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平成 27年度第 1回広島市総合教育会議 議事録 

 

１ 日時 

  平成 27年 7月 17日(金) 午前 9時～午前 10時 07分 

２ 場所 

  市役所本庁舎 14階第 7会議室 

３ 出席者 

  松井市長 

 教育委員会：井内委員長、溝部委員、藤本委員、栗栖委員、鈴木委員、尾形委員（教

育長） 

４ 事務局等出席者 

  企画総務局長、企画調整部長、企画調整課長、政策企画課長 

教育委員会：教育次長、青少年育成部長、学校教育部長、指導担当部長、教育セン

ター所長、総務課長、教育企画課長 

５ 傍聴者等 

 ⑴ 傍 聴 者 1人 

 ⑵ 報道関係 1社 

６ 議題（全て公開） 

 ⑴ 広島市総合教育会議の運営について 

 ⑵ 大綱の策定について 

 ⑶ その他 

７ 議事の大要 

＜事務局（企画調整課長）＞ 

 それでは、ただいまから、平成 27 年度第 1 回広島市総合教育会議を開催いたしま

す。私は、本日の進行役を務めさせていただきます、広島市企画総務局企画調整課長

の市岡でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 委員の皆様におかれましては、本日はお忙しい中、また台風の影響のある中、御出

席をいただきまして、誠にありがとうございます。 

 本日、御出席いただいております当会議の構成員の皆様、市長及び教育委員会委員

の皆様に加え、市長事務部局及び教育委員会事務局の職員も控えておりますが、時間

の都合上、お手元にお配りしております配席図及び本日の出席者名簿で紹介の方は代

えさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、総合教育会議の開会に当たりまして、市長から御挨拶をいたします。 

 

＜市長＞ 

 おはようございます。平成 27 年度第 1 回の広島市総合教育会議の開催に当たりま

して、御挨拶をさせていただきます。 
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 教育委員の皆様におかれましては、日頃から我が市の教育行政の推進に格別の御尽

力をいただいております。心からお礼を申し上げます。本日、台風が通過するという

ことで心配しておりましたけれども、逸れました。お忙しい中御出席いただき、あり

がとうございます。 

 この総合教育会議は、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」を改正して、

各自治体に設置されることになったものですけれども、法律の精神を本当に具現して、

トップランナーで広島がやっていこうという気概で今回開催しているものだと受け

止めていただければと思います。御覧のように、事務局も、企画総務局と教育委員会

とで複数の部署をクロスさせながら、どういう教育をやっていこうかという体制を整

えました。まさに法律の言う、自治体の長と教育委員会とが上手く連携して意思疎通

を図れるように。今まで色々と教育をやってきて、その中の課題で、我が市で是非や

らなくてはいけないことがあるんじゃないかと。それをどういう方法でやるかという

問題意識で、骨太の議論をやりながら、今までやっている行政に落とし込んでいって、

時代に即して上手く変えていくための場、言葉で教育を振興していくための重要な会

議だと思います。 

 第 1回目の会議ですので、やり方とすれば、今言ったことを具現しなければいけま

せん。それで、この法律に基づいて大綱を作ることになっていますので、大綱の仕掛

けとかは、また後で事務的に説明しますが、その中で、どういった議論をするかとい

うところまでを、今日の会議で方向性を出して、何回か会議を重ねて、内容はまた皆

さんと議論しながら、我が市の教育行政の方向性を打ち出す、そんな会議にしていき

たいと思っております。どうぞよろしくお願いします。 

 

＜事務局（企画調整課長）＞ 

 それでは、議事の協議に入っていただく前に、本日、第 1回目の総合教育会議とな

りますので、会議の概要につきまして、事務局から説明をさせていただきます。 

 お手元にお配りしております資料 1「総合教育会議の概要について」をお開きくだ

さい。資料に沿って説明をさせていただきます。 

 この総合教育会議は、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の第 1 条の 4

により設けられるものでございます。会議の趣旨といたしまして、「総合教育会議の

設置により、首長と教育委員会が十分な意思疎通を図り、地域の教育の課題やあるべ

き姿を共有して、より一層民意を反映した教育行政の推進を図るもの」でございます。 

 この会議の位置付けといたしましては、まず一つ目として、「首長と教育委員会と

いう対等な執行機関同士の協議・調整の場」であり、そして二つ目に、「首長及び教

育委員会は、この会議で協議・調整を行い、合意した方針の下に、それぞれが所管い

たします事務を執行する」ものでございます。 

 なお、ここで言います、「協議」とは、調整を要しない場合も含め、自由な意見交

換として幅広く行われるもの、また、「調整」とは、教育委員会権限の事務について、

首長権限の事務との調和を図ること。そして、首長又は教育委員会が、特に協議・調

整が必要と判断した事項について協議又は調整を行うものでございます。教育委員会

が所管する事務の重要事項の全てを協議・調整するものではないとされております。 
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 会議の協議事項といたしましては、まず一つ目といたしまして、「大綱の策定に関

する協議・調整」、二つ目といたしまして、「教育の諸条件の整備等、地域の実情に応

じた教育、学術及び文化の振興を図るため重点的に講ずべき施策の協議・調整」、そ

して三つ目でございます、「児童・生徒等の生命・身体に現に被害が生じ、また、ま

さに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に講ずべき措置に

ついての協議・調整」を行うものでございます。 

 資料には、その後の方に「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の関係の条

文を抜粋しております。併せて御覧ください。説明は以上でございます。 

 それでは、早速ではございますが、議事に入らせていただきます。ここからの進行

は、市長にお願いいたします。 

 

