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令和元年第５回府中町議会定例会 

会 議 録（第２号） 

 

１．開 会 年 月 日     令和元年１２月１３日（金） 

２．招 集 の 場 所     府中町議会議事堂 

３．開 議 年 月 日     令和元年１２月１６日（月） 

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

４．出席議員（１６名） 

   議長  中 村 武 弘 君    副議長  力 山   彰 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    １２番  西   友 幸 君 

  １３番  中 村   勤 君    １４番  西 山   優 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   末 平 顕 雄 君 

      教 育 長   高 杉 良 知 君 

      総 務 企 画 部 長   戸 田 秀 生 君 

      財 務 部 長   増 田 康 洋 君 

      福 祉 保 健 部 長   山 西 仁 子 君 
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      町 民 生 活 部 長   金 光 一 隆 君 

      建 設 部 長   井 上 貴 文 君 

      消 防 長   脇 本 哲 也 君 

      教 育 部 長   榎 並 隆 浩 君 

      総 務 企 画 部 次 長 兼 政 策 企 画 課 長   谷 口 充 寿 君 

      総務企画部次長兼総務課長   森 本 雅 生 君 

      政 策 企 画 課 主 幹   大 神 規 正 君 

      都 市 整 備 課 長   礒 亀   智 君 

      区 画 整 理 課 長   岡 村 紀 行 君 

      総 務 課 長 （ 教 委 ）   長 西 弘 子 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 

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

８．職務のため会議に出席した者 

      議 会 事 務 局 長   森     太 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１６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、令和元年第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、議事の日程のとおり会議を進

めることと決定しました。 

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

○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、２番木田議員、３番橋井議員を指名いたします。よろしくお願いいたしま
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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、佐藤町長の再選出馬の意向は、５番繁政議員、佐藤町長

２期目の出馬は、１８番力山議員の質問を行います。 

  ５番繁政議員。 

○５番（繁政秀子君） おはようございます。佐藤町長の再出馬の意向はということで

質問をさせていただきます。 

  令和２年６月に任期満了となる町長選挙について、佐藤町長は再出馬をされるのか

ということを聞くように質問要旨には書いてありますが、せんだって１２月１０日の

中国新聞に佐藤町長は立候補の意向を固めたという記事が載りましたので、ここでま

た出馬するんかいうのを聞くのは何かおかしいかなと思って、出馬されることははっ

きりわかっておりますが、出馬されるんだったら今まで３年半府中町をしっかりと皆

さんのために頑張ってこられた佐藤町長が２期目に向かって今度はどのような町に育

てていくか、考えていらっしゃることがあったら教えてもらいたいのと、今までネウ

ボラ、そして観光大使、府中町には珍しいようなことがたくさんやっていただきまし

たので、町民は大いに佐藤町長に期待をいたしておりますので、ここでしっかりとし

た表明と抱負を述べていただきたいと思いまして質問をいたしました。よろしくお願

いいたします。 

○議長（中村武弘君） １８番力山議員。 

○１８番（力山 彰君） 皆さん、おはようございます。佐藤町長２期目の出馬はにつ

いて質問いたします。 

  佐藤町長１期目の任期も残すところ半年となりました。これまでの３年半を振り返

り、町政運営の成果をお聞かせください。 

  また、２期目に向けて次期町長選挙に出馬されるのか、出馬されるのであれば、次

期に向けての抱負と決意をお聞かせください。 

  以上でございます。よろしくお願いします。 

○議長（中村武弘君） 答弁。 

  町長。 



- 4 - 

○町長（佐藤信治君） 皆様、おはようございます。５番繁政議員、１８番力山議員か

らの御質問で、来年６月に任期満了となります町長選挙に出馬するのかどうか。また、

この間の１期目の３年半を振り返りまして、その成果はどういう認識にあるのか。そ

して再出馬するのであれば、２期目への抱負と決意を問うということでございます。

答弁させていただきたいと思います。 

  私は、２０１６年、平成２８年６月に府中町長に就任して３年半を経過いたしまし

た。この間を振り返るに、私が町民の皆様にお約束した施策はおおむね軌道に乗りつ

つあるというふうに認識をしておりますが、なお磨きをかけていきたいとの思い、ま

たこの間新たに直面した課題もございますので、継続して取り組み、引き続き府中町

政を担い、頑張らせていただきたい。そのように決意をいたしておるところでござい

ます。皆様の御支援をよろしくお願いしたいと、このように思っております。 

  まず、私は町民の皆様方に、和多利前町長の町政を継承し、発展させるとお約束を

いたしました。継承とは、平成２７年度からの５カ年計画であるまち・ひと・しごと

創生総合戦略、そして平成２８年度を初年度とする町政の基本計画である第４次総合

計画に掲げた政策、施策をしっかり実施をし、成果を出すということであります。 

  そして、この継承に加えまして、町民の皆様を応援するまちづくりとして３つの宣

言をいたしまして、お約束をいたしました。すなわち、広島都市圏で一番子育てしや

すい町の実現、志を育む教育の町の実現、そしてバランスのとれた行政運営の展開で

あります。これらで確かな成果を上げるとともに、もう一つプラスをいたしました笑

顔でお迎えする役場の創出をお約束したところであります。 

  もちろん子育て支援や志を育む教育は、私が宣言で唐突に行ったわけではなくて、

総合戦略、総合計画の中にもしっかりと掲げてある施策であります。基礎的自治体と

して地方行政をバランスよく展開する中で、特に意識をし、特に配慮をし、事項によ

っては先駆的にチャレンジしようというものでございます。そして、これらに掲げた

施策は着実に実施をし、また成果を上げてきたものというふうに認識をしております。 

  子育て支援では、保育所定員の拡充を進め、１２０名定員の新設保育所は来年４月

の開所は難しくなっておりますが、整備を進めております。このほか、町内２つ目の

児童センターのオープン、子ども医療費や留守家庭児童会の対象年齢の拡充、他に例

を見ないプラチナ保育支援、国に先駆けて開始をした任意予防接種、そのほか産後産

婦健康診査の助成、不妊治療費の助成、病児・病後児保育送迎サービスなどを開始し
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たところであります。 

  そして、平成３０年度には、妊娠、出産、育児、子育ての各段階で切れ目なく母親

とその家族が不安や悩みを相談できるネウボラふちゅうを開設し、また、府中町婦人

会のボランティアの皆様の御協力で朝ごはん推進事業を始めることができました。今

年度には、子ども見守り支援サポート事業を新たに取り組んでいるところでありまし

て、いずれも広島県のモデル事業で、この３事業を取り組んでいる団体は県内では府

中町だけでありまして、しっかり事業推進をし、事業効果の検証を行い、改善、実施

する中で確かな成果を上げ、こうした先駆的な事業を進める中で、府中町民の福祉の

向上はもちろん、広島県政にも貢献したいという思いでございます。 

  志を育む教育では、町教育委員会の施策を支え、後押しをしてまいりました。学校

環境の整備として、普通教室のエアコン整備、机・椅子の更新、学校ＩＣＴ環境整備、

各学校トイレの洋式化、グローバル教育の推進や学校運営改善事業を進め、確かな成

果が出ているものと思っております。中学校卒業時の英検３級以上の取得率は、平成

２７年度の１３．２％から平成３０年度は４１．１％と年を追って上昇しております

し、小・中学校の不登校児童生徒数は、平成３０年度で平成２７年度の４６．７％減

でございます。広島県平均値を下回る水準になっております。 

  バランスのとれた行政運営では、高齢者を支える保健、医療、福祉の連携、健康づ

くり、障がい者の自立支援のほか、活力あるまちづくりの創業支援、まちの骨格を形

成する都市基盤整備として向洋駅周辺土地区画整理事業、公共下水道、都市計画道路

の整備、県事業ではありますが、広島市東部地区連続立体交差事業は事業認可の再取

得を行い、いよいよ工事着手であります。 

  安心・安全のまちづくりとして防犯カメラの運用開始、避難所マンホールトイレの

整備、防災行政無線のデジタル化、災害情報・避難情報の伝達方法の多様化を進めま

した。昨年の豪雨災害からの復旧、加えて災害に強いまちづくりを重点的に進めると

いうことで、昨年９月に豪雨災害復旧事業室、ことし４月には防災に特化した危機管

理課を創設したところでございます。 

  笑顔でお迎えする役場では、全職員が接遇改善、執務室の整理整頓に取り組み、こ

とし４月の組織機構の改革では、利用しやすい役場窓口にするため来庁の用途に合わ

せた窓口に再編し、あわせて２階フロアのリニューアルを実施いたしました。 

  さて、市町村は、基礎的自治体として地域における行政を総合的に実施する役割を
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広く担うというものでありまして、多様で幅広い住民ニーズに応える行政サービスを

展開しなければなりません。ですから、バランスのとれた行政施策の展開、これがま

さに基本であります。そうした中で、地域特性に応じた特色、独自性のある施策をも

展開することによって、当該市町村の魅力を向上させ、住民の方々に住んでよかった、

住み続けたい、あるいは住んでみたいと思っていただける行政を進めることが肝要で

あるというふうに思っております。 

  そうした中で、２期目の抱負、方向性として一番に取り組む事項として、新たに提

起、直面した課題がございます。すなわち、昨年の豪雨災害を経験し、町民の皆様に

とって安全な町をつくることは何よりも大切、最優先課題であります。豪雨災害から

の復旧、復興はもちろんのこと、頻発化、激甚化する自然災害に対し、ハード・ソフ

ト両面において災害に強い町、安心・安全な町の構築は喫緊の課題でございまして、

町政の柱の一つとしなければならないと思って認識しております。そして、このこと

は行政だけでは達成できない課題でありまして、町民の皆様と一緒になって進めてま

いりたい、取り組んでまいりたいと、そのように思っております。 

  次に、今日、府中町が迎えている局面は、町の基本計画である第４次総合計画と人

口減対策であるところのまち・ひと・しごと創生総合戦略で、後期計画、第２期計画

を今年度と来年度で見直して策定する時期であるということであります。先ほど来、

これらの前期計画、第１期計画はおおむね成果を上げ、軌道に乗りつつあるとお話を

しましたが、現在、町民の皆様等へのアンケートを実施しているところでありまして、

アンケートを踏まえてこれまでの結果を検証し、また、目標達成のための施策は適合

していたのか、またその施策の実施方法、内容が適切、最適であったのか、場合によ

っては目標自体どうだったのか、いま一度検証したいと思っております。 

  次に、私は３つの宣言をいたしましたが、市町村行政の基本はバランスのとれた行

政運営の展開であると既に述べたところであります。これに市町村としての地域性な

どに応じた施策の特色、重点化がありまして、それが先ほど申し上げました宣言の１、

２で掲げた子育て支援と志を育む教育でありました。 

  子育て以外の行政施策をおろそかにしてきたわけでは決してありません。そのこと

は先ほど申し上げましたように、この３年半の実績を見ていただければ御理解いただ

けるものであろうかというふうに思っております。したがって、２期目は子育て支援、

志を育む教育を継続して町の魅力として掲げ、推進する中で、それ以外の分野にも目
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配りした施策展開を行う、それをしっかり宣伝をする、そして事業を見える化すると

いうことをしてまいりたいというふうに思っております。 

  少し項目を示しますと、まずは町の骨格を形成する都市基盤、区画整理事業、公共

下水道、補助街路、生活道路や公共施設の長寿命化を継続して進めますが、特に災害

に強いまちづくりと連携をした国土強靱化地域計画府中町版でありますが、早期に策

定をし、推進してまいりたいと思っております。 

  また、国の社会保障政策も全世代型に転換され、１０月からは消費税１０％引き上

げ時期に合わせて幼児教育・保育の無償化が実施されました。制度設計の内容にはい

ろいろ議論もあるかとは思いますが、まずは国の施策の多くは地方行政を通じて実施

されますので、こうした改革にはしっかりと対応してまいりたいと思っております。 

  また、絶対的に増加する高齢者、加えて単身高齢者の増加に合わせて医療と介護の

連携強化、地域で支える地域包括ケアシステムの深化が必要であります。加えて健康

づくり、この間、議会からもさまざまな御意見をいただいております。健康づくりの

ポイント制度や自動車免許証返納に合わせた外出促進、健康づくり。現在、それぞれ

の所属で何ができるのか、最適な施策を検討いたしております。 

  また、高齢者の外出機会を確保するためにも、町内の地域公共交通の改善に向けて

地域公共交通網形成計画の策定に続き、協議会にバス分科会を設け、来年度の実証運

行実験に向けての議論を始めておるところであります。 

  また、現在進めております事業であります府中公民館等の改築事業、揚倉山健康運

動公園上段グラウンドの人工芝化、小学校トイレの洋式化は引き続き進めてまいりま

すし、笑顔でお迎えする役場創出では、自学的研修の支援など人材育成や執務環境を

改善しながら、これは同時に働き方の改革であろうというふうに思っておりますが、

接遇改善、笑顔でお迎えし、町民の皆様に寄り添う行政が府中町役場の風土となりま

すように繰り返し、繰り返し取り組んでまいります。 

  加えまして、大きな事業費ということにはなりませんけど、ならないと思いますけ

ど、男女共同参画、女性の活躍、人権施策、平和行政という分野にも目配り、気配り、

心配りをして、町民の皆様に寄り添った信頼いただける町行政を目指してまいりたい

と、そのように考えております。 

  以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（中村武弘君） ２回目の質問ございますか。 
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  ５番繁政議員。 

○５番（繁政秀子君） ただいまの答弁の中で、まず２期目に出馬するので、どうぞ皆

さん応援をよろしくお願いをいたしますとおっしゃいましたので、２期目に出馬され

ることがはっきりわかりましたので、これから頑張ってやっていただきたいと思いま

す。 

  また、３年半の間、たくさんの事業をこなしてこられたいうのがよくわかっており

ますし、まずこれから２期目に向けて元気で、そして笑顔で、さっきおっしゃったよ

うに笑顔で頑張ってもらいたい。その笑顔がいいですよっていうて頑張ってもらわに

ゃいけんと思います。 

  そしてもう一つ、町民の皆さんから１つだけお願いがあるんです。もう少しゆっく

り話してくださいいうて、それを繁政さん言うとってねっていうことでしたから、や

っぱりみんな高齢者になっとるから、なかなか早く言われたら理解しにくいそうです。 

  それから、子育て支援とさっきの志をね、その教育もこれから続けるということで

すし、町民の皆さんも佐藤町長に元気で頑張ってもらってくださいという言づけをい

ただいておりますので、どうぞ２期目も元気で頑張ってください。よろしくお願いい

たします。 

○議長（中村武弘君） 力山議員、２回目の質問ございますか。 

○１８番（力山 彰君） 町長、答弁ありがとうございました。新聞では存じておりま

したけども、改めて決意を聞かせていただきまして、２期目に向けて頑張っていただ

きたいと思います。 

  そういう中で、第４次総合計画とかまち・ひと・しごと、まちづくりの人口減対策

等についても色々とご苦労されていると思います。これらを引き続き完成に向けて努

力していただきたいと思います。 

  それと、昨年度の豪雨災害のときからいろいろと対策を立てていただいて、修繕と

かいろんなことを支援とかしていただきましたけども、引き続きより災害の起こりに

くいまちづくりに向けて努力していただきたいと、私たちも応援しますのでぜひよろ

しくお願いいたします。 

  以上です。 

○議長（中村武弘君） ３回目の質問はございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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○議長（中村武弘君） 以上で、第１項、佐藤町長の再選出馬の意向は、５番繁政議員、

佐藤町長２期目の出馬は、１８番力山議員の質問を終わります。 

  続いて、総務文教関係、第２項、児童生徒への英語教育の推進について、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。質

