
 －１－ 

奥 野 詠 子 委 員 の 質 疑 及 び 答 弁 

 

永森副委員長  奥野委員。あなたの持ち時間は 60分であります。  

奥野委員  それでは、早速質問に入ります。  

 本県では、定年による教員の大量退職や、若い教員の出産、育児

に係る休暇取得等による現場の教員不足を解消するため、教員の確

保が急務とされてから既に 10年余りが経過をしています。  

 しかし、本県の教員採用選考検査の受検者数は、平成 25年度に

1,128人だったものが令和４年度は 717人と、４割近くも減少しまし

た。しかも、この合格倍率というものも、平成 25年度の 3.7倍から

2.1倍にまで下がっています。県教育委員会は、毎年、受検者数の

増加に向けた取組をしていますが、結果は伴っていません。本県の

教員志望者が年々減少している要因について、どのように分析をし

ているのか、教育長の所見を伺います。  

荻布教育長  本県における教員志願者数は、令和２年は 822人、令和

３年は 836人、令和４年では 754人と減少傾向にございます。志願者

減少の要因としましては、少子化に伴い教員養成大学や学部出身の

教員志願者が減少していること、また、ここ数年、民間企業の採用

意欲が高く、学生の民間企業への就職志向が強まっていることなど

が挙げられると考えております。  

 また、教員は多忙であるというイメージ、認識の広がりや、新型

コロナウイルス感染症の影響などで学生の教育実習の機会が制限さ

れたことなども志願者減少の背景にあるのではないかと考えており

ます。  

奥野委員  少子化とはいいましても、 35人学級の導入であったり、特
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別支援学級、通級の増加であったり、教員確保の必要性というのは

今後も高いままと想定をされます。本県の教育環境を維持していく

ためには、今教育長が答弁なさったように、いろんな環境の変化が

あるのかもしれませんけれども、高い志と意欲のある教員志願者を

全国から広く呼び込むことが必要だと考えます。  

 一般的に教員になるためには、教員免許が必要であります。教員

免許を取得するためには、教育実習の履修が必要となっています。

本県の小中学校及び高等学校並びに特別支援学校における教育実習

生の受入れ状況の推移を伺います。  

荻布教育長  本県の公立学校における教育実習生の過去５年間の受入

れ状況の推移を校種別で申し上げますと、小学校では、平成 30年度

が 183人、令和元年度が 204人、令和２年度が 198人、令和３年度が

164人、今年度は 178人の予定となっております。  

中学校では、平成 30年度以降、 139人、 129人、 130人、 185人と推

移し、今年度は 165人の予定です。県立高校では、平成 30年度以降、

124人、 111人、 87人、 114人と推移し、今年度は 113人の予定です。

特別支援学校では、平成 30年度以降、 10人、 14人、 15人、 19人で、

今年度は 19人の予定となります。校種を合計しますと、平成 30年度

からは、 456人、 458人、 430人、 482人、 475人と推移をしておりま

す。  

奥野委員  今ほどの答弁では、教員の成り手不足と言われていて、受

検者数は減っているものの、教育実習生の受入れ数というのは実は

そこまで変わっていないということが分かりました。  

 しかしながら、今申し上げましたとおり、志願者数は減っている

わけでありまして、県教育委員会は志願者の確保のために、大学訪
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問であったり、私も過去に提案した採用試験における加点制度導入

など、様々工夫をしていただいておりますけれども、思ったように

結果に結びついていないということだと思います。  

 ただ、今答弁いただいたとおり、教育実習生の受入れの数という

のは実はあまり変わっていませんので、そもそも大学入学時に教員

を目指してみようと思う学生たちの数というのは減っていないわけ

です。  

 ということは、この教育実習に今回着目をして、教員採用試験の

志願者増加に教育実習を通してしっかりと獲得をしていくと、こう

いう取組について提案をしていきたいと思っています。  

 学生にとって教育実習は、単位を取るための学びだけではなくて、

実際の学校現場を体験する、いわゆるインターン的な要素もありま

す。本県で教育実習を受ける学生の中には、当然教員になりたいと

強く思っている学生もいれば、教員以外の就職先も視野に入れつつ

進路を迷っている学生もいれば、今のところ教員になるつもりはな

いけど資格は取っておこうと、こういう学生もいると思います。  

 ただ、どういったモチベーションで教育実習に入ろうが、本県で

実習を終えたときには、富山県で教員になりたいと、こう思っても

らえるような学習、実習内容であるべきです。そのために、学校や

教育委員会が一体となって、きめ細かい対応を積み重ねていくこと

が重要です。そういった取組の先に、教員採用試験の志願者数の増

加という結果がもたらされると思っています。  

 教員を目指す学生の中でも、特に意識の高い学生というのは、や

はり理想の教員像や、体験してみたい教育環境というのが明確にあ

ります。教育実習を希望する県内外の学生に対し、母校だけではな
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くて、例えば中山間地域の小規模校や、地域で特色ある取組をして

