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２０２０年９月議会 

文教くらし委員会 
２０２０・９・１８ 今井光子議員の質問 

＊議会の資料から作成したもので公式の会議録ではありません 

日本共産党奈良県会議員団 

 

 

 

  

付託議案について質疑 
 

 

なら歴史芸術文化村条例 

ほとんどの「なら歴史芸術文化村（奈良県天理市）検討委員会」

会議は東京で開催されたのは何故？ 
 

今井光子議員  なら歴史芸術文化村条例のことでお尋ねしたいと思います。  

「なら歴史芸術文化村の取組について」の２枚目に、「なら歴史芸術文化村条例（施設の設置・管理条

例）だけでなく文化振興関係条例（検討中）に理念等を明記」と書かれているのですが、順番からいえば、

どのような位置づけのものにするかという理念を明記する文化振興関係条例が先で、後から施設の設置や管

理のことなどが決められていくのが筋道ではないかと思うのですが、このような形になっていることについ

てどうなのか、お尋ねしたいと思います。  

 

三原なら歴史芸術文化村整備推進室長答弁  後ほど吉田文化・教育・くらし創造部長から報

告があると思いますけれども、なら歴史芸術文化村は、既に策定済みの奈良県文化振興大綱に、そ

の整備が位置づけられているところです。ハード整備についての位置づけということで、この大綱

に基づき、今、整備を進めております。  

また、具体的な内容については、東京都でも開催された、なら歴史芸術文化村構想等検討委員

会などで議論を重ね、基本構想、基本計画を策定し、整備を進めております。 

これまでも、理念等はうたわれているのですが、検討委員会から、文化村が果たす役割等を、

今後策定する条例の中でいかに息づかせていくかを検討してほしいとの意見があり、その検討過程

を報告しております。  

順番については、私どもとしては、これまでの文化振興大綱からの流れということで、先に文

化振興関係条例がなければ、施設整備ができないということではないと認識しております。  

 

今井光子議員  なら歴史芸術文化村については、検討委員会が１２回開催されていますが、地元では

どれぐらい開催されたのでしょうか。  

 

三原なら歴史芸術文化村整備推進室長答弁  検討委員会は、これまで１２回開催されました

が、今、立地している場所の現地視察のため、奈良県では１回開催しております。それ以外は東京

都での開催となっております。  

 

今井光子議員  ほとんどが東京都で開催された委員会で、いろいろなことが相談されてきたこともあ

り、私たちになじみにくい施設ではないのかと思っております。 

日本共産党としては、議第７５号については反対したいと思っております。  
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付託議案について委員の意見 
 

出口委員  問題ない。  

乾委員  問題ありません。  

亀甲委員  同じく問題ありません。  

尾﨑委員長  今井委員は先ほど表明されました。新政ならも問題ないです。  

 

 

 

報告案件 
 

 

報告１ なら歴史芸術文化村の取組について 
 

吉田文化・教育・くらし創造部長報告  私からは、文化・教育・くらし創造部所管に係る報告事項に

ついて説明いたします。資料１「なら歴史芸術文化村の取組について」をご覧ください。  

８月３１日に開催しました、なら歴史芸術文化村構想等検討委員会の内容について報告いたします。ま

ず、２ページをご覧ください。文化村の理念等の規定化についてです。文化村については、今議会に提案し

ている施設の設置・管理条例である、なら歴史芸術文化村条例に加えて、先ほど今井委員から質問がありま

したが、本県の文化振興に関する方向性等を定めるべく現在検討している文化振興関係条例において、文化

村の理念等を明記したいと考えていることを検討委員会で報告しております。  

３ページをご覧ください。参考として、文化村及び県の文化施策に係る法令等の相関図です。  

４ページをお願いします。なら歴史芸術文化村の運営体制（案）についてお示ししております。施設で

の事業展開や管理・運営に係る全体調整を行うため、文化村内に県の組織を設けるとともに、県庁内にプロ

ジェクトチームを設置し、施設の利活用を図ること、また文化村の活用策に対し、実践的な意見や提案など

をいただくコミッションの設置についてまとめております。今後、この体制案を基に庁内で引き続き検討し

たいと考えております。  

５ページをお願いします。今、申し上げた、なら歴史芸術文化村コミッションの設置についてです。構

成メンバーの皆様に意見等をいただくため、文化村での活動例などを記載しております。  

６ページをお願いします。なら歴史芸術文化村条例についてです。設置目的や事業のほか、指定管理者

制度に関する規定を設けていること、今後のスケジュールについて、検討委員会で説明しております。  

７ページをご覧ください。文化村までの交通アクセスの検討状況についてです。利便性の確保、集客の

向上、来訪者の満足度向上、機動的な送迎の４つの観点から、バスアクセスの導入等について検討を進めて

いることを説明いたしました。  

８ページをご覧ください。文化村の開村に向けたスケジュールをまとめた資料です。  

最後に、９ページから１３ページまでは、現在の建物内の写真等です。  

１ページにお戻りください。検討会で各委員からいただいた主な意見をまとめております。１つ目とし

て、この施設の理念が文化振興関係条例に規定されることは重要であること。２つ目として、村長とコミッ

ショナーの対話が重要であり、活用策を充実させるため、早くから意見交換できる体制をつくることが必要

であること。３つ目として、交通アクセスについては、奈良県全体の観光アクセス等も考慮しながら検討す

ることが必要であること。４つ目として、最先端技術等を活用することで、歴史文化、芸術文化、地域連携

をつなぐなど、よく検討して開村までしっかり準備していくこと。  

これらが委員からの主な意見です。今後、いただいた意見を踏まえて、検討をさらに深めていきたいと

考えております。なら歴史芸術文化村の取組については以上です。  

 