問前でございますが、先ほどの質問に対しまして町長の強い決意をお聞きしました。

私も全力で応援したいと思います。 

  私のほうからは、児童生徒の英語教育の推進について質問させていただきます。 

  質問趣旨でございますが、府中町教育委員会では、あいさつ、感謝、志を柱とした

学校教育を推進し、志を持ち、可能性に挑戦するために必要となる力を育成するため、

確かな学力の育成に取り組み、児童・生徒への指導のあり方についても日々研さんさ

れていることと思います。 

  そんな中、文部科学省ではグローバル化の進展の中、国際共通語である英語力の向

上は日本の将来にとって極めて重要であるとされており、英語教育の改革を進めてい

ます。 

  それを受け、来年、令和２年度から新学習指導要領により、小学校の英語教育が本

格化されると聞いています。小学校３、４年生では外国語活動が、小学校５、６年で

教科として外国語の導入がされます。文部科学省では、高校卒業までに聞く、読む、

話す、書く、この力をつけ、グローバルな人材を育成することを目指しています。明

らかに我々の時代と違い、小学校から外国語の授業があることなど、親しむ程度はあ

るかもしれませんが、授業になるとは考えたこともありませんでした。 

  児童はもとより、小学校では担任の先生が全教科を教え、専科ではないため、相当

な負担がかかるのではないかというふうに危惧しております。これまでもグローバル

な教育を推進し、外国人指導助手や外国語非常勤講師により、外国語、特に英語活動

を充実させるなど、グローバルに活躍できる人材の育成に取り組まれていますが、そ

こで以下２点の質問をさせていただきます。 

  １番、当町の生徒の英語の学力の現状はどのように評価されておるのでしょうか。 

  ２、来年度から始まる新学習指導要領により、小学校の英語教育はどのように変わ

りますか。また、そのことに伴い、教員の指導力の向上のため、研修を含めた何か対
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応されていますか。 

  以上、教育委員会のほうに質問させていただきます。 

○議長（中村武弘君） 答弁。 

  教育部長。 

○教育部長（榎並隆浩君） おはようございます。教育部長です。 

  １０番児玉議員、児童生徒への英語教育の推進について答弁いたします。 

  まず、１点目の当町生徒の英語の学力の現状はどのように評価されていますかとの

御質問ですが、平成１９年度から毎年、児童・生徒の学力や学習状況を把握・分析し、

その成果と課題を検証した上で、改善を図ることを目的に全国学力・学習状況調査が

実施されています。この調査の中に、今年度から新たに中学校に英語が加えられてい

ます。 

  当町では中学校第３学年３９０名を対象に、英語では、聞くこと、話すこと、読む

こと、書くことの４領域で調査が実施されました。 

  その結果、英語の平均正答率は全国平均、広島県平均ともプラス３ポイント上回っ

ており、県内でもトップレベルの結果となっております。この結果は、町内の小・中

学校の先生方が進めてこられた外国語活動、外国語科の授業改善の成果があらわれて

いると考えております。 

  ただ、問題別では、「日常的な話題について、情報を正確に聞き取ることができる」

「日常的な話題について、簡単な語句や文で書かれたものの内容を正確に読み取るこ

とができる」という趣旨で出題された問題において、正答率が県平均を０．２ポイン

ト下回っておりました。 

  この点についての今後の改善計画としては、日々の学習活動の中で、外国人指導助

手による日常的な普通の速さの英語になれ親しませること、日常的に一度聞いただけ

でその内容が理解できるようにさせること、話の続きを考えさせて英文で一文つくら

せるなどの授業改善を実施したいと考えております。 

  次に、２点目の御質問、来年度から始まる新学習指導要領により、小学校の英語教

育はどのように変わりますか。また、そのことに伴い教員の指導力の向上のため、研

修を含め何か対応されていますかとの御質問ですが、小学校では来年度、令和２年度

より新学習指導要領が全面実施となり、聞くこと、話すことを中心とした外国語を用

いたコミュニケーションを図る素地を育成することを狙い、週１時間、年間で３５時
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間の外国語活動が現在の第５、６学年から第３、４学年に引き下げられます。 

  そして、第５学年と第６学年では、聞くこと、読むこと、話すこと、書くことによ

る実際のコミュニケーションにおいて活用できる基礎的な技能を身につけることを目

標とした、週２時間、年間で７０時間の外国語科、英語が始まります。 

  当町では、小・中学校の担当者による府中町外国語教育推進担当者会を発足させて、

平成２９年度から府中町独自の取り組みとして、発達段階に応じて毎日英語に親しむ

時間「ふちゅうＥタイム」を町内全小・中学校に設定したり、学びの成果を生かす場

として「グローバルキャンプ」を実施しております。 

  また、町独自の英語評価である「ＦＥＭ、ふちゅうイングリッシュ・マスター」を

導入し、小学校卒業時には英検５級程度であるＦＥＭ５級を全員が認定できるよう取

り組んでおります。 

  また、新学習指導要領に向け、町内の小学校ではこれまでもさまざまな学年でアル

ファベットや外国語のリズムになれるための時間を導入し、本年度は第１、２学年で

年間９時間、第３、４学年で年間３５時間、第５、６学年で年間７０時間を基本とす

る外国語活動を実施しております。先日行われた学習発表会では、５年生の児童が

「浦島太郎」の英語劇を発表した小学校もございました。そのほか、給食時間に児童

によるきょうのメニューの紹介を英語で行っている小学校もございました。 

  次に、教員の指導力の向上のための研修としては、平成３０年度より新学習指導要

領の全面実施に向けた外国語教育の改善を目的とした、小学校外国語パワーアップ事

業を活用し、小学校教員の外国語教育に関する指導力、英語力の向上に取り組んでお

ります。 

  また、町内の小学校に１名配置されたパワーアップリーダーは、県内各地で行われ

るパワーアップリーダー研修に参加し、小学校外国語の指導方法、新教材の活用方法、

指導計画のあり方などの研修成果を持ち帰り、みずからが講師となり町内で研究授業

や研修会を実施し、町内各校に普及しております。 

  今後も、外国語によるコミュニケーション能力の向上・定着を図るとともに、広い

視野を持ち、他者と協働する能力を持った、グローバル社会に挑戦する児童・生徒の

育成を目指していきたいと考えております。 

  答弁は以上です。よろしくお願いいたします。 

○議長（中村武弘君） ２回目の質問ございますか。 
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  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。小学校からの英語教育が始

まるということで私も大歓迎でありますが、特に昨今はデジタル化に伴い、英語が主

な言語となってくるというところは否めませんので、こういうところをしっかりと取

り組んでいただくというところもあるんですが、私が心配しとるのは、反面、子ども

さん、生徒さん、児童さんへの負担、あるいはそれを教える先生の負担というのが私

もちょっと気にしとるところではございますけども、この２年間の移行期間中に府中

町独自であります「ふちゅうＥタイム」であるとか「グローバルキャンプ」等々実施

されておりますし、先生方の自主的な研修、みずからが講師となって研究授業である

とか研修授業等々も行われて、先生方もこの授業に向けた、英語に向けた研修をされ

とるというところもよくわかりました。 

  グローバル社会に挑戦する児童を育成することを目指していきたいというところで

ございますけども、小学校の段階では具体的に世間に通用するような英語検定ですか、

英語検定等々試験というか、指標というのがあるとは思うんですね。小学校において

は、５級程度のそういう認定ができるというように取り組んでいくということではあ

りますけども、最終的には実用できる人間にならないとどうにもならないというとこ

ろもあります。 

  そういった意味で、現在当町の中学生が卒業時には英検３級以上を取ろうというこ

とで促進されておりますけども、この英語検定を助成されとるということですが、そ

れはどういうふうに評価されとるのか、そして課題というのはどこにあるのかという

のがもしあれば教えてください。 

○議長（中村武弘君） 学校教育課主幹。 

○学校教育課主幹（畑尻佳括君） おはようございます。学校教育課主幹です。 

  １０番児玉議員の２回目の質問にお答えいたします。 

  平成２５年度から平成２９年度を対象とした文部科学省の第２期教育振興基本計画

において、グローバル社会にあってさまざまな人々と協働できる人材、とりわけ国際

交渉など国際舞台で先導的に活躍できる人材を育成する。これを目標に、中学校卒業

段階で英検、実用英語技能検定試験でございますけれども、これの３級程度以上を達

成した生徒の割合を５０％とするという生徒の英語力に関する成果指標が設定されま

した。 
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  当町でも、平成２８年度からの府中町第４次総合計画において、志を持って未来へ

挑戦する児童・生徒を育成するため、国際化に対応した教育を推進し、英語によるコ

ミュニケーション能力の向上・定着を図るとともに、広い視野を持ち、他者と協働す

る能力を持ったグローバル社会に挑戦する児童・生徒の育成を目指すという目標を設

定し、生徒の英語力の状況を把握するため、中学校卒業時に英検３級以上を取得した

生徒の割合を５０％以上とする。これを指標としているところです。 

  平成２７年度から中学校２年生、３年生に実施しております検定料の助成は、平成

３０年度からは中学校１年生にも拡大し、１年生では５級以上、２年生では４級以上、

３年生では３級以上の受験に対して年１回の検定料を助成しております。 

  中学校卒業段階での英検３級以上取得率は、平成２７年度が１３．２％、平成

２８年度が１６．７％、平成２９年度が２７．７％、平成３０年度が４１．１％と、

着実に上昇しております。 

  生徒は、英語検定に挑戦することで学習した成果を確かめることができるとともに、

英語を使って国際社会で活躍できるようになりたいであるとか、大学で自分が専攻す

る学問を学べるようになりたいといった将来の英語使用のイメージが明確となり、学

習意欲の向上につながっているというふうに考えております。 

  課題としては、学校を準会場として英検を実施することで、受験時間、会場、試験

監督者の確保、受験申し込みや検定料の取り扱い、試験資材の受領等の事務作業によ

る教職員の負担増が報告をされています。これについては、今のところ英語担当教員

の努力や学校の工夫で何とかやりくりをされているといったような状況でございます。 

  今後は検定料の助成だけではなく、英検を実施する上での運営上の課題や工夫を学

校間で情報共有しながら、よりよい運営方法について検討していく必要があるという

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） 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。検定にかかわる御苦労も大

変だとは思いますけども、成果が着実に上がっとるというところは非常に評価できる

んではないかなというふうに思っております。これも先生方のおかげだというふうに

思っております。 
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  今回は、中学校の検定とかそういうのもあるんですが、やっぱり小学校から英語教

育が始まるということでございます。やっぱり小学校のうちは余り検定にこだわらず

に、むしろ英語が好きになるということが大事なんじゃないかなと思います。私も

中・高と６年間英語をやってまいりました。英語専門でやったわけではないんですけ

どね、英語専門でやったわけじゃないんですが、英語をやってきましたけども、会社

に入って英語で生活せにゃいけん時代が５年間もありましたけども、非常に苦労しま

した。やっぱりもうちょっと勉強しとけばよかったなと。 

  でも、一つ救われたのは、やっぱり英語で好きだったから、成績はよくなかったか

もしれませんけども、何とかその５年間がしのげたんかなというふうに思っています。

逆にいったら、あの５年間なかったら今はなかったなというふうにも思っています。

それぐらい英語が好きになるということがまず第一じゃないかなと私は思ってます。 

  そういったところで、先生方にも御指導いただきたいなというふうに思っておりま

すし、英語がやっぱり今後、先ほど申しましたように、世の中では英語中心になる時

代になってくるかもしれません。会社の中でも英語、特によく使われます。こういっ

たところで、そういう時代の流れについていくために、教員の皆さんの指導力の向上

というのが欠かせませんし、重要になってくると思います。 

  その反面、先ほど申しましたように、先生方の負担というのも非常に大きくなるん

ではないかというふうに私も危惧しております。こういったところは学校で１人の先

生に負担をかけるんじゃなくて、やっぱり英語の得意な先生は英語の得意な先生でお

られるだろうし、引き続き外国人の非常勤講師なんかも呼ばれて話をされるというふ

うに私は理解しておりますんで、そういう方の援助であるとかいったようなところを

やってもらいながら、なるべく先生に負担がかからない、そして生徒たちにも実のあ

る指導をしていただけるように努めていただきたいということを強く要望いたしまし

て、私の質問を終わります。 

○議長（中村武弘君） 以上で、第２項、児童生徒への英語教育の推進について、

１０番児玉議員の質問を終わります。 

  続いて、総務文教関係、第３項、府中町まち・ひと・しごと創生総合戦略の成果に

ついて、１２番西議員、「平成の合併」、地方消滅論・地方創生と府中町、７番二見

議員の質問を行います。 

  １２番西議員。 
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○１２番（西 友幸君） 皆さん、おはようございます。内閣府が作成したまち・ひ

と・しごと創生の本はですね、分厚い本でね、本当１００ページぐらいのと５００ペ

ージのと２冊あります。これ読んだらね、本当頭痛くなるぐらいです。これどんなか

いうたらあれですね、地域が海外と取引せえとか、起業家を応援せえとか、起業家い

うて起こす起業家ですね、行政がですね。いろんなことが書かれてます。 

  私はさらに安芸高田市、三次市、庄原市、そういったとこがどういうことをやって

るかということもちょっと読んでみました。町長言われとることはどこもやってます

よ、本当はっきり言って。 

  これ人口減の対策でございますが、第１０条の規定により、地方においてもまち・

ひと・しごと創生総合戦略を策定するように努めなければならないとされ、府中町に

おいても、平成２７年１０月に地方版総合戦略として「府中町まち・ひと・しごと創

生総合戦略」が策定されました。地方総合戦略が急速な少子高齢化の進展に的確に対

応し、人口減少に歯どめをかけるとともに、東京圏の人口の過度な集中を是正し、住

みよい環境を確保し、将来にわたって活力ある社会を維持していくことが目標とされ、

夢や希望を持ち、潤いのある豊かな生活を安心して営むことができる地域社会を構築

するために、個性豊かで多様な担い手の創出と、地域における魅力ある多様な就業の

機会を創出を一体的に推進していくことが求められています。 

  府中町では、今後も安定した人口の構造を保持し、若い世代を中心に希望に応じて

出産、子育てをすることができるとともに、安心して働くことができる環境整備が必

要であると考えています。 

  この前ちょっと私もよくｄニュースで、ドコモので見るんですが、韓国、２人に対

してもう１を切りまして、もう世界最大の子どもを産まない国になってますね、もう。

これ大変なことですよ、本当。 

  府中町のまち・ひと・しごと創生総合戦略の対象期間は５年であり、本年度が最終

年度になりますが、これまでの町の取り組み状況とその成果について、次の２点を伺

います。 

  府中町のまち・ひと・しごと創生総合戦略対象期間内の町の主な取り組みについて、

府中町の人口の推移及び出生率の推移についてを伺います。 

○議長（中村武弘君） ７番二見議員。 

○７番（二見伸吾君） 「平成の合併」、地方消滅論・地方創生と府中町について質問



- 16 - 

をいたします。 

  総務省の自治体戦略２０４０構想研究会が２０１８年４月に第１次報告書、同年

７月に第２次報告書を出し、これらの報告を受けて７月５日から第３２次地方制度調

査会が始まりました。 

  「人口減少が深刻化し、高齢者人口がピークを迎える２０４０年ころから逆算をし、

顕在化する諸課題に対応する観点から圏域における地方公共団体の協力関係、公、共、

私のベストミックスその他の必要な地方行政体制のあり方について、調査、審議を求

める」というのが諮問事項であります。 

  今後、私たち府中町も含め全国の市町村は、２０４０構想研究会報告及びことし

７月に出されるであろう、来年ですね、来年７月に出されるであろう第３２次地方制

度調査会答申に沿った対応が求められることになります。 

  この自治体戦略２０４０構想及びそれと一体となった第３２次地方制度調査会答申

が府中町に何を求めてくるのか。その検討のためには、２１世紀初頭から始まりまし

た国の地方自治体、市町村への施策の検討が不可欠です。その主なものは、市町村合

併、いわゆる平成の合併と現在進行中の地方創生であります。 

  今回はこの２つについて質問し、自治体戦略２０４０構想と町への影響については

２０２０年の３月議会で質問をしたいと思います。 

  それでは、まず自治体の合併について質問をいたします。 

  ２１世紀の初頭、自治体合併、いわゆる平成の合併の嵐が吹き荒れました。広島県

は８６市町村が２３市町となり、自治体減少率７３．３％で全国１位であります。実

に７割を超す市町村が消滅をいたしました。 

  全国では、１９９９年には３，２３２あった市町村が２０１０年には１，７２７と

なり、２０１９年現在では１，７１８まで減っています。１，５１４もの自治体が消

えてなくなり、減少率は４７％、半分近い自治体が消えてなくなりました。この合併

による自治体消滅は国の方針、施策によるものであります。 

  自治省、現在は総務省になっておりますけれども、自治省が１９９９年８月に市町

村合併の推進についての指針を出しました。そこには、２１世紀の到来を目前に控え、

地方分権の推進、少子・高齢化の進展、国・地方自治を通じる財政の著しい悪化など、

市町村行政を取り巻く情勢は大きく変化をしています。 

  こうした中にあって、基礎的地方公共団体として総合的に住民サービスの提供の責
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務を負う市町村は、その行財政基盤の強化や広域的対応が強く求められており、市町

