
平成２４年第５回府中町議会定例会 

会 議 録（第３号） 
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２．招 集 の 場 所     府中町議会議事堂 

３．開 議 年 月 日     平成２４年１２月１１日（火） 
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

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   和多利 義 之 君 
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      教 育 長   高 杉 良 知 君 

      総 務 部 長   寺 尾 光 司 君 

      企 画 財 政 部 長   高 石 寛 智 君 
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      生 活 環 境 部 長   木 谷 賢 二 君 

      福 祉 保 健 部 長   権 現 通 洋 君 

      建 設 部 長   森 島 正 二 君 

      向洋駅周辺区画整理事務所長   佐々木 久 氏 君 

      消 防 長   中 村 克 司 君 

      教 育 部 長   林   健 三 君 

      総 務 次 長   谷 崎 文 男 君 

      建 設 部 次 長 兼 監 理 課 長   和 田 敏 信 君 

      企 画 課 長   井 上 貴 文 君 

      税 務 課 長   神 永 和 明 君 

      福 祉 課 長   新 見 公 平 君 

      健 康 推 進 課 長   佐 藤 幸 子 君 

      環 境 課 長   野津田 隆 利 君 

      教 委 総 務 課 長   戸 田 秀 生 君 

      学 校 教 育 課 長   金 藤 賢 二 君 

      生 涯 学 習 課 長   中 野 真 司 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 

（開会 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２４年第５回府中町議会定例会第３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。 

（「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
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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、７番海渡議員、８番西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進めてまいります。 

  総務文教関係、第１項、「いじめ」の調査と解決策について、１８番林議員の質問

を行います。 

  １８番林議員。 

○１８番（林  淳君） 皆さん、おはようございます。トップバッターとして最初の

質問になりますが、「いじめ」の調査と解決策という表題で質問をいたします。 

  いじめによる子供の自殺が報じられるたびに、多くの人が心を痛め、再び悲惨な事

件の起きないことを願い、その対策と成果に期待をしています。考えてみますと、今

から五、六年前にも一つの山場がありました。今回は、大津市と川西市ですか、痛ま

しい子供の自殺という問題が起きましたけども、五、六年前も北海道と福岡で同じよ

うな事件が起きて、このときも一定に社会問題化したんですが、きちんとした方針も

出ないまま今日に至ったというふうに考えています。いじめほど卑劣で残酷な行為は

ありません。自殺に追い込み、ある場合には心の傷を受けて、一生涯それがトラウマ

として残るというケースも少なくありません。 

  教育基本法は、その前文、そして１条で、教育の目的として、教育とは人格の完成

を目指し、真理と正義を希求し、個人の尊厳を重んじ、豊かな人間性と創造性を備え

た人間を育成するというふうに書いてあります。その意味では、いじめは教育の目的

の真反対の対局、対立物だというふうに考えます。これを克服し解決することは、子

供が健全に発達するための基礎だと思います。文科省は、いじめについて認識を一致

させるために、定義をしました。この定義を簡潔に述べてください。 

  また、いじめを把握するため、昨年１年間、そしてことしは半年間ですけれども調

査をしましたが、府中町の調査の方法、そしてそれに対する対策、これを伺います。 

  また、続く質問としては、いじめの背景や原因について、教育委員会の認識を伺い
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ます。 

  続いて、２度の全国調査の結果を見ると、昨年度は約７万件、１年間でですね、本

年度は半年間で１４万件というすごい差が出た調査結果が出ました。また、県単位で

は、新聞等でも件数が報告されましたが、最多と最小の件数を見ますと、１６０倍も

違うんですね。このような結果を見ますと、私たちは一般的に言うと、この調査を本

当に信用していいのかという疑問がわきます。ある意味では、文科省に対する批判で

あったり、教育委員会に対する不満であったりするんだと思います。 

  そこでお伺いしますが、府中町教育委員会は、町内７校の調査結果、これありがと

うございました。恐らく皆さんのお手元にも、府中町の調査結果のデータが配付され

てるんじゃないかと思いますけれども、どう評価しているのか、府中町の結果につい

てですね。教育の専門家なんかに言わすと、結局このように差が出たのは、教育委員

会の閉鎖性、隠蔽性、これに原因があるんじゃないかと、１６０倍の差が生まれるよ

うな状態ということを批判する声もあります。 

  また、調査方法の改善を府中町はするのかどうか。検討してるのかどうなのか。 

  また、自治体によってはいじめ防止条例を制定したり、自治体ぐるみで対応する姿

勢を見せていますが、例えば大津市のいじめ防止条例などを見ますと、どうも的外れ

な条例になってるということで多くの批判が出て、結局つぶれてしまいましたよね。

案まではつくって公表したんだけども、結局保護者とか教育関係者から猛烈な批判が

あって改めるということで、条例として制定することは今のところできておりません。

府中町においても、例えばいじめ防止宣言とか、要するに、私はこの問題を町民ぐる

みの運動にしていくための方法いう、方策というんですか、考える必要があるという

意味での質問です。そういう何かの条例なり、宣言なり、あるいはセンターをつくる、

専門家を集めた専門機関をつくるというようなことも発案されてますけども、その点

いかがお考えかということです。 

  ４つ目には、教員の労働条件の改善についての質問ですが、いじめの深刻な実態を

知っているのは、やはり教師だと思います。解決したいと考えているのも教師です。

しかし、教師は授業や提出文書や課外活動、あるいは研修会、ＰＴＡなど、多くの仕

事を抱えています。過重な負担になっています。例えば、文科省がたしかことしの

１ ０ 月 に 発 表 し た 教 職 員 の 精 神 的 疾 患 、 病 気 に か か っ て い る 人 の 数 字 で 、

５，４０７人という数字を報告しましたけれども、この実態は大変だけれども、もっ
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ともっとひどくなるんじゃないか。その上いじめがこのように社会的な問題としてク

ローズアップされた関係で、それがさらにまた負担になる。そういった状態が心配さ

れています。この問題について、文科省のほうは、例えば３５人学級等少人数学級を

進めようということで、そういう予算を計上して財務省と交渉したけども、だめだと

いうことで実現しないんですね、なかなかね。その点、どのような方法で教師がいじ

めの解決にかかわられるような条件をつくるのか。そういうことをお尋ねします。 

  やはり先ほど言いました閉鎖性とか、隠蔽性とかいうのが教育委員会にあるんじゃ

ないかという指摘の声もありますけれども、つまるところ僕は、子供たちは大人や教

師のことをよく知ってます。本気で解決してくれるのか。そうでなかったら、アンケ

ートをとったってまともに答えないですよ。かえってそういうことがばれたりすると、

またいじめがひどくなるんじゃないかとか考えますから、教師が本当に僕たちの悩ん

でいるいじめを解決してくれる決意を持ってるという状態が生まれたら、恐らく正し

い件数が、いじめの実態が出るんだと思います。そういう意味でも、教師への子供た

ちの信頼、これをやっぱりいかにして回復する条件をつくるのが教育委員会の仕事で

すから、教育環境をつくるのは教育委員会の責任ですから、その点を踏まえて御回答

をお願いしたいというふうに思います。 

  以上です。よろしくお願いいたします。 

○議長（中村 勤君） 答弁。 

  教育部長。 

○教育部長（林 健三君） おはようございます。１８番林議員さんからの「いじめ」

の調査と解決策についての御質問にお答えをいたします。 

  ４項目の御質問をいただいておりますけども、１項目めから３項目めまでは私のほ

うで答弁させていただきまして、最後、４項目めにつきましては教育長のほうから御

答弁をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。 

  まず、１項目めのいじめの実態調査の結果の中で、最初の質問のいじめの定義でご

ざいますが、文部科学省の平成１８年度の「児童・生徒の問題行動等生徒指導上の諸

問題に関する調査」において、新しい定義が示されております。この新定義では、

個々の行為がいじめに当たるか否かの判断は、表面的、形式的に行うことなく、いじ

められた児童・生徒の立場に立って行うものとするとなっております。いじめとは、

当該児童・生徒が一定の人間関係のある者から、心理的、物理的な攻撃を受けたこと
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により、精神的な苦痛を感じているものとする。なお、起こった場所は学校の内外を

問わないと定義されております。この定義の中でのいじめられた児童・生徒の立場に

立ってとは、いじめられたとする児童・生徒の気持ちを重視すること。一定の人間関

係のある者とは、学校の内外を問わず、当該児童・生徒がかかわっている仲間やグル

ープなど、何らかの人間関係にある者。攻撃とは、仲間外れ、集団による無視などの

直接的にかかわるものではないが、心理的な圧迫などで相手に苦痛を与えるものも含

むとされております。また、攻撃的な、物理的な攻撃とは、身体的な攻撃のほか、金

品をたかられたり、隠されたりすることなどを含むなどと、このように定義をされて

おります。 

  ２番目の前年度と本年度、半年間でございますが、の調査結果及び解決率でござい

ます。いじめの発見のきっかけは、平成２３年度の調査によりますと、当該児童・生

徒の保護者からの訴えによるものが４６．２％、本人からの訴えによるもの が

３０．７％、本人を除く児童・生徒からの情報によるものが２３％という順になって

おります。また、平成２４年度１１月末現在でございますが、までの報告書では、保

護者からの訴えによるものが３７．５％、アンケート調査など学校の取り組みにより

発見及び本人を除く児童・生徒からの情報によるものがそれぞれ２５％、学級担任が

発見したによるものが１２．５％という順になっております。これらの訴えから、学

校は校長のリーダーシップのもと生徒指導規定に基づき、加害児童・生徒への指導を

実施しております。また、被害児童・生徒へは、絶対に守るという学校の意思を伝え、

心のケアとあわせて登下校時や休み時間、清掃時間などの安全確保に努めております。 

  解決率ですが、平成２３年度に認知した１３件のうち３月までに解消しているもの

が９件、７月末に状況確認を行っておりますが、その結果全ての事案について解消し

てるとの回答を得ております。平成２４年度１１月末現在の認知件数は８件でござい

ます。このうち１２月７日時点で解消しているとの回答を得たものは５件でございま

す。一定の解消は図られたが、継続支援中のものは３件でございます。 

  いじめの解消は、被害者生徒保護者と連携し、人間関係の修復及び今後よりよい人

間関係を構築できるための謝罪の場等の設定を行い、また被害及び加害児童・生徒だ

けの問題として捉えるのではなく、周りでいじめをはやし立てたり、見て見ぬふりを

した児童・生徒の指導も行います。反省文などの個別指導や、１週間の継続指導をも

って解消に努めておるところでございます。しかし、いじめが解消した場合でも、教
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職員の気づかないところで陰湿的ないじめが続いていることも少なくないことを認識

し、指導により解消したと即断することなく、その後も継続して十分な注意を払い、

折に触れて必要な指導を行っております。 

  ２項目めの１番目のいじめの背景と原因をどう考えるかでございますが、いじめの

背景と原因の主なものとしましては、学校的背景として、通常の教育活動を行うこと

が困難な状態にある学級であったり、友人とけんかをし、その後関係がうまくいかな

いケース、また転校等により学校になじめないなどが上げられます。また、個人的背

景としましては、周囲の人々との関係がうまくつくれない等の性格によるもの、また

家庭的背景として、家庭環境によるものなどが考えられます。 

  一人一人さまざまな原因と複数の背景が複雑に重なっておりますので、非常に難し

い対応になっております。いじめはどの子供にも、どの学校にも起こり得るものであ

るという認識に立ちまして、いじめの未然防止、早期発見、早期対応を図られる必要

があります。さらに、いじめは解決したと思われる場合でも、いじめが継続している

可能性があるということ、さらに学校が把握できていない隠れたいじめがあるという

認識を持ち、当該児童・生徒に継続して十分な注意を払うこととあわせて、道徳教育

などの心の教育を通して児童・生徒が多様な人間関係を構築できるような工夫を意図

的に組み込み、日常的な未然防止に努めることが大切だと考えております。 

  同じく２番目の教育委員会の対応、解決策でございますが、平成２２年度から平成

２４年度にかけて、いじめの問題への取り組みの徹底について、校長会において通知

並びに指導を行っております。本年に入りまして、平成２４年７月には各小・中学校

に直接学校訪問指導を実施し、８月には教育相談窓口紹介カードの児童・生徒への配

付等を行っております。また、９月の校長会、教頭会においていじめの定義等につい

ての周知、１１月の校長会においてはいじめの認知に対する学校の義務についての研

修を実施し、１１月にいじめアンケートの作成について各小・中学校に通知したとこ

ろでございます。学校では未然防止を図るとともに、定期的な個別面談やアンケート

によって、いじめの小さなサインを早期に発見し、早期に対応する観点から、児童・

生徒のみならず、保護者へもアンケート調査を実施する予定でございます。 

  ３項目め、１番目の調査方法、対応策の方針の主体はでございますが、調査結果を

どのように評価してるか、また調査方法の改善を検討するかという質問だと思います。

本年度１１月末で見ますと、資料にお示ししたとおり、認知件数は８件となっており
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ます。１，０００人当たりの認知件数でいきますと、府中町は１．８件、広島県全体

でいきますと２．４件、全国では１０．４件となっております。県、全国に比べて少

ない数値となっております。実態が正確に把握できてるかという点において課題があ

ると考えております。このため、いじめに遭ってるかどうかを記入しやすいアンケー

トとすることや、保護者アンケートを実施することなどにより、学校と家庭が協力し

て確実にいじめを認知し、解決に結びつけるよう取り組みの充実を図っていきたいと

考えております。広島県教育委員会におきましては、１１月２６日付でいじめアンケ

ートを作成し、いじめの未然防止及び早期発見、早期対応に取り組むよう通知がござ

いました。この様式を用いて各学校で実施するよう指導してるところでございます。

いじめ問題の重大性を全職員が認識し、家庭、地域、関係機関との連携を含め、日ご

ろからの全ての児童・生徒が発するサインを見逃すことなく、毅然とした指導を継続、

徹底し、いじめの対応や特質、原因、背景、具体的な指導上の留意点について教職員

間の共通理解を図り、校長を中心に一致協力体制を確立していくにつきましても、指

導をしているところでございます。 

  同じく２番目のいじめ防止条例の制定についてでございますが、いじめ防止条例の

制定により、１つに、自治体、学校、教職員、保護者はいじめは絶対に許さない、い

じめは犯罪であるということを宣言し、繰り返し伝え続けること。２つ目に、いじめ

の予防、いじめの早期発見、早期解決があることを宣言できること。３つ目に、生徒

向けにいじめ防止教育の実施ができること。４つ目に、保護者向けにいじめ対策、い

じめ防止教育の実施ができるなどの町の姿勢が期待されますが、第三者委員会の設置

や、警察ＯＢ、弁護士などで構成する専門家チームの派遣といった実効性を持ってこ

そ条例制定の意義となりますので、このようなことを踏まえまして、今後の研究課題

とさせていただきたいと思います。 

  私のほうからの答弁は以上でございます。４項目につきましては教育長が答弁申し

上げます。 

○議長（中村 勤君） 教育長。 

○教育長（高杉良知君） おはようございます。１８番林議員の４項目めの教員の過重

な労働軽減にどのような対策をとり、どう改善したかという御質問について、私のほ

うから御答弁をさせていただきたいと思います。 

  教職員の過重労働状況につきましては、資料でお示しをさせていただいているとお
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りでございます。これは平成２１年４月から広島県教育委員会通知に準拠し、町教委