いる学校を紹介し、実際の教育実習でどのような経験ができるのか

という情報を取りまとめて広く発信してはどうかと考えます。教育

長の所見を伺います。  

荻布教育長  委員がおっしゃいましたとおり、まずはやはり実習を受

けてもらって免許を取ってもらう。そうでなければ母数は広がらな

いというわけでございます。私もかつて教員になろうかどうしよう

かと迷いながら実習を受けた口ですけれども、実習で貴重な体験を

して教員を志してもらうということが大事だと思っております。  

 教育実習につきましては、まず文部科学省では、大学の教職課程

の一環として行われるものであり、大学が教育実習の全般にわたり、

学校や教育委員会と連携しながら、責任を持って指導に当たること

が重要であるとしております。  

 一方、母校での実習は、母校で行われることが多いわけですが、

比較的大学から遠隔地で行われることが多く、このような場合の大

学の指導体制をどのように確保するか、また、卒業生を受け入れる

ことになるため、その評価の客観性をどういうふうに確保するかと

いった課題があるとされています。  

 このため、文部科学省では各大学に対し、大学から遠隔地にある

学校や学生の母校における教育実習ではなく、可能な限り大学など

が所在する近隣の学校において実習校を確保することが望ましく、

地元教育委員会や学校との連携を進め、近隣の学校における実習先

の確保に努めるということを進めているところでございます。  

 こうしたことを受け、県教育委員会では、令和３年度から富山大

学と連携しまして、主に附属学校で実習を実施する教員養成学部以
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外の学部の生徒さん、理学部などの学生の方につきまして、県内出

身者のみならず県外出身者についても、富山県内の公立中学校や高

等学校で教育実習を行えるように受入れの調整を行っているところ

でございます。令和３年度は 83名、令和４年度は 69名の学生さんを

公立中学校、高校で新たに受入れをしたところでございます。  

 委員御指摘のとおり、教員確保の観点からは、県外出身者など幅

広い層に本県の優れた教育環境や各市町村教育委員会の特色ある取

組を知っていただき、実習先として選んでいただくことは重要なこ

とだと考えております。  

 今後、ホームページを活用した積極的な情報発信などについて、

工夫をして取り組んでまいりたいと考えております。  

奥野委員  今ほど教育長からも紹介いただきましたけれども、最近は

やはり母校実習だけではない、いろんな取組を文科省が推奨してい

るという背景がありまして、県外では、母校での受入れ以外に学生

の受入先を探しているというような、調整がなかなか難しいといっ

たような状況も特に首都圏のほうでは出てきていると伺っています。  

 ということは、本県と何のゆかりもない学生に対して、富山県の

教員採用選考検査を受けてねと働きかけることの効果が出ないとい

うことは、これまでにも分かっているわけでありまして、教育実習

の受入先を探しているよという特に首都圏だったり、そういう難航

しているような他県に働きかけるということは、特に富山の受皿を

用意していろんな学生を呼び込むという意味では、大変有意義なの

ではないかと思います。  

 本県の教育実習、教育環境を体験してもらって、卒業したら富山

県で教員になりたいと思ってもらえる取組をどう拡充していくのか
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という視点で質問を続けていきます。  

 県内外から広く教育実習を受け入れるとなりますと、県外在住の

学生はもちろん、県内にいても、実家や住んでいるアパートから通

えない距離の学校を希望する学生も出てくるということが予想され

ます。それらの学生を受け入れるためには、実習期間に滞在する宿

泊先が必要になります。例えば、地域と連携をしてホームステイで

教育実習生を受け入れたり、教員宿舎を活用したりすれば、実習先

の地域との関係も深まって、卒業後に本県に戻ってくる動機になる、

そんな可能性もあるのではないかと思っています。  

 学生が希望する場合には、地域と連携をし、ホームステイや教員

宿舎等を活用していくということも含めて、教育実習生の受入れを

促進すべきと考えますが、教育長の所見を伺います。  

荻布教育長  先ほど御紹介しましたが、富山大学と連携して、県外出

身者も含めて、公立中学校、高校への調整を行い始めたというとこ

ろでございますが、その場合、県外出身の学生が県内で教育実習を

行う場合には、学生が実習校へ通う負担を軽減するために大学側と

連携を図って、学生の居住地に近い学校を実習受入れ校となるよう

調整するなどはしてきているところでございます。  

 実習の実施先などにつきましては、先ほども述べましたが、文部

科学省から可能な限り、大学等が所在する近隣の学校において実習

校を確保することが望ましいとされているという、そういった課題

もございます。  

 しかしながら、本県出身ではない県外大学生が県内の公立学校で

教育実習を行うことができれば、富山県の優れた教育環境を肌で感

じてもらい、富山県で教員を目指す動機づけにもつながる絶好の機
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会になると考えられます。  