村合併の推進が大きな課題となっていますとした上で、市町村合併の効果として３点

を挙げております。 

  第１に、地域づくり・まちづくりができる。 

  広域的な観点からのまちづくりの展開、重点的な投資による基盤整備の推進、総合

的な活力の強化、地域のイメージアップ、環境問題、観光振興など広域的な調整が必

要な施策の展開などが可能となる。 

  第２に、住民サービスの維持、向上となる。 

  住民にとってサービスの選択の幅が広がるとともに、現在のサービス水準を確保し

つつ、より高い水準のサービスを安定的に受けられるようになる。 

  第３に、行財政の運営の効率化と基盤の強化ができる。 

  行財政運営の効率化により、少ない経費でより高い水準の行政サービスが可能にな

るとともに、総合的な行政が展開できる。 

  この３つのうち達成できたものがあるでしょうか。辛うじて少ない経費が当てはま

るぐらいであります。 

  県内の市町の合併の前と昨年の歳出総額を調べてみましたところ、合併した１７市

町のうち１１市町が合併前の７割から８割に歳出が減っていました。より高い水準の

行政サービスができたかどうかはかなり疑わしい。第３２次地方制度調査会に提出さ

れた資料には、合併によって多くの市町村において行財政基盤が強化されたと書かれ

ていますが、実態と全く違います。 

  人口はどうか。合併前の２０００年と２０１５年の人口を国勢調査で比べると、県

内でふえたのは広島市、福山市、東広島市、府中町、坂町の５つ。あとはみんな減っ

ています。一番減少率が高いのが安芸太田町で、かつての加計町、筒賀村、戸河内町

の合計が２０００年には９，１８１人でしたが、２０１５年には６，４７２人となり、

３０％も減ったわけであります。安芸太田町を含め、７割台が４市町、８割台が

１０市町、９割台が４市町です。合併してもしなくても全体として人口は減っている。 

  昨年、西日本豪雨災害が起きましたけれども、庄原市は職員が少なくなって対応が

困難だったと、このように聞いております。合併前、２００４年の東城町、西城町、

口和町、高野町、比和町、総領町、そして庄原市の職員数の合計は６３０人でした。

それが２０１７年には３割近く、１７０人も減らされて４６０人です。災害に対応で
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きるわけがありません。 

  広島市に合併した旧湯来町の住民は、「合併して除雪車の回数が減った。佐伯区役

所に電話しても、湯来町には雪が積もっていることを知らない職員が多い」、このよ

うに言っています。湯来町が合併する目的の一つに観光振興がありました。「新たな

観光施策の展開が可能となり、道路交通網の整備や広範な宣伝・誘客活動などにより、

来訪者のより一層の増加が期待できます」と広島市・湯来町合併建設計画には書かれ

ています。 

  しかし実際にはどうだったのか。地元の人たちのさまざまな努力にもかかわらず、

合併による効果はほとんどありません。２０１３年には、老舗旅館が湯治客、観光客

の減少によって赤字が続き、今後の売り上げ回復のめどが立たなくなり、事業を停止

したことがその証拠であります。 

  県内はもちろん、全国でも「合併をしてよかった」「合併によって町が発展した」

というような話は一つも聞きません。むしろ合併によって衰退した。ですから、聞こ

えてくるのは「合併しなければよかった」という後悔の言葉ばかりであります。 

  ことし１１月に日弁連が「平成合併を検証し、地方自治のあり方について考える」

シンポジウムを開催をいたしました。調査結果によりますと、合併した町村は人口減

少率が高い傾向にある。旧町村地域の役場機能の縮小が原因の一つと分析をし、役場

機能の縮小は、周囲の飲食店や宿泊業の需要減にもつながり、旧町村の就業者数が減

るようにもなっている。このようにしております。 

  総務省は、２０００年に平成の合併についてという総括文書を公表いたしました。

「人口減少、少子高齢化等の社会経済情勢の変化や地方分権の担い手となる基礎自治

体にふさわしい行財政基盤の確立を目的として、平成１１年以来全国に市町村合併が

積極的に推進されてきたい」と述べております。この総括文書は、合併による主な効

果として少子高齢化への対応を挙げておりますけれども、全く対応できなかったとい

うことは、先ほど紹介した県内の統計からも明らかであります。 

  総括文書は、周辺部の旧市町村の活力喪失、住民の声が届きにくくなっている、住

民サービスの低下、旧市町村地域の伝統・文化、歴史的な地名などの喪失の４点を合

併による問題点、課題として挙げざるを得ませんでした。大失敗だったわけでありま

す。 

  また、「平成１１年以来、強化された財政支援措置等により全国的に行ってきた合
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併推進も１０年が経過し、これまでの経緯や市町村を取り巻く現下の状況を踏まえれ

ば、従来と同様の手法を続けていくことには限界があると考えられる。したがって、

平成１１年以来の全国的な合併推進については、現行合併特例法の期限である平成

２２年３月末日までで一区切りをする」と述べ、２０１０年に平成の合併は一応の終

えんを迎えました。 

  そこで質問です。 

  府中町は合併を退け、単独の町としてあり続けています。町内を二分するような事

態でしたけれども、議会でもよく論議をして住民投票も行って、広島市との合併をし

なかったわけであります。これまで申し述べましたように、合併をしなくてよかった

と私は考えますけれども、今日の時点で町としてどのようにお考えでしょうか。 

  次は、現在進行中の、地方消滅論を土台にした地方創生論について伺います。 

  ２０１４年５月、大変ショッキングな文書とリストが発表されました。増田寛也元

総務大臣が座長を務める日本創成会議による「ストップ少子化・地方元気戦略」、い

わゆる「増田レポート」と、それとセットになった消滅する可能性の危機にある

８９６の自治体リストであります。 

  国立社会保障・人口問題研究所は、日本の人口は２００８年の１億２，８０８万人

をピークに減少に転じ、２０５０年には９，７０８万人になると推計をしております。

この推計をベースにして、２０４０年までに全国の市町村の半数が消滅する可能性が

あると増田レポートは結論づけております。 

  男女とも３割程度が流出をする、合計特殊出生率１．４が今後も続くという前提で

自治体ごとに試算をし、２０１０年から２０４０年にかけて、２０から３９歳の女性

人口が５割以下に減少する８９６市町村、全体の約５０％を消滅可能性都市 、

２０４０年時点で人口が１万人を切る５２３市町村を、これは全体の約３０％、消滅

可能性が高いと判定をいたしました。 

  広島県内で消滅可能性都市とされたのは、神石高原町、安芸太田町、江田島市、竹

原市、大竹市、府中市、庄原市、安芸高田市、大崎上島町、廿日市市、北広島町、広

島市安佐北区。広島県の面積の５３％が自治体が消滅する。これに２０歳から３９歳

の女性人口減少率が４９から４７％台の世羅町、三次市、熊野町、呉市、三原市を加

えると、実に７６％の地域が消滅することになると。実に恐ろしい推計であります。 

  しかし、本当に自治体は、市町村は消滅するんでしょうか。 
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  大森彌東大名誉教授は、全国町村会発行の町村週報で「市町村の最小人口規模が決

まっていないにもかかわらず、自治体消滅の可能性が高まるというが、人口が減少す

ればするほど市町村の存在価値は高まるから消滅など起こらない」と明言しておりま

して、私もそう思います。人口が減っているからこそ自治体が果たすべき役割がある。

それなのに「増田レポート」は人口減イコール自治体消滅と短絡させています。この

ままいけば人口が減り、自治体もなくなると、このようにおどして少子化対策に励め

というわけであります。 

  平成の合併で消滅した自治体は１，５１４、先ほども言いましたが、なります。自

治体を消滅させたのは、人口減ではなく政府の施策である平成の大合併だったことを

改めて強調しておきたいと、このように思います。 

  このような衝撃的かつ問題のある増田レポートを受けて、２０１４年９月にまち・

ひと・しごと創生本部が発足をし、石破茂氏が地方創生担当大臣になりました。

１１月には、まち・ひと・しごと創生法ほか地方創生関連二法案が成立。１２月に、

まち・ひと・しごと創生長期ビジョン、同総合戦略が閣議決定されて、具体的な事業

が始まりました。 

  まち・ひと・しごと創生本部は、２０１４年９月に決定をした基本方針、基本目標

を次のように定めています。 

  地方が成長する活力を取り戻し、人口減少を克服する。そのために、国民が安心し

て働き、希望どおり結婚し子育てができ、将来の夢や希望を持つことができるような

魅力あふれる地方を創生し、地方への人の流れをつくる。人口減少、超高齢化という

危機的な現実を直視しつつ、景気回復を全国津々浦々で実感できるようにすることを

目指し、従来の取り組みの延長線上にはない次元の異なる大胆な政策を、中長期的な

観点から確かな効果が出るまで断固として力強く実行していくと。まことに勇ましい

目標と決意であります。 

  この目標を実現するために３つの課題を掲げました。 

  １つ目、若い世代の就労・結婚・子育ての希望の実現。２番目、東京一極集中の歯

どめ。３番目、地域の特性に即した地域課題の解決。 

  また、これら課題の実現のために、地方への新しい人の流れをつくる、地方に仕事

をつくり、安心して働けるようにする、若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかな

える、時代に合った地域をつくり、安心な暮らしを守る、地域と地域を連携するとい
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う５つの目標を設定をいたしました。 

  それから５年がたち、ことし５月３１日、第２期まち・ひと・しごと創生総合戦略

策定に関する有識者会議が中間取りまとめ報告書を公表いたしました。 

  第１期、２０１４年からの取り組みの成果はどうだったのか。あれこれ書かれてい

ますけれども、結局人口減少と少子高齢化も東京一極集中も歯どめがかからず、地域

経済もよくなりませんでした。 

  １２月７日付中国新聞は、２０１９年の出生数が推計より２年も早く９０万人を割

り、過去最少の８６万人程度にとどまることが確実になったと、このように伝えまし

た。惨敗であります。５年やって成果がない。歯どめも全くかかんない。好転する兆

しもありません。 

  そこで質問です。 

  まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づいた取り組みから５年目の中間取りまとめ

報告書は、さしたる成果もないことを明らかにしました。町としてこの中間取りまと

め報告をどのように受けとめているでしょうか。 

  さて、３番目ですけれども、国のまち・ひと・しごと創生総合戦略に沿う形で全国

の市町村はそれぞれの総合戦略、人口ビジョンを定めることになりました。府中町も

２０１５年に策定済みであります。 

  まず、人口ビジョンの問題点について指摘したいと思います。 

  当町の人口ビジョンの結論は、２０４０年には４万５，７９１人、２０６０年には

３万８，１４３人にまで府中町の人口が減少するというものであります。人口が減少

するとどうなるのか。 

  生産年齢人口が減少し続けるということは、地方公共団体の税収も減少することに

なるものと考えられます。一方で、例えば道路や下水道といった施設のように、人口

が減少したからといって施設を廃止して維持管理費や補修費などを軽減させることが

難しい施設を地方公共団体は多く管理・運営していることから、税収の減少を補う支

出の削減ができず、厳しい財政運営となり、他の行政サービスを大きく低下させざる

を得なくなることが懸念されます。 

  また、高齢者割合の増加により、医療や介護の費用負担が増加し、地方公共団体の

財政を逼迫させ、その結果、保険料や税金の引き上げにより住民負担を増大せざるを

得なくなることが懸念をされます。こうした地方公共団体の財政面の問題が生じる場
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合、例えば住民ボランティア活動を活性化させることで地方公共団体の負担を軽減す

ることも考えられますが、その人材も若い世代の減少により不足することにもなり、

地域の運営が立ち行かなくなることが懸念されます。 

  この他、人口の減少は地域の商工業にも影響を与え、消費や雇用の場が地域から減

少し、買い物をするにも働きに出るにも不便な生活しづらい地域となり、それにより

地域に新しく転入してくる人も減って、さらに人口が減少するという悪循環をもたら

すなど、さまざまな悪影響を将来の地域社会にもたらすことが懸念をされます。 

  これは私が言ってるんじゃないんですね。府中町人口ビジョンの１４ページに書か

れてることを読みました。ここに書かれていることは、人口が減ると灰色の未来とい

いますか、真っ黒、お先真っ暗であります。しかし、本当にそうなんでしょうか。 

  １９６５年の府中町の人口は２万９，１６７人、１９７０年が４万３０２人、

１９７５年が４万７，５３９人。また、２０１５年の国勢調査では、県内２３市町の

うち１３市町が３万８，０００人以下であります。６０年代から７０年代前半の府中

町も、そして今ある１３の市町も立派に成り立っています。人口が減ったら何もかも

だめだ。これは余りにも単純な見方ではないでしょうか。県北に、過疎を逆手にとる

会という団体がありますけれども、我々も人口減を逆手にとったらいいんじゃないで

しょうか。 

  府中町の問題点の一つは、人口過密であります。人口集中地域の人口密度は、

２０１０年で１平方キロ当たり約９，０００人。広島県の平均は約６，０００人です

から、１．５倍であります。１９７０年の人口は４万３０２人、人口密集地域の人口

密度は８，１８４人でしたので、まだ広島県の平均より、今の平均より多いんですね。

ですから、人口が４万人に減ってもなお人口密度は現在の県平均の１．４倍で、なお

過密だということです。 

  １９７０年ごろには、まだ府中町にも田んぼも畑もあった。年々、田んぼや畑が潰

されて家が建っていったわけであります。人口が減るということは、宅地が減るとい

うことです。このあいた宅地、上手に整理をし、利用すれば、密集市街地の整備、狭

隘道路を解消する。公共交通不便地域の解消。保育園、いつも建てるのにどこへ建て

るのかいつも問題になる。金もないけど土地もない。この土地だって人口が減って宅

地が空き地になればできる。公営住宅や老人ホームなどの公共施設用地の確保もでき

ます。 
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  私が子どものころあった原っぱ。原っぱ、子どもたちが野球でも何でもできる原っ