でも教職員一人一人が教職員の入校、退校時刻の記録、これを各学校において記録を

させ、教職員の状況を把握するため、年１回過重労働による健康障害防止実施要領取

り組み状況報告書を提出をさせ、教職員の勤務状況についての実態把握を行っており

ます。また、日常の勤務状態の観察により、相当度に疲労の蓄積があると認めるとき、

健康上の不安を有してる等の申し出があったときなどは、面接を行い、必要な措置を

とっていくこととしております。 

  学校における教員の業務は、議員の御指摘のとおり日々の授業、これはもとよりで

すけれども、それに付随する教材研究、生徒指導、さらには研修会や研究公開の開催、

こういったさまざまな業務があるわけでございます。中でも、いじめ等の児童・生徒

の諸問題が発生した場合は、校長を中心に早期に教職員が協力をして、組織的に対応

する必要がございます。特に、事実関係の把握、これは迅速かつ正確さが必要となっ

てまいります。保護者との対応等にも多くの時間を使っている、こういったような状

況でございます。 

  町の教育委員会といたしましては、こうした教員の負担軽減のために、例えば県の

生徒指導加配、これを活用いたしましたり、さらには子供にかかわる時間、この確保

に向けて、中学校では町費の非常勤年間２，８００時間分、これを１校に当たりつけ

ておりますし、各特別支援学級に町費の教育支援員、これを措置をしています。 

  また、効率的な業務運営を図るために通知表を電算化をしたり、教職員大会等の研

修会の資料等の精選も図っているところでございます。 

  また、いじめ等の児童・生徒の諸問題の対応についても、特定の教員が抱え込んだ

りすることにより業務負担増にしないために、個人ではなく学校全体で対応する体制

を確立していく。こういった指導を図りながら、負担軽減に努めているところでござ

います。これからも教育委員会では県の事業も活用し、引き続き関係機関と協議をし

ながら、教職員の負担の軽減を図ってまいりたいと思っております。 

  以上です。 

○議長（中村 勤君） ２回目の質問。 

  １８番林議員。 

○１８番（林  淳君） 背景等についての答弁ありました。私は国連の子供の人権委

員会の何年に一回か出るんですけど、今まで３回ほど日本の教育の異常さということ

- 9 - 



について指摘受けてるんですね、同じような。一口に言うとどういうことかっていう

と、競争と管理、それが中心になって、子供たちにいわばいがみ、それはいろんな形

で出るわけですが、いじめもその一つですけど、そういうのが出てるということを子

供の権利委員会が、たしか今まで３回にわたって指摘してますね。だから、日本の教

育だけ見てるとよくわからないんだけども、世界の教育のあり方などと、そういうふ

うに国連のように比較して見ると、異常だという指摘をしてるんですね。 

  僕は、そこがやっぱり考えてみると、学校教育の中でそういう背景をつくってる。

いじめをなくしたいというふうにもちろん教育委員会も、現場の教師も、とりわけ保

護者、思ってるんだけど、学校の教育そのものの中にそれを生み出すような土壌があ

るんではないかという指摘が大事だというふうに思うんですね。確かに教育部長の答

弁も一部を指しているけれども、土壌という基礎の部分でなくて、いろいろな人間関

係ですとか、友人関係ですとか、いろんなこと、家庭の問題ですとかいろいろ言われ

たけども、それはあると思います。しかし、実際の基本になっているのは、それは教

育の国連の専門家が、日本の政府の反論なども踏まえてデータに基づいて出してると

いうのは、考慮に値すると思います。それが今どうこうということではないけど、学

校自体の中にいじめを生むような土壌があるんじゃないかという指摘なんですね。こ

れをやっぱり肝に銘じて、いわば教育行政を行ってほしいというふうに思います。 

  僕は２つあると思うんだけども、１つはやっぱり実態をきちんと把握するというの

は、先ほども言ったけどもやはり閉鎖性とか、隠蔽性とかっていうふうに識者が指摘

するようなこというのがあるんだと思うんですね。子供がやっぱり本当のことを言う。

アンケートを幾らやったって、本当に先生が本気でやってくれるんだとか、ある学校

などでは、アンケートの前に校長先生が全員子供を集めて説いたそうです。絶対に信

頼してほしい。必ず解決する。そういうところは本当の声が出てるんですね。だから、

やっぱり子供の信頼をかち得る。腹の中で、大人の言葉で言うたらせせら笑うような

状態にしとったら、本当のことが出ない。だから、そういう意味で、先ほども検討す

るということがありましたアンケートでも、アンケートの中身、広島県もモデルをつ

くりましたよね、たしか１０項目か何かで。そのうちの４つか５つを採用して、それ

以外は皆さん方の学校、皆さん方の教育委員会の中で必要だと思われる、府中町の実

態に沿った項目、せいぜい１０項目ぐらいで調査をしてくれっていうことをつけてモ

デルをつくったけれども、やっぱりその基本は学校に対する、そして自分の担当の教
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師に対する信頼ですよ。それがない限り、本当のことは出ない。だから、それをどう

つくるかっていうことが、僕は極めて大事だということを言いますが、その点につい

ていろいろ研究、検討を進めるということでしたけれども、お答えをいただきたい。 

  ２つ目は、いじめ解決をするわけです。解消するために努力するわけです。先ほど

もありましたように、府中町の場合は８件あったけれども、この半年間の調査で、そ

のうち５件は解決したし、それも継続してやってる、あるいは３件は今継続中だとい

うことです。それはそれで大事だと思うんだけども、僕はコルチャックという教育学

者がおるんですね。この方、僕はすごい人だと思うんだけども、１９４２年に彼は亡

くなりました。ドイツのナチスの収容所に入れられて。彼は教育学者であると同時に、

子供の施設の運営に当たってたんですね。教鞭もとってましたけど、コルチャックっ

ていうんですけど。彼、ユダヤ人で、ポーランドでそういう教育活動なんかやってた

んですが、非常に有名ですばらしい人格者ですから彼を慕う人が多くて、収容所に入

れられたときに、有力者がおまえは救うといって救い出そうと思ったんですよ。だけ

ど、彼は断るんです。その彼が考え出したのがこういうことなんですが、一番大事な

ポイントは何かいうたら、子供自身の中に解決能力があるっていう見方なんです。 

  だから、「子ども裁判」という本を書いた平墳さんかな、いう先生が、教育の現場

の先生です、今も。彼が書いてるのを見ますと、子供自身にいじめを裁判にかけて解

決していくんですね。僕はだからそういう意味で、確かに周りから大人も援助はしな

きゃいけないけども、実際にやるのは子供たちなんですね。いじめをする子も、いじ

められる子も、その子供の中にそういうものを解決する力があるということを、子供

に対する信頼をするということですね。コルチャックなんかそうなんですよ。子供裁

判なんか彼やってるんだけど、彼のおもしろいのは、彼自身も裁判にかけられたこと

があるんですね。非常に優しい、いい先生なんだけど、たまに怒ったら子供の耳を引

っ張るっていうんで、子供たちが先生もおかしいっていうんで、先生自身も子供裁判

にかけられるような、そういう意味ではお互いに物すごい信頼があるんだと思うんで

すよね。そして、その問題も解決するんだけども、そういうふうに子供たち自身の中

にある能という考え方。それは裁判じゃなくても何でもいいんだけども、そういう考

え方。僕は、それが子供のいじめの問題については、基本的な考え方だなというふう

に思いました。その本もなかなかおもしろくて、具体的に子供裁判で２００件ぐらい

その先生は、著書によると２００件ぐらいたしか解決したというふうに言ってますけ
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ど、それはほとんど子供裁判にかけて、子供たち自身が解決していくという方法なん

ですね。だから、それは子供裁判という方法なんだけど、基本は子供自身の中に解決

能力があるんだということに絶大な信頼を持ってるということだと思うんです。そこ

は僕はきわめつきだと思いました。 

  そういう点で、今後何も子供裁判を府中町でやれとか、やったほうがいいとかいう

ふうに言うつもりはありません。しかし、今言った観点でいじめの問題を解決すると

いうのは、僕は正しい方法だと思います。そういう意味で、その点についていかがお

考えか、答弁を求めます。 

  以上です。 

○議長（中村 勤君） 答弁。 

  教育部長。 

○教育部長（林 健三君） 林議員さんのほうからの再質問ということで、アンケート

を実施していくことにつきましても、子供との信頼関係がなければアンケートのそう

いった意味での意味といいますか、意義はないんではないかなというふうな御質問だ

ったかと思います。確かに議員おっしゃられるとおり、そういう教師と生徒の日常の

学校生活の中で、いかに信頼関係を築けるかいうことにつきましても、非常に学校教

育の中でも非常に大きな課題であるというふうに思っております。そういったことで、

議員もおっしゃられましたように、このたび県のほうでつくられましたアンケートに

ついては、各学校での独自性も織り込むという内容になっておりますので、そういっ

た中で、答弁の中にも申し上げましたように、やはり学校としてはあなたを守るんだ

という、そういう意思を十分伝えるような形の中で行っていければというふうに考え

ております。 

  ２項目めにつきましては、教育長のほうから。 

○議長（中村 勤君） 教育長。 

○教育長（高杉良知君） １８番林議員からの２点目の御質問でございます。 

  子供同士で解決をしていく力。これはそういったような力が子供にはあるんだとい

う御指摘だというふうに思います。その前に国連の人権委員会の例を出されて、いわ

ゆる競争と管理の中からは、そういった教育の中では、こういった問題はそういう教

育をしている限り、こういったいじめの問題等については解決はなかなかしないんで

はないかという御提案もございました。先ほど教育基本法の中の教育の目的で、人格
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の完成ということを冒頭に議員から言われました。まさに教育はそういう営みであろ

うというふうに思っています。 

  もっと具体的に言いますと、将来、生涯を生きていく人間として、どういった生き

方をするかということに尽きるんだろうというふうに思います。人の人権を無視し、

差別し、相手をけ落としながら生きていく、そういったような生き方をするのか。そ

うではなくて、お互いの違いを認めながら、互いに尊重して、人間の尊厳を生かしな

がら生きていく、そういう生き方を選択をしていくのか。教育というのは、そういう

生き方を、どういう生き方をしていくのかを選択をしていく、その営みであろうとい

うふうに思います。 

  そういったような中から、競争と管理という観点についても考えていくところがあ

るのかなというふうに思います。子供の教育に当たっては、全部自由に、あなたたち

には力があるんだからやっていきなさいよと、そればっかりではやっぱりいかない。

支援と指導、これのバランスが必要であるというふうに思っております。もちろん過

度の競争、何もかも押しつけてやらせる教育、これはどうかなというふうにも思いま

すけれども、適度な、成長していく段階での適度な競争、これは必要なこともありま

す。また、決まりを守るという中で、法令遵守を基盤とした管理運営、こういったよ

うなことも当然やっていかなければならない。決まりということをきちっとベースに

おいて、その中で思い切って自分たちの活動をやり上げていくと、こういったような

ことが大事なのかなというふうに思います。やっぱり両面を、何ていうんですかね、

取り入れながら、そういう教育をしていく。これは教育技術というところで進めてい

くべき分野かなというふうに思っております。 

  それから、コルチャックの事例を出されました。子供同士で解決をしていく力があ

るんだということでございます。私は、子供同士で解決をしていく力をつけていくの

が教育だというふうに思っております。もちろんそういう資質を子供たちは持ってお

りますけれども、しかしながら、今のいじめの中でさまざまな状況を見たときに、例

えば暴力の問題であったり、恐喝の問題であったり、さまざまな厳しい状況に置かれ

ている子供たち。なかなか子供たちの中で解決を、それはできない部分があるんじゃ

ないかと思います。やっぱり保護者も、教職員も、教員も、そして子供も一緒になっ

てこの解決に向けて取り組んでいく。こういうことが必要であろうというふうに思い

ます。そういう中で、そういった子供同士で解決をしていく力をつけていく教育が必
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要であるというふうに考えますし、学校の各教職員もそういうふうに思って、日々の

全教育活動を通じて子供にそういった指導を進めているんではないかというふうに思

っております。 

  以上でございます。 

○議長（中村 勤君） ３回目の質問。 

  １８番林議員。 

○１８番（林  淳君） 確かに教育長がおっしゃいましたように、子供の中に解決す

る力を引き出す教育をするというのは大事だと思いますし、子供の手だけでは要する

に解決できないような問題いうのもあると思います。それは当然のことながら、僕が

先ほど言いました条例の問題ですとか、宣言の問題など言ったのは、町ぐるみでやろ

うやないかという決意を示すという意味で、この府中町はそれだけの決意をもって事

に当たろうとしてる、いじめに当たろうとしてるということを示すという意味で、大

きなことがあると思います。そのことは一面的に子供だけでいじめを解決するという

ことではなくて、やっぱり大人社会もそれに協力していくんだと、力をかすんだとい

う意味で、大事だというふうに僕は考えております。 

  僕は思うんだけど、例えばここのところ、教育、ここ１０年ぐらいのスパンで考え

てみても、皆さんも思い出していただけると思うけども、例えばゆとり教育なんて言

いましたよね。ＰＩＳＡだとかＴＩＭＳＳというような国際的な学力テストなんかが

若干下がったから、今度も、来年度からになるんでしょうけれども、中央教育審議会、

中教審がその試験でトップを目指すっていうような方針を出してますよね。それは教

員のＩＣＴ教育が、５年間の間で誰も、教師の全てがそういう能力を身につけるとい

うのを目指すというようなことを書いてます。間もなく公表されるんだと思うんです

けども、ただそういうのを見てると、やっぱり統制、管理っていうのがどんどん進ん

でいくんじゃないかと。 

  例えば、日本は資源がないから人材をっていう、人間をまるで材料扱いにしたよう

な言い方でもって教育に頼るしかないんだと言いながら、ここ２０年の経過を考えて

みると、結局ＯＥＣＤ、いわゆる先進国ですが、中で大学の進学率なんかどんどん落

ちてますからね。高いところは９４％。韓国だとか、高いオーストラリアは９４％で

すけど、韓国なんかが６９％かな。ヨーロッパ、ノルウェーだとかスウェーデンだと、

この辺はもう７０％超えてます。日本は５０％。ずっとこうなんですね。それはいろ
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いろ条件があると思うけれども、しかし資源がなくて人間の力に頼るような教育をし

ようっていうんだったらば、本当にそれだけのお金をつぎ込み、それだけの充実した

教育をやっぱりやる必要がある。しかし、どんどん低下してますよ。教育費なんての

は、高いところでＧＤＰ比だったら半分でしょう。３．３％とかいうじゃないですか。

多いところは６．７、８％ぐらいの。要するに、国内総生産でこれは出しますから、

国連は数字を。どんどん下がってる。だから、少人数学級だって実現しない。大学の

進学率が下がってる。いわば置いてけぼりですよ。最も重視しなきゃいけないところ

が、金の問題で、財政の問題でどんどん低下して、それらがやっぱりこういういじめ

の問題なんかと僕は、直接的ではないけどやっぱり影響を与えてると思う。現場の教

師はとても苦労して、ＰＩＳＡの試験なんかでも世界で５位ぐらいですよ、平均する

と保ってますから、これはもう僕はすごいと思います、今の日本の教師は。 

  だから、そういう意味で、やはりそういう人たちの精神的疾患が５，４０７人もお

るんだとか、それは物すごい負担になってるからですね。そういうのをやっぱり改善

するために、これはもう言ってもむなしい、教育長が金出すんならすぐ解決してもら

えるかもわからんけども、国の問題だから。だけど、そういう意味でいじめの問題を

きちんとやるためにも、そういうことを視野に入れながら、やっぱり町を挙げて努力

をしていただきたい。一つ、教育委員会一つに責任があるとかなんとかいうふうに思

いません。全体としてやっぱり教育を重視する意味で、いじめの問題の解決に努力し

ていただきたい。 

  以上は要望です。 

○議長（中村 勤君） 以上で、第１項、「いじめ」の調査と解決策について、１８番

林議員の質問を終わります。 

  続いて、総務文教関係、第２項、つばきバス運行の改善について、１８番林議員の

質問を行います。 

  １８番林議員。 

○１８番（林  淳君） どうも教育のことになると熱が入り過ぎて、済みませんでし

た。 

  つばきバスの改善、運行の改善ということで質問いたします。 

  つばきバスは、平成１５年から始まりましたから、ちょうど１０年という節目に当

たります。多くの町民が参加した、参加したというのは活用して、府中町の中でも筆

- 15 - 



頭事業だということで人気を博しました。国交省も、府中町のこのバスについては高

い評価をしたということを仄聞したことがあります。ことしの夏に府中町の共産党と

後援会で実は町政アンケートをとった際に、このつばきバスについての要望が多く寄

せられました。３点ありまして、１つは年末年始を運行してほしい。２つ目には、当

初１時間で左右８便ずつ、１６便ということでしたけれども、今その１６便ですけど

も、当初は１時間で回ってたのが、今１時間半になってちょっと不便だということで、

増便の要求。３つ目には、団地乗り入れをしてほしいというのが、特に清水ケ丘とか、

桜ケ丘だとか、城ケ丘などから出てます。要するに、３点に要約されるというふうに

思います。このつばきバスを含めて、数多くの要望を８月８日に町長に手渡しで懇談

をしました。今回、年も押し迫ってきたんで、もう一つ具体化してほしいということ

で、１１月にはソレイユのゼネラルマネージャーという人とお会いして、あそこのソ

レイユの中にありますつばきバスの停留所には、ベンチなどが置いてあって話ができ

るというんで、あそこで署名をとらせてくれって申し入れたら快諾を得まして、どう

ぞやってくださいということで、２日間ほどあそこで署名をしました。いろいろ話も

したんですけけれども、つばきバスを。その後も署名を町のほうに届けましたが、そ

の努力もあったんでしょうか。このたびつばきバスが年末には運行しようということ

で、とてもありがたいことです。感謝いたします。年末までだから、今まで２８日で

運行をストップしてたんですが、３１日までやるということで、大変町民の間でも評

判がいいようです。 

  そこで、１つの質問は、たしか国交省などが出したときにコミュニティーバスとい

う名称で出たもんですから、私、初めは補助なども出ましたよね、あわせて。コミュ

ニティーバスっていうのは、何か制限があるのかなというふうに思ったんですが、コ

ミュニティーバスには何か法的な制限があるのか、どうなのかというのをお聞きした

いということ。 

  それから、ことしは年始だけなんですが、ごめんなさい、先ほど間違い。年始の

１月１日から３日間の休みを運行するっていうことで、年末の２９日、３０日、

３１日は休むということです。逆でした。その点について、バス停のベンチでいろい

ろお年寄りなどと話をしますと、年始よりも年末のほうがいいよ、ありがたいんだけ

どねというような意見がありました。いうのは、買い物などに利用しているわけです

ね。だから、やっぱり年末なんかには、やはり年始、２日か３日間ぐらいの食料を大
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量に買い込んで、いろいろお節料理などを楽しむということだろうと思うんですが、