 

 

報告２ 公立大学法人奈良県立大学の第２期中期目標（案）について 
 

吉田文化・教育・くらし創造部長報告  続いて、資料２「公立大学法人奈良県立大学の第２期中期目

標（案）について」をご覧ください。  
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令和３年度からスタートする奈良県立大学の第２期中期目標では、県が県立大学に期待することとして、

地域の経済・社会・行政等の分野で活躍する地域リーダーをつくることをミッションにしたいと考えていま

す。  

このミッションの達成に向けて、Ⅰ、ミッションの定義を、将来の地域社会を担うリーダー人材の輩出

とし、コミュニケーション力や主体的に学び続ける力など、地域リーダーに求められる能力を大学で身に付

けていただきたいと考えています。  

次に、Ⅱ、ミッションの展開としては、地域リーダーの育成を、教育、研究、地域連携、国際交流、法

人運営の５つの柱立てで推進していただくことを考えております。  

次に、Ⅲ、ミッションの拡大としては、地域ニーズを踏まえた新学部の設置や令和４年４月に新設する

附属高等学校との高度な高大接続について、民間企業や自治体、県立大学へ進学する高等学校などと連携し

ながら進めていただくことを考えております。  

この第２期中期目標については、具体的な取組等を盛り込み、次の１２月定例県議会で議案として提出

したいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。  

公立大学法人奈良県立大学の第２期中期目標（案）については以上です。  

 

 

 

報告３ 第２期奈良県教育振興大綱の策定について  
 

吉田文化・教育・くらし創造部長報告  資料３「第２期奈良県教育振興大綱の策定について」をご覧

ください。  

第２期奈良県教育振興大綱は、令和３年３月に策定することを予定しており、その概要について説明い

たします。  

まず、教育振興大綱の位置付けをご覧ください。この大綱は、地方教育行政の組織及び運営に関する法

律第１条の３に基づき、知事が奈良県の教育の振興に関する総合的な施策の基本的な考えを定めるものです。

大綱の策定時期は令和３年３月を、大綱の対象期間は令和３年度から令和６年度までの４年間を予定してお

ります。  

次に、大綱の策定方法ですが、内容の一層の充実を図るため、有識者との勉強会を実施しているところ

です。今後、奈良県総合教育会議において、教育委員会との協議を行い、また、奈良県教育サミットにおい

て、市町村長、市町村教育長と情報共有や意見交換を行いながら策定を進めていきます。  

次に、大綱の構成（案）をご覧ください。前文として、奈良県教育の目指すべき方向性を記載し、本文

では、こころと身体を子どもの成長に合わせてはぐくむなど、記載の５つのテーマごとに目指す方向・施策

の方針を記載する予定です。  

次に、策定スケジュール（案）ですが、この後、１１月に予定している奈良県総合教育会議で大綱案を

決定し、その内容を次の１２月議会の文教くらし委員会で報告したいと考えております。その後は、パブリ

ックコメントを実施した上で、最終的な大綱として２月議会の文教くらし委員会で報告したいと考えており

ますので、よろしくお願いいたします。  

 

 

 

報告４ 「次期男女共同参画計画・女性活躍推進計画の策定について」 
 

金剛こども・女性局長報告  資料４をお願いします。「次期男女共同参画計画・女性活躍推進計画の

策定について」です。  

１、計画期間は、令和３年度からの５年間で、２、根拠法令、３、計画の策定方法、４、計画への記載

事項等は記載のとおりです。  

次期計画に向けた課題と基本的方向です。  

（１）次期計画に向けた課題については、女性の就業に関しては一定の成果が出ているものの、男性の

ワーク・ライフ・バランスについては大きな成果が見られず、母親の子育ての負担感・不安感の軽減に関し

ても、ほとんど改善していません。特に女性のワーク・ライフ・バランスについては、正規職員は長時間労

働など仕事の負担が大きく、専業主婦は働きたいが働けていないなど、いずれもワーク・ライフ・バランス

の希望と現実が乖離している状況です。この背景には、男女の固定的性別役割分担意識が依然として全国よ
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り高いという現状があります。  