ぱ。これをもし土地があくんならつけて、だけど人口を維持するということは、この

過密問題、全く解消する展望がなくなる。ですから、人口が減るということに問題が

ないとは言いませんけれども、もう一面には新たな可能性も出てくる。その両方を見

ないといけないんじゃないのかと、このことを私は言いたいわけであります。 

  しかしながら、人口ビジョンはこのような人口減少によるメリットについては一切

触れず、人口が減ると大変だ、産めよふやせよと迫っているわけであります。人口が

減ると税収が減る。正直ですよね。子どもを未来の納税者、納税予備軍として位置づ

けることがそもそもの誤りであります。 

  そこで質問です。 

  人口減少にはデメリットばかりでなく、府中町のまちづくりにとって有益な面もあ

ると考えますが、この面について町はどのようにお考えでしょうか。 

  さて、次です。 

  府中町まち・ひと・しごと創生総合戦略、こちらのほうはどうでしょうか。 

  まず第一に、目標の設定に問題があります。 

  総合戦略は、基本的な考え方について次のように述べています。 

  このまま何の対策も講じなければ府中町の人口は中長期的に減少し、２０６０年に

は３万８，１４３人に減少するものと予想されます。しかし、国の長期ビジョンによ

り１０年早いペースでの出生率回復を実現し、さらに子育て世代の転入出差を年間プ

ラス３０世帯とすることで、２０６０年も５万４７８人と現状の５万人の人口を維持

できることになります。 

  この出生率回復と子育て世代の転入出差プラスを実現するため、府中町では子育て

世代が居住を選択する町を目指すこととします。まず、広島都市圏で一番の子育て支

援の実現を目指すことで、主に出生率のアップと、子育て世代転入増を図ります。こ

こに述べられているように、総合戦略の目的は人口維持であり、子育て世代が居住を

選択する町は、そのための手段にすぎません。 

  そのことは総合戦略の３ページにある図がはっきりと示しております。子育てしや

すい町として府中町が発展することは好ましいことであります。その結果として人口

が急激に減らないということも、また歓迎すべきことであります。 

  しかし、それはあくまで結果であって、子育て支援、暮らしやすい町、魅力ある町
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は、それ自体として追求すべきものであって、人口、納税者数維持の手段にするとい

うことは間違っています。地方自治法が言うように、地方自治体の役割は住民の福祉

の増進を図ることにあり、人口増ではないのです。 

  こういう課題設定から出てきます基本目標は、さらにゆがみを増します。 

  第１は、出生率の回復です。 

  国の長期ビジョンより１０年早いペースでの出生率の回復。つまり子育て世代女性

１００人当たりゼロ歳児数９．２３人、現状８．７２人。２０１５年現在は 、

１００人の女性から８．７２人の子どもが生まれているが、それを２０２０年には

９．２３人にすれば、年間３０人子どもがふえるというものであります。仮に、

２０から３９歳の女性がふえなくても、年間３０人程度出生数がふえるようにする。

女性はもっと産めよふやせよということであります。 

  ２００７年、厚生労働大臣だった柳澤伯夫氏の「女性は産む機械」発言を想起させ

るものであります。「産む機械、装置の数は決まっているから、あとは一人頭で頑張

ってもらうしかない」と松江市で開かれた自民党県議の集会で柳澤氏は発言をいたし

ました。「子どもを２人以上持ちたいというのが健全」というふうにも言いました。 

  柳澤厚労大臣だけではありません。総理大臣、官房長官、議長などが同じ観点から

出産をめぐる問題発言を繰り返しています。首相を務め、現在は東京オリンピック・

パラリンピック競技大会組織委員会会長の森喜朗氏が２００３年、「子どもを一人も

つくらない女性が年をとって税金で面倒を見なさいというのは本当はおかしい」と、

このように発言しました。 

  現在、財務大臣で副総理でもある麻生太郎氏は、総理大臣だった２００９年に「私

は子どもが２人いるので、最低限の義務を果たしたことになるのかもしれない」。要

するに、２人いないと最低限の義務を果たしてないということですよね。ことし２月

には、全世代型の社会保障体制をめぐり、戦後、日本人の平均寿命が大きく延びたこ

とに触れまして、「いいことじゃないですか。すばらしいことですよ。いかにも年寄

りが悪いみたいなことを言っている変なのがいっぱいいるけど間違ってますよ。子ど

もを産まなかったほうが問題なんだから」と発言をしました。 

  菅義偉官房長官は２０１５年、「子どもを産んで国家に貢献してくれればいい」と、

こういうふうに発言をしました。 

  現在、参議院議長の山東昭子氏は２０１７年、「４人以上産んだ女性を厚労省で表
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彰することを検討してはどうか」と、３人以下じゃだめだと。 

  どの人も、お国のために産めよふやせよと言わんばかり。このように「産む機械」

である女性の１台当たりの生産性を上げるというのが自民党政権の基本的な考え方で

あり、まち・ひと・しごと創生戦略もまた同様の観点に立ってると、このように言わ

ざるを得ません。 

  １９９４年、カイロ国際人口開発会議は、なかなか耳なれない言葉ですけれども、

リプロダクティブ・ヘルス・ライツ、性と生殖に関する健康、権利、こういうものを

採択いたしました。 

  リプロダクティブ・ヘルスは、精神的・肉体的、そして社会的にも満たされた性生

活を営むこと、そして子どもを持つ、もしくは持たないことに対する自由を意味して

おります。産むかどうかは女性の自己決定権に属しており、それを批判するのは女性

の人権にかかわる問題なんであります。また、出産を女性の自己責任だとして産まな

い女性を責めることも誤りです。 

  基本目標の第２は、産むことのできる女性、２０から３９歳の女性転入を促すこと

であります。子育て世代の転入出差を年間プラス３０世帯、つまり、２０から３９歳

女性が前年の１９から３８歳女性比で５９人ふえる。これを目標にしております。そ

のために、生活利便性の向上、地域の魅力向上を図るという課題が導き出されます。

転入も人口増に直結する年齢層の女性にターゲットを絞る。生活利便の向上、地域の

魅力向上も転入者をふやし、転出者を減らす手段でしかない。 

  また、このような目標設定は、子を産まない女性は府中町では歓迎されないのか、

そういう不快感や、女性の人権侵害、女性差別に当たるのではないかという疑問を呼

び起こします。 

  先ほども紹介したように、ことしの出生数が過去最少の８６万人程度にとどまるこ

とが確実になりました。これまでの総合戦略のあり方、国の総合戦略も、それに沿っ

た府中町の総合戦略も、根本的なところから検討し直さなければならない。若干の手

直しでは済まないと思います。 

  これまで提案され、実行されてきたもろもろの少子化対策は、いずれも顕著な成果

を上げることができず、出生数は下がり続けるばかりです。人口の維持を目標とし、

少子化対策という名の多産を奨励する対策は失敗している。転出入は、どこかがふえ

ればどこかが減るだけのこと。 
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  人口増を至上目的として、人口の自然増をもたらす２０から３９歳の女性をターゲ

ットにすることは、多産を奨励することと軌を一にしています。それはまた、産まな

い女性に対する差別に通じるものであり、産むことを懇願し奨励する発想と、それに

基づく施策が女性に拒否されている。それがことしに生まれた赤ちゃんの数が９０万

人を切って８６万人になったことの要因だと考えます。 

  そこで質問です。 

  人口増を至上目的として、人口の自然増をもたらす２０から３９歳の女性をターゲ

ットすることは、女性の人権から見て大きな問題だと思います。町はどのように考え

ているでしょうか。 

  ５番目、府中町まち・ひと・しごと創生総合戦略は今年度まで５年間、５カ年計画

でしたが、１年延伸すると伺いました。これまで申しましたように、総合戦略及び人

口ビジョンには大きな問題があります。抜本的な見直しをすべきだと考えますが、町

の見解をお聞かせください。 

  以上です。 

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

○議長（中村武弘君） ここでお伺いします。答弁の前に休憩したいと思いますが、再

開は１１時５分。休憩。 

（休憩 午前１０時５１分） 

 

（再開 午前１１時０５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３項の答弁を求めます。 

  答弁、総務企画部長。 

○総務企画部長（戸田秀生君） それでは、まず１２番、西議員からの一般質問、府中

町まち・ひと・しごと創生総合戦略の成果について御答弁させていただきます。 

  府中町まち・ひと・しごと創生総合戦略は、平成２７年度から取り組んでおります。

本年度が５年の取り組みの最終年度となっております。 

  総合戦略の策定に当たりましては、２つの基本目標を設定しております。 

  １つ目は、人口５万人の維持を目指し、国の長期ビジョンより１０年早いペースで
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出生率を回復するため、子育て世代女性１００人当たりのゼロ歳児数を８．７２人か

ら９．２３人に上げる出生率の回復、２つ目は、子育て世代の転入出差を年間プラス

３０世帯とするため、２０から３９歳女性を前年の１９から３８歳女性比で５９人増

にしていく、子育て世代の転入出差プラスを掲げております。 

  そして、２つの基本目標を達成するために、１、広島都市圏で一番の子育て支援、

２、子ども連れ家族の生活利便の向上、３、子どもに伝える地域の魅力の向上。この

３つを基本的方向とし、１６の施策と１２の項目のＫＰＩ、重要業績評価指標を掲げ

て取り組んできたところでございます。 

  それでは、順に答弁いたします。 

  まず１点目、府中町まち・ひと・しごと創生総合戦略対象期間内の町の主な取り組

みについてでございます。 

  子育て支援関係の取り組みにつきましては、保育所等にかわって、近居または同居

の祖父母が保育する場合のプラチナ保育手当の支給、府中南小学校区への放課後児童

クラブ新築、教職員パソコンやパソコン教室の機器等更新、電子黒板追加購入等の学

校ＩＣＴ化、外国人講師全校配置による英語授業の充実と英語検定の受験費助成、入

院・通院に係る子ども医療費助成制度の対象を６年生まで、入院を中学校３年生まで

拡大、予防接種費用助成、一般不妊治療費助成事業及び特定不妊治療費助成事業など

に取り組みました。 

  また、生活利便の向上では、街路歩道の再整備や通学路における道路の整備、つば

きバス停留場への雨除けバスシェルター設置などに取り組みました。 

  地域の魅力の向上に関する事業につきましては、公民館等改築事業、地域創業支援

事業、文化財保護事業や町の魅力発信事業等に取り組みました。指標の達成状況を踏

まえた指標の達成率は、総合戦略を開始しました平成２７年度末は３３．３％でした

が、この５年間、多少の上下はあるものの約５８％から７５％の達成率を推移してお

ります。各年度末に検証結果を考察しながら次年度へつながるように取り組み、基本

目標の達成を目指しているところでございます。 

  続いて２点目、府中町の人口推移及び出生率の推移についてです。 

  人口推移については、４月１日時点での住民基本台帳登録人口の集計結果によりま

すと、平成２７年５万１，９２３人から、平成３１年までの間で５万２，１４２人と

毎年増加している状況でございます。 
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  次に出生率ですが、合計特殊出生率、これは厚生労働省から公表されております

１５歳から４９歳までの女性の年齢別出生率を合計したもので、１人の女性が一生の

間に産む平均子ども数を推計したものでございますが、府中町としては、策定時の

１．７０から１．８０に引き上げることを目指しております。 

  なお、合計特殊出生率については、府中町分の数値が５年ごとの公表となっており

ますので、総合戦略においては、子育て世代女性１００人当たりゼロ歳児数を毎年の

検証値としており、目標値を９．２３人に設定しております。 

  毎年４月１日を基準としまして、この５年間は８．７２人から最大で９．４７人と

増減を繰り返している状況でございます。全国的に見ても平成１７年以降、合計特殊

出生率が若干回復傾向にある一方で出生数は減少を続けており、人口減少に歯どめが

かからない状況でございます。 

  人口減少対策は、長期的な視点で切れ目のない取り組みを進めていく必要があり、

本町では安定的な行財政運営を長期的な視点で行っていくためにも、人口減少対策を

含め、新たな行政課題や住民ニーズも踏まえながら、将来にわたって持続可能なまち

づくりを引き続き進めていきたいと考えております。 

  答弁は以上でございます。 

  引き続きまして、７番二見議員からの一般質問、「平成の合併」、地方消滅論・地

方創生と府中町につきまして、引き続き答弁させていただきます。 

  まず１点目といたしまして、広島市との合併をせず、単独の町としてあり続けてい

ることについて、町としてのお考えをお尋ねいただいております。 

  参考までに、広島県内における平成の合併前である西暦２０００年、平成１２年と、

合併後の２０１５年、平成２７年の人口を比較したところ、編入合併や新設合併をし

た１７市町のうち、広島市、福山市、東広島市を除く１４市町が軒並み減少している

のに対して、合併をしなかった当町は人口が増加しております。 

  また、同じく、広島県内における合併前と合併後の歳出総額は、１７市町のうち半

数以上の１１市町が減少しているのに対して、合併をしなかった当町を含めた６市町

は増加しております。 

  以上が参考として公表されている数値を取りまとめたものでございます。 

  現時点での当町における財政力指数・将来負担比率等の財務諸表での指標値や、自

治体戦略２０４０構想で示された将来的な人口減少の推計値から単純に数値比較をし
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ても、よい数値、または同水準となっております。 

  なお、財政指標が改善的に推移している点での効率的な財政運営はもとより、何よ

りも現在町で推し進めておりますネウボラ・子育て見守り支援サポート事業を初めと

した子育て・教育面での先駆的な取り組みは、町が独自で取り組むことができた強み

でもあると考えております。 

  今後も安定した行財政運営を担保しつつ、長期的な視点に立ってまちづくりを推進

していき、府中町に住んでよかった、これからも住み続けたい、住んでみたい、そう

実感できる府中町を目指していきたいと考えております。 

  続きまして、２点目、国が推し進めるまち・ひと・しごと創生総合戦略の取り組み

について、町としてどのように受けとめているのかという御質問でございます。 

  まち・ひと・しごと創生法は、少子高齢化の進展に的確に対応し、人口の減少に歯

どめをかけるとともに、東京圏への人口の過度の集中を是正し、それぞれの地域で住

みよい環境を確保して、将来にわたって活力ある日本社会を維持していくために、ま

ち・ひと・しごと創生に関する施策を総合的かつ計画的に実施することを目的とされ

ております。 

  人口減少対策は、長期的な視点で切れ目のない取り組みを進めていく必要があり、

国も第１期総合戦略に続き、第２期総合戦略を策定している最中でございます。 

  内閣府官房、まち・ひと・しごと創生本部によりますと、第１期まち・ひと・しご

と創生総合戦略に関する検証として、４つの基本目標と重要業績評価指標として

１３１のＫＰＩを設定しており、「目標達成に向けて進捗している」が全体の７６％

を占めております。地方創生は短期的に簡単に結果が出るものと考えられず、また一

概に地方創生に取り組まなかった場合の結果比較をはかり知るのは困難です。 

  しかしながら、国が第１期の取り組み結果の検証をしっかりと生かし、第２期とし

て進めていくことは、本町としても必要不可欠であると考えております。 

  なお、国は、策定を進めている第２期総合戦略を勘案し、地方自治体へ次期地方版

総合戦略の策定を要請しており、広島県も国の計画を踏まえて、来年度において県計

画を策定するものとされており、町としても引き続き人口減少対策を進めていく必要

があると考えております。 

  続きまして、３点目、本町における人口減少の有益性の御質問でございます。 

  議員御指摘のとおり、本町の人口密度は、近隣市町の規模と比べると非常に高く、
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全国的に見てもトップクラスとなっています。本町の人口は、平成から５万人を維持

