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１号様式                  記録者  主幹兼係長 相澤正典  

  

教育、民生常任委員会記録 

                        

招集年月日 平成２７年４月１６日（木） 

招集の場所 議員控室 

開会 午前９時２９分 

出席者  

委員長    福田 淑子 

副委員長   山岸 三男 

委員      千葉 一男 

委員      藤田 洋一 

委員      柳田 政喜 

委員      大橋 昭太郎 

委員      吉田 二郎 

委員      平吹 俊雄 

 

議長      吉田 眞悦 

欠席者 なし 

 

職務のため出

席した者の職

氏 名 

主幹兼係長 相澤 正典 

 

 

 

協議事項 ・先進地視察について 

その他 なし 

閉会 午後０時０７分 
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２号様式  協議の経過  

 ９：２９ 開会 

福田委員長 皆さん、おはようございます。全員、出席ですので委員会は成立いたし

ております。ただいまより、会議を始めます。きょうは、先進地を決定し

たいということで、皆さんにお集まりいただきました。 

早速ですけども、先進地について、いろいろ資料を取り寄せようと思っ

て、インターネットを調べたんですけども、詳しくは載っておりませんで

した。ただ単に、学校給食費は、無償化ですっていうふうに載っているだ

けなんで、改めて、皆さんに資料を提示することができません。これまで、

いろいろ資料の中で出てきたところを、抜粋いたしましたのを黒板に書き

ましたので、黒板を見ながらお話したいと思います。 

まず、１番目ですけども、山梨県早川町です。これは、給食費、それか

ら教材費、修学旅行費など全額無料で行なっております。旅費については、

相澤さんから調べていただいて、旅費がクリアできたということで、ここ

も候補地に入れたいと思います。 

続きまして、群馬県の南牧村です。ここも学校給食費が無料となってお

ります。それから、秋田県の八郎潟町については、平成24年度から、全

額無料で行なっております。 

それから４番目といたしまして、栃木県の大田原市、ここは半額補助だ

ったんですけども、24年度から全額無料に、無償になりました。それか

ら、大田原市ではアンケートを実施しております。皆さんに渡っていると

思うんですけども、これは無償化をしてからですね、父兄の方にアンケー

トを行なっている感じでした。 

それから、５番目といたしまして、群馬県の上野村ですが、ここも学校

給食費は、無料化っていうことです。それで、南牧村と上野村については、

不便は不便ですね。旅行するには不便かなと思います。 

それで、皆さんから御意見をいただきたいんですけども、まず、今の５

つ、お話しましたけども、何か御質問があれば。御意見ありませんか。は

い、副委員長。 

山岸副委員

長 

まず、山梨県早川町、ここの町長さんって言えば、政権は何を、政権担

当しているかわかりますか。例えば、自民党系だとか、共産党系だとか、

そういうこと…ちょっと、確認して欲しい。 
そういう政治的な考え方あるだろうから、私は思っていますので、その

辺もちょっと調べて欲しいんです。当然、施策で、町長だとか市長の政治

信条が入るわけですよね。それを、ちょっと調べて欲しい。 
福田委員長 調べてこなかったのね。 

山岸副委員

長 

だから、言っているんじゃないですか。それも調べて欲しいって。 
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福田委員長 暫時、休憩します。 

   休憩  ９：３４ 

  再開  ９：４９ 

福田委員長 それでは、再開いたします。先進地について、皆さんから御意見をいた

だきたいと思います。先ほど、副委員長から、首長がどういう系、政治的

なものでどういう系統に入っているかっていうお話ありましたけども、そ

れは決定してからに。置いておいて、協議したいと思います。意見、お寄

せください。どうぞ。はい、柳田委員。 

柳田委員 

 