＜市長＞ 

 それでは議事に入りたいと思います。 

 議題の⑴として「広島市総合教育会議の運営」についてでございますけれども、こ

れは先程申し上げた「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の第 1条の 4第 9

項の規定によりまして、会議の運営に関して、法律に定めるもののほか必要な事項に

ついて総合教育会議で定めるとされております。 

 骨の部分は法律に書いてあります。あとは、地方組織の中でルール設定をするよう

にということだと思います。必要事項はだいたい網羅しております。これについて、

運営要綱を案として事務局で用意しておりますので、説明をお願いします。 

 

＜事務局（企画調整課長）＞ 

 それでは、お手元にお配りしております資料 2「広島市総合教育会議運営要綱(案)」

を御覧ください。 

 第 1条におきましては、本要綱の趣旨を定めております。 

 第 2条には、招集について、市長が招集する。教育委員会は、その権限に属する事

務に関して協議する必要があると認められる場合には、市長に対し、協議すべき具体

的事項を示し、会議の招集を求めることができると定めています。 

 第 3条は、会議の開催の周知でございます。会議を開催するときには、あらかじめ、

ホームページ等を使いまして公表するものとしております。 

 意見聴取といたしまして、会議は、必要があると認められる場合には、関係者等か

ら、会議に出席を求める等により、意見を聴くことができる旨を、この第 4条で定め

ております。 

 第 5条においては、会議は、公開するものと定めております。ただし、個人の秘密

を保つ必要があると認められる場合、会議の公正さが害されると認められる場合、公

益上必要があると認められる場合には、その限りではないとしております。 

 第 6条でございます。第 6条で、本会議の議事録の作成及び公表を規定しておりま

す。 

 第 7条におきましては、事務局は、企画総務局企画調整部企画調整課に置くことと

しております。 
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 最後にその他といたしてまして、この要綱に定めるもののほかは、会議の運営に関

し必要な事項につきまして、市長が別に定めることとしております。 

 「広島市総合教育会議運営要綱(案)」についての説明は、以上でございます。 

 

＜市長＞ 

 どうもありがとうございます。 

 この運営要綱(案)を読んでいただくと分かりますように、会議運営の基本事項しか

書いてありません。しかし、この法律をめぐって色々と議論があったときの主要なポ

イントは、いわゆる政治任命される私と教育委員会の権限調整をどうするかというこ

とで、大変議論になりました。ポイントは、先程の概要のところにありますように、

教育委員会が所管する事務の重要事項全てを協議・調整するのではないこと。つまり、

両方が納得ずくのテーマを持ち寄って、権限を十分に配慮しながら、協議をやろうと

いうことです。一方的に政治勢力で、教育委員会に対して「ここを直せ」、「どうこう

しろ」というふうになっていませんよ、というのが一番の眼目です。教育の主体性を

保ちながら、問題提起をして、議論して、それぞれの権限のところで調整していくと

いう枠組みを、もう一遍改めて設置要綱で書いてあるというふうに見てください。 

 そして、それについての会議の招集も、原則は、市長部局の企画総務局が持ってい

ますが、教育委員会の方からも、必要に応じて「開催してくれ」と言うことができま

す。また、議論の中身について問題提起したけれども、これを微に入り細に入り議論

するのを外にオープンにしたときに、逆に運営が困るようであれば非公開とし、そう

でない限りは皆さんにオープンにして行う。 

 そんなポイントを踏まえて、御了解いただけますでしょうか。それ以外に、何かこ

の件について、御質問・御意見がありますでしょうか。 

 もしなければ、これで御了解いただいたことにしたいと思いますが、よろしいでし

ょうか。 

 

＜教育委員会委員全員＞ 

 はい。 

 

＜市長＞ 

 それでは今後、この要綱に基づいて運営することにいたします。 

 続きまして、議題⑵の「大綱の策定」に移りたいと思います。 

 事務局から大綱の概要について説明をお願いします。 

 

＜事務局（企画調整課長）＞ 

 それでは、お手元の資料 3でございます「大綱の概要について」を御覧ください。 

 大綱の趣旨でございます。「首長に大綱の策定を義務付けることにより、地域住民

の意向のより一層の反映と地方公共団体における教育、学術及び文化の振興に関する

施策の総合的な推進を図るもの」でございます。 

 大綱の定義等でございます。定義といたしましては、⑴に書いてございます。「大



5 

綱は、地方公共団体の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策について、そ

の目標や施策の根本となる方針を定めるもの」とされております。また、これは、詳

細な施策について策定を求められているものではございません。また、併せて、地域

の実情に応じて策定するものであり、必ずしも網羅的に記載される必要はありません。 

 二つ目といたしまして、「大綱は、首長が策定する」となっております。 

 三つ目といたしまして、「首長は、大綱を定め、変更しようとするときは、総合教

育会議において協議しなければならない」とされております。 

 四つ目でございます。「大綱は、国の教育振興基本計画の基本的な方針を参酌して

定めるもの」とされております。 

 五つ目でございます。「大綱の期間は、首長の任期である 4 年、また、国の教育振

興基本計画の期間である 5年、これらを踏まえて、4年あるいは 5年程度が想定され

ている」ものでございます。 

 続きまして、大綱の記載事項について御説明をさせていただきます。 

 大綱の主たる記載事項は、地方公共団体の判断に基本的に委ねられておりますが、

主として、学校の耐震化、学校の統廃合、少人数教育の推進、総合的な放課後対策、

幼稚園・保育園・認定こども園を通じた幼児教育・保育の充実等、予算や条例等の首

長の有する権限に係る事項についての目標や根本となる方針が想定されています。 

 また、首長及び教育委員会で調整がつきました事項を大綱に記載した場合は、双方

に尊重義務がかかります。 

 ⑶で記載しておりますとおり、地方公共団体の教育振興基本計画等の計画が定めら

れている場合、首長が、総合教育会議において教育委員会と協議・調整し、当該計画

をもって大綱に代えることができるとされております。 

 続きまして、資料には、法律の関係部分の抜粋を記載しております。併せて御覧く

ださい。 

  

