふうに言っておりますが、これを編成する際の基準として

告示しているもので、ほぼ１０年ごとに社会の変化等に応じて改訂されてきたところ

でございます。現在の学習指導要領は、平成２０年３月に改訂をされ、議員御指摘の

とおり、小学校では平成２３年度から、中学校では平成２４年度から完全実施となっ

ているところでございます。 

  御質問の１点目、学習指導要領の趣旨とその実現についてでございます。 
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  現在の学習指導要領は、子供たちの現状を踏まえ、生きる力を育むという理念のも

と、確かな学力、豊かな人間性、健康体力の知・徳・体のバランスのとれた力の育成

を目指しております。 

  また、学力の３つの要素である基礎的、基本的な知識及び技能を確実に習得させ、

知識技能を活用して、みずから考え判断し、表現する力を育み、学習に取り組む意欲

を養うことを重視しております。 

  さらに、思考やコミュニケーション、感性や情緒の基盤となる言語の力を育むため、

各教科等において言語活動の充実をポイントとして挙げております。これらの趣旨を

実現させるため、府中町では校種間連携、これを柱に学力向上、道徳教育の充実、体

力、運動能力の向上を目指した指導の充実を図っているところです。 

  具体的には、キャリアに応じた研修の充実、これは教職員の研修の充実でございま

すが、義務教育９年間の一貫性を視野に入れた小・中教職員の合同の研修会などを行

うことにより、指導力の向上を進めているところでございます。 

  私からは以上でございます。 

○副議長（慶徳宏昭君） 教育部長。 

○教育部長（金藤賢二君） 御質問の２点目、指導方法や指導体制の工夫改善及び個に

応じた指導の充実についてでございます。 

  本町においては、各小・中学校教職員が、義務教育９年間を見通した教育課程の重

要性を認識して、各教科等の研究を共同で実施することを通して、効果的な指導方法

等の工夫、改善に努め、もって児童・生徒の学力の向上を図ることを目的として、各

中学校区に研究組織を設置し、共通のテーマのもと研究を進めております。 

  個に応じた指導については、各教科等の授業において、「めあて」と「まとめ」、

「振り返り」を徹底し、児童・生徒一人一人が主体的に学ぶための手だてを工夫する

とともに、評価基準に照らした見取りを確実に行う授業スタイルを各校で組織的に進

めることにより、充実させております。 

  御質問の３点目です。言語活動の充実のための効果的指導についてです。 

  各教科においては、思考力、判断力、表現力等を育む観点から、基礎的、基本的な

知識及び技能の活用を図る学習活動を重視し、言語環境を整え、言語活動の充実を図

ることが求められております。授業では、自分の考えを聞かせる活動、ペアや小グル

ープ、クラス全体で考えを伝え合う活動を取り入れてます。 
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  具体的には、算数や数学では平行や垂直等の数学的な用語を用いて根拠を明らかに