今後町におかれては、年末も運行するということを検討していただきたいという趣旨

の質問ですが、これについてお答えください。 

  最近、中国新聞が企画記事で団地を取り上げてますよね。これはやっぱり高齢化に

よる団地のいわば寂れ方。それは特に田舎などではもう既にもっと先行して起きてる

状態ですけども、団地などが高齢化などによってどんどん人が少なくなっていくとい

うのがあります。つい最近、ここの本会議場でもこういう話が出ましたよね。府中町

１万５，６００戸の家屋がある。そのうち２，４３０戸があいている。お年寄りの話

聞きますと、私ちょっと団地の高いところに住んでるから、平たい下へおりたいって

言われるんです。下へおりたい。買い物するにしても、病院に行くにしても、下へお

りたい。それがバスの増便要求にもつながるわけですが、そうするといずれ団地も、

私は瀬戸ハイムという団地に住んでいますが、周辺見ますと、ひとり暮らしの人が随

分ふえてます。高齢者でね。どうなるんだろうかと思うと、今は２，４３０戸という

空き屋があるというふうにデータが出てるんですが、もっともっとふえるだろうと。

逆に言うと、やっぱりバスの増便というのも、そういうことも頭に置いてやっぱりや

ってもらう必要があるんじゃないかと。放置しておくと、過疎地などでは出てますけ

れども、空き屋対策が今度は新たな課題として出てくるんですね。空き屋をどうする。

そういう意味も含めて、やはり増便の問題を検討していただきたいというふうに思い

ます。それで、増便をすることにどんなネックがあるのか。どういうネックがあるの

かということをお聞かせいただきたいと思います。 

  もう一つは、質問は、自治体によってはそういうバスの乗り入れができないところ

に対して、乗り合いタクシーっていうんですかね。何人かの人が時間等を申し合わせ

てタクシーを活用する乗り合いタクシーというのをスタートさせた、実施した自治体

があるというふうに思いますが、これについて検討をされたかどうか。あるいは、検

討する気があるかどうか。あるいは、調べてみると余りうまくいってないようだみた

いな話もちらっと聞きますので、その辺について、乗り合いタクシーについてどうい

うお考えなのかという質問です。 

  以上です。終わります。どうもありがとうございました。 

○議長（中村 勤君） 答弁。 

  総務部長。 
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○総務部長（寺尾光司君） １８番林議員の御質問、つばきバス運行の改善についてと

いうことでお答えをいたします。 

  質問の中でもありましたけれど、議員御承知のとおり、つばきバスは平成１５年

１０月から運行を開始し丸９年が経過して、この１０月からは１０年目に入ったとい

うものであります。昨年度は１８万５，０００人の方に御利用いただいております。

当初の導入目的でありました町内の南北の移動交通手段の確保、町内公共施設へのア

クセス改善等が実現できたとともに、高齢者など徒歩や自転車以外の交通手段を持た

ない町民の町内移動の交通手段として定着してきていると感じております。多くの方

に御利用いただき、好評を得ているということと思っております。 

  また一方で、平成２１年に実施しました利用者アンケート調査の結果や住民からの

声として、便数、路線の延長、年末年始の運行等のバス運行の充実、改善を求める意

見が多く寄せられております。先ほど議員の御指摘もありましたけど、先日も団体か

ら約３５０名の署名を添付した、つばきバスをさらに利用しやすいものにということ

で、要望書が提出もされております。 

  それでは、御質問についてお答えしたいと思います。 

  １点目の御質問、つばきバスに関する年末年始の運行、増便、団地への乗り入れの

３点についての要望に対して、町はどう考えているかということでございますが、ま

ず年末年始の運行の件ですけど、つばきバス導入以来、年末年始、１２月２９日から

１月３日までの６日間につきましては、公共施設など店舗等も含めて休業が多いとい

うこともありまして、つばきバスの運行は休止をしております。 

  今回は、住民要望等も踏まえ、運行いたしております、運行を委託しております広

島電鉄さんとも協議を重ねた結果、年末年始のうち年始について、さきの委員会でも

町長報告しましたけれど、試験的ではありますけど運行させていただくということに

しました。年末年始両方運行できればよかったんですけど、やはり経費的なものもあ

りまして、どちらかということになりまして、広電さんとも話をした結果、年末より

年始のほうが、広電さんのバスを運行している経験、実績からいうと、年始のほうが

やはり利用が多いんじゃないかという広電さんの御意見を聞きまして、そういう参考

意見を得まして、年始のほうで試験的に運行させてもらうということになりました。 

  費用面において、年末については今回ちょっと運行はできないということになりま

したけれど、今回行う年始の試験的な運行状況を見ながら、年間のつばきバスの全体
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の利用状況も踏まえて便数やら運行コースなどを再検討して、現在の費用負担の範囲

内という前提のもとで、来年度以降、年末年始の運行が可能かどうか、広島電鉄さん

とも協議を進めていきたいというふうに思っております。いろいろコースなどを見直

ししながら、今の範囲内で何とか年末年始はできないかなというのを検討したいとい

うふうに思っております。 

  次に、増便をということでございますが、現在１日左右各８便、各便の間隔は１時

間３０分という設定で運行しております。平成２１年度、先ほど言いましたアンケー

トにおいては、３０分に１本とか、１時間に１本などの増便要望が多く出されており

ました。バス路線、現在のバスルート１周に実際にかかる所要時間は１時間６分とい

うふうに聞いております。そして、現在のバスルートを変えずに、もし１時間間隔で

バスを出していくということになると、計算上で言いますと、新規にバス２台が必要

になってくると、それに対する費用もふえてくるということになります。平成２３年

度決算におきましては、つばきバスの運行に係る町の費用負担、持ち出しの部分です

けど、この経費は約３，３００万円となっております。限られた予算の中でこれ以上

のちょっと負担増というのは難しいというふうに考えております。 

  続きまして、団地への乗り入れについてでございます。桜ケ丘、清水ケ丘、城ケ丘

の団地は、昭和３０年から４０年代において造成された団地でありまして、道路幅員

等の問題から、現在のバス車両での乗り入れというのは困難な状況でございます。ま

た、瀬戸ハイム団地への乗り入れに関しましては、これは路線の延長ということにな

りますので、先ほど申し上げましたように運行経費の増加におかれまして、民間の既

存の路線バスが瀬戸ハイムは入ってますので、そこと競合するということになります

ので、これに関してもちょっと乗り入れは困難ではないかというふうに思っておりま

す。 

  ２点目の御質問です。コミュニティーバスとしての法的な制限はどういうものがあ

るのかということですけれど、法的な制限というものは特にございませんが、国土交

通省の自動車交通局長が平成１８年に出している通知がありまして、その中において

コミュニティーバス導入に関してのガイドラインというのを定めてあります。 

  その中に、まずコミュニティーバスの導入の基本的な考え方としては、公的資金に

よって支えられたコミュニティーバスは、自主運営を原則とする路線バスを補完し、

これと一体となって当該地域の交通ネットワークの一部を形成するものであることか
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ら、その導入に当たっては、路線、区域、運行時刻等において、路線バスとの整合を

図るよう十分留意する必要があるとされております。また、事業計画においては、地

域交通ネットワークにおける役割分担を明確にした上で、路線バスと実質的に競合す

ることのないよう十分に検討すべき。さらに、運行計画においては、路線バスでは運

行できない時間帯をコミュニティーバスが分担するなど、運行系統、運行回数、運行

時刻の設定に当たっても相互補完を図り、競合を回避するという配慮をすべきである

ということが示されております。路線バスなど地域公共交通機関を補完し、地域住民

にとって便利で効率的な公共交通ネットワークの構築に寄与すべきということで、コ

ミュニティーバスだけで捉えるんでなくて、地域のさまざまな公共交通機関と一体と

なって考えていくべきだというようなことが示されております。 

  続きまして、３点目の増便のネックになるのは何かということですが、先ほど答弁

させていただきましたように、運行経費が増大するというのが一番大きな理由になり

ます。また、現在３台の車両を有しておりますけども、この３台だけを活用した増便

ということを検討すると、運行間隔を、先ほど言いました１時間半をさらに狭めた頻

繁な運転ができるかということになりますけれど、運行間隔を狭くすると、それによ

って多少の渋滞で運行ダイヤが乱れるというおそれがあります。定時制確保というの

がバス事業としては一番大きな部分であると思いますので、そして公共交通機関とし

て信頼性に欠けるような時間設定いうのは難しいというふうに思っておりますので、

ちょっと現状ではちょっと今のバスルートのままでの増便というのは難しいというふ

うに考えております。 

  ４点目の乗り合いタクシーという御質問でございます。一般的に乗り合いタクシー

と言われていますのは、１０人以下の人数を運ぶ営業用自動車を利用した乗り合い自

動車で、主に深夜に別の交通機関がない地域や過疎地、バス路線がない郊外部の団地

などで運行され、タクシー事業者が行っている場合が多いと。そして、所定のダイヤ

と停留所に従って運行されていると。それで、主には乗車定員９人程度のジャンボタ

クシーを使って運行されている例が多いとされております。広島のこの近郊でも、路

線バス等の停留所まで相当な距離がある団地などで、車を運転されない高齢者などの

ために、地域ぐるみで公共交通を確保しようという地域の方々が主体的に関与して乗

り合いタクシーを導入されている例はあるというふうに伺っております。当町内にお

きましては、路線バスとコミュニティーバスで、ほぼ、ほとんどの地域において
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２００メーター以内に公共交通路線網は確保されておりますので、こうした状況から、

町が直接的に一部の地域だけを対象に乗り合いタクシーを導入するというのは、現状

では困難というか、考えてはいないということでございます。また、乗り合いタクシ

ーを導入するということになりますと、現在のタクシーの需用を圧迫するということ

もあることから、配慮も必要だというふうにも思っております。 

  一方、そうした中でも地域が主体的に関与されまして、地域の実情に応じた生活交

通をぜひ確保したいという思いが強い場合におきましては、町行政としましても側面

的ではございますが、関係機関等の調整とかアンケート調査への知恵出しなど、そう

いった面で協力をしたいと、何らかの支援ができるのではないかというふうには思っ

ております。 

  答弁は以上です。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（中村 勤君） ２回目の質問。 

  １８番林議員。 

○１８番（林  淳君） 答弁ありがとうございました。いろいろ努力をされていると、

あるいは検討をしたいという答弁もありました。検討を進めていただいて、できるだ

け実現の運びにしていただくようお願いをして、再質問を終わります。ありがとうご

ざいました。 

○議長（中村 勤君） 以上で、第２項、つばきバス運行の改善について、１８番林議

員の質問を終わります。 

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

○議長（中村 勤君） ここで休憩をいたします。再開は１０時５０分、１０分間です

が、休憩。 

（休憩 午前１０時４０分） 

 

（再開 午前１０時５０分） 

○副議長（慶徳宏昭君） 議長を交代します。休憩中の議会を再開いたします。 

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

○副議長（慶徳宏昭君） 続いて、総務文教関係、第３項、公共施設の維持管理計画に

ついて、１３番力山議員の質問を行います。 

  １３番力山議員。 
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○１３番（力山 彰君） 公共施設の維持管理計画について御質問いたします。 

  公共施設の維持は、日ごろからの維持管理を怠れば、最終的には維持というより改

修費用として多大な財源を強いられることになりかねません。そのためにも、日ごろ

からの維持管理は大変重要であると思います。しかし、現在多くの施設が経年による

老朽化に陥っている現状の中で、どのような将来に向けた施設の維持管理計画を考え

ておられるのかお伺いいたします。 

  ただ、町の財政も考えますと、現状におきましては、限られた財源の中で今後多額

な費用を要する子供たちの安全や災害時における避難所としての学校耐震化などの多

くの費用を要する事業を優先していかなければならないということも十分理解してお

りますけども、住民との協働も考慮した対策は考えられないのか、あわせてお伺いい

たします。 

  以上でございます。 

○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） １３番力山議員からの公共施設の維持管理計画につい

てという御質問にお答えいたします。 

  初めに前段部分の、現在多くの施設が経年による老朽化に陥っている現状の中で、

どのような将来に向けた施設の維持管理計画を考えておられるのかということについ

てお答えさせていただきます。 

  公共施設の維持管理につきましては、施設の管理運営を行う上で、毎年のように実

施される維持補修、修繕的な工事と、老朽化等による大規模な改修工事があります。

既存施設の維持管理は、財政負担の平準化を図りつつ、適正に維持、保全していく必

要があります。当町における公共施設の維持管理計画としては、平成２３年度に学校

施設耐震化推進計画、橋梁の長寿命化修繕計画、下水道施設長寿命化計画を策定して

おります。その他の公共施設につきましても老朽化している施設が多いことから、改

修計画はつくっておかなければいけないと考えております。 

  しかし、大規模な改修には多大な財政負担を強いられます。また、現在当町では、

学校施設耐震化事業、向洋駅周辺土地区画整理事業、下水道整備事業を３大事業と位

置づけ、重点化して取り組んでいるところであり、今後しばらくは３事業を継続して

いく状況にあります。したがって、財源の見通しを立てながらということが老朽化し
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ている施設改修の前提になるわけですが、財政負担の平準化を図りつつ老朽化施設の

改修を進めていくためにも、公共施設の改修計画の策定は必要と考えております。 

  次に、後段部分の住民との協働も考慮した対策は考えられないのかということにつ

いてお答えさせていただきます。 

  公共施設の維持管理の一部を地方公共団体と住民等が協働で取り組む事例として、

当町においては、住民団体等で組織する環境活動団体の環境美化活動に対して町が財

政的支援を行っているくらすば環境づくり支援事業や、水分峡森林公園の保全活動を

行う住民団体への活動支援を町が行っております。また、広島県においては、アダプ

ト制度といいまして、広島県が認定するボランティア活動団体が行う県道や河川にお

ける清掃、緑化活動について、道路に関する活動を「マイロード活動」、河川に関す

る活動を「ラブリバー活動」といって、これらを広島県及び地元市町が支援している

例があり、住民との協働の取り組みについては進め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。 

○副議長（慶徳宏昭君） 再質問ございますか。 

  １３番力山議員。 

○１３番（力山 彰君） 先ほどの維持管理につきまして、公共施設でも、施設を管理

されてます方が常日ごろやられてるとは思うんですけども、点検とかそういったもの

をしっかりやっていただいとるとは思うんですけども、ぜひこれを改めてお願いしま

す。素人が見た目ではわからないようなところも、プロであれば傷みがわかるといっ

たこともありますので、ぜひ定期的にプロによる点検もしていただきたい。補修もも

ちろんしないといけないんですけども、まず点検しに行っていただいて、そういった

傷むところがあるならば、なるべく早く手を打っていただきたいということでござい

ます。 

  ２点目の、府中町にはくらすばとみくまりサポートクラブへの補助があると。そし

て、県にはアダプト制度がある。私、個人的にはこの３つとも参加してます。住民に

はいろいろとボランティア団体がございます。私自身も常日ごろ話す機会があれば言

ってるんですけども、自分のできることは自分でやろうじゃないかと。町に頼んでば

っかしじゃ何にもできないよと。町には金も予算が当然ついて回るんで、できないこ

とが多々あると。自分のできることは自分でやろうじゃないかという話は機会あるご

とに町内会とか、その他団体の方とも話はしとるんですけども、ぜひその他、今の団

- 23 - 



体以外にもボランティアの方がたくさんおられると思いますので、そのような方たち

の力をかりて、そういった補修とか、そういった手入れとかができるように、府中町

としてもさらに力を入れていただけないかということで、その点お願いしまして私の

質問を終わらせていただきます。 

○副議長（慶徳宏昭君） 要望ということでよろしゅうございますね。 

○１３番（力山 彰君） はい。 

○副議長（慶徳宏昭君） 以上で、第３項、公共施設の維持管理計画について、１３番

力山議員の質問を終わります。 

  続いて、総務文教関係、第４項、情報の共有について、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。情報の共有について質問いたします。 