 このことから、委員御指摘のとおり、今後は県内への移住促進と

いったような視点も持ちながら、県外からの教育実習生の受入れに

ついて、その実施に向けた方策について、大学や市町村の意見もお

聞きし、また地域の状況なども調べながら、連携して研究をしてま

いりたいと考えております。  

奥野委員  多分、私たち同じ資料を見て話をしているんだと思うんで

す。これ、「教職課程の質的水準の向上」という、文科省が出して

いて、中教審が取りまとめているんですかね、資料があって、確か

に、なるべく母校実習は避けて、大学側の対応がしやすい、大学の

そばでというような、こういう文言を書かれているのですけれど、

その後ろがありますよ。一方、教員が自ら教職に就くことを希望す

る所在地で実施をしたいという積極的な理由があれば、そういう実

施を行うように柔軟に対応することが適当であると書いてあるわけ

です。最初の前段だけをうのみにすると、教員課程のある大学がな

い県というのは全然教育実習の受入れがなくなっていって、全然教

員採用選考検査を受ける人がいなくなると、こういうループに陥る

わけで、ここはきちっとこの意図するところを読み取って対応する

必要があります。  

 県内の教育実習の受入れというのは、結局、今の答弁でも、富山

大学を除くと、母校での教育実習を受けるケースが富山でも多いの

で、それを県外に流出させろとは私は一つも思いませんが、ただ問

題なのは、富大以外の学生がこの富山県内で実習を受けようとする

と、学生と受入れ側の学校が個別に調整しているというのが一般的

です。ここには、市町村教育委員会を含めて教育委員会は関与して
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いないと聞いています。  

 実際に、県内で何人の教育実習生をどこの学校で受け入れている

のかという、こういうことを調査にかけるまで、教育委員会はこの

実態を把握していませんでした。結果的に、各学校でどのような実

習が行われているのか、実習を受けた学生がどんな感想を持ったの

か、そしてまた、県内で実習を受けた学生が富山の教員採用選考検

査を受検したのかどうか、このことも把握できていませんでした。

それが私は、やはり教育委員会が関与していないことの問題点だと

思っているのです。  

 県内出身者に対しても、母校以外の例えば中山間地域の小規模校

や、特色ある取組をしている学校等の情報提供はしていませんし、

学生のニーズに応えるような教育実習先というのは提供できていな

い、こう認識しています。  

 ましてや、県外出身者で、県外の大学に在籍をする学生が富山県

内の教育実習を受けることは、現在のスキームでは困難です。それ

こそ先ほど答弁なさったような、ホームページ等で発信しますとい

っても、学生が個別にやり取りしなくてはならなかったり、どうや

って宿泊先を確保するかといったようなときには、やはり今のやり

方では現実的でないのです。  

 ですので、教育実習の質の向上や教員採用選考検査の受検につな

げていくというためには、受け入れる学校に任せきりにするのでは

なくて、県教育委員会や市町村の教育委員会がもっと積極的に関与

しなくてはなりません。  

 文部科学省では、都道府県ごとに課程認定大学―教職課程があ

る大学ということだと思いますけれど、この課程認定大学や教育委
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員会、そして知事部局、さらに公私立学校の代表により構成する教

育実習連絡協議会を設置して、実習受入れ校や受入れ人数の調査、

また受入れ校の調整を行うとともに、学習内容や指導方法について

も協議するように求めています。  

 本県でも教育実習連絡協議会を設置して、本県で教育実習を受け

ようとする学生の希望に沿った学校を紹介する、受入れの調整をす

る、さらには、教育実習の感想や学生の目から見た教育現場の改善

点を丁寧にヒアリングする等、実習後もコミュニケーションを取る

ことで採用選考検査の受検につながるようなアフターフォローをす

べきと考えます。教育長の所見を伺います。  

荻布教育長  教育実習についての調整、協議を行う場としては、本県

ではこれまでは、富山大学が設置します富山大学人間発達科学部教

育実習運営協議会というのがありまして―富山大学、県教委、ま

た受入れ学校などで構成しておりますが、この運営協議会において、

毎年、教育実習の履修状況の把握や実習内容の検討、また受入れ可

能数の調整などが行われてまいりました。  

 さらに、昨年度からは教員養成学部以外の学生の教育実習実施に

つきまして、県教育委員会で受入れ調整を始めたというのは先ほど

申し上げたとおりでございます。  

 志願者の確保という観点からの教育実習生への働きかけというこ

とにつきましては、これまでは、実習受入れ校を通じて、本県の教

員採用パンフレットや願書の配付、教員養成講座「ＴＯＹＡＭＡて

ぃーちゃーず 'カレッジ」の案内とともに、指導する教員からの声

かけなども行ってきておりますけれども、御指摘のとおり、実習生

とのコミュニケーションをより深めることが今重要になっているの
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だろうと考えます。  

 今後は県教育委員会として、新たに教育実習のアンケートを実施

しまして、実習生の生の声を、より充実した教育実習や教育現場の

改善につなげるということを図るとともに、これまで志願者に対し

て行ってきたツイッターなどでの情報発信を、希望する実習生に対

しても行うなどして、本県教育を担う人材の確保に努めてまいりた

いと思います。  

 また、教育実習に関する志願者の確保の視点も踏まえた、より円

滑な調整、協議の在り方については、関係大学や受入れ校などの意

見も踏まえて、今後検討してまいりたいと考えております。  

奥野委員  教員を志す学生とのコミュニケーションを密に取って、長

くやり取りをしていくことで、受検や教員採用後の仕事にもつなげ

ていってもらう、この重要性というのは多分共有していただいたと

思います。  

 ただ、ちょっと指摘をしておきたいのが、やはり教育実習連絡協

議会の必要性です。先ほど教育長は、富大とは教育委員会も入って

いろんな調整をしていますよとおっしゃられました。富山大学の取

組や、教員養成にかける熱意みたいなものは大変ありがたいことだ

と思いますし、この取組は評価をしています。  

 けれども、冒頭にもありましたとおり、教員採用選考検査を受け

る志願者数というのは、もうこの 10年で４割減っているんですよね。

さらに、選考検査を受けている人も、もっと言えば教育実習を本県

で受けている学生も、全員富大なわけではないんですよ。さらには、

もっといろんなところから呼び込まないといけないよねと言ってい

るので、富大だけやっていても駄目なんですよね。  
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 もっと言うと、文科省はこの教育実習連絡協議会の設置について