しており、もちろん都市基盤や各種行政サービスの受け皿の想定として人口規模は最

重要な要素となり、長期的視点で高次的なまちづくりを進めていく上では、人口規模

に応じた財政的収支を考慮していく必要がございます。 

  一方で、人口減少が過去の人口レベルに戻るといったものだけでなく、現代の人口

減少は、少子高齢化による年齢階層の偏りが大きな問題であるとされております。 

  生産年齢人口、その子どもたちといった町の将来の担い手、また行政サービスを維

持するための税収の安定化や社会経済活動の維持など、町の活性化の重要な要素であ

る年齢階層に偏りが出ることが必然であり、これらを考慮した場合、人口減少は非常

に大きい課題と考えており、人口減少に係る影響を最小限に食いとめることが急務だ

と捉えております。 

  幸いにも近年マンション建設が続いており、当町の人口はしばらく５万人が維持で

きる見込みでございますが、今後間違いなく訪れる人口減少化を緩やかにしていく政

策が必要と思われます。 

  本町では、安定的な行財政運営を長期的な視点で行っていくために、人口を指標と

してまちづくりを進めており、全国的に人口減少が顕著となっておりますが、将来に

わたって持続可能なまちづくりを引き続き進めていきたいと考えております。 

  続きまして、４点目、人口の自然増をもたらす２０から３９歳の女性をターゲット

とすることが人権から見て大きな問題ではないかといった御質問でございます。 

  現行の総合戦略は、２つの基本目標と指標で構成したことは先ほどもお伝えしまし

たが、基本目標の一つに子育て世代の転入出差のプラスを掲げております。これは育

て世代の世帯数をふやしていきたいという考えであり、これが基本目標、町の考えで

ございます。 

  本目標は、年代を問わず全ての子育て世代の方々に、広島都市圏で一番の子育て支

援を目指して施策展開している府中町で子育てをしてもらいたいという意味であるこ

とを前提としていることを申し添えます。 

  この基本目標の達成度をはかる指標の一つに、２０から３９歳の子育て世代女性人

口の増減を掲げており、本計画制定時において、子育て世代の世帯数の増減が２０か

ら３９歳の女性人口の増減と比例すると仮定して、この値を定めた経緯がございます。 

  この指標は、対象年齢を限定しているものではなく、あくまでもどの数値で達成度
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をはかるかといった人口統計を踏まえた指標設定上の捉え方、言いあらわし方であり、

人権問題とは異なるものであると考えております。 

  最後に５点目、府中町まち・ひと・しごと創生総合戦略の抜本的な見直しについて、

町の見解を御回答いたします。 

  人口減少対策は、長期的な視点で切れ目のない取り組みを進めていく必要があり、

国も第１期総合戦略に引き続き、第２期総合戦略を策定している最中だというところ

は、先ほど御答弁させていただいております。 

  本町においても、総合戦略に掲げている人口減少対策は、総合計画にも包含される

共通の重点課題であることから、終了後も継続して取り組むものとしており、総合戦

略と総合計画は、長期スパンでの人口減少対策といった点での共通の目的を持つこと

から、一体的に策定し、連携の上推進すべきものであるとしており、後期計画の第

４次総合計画と連動性をとることといたしました。 

  総合計画と人口減少対策を含め、新たな行政課題や住民ニーズも踏まえ、第４次総

合計画の改定に向けては、議員の皆様の御意見もいただきながら進めていきたいと考

えております。 

  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。 

  １２番西議員。 

○１２番（西 友幸君） ちょっと今ちょっと１問ふやさせていただいたんですけど、

部長、今、道路整備をかなりやられてると言われてましたが、私、横断歩道、白線、

歩道と道路とガッターとの間の。これね、ほとんど消えかかってますよ。整備あんま

りされてないですよ。本当危ないですよ。通学路にそういうことがいっぱいあるわけ

なんですよ。例えば、これ警察がやる仕事なんですが、警察にもぜひお願いに行って

いただきたいと私は思っておりますが、いかがでしょうか。 

  それが１点と、それで本題に入ります。 

  府中町の人口動向は、人口減少が見られる広島都市圏においても微増ながらも人口

増加で推移しております。出生率においても目標に近い水準にあるということは、私

の考えでは、近年の土地の有効活用に大規模な高層住宅の建設と、その相乗効果によ

って人口ビジョン、まち・ひと・しごと創生総合戦略の効果として一定の目標に達し

ているのではないかと思います。 
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  私はこれね、実際は民間が全部やってることなんですよ。町じゃないんですよ、は

っきり言って。民間がマンション建ててるんですよ。その上で戸建もどんどんふえて

いっとるんですが、さっきの二見議員、そういった悲観論はそんなにしなくてもいい

と思います。一戸建てでもどんどんまだ今から建っていきますよ、土地があれば。 

  その点、私何回も議会で質問しとるんですが、府中町って１０．４１キロ平米で

５キロ平米ですよね、物が建てられるのは。あとできるいうたら、府中町は、例えば

海田とかは埋め立てすればいい。坂も埋め立てすればいい。熊野は山があって造成す

ればいい。府中町はないわけですよ。容積率の緩和しかないわけですよ、考えても。

誰が考えてもわかりますよ、これ。当たり前のことですよね。 

  それで、人口増加が進んで、子育て、特に新たな保育所の建設も必要不可欠であり、

町長の３つの宣言の一つ、広島都市圏で一番子育てのしやすい町を確実に実現してい

くためにも、一層の保育所の誘致が必要ではないかと思います。 

  私はね、何で子育てが、子どもを産まれる方が少ないかいうたらね、これですね、

もう簡単明瞭なんですよ。わかりますか。要するにですね、所得がない。この日本の

税制において、もう５回変えられてるんです。例えば、５００万円もらってる人、

４５０万円なんです。給料が。４００万円もらう人は３６０万。減ってきてるわけな

んです。共稼ぎせんといけんわけですよ。女性も働かにゃいけんのですよね。男性が

しっかり働いてきて月８０万円取ってきたらね、女性働く必要ないですよ、本当。そ

こらを本当に単純に捉えてますけど、違うんですよ。要するに所得が少なくなってる

からですよ。それで、みんな楽な生活をしたい。それによって女性が働く。それによ

って子どもをつくる時間がないとか、そういうことの現状わかるんですか。 

  さらに、人口増加に対して広島県東部連続立体交差事業がいよいよ着手されますが、

向洋駅のアクセスの向上など交通手段の利便性を考えていく必要があり、現在町が運

営しているつばきバスの利用者増加に向けて、運行ルートの見直しや新たな停留所の

建設等がまだまだ検討を進めていく必要があると考えております。 

  そこで質問ですが、令和２年、府中町第４次総合計画の中間年度となりますが、府

中町のまち・ひと・しごと創生総合戦略の整合性と今後のまちづくりの方向性につい

て、またつばきバスの運行見直しの時期について伺います。 

  以上のことについて質問いたします。 

○議長（中村武弘君） 続いて、７番二見議員。 
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○７番（二見伸吾君） 国の地方創生総合戦略についてですけども、短期的に結果が出

るものでないと。１年や２年だったらわかるんですけど、５年で兆しぐらいは普通は

見えると思うんですけど、兆しどころか反対の方向に人口集中にしても、人口減少に

歯どめをかけるにしてもね、なっていますので、そういうことは言えないんじゃない

のかなと思うんです。 

  府中町の場合には、本当にわずかながらですけども人口増になっていまして、でも

それはもちろん職員の皆さんの努力ということもあると思うんですけれども、主要に

は利便性、町の利便性ということからくるものだというふうに考えております。 

  それと、少子高齢化なんですけれども、年齢階層の偏りという答弁がありましたけ

ど、これ平たく、普通言いますのは高齢化社会にきていると、危機だということなん

ですけれども、よくみこしの図がありまして、支える人と支えられる人ということな

んですけれども、これは６５歳以上の人はみんな支えらえる人になってるんですね。

それで、１５歳から６４歳の人は、あるいは二十歳から６４歳の人はみこしの上に乗

っているということで、１９６５年には９人で１人、２００８年では３人に１人、

２０２５年には２人で１人で、２０５０年には１人が１人を支えると、そういうみこ

しの図が描かれて、これから大変なことになると言われているんですけれども、事態

はそれほど単純じゃない。 

  まず、６５歳以上なんですけど、この議会の皆さん見て６５歳以上、半分なんです

ね。こういう人は下にいるんです。上じゃなくて、担がれる人じゃないんですね。 

  それと、女性も１９８６年には５７．１％の人が働いてると。それが今や西議員も

言いましたけど、７２．７％、大体６割弱から７割強。この人たちは、専業主婦のと

きには上にいたわけです。支えられてる。お金稼いでません。それが今やそのぐらい

の人が下へ回ってきてるということですよね。 

  それともう一つは非正規労働者で、非正規労働者は１９８４年には１５．３％でし

たけども、１９９０年には２０％、２０１９年には３８％ですから、実に１９９０年

から比べても倍近くふえてる。この人たちは上か下かっていうとなかなか微妙なんで

すけれども、正規一人前よりは社会保険料負担含めて、あるいは納税も含めて、累進

ですので税金もそんなに。だから、支える側、下にいるはずなんだけども、非常に支

える力は弱くなっているというふうに言えます。 

  これは非常にそういう意味で誤解を招く数値なんですけども、実際には私、今回の
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自治体戦略２０４０見たら、我々がずっと言ってきたことが書いてあってびっくりし

たんですけど、結局支える側と支えられる側っていうのは、働いてる人とそうでない

人ということなんですね。そうすると、１００年前から今日に至るまで１対１なんで

す。ただ、もちろんその年齢構成が若年層から年寄りに移ってると。そのことに伴う

支出増っていうのはあるけども、子どもが減ってるということは教育にかかる費用が

減るということで、そんなに先ほどのよく皆さんが見るみこしの図ほど単純なことで

ないということを指摘をしておきたいと思います。 

  そして、４つ目の質問、人口増を至上目的として、人口の自然増をもたらす２０か

ら３９歳女性をターゲットすることは、女性の人権から見て大きな問題ではないのか

というふうに問うたところ、それは別の問題なんだという御答弁でした。 

  だけど、ですけども、年代を問わず全ての子育て世代に府中町で子育てしてもらい

たいという趣旨だったと思うんですけども、この基本目標をはかる指標の一つとして、

２０から３９歳の子育て世代女性人口の増減を掲げ、子育て世代の世帯数の増減が

２０から３９歳の女性人口の増減と比例すると仮定したと書いてある。 

  しかし、この指標は対象年齢を限定しているものではないという答弁で、総合戦略

の基本目標ははっきり２０から３９歳と限定しているのに限定していないというのは、

もう全く理解ができません。 

  １回目の質問でも言いましたように、人口維持を至上命題として、子育て世代が居

住を選択する町はその手段だという考え方自体が間違っている。根本の考え方がおか

しいわけで、表現の問題ではないというふうに思います。 

  日本は第二次世界大戦を挟んで、人口構造も発展途上国型から先進国型へ変わりま

した。戦前の日本は出生率の高い国で、老人の比重が少なく、年少者の比率が高い。

そういう人口構造でした。明治以来１９５０年までの半世紀の平均の出生率 は

３２．７でしたけども、１９５５年から１９７０年の１６年間の平均は１７．９で、

この時点で戦前の半分近くまでも出生率は下がってるんですね。その一方で、死亡率

が２０から７へと３分の１に急減をいたしました。 

  出生率の減少は、母体保護、女性の人権保障が進んだことによるものです。

１９２７年生まれの私の父は７人兄弟、１９３０年生まれの母は１０人兄弟でした。

私が生まれたとき、両方の祖母はもういません。こんなにたくさん子どもを産んだら

母体はがたがたです。長生きできるはずもありません。子どもを産み育てることは命
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がけなんです。 

  世界でも出生率は低下をしています。１人の女性が生涯に出産する子どもの数を示

す出生率の世界平均は、当時の４．８から１９９４年に２．９まで減少し、現在は

２ ． ５ で す 。 最 貧 国 に お い て １ ９ ６ ９ 年 時 点 で は ６ ． ８ で あ っ た 出 生 率 は 、

１９９４年、５．６、２０１９年には３．９。もう人口が減っていく、出生率が下が

っていくというのは、世界的な傾向になってるということであります。 

  先ほども言いましたセクシュアル・リプロダクティブ・ヘルスを推進する国連人口

基金の努力とリプロダクティブ・ライツを求める運動で、意図しない妊娠が激減し、

何百万人もの人々にとって、より健康的で生産的な暮らしへの活路が開けたと、この

ように世界人口白書は評価をしております。 

  政府や自治体がリプロダクティブ・ヘルス・アンド・ライツについて、無関心、無

頓着であってはならず、尊重し、守らなければなりません。 

  ２０から３９歳の女性に引っ越してきてほしいという町に住みたいのかと周囲の女

性に、町内外の女性に聞いてみました。誰もがノーと言い、気持ちが悪いというのが

反応でした。産めよふやせよということを目的とする自治体は、そのことが広く知ら

れることになれば敬遠されることになる。それは女性を人口増の手段としていること

が見え見えだからであります。「次期総合戦略の策定に当たっては検討する」という

答弁でしたので、ぜひ根本的なところから検討し直していただきたいと思います。 

  人口減は社会発展が必然的にもたらすものだと言いましたけれども、現在日本で進

んでいる人口減少は余りに急なスピードで進んでおります。これは確かに問題であり

ます。人口減少率を緩やかにする必要がある。なぜこんなにも急激に子どもが生まれ

なくなっているのでしょうか。若干違いますけども、西議員が言われたことと共通し

ております。年収が下がってる。 

  明治安田生命福祉研究所が興味深い調査をしております。２０１６年の調査ですけ

れども、３年前の２０１３年と比べると２０代、３０代の未婚男女の恋愛や結婚の意

識などが大きく変化をしているというのです。 

  第１に、結婚したいと考えている人は、２０１３年度調査と比べて大幅ダウンしま

した。２０代男性は６７．１％から３８．７％に、２０代女性は８２．２％から

５９．０％にまで減っています。 

  第２に、２０代で恋人がいる人は、２００８年度調査と比べて大幅に低下をいたし
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ました。男性は４５．８％から２２．３％に、女性は４７．９％から３３．７％、

５人に１人から３人に１人に減っています。交際経験がない２０代未婚の男性は

５３％で、３年前の１．７倍です。 

  第３に、結婚に必要な収入をどのくらいと考えているのか。女性の半数以上が、結

婚相手に４００万円以上の年収を希望しています。しかし、男性の実際の年収はとい

うと、年収４００万円以上の人は２０代男性のわずか１５．２％、３０代でも３７％

にとどまり、「女性が希望する年収とは大きなギャップが見られ、このギャップが未

婚・晩婚化の一因と考えられます」と調査レポートは言っています。 

  第４に、これが一番ショッキングでしたけども、３０代未婚男性の交際経験は、年

収２００万円未満では４２．３％、年収４００万円以上では７５．８％。年 収

２００万円未満だと４割もの人が女性とつき合ったことがない。レポートは、「一定

程度の年収がないと恋愛・結婚に前向きになりにくい傾向が見られ、特に男性は年収

が恋愛・結婚の意識や行動に大きく影響している実態がうかがえる」としています。 

  府中町・まち・ひと・しごと創生総合戦略が描いている、２０から３９歳女性とい

う出産可能な女性にたくさん産んでもらい、そういう可能性がある女性に引っ越して

もらえば人口がふえるというほど現実は甘くないということです。 

  国勢調査によれば、１９９０年の生涯未婚率、５０歳時点における未婚者の割合は、

男性が５．６％、女性は４．３％で、ほとんどの人が一度は結婚していたわけです。

それが２０１５年には男性２３．４％、女性１４．１％となっています。男性のうち

およそ４人に１人、女性のうち７人に１人が生涯一度も結婚しなくなったわけであり

ます。幾ら妊娠する可能性があっても、パートナーがいなければ女性から子どもは生

まれません。結婚する、しない、子どもを産む、産まないはそれぞれの自由でありま

すけれども、結婚ないし子育てするための経済的条件が掘り崩されている。ここに問

題がある。 

  経済的条件がなぜ掘り崩されているのか。それは日本で１９９０年代以降急速にふ

えた労働者の非正規化です。 

  １９９０年には非正規雇用者は８７０万人、全労働者の２割ほどでした。ことしは

２，０９０万人で３７．８％、４割近くにまでふえている。２倍以上になってます。

総務省の２０１７年の調査では、非正規社員の７５％は年収２００万円未満。働いて

も働いても生活が豊かにならない。いわゆるワーキングプアです。労働者の非正規化
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と低賃金が結婚できない、結婚する気も起きないという大きな要因になっているわけ