  役場にはさまざまな情報が集まります。それは個人情報など担当部署にのみ限られ

る情報もありますが、反対に住民生活や地域で行われている活動に関する情報など、

関連する部署で共有しておいたほうがよい情報もあります。これらは地域の関係する

団体や住民とも共有することにより、さらに生かされる情報であります。 

  例えば、住民目線で子供の教育というと、教育委員会がまず浮かびますが、その中

でも学校教育にかかわる情報は学校教育課へ、家庭教育にかかわる情報は社会教育課

に集まります。また、地域のグループ活動や講座、子育て支援の情報は、公民館、健

康推進課、福祉課に集まってきます。こうした情報は、関連部署で共有されているの

でしょうか。 

  特に、子供の教育などは、学校だけが、家庭だけが、地域だけが取り組めば解決す

るといった単純なものではないことは御存じと思いますので、より高い効果を生むた

めの情報共有のあり方。まずは、教育委員会の学校教育課と社会教育課との部署内で

の情報の共有。また、公民館、健康推進課、福祉課などの部者や課をまたいだ情報の

共有について伺います。 

○副議長（慶徳宏昭君） 答弁。 

  教育部長。 

○教育部長（林 健三君） ５番山口議員さんからの情報の共有についての御質問に答

弁をさせていただきます。 
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  議員の御指摘にありますように、住民の方々からの情報は、その問題、課題等の内

容によって、さまざまな形になってあらわれてきます。個人的なものであれば、府中

町ホームページからのメールによる御相談、御質問でもあったりします。その内容を

精査した上で、町長部局、教育委員会の関係課に情報が送られ、各担当課から御回答

をさせていただいてるところでございます。御相談の内容が専門的な立場からの内容

であれば、附属機関として設立しております協議会、審議会、事務レベルではワーク

会議とかケース会議など、関係課が集まってそのケースに合った対応を導き出すため

の会議を行っているのが実態でございます。また、行政内部間の問題、課題の共有に

つきましても、各種会議等で共有を図っているところでございます。 

  御質問の教育委員会内部の情報の共有でございますが、学校教育と社会教育が保有

する情報につきましては、学校教育においては児童・生徒の個人情報であったり、社

会教育においては一般情報と、情報自体の質、内容、量とも相反する部分がございま

す。そういった状況の中で、学校教育と社会教育の接点とも言えます児童・生徒にか

かわるような情報につきましては、留守家庭児童会とか、放課後子ども教室の活動内

容といったもの、もちろん学校行事や危機管理の面での学校が保有する情報も相互が

活用できるよう、常に情報交換に努めているところでございます。教育委員会事務局

内では毎週１回開催しておりますけども、スケジュール調整を含めた各課の課題、問

題について情報を共有し、問題解決を図っております。さらには、教育委員会議を初

め、校長会、教頭会、ＰＴＡ連絡協議会など、教育委員会事務局としても各担当課職

員の出席により、問題、課題の共有、解決に努めております。 

  次に、健康推進課、福祉課などの福祉保健部内における地域主体のグループ活動で

まず思いつくのは、健康推進課で所掌しております健康ふちゅう２１、府中ニコニコ

食育プラン推進事業における８つのプロジェクトチームの活動があります。これなど

は、最終的な目標が住民の参加、参画による住民の健康づくりでありますので、統一

的目標を達成するために健康推進課が相互的に統括しながら、府中町の健康に関する

情報を８つのグループや町の関係部署、町内関係団体と共有し、相互の情報交換を行

う場を持っております。そして、個々のグループの特色を生かした健康づくり活動を

地域団体と連携、協働しながら展開できるよう進めているところでございます。 

  また、部署を超えたところでの情報の共有ということになりますと、例えば児童虐

待防止の観点から設定しております府中町要保護児童対策地域協議会設置要綱のよう
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に、協議会を組織する多種多様な機関が構成団体として規定の中で明記されている場

合には、当然のことでありますが、必要な情報の共有は行っております。そのほか教

育委員会では、町内会を初め各種関係団体のつながりが大きいことから、各種会合、

会議等にも出席、参加させていただき、御意見をいただくこともございます。 

  しかしながら、情報の収集については限度があるのも事実でございます。情報の収

集の裏側には、情報の発信も存在しております。情報の共有には、事実情報の共有化、

意味、目的の共有化、考え方の波長の共有化がキーワードと言われており、必要な情

報が必要な人に、適切な形で、適切なタイミングで正しく伝えられることを基本に、

今後も町関係部局との横断的な情報交換、地域や各種関係団体との連携のもと、さま

ざまな情報の共有に努めてまいりたいと思います。 

  答弁は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○副議長（慶徳宏昭君） 再質問ございますか。 

  ５番山口議員。 

○５番（山口晃司君） 御答弁ありがとうございます。今後も町関係部局との横断的な

情報交換、地域や関係団体との情報共有に努めていくということですので、もう少し

細かく伺いたいと思います。 

  答弁の中でも、情報の共有化には事実情報の共有化、意味、目的の共有化、考え方

の波長の共有化がキーワードであると言われているとありました。役場内の関係部署

での情報共有が、書類の回覧やメールの送信だけであるとすれば、形式的な情報の共

有で終わってしまいかねません。また、地域や各種団体との情報の共有が、会議に出

席してその場だけでというのであれば、こちらも形だけの情報の共有では、せっかく

の取り組みも生きてきません。地域で活動している団体には、答弁にあったような大

きな団体もありますが、任意でそれぞれの目的を持って活動している小さなグループ

も少なくないと伺っています。それらの小さいグループかもしれませんが、府中町の

発展のために活動をされている団体との情報の共有はできているのでしょうか。 

  例えば、ここにいる皆様は耳にされているかもしれませんが、空城山公園では、

「空城に恩返し」をキャッチフレーズに利用者が自発的に声をかけ合い、定期的にふ

だん活動している空城山公園で清掃や手入れする活動が行われています。子供から高

齢者まで老若男女問わず、またさまざまな活動を行っているグループが一緒になって

の活動に発展したすばらしい例だと思います。こうした活動の情報は、役場の中で、
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またほかの施設を拠点にしているグループや住民などとも情報の共有ができているの

でしょうか。今、空城山公園を拠点に活動しているグループを例として取り上げたの

は、これまで何度も質問しているように、子供たちとの一緒の活動が地域の大人たち

の励みとなり、またこうした取り組みが地域の活力につながっていくと考えるからで

す。子供たちにかかわる地域の活動、中でも子育て支援については、公民館、福寿館、

児童センターを拠点に活動しているグループがあります。そのあたりも踏まえて、具

体的にそれぞれの職員がこんな思いで組織、職員相互の情報の共有に取り組んでいる

とか、地域や各種団体との連携や情報の共有に取り組んでいるということをお聞かせ

ください。 

○副議長（慶徳宏昭君） 答弁。 

  福祉保健部長。 

○福祉保健部長（権現通洋君） 今、２回目の御質問の中に、福寿館、児童センターの

例も挙げられました。それで、それぞれの職員が職員相互、あるいは地域や各種団体

との連携や、情報の共有に対する職員の取り組み姿勢はという御質問がございました

ので、まず私のほうから答弁をさせていただきます。 

  健康推進課で取り組んでいる健康ふちゅう２１、府中ニコニコ食育プランの実践を

例にお答えをさせていただきますと、健康づくり、食育推進は、町民一人一人が主体

的に取り組む必要がございます。そして、その一人一人の取り組みを行政も含めた地

域が支える仕組みをつくり、健康な町にしていきたいという強い思いを持って日々取

り組んでいるところでございます。 

  例えば、府中ニコニコ食育会議では、担当職員が統括をしながら、食育に関係する

保育所、幼稚園、学校、各種団体、食品関連事業者、行政関係者が一堂に会しまして、

府中町の食育の課題を共有し、その解決に必要な活動を協議し、食育推進大作戦とし

て３企画を立ち上げまして、実施をしているところでございます。その中の一つでご

ざいますおむすび体験活動では、子供たちに朝御飯をしっかり食べてもらいたいとい

う思いから、昨年を初年度として小学校でのおむすび体験学習を実現することができ

ました。学校、地域の団体、農業関係者等とともに役割を分担して授業を行い、子供

たちに朝御飯の大切さを伝えることができたというふうに思っております。また、自

分で握ったおむすびを食べる子供たちのきらきらした目を見ることで、メンバーそれ

ぞれが喜びを感じるとともに、伝えていきたいという思いが、意欲が一層強くなり、
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今年度も小学校２校での実施につながったところでございます。 

  しかし、このような取り組みとは裏腹に、福寿館を定期的に利用されているグルー

プは５３ほどございますけれども、それぞれが多様な活動をされておりますが、それ

らのグループ間での交流等は行われていないというのが現状でございます。町が関与

しておりますのも、町広報紙による各グループの紹介や、参加者の募集にとどまって

いるのが現実です。 

  また、児童センターにおける自主グループの活動に関しましては、指定管理者との

定期的な協議会において報告を受け、必要な情報は指定管理者との間では共有してお

りますけれども、そのグループとは町は直接関与していないというのが実態でござい

ます。 

  今後、地域を支えるために地道に活動を続けておられるグループに対しましても、

可能な範囲で行政も関与し、グループ間の連携を図るための研究をしてまいりたいと、

このように思っております。 

  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） 答弁ほかにありますか。 

  生涯学習課長。 

○生涯学習課長（中野真司君） 公民館などでの地域や各種団体との連携や、情報の共

有に取り組んでいることということでございますけれども、府中町内にはさまざまな

活動をされている団体が数多く存在しております。団体の構成員が、行政関係、町内

関係、学校、ＰＴＡ、その他関係団体から推薦を受けた方々による団体から少人数の

趣味などを共有する方々で構成される団体と、その目的は多種多様で存在しておりま

す。そのような状況の中、公民館では子供たちを中心としたバレエ、手芸、子供ジャ

ズダンス、習字クラブなどや、乳児学級、子育て相談、造形遊びなどの授業まで、公

民館を拠点に活動しているグループなども数多くございます。 

  府中公民館では、全体で５３団体、７０４名の方々が活動し、団体によるハロー公

民館祭りを初め、役員会、館内清掃などにより、定期的な団体の相互の連携、情報の

共有を行っております。 

  また、府中南公民館では、全体で７７団体、１，２９５人の方々が活動し、今年度

は５０周年を迎えることもありまして、団体等で構成する実行委員会を立ち上げ、記

念行事などを開催するなど、両公民館とも地域の公民館として、団体の連携、交流及
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び情報の共有にも努めているところでございます。 

  しかしながら、府中町内にはさまざまな場所で、それぞれの団体が活動されており

ます。場所が異なる団体の交流は、重複する範囲によって情報は発信され、相互の共

有となっている場合もございます。団体間の情報の共有につきましては、その内容に

もよりますけれども、他の団体へ紹介を行うなど、コーディネーター的な役割を積極

的にかかわる必要があるのではないかと思っております。 

  以上です。よろしくお願いいたします。 

○副議長（慶徳宏昭君） 再々質問ございますか。 

  ５番山口議員。 

○５番（山口晃司君） 御答弁ありがとうございました。子育て支援一つとっても、さ

まざまな視点、さまざまな方法で携わってる方が府中町にはたくさんいることがわか

りました。また、町がかかわる協働組織や、拠点を同じくして活動するグループとの

情報の共有については、触れ合う機会も、ほかのグループを知る機会もあり、職員や

グループ同士の情報の共有も行われ、新たな活動も芽生えているということもわかり

ました。団体同士のコーディネーター的な役割にも積極的にかかわる必要があるとか、

可能な範囲でグループ間の連携を図るための研究をしていきたいとか、前向きな姿勢

で頑張っていただきたいと思います。 

  しかし、地域や各種団体との連携や情報の共有については、さらに住民の目線に立

て積極的に取り組む必要があるのではないかと考えます。地域活動の主体はさまざま

であり、町がかかわる協働組織や、町内会などの大きな組織ばかりではありません。

独自に草の根運動を行っている小さなグループもたくさんあります。たとえ小さいグ

ループとはいっても、目的を持って活動されており、府中町の発展に決して無関心で

はなく、協力しながら新たな活動を生み出すのに欠かせない地域の活力だと思います。 

  また、こうした小さいグループの中には、将来の府中町の地域活動を率先して支え

てくれる方々がたくさんおられるのですから、町の関係団体であるとか、公共施設を

拠点に活動している団体とか、定期的に会合を持っている団体であるとかだけでなく、

町全体を見据えて、地域で地道な活動を行っている小さなグループとも情報の共有を

していくことが必要であると考えます。 

  また、こうした情報の共有が、小さなグループにとってもできるだけ相談しやすく

対話のできる環境づくりにつながり、よりたくさんの小さな活動の芽を生み出すきっ
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かけとなるのではないでしょうか。 

  理想を言えば、年に何回かでよいので、町が働きかけて同じ目的を持ったグループ

同士の交流の場を設けていただきたいのですが、さまざまな事情があるでしょうから、

せめてグループの目的や活動などの情報発信、例えば役場の担当部署が違うからとい

ってばらばらではなく、町のホームページなどで、同じ目的で活動しているグループ

は同じページで見ることができるような形での情報発信をしていただきたい。グルー

プ同士の情報の共有を下支えすれば、そこから先の情報の取捨選択はそれぞれができ

ますので、同じ悩みを持った住民や、ボランティアを考えている住民のためにも、地

域で活動している小さなグループ活動にも光を当てた情報の共有に努めていただくこ

とを要望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４項、情報の共有について、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５項、道路ネットワーク整備の取り組みはについて、

１５番加島議員の質問を行います。 

  １５番加島議員。 

○１５番（加島久行君） 道路ネットワーク整備の取り組みにつきまして質問をいたし

ます。質問の中で、思案の内容、私の思い、考えが入ることにつきましては、御理解

のほどよろしくお願いをいたします。 

  質問の趣旨にもありますように、第４次総合計画を目前にした、第３次総合計画に

おける住民の利便性向上と安心・安全のための道路網、すなわち道路ネットワークの

整備として、県道施行街路、町内幹線道路など、町民の生活に大きな利便性を付加す

るであろうという計画が上げられております。これらの計画で、平成２７年度までの

目標値を設定されておりますが、今日の大変厳しい財政状況のもとで、財源を含めた

進捗見通しを伺います。こういうことが私の質問の趣旨でございます。今から私の、

先ほど申し上げました思案、考え、思いを申し上げながら、これからの行政に取り組

んでいきたいなと、政治活動もやっていきたい、このようにも考えております。 

  県道を含めました道路ネットワーク整備計画ですが、第３次総の実施計画にもあり

ますように、県施行街路事業なんですけども、ここらあたりの動きがかなり動き出し

たと、このように感じております。そういったことで、今からの５年後、すなわち平

成２９年ごろには、府中町の道路ネットワークというのは大きく私は近代的に変わる
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であろうと、区画整理も５０％ぐらいはこれから５年後には進んでいくだろうという