このことから、（２）次期計画に向けた基本的方向としては、１つ目は、固定的性別役割分担意識の払

拭、女性の就労支援や男女ともの働き方改革、女性の人権尊重などの取組をさらに進めること。２つ目は、

ワーク・ライフ・バランスの希望と現実の乖離を小さくすることであると考えています。  

この希望と現実の乖離を小さくするためには、個々の人によって内容は異なりますが、主体的に選択し

て過ごす時間を充実させることが大切であり、この時間は仕事への好影響を生むとともに、仕事の充実が生

活の充実にも還元されるという、仕事と生活の間での相乗効果、いわゆるワーク・ライフ・シナジーをもた

らすと考えられます。  

次期計画の基本的な考え方です。まず、１．基本理念は、奈良で働き、暮らしながら、すべての女性が

幸せを感じられる奈良県としています。次に、２．基本目標は、ワーク・ライフ・シナジーの考え方を普及

し、仕事でも、生活でも幸せを感じられる男女を増やし、これまでの価値観にとらわれない男女の行動変容

を進め、社会の発展につなげたいと考えております。  

そして、３．目標達成に向けたプロセスとしては、まず、幸せや生きがいを感じられる主体的に選択し

て過ごす時間を意識しながら、テレワークなどの柔軟な働き方や男性の家事・育児参画の促進などにより、

男女のワーク・ライフ・バランスの実現のための施策を推進します。  

このように、新しい働き方、暮らし方を推進することで、男女の意識変容を進め、男女ともに活躍でき

るようにすることにより、奈良県の発展につなげていきたいと考えています。  

以上が次期計画の現時点での検討状況です。  

 

 

 

報告５ 次期子どもの貧困対策及び母子家庭等自立促進計画の策定に

ついて 
 

金剛こども・女性局長報告  「次期子どもの貧困対策及び母子家庭等自立促進計画の策定について」

です。  

１．計画期間は、令和３年度からの５年間で、２．計画の根拠法令、３．計画の策定方法、４．計画へ

の記載事項等は記載のとおりです。  

次期計画に向けた課題と必要な視点です。資料の左側は、昨年度に実施した子どもの生活に関する実態

調査や、今年度に実施した関係機関へのアンケート調査等の結果から、経済的及び社会生活上の困難を抱え

る家庭等に関する課題を３つに分けて整理しております。  

まず、親に関する課題については、家計の収入は依然として低く、経済的、また時間的にも厳しい状況

であること。子どもに関する課題としては、家庭の経済的困窮から、将来的な進学、その後の就職への影響

など、貧困の連鎖につながることが懸念されていること。また、行政の課題としては、市町村が策定する子

どもの貧困対策計画の策定率は１５％にとどまる状況であるなど、地域でひとり親家庭等を支援する体制の

基盤が弱いといったことが解決すべき主な課題であると考えています。  

これらの課題を踏まえた右側の次期計画に必要な視点ですが、親に関しては、経済的貧困、時間的貧困、

つながりの貧困の３つの貧困を解決するため、記載のような様々な支援の充実が必要と考えています。子ど

もに関しては、自己肯定感と将来展望のはぐくみ、貧困の連鎖の断ち切り、多様な人との関わりの中で育つ

といった視点での支援の充実が必要と考えています。行政に関しては、子育て期の最初に関わる保育所など

の子育て支援機関が、支援を必要とする家庭の隠れているＳＯＳを発見し、適切に支援機関につなぐことや、

市町村がひとり親家庭等の包括的支援機能を担えるよう、県が体制整備を支援していくことが必要であると

考えています。  

次期計画の基本的な考え方です。まず、１．基本理念ですが、（１）ひとり親が子育ての支援を得なが

ら社会の担い手として力を発揮することができる社会を目指す。（２）ひとり親家庭等の子どもが家庭環境

にかかわらず、安心感と希望を持ちながらはぐくまれる社会を目指すとしています。  

次に、２．基本目標は、ひとり親家庭等困難な状況に置かれている子育て家庭が、経済的な安定の中で

地域で孤立することなく、子どもの伸びていく力をはぐくむことができるよう支援したいと考えています。

そして、３．基本的方向性と主な取組としては、次期計画に必要な視点を踏まえ、（１）ひとり親の自立・

活躍への支援、（２）多様な人が子どもをはぐくむ地域づくり、（３）地域における総合的な支援体制づく

りの３つを基本的方向性とし、それぞれお示ししている主な取組を推進していきたいと考えております。  

なお、先ほどの計画案も含め、これは現計画の進捗状況や課題を基に審議会等の委員の皆様からも意見
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をいただき、現時点での考え方として整理しております。本日いただいた意見も踏まえて、引き続き、この

２つの計画案を見直し、策定作業を進めていきたいと考えております。  

説明は以上です。どうぞよろしくお願いいたします。  

 

 

 

 

質疑 
 

 

特別支援学校スクールバス増便 

国に要望していた予算の継続決定はほんとうによかった 
 

今井光子議員  最初に、初度委員会で取り上げた特別支援学校のスクールバスについては、１０月５

日で期限切れと言われておりましたが、私たちも国に働きかけなどを行い、今度の予算にも引き続き計上さ

れていましたので、よかったと喜んでおります。このことについては、お礼を申し上げたいと思います。  

 

 

 

県立高等学校適正化実施計画 

県立大学付属高等学校の開校１年延期決定には子どもたちの声は

いっさい聞かれていないし、説明がされていない 
 

 