です。この問題を放置したまま幾ら産めよふやせよといっても、少子化はとまらない

でしょう。 

  そこで質問です。 

  非正規雇用の増加、ワーキングプアの増加と非婚化、そして少子化には、このよう

に因果関係があると思いますけれども、町はどのようにお考えですか。 

  そして、もう一問。国民健康保険の均等割保険料は、年齢や所得に関係なく一律に

定額が課せられます。そのことで、特に子育て世帯の保険料負担が大きくなっている

ことが以前から問題になっています。子どもをふやしたいと言いながら、１人子ども

がふえるごとに国保税を課す。均等割を課す。これは大変矛盾したことだと思います。

健康保険や公務員の共済保険では、子どもが何人いても保険料は同じです。 

  今、全国では、子育て減免制度を実施する自治体が徐々に広がっています。県内で

は、福山市が２人目以降の子どもを２割減免しています。福岡県北九州市や大阪府箕

面市では、均等割を１人目は２割減、２人目は５割減、３人目は７割を減額していま

す。神奈川県大井町は、来年度から子どもを対象に国民健康保険税の均等割を１人目

から全額減免いたします。 

  全国知事会は平成３１年度、国の施策並びに予算に関する提案・要望の中で、子ど

もに係る均等割保険料軽減措置の導入を国に要望しております。本来、国の制度設計

として均等割をなくす、あるいは少なくても軽減措置をとるべきだと思いますけれど

も、国がなかなか動かない中、既にそれぞれの自治体で軽減措置が始まってることは

今紹介したとおりであります。 

  石川県加賀市も１人目からの軽減をしております。加賀市は、ホームページで減免

制度について以下のように説明をしております。 

  国民健康保険税の均等割は、社会保険等にはない加入者一人一人にかかるもので、

収入のない子どもについても人数分の賦課がされています。加賀市では、子どもの均

等割を減免することにより、子育てにかかる経済的負担を軽減することにしました。 

  そこで質問です。 

  子どもがふえるごとに国保税がふえていく均等割の仕組みは、子育てしやすい町に

反するものです。府中町でも国保税の均等割について減免すべきだと思いますが、減

免するお考えはあるでしょうか。 
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  以上で２問目の、２回目の質問を終わりにしたいと思います。 

○議長（中村武弘君） 答弁。 

  総務企画部次長兼政策企画課長。 

○総務企画部次長兼政策企画課長（谷口充寿君） １２番西議員さんからの御質問に御

答弁させていただきます。 

  まず１点目、府中町まち・ひと・しごと創生総合戦略と中間年度を迎える府中町第

４次総合計画との整合性、そして今後のまちづくりの方向性についてでございます。 

  先ほどの７番二見議員への御答弁と重複する部分もございますが、総合戦略と総合

計画は長期スパンでの人口減少対策といった点で共通の目的を持つものであるため、

総合戦略が目指す子育て世代が居住を選択する町は、重要業績評価指標、ＫＰＩだけ

でなく、総合計画の施策、事務事業とも密接に関係しているため、一体的に連携の上、

推進すべきものと考えております。これを踏まえ、計画期間が同じ５年間である総合

計画後期に合わせまして次期総合戦略も令和３年度からとし、同時進行することとい

たしました。 

  なお、次年度の取り組みにつきましては、現総合戦略の指標期間のみを５年から

６年とすることとしまして、進捗状況を踏まえ、個別に目標値を修正して、引き続き

人口減少対策を推進してまいります。 

  今後は、令和３年度からの次期総合戦略策定に向けまして、現総合戦略の検証、分

析による課題等の整理、アンケートやパブリックコメントにより住民意向の反映を行

うとともに、国の次期総合戦略を踏まえまして、より実効性のある内容を構築してま

いりたいと考えております。 

  また、府中町第４次総合計画については、現在、実施をしておりますまちづくりに

関するアンケート調査結果の反映、広範にわたる基礎データの収集分析、現状、課題

等の把握、客観的かつ専門的な情報分析を行いまして、学識経験者や町行政に識見を

有する者で構成されるまちづくり推進懇話会を設置しまして、その意見を踏まえると

ともに、行政評価及び事務事業評価を統括してまちづくりの将来ビジョンを示してい

きたいと考えております。 

  続きまして、２点目、つばきバス運行見直しの時期について御答弁いたします。 

  府中町地域公共交通網形成計画にありますとおり、向洋駅周辺につきましては駅へ

のアクセス向上など、交通結節機能の強化が重要であると考えております。 
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  つばきバス運行見直しの時期といたしましては、令和３年度中の改定を目指してお

りまして、関係機関、関係部署と協議を進め、運行ルートの変更を含めた見直しを実

施してまいります。 

  今後は、交通事業者や地元企業、また住民の皆様と連携し、持続可能で利便性の高

い公共交通の実現を目指してまいりたいと考えております。 

  答弁は以上です。よろしくお願いいたします。 

○議長（中村武弘君） 総務企画部長。 

○総務企画部長（戸田秀生君） 西議員の追加で道路の白線の件なんですけども、町と

いたしましても安全管理の観点からいっても、しっかりとやらないといけないと考え

ております。広島県のほうへですね、警察、広島県、しっかり要望を出していこうと

思っておりますので、よろしくお願いいたします。県警本部長のほうからも伝えてお

りまして頑張るという御回答をいただいておりますんで。 

  続けて、二見議員、西議員からも言われました、子育て世代施策の中で所得の関係

が重要なんではないかと。町としてもそれは認識はしております。 

  ただ、所得をふやしていく施策ということになりますと、町単独で何ができるのか

なと。やっぱり国と町でやっぱりそれぞれ向かうところがちょっといろいろあります

んで、町としてどんなことができるのか考えていきたいと思っております。 

  二見議員の非正規雇用の増加、ワーキングプアの増加と非婚化、そして少子化には

どのような因果関係があると思いますか、どのようにお考えですかということで、言

われるとおり、やっぱり因果関係はあると考えております。 

  町といたしましても非婚化、そして少子化対策といたしましては、今までも婚活事

業を推進したりとかいうことは進めてはおるんですけども、やはりそういった要因は

否定できない。二見議員と同じような考えで今後の施策に生かしていきたいと考えて

おります。ただ、ほかにもいろいろ施策打たないといけないので、その中の一つとし

て考えていきたいと思っております。 

  もう一点の子どもがふえるごとに国保税がふえていく均等割の仕組みは、子育てし

やすい町に反するものです。府中町でも国保税の均等割について、減免すべきだと思

いますが、減免する考えはありませんかということなんですけども、町としてもこの

件に関しましては問題意識は持っております。 

  国民健康保険の均等割はゼロ歳の子どもも含まれますので、負担が大きいというお
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話はいただいております。均等割については、広島県の国保関連会議の中でも議題に

取り上げられて、各市町もやはり念頭には置いておるということは伺っております。 

  実際にまだ具体的な動きということでは情報入っておりませんが、当町ではこれか

らも国、県及び周辺市町の動向等を注視しながら、この制度について研究していきた

いと考えております。 

  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。 

  １２番西議員。 

○１２番（西 友幸君） 私はよその国の問題出しちゃいけんのですが、韓国ね、一番

子どもを産まなくなってる国ですね。いつ消滅してもおかしくない国です。 

  それは何が原因かいうたらね、女性軽視と、あとは働く場がないんですよね。ほん

で、女性軽視いう面では府中町はあんまりないと思うんですけど、府中町は大力鉄工

所さんとかいろんなんが以前はありました。ｸﾛｲｼさんとかですね。でも、今あるいう

たら日立、デルタ工業、マツダですね。たかがそんなもんですね。ソレイユもありま

すけど、少なくなってきてるのが現実ですよね。 

  ですから、働く場をふやすいうことはできる思うんですよ。例えば、今ごみを坂に

任せてますけど、府中町がやってもいいんじゃないんですか。一番ようけ金出しとん

じゃけ。そうですね、皆さん、議員の皆さんそう思いませんか。 

  それから、３回目の質問に入ります。 

  町長は就任以来、広島県都市圏で一番子育てのしやすい町を掲げ、子育て世代のサ

ービスや施策に力を入れてこられた。その結果は十分評価できると思います。 

  これからのまちづくりにおいて、子育てだけでなく多くの町民が住んでよかったと

思っていただけるまちづくりを進めるため、年齢層を問わず子どもから高齢者までい

ろんな世代に向けて施策を盛り込んでいただきたいと思います。 

  これね、前にも言ったと思いますけど、もう何年前かな、５～６年前にね、林議員

のお父さんがやっぱり中四国で一番これ統計調べて、府中町が一番住みよい町いうの

に挙げられてるんですよ、はっきりと言って。今でも住みやすいわけなんです。府中

町は。いうことでね、そこらはかなりもう進んでるんじゃないかと私は思っておりま

す。 

  最後にですね、内閣府は仕事創生、子ども預かりですね、府中町は預かりやってま
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すけど、府中町において本当にやっていただきたいのは、女性の働く場をつくってい

ただきたいのと、さらには向洋駅のこんなに多くあった、以前多くあった店舗が、今

は本当にありませんよ。活性化、向洋駅の活性化って駅をつくるだけで、町としての

活性化いうのはありませんよ。そこらをよく考えてですね、もう私も単純に考えて今

から小さい土地８坪くらいを返していくのにね、何軒か固まっていただいてやったら

ね、すごいいいまちづくりできると思うんですよ。そこら辺について町から少し発信

しても、町民の皆さんに、いいんじゃないかと私は考えております。いうことで、こ

れは要望として終わらせていただきます。 

  それと、なるべく早くちょっと邪魔になってる、邪魔いうたら悪いんですけど、区

画整理の邪魔になってるとこが何軒かあるんですよね。そういうところを早急に取り

組んでいただきたいと思っております。 

  以上、よろしくお願いします。 

○議長（中村武弘君） ７番二見議員。 

○７番（二見伸吾君） ３点ほど申し述べたいと思います。 

  １つ目は、非正規化とこの少子化、あるいは晩婚化、非婚化というものには、因果

関係があるというふうにお認めになりました。そして、やっぱり所得が必要だと。何

ができるのかということですけど、私は金曜日にも反対いたしましたけれども、隗よ

り始めよ。まず、みずからの非正規職員にちゃんとした一人前の、一人前じゃないで

すけどボーナスをちゃんと払う。このことがまず町のできることだと。そうでないと、

金曜日にも言いましたけども、来年からパートタイム・有期雇用労働法が出て、これ

も一時金を出そうということですけど、それが府中町のように月給を、あるいは基本

給を削って一時金に充てると、賞与に充てるということでしたら、処遇改善につなが

らなくなる。ぜひこの点はよく考えていただきたい。これが１点目。 

  ２点目は、国保税の均等割の減免について、問題意識があるというふうに御答弁い

ただきました。大変いいことだと思います。私もちょっと調べましたけど、それぞれ

の市町によってやり方、減免のあり方、いろいろあるようですので、ぜひ研究、検討

していただいて、できるだけ早い時期に減免制度をスタートさせていただきたいと思

います。 

  最後、３点目ですけども、国のことで関係ないじゃないかというふうにおっしゃら

れる方もいたんですけど、やはり国の方針が地方自治体にやってくる。国が決めて、
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それが地方自治体にやってくる。それがきょう言った例で言いますと、市町村合併で

あり地方創生だと。もちろん施行部の皆さんはそれと無関係に町政を行うということ

は難しいということは承知をしておりますけれども、ぜひ自立的な立場で相対的に国

の方針を受けとめて、府中町らしいやり方というものを追求していただきたいという

ことを要望いたしまして、私の質問を終わりにさせていただきます。 

○議長（中村武弘君） 以上で、第３項、府中町まち・ひと・しごと創生総合戦略の成

果について、１２番西議員、「平成の合併」、地方消滅論・地方創生と府中町、７番

二見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。再開は１３時から。休憩。 

（休憩 午前１１時５７分） 

 

（再開 午後 １時００分） 

○副議長（力山 彰君） 議長を交代いたしました。休憩中の議会を再開します。 

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

○副議長（力山 彰君） 引き続き、総務文教関係の一般質問を行います。 

  続いて、総務文教関係、第４項、府中町の特徴を生かした魅力ある教育施策の推進

について、２番木田議員の質問を行います。 

  ２番木田議員。 

○２番（木田圭司君） 府中町の特徴を生かした魅力ある教育施策の推進についてとい

うことで質問させていただきます。 

  近年、まちづくりという言葉が盛んに使われるようになってきた背景には、都市空

間・景観問題、環境問題、交通問題だけでなく、コミュニティー問題、少子高齢化問

題、福祉問題などが深く関係していると思われます。 

  平成２８年６月の佐藤町長就任以来、町長が掲げる３つの宣言、特に志を育む教育

の町、広島都市圏で一番子育てしやすい町の実現に向けては、現在の町の人口動向を

見ても、先ほど来ありますように微増、少しずつふえているという状況を踏まえても、

まちづくりとして効果があったと考えており、これら２つが共通するものとして教育

施策が挙げられます。 

  教育施策に関しては、平成２７年５月に府中町教育振興基本計画が策定され、あい
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さつ、感謝、志をキーワードとした社会総ぐるみの人材育成を基本理念に掲げ、本年

度までの５年間、さまざまな事業が実施されてきました。 

  例えば、学校支援室の設置やコミュニティスクールの全校導入、スクールカウンセ

ラーの配置など、国や県の補助の範囲を超えた町独自の展開も多く見られると考えま

す。 

  そこで、次の点を伺います。 

  １つ、教育委員会がこの５年間で取り組んだ町独自の教育関連事業。 

  ２つ、その事業の成果をお示しいただきたいと思います。 

  よろしくお願いします。 

○副議長（力山 彰君） 答弁。 

  教育部長。 

○教育部長（榎並隆浩君） ２番木田議員、府中町の特徴を生かした魅力ある教育施策

の推進について答弁いたします。 

  御存じのとおり、府中町教育委員会では、平成２７年５月に基本理念・基本目標を

より明確化して府中町の教育行政全体の方向性を示した府中町教育振興基本計画を策

定いたしました。 

  また、平成２８年１２月には、府中町第４次総合計画を踏まえた指標の設定と府中

町学校運営等についての調査検討委員会の答申を受け、新たな基本方針、信頼される

学校教育の確立を追加した改訂版を策定して、さまざまな施策を実施しております。 

  御質問の内容につきましては、この計画に基づき教育委員会がこの５年間で取り組

んでまいりました町独自の教育関連事業の成果について説明をさせていただきます。 

  まず、学校教育に関する内容です。ここでは、平成２９年度より学校教育課に設置

した学校支援室の取り組みを中心に説明をさせていただきます。 

  学校支援室設置の目的は、信頼される学校教育の確立です。府中町学校運営等につ

いての調査検討委員会からの答申を受け、小・中学校との緊密な連携を図りながら、

それぞれの学校のニーズに合わせ、学力向上・生徒指導両面での支援を行ってまいり

ました。同時に、志を育てる教育事業、グローバル教育事業、小・中連携教育充実事

業、学校運営改善推進事業といった事業を推進してまいりました。 

  まず、志を育てる教育事業では、社会の中で自己実現を図るために、自分を大切に

し、志を持って夢へ挑戦し、学び続ける力を持つ児童・生徒を育成するため、志を育
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てる教育講演会、ドリームナビゲーションの作成等など行ってまいりました。この事