して、道筋を立てて説明し合う数学的活動を行ったり、道徳の時間では、資料中の主

人公の葛藤する気持ちを言語で交流し合う活動を行ったりしております。これらの活

動を取り入れた学習指導が課題を発見し、解決する能力や論理的思考力、コミュニケ

ーション能力や多様な観点から思考する能力などの育成につながると考えております。 

  御質問の４点目でございます。道徳教育の充実のための対象づくりについてです。 

  府中町では、町内の道徳教育を充実することを目的とし、平成１８年４月から府中

町道徳教育推進協議会を組織し、学校や地域の実態に応じて児童・生徒の心に響く道

徳教育を推進するための研究、研修を行っております。 

  また、各学校の道徳推進教師がリーダーとなり、小・中連携組織の道徳教育部会に

おいて取り組みを推進しております。道徳教育は、道徳の時間をかなめとして、学校

の教育活動全体を通じて行っており、家庭や地域との連携も重要であることから、各

校では毎年道徳参観日を実施しているところでございます。 

  最後に、基本的な生活習慣の確立のための学校と家庭との連携についてです。 

  学校教育は、地域、家庭との連携なくして成り立ちません。家庭においての連携と

して、今年度からの新たな取り組みとして、福祉保健部において健康マイレージ制度

が実施されております。町民の健康づくりの契機となるよう、健康づくりに取り組ん

だポイントをマイレージとして報奨金に加算し、寄附する制度ですが、この中で小・

中学生は朝御飯を毎日食べることを取り組み目標として、８月から１０月まで３カ月

取り組むよう呼びかけていることとなっております。この事業を契機として基本的な

生活習慣が根づくよう、学校としても支援していきたいと思っております。 

  以上でございます。 

○副議長（慶徳宏昭君） ２回目の質問ございますか。 

  １７番梶川議員。 

○１７番（梶川三樹夫君） この新学習指導要領が、この４項目がどのような形でされ

てるかという詳しい説明を受けました。ありがとうございます。ぜひこの教育改革に

向けてさらなる努力をしていただきたいと思います。 

  もう一点ですが、この「早寝早起き朝ごはん」というものがもう長いですね、始ま

って何年かわかりませんが、随分長い期間やっておりますが、最近余り聞かなくなっ

たなと思って、私はこういう質問をしたんですが、実は昨日ですか、孫が持って帰っ
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てきたその中に、朝御飯をちゃんと食べてるかとか、そういうこの１週間をチェック

するプリントを持ってまいりまして、ああ、しっかりされてるんだということを改め

て見まして、もうちょっとしっかりしてほしいなという趣旨でこれを書いたんですが、

府中小学校だけかどうかわかりませんが、どの小学校もされてるんじゃないかなとい

うふうに思いますが、こういう取り組みをまだずっと続けてやっておられるんだと言

うことを思いまして、うれしく思いました。やはり家庭も巻き込んで一緒にやらない

と、子供だけに「朝御飯しっかり食べてきなさい」と言うだけでは、やはり特に小学

生では難しいと思いますので、家庭の協力というものが必要だというふうに感じてお

ります。 

  これを、この質問をするきっかけにもなったのが、実は６月７日に、ちょうどテレ

ビを報道特集というＴＢＳの番組ですが、見ておりましたら、福井県の若狭町立三宅

小学校というところの例が出されておりました。ここは睡眠教育、眠育という名前で

報道されておりましたけども、睡眠教育の略だそうです。しっかり９時でしたかね、

９時までに寝て睡眠をしっかりとると、不登校の子がゼロになったという例を挙げて

おりました。睡眠教育を学校のカリキュラムに取り入れて、不登校の予防に取り組ん

でいる三宅小学校というふうに報道しておりました。 

  この小学校では、８年前から体内時計の概念を取り入れた睡眠教育を実施している

と、そして子供の睡眠リズムのこの乱れが発達障害や不登校や引きこもりと深い関係

があるということが、病院の先生らと連携を組んで明らかになったんだということで

した。 

  そして、この三宅小学校では不登校となった生徒は、７年前は全国平均の４倍だっ

たそうです。しかし、２０１２年には不登校はゼロになったという報道をされており

まして、これは本当徹底して「早寝早起き朝ごはん」をこれは徹底しないといけない

なということを思いまして、この質問をちょっと取り入れてみたわけですが。 

  ただ、ここの小学校いろいろ調べますと、全校生徒が１０１名ということで、ちょ

っと規模が府中町に比べたら小さいのかなということを思いまして、こういうことが

府中町で徹底できるのかどうか、徹底するためにはその家族の協力が必要なわけです

ね。特に、お父さんの協力が必要だったというふうに報道されておりました。お父さ

ん方も全部徹底して、９時にはテレビを見ない、もう消して全部寝さすんだそうです。

それで、子供が寝た後起きてテレビを見るとか、そこまでやったそうです。そこまで
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徹底すると不登校の子がいなくなったという報道がされておりましたので、全国的に