どう言っているかというと、各都道府県ごとに設けなさいと言って

います。その中には、先ほど教育長は大学であったり、教育委員会

であったり、市町村教委であったり、また関係のところというよう

な答弁だったと思いますけど、これは書いてあるものをそのまま読

むと、教員養成系の大学、学部や教育委員会はもとより、なので先

ほどの教育長の答弁のところは最低限で、さらに公私立学校、先ほ

ど私も質問のとき触れましたが、さらに知事部局、ここも参画して

都道府県ごとにつくるべきだと言っているんです。  

 １つの大学の中だけで調整するのではなくて、教育実習の内容や

受入先や、実習の内容の充実は、こういう知事部局も入った連絡協

議会で協議を進めて取り組んでいくべきだと言っているわけです。  

 ですので、ここの進め方というのは、各都道府県ごとにそういう

組織をしっかり作らないといけないんですよということについては、

改めて認識を共有していただきたいと思います。  

 次に、教育実習の仕組みについて調査をしていると、教育実習生

を受け入れる際に、大学から委託費という名目で金銭を徴収してい

る学校があることが分かりました。県立学校では、この委託費等は

徴収をしていないと聞いていますが、市町村立の小中学校では、私

が確認しただけでも、１人当たり最大２万円を徴収している学校が

ありました。この徴収金額は受入れ側の学校で決定をしているとの

ことです。  

 これらの委託費の使途としましては、教材作成費に伴う消耗品費

と聞いているのですけど、学校によって無料のところと１人当たり

２万円のところがあるというのは、ちょっと腑に落ちないと思って
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います。また、必要な経費として委託費を徴収すること自体に問題

があると言っているわけではないのですけど、統一された基準がな

いということ、受入れ学校任せになっているという現状は改めるべ

きものです。  

 まずは、先ほど設置を求めた教育実習連絡協議会でしっかりと必

要経費の基準額を定めるべきです。さらに、定めた金額を県教委、

市町村教委にしっかりと示す。その上で、基準額の一部または全部

を、県が補助して大学の負担を軽減してもらえれば、大学からも本

県での教育実習を後押ししてもらえるようになるという効果もある

のではないかなと。そうすれば、実習生の確保にもつながるのでは

ないかと考えています。  

 教員を目指す希望に満ちた学生が一人でも多く本県に教育実習に

訪れるように、大学に支援することについて知事の所見を伺います。  

新田知事  私どもの調べたところでは、今の実習生受入れに関する経

費を受け取った学校というのは、県立学校ではなくて小学校、中学

校で、 256校のうち 26校で受け取った学校があるということであり

ます。割合としては１割ぐらい。大変少ないです。  

 委員おっしゃるように、統一されていないということは１つ課題

だというふうに思います。それを連絡協議会で調整する必要がある

ということも、私としては賛同したいと思います。  

 ただ、その委託費を補助することがいいのか、あるいはほかにも

いろいろと実習生の受入れを増やし、そして学校側にもモチベーシ

ョンが上がるようなやり方というのはあるんだと思います。その委

託費のことも含めて、いろいろと考えてみたいと考えます。  

奥野委員  いろんな大学や学生の支援という方法については、確かに
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いろんなやり方、選択肢があるのだろうと思います。いろいろ考え

てみていただきたいと思います。  

 ただ、今回この委託費を払っているような大学に対して、大学を

支援しますよという姿勢を打ち出せば、大学側は富山県も実習先と

して応援してくれるいい県じゃないかと、こんなふうにつながるの

ではないかということで、提案をした次第であります。  

 教育実習生を受け入れる学校側にも負担というのは生じるだろう

と思っています。教育実習生を担当する指導教員においても、児童

生徒以外に実習生を指導する分、負担が大きくなるという話も聞い

ています。  

 今ほど協議会の設置なり、協議会で一律の金額の基準を検討する

ということについては、必要性について知事から賛同していただい

たと思いますけれども、協議会ができても現場の協力というのは必

ず必要なわけでありまして、その現場の協力なくしては、やはり教

育実習生の受入れ、また充実した実習というのはできないと思って

います。  

 受入れ学校や教育実習の担当指導教員の負担というものも鑑みて、

例えば、受入れ人数に応じて受け入れた学校や担当の指導教員にイ

ンセンティブを与えるような取組、これはモチベーションを上げる

意味も含めて必要なのではないかと考えますが、教育長の所見を伺

います。  

荻布教育長  県立学校において教育実習生を受け入れるに当たっては、

受入れに伴う様々な業務の負担は生じますものの、教員にとっては

自らの後輩となる人材の確保の一助になるとの思いから、積極的に

協力してもらっております。また、実習に係る諸経費については、
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通常の学校運営のための県費の中で賄ってきているところでござい