ようなことも含めまして、私は５年後の平成２９年には、道路ネット網いうのは大き

く変わる、このように私は理解をいたしております。 

  そういった中におきまして、県施行街路事業の大洲橋青崎線ですが、これも県の事

業として着手をされており、かなりの今から８年計画ぐらいをかけまして、今努力を

されておるわけですが、もう一つの県施行街路事業といたしまして、青崎池尻線とい

うのがあります。南公民館から府中の仁保橋へつなぐ道路なんですが、これも山陽本

線高架事業とのかかわりがございますので、当面は向洋の北口のその手前のところま

で整備を当面やっていこうという流れが今出ております。御案内のように、平成

２４年４月２７日でしたが、測量立ち入り等の説明会がございました。それから、

１０月１９日には設計に伴います説明会がありました。そういった一つの流れを今、

県施行として青崎池尻線が動き出したと。そして、完成は平成２９年完成ですから、

５年後を目途に今から用地の説明会とか物件調査、用地買収、それから建物などの物

件を調査する等々が今から進んでくるんではないかと、このように思っております。

そういった県の事業も含めまして、府中町も町内幹線道路の整備として、青崎じゃな

い、ごめんなさい、南小学校青崎東線という事業にも着手をいたしております。この

中におきまして、平成２４年から平成２７年の４年間ですが、事業費が約６億円とい

うのを目途に、平成２９年を完成の目標にされておるわけですが、私は一日でも早い

完成を願っておるわけであります。 

  それからもう一つは、瀬戸ハイム中央線というのがあるんですが、この問題につき

ましても、平成２７年に都市計画決定、平成２８年に事業認可等々を含めまして、平

成３１年ですからまだ７年はかかるかなと思ってますけども、ここらあたりはいろい

ろな方法によっては、知恵と決断をすれば、かなりこれが短縮されるというように私

は感じております。ぜひこの瀬戸ハイム中央線というのは早目にひとつ完成されるよ

う、今願っておるわけであります。 

  それから、補助街路やら生活道路の整備等も進んでおります。御案内のように、み

くまり北小学校線等につきましては、１期工事として平成２４年度に完成と。清水ケ

丘桜ケ丘線ですが、これは平成２５年度にやっていこうと。 

  もう一度重ねて申しますが、瀬戸ハイム中央線は今さっき申し上げました。南小学

校青崎東線も、先ほど申し上げました。青崎２５号線ですが、これは平成２５年度に
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着手するかのように聞いております。それから、青崎池尻線は県事業で、これは平成

２９年完成を目途に進んでおる状況であります。それから、町道の新設、改良等もご

ざいます。そして、向洋周辺道路の整備等も入っております。そういったこの３次総

の中で、いろいろと財源の問題を含めましたさまざまな道路ネットワークを申し上げ

ましたが、要は何が言いたいかといいますと、３次総を計画どおり進めるためには、

健全な財政運用と財源の確保というのが私は大切であると、このように重要であると、

このように思っております。 

  そのためには、では行政として、執行部として、やはり国の補助制度を活用しなが

ら、そしていろいろ起債でも種類がありますが、有意義な起債を図っていく。そして、

公有地を含めた民間活力によって府中町を活性化し、そして利便性を図っていく。そ

して、公有地の売却も行う。さらなる行財政改革を進めていく。そして、収納率の向

上に絶え間なく努める。こういった問題が、ほかにもありますが、今申し上げました

健全な財政運用をするために、財源確保のためにどうすればいいかということを今申

し上げました。 

  もう一度申し上げます。国の制度を活用する。有意義な起債を図る。公有地の売却

を行う。さらなる行財政改革を進めていく。収納率の向上を絶え間なく努める。公有

地を含めた民間活力によって事業促進を図るというようなものがあるわけです。その

中で、厳しい財政の中でも、区画整理事業、学校の耐震化、下水道事業等々全町の事

業がございます。その中でも、一般会計の投資的経費は、今現在１５％を推移しとる

ように理解をしとるんですが、特別会計を含めますと、大体１８％ぐらいの投資的経

費になると思うんですが、そういったことを、やはり一般会計の投資的経費１５％と

いうものはしっかり堅持するんだと。そして、町民の利益と町の活力、元気な府中町

をこれからも続けていくべきだと、続けていただきたい、このように思いますが、町

長の見解をここでお聞かせください。 

  要するに、道路ネットワークの整備は、町民の利便性を向上させる上において、ま

た交通渋滞の解消のためだけではなく、災害時におけます避難道路としての必要性も

あると、このように理解をしとるわけですが、府中町がさらに今後発展していくため

には、私は道路ネットワークの整備というのは重要な施策と思っております。財源確

保の見通しを今以上に綿密に検討して、常に今も現在も町長は頑張っておられる。常

に国や県とのつながりを持っていく、またいかなければならないと、このように私自

- 32 - 



身は思っております。 

  要は、これまで以上に国、県に対しまして、要望や意見を言えるような環境、つな

がりというものを強化していくべきだと、このように私は思っております。今申し上

げましたことを含めて、町長の考えをお聞かせください。 

  また、道路ネットワーク化は、県道や他の自治体の幹線とつながることによって初

めて私は町民の生活の利便性が向上すると、貢献できるというように思っております。

要するに、広域的な視野に立った対応について、町長のお考えをお聞かせください。

とにかく、道路のネットワークを初め、都市基盤整備が確立されることが町民の生活

の向上に資すると思われますので、今後とも国と県の協議を進め、みずからの財源確

保の検討を絶えることなく今後も進めていただきたい、そのように考えます。これも

ひとつ町長の見解をお尋ねをいたします。いろいろあるんですが、ひとつこれで答弁

をよろしくお願いをいたします。 

  以上でございます。 

○副議長（慶徳宏昭君） 答弁。 

  町長。 

○町長（和多利義之君） １５番加島議員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。 

  趣旨は、道路ネットワークの整備の取り組みについてです。平成２７年、完成の平

成２９年まで大丈夫かと、できれば財政も確保されたいと、こういう趣旨だったとい

うふうに思いますが、道路整備というのはその町の行政のバロメーターと、こういう

ことが言われておるとおりでありますが、住民の暮らしとか、あるいは産業活動の中

で最も大切な行政と、こういうことでございますが、本町の場合、歴代の方々が大変

な力を入れてこられてきたということで、幹線街路整備というのはかなり進んでいる

自治体じゃないかと、このように私は思っておるということでございます。 

  ちなみに、町内の都市計画街路の総延長でございますが、１万４，９００メートル

あるということですが、そのうち町の計画街路が９，７００メートルあります。この

町道のうち、今事業中である区画整理区域内の街路や連立関連街路を除くと、８７％

が既に整備をされていることになるということでございますが、周辺の類似自治体と、

そして全国的にもかなり高い整備率を誇っている府中町だと、このようにも思ってお

るんですが、今の話からすると、県とかそういうまだ区画整理の中を入れると７０％
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程度、町だけに限ったら、先ほど言いますように８７％も進捗しておるんだと。タク

シーの運転士さんらでも、府中町へ帰るときに、府中町は幹線道路がいいいうて幾度

となく私も聞かされまして、やっぱり民間にもそういう心が浸透しとるんかなと、こ

ういう思いをさせていただいておるということでございますが、そういうことにとら

われず、さらに力を入れて整備率を１００％に向かって努力をしていきたいと、この

ように今考えておるということでございます。 

  また、平成１９年度には、補助街路整備計画を策定し、一歩一歩ですが整備を進め

ておりますし、平成２３年度からは国の助成制度を活用しまして、狭隘道路整備事業

モデルとして本町三丁目を進めておるということでございますが、大した予算でない

んですが、予算が足らんぐらい結構成果を上げさせていただいておるというのも、こ

としの行政の中身ということでございます。より進めると、そしてまた、より利便な

町として、それぞれの道路はそれぞれの役割を持つ重要な道路ということでございま

して、何とかしたいと、こういう気持ちでいっぱいでございますが、何せこの長引く

景気の停滞や、学校の耐震改修、区画整理、さらに公共下水道事業の３大事業を進め

ていることや、日々新たな課題として福祉予算の年々の膨張も、学校施設の耐震化事

業の前倒しなども考えていかなければいけないということでございまして、道路整備

の促進はままならないのが現状ですが、進捗率をということでありますが、何とか計

画に基づいて、大変ではございますが、目標に向かって道路整備を進めさせていただ

いておるということでございます。 

  先ほどの質問の中にも、瀬戸ハイム中央線を早く整備をしていただきたい、こうい

う話もありましたし、さらに連立関連になりますが、浜田仁保線、さらに南小学校東

青崎線、そして青崎中店線、さらに南が南口線という県道もあるということでござい

まして、特にそれぞれ調査をしたり、そして既に計画を決定して諸準備が整い、逐一

進めていく街路もあると。特に最近では、県道である浜田仁保線、本町の名称で言え

ば池尻青崎線ですが、この平成２４年度から取り組んでいただくようになったと、こ

れは新しいニュースということでございます。 

  さらにまた、補助街路とか、先ほど言いましたように町の道路の拡幅改良、排水路

改良等にも力をいう話でもございましたが、まさに同感で、金さえあれば何とかした

いと、こういうことで常々考えておるわけでございますが、今の計画をどう進めてい

くかと、確かに２点目の質問であります財源、どうつけていくんかということが非常
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に重要になってまいると、こういうことでございますが、もう大体答弁せんでも

１５番議員が大分言うてくれたというような気もするんですが、もう一遍振り返って

申し上げますと、引き続き抜本行財政改革の仕上げを進めていくと。これを進めなが

ら、残り少なくなった遊休地ですが、これも引き続き処分をしていきたいと、こうい

うふうに思っておりますが、それと同時に、今いい制度が国のほうにありまして、言

い方は違うんですが、できるだけ自由度のきく財源をいかに確保するか、非常に重要

なことでございまして、この考え方を３本柱として、これを中心に最善を尽くしてい

きたいと、このように思っておるということでございます。 

  しかしながら、日本の貿易収支、これはもう中国との尖閣諸島の問題で、これが一

番大きな影響。特に、今や日本の貿易量は、中国との貿易量が一番多かったんです。

今半減しとるんです。車なんか８０％ぐらい減っとると、こういうようなことでござ

いまして、こうした問題等を含めて円高とかいろんな今の情勢がありますが、時勢の

先行きがどうなるのか。事と次第によっては、今進めておるこの事業も一時休止する

とか、延伸をするとかいうことになるかもしれないと、こういう思いも持っとるんで

すが、何とか、今国も選挙戦をやっておりますが、新しい政治体制の中で景気の維持、

そして発展をすべく努力をしていただきたいなと、こういう願いを持っておるという

ことでございます。そうした中で最善を尽くしてはいきますが、どうしてもいうとき

には、やはりほかにほいじゃあどういう財源の調達の仕方があるのかと、こういうこ

とにもなるわけでございます。そういう面で副財源も持たないことはないんですが、

できるだけ先ほど言いましたような形の中で、とりあえずは最善を尽くして努力をし

ていく、こういう姿勢で今後も当面まちづくりを進めさせていただきたいと、このよ

うに考えておりますので、ひとつ御理解をいただき、協力をいただきながら、ともど

もに英知を絞ってこの難局を切り抜けていきたいと、このように思っておることを申

し上げ、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。 

  以上でございます。 

○副議長（慶徳宏昭君） 再質問ございますか。 

  １５番加島議員。 

○１５番（加島久行君） 町長の思いや決意を聞かせていただきました。答弁漏れがあ

りましたので、再度簡単に申し上げます。 

  一般会計の投資的経費を今後もいろいろな諸事情のある中ではあるが、１５％は、
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投資的経費の１５％ね、一般会計の、これは私は守っていただきたいし、続けていた

だきたいと言ったんですが、この件について答弁をお願いしたい。 

  それからもう一つは、国、県に対しまして、最後に申し上げましたように、要望や

ら意見が言えるような、そういった環境やつながりを強化していくべきであろうと。

これからは特にそれが私は要求されるんじゃないかなと思いまして、町長の思いを聞

かせてくださいと言ったんですが、ありませんでしたので、この２点だけをひとつ答

弁をお願いします。 

○副議長（慶徳宏昭君） 答弁。 

  町長。 

○町長（和多利義之君） 実は１点目の一般会計で投資的財源を１５％いうたら、ちょ

っと頭がないもんじゃけ抜かしたんよ。雑駁に申し上げたんです。２遍目言われまし

ても、調べてまた。１５％あるんかな、どうかなと確信を持って言えませんので、ま

た調べてお答えをさせていただきたいと、このように思っておるのでございまして、

その点よろしくお願いをしときたいと。 

  それからもう一点の国、県とのつながり。これはもう極めて大切なことなんで、常

に連携を取れるように、もう府中町のためにやってくる国会議員さんは全部この府中

町の友達にしたいと、協力をいただきたいと、こういうつもりで、国会議員さんもさ

ることながら、県会議員さん、そういうつもりで今までやってきたんですが、これか

らもいささかも変わらずいろんな情報を得ながら、まさにそういう体制を維持、発展

をさせていきたいと、このように考えておるということでございます。 

  以上でございます。 

○副議長（慶徳宏昭君） 再々質問ございますか。よろしいですか。 

○１５番（加島久行君） 了解しました。 

○副議長（慶徳宏昭君） 以上で、第５項、道路ネットワーク整備の取り組みはについ

て、１５番加島議員の質問を終わります。 

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

○副議長（慶徳宏昭君） しばらく休憩をいたします。１３時から開始といたします。 

（休憩 午前１１時４９分） 

 

（再開 午後 １時００分） 
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○副議長（慶徳宏昭君） 休憩中の本会議を再開いたします。 

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

○副議長（慶徳宏昭君） 総務文教関係、第６項、学校医に精神科医の導入をについて、

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） 質問の前に一言申し上げます。最初に、町内の学校保健に関し

ましては、学校医、また保健関係者の皆様には、日ごろから児童・生徒の健康保持、

また増進に御協力いただきまして、感謝申し上げます。 

  それでは、質問に入ります。学校医に精神科医の導入を。 

  質問趣旨、厚生労働省が毎年発表している自殺で亡くなった方は、１９９８年以降

３万人を超える深刻な事態となっています。また、日本は先進７カ国の中では自殺率

が最も高く、１５歳から３４歳までの若い世代の死因で自殺がトップです。 

  こうした不十分な心の健康対策として、厚生労働省は２０１０年１月に、「誰もが

安心して生きられる温かい社会づくりを目指して」をテーマに、自殺、鬱病等対策チ

ームを立ち上げ、同年１０月に５つの柱を掲げています。 

  小・中学校においても、いじめや不登校など問題を抱える児童・生徒のメンタルヘ

ルスに関する増加にかんがみ、平成２１年４月に学校保健法の一部を改正する法律が

施行され、児童・生徒の健康課題に対応するために、養護教諭を中心に専門的医療機

関等の連携で学校保健のさらなる充実が図られていますが、今、多様な社会情勢の中

で児童・生徒の健康を守る緊急な課題として、精神科学校医の制度を取り入れるべき

と思いますが、教育長のお考えをお伺いいたします。 

○副議長（慶徳宏昭君） 答弁。 

  教育長。 

○教育長（高杉良知君） ４番益田議員の学校医に精神科医の導入をについてを答弁を

させていただきます。 

  まず最初に、学校医とは、学校保健安全法第２３条で、学校には学校医を置くもの

とする。また、その職務として学校保健安全法施行規則第２２条の中で、学校保健計

画及び学校安全計画の立案に参与すること、健康相談に従事すること、保健指導に従

事すること、こういった項目約１０項目定められてございます。これに基づき町教育

委員会では、府中町学校医、学校歯科医及び学校薬剤師設置に関する規則に基づき委
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嘱をしております。学校医の構成といたしましては、内科、耳鼻科、眼科、歯科、外