これは取り組むべきものだと思いますが、先進的にやっておられるそういう小学校の

事例を見まして、府中町もこれを徹底すべきじゃないかというふうに思いました。ぜ

ひ府中町におきましても、こういう努力をしていただきたいというふうに思います。 

  以上で終わります。 

○副議長（慶徳宏昭君） 答弁よろしいですね。ないですね。 

  以上で、第７項、新学習指導要領の実施とその成果等について、１７番梶川議員の

質問を終わります。 

  続いて、総務文教関係、第８項、小中学校普通教室へのエアコン設置について、

６番上原議員の質問を行います。 

  ６番上原議員。 

○６番（上原 貢君） 小中学校普通教室へのエアコンの設置についての質問を行いた

いと思います。 

  このテーマについては、私も実は議員になって２回目でございまして、この間に数

人の議員が同じ質問をされておりまして、多分これは町民の願いなんですよ、本当に。

反対している人は、財源の問題で反対されてるんでしょうけど、これは本当町民の願

いだと本当に思いまして、きょう僕は議員としては最後の、この件については最後の

質問、これもう二度と次しませんけど、でも、この小・中学校へのエアコン設置とい

うのは必ず必要なんでね、これだけはもうやっておきたいと思って、２度目の質問を

いたします。 

  ことしも猛暑の夏がやってまいりました。近年は地球温暖化の影響か、夏が早く始

まり長く続きます。長いですね、本当に。町内７つの小・中学校では、保護者から毎

年のように、普通教室にエアコンを導入してほしいという声が上がっております。こ

の点について御存じでしょうか、町当局は。御存じだと思いますね。 

  既に近隣市町では導入が進んでおり、広島市はもうずっと前から毎年入れてますね、

導入してますけど、広島市のみならず、大竹市とか海田町も設置されたというふうに

報道されて、議員さんにも聞くわけでございます。府中町の周囲を見渡せば、ほとん

どの小・中学校にエアコンが設置されているという現状でございます。周囲との公平

な教育環境を考えれば、一日も早い導入が必要と思われます。これは町民の声だと思

ってください。府中町では数年前から扇風機は導入しておりますが、扇風機では、こ
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れは私が小学校の御父兄から聞くんですが、扇風機では熱くなった空気をかきまぜる

だけで非常に暑い、３０度以上の猛暑の日には全然役に立たないと、紙が飛ばされる

だけだと、紙を置いてると飛ぶじゃないですか、風、上から巻きますから、風が飛ぶ

んだと、そして授業に影響があるんだということも聞きますし、校舎の耐震化工事、

これは随分進んでおりますが、耐震化工事では、窓がその耐震化工事でペケの字に鉄

骨が来るわけですよ、そういうことで、鉄骨でふさがれて風通しが非常に悪い、暑さ

が中でこもるんだと、もうここだけでも欲しいと、もう私も学校薬剤師さんから言わ

れております。 

  こういうことを考えまして、これは教育環境と知識レベルの問題だろうと思うんで

す。こういう環境を放っとくとよくないと思うんです。知識レベルを上げる、教育水

準を上げるというのは、こういう環境を整備することが非常に大事でございまして、

この教育環境と知識レベルの向上を目指して、小・中学校の普通教室に一日も早くエ

アコンを導入すべきだと思いますが、いかがでしょうか。 

  最後に、資料が皆さんの手元にあると思うんですけども、この資料非常にわかりに

くいんで、答弁のついでしてもらいたいと思うんですが、２枚目の３０度以上あった、

日数のあった、１学期、２学期に、夏のシーズンに３０度以上の気温があった日は何

日かという資料を要求しておりますが、大体３０日ぐらいあるんですよね、これね。

一夏に３０日、ほぼ１カ月暑いんですよ、３０日猛暑ですよ、いわゆるね。こういう

ことも勘案して、御回答よろしくお願いしたいと思います。 

○副議長（慶徳宏昭君） 答弁。 

  教育部長。 

○教育部長（金藤賢二君） ６番上原議員の小中学校普通教室へのエアコン設置につい

てに答弁させていただきます。 

  まず初めに、お手元の資料について説明させていただきたいと思っております。 

  資料の合計欄をごらんください。平成２４年度において３０度を超えた期間は、

１学期、７月２日から７月２０日まで、２学期、９月１日から９月２８日で３３日間、

そのうち普通教室が３０度以上になった日数は３０日、同じく、平成２５年度におい

て、３０度を超えた期間は、１学期、７月１日から７月１９日まで、２学期、９月

９日から９月２２日で３５日、同じく３０度以上になった日数は３３日となっており

ます。 
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  平成２３年度に各学校に扇風機を設置したわけでございますが、設置する前の平成