今井光子議員  県立高等学校適正化実施計画について、今、いろいろと言われている西の京高等学校

と県立大学附属高等学校のことで質問したいと思います。  

来年度から西の京高等学校の校舎を使って新たに開設する予定であった県立大学附属高等学校の開校

が、新型コロナウイルス感染症の影響により学校の説明会などが十分にできないといった理由で１年延期す

ることが、７月２８日に急に決まりました。これにより、県立大学附属高等学校を目指していた多くの子ど

もたちや保護者は大変びっくりされたということです。あの場所にあるから行きたいと思っていた方々から、

西の京高等学校を、もう１年延長してほしいとの要望をいただいております。  

そこでお伺いしますが、もし西の京高等学校を、もう１年延長した場合に、県立大学附属高等学校の立

場から見て何か困ることがあるのか、また、西の京高等学校の設置者である県教育委員会から見て何か困る

ことがあるのか、お尋ねしたいと思います。  

西の京高等学校に通っている生徒は、自転車と徒歩で通っている生徒が約４５％で、そのほとんどが近

所の子どもたちが中心であり、また、近鉄を利用している生徒が約５０％で、地元から来ている生徒が多い

ことが特徴になっていると思います。そのような点から何か不都合なことがあるのか、お伺いしたいと思い

ます。  

 

山口教育振興課長答弁  県立大学附属高等学校は、西の京高等学校が令和２年度に募集停止

した翌年度である令和３年４月に開校を予定していましたが、今年に入ってからのコロナ禍の影響

により、開校時期を令和４年４月に延期することとしました。  

今井委員が質問された、西の京高等学校の募集停止を１年延期した場合の県立大学附属高等学

校への影響については、県立大学附属高等学校の立場からの話としては、大変申し訳ないのですけ

れども、仮定の質問ですので、お答えすることが難しく、分からない状況です。  

＊ 

山内学校教育課長答弁  西の京高等学校の設置者側として、再度募集した場合に不都合なこ

とがあるかという質問にお答えします。  

まず、基本的な考え方として、一旦、募集停止を発表しています。この学校で新たに生徒を募

集することは、学校現場において、生徒の進路選択に混乱を生じさせるおそれがあると認識してお

ります。募集を行うとすれば、他の対策を尽くしても、なお課題が解決されない場合にのみ取り得
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る手法だと認識しているところです。  

西の京高等学校の募集停止による人員減ですが、今回のケースについては、もともと生徒数減

の大きな年であり、初度委員会でお答えしたとおり、県立大学附属高等学校の入学枠がなくても適

正な規模は確保できるため、再度、西の京高等学校の募集を行う必要はないと判断しております。  

不都合があるのかということについては、進路選択に混乱が生じるおそれがあることに加えて、

学校の最後の学年となる、また学年の生徒数規模も例年と異なるという特別の状況に置かれている

学校を、再募集して生徒ににわかに選択させるという進路指導を行うことは、教育行政として取る

べき手法ではないと考えております。  

 

今井光子議員  私は実際に学校に足を運んで話を伺って、施設も見せていただきました。アクティブ

ラーニング教室なども、きちんとできており、トイレの改修も進められている状況で、着々と新しい学校の

開校に向けて準備を進められていると感じたところです。  

来年、入学生がいなくなるということになると、私はそのことのほうがむしろ問題ではないかと感じて

おります。西の京高等学校は、もともと地域活動、ボランティア活動が盛んなところで、地域とのつながり

が深いです。先日、新型コロナウイルス感染症のことで話を伺うと、消毒液が不足したときに、地域の方々

が学校に寄附してくれたなど、非常に地域に支えられている学校ということです。このような関係であり、

１学年がいなくなるという状況になると、大きな問題ではないかと思っております。  

生徒だけではなく、学校の先生についても、この学校でずっと勤めたいと思っている先生もたくさんい

らっしゃるということが分かりました。県立大学附属高等学校が開校されるなら、この学校の教員の試験を

受けたいと願っている方もいらっしゃるということも分かったわけです。  

これは決まったことだと言われていますが、県立大学附属高等学校の開校が延期になっても、西の京高

等学校の募集は予定どおりというのは、子どもにとっても、保護者にとっても、先生にとっても、地域にと

っても問題があるのではないかと思います。そのようなことが十分に認識されないまま突っ走っていくこと

によって、県立高等学校適正化実施計画にある「魅力と活力のあるこれからの高校づくり」という理念の魂

が入らないものになってしまうのではないかと感じたわけです。 

決まったことと言われましたので、何をもって決まったのか、いろいろと調べてみました。平成３０年

６月８日の県立高等学校適正化実施計画案には、「県立西の京高等学校の募集停止時期は、（仮称）県立大

学附属高等学校の開校時期に応じて今後決定。」と書かれており、募集停止により空白になるとは一切書い

ていないのです。 

１０月５日の変更後の県立高等学校適正化実施計画を見ても、空白がなく続けて入ることになっており

ます。「（仮称）奈良県立大学附属高等学校の開校時期は、県立西の京高等学校の閉校の時期を念頭に、奈

良県立大学と県教育委員会からなる協議会において今後決定。」と小さい字で書いてあります。 

決まったというのは議会で議決されたということで、６月議会と１０月議会で、それぞれ議決されてい

ます。６月と１０月で大きく違っているのは、県立高円高等学校の再編成において、名称が県立芸術高等学

校ではなく県立高円芸術高等学校となったことですけれども、これを県議会は承認しました。子どもが減っ

ていきますし、いろいろ特色を出す必要があるのではないかということで、私たちは反対しましたが、各議

員はそのような思いで賛成されたと思うのです。 

令和３年度奈良県立高等学校入学者選抜概要には、西の京高等学校は入っていません。また、県立大学

附属高等学校も入っていません。これは、いつ作られて、なぜ西の京高等学校、県立大学附属高等学校が入

っていないのか、お尋ねしたいと思います。 

 