科となっております。 

  議員御指摘のとおり、小・中学校において、いじめや不登校などの問題を抱える児

童・生徒のメンタルケアは、大変重要な問題となっております。御質問の学校医に精

神科医を取り入れてはどうかということについてでございますけれども、府中町の学

校医の構成につきましては、先ほど申し上げましたとおり、内科、耳鼻科、眼科、外

科となっております。現在、メンタルヘルスに関する課題や、アレルギー疾患等の現

代的な健康課題が生ずる児童・生徒等の心身の健康問題が多様化、また深刻化をして

いる中、この学校保健問題に対応するため、国においては各種の診療科、例えばアレ

ルギー体質の児童・生徒のために皮膚科医が必要であるとか、こういったようなこと

も含めて調査研究が現在なされているところでございます。 

  また、他の自治体では、例えば名古屋市では、本年１０月から児童精神科医を中学

校１校に校医として試験的に配置をするというふうに聞いております。現在、府中町

では児童・生徒のメンタルケアのため、町内の小・中学校においては県派遣のスクー

ルカウンセラーを４人、このスクールカウンセラーの資格要件でございますが、この

スクールカウンセラーには、臨床心理士、精神科医、臨床心理に関して高度の知識を

有する大学教授等、こういった方の中からスクールカウンセラーを配置をしておりま

すけれども、府中町においては臨床心理士の方を配置をしていただいております。 

  それから、町の青少年教育相談員、これは元教員であったり元養護教諭、こういっ

た方に当たっていただいておりますが、３名で対応しているところでございます。 

  このようなことからも、国、また先進地の調査結果、近隣自治体などの動向等情報

収集に努め、今後、調査研究課題として検討をしてまいりたいというふうに思ってお

ります。 

  以上でございます。 

○副議長（慶徳宏昭君） 再質問ございますか。 

  ４番益田議員。 

○４番（益田芳子君） 御答弁ありがとうございました。教育長のほうから先ほど学校

医に関する内科、耳鼻科、眼科、歯科、外科というふうにお答えをされましたけども、

心の問題に関しては、やはりこういった校医がいないということを認められているこ

とと思います。平成２１年度の広島県の医師会の学校医の資料なんですけども、教育
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現場では、鬱病、心の病のために病気休職した教員は毎年増加、平成１９年度には、

１０年前の３倍、教員約２００名に対して１人の割合で休職、特に神経症や鬱病など

のメンタルヘルス関係の原因がかなりの部分を占めているとあります。これはあくあ

までも教員のためのそういった資料なんですけども、児童・生徒の指導をする立場の

教諭が健康管理体制ができてないということが、本当に浮き彫りになっているのでは

ないかと思います。 

  県では、坂町に広島県立総合精神福祉センターパレモア広島というのがございます。

そこにはたくさんのプログラムをつくった、そういった過程の中で、公務員の方とか

今言ったような先生方が、特にメンタルの関係でたくさん通われていることも重々御

承知だとは思います。広島のこども療育センターの精神科に平成２０年度に新規に受

診をしました人数は５９７名。その内訳は、不登校９１名、１５％、こだわり８４名、

１４％、多動７５名、１３％で、学校からの紹介は１８０人、２９％、医療関係から

は１０５人、１８％。年齢からいいますと、６歳から１５歳、５３０人、８９％とい

う高い数字が出ております。この初期症状の中には、統合失調症、気分障害、摂食障

害、発達障害、虐待の可能性が考えられているとの見解も多く出ております。特に、

虐待の場合など、高機能広汎性発達障害などがあると言われております。統合失調症

の場合など、特に薬物治療の開始が早いほどいいとされております。 

  そういった中で、今回、先ほど教育長も述べられましたように、名古屋市のほうで

は早くにこういった薬物投与に関して校医が必要であるということから、既に精神科

医を指定されておりますが、この愛知県の名古屋市も、発端はやはり虐待から始まっ

たそういった問題の中で、父兄の方にアンケートをとられました。そのアンケートの

中で、精神科医を導入してほしいというアンケートがありました。府中町におきまし

て、虐待問題、ここ１０月にもとうとい命をなくされた方がおられます。そういった

今アンケート調査もされるのではないかと思っておりますが、その中にそういった精

神科医を導入をしてはどうかというようなアンケートをされないのか。 

  それと、広島県の精神保健者会の中で考えております取り組みなんですけども、精

神対話士というのがここ最近たくさん習得をされております。学校の教諭の中にそう

いった方がおられるのか、再度お聞きいたします。 

○副議長（慶徳宏昭君） 答弁、 

  学校教育課長。 
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○学校教育課長（金藤賢二君） 先ほどの名古屋の件で、アンケートをとったというの

も知っております。名古屋では８月に市内全１１０校の市立中学校を中心に、過去精

神科医に相談した事実があるかとかいうのを含めて、その中で精神科医に相談したい

ということが５割ぐらいあったということに基づかれてこれができた制度だと思って

おります。このアンケートをとるかにつきましては、またこれも、こういうのを内容

がどうかも含めて、それは調査研究させていただきたいと思います。 

  それと、教員の中にそういう資格ですね、資格をとった者がいるかといいますと、

ちょっとこれについては調査できておりませんので、また調査結果をまた後日お知ら

せさせていただきたいと思います。 

  以上です。 

○副議長（慶徳宏昭君） 再々質問ございますか。 

  ４番益田議員。 

○４番（益田芳子君） 先ほども言いましたように、今年度に当たりまして、児童の方

がこの府中町におきまして、３名のとうとい命がなくなっております。その中にも、

やはり事故等、虐待等いろいろありましたけれども、その友人、友達、学校の関係者

の方、その場限りでいわゆるスクールカウンセラーも派遣をされたというふうに聞い

ておりますが、一時しのぎ的なそういったスクールカウンセラーでなくて、継続的な

こういったことが必要ではないかと思います。その点についても再度お聞きをいたし

ます。 

○副議長（慶徳宏昭君） 答弁。 

  学校教育課長。 

○学校教育課長（金藤賢二君） 今回、北小の件につきましては、県のほうで緊急的に

配備をしていただきましたけれど、それが切れた後ですね、これは町として費用を捻

出しまして、今年度３月いっぱいまで月１度スクールカウンセラーを派遣していただ

くことになっております。 

  以上でございます。 

○副議長（慶徳宏昭君） 以上で、第６項、学校医に精神科医の導入をについて、４番

益田議員の質問を終わります。 

  続きまして、総務文教関係、第７項、まちづくりに向けた財源確保について、８番

西議員の質問を行います。 
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  ８番西議員。 

○８番（西 友幸君） まず、質問に入る前に一言触れて質問に入らせていただきます。 

  町長の行政報告、決議の中で、下段５行目から「直面する困難な課題に果敢に取り

組み」と書いてありますが、私は本当にそのとおりだと思います。行政側も、議員側

も、どうすれば府中町の経済状況がよくなるか、要望だけでは、それを遂行する経済

力は私は町にはないと思っております。本日の質問も、かなり経済関係の質問が多か

ったように思っております。その意味で質問をさせていただきます。それでは、本題

に入らせていただきます。 

  府中町では、区画整理や街路網を初めとする都市基盤整備事業や学校耐震化事業な

ど、多くの事業が進められています。しかし、近年では、欧州の経済危機や領土問題

など、国の内外を初め大きな変動により、国内の経済の低迷は想定を超えた状況に陥

っています。こうした大変厳しい中で計画事業を実施するためには、どうしても財源

確保のあり方を見詰め直す必要があるのではと思います。町長のこの点についての見

解を伺います。よろしくお願いします。 

○副議長（慶徳宏昭君） 答弁。 

  町長。 

○町長（和多利義之君） ８番西議員の御質問にお答えしたいと、こういうことでござ

いますが、一口に言いまして、まちづくりに向けた財源確保についてはと、こういう

ことでございますけれども、この質問の大きな趣旨は、都市基盤整備事業や学校耐震

改修事業などの事業を進めている中、その財源のあり方を見直すべきではないかとい

うことでありますが、議員の仰せのとおり、大変な時代の中で府中町ではのっぴきな

らない大型事業である学校耐震化事業、土地区画整理事業、公共下水道事業、そして

街路事業を進めているということでございますが、抜本行財政改革や資産、いわゆる

遊休資産の活用、そして国、県の補助制度、最大限の活用をしながら財源の確保を図

り、本当にいっぱいいっぱいのまちづくりを進めておるというのが今日の実態だとい

うことでございます。 

  このような中で、社会環境の好転を望みながら、新たな課題解消をも思っておりま

すが、仰せのとおり、アメリカやＥＵ諸国の経済の停滞、円高、さらに日本最大の貿

易相手国である中国との領有権問題での摩擦、日本製品の不買い運動による輸出額が

半減をしたと、こういうことで、昨今の日本を取り巻く環境は、極めて厳しさがある

- 41 - 



というより積み重なっとるというような感じがする昨今であり、いかになるのか、恐

らく私どもじゃなくして、多くの方々が大変心配しとるというのが今日の実態ではな

いかなと、このように思っております。特に､日中間の摩擦は企業業績の悪化を招き、

当分の間、日本経済に恐らく間違いなく大きな影響を今後に近々影響を及ぼしてくる

と、こういうことは間違いないと、このようにも思っておると。今のところ地方自治

体への影響がいかになるのか図りかねているところでございますが、社会の動向を見

きわめ、間違いのない選択をしながら、これからのまちづくりを進めていかなければ

いけないと、こういうことで、身の引き締まる思いをいたしておるということでござ

います。国内の情勢としては、消費税が平成２６年度に３％、２７年度に２％、合計

で５％引き上がる、こういうことになっておりますが、その消費税の使途については、

国民会議で今後論議をされると、平成２５年度中には明らかにされると思いますが、

いずれにしても税の抜本改革が活力につながるものにしないと、恐らくこの消費税増

税というのは社会を衰退させる、そういうおそれもあるということで、まさに精神は

抜本行財政改革という形で、国、あるいはこれから論議をされる国民会議の中でして

ほしいと、こういう願いを持っておるということでございます。 

  また、消費税の引き上げ分のうちの１．２％は地方に配分をすると、こういうこと

になっておりまして、あわせて地方交付税にも０．３、４％を加算をすることにこの

財源はなっておりますが、この財源は福祉関係の財源に充当するということになって

おるんですが、そうは言いながら交付税の算定等を見ると、若干でも一般財源に寄与

できないかなと、こういう希望は持っておるんですが、希望は持たないほうがいいだ

ろうと、こういうことでございます。したがいまして、従来どおり抜本行財政改革や、

それから遊休資産の運用と、そして国、県の補助制度を最大限に駆使しながら、最善

を尽くして以外には今のところないというふうに考えておると。 

  しかしながら、このまま財政環境の改善の兆しが見えないと、新年度も住民税が億

までいかんのですが、少なくなるというようなこともありますので、これからの時代

の展開がどうなるのか、しっかり時代を観察をしながらこれからのあるべき姿を考え

ていかなければいけないと、こういうふうに考えておるということでございます。 

  非常に財源確保というのは難しい課題ということでございますが、やはり地域が静

まらんように、一定の事業、またやらなければいけない事業というのは、これからも

しっかり最善を尽くしてやっていく必要があろうということでございます。おっしゃ
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る趣旨もよくわかりますが、重ねて時代を眺めながら、それに、時代にのっとってこ

れからの対策を練っていかなければいけないと、このように考えておりますので、よ

ろしくお願いをしておきたいということ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。よろしくお願いします。 

○副議長（慶徳宏昭君） 再質問ございますか。 

  ８番西議員。 

○８番（西 友幸君） 答弁ありがとうございました。１５番議員のときにもちょっと

町長言いたかったんかなとちょっと感じたんですが、次に、私は今後府中町において

は、財源確保が困難に思えます。それで、現在優遇されています都市計画税ですね。

今、府中町０．１％で、囲んでいる広島市は０．３％なんですよね。まず１点、税務

課長に、都市計画税を広島市と同じように現在０．１％を０．３％にした場合、３億

円強が私はもう必ず浮くと思ってるんですよ、１年間でですね。それで、そこの

０．１％上げた場合どのぐらいいくんかと、それと２点目、町経済の立て直しのため

に早急に、私は一気に０．３％にしてほしいと言うとるわけじゃないんですが、

０．１％でも上げられたら私はいいじゃないかと。家とか土地とかをかなり持たれて

る方が、かなり優遇されとるわけなんですよね。ちょっとこの点について町長の意見

と、この２点をお伺いします。よろしくお願いします。 

○副議長（慶徳宏昭君） 答弁。 

  税務課長。 

○税務課長（神永和明君） ８番西議員の再質問のうち、まず１点目についてお答えい

たします。都市計画税の税率を０．１％から０．３％に引き上げたときの税収への影

響ということですが、ちょうど平成２３年度の決算がこのたび出されておりますので、

それをベースにお答えいたしますと、平成２３年度都市計画税について、その収入済

額は現年課税分１億９，８９７万３，２１６円、約２億円となっております。この数

字をベースに税率を０．３％にした場合、税収は３倍になるわけですから、単純に計

算すると約６億円、影響額で言うと約４億円の税収ということになります。 

  ただ、ここ数年、固定資産、特に土地の評価は下落傾向が続いておりますので、そ

こまではいかないと思いますけれども、大きな制度改正がない限りはそれに近いとこ

ろは、単純な計算上ではございますが、税収としては議員御指摘ぐらいの税収はふえ

るということになります。 
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  以上です。 

○副議長（慶徳宏昭君） 町長。 

○町長（和多利義之君） ２回目の御質問ということで、先ほどにもおっしゃったんで

すが、私が見ると財政が足らんと、何ぼか都市計画税をアップしたらいいんじゃない

かと、こういうことでもございますが、先ほど申し上げましたように、まず当面は今

の社会がどうなるのか、この推移をやっぱり十分洞察する必要があるというふうに考

えておりまして、先ほど申し上げましたように、遊休資産の活用とか、さらには改革、

そして国の、県の制度をどううまく使うんかということで何とかしたいと、このよう

には思っておるんですが、今回決算の認定をお願いをしておりまして、黒字決算とは

言いながら、実質はもう赤字でございまして、この中で大体１億６，０００万円ぐら

い財調を切り崩しとるんですね。もともといざなぎ景気言われる平成１７、１８年ご

ろには、不交付団体になるまでは３億円余りしか財調なかったんです。その後、不交

付団体になって大方１８億円ぐらいたまったんです、基金を含めて。しかし、最近の、

以来不交付団体２年半年ですよ、実質。その後はちょこちょこ切り崩したんですね。

特に、ここへは１億３，０００万円ぐらい毎年繰り込まにゃいかん。だから、財調が

どんどん減るんです。 

  しかしながら、行政運営をするのに財調が何ぼあったらできるんかと。やっぱり定

期的に税収が入ってくるもんですから、それとか起債とか、補助金が年度末に申請し

てもらう、今早くもらうのもあるんですが、大体そういうことで、やっぱり運転資金

がないといけないんです。たしか１５、６年、平成の年だったと思いますが、一時借

入金、当時これを二十何億円議会で当初予算で認めていただいて、２０億円ぐらい、

わずか１週間とか一月とかの間でもいうことですが、借りてしのいだ。その後は余り

一時借入金は不交付団体になってしてないんですが、最近どんどん、どんどん多くな

る。もう今は、こないだ決算の説明のときにもお話がありましたように、１８億円あ

ったのが１３億円になったんですね、この平成２３年度末で。まだ来年度の予算を見

ると、また切っていかないかん。とにかく１０億円を財調切っちゃいかんと、何とか

せんにゃいかんというて、そういう計画にしておると。最低線１０億円はないと運転

資金がないと、こういうのが実態でございまして、大変厳しいところでありますけれ

ども、町内の大手自動車会社もいい車出して、今人気がある。中国のほうじゃ沈んど

るんですが、多く売れると。しっかりもうけて、それを中心にして地域だけでもいい
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形ができたらいいなと、こう思うんですが、どう時代が展開するんか私も想像つかな

い。どうしてもいうときには考えにゃいけませんけれども、今のところは既存の策で

最善を尽くして、財調も１０億円を切らんように努力をしてみるということでござい

ます。その点もひとつ御協力をいただきながら、ともどもにそういう体制がつくれた

らいいんではないかと、このように考えておりますので、よろしくお願いをいたしま

してお答えにかえたいと、このように思います。 

  以上でございます。 

○副議長（慶徳宏昭君） 再々質問ございますか。 

  ８番西議員。 

○８番（西 友幸君） 平成２３年度のこれですね、主要施策の成果による調書いうと

ころでも、御存じのように１億、これ何ぼだったですかね、１億８００万円ぐらいで

すか、もうマイナスになっておりまして、固定資産税とかこういったもんも、毎年減

額されていっておるわけなんですよね。そうして日本でも多分、造船、電機、いろん

なメーカー、鉄鋼もありますけど、利益が出とる会社ってほとんどないわけなんです

よ。ですから早くやらないと、私は町長にいきなり０．３％にしてくださいいうわけ

じゃないんですよ。０．１％ぐらいでも徐々に上げていっていかないと、もう大変な

ときが来るんじゃないかと、私、町長と同じような思い持っとるんですよ、危機を。

ですから、これは要望として０．１％でもなるべく早く、消費税も大変なことでござ

いますけど、土地とか不動産いうのを持っておられるのは、かなり私は恵まれた人だ

と思っております。そういった人が払う税金でございますので、固定も下がってくる、

いろんなもんで下がってきます。ますます町財政苦しくなってきます。ですから、

１％でもなるべく早く検討いただけるように、これは要望としてお願いしておきます。

よろしくお願いします。 

○副議長（慶徳宏昭君） 要望ということでよろしいですね。 

○８番（西 友幸君） はい。 

○副議長（慶徳宏昭君） 以上で、第７項、まちづくりに向けた財源確保について、

８番西議員の質問を終わります。 

  続いて、総務文教関係、第８項、虐待防止のための連携と相談窓口について、３番

繁政議員の質問を行います。 

  ３番繁政議員。 
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○３番（繁政秀子君） 質問をさせていただきます。虐待防止のための連携と相談窓口