＜市長＞ 

 ありがとうございました。 

 大綱のフレームワークですけれども、資料にありますように、大綱というものは、

詳細な施策ではないだろうと。しかしその中身たるや、やはり統一国家ですから、国

の教育振興基本計画の基本的な方針を参酌してということですから、強制はしないけ

れども忘れないようにとされています。大綱を作る時には、地域の実情に応じて、つ

まり地方分権は大きな国の流れですから、国の言うことを一方的にはやることはない。

しかし、（国の教育振興基本計画の基本的な方針を）忘れないようにとありますから、

この加減をどうするのかというのが、とても問題です。 

 それから、問題提起として、「大綱の記載事項等」の⑴に、耐震化とか統廃合とか、

諸々、今教育界で起こっている課題・問題を羅列していますけれども、（大綱は）そ

れらについての目標とか根本となる方針です。一個一個あげつらって、こうこうしよ

うというようなものではなくて、大きな方向性を、地方の実情を見て、国がこんなこ

とをやっているんだけれども我が地域はどうするんだろうというようなことを書く

のではないかと思います。 
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 そして、（大綱の）期間というのは、市長・首長の任期とか、今の国の教育振興基

本計画の 5年、その辺を考えてということです。 

 決して細かいことを言うのではなくて、大枠をやろう、パラダイム転換をしっかり

するという必要があるんだったらそれをやってほしい、というふうに受け止めたいで

す。その際、既に地方公共団体で、国の教育振興基本計画に基づいて、（各地方公共

団体の）教育振興基本計画を作っていれば、議論するのがややこしいので今のままで

良いというのであれば、そのまま使っても構わないということですから、それでいい

と思われるかどうかが出発点です。 

 決して間違っている行政を行っているとは思いません。しかし、これから大きく社

会背景・時代背景が様々変わるというときに、今まで通りでいいのかと。もう少し先

取りして、大きい方針の基に、個別の問題をこういうふうに取り組んでいくべきでは

ないかということを、もしここで議論できたら、これは最高ではないかと思います。

そういった落とし込みをするための大綱という認識を、まずは持っていただきたいと

私は思っております。 

 ここまできましたので、どうでしょう。議論する気持ちになられたと思いますので、

おさらいですけれど、今まで広島市の教育委員会は、どんな教育をやっていたのかを

聞いていただきたいと思います。広島市の教育について、説明をお願いします。 

 

＜事務局（教育企画課長）＞ 

 それでは、資料 4「広島市の教育について」を御覧ください。これにつきまして、

教育企画課の方から説明させていただきます。 

 まず、1の「本市の教育の基本理念」ですが、本市の未来を担う広島の子どもたち

を「心身ともにたくましく、思いやりのある人」として育成していくことを基本理念

としまして、基礎・基本をしっかりと身に付けることを基盤に、規範性、感性、体力、

コミュニケーション能力の育成を柱とする広島らしい教育を推進しております。 

 次に、2の「広島市教育振興基本計画」についてです。この基本理念を踏まえまし

て、本市の教育を円滑かつ効果的に推進するため、教育基本法第 17 条第 2 項の規定

に基づきまして、平成 22 年 9 月、本市の教育の振興のための施策に関する基本的な

計画である「広島市教育振興基本計画」を定めました。この計画は、本市の教育施策

の基本方針として、第 5次広島市基本計画の施策体系に沿って、個別の教育施策を記

載したものでございます。また、計画期間も第 5 次広島市基本計画と同様に、平成

32年度（2020年度）までとしております。この計画に定める「本市の教育の方向性」

と「本市の教育施策の体系」は、次の 3と右側の 4に掲げております。 

 3の「本市の教育の方向性」ですが、1番目に、「自ら考え、判断し、様々な問題に

積極的に対応することができる子ども、豊かな人間性を持ち、基礎的な体力や健康意

識を身に付けた子どもを育てる」。このため、「学校教育の充実」を目指す。これを、

施策の柱Ⅰとしております。 

 2 番目に、「社会を構成する一員として一定の役割を担おうとする意欲を持ち、ま

た、他人を尊重し、思いやることのできる青少年、社会において自分の能力を適切に

発揮することのできる青少年を育成する」。このため、「活力ある青少年の育成」を目
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指す。これを、施策の柱Ⅱとしております。 

 3 番目に、「心の豊かさを志向し、生きがいや様々な社会参加を求める市民の学習

需要に応える」。このため、「生涯学習の推進」を目指す。これを、施策の柱Ⅲとして

おります。 

 右側の 4「本市の教育施策の体系」につきましては、ただいまの三つの施策の柱ご

とに基本方針を掲げておりまして、一番右側に展開する施策を記載しております。 

 まず、1の「学校教育の充実」。この中に、四つの基本方針があります。「知・徳・

体の調和のとれた教育の推進」、「教育環境・教育条件の整備・充実」、「学校・家庭・

地域社会の連携強化と開かれた学校づくりの推進」、「高等教育機能の充実と『産学公

民』連携の推進」。 

 2 の「活力ある青少年の育成」の基本方針としては、「青少年の健全育成等」、「次

代を担う人材の育成」。 

 3 の「生涯学習の推進」の基本方針としては、「生涯学習の機会や場の提供とその

成果の活用促進」、「生涯学習関連施設の機能の充実」。 

 これらの三つの柱と基本方針に基づきまして、右側の枠内に囲った施策を展開して

いるところでございます。説明は以上でございます。 

 