山内学校教育課長答弁  入学者選抜概要を公開した日は７月１０日です。なぜ西の京高等学

校、県立大学附属高等学校が掲載されていないのかという質問ですが、先ほどから県立高等学校適

正化推進方針、県立高等学校適正化実施計画について説明いただいたところですが、後者の県立高

等学校適正化実施計画を、平成３０年１０月５日に議決いただいたときに、併せて奈良県高等学校

等設置条例の改正についても議決いただいたところです。この改正条例において西の京高等学校の

閉校時期を定めており、それをもって、今回、募集停止することとし、選抜概要には掲載しなかっ

たということです。  

 

今井光子議員  ７月１０日に公開したということですが、県立大学附属高等学校の開校が１年延期に

なると決まったのが７月２８日で、公開の後になりますので、１年延期になることについて、県教育委員会

において、どのような議論がどこで行われたのか、お尋ねしたいと思います。  
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山内学校教育課長答弁  ７月時点での県教育委員会が関わる議論としては、７月１日に県立

大学と県教育委員会で協議の場を持った際、その場で決定されたわけではありませんが、県立大学

附属高等学校の開校の１年延期という方針が提案されました。そのような状況でしたので、７月１

０日の段階では、入学者選抜概要には掲載しないという判断になりました。もちろん、入学者選抜

概要は県立高等学校についてのものですが、便宜上、一条高等学校など、他の設置者の学校のこと

も一部掲載しており、県立大学附属高等学校についても掲載する可能性は否定できませんが、７月

当時はそのような状況であったということです。  

 

今井光子議員  ７月１日に提案されたということですが、私も傍聴に行ったので提案されたことも、

延期が決まったことも知っております。条例で決まったとのことでしたので、どのように決まったのか、条

例を穴の開くほど読んでみたのですけれども、県立高等学校設置条例の最後の部分に、西の京高等学校を平

成３５年に削除するとありました。 

この条例が議決されたときは、県立大学附属高等学校の開校が延期されることが分かっていなかったの

で、平成３６年に削除すると条例を変えれば、整合性が取れるのではないかと思ったのですが、どのように

お考えでしょうか。  

 

山内学校教育課長答弁  閉校時期を１年ずらすということではなく、現在ある高等学校で適

正な規模を確保できるという判断により、１年先送りすることは進めておりませんでした。  

 

今井光子議員  今年は県立高等学校適正化実施計画がスタートした年になります。以前も委員会で取

り上げましたが、高等学校への進学については非常にばらつきがあり、もう一度きちんと見直す必要がある

のではないかという提起をしたと思うのですけれども、毎年７月の三者懇談のときに進路希望調査をされる

のですが、今年はどのような状況なのか、お尋ねしたいと思います。  

 

山内学校教育課長答弁  例年行っている１学期末時点での進路希望調査については、本年度

は実施していません。  

 

今井光子議員  県立大学附属高等学校の開校が１年延期になったことの発表前に、入学者選抜概要が

配られてしまっており、子どもたちの動向については声も聞いていない。そのため、県立大学附属高等学校

の開校が１年延期になるのであれば、今の場所でもう１年入学させてほしいという声が届いているわけです。 

先ほど、県立大学側としては仮定の話の答弁はできないと言われたのですけれども、県立大学の関係で

は、以前、文教委員会であったときもいろいろ質問したのですが、設置者が違うということで、詳しい内容

がほとんど分からないままでした。 

今回、１年延期になったことで質問しても、仮定の話では答弁できないということであれば、一体どの

ように考えればよいのでしょうか。子どもたちは、この場所にある学校の募集がなければ、その周辺の学校

に行くことになるわけです。それが自分の希望するものと合えば、高校３年間、それなりに充実したものに

なると思いますが、自分の思いと違うところに入学することになると、学校を中退することもあり得ます。

子どもの将来にとって大変大事な問題が、あまりにもお粗末な扱いで、もう決まっているからということで

進めているのは本当にいかがなものかと思うのですが、その点についてお尋ねしたいと思います。  

 

山内学校教育課長答弁  生徒たちのニーズをしっかり捉えて高等学校に進学できるように

ということですが、当然のことながら大変重要なことだと考えております。次年度に向けては、高

等学校の募集人員の発表は、例年は１０月下旬に行っていますが、現在、その時期を早める作業を

しているところです。 

まず発表の時期を早めて、子どもたちの不安をできるだけ早く払拭したいと考えております。

発表する内容においても、西の京高等学校に仮に進学したいと考えていた生徒に対して、例えば、

地域のことを学びたいというニーズを持った子どもたちの受入先はどうなのか、北部の地域で学び

たいというニーズを持った子どもたちの受入先はどうなのか、そのような細かい部分も考慮に入れ

て最終の募集人員の発表につなげていきたいと考えております。  

 

今井光子議員  結局、もう決まっているから動かせないということで、今、県は進めていこうとして

いるのですけれども、ずっと言われてきた平城高等学校と奈良高等学校の問題でも同じことが言えるのでは

ないかと思っております。 
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本会議で粒谷議員が質問されましたけれども、今年度は、まさに適正化実施計画のスタートの年に当た