について。 

  私は、電話相談員をさせてもらっておりますが、電話相談が最近はだんだん、だん

だん変わってきております。最近特に多いのは、老老介護。老老介護でお嫁さんがお

母さんの介護をしながら、仕事をやめて自宅で、要支援１、２、それから要介護１、

２ぐらいだったら、施設に入れないんですよね。ほいで、ショートステイで少し行っ

て帰られたり、そういう１日をしてもらうところが少しある人はいいですが、要支援

はなかなかそれもしてもらえないみたいですよね。要介護１、２ぐらいなら、週に

１回かぐらいはショートステイでデイサービスへ行かせてもらいよってみたいですが、

あとは全然、全部自分が受けて自分が介護しなくちゃいけないので、親が夫の親か、

自分の親か、なかなか大変らしいですわ。ほいで、もうこういうふうにしたらいけん

よって、わかっとるいうても、やっぱりいろんなことをされたり、何遍言うても言う

ことがわからないから同じことをされたり。例えば、自分がトイレに行って、そのま

んま全部置いて帰ってきたりとか、いろんなことがあって、介護しよる人が本当大変

らしいですよ。その電話でお話をされるのは、本当にうちの母きゅっとこうやって、

自分も逝きたいぐらいなんですとおっしゃいます。そのぐらい大変らしいです、介護

っていうのはね。ですから、そこでやはり虐待いうのが出るんじゃねと思います。自

分は一生懸命仕事に行って、頑張って家庭をこうやってたんだけど、そういう人が

１人出たら、自分は仕事をやめて一生懸命介護しとるんだけど、介護してもらいよる

人がそのことが全然わからないので本当に情けないいうて、涙ながらに相談をされま

す。 

  そういう相談とか、今度はお母さん。母親だけで子供を育て、一生懸命頑張って育

てよるんだけど、その子供がなかなか今度は言うこと聞かなくなって、大きくなって

いくと難しゅうなって、言うこと聞かないんだそうですよ。ほいで、帰って親子で話

ができればいいんだけど、全然それも話もできないし、親は近所の手前があるからい

ろんなことを言うらしいんですが、これもなかなか思うようにいかない。もう本当に

自分の子供であって自分で思うようにならんから本当情けないいうて、電話の相談が

最近は特にそんなんが多いと思います。 

  それで虐待いうのが出てくるんじゃねと、本人がそのようなことをおっしゃるので、

こういう気持ち、せっぱ詰まった気持ちになって、自分がどうしても手を出しちゃい
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けんいうのはわかってるんじゃけど、言うこと聞いてもらいたいとか、自分の感情が

どうしても抑えられないのでそういうことになるんだいうのが、話を聞きながら、相

談を受けながらわかるんですが、そこで私たちがアドバイスしてあげるいうのはなか

なかできませんので、とにかく聞かせてもらうしかないんです。一生懸命聞いて、そ

うね、大変じゃね、それは大変じゃねって。頑張ってくださいいうようなことは絶対

言えないんですよね。電話相談ではそういうことは言わないんです。まあ大変じゃね、

そうねいうて一生懸命話を聞かせてもろうて、本人がどんどん、どんどん言いたいこ

と全部一生懸命おっしゃると、少し落ちついてこられて、きょうはよかったです、話

をしただけで本当に気持ちが楽になりましたいうて、また電話かけさせてくださいね

って向こうがおっしゃるまで話を聞かせてもらうんですが、そういう電話相談員をさ

せてもらってみて、このたびの質問をさせてもらいたいなと思いました。 

  では、読み上げます。児童虐待防止法や高齢者虐待防止法に続き、ことし１０月に

は障害者虐待防止法が施行され、多くの自治体で防止センターや相談窓口が設置され

ております。こうした社会的弱者に対する法律の成立背景には、後を絶たない虐待事

案が大変多く発生をしているための対応と思われますが、町の取り組み（体制）を聞

く。 

  さらに、虐待やいじめの事案については、こうした法整備はもちろんのこと、大切

なことですが、家庭教育の充実にも力を入れるべきだと思います。その中で社会福祉

保健部だけでなく、子供の教育の場であり生涯学習の場である教育委員会との連携強

化は欠かすことができないと思いますが、考えを聞きたいと思います。よろしくお願

いします。 

○副議長（慶徳宏昭君） 答弁。 

○福祉保健部長（権現通洋君） ３番繁政議員さんの虐待防止のための連携と相談窓口

についてお答えをさせていただきます。 

  昨今、児童、高齢者、障害者といった社会的弱者に対する虐待事案が頻発している

状況にあるということは、繁政議員御指摘のとおりでございます。虐待の定義は、児

童虐待は、保護者から暴行、わいせつ行為等を加え、あるいは育児拒否をすること。

高齢者虐待は、養護者及び要介護施設従事者から暴行、介護や世話の放棄、わいせつ

行為等を加え、あるいは不当に財産上の利益を得ること。障害者虐待は、養護者、障

害者福祉施設従事者等及び障害者を雇用する事業主から暴行、わいせつな行為、心理
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的外傷を与えること、あるいは財産上の利益を得ること等と規定をされております。 

  特に、児童虐待に係る事案といたしましては、１０月１日に当町におきまして、最

も悲しい結末に至った事件が発生したばかりでございます。このような世相の中で、

児童、高齢者、あるいは障害者に対する虐待を未然に防止するための町の体制につい

てということでございますけれども、まず窓口につきましては、児童虐待は福祉課児

童福祉係が、障害者虐待は同じく福祉課の障害者福祉係で、高齢者虐待では高齢介護

課高齢者福祉係及び地域包括支援センター、これは社会福祉協議会の中にございます、

地域包括支援センターが窓口となっておりますが、専ら高齢者虐待につきましては、

地域包括支援センターのほうで対応しているのが実態となっております。 

  次に、各窓口における情報の把握ということでございますが、本人からの訴え、民

生委員、児童委員、ヘルパー等介護従事者や事業者、あるいは保育所からの通報等さ

まざまでございます。しかし、その対応につきましては、いずれの場合もまず第一は

関係者等からの事情聴取や家庭訪問などによりまして、情報収集に努めております。

それらの過程を踏まえ、事実を確認した上で、広島県こども家庭センターなどの関係

機関と連携調整を行うとともに、処遇等の方針を決定することになります。児童や障

害者並びに高齢者に対する虐待を早期に発見し、問題が深刻化する前に対象者の支援

を行っていくためには、行政だけではなく、学校や医療機関、あるいは各種施設など

との連携も重要となってまいります。特に、児童虐待における教育委員会や学校、保

育所等との連携は極めて重要であることから、さきの事件を教訓に、必要な情報の共

有や意見交換など、一層協力し合ってまいりたいというふうに思っております。 

  以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○副議長（慶徳宏昭君） 再質問ございますか。 

                   （３番繁政君「教育委員会」と呼ぶ） 

  教育委員会、今の質問、答弁ないですか。ない。 

  ほいじゃあ再質問。 

  ３番繁政議員。 

○３番（繁政秀子君） だから、教育委員会からも話を聞きたいわけよ。今はここの福

祉保健部長さんの答弁だったんだけど、生涯学習の面から教育委員会がどう考えとる

か。今回の１０月１日の事件でも、もともと話をよく聞いてみると、彼女もずっと家

庭で小さいときから虐待を受けて大きくなったと聞いております。ですから、私のと
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ころへ電話で相談をかけてくる人たちも、やはり小さいときに親から虐待を受けたり

とか、近所のおじさんから性的な嫌がらせをされたりとか、そういうふうなことがあ

って、やっぱり自分が大人になったとき、そういうことをやっていっとるいうような

話をされますので、やはり生涯教育というか、家庭教育というか、それが大事なんじ

ゃないかなと思っとるんですが、そのことについての答弁は何かしてもらえないかな

と思いますので、言っときます。 

  それから、先ほどの答弁では、今のどこの、児童福祉課とか、係とか、高齢者は包

括支援センターとか、そういうようにいろいろなところ３つありましたね、今虐待で

もね。同じような、話を聞いたら、私は電話の相談で話を聞いたら、同じような、子

供であるか、大人であるかだけで、あとは同じようなことなんよね。だから、ここに

書いたように、どっかセンターか何かつくって、そこに電話したらそこで誰かがいら

っしゃって、さっき言うたように、相談を受けて指導したり何かしようと思わないで、

話を聞いてあげるだけで随分違うんですよね。その考え方はどうなんじゃろ。何かち

ゃんと話を聞いて、あなたこうしなさい、ああしなさいいうことは絶対に言えないと

思いますよ。それは私らの相談センターで話を聞くときに、自分で答えを出したらい

けませんよって教えてもらっとる。話をしっかり聞いてあげなさいと。それだけで、

まただんだん、だんだん、人いうのは誰かに話をしていきよるうちに変わってくるそ

うですよ。だから、１人の人が何遍も、私が出とるときにかけてこられなくても、毎

日そこには誰かがおりますから、毎日かけてこられる人もあるわけよ。その人がだん

だん、だんだん、２カ月、３カ月たってくるうちに電話かけてこなくなって、ある日

ひゅっとかけてこられたら、自分で道を見つけとってよね。やっぱり人間いうのはす

ごいなと思いますよ。だからその辺は、私が実際やってきてみてそれを感じとるから

皆さんに言うんですが、その辺と。 

  それから、今度は今の児童虐待、生徒の虐待があります。虐待と、それから今度い

じめの問題なんかは、ＰＴＡで講演をするだけじゃなくて、誰かが来て講演を聞くだ

けじゃなくて、グループワークでもして、１年生なら１年生の親が集まってグループ

ワークをして、そこで話をまとめさせて、そのまとめた話をそれぞれが事案として出

して、そこにそのことがちゃんと話が聞けて、アドバイスができるようなアドバイザ

ーの人を、例えば今のように私たちがやってる生涯学習で勉強した人とか、それから

今度は、女性大学に行ってる人たちがかなりそういうふうなんやってますので、そう
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いう人たちをアドバイザーとしてそのグループワークの中へ入ってもらって、話をし

てもらう。要するに、自分たちよりちょっと年の多い人の、実際に体験したり経験し

たりしとる人がアドバイザーで入って話を聞いたりしたりしてあげると随分違うと思

うんだけど、そんなんはどうなんだろ。そういうふうなこと考えちゃったことないん

かなと思って、今回そのことをちょっと考えてもらって、今までのように講演を聞く、

その講演を聞いてさよならじゃなくて、自分たちがもしこういうことが起きたらどう

したらいいかなというのをみんなでグループワークで話し合うて、それを持ち寄って

それぞれがそのグループで、私たちは虐待についてこんなことを知っとるよとか、こ

ういうふうなことあるよとかいう、そういうように小さいグループになったら話が出

やすいわけよ。出やすいんよ。その出してもろうたことについての話をして、そこに

アドバイザーのような、あんまりしっかりして、しゃんとしたどこどこの大学の教授

じゃいうのが来て座ってもろとるよりも、身近な人が来て、女性大学でもどこでもい

いですが、生涯学習の勉強した人がアドバイザーで行かれると随分話が違うんじゃな

いかなと思うんですが、どうですかね。私はこれを、ぜひこういう虐待防止、いじめ

防止でやってみたらいいんじゃないかなと思ってこれ提案するんですが、いかがです

か。これどっちの話、答弁をしてくださるかわかりませんが、教育委員会でも福祉保

健部でも結構ですから、答えてください。 

○副議長（慶徳宏昭君） 答弁。 

  教育委員会から出してください。冒頭の質問もありました。再質問と関連してます。 

  教育部長。 

○教育部長（林 健三君） 最初の質問につきまして、教育委員会の答弁がなかったと

いうことで、申しわけありませんでした。 

  教育委員会としまして、議員がおっしゃられます生涯学習の観点から、家庭教育等

を含めての教育委員会としての取り組み、対応というふうなことの答弁ということに

なろうかと思いますけども、虐待やいじめの事案の発見、防止としましては、地域、

学校、各種関係団体や関係機関との連携、それによりまして、情報提供とか情報の共

有をすることによって、あってはならない虐待やいじめ事案を町民総ぐるみでいち早

く発見しまして、防止を図っていくことが必要であるというふうに考えております。

議員御指摘のとおり福祉保健部だけではなく、教育委員会では、学校、留守家庭児童

会の指導員、放課後子ども教室での指導員並びにボランティアへ、いじめ、虐待事案
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についての研修会を行ったり、そういったもので周知などしております。そういった

早期発見から通報、事故の防止に至るまで、福祉保健部との連携は必要不可欠である

というふうに考えております。 

  また、虐待やいじめを起こさないために、家庭は全ての教育の原点であるというこ

とから、子供の基本的な生活習慣、豊かな情操、他人を思いやる気持ち、それと善悪

の判断、自立心、社会的なマナーなど、既に乳幼児からの家庭教育の基盤の上に培わ

れているものと思います。家庭は家族が共同生活を営む場所であり、愛情に支えられ

た生活の営みの中で家庭教育は行われ、思春期にあっては、逆に父母その他の保護者

は、子供とどう向き合ったらいいのか悩んだりする時期もございますけども、親、子、

双方にかかわる家庭教育を支援するための必要な施策を講じていく必要があるという

ふうに考えております。 

  そのような状況の中におきまして、再質問の中で若干ございました、虐待とかいじ

めとかいったことについての講演会だけではなく、グループワーク的なもので、小さ

いグループ単位でそういった話をすれば、もっともっとそういうことについての解決

につながっていくんではないかというふうな御意見をいただいております。ちょっと

それに関連するかと思いますけども、このような状況でございますけども、教育委員

会としましては、来年の１月１２日に府中町の学校ＰＴＡ連絡協議会と協賛しまして、

社会教育講演会を予定しております。内容としましては、主題が、「子供の成長と親

の役割」、副題としまして、「子供を虐待する親の心の中」と題しまして、講演会並

びにシンポジウムを開催する諸準備を進めてるところでございます。教育委員会とし

ましても、悲惨な事案の防止の立場から事業展開をし、今後とも福祉保健部並びに関

係機関との連携を強化してまいりたいと思っております。 

  先ほど申しました社会講演会につきましては、基調講演がございまして、その後シ

ンポジウムという形でそういう関係機関の方々にお越しいただきまして、いろいろそ

ういう討議をしていただくという予定にいたしております。グループワークというよ

うな先ほど貴重な御意見をいただきましたので、その分につきましても、今後教育委

員会主導でやるのか、他の部と協賛してやるのかいうようなことにつきましても、庁

内の中で、庁舎内の中で一応また検討してまいりたいというふうに思っております。

よろしくお願いいたします。 

○副議長（慶徳宏昭君） 福祉保健部長。 
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○福祉保健部長（権現通洋君） 児童、障害者、高齢者、いずれも虐待とかいうと、同