＜市長＞ 

 ありがとうございました。 

 こと細かな教育の状況でありますけれども、まさに教育施策の体系ということで見

ていただいたと思います。市として所管している学校教育の中身を充実したものにす

るためということで、主要な問題点をとりあげて、それについての方針を示すという

こと。それから、それとは違った切り口で、青少年育成という市全般として重要な課

題についてどういった取組をするかということ。それは街づくりの基本ですよね。そ

の方々をどう育てるかということ。それからもう一つは、特定の人だけではなくて、

ここでお過ごしの色んな方について、教育というものは生涯に亘って影響するものだ

から、それをどういうふうに絡ませるかという、その大きな三つについて方針を示し

て実施している。 

 それらが諸々起こっている現場での問題と、どう関連付けられるか。それを対応す

るというのが現場の事務なんです。方針が定まっているから、いろんな問題提起につ

いて、こういった形で職員を指導し、教員を指導して動いているわけです。行き届か

ない点、あるいは多少なりとも変化に追い付いていない部分があれば、そこを先を見

通して、少し方針を変えるということをやるかどうかという問題が出てきます。 

 それと、もう一つ、私自身申し上げたいのは、今の教育行政の体系を踏まえて、こ

れはできているということです。というのは、平成 29 年 4 月から、今の教育のやり

方の大きな組み換えが予定されています。それは、都道府県と市の役割分担について、

例えば、教職員の給与を誰が出すか。今は県が出してくれています。それから、教職

員の定数。どれくらい市に配置するか。これも県です。学級編制の基準も県が作って

くれています。そして、教職員の勤務条件とか分限とか懲戒制度の設定も県です。そ

して、業務成績評価に関する計画も県です。市は何をやっているか。県が大きなこと
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を決めている中でやりながら、今言った広島市教育振興基本計画を作っているんです。