２２年度と昨年における外気温と室温の差を見てみますと、平成２２年度では外気温

より２．１度高かった室温が、昨年度は１．１度の高さとなっております。設置の効

果はあったものと考えております。確かに風の強さを強にしますと、紙がめくれたり、

プリントが落ちたりするということがあるようですが、学校の対応としては、強にす

るのは休憩時間とか換気を促すときなど一気に風を送るときとし、授業中は、中もし

くは小にするなどと工夫して運用しているところであります。 

  また、校舎の耐震化により暑さがこもるという指摘につきましては、鉄骨や窓をふ

さいだことにより、確かに影響はあるものと思えますが、他の教室でもっと室温が高

い教室もあるため、耐震化による影響がある教室だけ暑さがこもるという問題だけで

はなく、やはり全体的な教室の室温の問題として捉える必要があるものと考えており

ます。 

  小・中学校を災害に強い安心で安全な施設にするため、耐震化工事を最優先で進め

ております。エアコン設置の要望が多く上がっていることは承知しておりますが、莫

大な費用がかかる耐震化工事を行い、エアコン設置もあわせて行うには財政的には非

常に厳しい状況にあります。今後、気象の変化による急激な気温の上昇があれば検討

していきたいと考えております。御理解のほどよろしくお願いします。 

  答弁は以上でございます。 

○副議長（慶徳宏昭君） ２回目の質問ございますか。 

  ６番上原議員。 

○６番（上原 貢君） 予想どおりの回答なんでございますが、海田町は何か補助金で

できたという話をちょっと議員さんから聞いたんですが、そんな補助金があるんです

か。それをちょっと聞いてみたいと思います。 

  それと、僕ね、本当がっかり来たのは、新校舎ですね、確かに一度に全部エアコン

をつけるのは、大変なお金がかかるのはよくわかるのですが、新校舎だけでもつけほ

しかったと、本当、思いますね。新しい校舎ができて、これが扇風機とは普通思わん

ですよ、本当、外の人が誰が見ても。新しいものにやはりエアコンはつけるべきだっ

たと、今からも遅くないのでね、と思います。それが本当に文化的な教育環境だろう

と思うんですがね。先ほどの補助金について御回答お願いします。 

○副議長（慶徳宏昭君） 答弁。 
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  教育委員会総務課長。 

○総務課長（教委）（森本雅生君） まず、補助金の件でございますが、エアコンをつ

けるときに補助金、該当する補助金、一応あるものと考えております。費用について

試算をしておりますが、海田町では今回エアコンを設置されるようですが、約３億

８，０００万円ぐらいかかるよ うに聞い ており ま す。海 田 町、６校あって ３億

８，０００万円というふうに聞いておりますので、府中町では７校ありますので、

４億程度はかかるものではないかと思っております。そのうち補助に当たる部分につ

いては、国の補助としては５，５００万円程度ではないかと思っております。あとは

起債とかいうことになりまして、実質的な町の負担は３億円程度にかかるものではな

いかと思っております。 

  それと、新校舎のエアコンでございますが、新校舎については、エアコンは設置し

ておりませんが、エアコンが設置できるような準備というのは、以前御説明しており

ますが、エアコンは設置できる準備をしているというところでございます。 

  以上でございます。 

○副議長（慶徳宏昭君） ３回目ございますか。 

  ６番上原議員。 

○６番（上原 貢君） というふうに、全く補助金はゼロではないので、本当に１校ず

つでもいいから、少しずつでもいいから始めていただきたいと、町長さん、よろしく

お願いします。 

  以上でございます。 

○副議長（慶徳宏昭君） 以上で、第８項、小中学校普通教室へのエアコン設置につい

て、６番上原議員の質問を終わります。 

  以上で、総務文教関係、質問全部を終わります。 

  続いて、厚生関係の質問を行います。 

  厚生関係、第１項、犬猫の殺処分ゼロに向けてについて、７番海渡議員の質問を行

います。 

  ７番海渡議員。 

○７番（海渡弘信君） 質問事項、犬猫の殺処分ゼロに向けてということで質問をさせ

ていただきます。 

  動物愛護の基本は、人においてその命が大切なように、動物の命についてもその尊
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厳を守るということにあるとされています。動物愛護及び管理に関する法律では、犬