４番の栃木県の大田原市なんですけども、こちらのほうは、半額助成か

ら始まり、24年度から全額なったばっかりですし、その際に、アンケー

トを実施しているということは、いろいろな意見が出て、アンケートを実

施まで至っていると思いますので、そういうことが研修に行く際に、いろ

いろな情報をいただけるんじゃないかなと思いますけど、どうでしょう

か。 

福田委員長 という意見でした。ほかにありませんか。はい、藤田委員。 

藤田委員 休憩中に話が出たんですが、無償化と無料化と、このことについては、

問題とみたんだけども、調べる必要性、あと公教育のなかでは、無償化っ

て言われているんだけども、例えば、教材費だとかね、そういうふうなそ

の中の給食費というのは、大体、無料という言い方をするのね。 

そういう違いは、無料化というのは、ほとんど無料化なんだね。給食費

については、無料化、それ以外は無償化っていう言い方をしているんです

が、その辺はどうでしょうか。 

福田委員長 私は、わかりません。わかる方いれば。無料化と無償化の。 

山岸副委員

長 

無償化も無料化も意味は同じです。 

福田委員長 辞書で調べたら意味は同じですって。 

山岸副委員

長 

無償、無料化も意味は同じなんです。ただ、無償の償っていうのは、行

政が税金として取らないっていうのが無償。あるいは、別な何かの負担金

を取らないのを無償。表現がいろいろあるね。免除だとかさ。 

千葉委員 免除は行政行為だよ。免除っていうのは、行政行為。 

山岸副委員

長 

だから、行政の文言の表現として、無償化っていう、無償化っていうの

は要するに、無償化するっていうのは、その制度とか条例を、中での表現

でないのかな。 

福田委員長 

 

申し訳ないんですけども、無償と無料の言葉の違いはあとで。皆さんを

信じたいと思います。場所、先進地を決めたいと思いますので、皆さんか

ら御意見いただきたいと思います。今、柳田委員から、大田原市がいいん

じゃないかっていう意見が出ました。ほかに皆さんから、御意見あれば。

はい、吉田委員。 

吉田委員 人口、その自治体の人口数字がね、私が思っていたその村が、1,500、



 4

3,000人とかって委員長の言葉、聞きます。自治体で、そういう取り組む

姿勢のほうが、人口よりもいいんじゃないですかというような意見があっ

たんですけども、私としては、美里町と同じような人口と思った。できれ

ばですね、そういう福祉とか、町に行きたい。 

福田委員長 そうすると、どこなの。 

吉田委員 はい、…と言いますと。あの……。 

山岸副委員

長 

ここに、あるやつで、あげてあるやつで、吉田委員が思うようなところ

で、どこがいいの。 

吉田委員 滑川。 

福田委員長  滑川、滑川町。滑川町でいいということね。 

吉田委員 はい。 

福田委員長 ほかに御意見ありませんか。 

山岸副委員

長 

ちなみに、滑川、人口何人だっけ、滑川町。 

吉田委員 18,000ぐらい。わからないんだけど。 

 （大田原は、75,000…。） 

福田委員長 休憩します。 

 休憩   ９：５５ 

再開  １０：１０ 

福田委員長 再開いたします。まず初めに、10時半からですね、ウイノナ市の方が

みえますので、それを迎えるために、10時半に着くの。（「10時半頃と

いう」の声あり）頃ね。10時20分で、一旦、休憩をして、それからまた

再開をしたいと思います。 

吉田議長 せっかく、皆さん、お出でになるから、だから、ちょっと時間中断させ

て悪いけども協力してください。 

福田委員長 それでは、多くの方が、滑川町と大田原市がいいんじゃないかというこ

とだったので、ここに決定していいですか。 

 （はいの声あり） 

福田委員長 じゃ、視察地は、ここに決定したいと思います。 

藤田委員 副委員長のさっきの質問は。 

吉田議長 ただ、相手があるからね。 

千葉委員長 

 

ただ、それは、ああだと僕は失礼に、場合によっては失礼になる心配は

あるよ。 

福田委員長 滑川町と大田原市の、先ほど副委員長がどういう系統の町長なのかって

いうことを知りたいということでしたけども、それについては、いかがで

しょうか。 

山岸副委員 それは、私に任せてもらいますか。自分で調べますから。 
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福田委員長 じゃ、副委員長が自分で、自分で調べるということで、委員会としては