ます。  

 この県立学校運営のための県費については、これまでも各学校で

予定していなかったような新たな費用負担が生じた場合などには、

教育委員会が全体の予算の中で調整をし、予算配当を行っておりま

す。  

 このため、教育実習により新たな費用負担が生じる場合にも、教

育委員会において調整をして、優先的に運営費を配分するなど、各

学校が積極的に安心して実習生を受け入れることができるように対

応について検討してまいりたいと考えております。  

 また一方、市町村の小中学校においても、人材育成確保の観点か

ら積極的に実習生の受入れをしていただいております。これに対し

て御発言いただきましたとおり、それぞれの学校の実情に応じて、

市町村の公費のほかに大学から実習に係る経費を徴収する例がある

というところでございます。  

 これにつきましては、今後、実習生の受入れについて学校現場が

どのようなことを求めているのか、市町村教育委員会とも十分話し

合い、意見を聞いてまいりたいと考えております。  

奥野委員  ぜひ現場の学校が求めているもの、しっかりと聴取をいた

だいて、それの支援策を検討いただきたいと思っています。  

 私が今求めたインセンティブというのは、予算だけのことではな

いと思うんですよね。例えば、今、学校に対しては、そうやって予

算措置をしっかりしますよと、ちゃんと安心して教育実習を受け入

れてもらえるような体制を整えますよという答弁だったと思ってい

るのですけど、やはり担当の指導教員の負担などこういうものも鑑
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みると、皆さん、自分たちの後輩を育てるというようなやりがいな

ど、後輩の指導みたいなものに情熱を燃やして、その気持ちだけで

この負担を全て受けてくれているというのが実情です。  

 ですので、それでも大変ありがたいことですけれども、そういう

指導教員の先生方が、何かモチベーションが上がったり、もっとそ

ういう活動も評価してもらえるなど、そんなインセンティブがあれ

ばなおよいと思っておりますので、そういうものも予算以外の部分

も含めて検討をいただきたいと思います。  

 次に参ります。  

 今ほど、教育実習生の受入れに係る委託費というものについて取

り上げました。この委託費について調査をする中で、先ほど知事の

答弁の中では、委託費を受け取っていたのは小中学校 26校だったと

いう答弁ですけれども、この委託費の会計処理に問題がある学校が

あるということも分かりました。  

 まず整理しておきますけれども、各学校では２種類の会計処理が

行われています。１つ目は、当初予算など、知事や、市町村教委に

おいては市町村長が編成し、議会が承認した公会計です。  

 ２つ目は、保護者等から集金をする給食費や校外活動等の費用を

管理する公費外会計、いわゆる私会計です。給食費などの公費外会

計は、特定の目的のために集金をし、その金額全額を支払いに回す

という原則から、文部科学省もこういうものを持ってもいいよと認

めていて、外部監査を義務化していませんでした。  

 しかし、調査の結果、市町村立の小中学校の中には、この教育実

習の委託費や地域からの寄附金等も公費外会計で処理をしている学

校があり、残高が 50万円を超えているような学校も見つかりました。  
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 寄附を受けたらいけないということではなくて、同じ寄附でも、

備品で受けた場合には、これ、会計規則にのっとり備品台帳で適切

に管理され、監査委員の監査対象にもなりますが、この公費外会計

はいわゆる公費が含まれておりませんので、現金で受け取った場合

は監査委員による監査の対象からも外れます。仮にこれが知事部局

であれば、委託費はもちろん、寄附金であっても全て一般会計や特

別会計に繰り入れられて適正に処理をされます。  

 公的な機関でありながら、教育実習生の受入れを理由に大学から

委託費を徴収し、また県民等からの寄附を受けているにもかかわら

ず、一切公にならないブラックボックスの状態というのは異常です。  

 今述べたような不明瞭な会計は、県立学校では行われていないと

聞いていますけれども、県内の学校でそのような実態が把握をされ

ないまま放置をされてきた状況は看過し難いものであると思ってい

ます。  

 県内の学校における公費外会計の令和３年度の年間収支額、それ

から令和４年度への繰越しの合計金額について教育長に伺います。  

荻布教育長  学校においては様々な活動を行うために、例えばＰＴＡ

や同窓会など、関係団体からの委任に基づいて学校が徴収するいわ

ゆる団体会計や、活動などに必要な実費を徴収するいわゆる徴収金

会計―これは御紹介あったような給食費や、修学旅行積立てなど

です。そういったものですが、このような公費外会計を取り扱って

おります。  

 これらについては、県立学校においては学校長の管理の下、団体

会計では委任団体による監査、徴収金会計では学校内で監査を毎年

行うとともに、保護者に対し決算報告を行っております。  
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 また県立高校では、県教育委員会が示すガイドラインに基づく学