業の推進により、「将来の夢や目標はかなうと思う」と答える児童・生徒の割合が県

平均を上回るなど、児童・生徒に夢や志を持ち、可能性に挑戦する力が少しずつ育ま

れていると考えております。 

  次に、グローバル教育事業では、小・中学校に毎日英語に親しむ時間「ふちゅうＥ

タイム」を設定し、府中町独自の評価、ＦＥＭを導入いたしました。 

  また、外国人指導助手等による外国語活動及び英語の授業の充実により、異なる文

化を理解するとともに、違いを尊重し、ともに生きるための態度や能力を育成してま

いりました。 

  その他、英語力の状況を把握するため、「中学校卒業時に英検３級以上取得した生

徒の割合を５０％以上とする」を指標とし、英語検定受験の助成を町独自に行い、取

得率は平成３０年度には４１．１％となるなど、着実に上昇しております。 

  次に、小・中連携教育充実事業では、社会を生き抜く力を身につけるため、知・

徳・体のバランスのとれた基礎・基本を確実に定着し、他者と協働して主体的に学ぶ

児童・生徒の育成を図るため、各中学校区の小・中学校教職員が協同で実施する研究

組織による小・中連携を推進いたしました。全国学力・学習状況調査の教科に関する

調査の結果が全国平均、広島県平均をそれぞれ上回るなど、小・中学校が連携しての

研究活動の成果が生かされ、主体的な学びが促進されていると考えております。 

  次に、学校運営改善推進事業では、大きな３つの柱で取り組みを進めてまいりまし

た。 

  １つ目の柱は、教職員の意識改革・資質能力の向上を図る研修の充実です。 

  信頼される教育を進める使命感を醸成するとともに、授業力、生徒指導、キャリア

教育、学校マネジメントといった教職員の専門性の向上のための研修等を行ってまい

りました。 

  ２つ目は、多様な目で指導、支援、援助、点検・評価する仕組みづくりです。 

  まず、地域の力を学校教育に生かすコミュニティスクールを町内７校、全校に導入

いたしました。そして、学校運営、情報管理、生徒指導に関するチェックリストを用

いて、みずからを振り返る取り組みを全教職員に年２回実施するとともに、その分析

結果をもとに個別に指導をしてまいりました。 

  また、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーの配置及び配置時間増
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を町独自に実施することにより、充実した相談体制と早期の対応・予防的な指導を確

立するとともに、学校と学校支援室による連携協力体制を構築いたしました。 

  このほかにも外部人材の活用として、地元企業、文部科学省のアドバイザーなどの

講師を招いての研修を初め、教員が必ずしも担う必要のない業務を洗い出し、スクー

ルサポートスタッフの整備や配置などを行いました。 

  ３つ目は、学校と連携・協力・情報共有を緊密に行う体制整備です。 

  学校が、教育委員会が作成した府中町進路指導に係る基本的な考え方に基づき、児

童・生徒や保護者の思いや願いに寄り添い、将来への展望を持って努力できるように

指導・援助ができるよう、学校と緊密な連携を図ってまいりました。 

  具体的には、指導主事や管理主事が継続して学校訪問を行い、授業を中心とした学

校状況の把握と指導・助言、校内の会議に参加しての指導・助言を行うなどして、学

校に寄り添った支援を行ってまいりました。 

  これらの取り組みの結果、各学校が実施する保護者アンケートでは、「学校教育を

信頼している」と答える保護者の割合が小・中学校ともに９割を超え、９３．１％ま

で上昇いたしました。 

  そして、小・中学校における最大の課題であった不登校児童・生徒数が、平成

２７年度には小・中学校合わせて７５名だったところが、平成３０年度には４０名と

大幅に減少した結果、不登校児童・生徒の割合が小・中学校とも統計を始めて初めて

広島県平均を下回りました。 

  また、教職員を対象としたアンケートでも「子どもと向き合う時間が確保されてい

る」と答える教職員の割合が８６．３％まで上昇しました。児童・生徒と向き合う時

間を確保し、教育の質を高め、信頼される学校教育を確立するという学校支援室の取

り組みが、学力向上・生徒指導両面で成果を上げたと考えております。今後も大切な

ことを見きわめ、さらに教育の質を向上させたいと考えております。 

  続いて、社会教育に関する内容です。社会教育では、生涯各期に応じた学習機会の

提供を行ってまいりました。 

  学習機会の充実ですが、公民館活動グループの地域還元事業として、町民の多様な

学習ニーズに応え、活動者自身も自己実現を体感することを狙いとし、町内２つの公

民館にある１１０の定期活動グループが、学習活動で得た成果を還元する取り組みと

して、学ボラ、１クラブ１ボランティア事業を実施しております。 
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  また、家庭教育の支援としては、家庭教育グループくすのきを中心に親の力を学び

合う学習プログラム講座を開催するとともに、講座の進行役を務めるファシリテータ

ーの発掘養成を行いました。講座については、町内の保育所や幼稚園、学校はもちろ

ん、町外からも実施依頼があり、平成３０年度においては４３回、計１，０２３名の

参加がございました、 

  また、放課後や長期休業中に就労などにより保護者が家庭にいない児童を対象に放

課後児童クラブを運営しております。平成２８年度から、小学６年生までの受け入れ

の拡大や、夏休み・冬休み中の長期休業中のみの受け入れも開始しました。 

  歴史文化関連としましては、ふるさと再発見講座を開催し、府中町の歴史をわかり

やすく、興味深く町民に知ってもらい、文化財への関心を持ってもらう事業を行いま

した。 

  また、その受講生が中心となって府中町歴史民俗資料館ガイドボランティアを組織

し、小学校の校外学習などで活躍をしていただいております。 

  このように、生涯学習活動を通じて、学習成果を地域に還元することにより、子ど

もから高齢者に至るまで、世代を超えた学習・交流を行うことができることは、学び

のネットワークの拡大、学習者のさらなるモチベーションの向上に寄与していると考

えております。 

  そのほか教育環境の整備事業として、平成２９年度までに小・中学校の耐震化や普

通教室等への空調設備の整備を完了するなど、計画的に学習環境の整備にも努めてい

るところです。 

  以上が現在の教育振興基本計画の中での主な町独自の教育関連事業とその成果とな

りますが、現在この計画に続き、第２次府中町振興基本計画を策定しております。第

２次計画では、第１次と同様にあいさつ、感謝、志をキーワードとした社会総ぐるみ

の人材育成を基本理念としており、引き続き魅力ある教育政策を実施していきたいと

考えております。 

  答弁は以上です。よろしくお願いいたします。 

○副議長（力山 彰君） ２回目の御質問はございますか。 

  ２番木田議員。 

○２番（木田圭司君） 今お聞きになったと思うんですが、緑中の外壁は以前から言っ

ておるんですけど、やっぱり余りにも府中中と差があり過ぎる。やっぱりね、選べる
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わけでもないし、かわいそうな言うたらちょっと言い方が悪いかもしれないんですが。 

  すみません、御答弁ありがとうございました。府中町教育委員会ではさまざまな取

り組みをされ、児童・生徒が安心して心豊かに、主体的に物事に向き合い、志を育む

ことができる教育施策を実施されていることは理解できました。 

  スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーと連携した不登校、問題行動

等への対応などはこれからも続けてほしいと思ってます。 

  また、発達障がい、それに類似する子などの特別支援が必要な児童・生徒へのきめ

細やかな対応を実施してほしいと思っております。 

  私、個人的な感想なんですけど、両中学校、今、先ほどちょっと外壁の話はしまし

たけど、その中でも大変落ちついてるように感じております。それは、１つは学校か

ら電話がここ数年なくなりました。先輩がおられますんでよく電話をいただいてたん

ですけど、そういう傾向がここ数年めっきり減っとるように感じております。 

  特に、いじめなどを要因とした不登校で欠席がちな生徒が現在は頑張っている場合

や、また以前は成績が悪かったけど現在は頑張って勉強に励んでいる生徒などは、そ

のことを十分評価し、進学に対してもきめ細やかな対応も必要と考えます。今後も十

分にその生徒に寄り添った進路指導を引き続き行っていただくようお願いいたします。 

  私も生涯学習ということで、２７年ぐらい南小の体育館でスポーツやらせてもらっ

てます。今、両中学校の子が５～６人。その中で受験生が、３年生が３人ですね。そ

の中の１人の子が１年生のときにいじめに遭って、不登校になりました。私は出会っ

て１年弱、もう激変しております。今はスマイル学級までは行って、もう少しで普通

学級に復帰できそうだというとこまでは先生のほうからも、本人からも聞いておりま

す。 

  教頭先生とちょっとお話ししたときに欠席日数をちょっとお聞きしたら、２５０日

と、ほぼ１年以上ですよね。やっぱりそれがために受験も非常にできにくいと。欠席

日数だけで、もう学校のほうがほぼほぼもう試験を受けさせてくれないようなことも

あるやにお聞きしております。スポーツ推薦もしかりで、やっぱり出席日数が非常に

大事になってくるみたいです。 

  例えば、病欠とかあるじゃないですか。私も２５０日休んどる子に聞いたら、不登

校になって半分ぐらいはこういったことで休んどるかもしれんというのは本人も言っ

てました。でも、それもやっぱりいじめに遭って学校行けなくなって、ある意味心の
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病というか、病気みたいなもんじゃないんかと。その子が弱かったといえばそうなん

かもしれません。その時点はですね。ほかの子だったらもしかしたら違ったことにな

っとったかもしれませんけど、でも今頑張って両親で来られてよろしくお願いします

と。最初は隅のほうでそこんとこに座って物も言わんかった子が、今は積極的に自分

から物を言ってくれます。自分から教えを請いに来ます。 

  そのスポーツが楽しいというふうに言ってくれてるので、指導者としてはもうあり

がたい話でやりがいも出ますし、私自身も自分のためにもやってるんですけど、そう

いう子とかかわってやっぱり感じるんですけど、私も同級生何人かおって、私の中学

時代を知っとる人もおられると思いますけど、やっぱりいい先生と出会って、その先

生の指導のもと頑張った部分を評価していただいて、何とか少し道が開けたかなと。

じゃけ、今言ってる子なんかがこのままいったら、まずちょっと進学がもしかしたら

難しいかもしれないと。 

  教頭先生は、この２学期を最大限の評価をさせてもらうと。数字とかいろんなもん

は当然いらえませんけど、頑張っとる部分のことはもうしっかり評価したいと言って

くれてましたんで、その部分は安心しているんですけど、もしできるんであれば、高

校サイドともそういう何らかの事情があって学校に行ってない。行ってないいうこと

は、当然勉強もしてないんでテストの点数もよくないです。でも、今はこの間社会で

六十何点取れましたと報告にきて、１８日ぐらいにクリスマス会か何かあるんですか

ね、中学校のほうで、いう話もしてくれて、自分から積極的に見知らぬ、この間

１９８センチの黒人の方が突然練習に来られたんですけど、そういう人とも触れ合っ

てみたり、異年齢、全くふだん接することがない人とも接する場でもありますんで、

ちょっと行ってみいと、グローブつけてやってみいと。固まってましたけど、以前な

ら多分その前にもよう行かんかったような子だろうというふうに考えております。 

  一生の中でやっぱりそういうこととか時期ってあると思うんですけど、本人が一生

懸命それに気づいて、親も気づいて、何らかのアクションを起こして成果が出ていく

場合には、今言ったようにやっぱりそれなりの援助というか、協力というか、力添え

というか、そういうものが必要になってくるんだろうというふうに考えております。 

  最後に、教育委員会では志を育む教育を推進されています。子どもたちは次世代を

担う人材です。そして、人生を豊かにするには、生涯学習の場も必要です。これから

も府中町で暮らし、学んでよかったと思える子どもたちや町民が少しでもふえるよう、
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引き続き積極的に取り組んでいただきたいと思います。 

  以上のことを要望して私の質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。 

○副議長（力山 彰君） 以上で、第４項、府中町の特徴を生かした魅力ある教育施策

の推進について、２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、子どものいじめ対策について、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） 子どものいじめ対策について質問をいたします。 

  本年１１月２０日は、１８歳未満の子どもの人格や権利を尊重する子どもの権利条

約が国連総会で採択されてから３０年の節目でした。 

  日本では、児童虐待やいじめなど子どもをめぐる悲しい事件が後を絶ちません。き

め細かく対策を講じていくべき問題ではないでしょうか。 

  「平成３０年度の広島県における生徒指導上の諸課題の現状について いじめの現

状」では、平成２９年度に比べ、小学校は２，１６４件、７３％増加、中学校は

６７３件、５６％増加をしています。国を挙げて対策に取り組んでいるのに、いじめ

はふえています。 

  今、全世代が日常的に利用するコミュニケーションツールは、ラインなどのソーシ

ャルネットサービス、ＳＮＳです。総務省の調査によれば、１日当たりの平均利用時

間は１０代においてはＳＮＳが５８．９分と最も長く、メールが２０．２分、携帯電

話は２．７分、固定電話に至っては０．３分という結果です。 

  これまでいじめや不登校に関する相談は電話が中心でしたが、総務省の調査では、

１０代の８６％、２０代の９６％がラインを利用。ＳＮＳは若者のコミュニケーショ

ンツールとして定着していることから、子どもたちが日常的に親しんでいるツールを

活用して、より気軽に相談できることが必要だと思います。 

  町の電話相談、面接相談、心の教室相談について、件数、代表的な相談内容など相

談の状況を伺います。よろしくお願いをいたします。 

○副議長（力山 彰君） 答弁。 

  教育部長。 

○教育部長（榎並隆浩君） ３番橋井議員、子どものいじめ対策について答弁いたしま

す。 
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  議員御指摘のとおり、広島県における小・中・高等学校、特別支援学校におけるい