権限的には、教職員の任免、服務監督、研修をしています。そして、教員の給与の決

定。基準は作られていますから、これに基づいて行っています。それから、教職員の

勤務成績の評定。評価に関する計画を作っておいて、それに基づいて現場でやる。そ

して学級の編制基準が作られていて、それに従って編制する。このように限られた裁

量の下で、こういう計画を作りながら、四苦八苦して取り組んでいるんです。それを

今度、平成 29 年 4 月には、県から市に権限が降りてまいります。地方への権限移譲

でです。初めて、教育全体の扱いを市が全面的にやれるというのが、平成 29 年 4 月

に控えているんです。 

 そうしたときに、こういった計画の考え方、もちろん、充実できるところが一杯あ

るんじゃないでしょうか。ここは向こうに権限があるからその枠内でやらざるを得な

かったというところが、概念的にありますよね。まさにそういったところについて、

一個一個直すのではなくて、「大綱という形で、それらについて、『こういう目標で、

こういう方向でやろうじゃないか』ということをやっていいですよ」というふうにな

ったと私は受け止めたいです。ようやく、平成 29 年 4 月に向けて準備ができるよう

になったと、そんな位置付けだということを、まず確認しておきたいです。 

 それと同時に、国の言っている国の教育振興基本計画を参酌して忘れないように、

とんでもない所に行かないようにと重しがついています。このバランスが、とても重

要です。そこまで考えていただくと、国は、地方の分権の中で、色んなやり方をやっ

て、必ずやれと言ってないですから、選択肢として提案しています。既に権限がなく

ても計画を作っていたら、権限をもらったとしても、前の計画をそのまま使って大綱

と言っていいですよと。そういう方法でもいいですよと。そうじゃなくて、本当に問

題意識があるところをピックアップして、そこについて議論して、両方で協議して、

新しい方法を決めてもらっていいですよと。どっちでもやってくださいと。とにかく

システムを変えますからと。こういうことでございますので、さてどうするか。 

 大綱というのは、今言ったようにそんなに時間がありません。平成 29年 4月まで、

実際の実務を考えると時間がそんなにない中で、全てについて議論するということが

できないとすると、まず絞って、網羅的でなくやっていこうという提言をしたいと考

えています。急ぎの中で、それに間に合わせてやっておいて、それから全部権限が降

りてまいりますから、業務を行う中で逐次直していけばいいと。今、方向性を間違え

ないようにしておくということ、何に焦点を絞って議論するかという、こんなことが

求められているのではないかと私は思います。是非、そういった方向性を踏まえて、

中身の議論をしていきたいと思う訳です。 

 今喋ったことは自分が皆さんに理解していただきたいと思ったことですけれども、

御相談すべきは、もう一遍初めに戻りまして、今回の法改正に伴う新たな大綱という

のは、地域の実情とか地域特性を踏まえるということを、もっとおおっぴらにやって

いいよと言われた訳ですから、これをやらない手はないということです。そして、施

策の目標とか根本方針を作りたいというのはどうかと。ディテール（細部）は、それ

らを決めた後で出てくる訳ですから。網羅的でなくていいということも踏まえさせて

いただきたい。大きいところを議論したい。 



9 

 そういう意味で、できたら我が市の教育のあり方について、課題を三つや四つぐら

い出していただいて、しかも地域事情・地域特性を織り込んだ形で議論をするという

中で、まとめてそれを大綱にするということをさせていただきたい。そうすると、大

綱ができるまでも行政は動いていますから、既存の今までの市の教育振興基本計画で

動いている訳ですから、実情に問題はありません。 

 より我が市に合わせて、いいものにしていく。そして、大綱をどこかのタイミング

で少し変えていく。大綱に基づいて、広島市教育振興基本計画を修正するという作業

を次に行う。さらに問題が起きれば直していく。そういうことで、今ある市の教育振

興基本計画は生かしながら、それへの修正をかけていく大きなツールとして、我が市

は（大綱を）使ってはどうかと思います。そうすれば、現状を維持しながら、ちょっ

とずつ改正をするという、そんな道具立てとするということでやれないかと私は思っ

ているんですけれど、どうでしょう、今までの御説明で納得いただけたら、方法論と

して皆さんに御了解いただきたいと思います。 

 これまでのところで、御意見がございますでしょうか。 

 

＜井内委員長＞ 

 広島市教育振興基本計画はあるわけで、それと市長がおっしゃる大綱というものを、

どう位置付けるのかというのが、頭の中でちょっと整理できていない部分があったん

ですが、おっしゃったように、基本計画というのは厳然とあるもので、それを尊重し

ていくのだけれども、大綱として機能してきたところで、広島市教育振興基本計画の

一部を変更することもありだと。つまり、ある意味では、並列的な立場と考えればよ

いのでしょうか。 

 

＜市長＞ 

 大綱がちょっと上ですね。（大綱をもって）命令して、広島市教育振興基本計画を

直さないといけない。大綱を上に位置付けて、より上位の概念でこういう方向で直せ

と。それで広島市教育振興基本計画を変えていく。 

 

＜井内委員長＞ 

 大綱で我々が協議したことに関して齟齬があれば、広島市教育振興基本計画の方を

直した方がいいという位置付けですね。 

 

＜市長＞ 

 大綱を上位にしないと意味がない。首長と教育委員会で議論して合意できたことで

すから、執行部隊に対して強く言える位置付けにしたいと思います。 

 他に提案はありますでしょうか。 

 テーマ設定は、一つだけでは物足りませんから、3～4個は必要かと思います。 

 

＜溝部委員＞ 

 市長の話を聞いて、非常に理解できるというふうに思っているんですけれども、教
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育委員会制度がこの度変わるということで、このような会議が開かれるということに

なりましたけれども、教育の中立性だとか、継続性、安定性をきちんと担保したうえ

で、市長がおっしゃるように地域の特性を踏まえて、広島らしさを追求してというん

ですかね、広島の市民が、より教育の中で生かせていけるような方向性で、大きな大

綱を考えるというふうに今理解したんですけれども、それでよろしいでしょうか。 

 

＜市長＞ 

 私は全くその通りだと思います。そうしないと意味がないです。 

 どうでしょうか、それぞれ御意見ありますでしょうか。コメントでもいいですし、

感想でもいいです。鈴木委員どうでしょうか。 

 

＜鈴木委員＞ 

 私も、課題を三つ四つに絞って、重点的にやるというのは賛成です。というのは、

広島市の教育はどういう教育ですかと全国から聞かれたときに、広島市ではこれを重

点施策としてやっていますというのは分かりやすいですし、先生方・保護者に関しま

しても、それは見えやすくなると思います。 

 ただ、その課題をどう設定するのかということについては、やはり市民の皆様や保

護者、私どもが合意して、それなら分かるというものにしていく必要があると思いま

すので、今後議論を深めて進めていきたいと思います。 

 

＜市長＞ 

 栗栖委員どうでしょうか。 

 

＜栗栖委員＞ 

 私も効果的なものにするには、具体的な課題をきちっと認識をして、それをテーマ

として掲げて、それを具体的な形で解決できるような大きな根本となる方針というこ

とで、大綱を位置づけるという方法の方が、より教育の質が上がっていくのではない

かと認識しておりますので、その方向でよろしいと思っております。 

 

＜市長＞ 

 藤本委員どうでしょうか。 

 

＜藤本委員＞ 

 市長のお話を伺いまして、大綱の位置付けであるとか、今後の方向性というのを、

よく理解することができました。ありがとうございました。 

 言われたように、教育委員会側と市長とで同意できた部分について改定をしていく

ということですので、やはりテーマ設定をどこに置くかというのが非常に重要になる

だろうと思いますので、その点の議論を深めたいと思います。 

 