及び猫の引き取りについて、環境省令でも定める場合には、引き取りを拒否すること

ができる、引き取った犬猫の返還及び譲渡に関する努力義務が設定されています。 

  広島県は犬猫殺処分が全国１位であり、大変残念な状態であります。特に、殺処分

のうち７割以上が猫であり、殺処分の対策が必要だと思われます。 

  広島県でも平成２６年３月に動物愛護管理推進計画の見直しが行われ、既に県内市

町村に殺処分削減に向けた内容の説明があったと聞いています。 

  府中町も積極的に行動する必要があると考えますが、犬猫の殺処分ゼロに向けた府

中町における取り組みについてお聞きします。 

○副議長（慶徳宏昭君） 答弁。 

  生活環境部長。 

○生活環境部長（梶川幸正君） ７番海渡議員の犬猫殺処分ゼロに向けてについて御答

弁をさせていただきます。 

  平成２４年９月、国は動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正し、これに伴

い、平成２５年８月には動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための

基本的な指針の一部を改正いたしました。これを受け、広島県は動物愛護管理推進計

画の見直しを行い、改正された法や指針の考え方を反映するとともに、広島県動物愛

護管理推進協議会で協議し、取りまとめを行ったさらなる犬猫の殺処分数削減に向け

た取り組みを本計画に盛り込みました。 

  これは平成２３年度の広島県内の犬猫殺処分数が全国最多になったことに伴い、平

成２５年度に広島県動物愛護管理推進協議会作業部会を設置し、犬猫の殺処分削減に

向けた取り組みについての検討会が開かれました。 

  その主な内容は、県内の動物愛護センターに収容された犬猫のうち、８割以上が飼

い主の不明のいわゆる野良犬、野良猫であることから、犬猫の殺処分数を削減するた

めには、野良犬、野良猫をふやさないための取り組みを重点課題とし、また飼い犬、

飼い猫対策として、終生飼養の原則に反する飼い主からの取引を拒否できる規定の適

正な運用、譲渡の推進、動物の愛護及び適正飼養の広報、教育との連携等について取

り組むものでございます。 

  これらの報告を受け、今年度に動物愛護業務強化検討会を開催し、野良犬、野良猫

対策に加えて、日時と場所を決めて、犬、猫の引き取る定時定点業務及び譲渡の促進、
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効果的な広報活動など、動物愛護の業務の具体的な施策について、総合的、抜本的な

検討がなされるとのことでございます。 

  当町におきましても、飼い主のいない犬、猫をふやさないために、捨て犬、捨て猫

の禁止、猫の屋内飼養、不妊去勢手術の実現、無責任なえさやり行為の禁止など、動

物の愛護及び適正飼養についての広報、及び戸別訪問による啓発活動、並びに広島県

と連携し不適切な飼養をされている住民に対して、戸別訪問による指導などを行って

いるところでございます。 

  今後の取り組みにつきましては、広島県の動物愛護業務の具体的な施策が決定され

た後、その指針に沿った施策を推進するための調査研究を行い、動物愛護及び管理に

関する法律第１条に規定されております動物を愛護する気風を招来し、生命の尊重、

友愛及び平和の情操の涵養に資するとともに、動物による人へ危害、並びに生活環境

の保全上の支障を防止し、もって人と動物の共生する社会の実現を図れるよう取り組

んでまいりたいと思っておる次第でございます。 

  以上、答弁とさせていただきます。 

○副議長（慶徳宏昭君） ２回目の質問ございますか。 

  ７番海渡議員。 

○７番（海渡弘信君） 今までよりか前向きな御返答いただき、ありがとうございまし

た。 

  それで、一応条例とかいろんなところで猫のえさやりとか、いろんなところで禁止

とかいうことも出とるんですけど、１つ、「小さな命の写真展」ということで、小さ

な命ということで、今、殺処分の話が出ましたけど、やっぱり子供さんから皆さんに、

命は動物の命でも大変なんだと、大事にせんといけないということで、「小さな命の

写真展」というのがあるんです、実は。それで、これは小学校とか公民館とか、いろ

んなところで、今大阪のほうの写真家の人がそういうのをパネルにして貸し出しても

らっております。それで、これも府中町の中で小学校、公民館とか、そういういろん

な人が集まるところで、この「小さな命の写真展」というのをやったらどうかと思い

ます。これはボランティアの人でやりますので、一応町長さんのほうからは、各学校

なり公民館なりのほうへひとつ御協力を願えれば、府中町としても命の大切さという

ことで、皆さんに勉強してもらったらと思っておりますので、ひとつよろしくお願い

いたします。 
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○副議長（慶徳宏昭君） 要望でよろしいですね。 

○７番（海渡弘信君） 要望です。 

○副議長（慶徳宏昭君） 以上で、第１項、犬猫の殺処分ゼロに向けてについて、７番

海渡議員の質問を終わります。 

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

○副議長（慶徳宏昭君） ここでお諮りをいたします。 

  本日はこれをもって延会とし、６月２４日午前９時３０分から会議を開くことにい

た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）  

○副議長（慶徳宏昭君） 御異議ないものと認めます。よって、本日は延会とし、６月

２４日午前９時３０分から会議を開くことに決し、これをもって延会といたします。 

（延会 午後 ２時５１分） 