りますが、どこでどう決まったのか分からないまま、あの学校に行きたいという、子どもたちの希望を奪う

やり方で進めている。平城高等学校の関係者もずっと言い続けているように、子どもを尊重せずに先に決め

た結論を押しつけるやり方ということで、基本は同じではないかと思っております。  

今年の入試結果が定例教育委員会で報告されておりました。中学校の卒業生に対する入学生の割合が、

平成３１年度は７２．９％、令和２年度は６９．２％と、３．７ポイント下がっております。昨年度に比べ

て、県立高等学校の入学者が何人減ったのか、お尋ねしたいと思います。  

 

山内学校教育課長答弁  手元の資料を調べれば計算できると思いますが、すぐにお答えする

ことができません。 

 

今井光子議員  今年の入試の結果では、昨年に比べて特定の普通科に多くの受験者の集中が見られる

と思います。 

平城高等学校、登美ケ丘高等学校の募集停止が大きく影響していると思いますけれども、私立学校の授

業料が無償化されたこともあって、私立学校を専願で受験している生徒が増えてきているという流れもあっ

たのではないかと思うわけです。 

原因としては複数あると思いますけれども、県立高等学校適正化実施計画では、魅力のある、よい学校

をつくりたいという思いがあるのでしょうが、そのような思いと実際が一致していないと私は強く感じるわ

けです。子どものことを主体に、どのような学校に行きたいと思っているのかを、きちんと考えていかなけ

れば、これからの奈良県の高等学校の問題が大変大きなものになってしまうのではないかと思います。  

そのような根本的な高等学校の在り方について、どこかで検討しているのかお尋ねします。  

 

山内学校教育課長答弁  今回、適正化の検討において、推進方針を策定する中で、地域別懇

談会や各校種の校長のヒアリング等を行い、今後の高等学校の在り方については、一定、教育委員

会として整理させていただいたと考えています。 

ただ、高等学校の在り方、どのような在り方がよいのかについては、常に不断の検討を行わな

ければなりませんので、今後、県立高等学校の役割がどのようなものであるのかといった根本的な

ところから議論して、次の適正化を考える時期に方向性を定めたいと考えております。  

 

今井光子議員  まず、子どもたちの進路希望を聞いていなかったという問題では、今年から高等学校

の在り方が変わった時点で、子どもたちが何を希望しているかを調査するべきだったと思うのです。 

１人１台のタブレットの普及のこともありますし、この前も高校入試の問題で子どもたちから意見を聞

いたり、県教育委員会にしては早い対応だと思ったときがあったのですけれども、それができるのであれば、

子どもたちの希望を聞くことも可能だと思いますので、まず、それを実施してほしいと思いますが、いかが

でしょうか。  

 

山内学校教育課長答弁  進路志望調査については、中学校３年生の７月末の時点で、進学か

就職か、また、進学の場合は普通科なのか農業科なのかといった調査を行っていたところです。今

般、新型コロナウイルス感染症の影響で、多くの学校が長期にわたり臨時休業となる中で、まず、

本年度１学期の進路指導が例年どおりに実施されていない中での調査になること、加えて、過去の

調査結果では毎年の傾向に大きな変化がないため、必ずしも直近の調査が必要ではないという点を

踏まえて、コロナ禍で学校が対応に追われる中で、実施すべき緊急性はないと判断したところです。  

ただ、今井委員ご指摘のとおり、生徒の関心やニーズの把握は重要だと思っております。例え

ば本年度、ｅ－オープンスクールを実施していますが、実施の際の登録者数は容易に把握できてお

ります。ほぼリアルタイムで把握できるということで、このような新しい方法もありますので、こ

れまでと同様の調査を行うかどうかを含めて、把握の方法を抜本的に考えたいと思っております。  

 

今井光子議員  ぜひ子どもの声をきちんと聞いて進めていただきたいと思います。  
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平城高校と奈良高校の統合を求める陳情 