調べないということにいたします。日にちですけども、７月になります。 

福田委員長 大田原市と滑川町。日にちは、７月の中旬ですか。去年の何週でしたっ

け。（「去年は中旬」の声あり）中旬。13日の週。13日から17日の間、

いつ、いいでしょうか。 

柳田委員 委員長。日にち固定する前に、向こうの都合を聞いて。 

福田委員長 こっちから日にち決めないと、あっちでも困るから。いつよろしいでし

ょうか。月曜日だと、いろんなところが休みなんだよね。火・水それとも

木・金。木・金。 

柳田委員 木・金でいいんじゃないですか。 

福田委員長 16・17でいかがでしょか。（はいの声）では、７月の16・17日で、あ

たってみたいと思います。16日・17日、木・金です。休憩します。 

 休憩  １０：１５ 

再開  １１：４４ 

福田委員長 それでは再開いたします。副委員長と議長におきましては、今、ウイノ

ナの方の接待なので、欠席をいたしております。委員会は成立いたしてお

ります。 

先ほど、皆さんで決めた滑川町につきましては、改選時期で５月７日が

初議会だそうです。初議会が終わらないうち、はっきり、返事はできない

ということなので、そこは見合わせたいと思うんです。 

それで、まず、初日ですね、初日を栃木県の大田原市。実は、アクセス

が、ちょっと大変なんで、それで、町の研修バスの空きを調べましたら、

14・15が空いているということなので、14・15という日程にしたいと思

います。町の研修バスは、仮押さえをしておきました。 

それで、もう１カ所につきましては、群馬県の上野村。熊谷の方がね、

近いので、上野村は比較的、交通アクセスがいいんだろなと思いながら、

山は山のほうなんですけども、その２カ所でいかがでしょうか。これから、

また、折衝しなけれきゃならないですけども。 

藤田委員 よろしいです。 

福田委員長 ２日目は、群馬県の上野村にしたいと思います。以下につきましては、

午前中、午前中ですね。できれば、午前中にして、帰ってくるという状況

になりますので。 

藤田委員 上野村は午前中ね。 

福田委員長 上野村は午前中。という方向でよろしいでしょうか。 

 （はいの声） 

福田委員長 休憩します。 

 休憩  １１：４６ 

再開  １１：４９ 
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福田委員長 再開いたします。先ほど、上野村を選んだんですけども、統一地方選挙

なので、ここも同じように見合わせたいと思います。変わりまして群馬県

の南牧村にしたいと思いますので、それでよろしいですか。その方向で進

めさせていただきます。休憩いたします。 

 休憩  １１：４９ 

再開  １２：００ 

福田委員長 再開いたします。ただいま、相澤さんの方から折衝していただきました。

それで、大田原市については、７月の14日火曜日の１時半からっていう

ことでお願いして、きちんとした返事は、また後ほどになると思いますけ

ども受け入れ可能だと思います。 

次の15日につきましては、群馬県の南牧村をお願いして、まだ返事は

後ほどということなので、この日にちは決定しているんですけども、相手

のあることなので、また次回にしたいと思います。きょうは、この辺で留

めて、終わって、５月ですね。５月、いつ。５月、いつしたらいいでしょ

うか。 

千葉委員 ５月やるというんだったら、今の状況を最終確認すると。 

福田委員長 最終確認とあと視察目的。ということこれまでの流れですと学校給食

法、それから給食費の無償化についての近隣の市町村の取り組みというこ

とだったんですけども、これは、近隣市町では、取り組みはどこも行なっ

ていないということが、インターネットの範囲でわかりました。学校給食

法、基本法ですね、食育基本法について学習をしていきたいと思います。

それで５月、いつ、いいでしょうか。 

 （日程調整中） 

福田委員長 次回は５月28日、１時半。そこまでは、はっきりわかると思いますの

で、あと教育委員会のほうにお願いしておきますので。あと、皆さんから

ありませんか。副委員長、お願いします。 

山岸副委員

長 

きょうはですね、いろいろな結果から、いろいろと忙しい時間を、です

けども、午前中に終了できました。なかなか、希望のところが選挙だった

り、思いどおり見つかりませんでしたけども、大田原市は大体、確定はし

ているんだけども、しっかりと、勉強していきたいと思います。 

それぞれ、お互いに勉強し合って、より良い常任委員会をね、提案がで

きますように各自でね。きょうは、大変御苦労さまでした。 

 閉会  １２：０７ 

 会議の経過を記載して相違ないことを証するため、ここに署名する。 

 

平成２７年４月１６日 

教育、民生常任委員会 

委員長              ㊞ 