校ごとの要綱をつくりまして、これにより会計処理や校内外の監査

を毎年実施しております。また、県教育委員会が毎年計画的に学校

を訪問しまして、会計処理の確認や取扱いに係る聞き取り調査など

を行っております。  

 お尋ねの県立高校の令和３年度の公費外会計の年間収支状況です

が、取扱いが保護者であったり学校であったり、それぞれで異なる

部活動に関するものを除きまして、県立高校 39校全体で 625の会計

があり、収入額の計は約 27億円、支出額約 17億円で、繰越金は約 10

億円となっております。  

 また、小中学校における公費外会計の取扱いについてですが、こ

れは各学校や服務監督者である市町村教育委員会において、適正に

運用するとともに、委任団体や保護者への決算報告などにより管理

監督されるものと考えており、その詳細な状況についてはこちらの

ほうでは把握はしておりません。  

 いずれにしても、学校で取り扱う会計は適切な運用だけではなく、

資金を拠出される方に対する説明責任を伴いますことから、透明性

の確保は必要ではないかと考えております。こうした認識について、

市町村教育委員会と共有をしまして、適切に運用されるように努め

てまいりたいと考えております。  

奥野委員  県立学校に関しましては、教育長おっしゃるように、県費

外会計等の取扱いに係るガイドラインというものをつくっていただ

いておりますので、私もそれは目にしております。  

 幾つかの県費外会計の中で、団体会計、ＰＴＡや同窓会は特にそ

れぞれの組織の中でも総会を開いて会計の監査をやっておりますの
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で、必ずしも確かに学校の中でやらなくても適切な運用がされるも

のと理解をしております。  

 ただ、今ちょっと私が気になるのは、市町村については、市町村

教委で適切に運用されるべきものだというような答弁でありました

が、少し見解を伺いたいと思います。  

 私は今ほど説明をいたしました。この公費外会計、いわゆる私会

計の中に、教育実習の委託費をそこで受けているとか、それから、

地元、地域、地域住民などからの寄附金をこの私会計で処理してい

る市町村の学校がありますと。あることは、私の調査の結果として、

既に資料も教育委員会にお渡しをしたと思います。その会計のそう

いうやり方について、教育長は適切だと思われるでしょうか。ちょ

っと所見を伺いたいと思います。  

荻布教育長  教育実習などに係る委託金の受入れなどについては、県

立高校では実施していないということを申し上げましたが、市町村

におかれまして受け取っている学校もあるということですけれども、

その扱いにつきましては、実際どういった受入れをしてどういった

ことに使われているかということも詳細に承知をしておりませんの

で、確認の上、今後適切な助言に県教委としても努めていきたいと

考えております。  

奥野委員  繰り返します。私の調査では、市町村の小中学校において

は、こういう教育実習の委託費について、私会計の公費外会計で処

理をしていますと回答している学校があります。地域の寄附金を私

会計で処理していますと回答している学校もあります。さらに言う

と、例えばそこの残金は 50万円を超えていて、校外の監査は受けて

いませんと回答している学校があります。これが適正かどうか、教
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育長の所見を伺います。  

荻布教育長  今ほど御紹介いただいたようなことが、実際そういった

運用がされているとすれば、本来はやはり公費に繰り入れていくと

いうのがあるべき姿ではないかと考えます。  

奥野委員  私もそうだと思います。それで、やはり学校における公費

外会計、私会計の不適切な利用というのは、全国でこれまでにも問

題になってきています。当然、皆さん御存じだと思います。  

 令和元年７月に、文部科学省はこれまで認めていた給食費や校外

活動費の公費外会計を、公会計化並びに地方公共団体による徴収を

基本とすべきと通知をしています。この公費外会計の公会計化と地

方公共団体による徴収というのは、給食費等の徴収や管理に追われ

る教員の負担軽減、そして会計の透明化、この両面から通知された

ものであります。  

 これが実施されれば、この学校単位で寄附を受けて、もしくは委

託費を受けて、公にされないまま何に支出されているか分からない

という不明瞭な会計処理は是正されます。監査も適切に受けること

になります。さらには教員の負担軽減につながります。  

 教育委員会は県費外会計等の取扱いに係るガイドラインを持って

いますけれども、これを通知に従って見直し、また同時に、教育長

がさっきおっしゃられたように、こういう公費外会計についてガイ

ドラインを持っていない、適正運用されていない市町村教委とも情

報共有しながら、県内全ての学校でやはり学校の公会計以外の運用

を是正していく、早急に改善を図るべきと考えます。教育長に所見

を伺います。  

荻布教育長  徴収金会計を含めた公費外会計につきましては、先ほど
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も御答弁いたしましたとおり、県教委ではガイドラインを示しまし

て、各学校で会計運用の適正化を図りまして、会計の透明性を確保

し、説明責任を果たすように努めているところでございます。  

 一方、市町村教育委員会でのガイドラインの整備状況でございま

すが、独自に定めているのは１自治体のみという状況でございます。  

 小中学校での公費外会計の適正化については、各学校や市町村教

育委員会が責任を持って対応すべきものではございますが、公費外

会計の適切な運用と会計の透明化というのは、いずれの学校でも必

要なことだと考えることから、今後、県教育委員会のガイドライン

を情報提供いたしまして助言に努めるとともに、管理職向けの研修

において引き続き適切な運用について指導をしてまいりたいと考え

ております。  

 なお、平成 31年の文部科学省通知で、給食費の徴収管理は教員の

働き方改革の観点から、公会計化及び地方公共団体による徴収を基

本とすべきとされております。  

 しかしながら、公会計化には新たな徴収金管理システムの導入や、

事務局体制を構築することなどが必要となりますことなどの課題が

あります。  

 こうしたことから、県内では、今年度から１町において公会計化

されておりますが、多くの市町村では検討中または今後の検討とな

っている状況でございます。  

 また、学年集金など、学校や学年ごとの集金額が異なる会計につ

いては、さらに公会計化が難しい課題もございまして研究が必要で

ございます。  

 今後とも、学校現場や市町村教育委員会からの意見、要望もお聞
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きし、働き方改革や会計の透明性の観点を踏まえて、運用の改善に