じめの認知件数は、平成２９年度の４，４６２件と比較して、平成３０年度 は

２，９７３件、６６．６％増加しております。 

  府中町においても、いじめの認知件数は平成２７年度が小・中合わせて１８件、平

成２８年度が７件、平成２９年度が１９件、平成３０年度が１９件と、わずかであり

ますが増加しております。 

  いじめの認知件数が増加しているのは、全国的にも同様な傾向であり、教職員の意

識を高くし、小さなことでも積極的にいじめを見つける努力をしているという近年の

取り組みの結果であるというふうに考えております。 

  また、きめ細かな対策としては、教職員がアンテナを高くしての積極的な認知と同

様に、児童・生徒が悩みや不安を気軽に相談できる教育相談体制の充実も不可欠と考

えます。そのため、府中町教育委員会においては、県からだけではなく町単独費によ

るスクールカウンセラーの配置を行い、他市町よりも子どもが相談しやすい体制、相

談しやすい教育相談体制づくりを行っております。 

  また、府中町教育委員会教育相談室でも、町費による青少年教育相談員３名が小・

中・高生自身からの電話相談や面接相談を受けております。さらには、小学校に心の

教室を開設し、教育相談を行っております。 

  御質問にございます相談についての件数、代表的な相談内容でございますが、スク

ールカウンセラーの相談件数は平成３０年度、県費、町費合わせて小学校で６７５件、

中学校で２，９８３件となっております。 

  相談内容としましては不登校に関するものが最も多く、いじめについては小・中学

校合わせて９件の相談がございました。 

  また、府中町教育委員会教育相談室での電話相談は、平成３０年度、２２０件、面

接相談は７９７件、各小学校での心の教室での教育相談は１，４６７件となっており

ます。 

  相談内容といたしましては、教育一般に関する内容として、心身や友人関係、学習

に係る相談が最も多く、続いて不登校に関する相談、いじめについても１０件の相談

がございました。 

  府中町教育委員会といたしましても、今後も児童・生徒が悩みや不安を気軽に相談

できる教育相談体制の充実に努めてまいりたいと考えております。 
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  答弁は以上です。よろしくお願いいたします。 

○副議長（力山 彰君） ２回目の質問はございますか。 

  ３番橋井議員。 

○３番（橋井 肇君） 御丁寧な答弁、大変にありがとうございました。 

  いじめ対策の一つとして、気軽に相談しやすい体制づくり、特に県からではなく町

単独費によるスクールカウンセラーの配置については評価をさせていただきます。 

  このスクールカウンセラーについては、前回の一般質問でも不登校対策の大きな役

割を果たしているとお聞きをいたしました。こうした体制づくりは、来年度以降も積

極的に取り入れ、続けていただきたいと思います。 

  いじめはひきょうで恥ずべきことであり、決して許されるものではないことをあら

ゆる面で私たち大人が子どもたちに教えていくことが大切だと思います。子どもたち

は誰にも言えない悩みを抱えていることから、相談窓口を充実させることも大切です。 

  これまで自治体による相談窓口の中心は電話でしたが、長野県で初めてラインを使

った相談を実施し、その後、一気に全国に広がりました。背景には、神奈川県座間市

の住宅で９人の遺体が見つかった事件。ＳＮＳで自殺願望を発信していた１０代を含

む若者が被害に遭い、自治体は対策を迫られています。 

  文部科学省も補助金を出し、ＳＮＳ相談をする自治体の後押しを始めました。導入

した自治体が期待するのが、子どもたちの相談へのハードルを下げることです。総務

省の調査では、１０代の８６％、２０代の９６％がラインを利用している。ＳＮＳは、

若者のコミュニケーション手段として定着をしている。長野県は実施後、成果や課題

を詳細に分析した上で、瞬時の対応が求められるなどの課題もありましたが、ＳＮＳ

による相談を本格導入することは、子どもの悩みを初期の段階で聞くことができ、早

期の解決に期待できるとしております。 

  また、気軽な相談体制づくりについては、小・中学生もスマホを所有している時代

です。特に、行政の情報発信ツールとしていろいろな場面でＳＮＳが活用をされてお

ります。長野県の例では、電話による年間相談件数の６倍に達したとのことです。子

どもたちにとっていかに相談しやすい環境だったかがわかります。気軽に相談できる。

ここが重要だと思います。 

  子どもたちが日常的に親しんでいるツールを活用し、より気軽に相談できることが

必要だと思います。県、市レベルではありますが、他の自治体でＳＮＳを活用して相
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談体制を確立している自治体もふえています。 

  そこで質問をいたします。 

  今後、教育相談などにＳＮＳを導入するお考えはありますか。よろしくお願いしま

す。 

○副議長（力山 彰君） 答弁。 

  学校教育課主幹。 

○学校教育課主幹（畑尻佳括君） 失礼いたします。学校教育課主幹です。 

  ３番橋井議員、２回目の御質問について答弁をいたします。 

  子どもたちの自殺やいじめを防ぐため、ラインなどのＳＮＳ、ソーシャル・ネット

ワーキング・サービスを使った相談を受け付ける自治体がふえています。昨年度、都

道府県と政令指定市の６７自治体の中で、３４自治体が既に実施か実施予定であると

の報道もありました。 

  広島県でも児童・生徒全員に教育相談窓口紹介カード、これを毎年配付し、電話相

談や直接相談に応じる窓口の電話番号を紹介するとともに、メールやラインによる厚

生労働省のＳＮＳ相談について紹介をしています。導入した自治体が期待しているの

は、議員もおっしゃったとおり児童・生徒が悩みや不安を気軽に相談できる相談体制

の充実でございます。 

  平成２９年度に長野県教育委員会が実施したラインによる相談事業での実績による

と、前年度１年間の電話相談が２５９件だったのに対し、ラインを利用した相談には

２週間で３，５００件の書き込みがあり、１０人の専門相談員が５４７件の相談に乗

ったということでございます。 

  ただ、一方で匿名のため、緊急対応を要する相談への対応が難しいといった見方や、

表情や声の調子から感情を読み取ることができず、得られる情報が限定される、ある

いは電話相談とは異なる相談スキルが必要であるといった見方もあります。 

  町教育委員会では、これまで実施している相談体制を充実させるとともに、ＳＮＳ

を使った教育相談については、他の先進自治体の取り組みについて情報収集をしなが

ら、研究をしていきたいというふうに考えております。 

  答弁は以上でございます。 

○副議長（力山 彰君） ３回目の質問ございますか。 

  ３番橋井議員。 
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○３番（橋井 肇君） 大変にありがとうございました。ＳＮＳを使った教育相談につ

いて、前向きに検討願えればと思います。 

  先ほども申しましたが、子どもたちが気軽に相談できる。ここが重要だと思います。

子どもたちが相談しやすい体制づくりにより力を注いでいただきたいことを要望し、

質問を終わります。ありがとうございました。 

○副議長（力山 彰君） 以上で、第５項、子どものいじめ対策について、３番橋井議

員の質問を終わります。 

  続いて、総務文教関係、第６項、学校における教員の働き方改革の推進について、

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） 学校における教員の働き方改革の推進について質問いたしま

す。 

  この質問はことしの３月でしたかね。ある議員さんの質問にも出ておりました。も

う少し突っ込んでというか、それから期間がたっておりますので、また質問をさせて

いただきます。 

  学校における働き方改革については、中央教育審議会で議論が行われ、本年１月

２５日に答申がまとめられました。それを受け、公立学校の教師の勤務時間の上限に

関するガイドラインが出されています。 

  ガイドラインでは、特例的な扱いを除き、勤務時間の考え方や１カ月の在校等時間

が４５時間を超えないようにすること、また１年間の在校等の時間が３６０時間を上

限の目安とするなどの指針が示されました。 

  府中町教育委員会では、教員の働き方改革を推進するため、平成２９年度からさま

ざまな業務改善に取り組まれ、今年度は民間スポーツジムによる部活動指導支援など

も実施されていると聞いております。 

  その一方で、学校現場では、時間外勤務の削減が思うように進まないとも聞いてお

ります。 

  そこで、お尋ねします。 

  これまで取り組まれている内容とその成果はどのような状況でしょうか。また、今

後の課題としてどんなことがあるでしょうか、お伺いいたします。 

○副議長（力山 彰君） 答弁。 
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  教育部長。 

○教育部長（榎並隆浩君） ４番梶川議員、学校における教員の働き方改革の推進につ

いて答弁いたします。 

  府中町では、平成２９年度から文部科学省の学校現場における業務改善加速事業を

県内で唯一受託し、教員のモチベーションを高め、子どもと向き合う時間を確保して

教育の質を向上させるために、広島県教育委員会と連携して教職員の働き方改革、業

務改善に取り組んでおります。 

  初年度の平成２９年度には、業務改善に向けた基盤づくりと位置づけ、教職員の意

識改革、スクールカウンセラー等専門スタッフの効果的配置、主体的な業務改善を進

めるための組織・体制づくり、部活動休養日、定時退庁日、夏季一斉閉庁日の設定な

どに取り組みました。 

  また、民間企業の業務改善担当を講師に招いた研修の実施や、教頭会、校内研修等

での意見交換は、業務改善の必要性の理解を深め、スクールカウンセラー等専門スタ

ッフと役割分担を明確にした児童・生徒へのきめ細かい指導などは、教員が本当に必

要なことに十分時間をかけるという大切な視点で、業務改善の取り組みを進める基盤

づくりにつながりました。 

  平成３０年度は、業務改善に係る効果的な取り組みの検討、必ずしも教員が担わな

くてもよい業務の洗い出しなどに取り組みました。 

  具体的には、全小・中学校に入退校専用パソコンを設置しての客観的な勤務時間の

把握、業務の終了時刻をみずから意識させるための退勤ボードの設置、１９時以降の

電話対応を学校管理人に移行する取り組みのほか、担任にかわって給食指導等を行う

給食指導支援員の配置などを行いながら、教職員の意見を踏まえ、主体的で効果的な

取り組みについて研究を行いました。 

  本年度は、各校で主体的な取り組みが見られるようになったことを受けまして、文

部科学省の業務改善アドバイザーによる学校訪問指導、７日間の夏季一斉閉庁日の実

施、中学校での部活動指導に伴う負担軽減のため、民間スポーツジムの支援による部

活動指導等を実施し、効果的な取り組みの実行と定着へ向けた取り組みを行いました。 

  これらの取り組みの結果、調査の時期や方法などにより多少の増減はございますが、

時間外勤務が月８０時間を超える教員の人数は、平成３０年度の５月に実施した調査

では、小学校が１２％、中学校が４２．３％だったものが、令和元年、本年の５月の
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調査では、小学校が４人、１．３％、中学校が１４人の１９．４％と半減しておりま

す。 

  また、教員の１週間当たりの合計勤務時間も、平成２９年度の５月に実施した調査

では、小学校が５７．５時間、中学校が６４．９時間だったものが、令和元年１０月

に実施した最新の調査によりますと、小学校が５２．２時間、中学校が５８時間と、

小学校で５．３時間、中学校で６．９時間減少しております。 

  業務改善に取り組む教職員の指標としている、子どもと向き合う時間が確保できて

いると感じる教員の割合は、平成２９年５月には、小学校が６６．１％、中学校が

６４．５％でしたが、令和元年の１０月の調査では、小学校が８５．８％、中学校が

８３．３％と大きく上昇いたしました。 

  このように、３年間の業務改善の取り組みにより、勤務時間は確実に減少しており、

特に中学校で大きな改善が見られるとともに、教職員の意識改革も進んでおります。 

  ただ、依然として中学校では約２割の教員が月８０時間を超える時間外勤務を行っ

ており、時間外勤務の多い教職員が固定化している実態もあります。 

  その要因としては、部活動指導が主な原因となっております。このことについては、

教職員だけでなく、保護者、地域、関係団体等との部活動指導のあり方に関する理解

を共有しながら取り組む必要があるというふうに考えております。 

  社会の変化に伴い、学校文化を大きく変える時代の転換期にございます。文部科学

省の進める教職員の働き方改革、学校現場における業務改善も待ったなしの様相を見

せており、平成３１年１月には時間外勤務の合計が１カ月で４５時間、年間 で

３６０時間を上限とするなどの現状から考えると非常に高い基準が示されました。 

  今後も学校現場が迷い慌てることのないよう、教育委員会と教育現場が一体となっ

て考えながら必要な環境整備に取り組み、さらなる教育の質の向上を目指していきた

いというふうに考えております。 

  そして、この働き方改革の実現により、子どもを育てる、子どもに実際に接する教

職員が元気で、仕事にやりがいを感じ、それがひいては児童・生徒の教育にもよい影

響を及ぼし、府中町の教育がよりよいものとなる好循環を生み出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。よろしくお願いいたします。 

○副議長（力山 彰君） ２回目の質問はございますか。 
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  ４番梶川議員。 

○４番（梶川三樹夫君） 府中町は、広島県の教育委員会と連携して平成２９年度から

文科省の業務改善加速事業を県内で唯一受託し、進めてこられたということで、積極

的に、前向きに取り組まれてきたことをまず評価したいと思います。ただ、部活動指

導等いろんな問題がまだ残されているとは思っております。この３年間の取り組みに

より、先生方の勤務時間も随分減少してきたことがよくわかりました。 

  それで、２回目の質問ですが、教員の働き方改革、特に勤務時間の削減と教育の質

の向上は、相反する取り組みのようにも感じられます。勤務時間が削減されることに

より、学校の教育の質の低下につながるのではないかと心配する声もあるようですが、

府中町教育委員会としてどのように取り組んでいるか教えていただきたいと思います。 

○副議長（力山 彰君） 答弁。 

  学校教育課主幹。 

○学校教育課主幹（畑尻佳括君） 失礼いたします。学校教育課主幹です。 

  働き方改革に取り組む前、先生方からはとにかく児童・生徒につく時間がないとい

う声を多数聞かせていただいておりました。府中町教育委員会としては、ただ業務を

少なくする、短くすることだけではなく、子どもと向き合う時間、これをつくり出し、

教職員が本当に必要なことに十分時間をかけることができる環境づくりを目指して、

職員員の意識改革、専門スタッフの配置、各校で継続的、主体的に業務改善に取り組

むことができる仕組みづくりなどに取り組んでまいりました。 

  その結果、教職員の勤務時間についてのアンケートでも、子どもに向き合う時間が

確保されていると感じる教員の割合は８０％以上、それから先生は自分のよいところ

を認めてくれている、あるいは先生が授業やテストで間違えたところや理解していな

いところについて、わかるまで教えてくれるというふうに感じる児童・生徒の割合が

９０％以上と、高い割合を示しております。 

  学力テストの結果も全国県平均を上回る結果、これを継続して残すとともに、生徒

指導上の諸問題、不登校児童・生徒数も近年にない改善が見られるなど、多くの視点

で教育の質の向上が図られているというふうに判断をしております。 

  このような結果が得られたのは、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワー

カーと連携した不登校、問題行動等へのきめ細かい指導や各校で本当に必要なことを

見きわめ、効果的、効率的な業務をすることで、これに対して主体的に取り組んでも
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らった成果であるというふうに考えております。 

  中学校の部活動指導に係る教職員の熱意ある指導は、大きな成果を上げております

けれども、半面勤務時間の大きな改善が図られない要因ともなっております。 

  今後は、民間スポーツジムの支援による部活動指導などの部活動の指導・支援を取

り組みの柱とし、これまで同様丁寧に取り組みを進めてまいりたいと考えております。 

  答弁は以上でございます。 

○副議長（力山 彰君） 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） 働き改革の目的は、教員の健康を守って、そして子どもに向

き合う時間を確保して研さん時間を多くすることにより、授業力向上を図ることだと

思っております。今後も教職員の現状をしっかり把握しながら、丁寧に、粘り強く取

り組んでいただきたいと思います。 

  時間や労力を惜しまず頑張ってくれている教職員の皆さんのモチベーションを下げ

ずに、本取り組みを進めるのも大変だと思いますが、子どもたちの生きる力をしっか

り育むためにも、今後の教育の充実に向けて引き続きよろしくお願いしたいと思いま

す。このことを要望して私の質問を終わりたいと思います。 

○副議長（力山 彰君） 以上で、第６項、学校における教員の働き方改革の推進につ

いて、４番梶川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す。 

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

○副議長（力山 彰君） 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） 

○副議長（力山 彰君） 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、次回は１２月１７日午前９時３０分から会議を開催いたします。御苦労さまでし

た。 

（延会 午後１時５３分）    

 