＜市長＞ 
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 ありがとうございました。 

 概ね認識のレベル位置が合ったと思いますので、三つ四つのテーマの絞り込みに向

けて、少し今回作業をするというふうにしたいと思います。 

 あと、最初に申し上げていた大綱の期間ですけれども、（大綱が）出来上がったら

動いて行く訳ですけれども、とりあえず後ろは、我が市の教育振興基本計画がありま

すので、平成 32 年度に合わせておいて、そこに落とし込めるようにするというのが

いいかと思います。それを前提に、話を進めるということにさせていただきたいと思

います。 

 それでは、皆さんそこまでの構えがないと思いますので、テーマ設定についても、

議論を私からやらせていただきたいと思います。これは絞り込んでいる訳ではなくて、

少なくとも私が今持っている問題意識を御披露することで、テーマ設定をどうするか

ということについて、問題を喚起したいと思います。 

 なんといっても人口減少社会。これは広島市だけではなくて、日本全体で、避けて

通れない。そして、今の合計特殊出生率が 2.07に届かない中で、1.4から、1.6まで

いかない中で、若い人が減ると。そうすると、まさに次世代を担う若い子ども達の一

人一人を大切に育てるということをやらないと、我が国全体が滅んでしまう。一人一

人を大切にするというのは、何も撫で撫でするのではなくて、持っているそれぞれの

可能性・能力を最大限に生かしてあげる、伸ばすということを考えた教育ということ

が、何よりも重要です。型に当てはめて、同じ水準のものを提供するのではなくて、

一人一人を丁寧に育てるという、そういうイメージになるのではないかと思うんです。

それがひいては、多様な資質を持った方々が色んな所で社会を支えていく、そういう

イメージに変えていかないと。同じようにずらっと揃って社会を支えるという、どん

どん右肩上がりで、人も増える、成長していくという社会とは違うということが、ま

ず基本認識だと私は思います。 

 そういうイメージの中で教育をどう展開するかという、そこをまずスタートとした

い。そうしたときに、教育の中身と、その中身を伝えるシステムと、その教育の二つ

のフレームワークを、両方とも今までの考え方と違って、根本的に変えてみる必要が

ないかと。結果、いるかどうかは分かりませんが、「（根本的に変えてみる必要が）な

いだろうか」という視点で考える。つまり、パラダイムの転換があってもいいのでは

ないかというぐらいの気持ちで、挑戦するということが重要ではないかと思う訳であ

ります。 

 そうすると、比較的中身については難しいので、システムの方から言いますと、例

えば、（子どもが）減少していくと、教育効果を挙げるために、教育の現場である学

校施設の数はどうなるかとか、それから場所をどうするか。つまり、（子どもが）沢

山いるときには、みんなに寄って来いと。ここに来ればいいじゃないかとやっている

のを、減った時には、逆に出かけて行く。極端には、そんな発想でやるということも

いるのではないかと。それができないとすると、市の公共交通を整備して、むしろ、

その公共交通に合わせて行きやすい場所にするとか。あるいは、若い方々の人口シフ

トが起こったとすると、その場所に応じて移転させるのか、教育施設を中心にシフト

させるようにするのか、何を基準として街づくりをするかと。そういうことも重要に
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なるのではないでしょうか。それは広島の街づくりの大きな課題の一つです。 

 それと同時に、今度は教職員の体制です。箱モノがあった中で、先生と補助をする

方々、つまり教育内容を一生懸命補助する方と、それから教育にまつわって子ども達

に出てくる様々な問題を、それらの方々が全部やるのか。あるいは、仕事の分担をし

て専門的にやる方々も配置して、一人についての問題を様々大きい区分けをして、専

門的に調整してあげれるようなシステムを組むのかどうか。それも少し一部（既に）

入っていますけれども、そのことをより深めるのか、ここで止めるのか。そんなこと

が出てくるのではないでしょうか。いずれにしても、子どもが減っていく中で、今ま

でどおり、しばらく手のつけようがないから置いておくと。そこで働いている先生方

の資格もあるし、それぞれ住民の資格もあるから一気に動かせない、放っておこうと

なると、これはコストというか費用を無駄に使う期間が長くなる。教育コストの無駄

というのは本当はないんですけれども、早めに仕掛けをしないと、本来使うべき費用

の部分に充てられない期間が相当期間長くなって、外から教育費の無駄みたいな言い

方で責められる期間が長くなる。それを早め早めに対応するということが、どうして

もいるのではないかと思います。 

 だけど、その多様な教育の適用というのは、言うは易しですが、その資質を養成す

るための教育期間から、資格をとるための準備がかかります。施設群も費用をかける

とすると、耐震性とか建設面とか考えると、人間が来た所からやっていくとなると計

画に間に合わなくなるが、どの程度受容するかとか。問題提起です。 

 それからもう一つは、子ども達の個別の特性を考えて、勉強が好きな子、スポーツ

が好きな子、芸術が好きな子、様々あるけれども、それら好き嫌いというのは、現に

今人間が営んでいる様々な生活の中で、そういう活動が認知されているから、子ども

達はそれを見て「自分はこれは好きだな」とかあるわけであって。現実世界の中でそ

れを極めれば、皆役立つんです。役立たないことはないんです。それを、いわゆる学

力のところだけで切り込んで優劣を決めて育てるという教育は、本当にいいんだろう

かと。正に限られた子ども達になるわけですから、それぞれをみんな生かすためには、

多様な才能を生かすための個性を生かすような方向です。いい方を育てるような教育

システムをどう作るかと。少しだんだん中身に入っていますけれども。そういうこと

になると思うんです。 

 そうしたときに、もう一つ大きな問題は、公立の学校と私立の学校と、義務教育と

高等教育、いろいろ区別できるんですけれども、そういった問題意識を、今の学校群

制度、公立・私立というところでやっている中で、共通に受容していただけるかどう

かです。私立は、「私の所は、こういう形でやってきていて、来る人だって、この教

育方針に憧れて来るんだから、セレクトされるから、そんな心配はしなくてもいい」

という教育もありうる訳です。公立はそうはいきません。そうすると、公立と私立の

役割分担というのを、もう一遍仕切り直しておかないといけないという気もするんで

す。今申し上げたような教育を、義務教育課程の中でやるのか、高等教育のところま

でお世話をするのかです。実際、我が市は、市立の大学を持っています。広大もある

訳です。私立の大学もあります。そういったところとの関係も考慮しなければいけな

いとなる訳です。 
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 ハードの面で見ただけでも、今ある全ての問題について解は出ないですけれども、