じような事象が多いと。だから、それを引き受ける行政の窓口も１つにまとめて、誰

でもそこに話をすれば、できるようにすればいいんじゃないかという趣旨の御質問だ

ったと思います。 

  まず、高齢者の関係につきましては、地域包括支援センターのほうでよろず相談所、

何でも相談を受けますよという形でやってはおるんですが、これも高齢者に限られて

いるのが実態でございます。児童、障害者、高齢者、その３つの対象者を１つの窓口

でっていうのは、実際に今のところは開設はしておりません。ただ、対象者がどなた

であれ、どの部署に御相談をいただいても、どういうんですか、その担当の課、係に

おつなぎすることは当然させていただいております。ですから、どこに相談していい

かわからないという方であっても、福祉保健部のいずれの課でも御相談いただければ、

適切なその対応ができる課におつなぎはさせていただきたいというふうに思います。 

  これを１つにまとめることはどうなのかということでございますけれども、やはり

専門的な細かい、この方にどういった対応といいますか、処遇をすればいいのかとい

うことになりますと、やはり専門的な分野になってまいるということもありまして、

なかなか難しいのかなとは思うんですけれども、平成２６年福祉事務所の開設等もあ

ります。そのときに、どういうんですか、事務分掌の見直しも、当然福祉保健部内で

していく必要があると思っておりますので、何ができるのか、そこら辺をちょっと考

えてみたいというふうに思います。 

  以上です。 

○副議長（慶徳宏昭君） 再々質問ございますか。 

  ３番繁政議員。 

○３番（繁政秀子君） 私が行かせてもらってるからじゃないんですが、そこには１人

だけ、精神心理学者の資格を持ってる人が１人いらっしゃる。あとは電話当番の人が

みんないるんよね。ほいで、いろんな電話がかかってくると、私らは話を聞くだけだ

し、難しい話がくると、その彼女にこんな話ですよ言うたら彼女がかわって、今度は

ちょっと話をして、そいでいついつ相談日があるから、そのときにその相談は聞きま

しょうねというような段取りをしてくださるんですよ。 

  だから、そこに専門的な、高齢者のことじゃけ高齢者の専門的な人がおらにゃいけ

んとか、誰かがおらないけんじゃなくて、今度福祉会館かできる、事務所ができるじ
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ゃない、そのときに検討をしてもらいたいのは、要するにボランティアで行っとる人

が、優しい人が行っときゃええわけよ、話聞くのに。そうね、本当ね、大変ねいうて、

本当に優しい人が本当大変なんじゃろうね思うて聞いてくれる人がおって、一生懸命

話を聞いてあげて、ほいでそのときにこんなことはどうですかいう話が出たら、それ

はもうちょっと待ってね、私はあなたの話を聞いて大変だいうのはわかるけど、そん

な詳しいことわからないので、ちょっとかわるからねってかわってもらって、専門的

な人がアドバイスをするか、それとも、そのことについてはいついつ相談日があるか

ら、来て相談受けたらどうですかいうのをやりよったわけよね。ほいじゃから、あん

まりどこの課で誰がどうせんにゃいうようになってないところがここのすばらしいと

ころかなと思って、ほいじゃからそれを、これからそういうことが、世の中どんどん

変わっていきよるから、いつもここはこれがする、ここはこれがするじゃなくて、こ

れができんでも、この人がおるじゃないかいうような考えに変わって、それからさっ

きおっしゃった講演会でシンポジウムもいいでしょう。これはもうかなり古いわな。

講演会が終わったら、後シンポジウムいうのは古いわ。もう今はワークよ。ほいじゃ

から、講演会を聞いて、その後それぞれがグループに分かれて、今の話で感じたこと

はどうですかいうてグループワークにして、そこにまたリーダーが出てきて、そこで

話をしよるうちに、私はこうこうでこうで聞いたことがあるんじゃけど、あそこのお

父さんが子供をこういうふうにしよってよとか、小さいとこじゃったら話が出るわけ

よ。そうやって情報はとっていくように。出してもらうようにするには、出してもら

うような雰囲気の場をこっちが提供せんにゃ、こっちが。民生委員さんが回っていっ

たら情報持ってくるじゃろいうような時代じゃないんじゃけ、もう全然時代が変わっ

てるんじゃから、どうぞ職員さん、世の中が動きよるいうことを知ってもらって、そ

うやって話を聞き出す。自分たちが話をしてもらえるような人にならにゃいけんと思

います。私が思うのね。 

  私もいろんなところでちょっと講演会してもろうたりしたら、講演を聞いた後グル

ープワークしてくださいいうて、グループワークしてもらって、そしたらすごいいろ

んな話が出る。男女共同参画でも、うちのお父さんは男女共同参画を全然わかっとら

んのじゃけど、きょうの話聞いてこういうのやってみよう思うたとか、いろんな話を

されて、今度そこでまとまった話を持ってこられて、それぞれのグループが発表され

るんです。それだけで全然変わってくるんですよね、その雰囲気も、自分自身も。帰
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ってのときに、本当自分でしっかり自分を持って帰られるから、今からああいう時代

じゃけんね、もう講演聞いて、その後シンポジウムいうのはちょっと古いよ。シンポ

ジウムするんだったら、本当に新しい、センスのええ人をそこへ座ってもらわにゃ。

あの人は偉い人じゃけ、あの人はよう知っとる人じゃけじゃない。知っとっても知っ

とらんでもいいが、要するに、今の世の中がどう動いとるかわかる人に座ってもらわ

にゃだめよ、もったいないもの。こうやって今の虐待のことについては、本当に障害

者の人の虐待なんかでも、いろいろ障害者でもあるじゃろ、心身もあるし、精神もあ

るね、身体もある、いろんな障害者の方がいらっしゃるんだから、それぞれが違うけ

んね、だからその辺もやっぱりよく理解して、虐待を受けとる人の話がよくわかるよ

うにするには、今のようなことも考えてみてもらえんかなと思って、これはひとつ提

案なんだけど、検討してみてください。 

  もしあれでしたら、またそういう話がちゃんとわかる人に来てもらって、お金要り

ゃしませんから、こんなことをしたらいいんよって話をしてもらってあげますから。

でね、世の中が動いて変わっていってる。虐待のあれでも、さっき言うたように、親

がずっと虐待を受けて大きなった家の子は、親が必ずしとると言われとるぐらいじゃ

から、家庭教育をしっかりやらないけん、家庭教育を。そのためには、先生たちにも

しっかり中に入ってもらって、そういう話も聞いてもらってやってもらっていったら、

私は府中町では今回のような事件がもう二度と起きないようになっていくと思うから、

優しい心で相談に乗ってもらえる人を一人でもたくさん集めて、相談を受けるように。

何課、何課、何課じゃなくて、そういうように検討してもらいたい。これはするか、

せんかを決意のほどを聞かせてもろたらもういいですから、よろしくお願いします｡ 

○副議長（慶徳宏昭君） 提案と。ほいじゃあ答弁お願いします。 

  教育長。 

○教育長（高杉良知君） 決意を聞かせてくれというふうにおっしゃいました。家庭教

育についての問題といいますか、課題は、本当に大きなものがあるというふうに思い

ます。家庭教育は、親が子供に対して行う教育です。これはそれぞれの家庭が、それ

ぞれの、何ていいますか、親の価値観であるとか、それぞれの家庭の中でつくられて

きた文化、こういったようなものを背景に、子供に対して行っていくものだというふ

うに思っております。 

  しかしながら、さまざまな今状況がおっしゃるようにある中で、行政としてはその
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家庭教育を支援をしていくさまざまな取り組みをしていかなければいけないというふ

うに思っております。虐待という課題については、親はまだそんなに多くの学習を積

んでいないのではないかと思います。割と新しいテーマかなというふうに思っていま

す。こういう新しいテーマについては、講演会であるとか、シンポジウムであるとか、

それぞれの専門家の方からきちんとした正しい知識を得る、こういう学習は必要だと

いうふうに思っております。 

  ただ、それだけではいわゆるマンネリ化をして、またか、もう聞いたよというよう

なふうにもなりかねないということで、そういうきちんと学ばなければいけない課題

と、それからこれまでずっと学んできたさまざまな情報の中から、自分たちが今どう

いうふうにやってるのかとか、そういう親同士が学び合うような、そういったような

プログラムといいますか、そういうことを進めていくことも大事だというふうに思っ

ています。そういうそれぞれのテーマに応じた学習のどういうんか、プログラミング

というか、そういうことを企画をしていっているということであります。先ほどの虐

待については、講演とシンポジウム、これによってきちんと親の心とか、虐待をする

ときの心はどうなってるのかと、これをきちんと学習をしていく。そういうことは、

私はこう思う、ああ思うという意見の交換よりも、やっぱり専門家からきちっと聞く、

こういうことが大切な講座だというふうに思っています。 

  片や、そういう知識を得た中で、いろんな親がいろいろ悩みを出し合いながら、あ

のとき自分はこうしたよ、それはとても効果があったよとか、それはそうは言っても

私のときはうまくいかなかったとか、そういうようなそれぞれの実践を出し合って、

お互いに学び合っていくような学習プログラム、親の力を学び合う学習プログラムと

いうプログラムを府中町では随分進めております。これは教職員も保護者も一緒にな

って、その中にファシリテーターという人を置いて、どういうんか、強要しないよう

な範囲で、それぞれの悩みや子育ての実践例、こういったようなことを出しながら学

習を進めている、こういったような形の例もございます。 

  今度、家庭教育の課題が出たときに、詳しくまた説明をさせていただければと思い

ますけれども、そういう家庭教育、それから新しいこういった虐待についてどう考え

るのかとか、そういう課題については、社会教育としてぜひ学校教育も含めて連携し

ながら、学習を通してこれは進めていかなければならない課題だというふうに思って

おりますので、先ほどの御意見、大きく参考にさせていただいて、中身をつくり上げ
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ていきたいというふうに思っております。 

  以上です。 

○副議長（慶徳宏昭君） 以上で、第８項、虐待防止のための連携と相談窓口について、

３番繁政議員の質問を終わります。 

  続いて、総務文教関係、第９項、家庭教育の充実について、１４番岩竹議員の質問

を行います。 

  １４番岩竹議員。 

○１４番（岩竹博明君） 先ほどから家庭教育の大切さが質疑されてますけども、私の

質問も家庭教育の充実についていうことで質問をさせていただきます。 

  今日、全国で子供にかかわる大変痛ましい事件が多発し、社会問題化しています。

特に、いじめや虐待による事件は後を絶たない状況下にあり、一口に行政の対応だけ

で解決できるものではないと思われます。社会生活を送る中での基本的な道徳理念の

希薄さのあらわれが、大きな原因として上げられると思います。そうした社会理念、

道徳理念を醸成していくためには、第一に家庭教育の取り組みが大変重要な位置づけ

にあると思います。そのためにも、社会教育の分野における家庭教育の推進、取り組

みに、今だからこそ力を注ぐべきだと思います。特に、子育て支援事業についての取

り組みだけではなく、異年齢ごと、ライフステージごとの教育機会の充実を図るべき

と思いますが、教育委員会の考えを伺います。よろしくお願いします｡ 

○副議長（慶徳宏昭君） 答弁。 

  教育部長。 

○教育部長（林 健三君） １４番岩竹議員さんからの家庭教育の充実についての御質

問にお答えをいたします。 

  家庭教育は、乳幼児期の親子のきずなの形成に始まる家族との触れ合いを通じ、生

きる力の基礎的な資質や能力を育成するものであり、全ての教育の原点であります。 

  まず、家庭教育の概念と申しますか、定義でございますけども、日本の教育に関す

る根本的、基礎的な法律であります教育基本法、この教育基本法は昭和２２年に公布

されておりますけども、半世紀後、約６０年たちまして、平成１８年に全部改正され

ております。この改正教育基本法の概要では、公共の精神や伝統と文化の尊重、生涯

学習社会の実現と教育の機会均等、幼児期の教育並びに学校、家庭、地域住民との相

互の連携協力などが新たに規定され、その中に家庭教育についても新たに規定をされ
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ました。 

  この新たに規定されました家庭教育では、第１０条に規定されておりますが、次の

ように規定されております。父母その他の保護者は、子の教育について第一義的責任

を有するものであって、生活のために必要な習慣を身につけさせるとともに、自立心

を育成し、心身の調和のとれた発達を図るよう努めるものとする。また、第２項では、

国及び地方公共団体は、家庭教育の自主性を尊重しつつ、保護者に対する学習の機会

及び情報の提供その他の家庭教育を支援するために必要な施策を講ずるよう努めなけ

ればならないとされております。 

  さらに、中央教育審議会におきましては、この審議過程におきまして、これからの

家庭教育のあり方として、家庭における教育は、本来全ての家庭の責任にゆだねられ

ており、それぞれの価値観やスタイルに基づいて行われるべきものであり、行政の役

割は、条件整備を通じて家庭の教育力を支援していくという答申が出されております。 

  子供は、家庭で基本的な人間関係や役割関係を会得するとともに、生活習慣や常識

を身につけ、さらには人間としての生き方の基礎となる根底にある価値観を身につけ

ていくことからも、家庭は子供の人間形成において、議員のおっしゃるとおり最も重

要な意味を持つ位置づけにあると感じております。このことは、子供の発達段階のい

ずれの時期においても言えることでありますが、親のかかわり方は子供の発達段階に

応じて必然的に違ってまいります。乳幼児期の家庭教育は、子供にとって親等への愛

着形成により、人に対する基本的な信頼感が醸成されるなど、生涯にわたって人間形

成に重要な時期です。しかし、自分の子供を持つまで育児の経験をしたことがない人

がふえており、子育ての自信や対処能力が不足し、子育てに不安や悩みを感じたまま

孤立しがちになっております。そのような状況の中で、子育てに関しては、子育てに

必要な知識や技術そのものを習得するというより、親がみずから気づき、学ぶことの

力を高めていくことが必要になってきております。 

  このような観点から、町教育委員会としましても、家庭教育の一環としまして、広

島県が策定いたしました親の力を学び合う学習プログラムを利用して、現在、学習機

会の充実に取り組んでいるところでございます。この親の力を学び合う学習プログラ

ムとは、段階的には子育ての準備期から中高年など子育て支援者までの段階で、ゼロ

歳から小学校３年生の親、小学校４年生から高校生の親、その後にあっては中高年な

どによる子育ての支援者を対象に、その子供の年齢に沿った教材を利用して、親とし
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てどのように子供と接したらいいのかなど、家庭の教育力の向上を目指すことを目的

に作成されたものです。そのほか公民館等では、ライフステージに沿いまして、講座、

教室といたしまして、子供料理教室や子供体験教室などの青少年教育事業、子育て講

演会や家庭教育講座といった家庭教育事業、公開医療講座や人権学習会といった成人

を対象に行う成人教育事業、園芸、囲碁などの高齢者教育事業などを展開しておりま

す。 

  冒頭で申しました中央教育審議会の答申での家庭教育の具体的な充実方策として、

家庭教育に関する学習機会の充実、子育て支援ネットワークづくりの推進、親子の共

同体験の機会の充実、父親の家庭教育参加の支援、促進などが掲げられております。

教育委員会といたしましても、今後ともさらなる教育機会や学習機会の充実を図り、

家庭の教育力の支援に努めてまいりたいと思います。 

  答弁は以上でございます。よろしくお願いいたします｡ 

○副議長（慶徳宏昭君） 再質問ございますか。 

  １４番岩竹議員。 

○１４番（岩竹博明君） 府中町でもいろんな家庭教育の取り組みいうのをやられてる

と思います。また、こういう小冊子をつくって発行してますよね。これ全家庭だった

ですよね。全戸配布だったですね。この中にも立派なことを書いてあるわけですね。

こういうものを徹底させる。これが必要だろうと思います。問題なのは、いつでもそ

ういう事業をやる、講演会をやる、いろんなところで事業展開していく中で、参加す

る方はいいんですが、参加しない人をどうするかと。そういう人を一人でも引っ張り

出すというのが大事ではないかと思います。 

  そういうことで、その数、人数の多い、少ないじゃなしに、ライフステージごとに

そういう事業を展開していく、講演会をやっていくというふうなことを展開していっ

ていただければと思います。確かに、教育委員会が支援するのは限られてると思いま

すけども、これ諦めずに、もう常に、常に、何回も、何回も繰り返してこういう小冊

子を、今二、三年に１回ですかね。何年に１回ですかね。１年に１回。 

  それともう一つ、大きなＢ４ぐらいの版で抜粋したものを人が集まるところに置い

てますよね。こういうものを家庭のほうにも張りつけるとかいうものをやってもらえ

れば、常に目が届くんではないかと思います。本当、家庭教育は全ての教育の出発点

ですということから始まってるんですね。まさしく家庭教育が大事だと思います。さ
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らに、さらにそういう事業を展開していっていただきたいと思います。要望で終わり

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） 要望ということでございますので、以上で、第９項、家庭教

育の充実について、１４番岩竹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。 

  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、１２月１２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、

１２月１２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。御苦労さまでした。   

（延会 午後２時１７分） 
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