魅力と活力のある高校づくりは実施計画のどの段階でも追い求め、

実践することができること 
 

今井光子議員  「「県立奈良高校」と「県立平城高校」の２校を統合することを求める陳情」が今議

会に提出されております。 

これは県立高等学校適正化実施計画の一番最初にありますが、平城高等学校、登美ケ丘高等学校、西の

京高等学校の３校を２校にするということで、その２校のうち１校は国際高等学校であり、今年から開校に

なりました。しかし、最初から定員割れが起きているという少し残念なスタートだったと思います。そして、

もう１校が県立大学附属高等学校ですが、１年開校が遅れることになります。  

学校は再編されますけれども、登美ケ丘高等学校の校舎は国際高等学校が使います。もともと登美ケ丘

高等学校は帰国子女などが多く、海外留学など、語学に力を入れてきたという学校の伝統があり、それが国

際高等学校にということで、流れとしては理解できることだと思います。また、西の京高等学校は、地域と

の交流が盛んで、地域創生コースもあり、それが県立大学附属高等学校にという流れは分かるのですが、問

題は平城高等学校だと思います。  

以前、吉田教育長は、平城高等学校ぐらいのレベルの高等学校になるように新たな２校をつくりたいと

いう話をされていたと思うのですけれども、平城高等学校が平城の地で４０年間築いてきた伝統や思いが、

果たしてつながっていくのか、私は非常に心配しております。奈良高等学校は、１００年目を平城の地で迎

えることになりますけれども、平城の地にできる新たな奈良高等学校ということになります。統合や合併で

はなく、平城高等学校の学籍簿は奈良高等学校に置かれたままということで、このままでは非常にいびつな

形で進んでしまいます。奈良高等学校の卒業生の方々がフェイスブックでいろいろ意見交換していますが、

今回の学校再編のときには、「奈良高等学校の耐震性に問題があること、教室の老朽化、子どもが通ってい

たのでよく分かります。」、「平城高等学校をつぶしてしまうという結果になるのはよくない。追い出され

ていく平城高校生も、結果として追い出すことになってしまう奈良高校生も両方かわいそうだ。」といった

意見があり、私も本当にそう思うのです。  

そのため、３校を２校にするという大もとの考え方を、平城高等学校は奈良高等学校と一緒になるとい

う位置づけに変えることによって、新たな方向性が出てくるのではないかと感じているわけですけれども、

その点について、考えをお聞かせいただきたいと思います。  

 

熊谷教育政策推進課長答弁  今回の適正化では、あくまでも統合ではなく、３校からどのよ

うな新しい２校を創造するのかを考えることで、時代の変化に対応した学校づくりを行うために再

編したところです。  

また、閉校となる学校が果たしてきた役割というのは、教育的な面からだけではなく、地域社

会においての面からも、その伝統や文化を受け継ぐことは大変重要であると認識しております。以

前も申し上げましたけれども、今年度より両校と、地域の代表からなる奈良高等学校と平城高等学

校との地域連携に関する協議会を設置し、第１回目の協議を７月２８日に開催したところです。  

今後も地域の方の意見も聞きつつ、また、生徒の自発的な発案も大切にしながら学校づくりを

進めていきたいと考えております。  

 

今井光子議員  昨年は平城高等学校の募集停止が明らかになっていたにもかかわらず、定員を超える

応募がありました。大変根強い人気のある学校です。先日、令和２年度秋季近畿地区高等学校野球大会奈良

県予選で、平城高等学校が１２対１１で奈良北高等学校を破って見事に逆転勝利しております。 

１年生がいないので、２年生の部員１０人だけで２時間５８分の試合に臨み、見事な勝利を収めている

わけです。子どもたちの試合にかける思いというのは、本当に並々ならぬものがあったのではないかと思い

ます。  

奈良高等学校が築いてきた伝統と、平城高等学校が４０年築いてきたものを合わせて、より発展してい

く方向を考えるべきだと思います。今、協議会を設けて、県としても事実上は統合という中身でやっている

のに、３校を２校にという位置づけに、ずっとこだわっていることについては見直すべきではないかと思う

わけです。  

奈良高等学校の木質体育館についても、いろいろありましたが、完成したので見に行きました。バスケ

ットコートは１面ですが、まだ新型コロナウイルス感染症の影響で部活が休みだったこともあり、いっぱい

ではなかったのですが、テニスなどは、よそに行かないといけないので、奈良西養護学校の体育館や奈良市
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の体育館なども使っていると聞いております。いろいろと苦労しながら、狭いグラウンドを使って一生懸命

に部活動を行っているという状況です。  

片や平城高等学校には非常に広いグラウンドがあり、テニスコートが５面もあります。また、指導する

先生もいるということで、きちんと統合という位置づけにすれば、平城高等学校の施設・設備等を奈良高等

学校の子どもたちが使うという道も開けてくるのではないかと思います。今回の陳情には、両校の校舎の柔

軟な活用といったことも願っているという内容が記載されています。子どもたちからは、「今、自分が部活

で使っている道具は買い取りたい。」という声も上がっていると聞いています。このような思いを踏みにじ

って、校舎を奈良高等学校が使うだけでよいのか、２年先のことになりますが、この間にきちんと考えるべ

きではないかと思っております。  

県立高等学校適正化実施計画の６ページ、計画の期間等のところに、「計画の対象期間中においても、

魅力と活力ある高校づくりの推進のため不断の検討を行うこととし、必要に応じて、学科改編等の措置を講

じることとします。」という一文があり、中身を全く動かせないということではないと思うのです。必要に

応じて、現状に合わせて、見直していかなくては駄目ではないかと思っているところです。 

 

 

 

高校通学にかかる費用 

新型コロナ禍のもと家庭における経済的負担を支援する通学費補

助をおこなうべき 
 

今井光子議員  今年の入試では、大宇陀高等学校については、１２０名の募集に対して２０名しか応

募がありませんでした。私もいろいろと聞いてみたのですけれども、榛原駅から大宇陀高等学校までのバス

代は片道幾らかご存じでしょうか。どなたか分かりますか。  

 

山内学校教育課長 手元に数字がありません。  

 

今井光子議員  片道４４０円かかるのです。往復で８８０円、定期では１か月で１万５０９０円、半

年で８万１４９０円かかります。 

今、新型コロナウイルス感染症により保護者の暮らしも大変になっているため、このような高いお金を

払って学校に通うことはできなくなってしまいます。確かに南部・東部の学校は空いているかもしれないけ

れども、北部の子どもたちは近いところで学びたいという思いがあるので、子どもの通学の時間や交通費な

どを県教育委員会に調査してほしいと思いますが、いかがでしょうか。  

 