今のとおりのままではちょっとどうかなといった所が必ずありますので、今言った問

題意識を皆さんと議論するというときには、少なくとも教育の現行システムというも

のについて、少子化とか経済社会が変わる中で、本当にこのままで良いのかというこ

とを議論したくなるというのが、私からの問題提起であります。 

 今みたいな感じで、皆さんにもう一度話を少ししていただいて、つなげていきたい

と思います。問題提起は以上です。 

 こちらからお願いします。 

 

＜井内委員長＞ 

 市長の話は同感できるところが多いんですが、特にある場所で、グローバル人材と

いう言い方がされているんですが、私はあんまり好きではないです。グローバル人材

とは何かというと、単に英語が喋れるとか、そういう知識があるとか。そういうこと

ではなくて、やはり自立できている子ども。市長の言葉で言えば、これから変革する

社会の中で一人一人の大切さ、一人一人が十分に能力を発揮できるようにする。その

ために多様な能力を引き出してやる。もっともっと教育で引き出すということだから、

今までのような画一的なことではなくて、今、広島市はかなり努力していると思いま

すけれども、それをもっともっと成長するためのシステムを作っていくべきだと思い

ます。その中に世界に出ていく子どもがいるかもしれない。基本的には、広島という

のは、平和を忘れることはできませんから、平和であるということを希求する心は常

に持つ。それは決して、戦争をしないこと、核兵器などのことだけではなくて、貧困

の問題もあるし、いろんな民族や宗教の対立をいかに収めるかということも、小さい

ときから議論ができるような子ども達になってほしいというふうに、自分自身はずっ

と考えてやってきたものですから、ぜひその辺を、多様に満たせるように。それをど

うシステム化するかというと大変ですよね。いろんな教員をどういうふうに配置する

かとか、教育システムをどうするかとか、様々問題は山積だと思いますので、そう短

期にできるとは思いませんけれども。方向性としては、やはり、“広島で教育を受け

た人はすばらしいね”と思ってもらえるような在り様というのを、我々で提示したい。 

 それが 1点と、2点目は、広島にとって課題だと思ってきたのが、公立と私立の問

題です。私立の中学・高校の優良校が沢山あって、そこへ流れていく子ども達という

のは我々の目に入らないです。やはり、共有すべき価値観というのは当然あると思う

し、それをどういう風に担保していくか。しかし、それぞれ私学には建学の精神とい

うのがあって、それなりにすばらしい教育をやってこられたと思っているので、そこ

をどうすり合わせて、広島市あるいは県を含めてだと思うんですが、一体化して、「広

島で育った子ども達はこうなんですよ」と言えるようなものをきちんとしていくのも、

一つの我々の使命じゃないかと思います。 

 

＜市長＞ 

 教育の方向性、何を希求するかということ。それについては、私立・公立を問わず、

共有できるようなものを設定できないかという問題提起ですね。 
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 藤本委員どうぞ。 

 

＜藤本委員＞ 

 市長の話の中で、多様性という言葉が出ていましたけれども、本当に社会は多様性

の方向に向かっていると思いますし、子どもの抱える問題というのも非常に多様な状

況になっております。 

 そういった中で、私がシステムに係る問題として一つ申し上げたいのは、学校の組

織のあり方について、きちっとした方向性を打ち出す必要があるのではないかという

点です。これまでも、もちろん色々な対応はしてきた訳なんですけれども、例えば、

子どもの抱える問題というのも、広島市の現状では都市部ということもあって、就学

援助率が 3割以上というような、貧困層のお子さんもかなりの割合でいらっしゃると

いう中で、専門性をもった対応というのが必要な場面も多くありまして、現状では、

ありがたいことにスクールソーシャルワーカーの配置がある訳ですけれども、その部

分でやはりニーズはまだまだあると。国の方向性としても、貧困対策として、スクー

ルソーシャルワーカーの増員という方向性が出されている中で、やはりそういった多

様性に対応するための組織の中の専門家の部分も拡充が必要であろうと思いますし、

これまでのように、先生個人の力量であるとか、校長の個人的な力量であるというも

のに頼るのではなくて、組織的な対応ができるような方向性で考えていく必要がある

と思います。 

 というのは、教員の方の年齢層なんですけれども、採用の背景があって 40 代の層

が非常に薄い。けれども新卒の 20代前半の層が、40代の層に比べると 4倍 5倍の割

合で増えているという中で、学校の中で、そういったあまり経験の豊富でない若手の

方が増えて、そういう方が割合として多くなっている中で、学校組織としても、そう

いった方の指導ですとか、何か問題が起こったときの、例えば授業が立ち行かなくな

ったときにどういう対応をすればよいのかといった、そういった辺りのサポート体制

の部分がまだまだ必要なのではないかなというふうに思います。 

 また、そういった意味で事務分掌もされている訳ですけれども、そういった専門家

の存在であるとか、学校組織の中でのきちっとした体制作りという部分に加えて、教

育委員会と学校側との役割分担ですとか、そういった部分でもきちんとした検討がも

う一度必要なのではないかと思います。 

 

＜市長＞ 

 学校組織のあり方の中で、ある意味で跛行性ですね。いろんな意味での。もう少し

機能化するための方向性を出すということですね。県と市の役割分担があって、県か

ら市に（権限が）降りてきますので、より立体的に処理できる可能性が高まりますの

で、これをチャンスに、方向性を出して推進していくことが重要だと思います。 

 鈴木委員、どうでしょう。 

 

＜鈴木委員＞ 

 先程市長がおっしゃられました、何を基準として街づくりをしていくのかというこ
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とが、非常に重要とおっしゃられたのが心に残ったんですけれども。そこに教育を入