向けて検討をしてまいります。  

奥野委員  通知は令和元年の７月 31日であります。これは各都道府県

知事、また各都道府県教育委員会の教育長宛て、そのほか政令指定

都市宛てに出ていますので、県内は 15市町村、直接はこの通知は出

ていないんですね。ですので、注意書きにも書かれていますけれど

も、都道府県教育委員会においては、域内の市町村教育委員会並び

に市町村長に対して、公会計化等の促進について周知を図るととも

に、適切な事務処理が図られるように配慮するべしと書いてありま

すので、しっかり取り組んでいただきたいと思います。  

 次に行きます。教育実習生の受入れに戻ります。  

 教育実習生の受入れ学校は、実習生に対して給食費の実費負担を

求めています。これは全ての学校が徴収していると認識をしていま

す。  

 しかし、現在、急激な物価高騰や学生の貧困等が社会問題となっ

ています。ですので、本県の教育実習を受ける学生に対しては、給

食費の補助をすることで教員を目指す学生を応援しますと、こうい

うのもいいんじゃないかなと思っています。  

 今年度の受入れ予定の教育実習生の人数は 362人と聞いています

ので、これで計算すると、給食費は大体 200万円程度です。これで

直接教員志望者に応援メッセージを届けることができるというのは、

費用対効果からすると結構いいんじゃないかと思います。  

 その上で、先ほどから求めているように、来年度から特に全国に

教育実習生受入れのための情報発信をするということになれば、富

山県で教育実習をする学生は費用が一切かからないというのは大き
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なインパクトにもなろうかと思います。知事の所見を伺います。  

新田知事  学校給食というのは言うまでもなく、栄養バランスが取れ

た、そして豊かでおいしい食事を提供できるように、各市町村ある

いは小中学校等で献立が工夫をされています。調理施設設備や人件

費は設置者の負担においてなされておりまして、給食費は食材費と

して１食 300円程度の、今の世の中では１食の代金としては比較的

低廉な価格で設定をされています。教員の皆さんも給食費を払って

います。教育実習生も実費として、児童生徒と同額の給食費を食数

に応じて支払うことになっています。  

 子供たちと一緒に給食を共にし、おいしい給食を低廉な価格で食

べることができ、それ自体が学生にとっても、経済的にも、教育実

習における貴重な経験としても、私は十分魅力的で意義深いことで

あると考えています。  

 通常の民間企業のインターンシップと違いまして、これは教員と

いう仕事に自分の人生をかけるかどうか。それを実際に体験する場

であるとともに、教職を執る上での過程の一つであるんですね。で

すから、ここはやはり生きた教材、給食というのは生きた教材だと

私は思います。これを自分の自腹で払って、それは決して法外な値

段ではないわけですから、 300円という大変に適度な値段だと思い

ます。自腹を切って払って体験をするという経験は私は大切なこと

だと思いますが、委員の御提案ですので、この給食費を負担するこ

とがどれぐらいに実習生、また大学が富山県を実習の場として選ん

でくれるかということに寄与するかどうかは考えてはみたいと思い

ますが、先ほどの質問でもお答えしたように、もっといろんな実習

生や大学が富山県を選ぶような方策は知恵を絞れるのではないかと
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思います。  

奥野委員  そのいろんな方法を私も少しずつ提案しているつもりであ

ります。やはり給食費の 300円の値段にこだわるわけではなくて、

学生を応援するぞというメッセージ、この姿勢の打ち出しが大切だ

と思います。  

 今回、給食や給食費についても調査している中で、教員になると、

最大で 40年近く給食を食べ続けることになるということに気づきま

した。県庁の職員の方は、皆さん昼食の時間になれば、自由に食事

に出ることもできれば、好きな食べ物をテークアウトしたり、お弁

当でも自分の好みのものを詰めて持ってくるということもできます。

昼食の時間というのは１つ職員の楽しみにもなる時間だと思います。  

 民間企業でも、選ばれる職場のために社員食堂を充実したり、大

学においても社員食堂をカフェテリア―もうすごいおしゃれなカ

フェみたいにして学生の獲得につなげようとしているところもあり

ます。  

 当然、給食は児童生徒の健やかな成長を支える重要な柱で、栄養

バランスもそうですし、生産者の仕事への理解や感謝など食育の観

点からも、施策の充実が図られてきています。  

 ただ、やっぱり給食を食べるのは、今ほど知事もおっしゃいまし

たけれど、子供だけではなくて働く教員、大人も一緒でありますの

で、職場環境をもっとよくするということに、この給食投資という

のもつながるんじゃないかと思います。  

 市町村が学校給食の充実のために、いろいろ取組をしていただい

ています。教員の確保のための環境整備という視点を加えて、県も

市町村の取組を一層支援すべきかと思いますが、知事の所見を伺い
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ます。  