山内学校教育課長答弁  今後の高等学校の在り方を検討する上でも、そういったことは必要

かと思います。通学方法等については、現在、具体的に各学校で徒歩が何人というところまで全て

把握しているわけではありませんが、どの中学校から何人が、その高等学校に行っているかという

ことから推測できるので、しっかり把握しながら今後の姿を探っていきたいと思っております。  

 

今井光子議員  高等学校の問題は、言い出したら切りがないので、この辺りでやめておきますが、決

まったことだから見直しできないということではなく、子どもたちの思いをくみ取っていただきたい。まだ

募集していないわけですから、改善しようと思えば幾らでも改善できる余地はあると思うので、ぜひ検討し

ていただくようお願いします。  

 

 

 

なら歴史芸術文化村の運営について 
 

今井光子議員  先ほど、なら歴史芸術文化村のことで意見を言いましたが、今年は新型コロナウイル

ス感染症のため、なかなかよそに行けないということもあり、私は五條市の文化会館、万葉文化館、キトラ

古墳壁画体験館などを回ってきました。 

それぞれ相当な費用をかけて造ったところだと思ったわけですけれども、このような文化施設が続いて

いくためには、地元に密着して、地元に愛されて、常に魅力的な中身を発信し続けていけるかどうかが大き
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いと思っておりますが、なら歴史芸術文化村については、地元という点でどのように考えているのか、お尋

ねしたいと思います。  

 

三原なら歴史芸術文化村整備推進室長答弁  なら歴史芸術文化村の運営についてですが、 

特に奈良という地域特性や施設機能を踏まえた、より地域に即した実践的な取組を進めていきたい

と思います。そのために、先ほど吉田文化・教育・くらし創造部長からの報告にもありましたが、

なら歴史芸術文化村コミッションという組織を設立する予定です。文化村の活用、文化村との連携

というところに着目したメンバー構成となっており、設立の準備を進めているところです。  

また、実際の文化村の運営についても、民間の指定管理の事業者、ホテルの誘致が決まってい

るのでホテル事業者、さらに県内の関係団体などと意見を交わしながら運営を進めていく協議会の

設立を予定しているところです。  

これらの意見をうまく反映し、有機的な連携の下に施設がうまく運営されるよう、準備に万全

を尽くしたいと思います。  

 

今井光子議員  きちんと魂のこもったものにしていただくよう強く要望しておきたいと思います。  

 

 

 

特別定額給付金・「世帯主」 

世帯主の８８％が男性。特別定額給付金支給で制度を廃止するよう

求める声が高まったが、直ちに改正を 
 

  今井光子議員  次期男女共同参画計画を検討しているという報告をいただきましたが、最近、世帯主

というものが、よく問題になっています。国勢調査が始まっていますが、国勢調査にも「あなたは世帯主で

すか。」という問いかけがあります。 

また、１人１０万円の特別定額給付金の支給についても、世帯主に支給することになっており、世帯主

に家族の分の給付金が全て入るので、家庭によっては、世帯主が家族に配分しないで自分で独り占めしてし

まうということもあると聞いています。  

例えば、組合の婦人部では、住居費、家族手当などは、男性には問題なく支給されていましたけれども、

夫が失業したり、亡くなったり、離婚したりして、妻が世帯の主な収入を得ているという場合、民生委員の

証明をもらってくるなど、いろいろなことをしないと、当然もらえるべきものがもらえないという不便を感

じたことがありました。１９９０年代に共働き世帯が専業主婦世帯の数を抜いて、現在、専業主婦世帯が５

７５万世帯、共働き世帯はその２倍以上の１，２４５万世帯に上っているということです。そのため、世帯

主というものは根拠を失っているのではないかと思います。県がこれから男女共同参画を進めていく上で、

世帯主という制度をぜひ廃止するよう国に要望していただきたいと思いますが、奈良県の世帯主の男女比率

はどうなっているのか、お尋ねしたいと思います。  

 

西橋女性活躍推進課長答弁  本県の世帯主の男女比率については、前回の国勢調査、平成２

７年１０月時点における２人以上の世帯の中で、男性が世帯主となっている割合は８７．６％、女

性が世帯主となっている割合は１２．４％です。  

 

今井光子議員  圧倒的に男性が多いということです。  

奈良県の女性の活躍に関する外部監査報告では、例えばＤＶの被害者のうち、誰にも相談しなかった人

が３人に１人となっており、８０歳代以上では６０％の人が誰にも相談しなかったということで深刻です。

今回、特別定額給付金を受け取るに当たり、自分の口座に入れてほしいという申請をすれば変更できる仕組

みになりました。実際は市町村が対応することで、県ではないのですが、ＤＶの相談をしなかったとしても、

生活に直接関係のあるお金については、やはり自分の口座に入れてほしいと考えると思いますので、実態を

つかむのによいのではないかと思っております。  

ぜひ、奈良県において、今回の特別定額給付金を自分の口座に入れてほしいという変更の届出が、どれ

ぐらいあったのか、つかんでいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。  

 

矢冨こども家庭課長 特別定額給付金の申請については、８月末をもって県内全市町村で終了
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しています。現在、申請内容を整理されていると思います。今井委員お述べのＤＶ被害により避難

されている方の申請状況については、今後、市町村の負担とならないように、市町村の協力を得な

がら、任意の形になると思いますが、状況を把握したいと考えているところです。  

 

今井光子議員  ぜひお願いしたいと思います。  

 

 

（了） 