新田知事  やっぱり胃袋をつかむというのは、職場にとっても、また

家庭生活にとっても大切な要素だと思い、大変によい提案だと思い

ますが、これまでも県内の小中学校では、地元で獲れるベニズワイ

ガニや、ホタルイカや、ブリなど、そんな新鮮な、また名産とも言

えるような食材を使った給食を出してみたり、昨年度オリンピック

イヤーには、五輪に参加する国や選手を応援する記念給食、あるい

は友好都市の周年記念にちなんだ国際色豊かな給食など、様々な工

夫を凝らして魅力ある給食を提供しようと、限られた予算内で異論

なく工夫はしており、子供たちはもとより、教職員にも好評である

と聞いております。  

 毎日８万人の人が給食を食べています。年間約 200日であります。

それを本当に限られた予算の中でやりくりをしているという努力、

これは引き続き続けなければならないと思います。今後も魅力ある

学校給食、胃袋は大事ということで、市町村への支援に努めていき

たいと考えます。  

奥野委員  ここまで順を追ってきました。教員の採用を全て県教委が

一手に請け負っているわけです。ここまで議論を深めてみての教育

長の意気込みを伺います。  

荻布教育長  教育実習は、学生にとっては学校現場での教育実践を通

じて、自らの教職への適性や進路を考える非常に貴重な機会でござ

います。教員を志願するかどうかを選択する上での大きな役目を担

う機会であります。  

 また、大学側は、教員を志す者としてふさわしい学生を責任を持

って実習校に送り出すということ、受け入れる実習校側は、教育実
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習を通して、その学生の教員としての適性を見極めるという重要な

役割がございます。  

 このように、教員を進路選択の一つに考える学生にとっても、ま

た教員を採用する教育委員会にとっても、教育実習は非常に重要な

位置づけであり、学生には本県教育の魅力ある教育現場を伝えると

ともに、授業実習や学級運営など、できるだけ多くの場面を経験す

ることで、場合によっては幾つかの困難にもあえて直面してもらう

ということも含めて、学生にとって本当に真に充実した教育実習に

なることが望ましいと考えております。  

 その一方で、近年、新規採用教員が実際の学級運営と実習での経

験の違いに戸惑うといったことも多いと聞いております。こうした

ことから、任命権者である県教育委員会が、これまで以上に積極的

に教育実習生の把握や支援を行うことは大切であると考えておりま

す。  

 先ほども御答弁申し上げましたが、今後アンケートで教育実習生

の生の声を聞くなど、教育実習の状況を詳細につかみ、富山県での

採用につなげていけるよう、学生にとってより充実した教育実習と

なるよう、また採用前後の研修内容も充実させるなど、学生の目か

ら見ても魅力的な教育現場となるように努めてまいります。  

奥野委員  今まで順を追って、全国からもっと教員実習を受け入れた

らどうかと言ってきました。ただ、教育委員会だけではなし得ない

取組というのもあります。ぜひ知事部局の支援体制を充実してほし

いと思います。知事の後押しを求めます。  

新田知事  教育人材の確保に向けて、全国的にも志願者数が減少する

厳しい環境でありますが、これまで県教育委員会では、「とやまで
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教員」応援事業を立ち上げ、優れた教員を安定的に確保するために、

教職ＵＩＪターンセミナーあるいは教員養成講座などを実施してま

いりました。新たに若手教員によるリクルーター活動も実施し、富

山県内だけではなく全国に向けたＰＲ活動や、採用選考検査におけ

る受検者増も図るなど、大幅な見直しを行ってきました。  

 また、喫緊の課題である教員の働き方改革の改善に向けて、とや

ま学校多忙化解消推進委員会も設置、教員の意識改革や業務改善を

進めるとともに、部活動指導員などの地域・専門人材の活用にも積

極的に取り組んでおります。これからも教員採用に向けて、より一

層実効性のある取組を継続してもらいたいと願っております。  

 また、御指摘のありました教育実習生への給食費などの教育実習

に要する経費の支援の在り方につきましては、今日もたくさん御提

案をいただいたところですが、今後、教育委員会と共に知事部局も

入りまして、十分に検討してまいりたいと思います。  

 まずは教育委員会において、これまで以上に教員を養成する大学

や市町村教育委員会と密に連携を取りながら、積極的に実習機会の

確保、実習内容等についての共通理解や周知を図り、より一層円滑

に実習生を受け入れる仕組みを整える体制づくりを進めてもらいた

いと願います。  

 教員人材の確保に向けては、県としても富山県の魅力を伝える広

報やＵＩＪターン、移住促進事業などにおける情報発信や相談など

の強化、また教育委員会との一層の連携を深めて、富山県教育の充

実、発展を後押ししてまいりたいと考えますし、また、基本的には、

今政策の柱に据えております県民のウエルビーイングの向上、これ

がひいては富山県の魅力を高め、そして富山県で働こう、富山県の
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教員をやろう、その前に実習を受けよう、このような人が増えるこ

とにつながると信じて進めていきたいと考えております。  

奥野委員  ありがとうございました。  

永森副委員長  奥野委員の質疑は以上で終了いたしました。  

 暫時休憩いたします。  

 休憩時間は 10分間といたします。  

                     午後３時 05分休憩  