れていただき、広島市の教育はいいということ。 

 その一つとして、例えば、幼・小・中・高・大学までがセットと言いますか、広島

市であればそこまで全て受けられるとかです。せめて、幼・小・中・高ぐらいが同じ

場にあって、幼児も高校生のお兄さんを見て、憧れながら学び、地域の方々もそこに

行けば生涯学習の勉強ができるといったような、何か新しいシステムと言いますか、

教育が核にあって街が作られるというのが、魅力的だなというふうに思いました。そ

れで例えば、都市部へ出ていても帰ってきたいと思えるような、広島は教育がいいと

言えるような街づくりになりますと、とても広島らしさが出て、そのようにできたら

と思いまして、そういう話がここで協議できたらと思いました。 

 

＜市長＞ 

 広島は、明治以降、一時期、日清戦争の頃は「軍都」と呼ばれて、それから帝国大

学ができる中で、広島に帝国大学の学びがない中で、教育については「学都」という

看板をいただいた時期が少なくともあったんです。別の意味で、今言われたように、

下からしっかりと育てられる「学都」、「学びの街ひろしま」とかあるとおもしろい。 

 教育長、どうぞ。 

 

＜尾形委員・教育長＞ 

 市長からありましたように、やはり人口減少で子どもが減っていくという中で、一

人一人の人間形成、そして社会の担い手として育てていくという、この二つをやはり

確実に、今まで以上に確実に子どもを育てていかなければいけないと。私は急務だと

思いますし、重要な課題だと私は思っています。市長から言われた今の教育のシステ

ムを、そういう視点からどう見直していくか、私はやっていかなければいけないこと

だと思います。 

 そのときに、教育に課せられた二つの要請がいつも頭に浮かびます。それは、一つ

は、共通性への要請です。もう一つは多様性への要請だと思います。この二つをいか

に応えていくのかというのが、教育のシステムを考えるときに重要なテーマになると

思うんです。それはどういうことかと言うと、義務教育は、確実に基礎基本を確実に

身に付けさせていくと。そして、高等学校へ行ったら、色々な多様性、いわゆる個性

を伸長させる。こういう見方です。もっと言えば、義務教育での 9年間の中で、4年

と 5 年に分ける 4・5 制。小学 4 年生までは正に基礎基本、読み書き計算。小学 5 年

生から中学 3年生までは、もっと個性を伸長させていく、もっと横断的な課題を解決

できるようにする。こういったような形で、義務教育の中でも、より共通性と多様性、

これに応じていく。また、小学 1年生から 4年生までの基礎的な段階でも、基礎的な

内容を確実に身に付けさせるためには、個々の多様な実態に応じて、個に応じた指導

をしていかないと身に付きません。そこには、共通性と多様性にうまく応えていかな

ければならないということが、私は大命題であると思います。 

 そういった意味で、システムを構築するときに、今、多様性という話がありますが、

特に高等学校の教育。一つの例は、新しいタイプの学校を県と市で一緒に作っていま
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す。これは、まさに多様性を追求しているんです。あらゆる実態の子どもの多様性に

応じている。その一つが、例えば、色々と制度の壁を破っています。単位制で、学年

の壁を破りました。そしてまた、午前・午後とか、夜間とか、時間帯の壁も破りまし

た。そして、定時制・通信制という課程の壁も破りました。こうやって、フレキシブ

ルに、個のいわゆる伸長・多様性にいかに応じきっていこうかという一つの試みで、

進めているわけです。これは、例えば普通科の高等学校。自分の将来の夢を叶えるた

めにはこういう方向とか、大学進学のためにもっとこういう力をつけたいとか、国際

社会へ羽ばたくにはこういう方向へ行きたい。さらには、職業高校。職業でスペシャ

リストとして、もっと市に貢献したい、市の産業界に貢献したい。色々なそういう個々

の子どもに応じた、そういう多様性に応じた、いわゆる高校の在り方。そこに公立・

私立でそれを共有して、役割をどう分担していくか。ここらが一つ考えてやらないと

いけないことだと思います。 

 二つの要請に応えるシステムをどう作っていくかという、一つは、私は、市長から

も提案があった県費の移管もあるのですが、要は国などが定数改善計画を今までやっ

てきた中で、人口が減少していく中で、教員の定数はある程度一定を担保していくと。

そうすれば、そこで、2割減れば 2割だけの何らかの措置が講じられるとすれば、財

政的には（色々と）あると思いますけれども、例えばソーシャルワーカーを常駐する

とか、各学校のチームとしての組織体制を今までのあり方から見直して、新たな職員

体制を組む、本市独自のものを組むとかです。あるいは、それによって諸課題に対応

できる、きめ細かな共通性・多様性に対応できるようなシステム。それを是非という

思いが強くありまして、そういった方向でも、この会議で是非有意義に議論を深めて

いけたらと私は思っています。以上です。 

 

＜市長＞ 

 おっしゃるように、最終的には財源確保も頭に入れなくてはいけないですね。 

 栗栖委員、どうでしょうか。 

 

＜栗栖委員＞ 

 市長がおっしゃられた少子高齢化ということで、よく一般的に言われるのが社会福

祉のところで、3 人の生産人口が 1 人の高齢者を支えるとか、それがいずれ 2060 年

には、それが 1人（の生産人口）が 1人（の高齢者を支えること）になるということ

が大きく取り上げられています。それはそれで当然事実なんですが、少子高齢化に対

する大きな社会問題を、教育の観点から取り上げていくことも大切だと考えます。そ

れは、今や様々な課題とか問題点があるわけなので、それを正にこういう会議を通じ

て、行政と教育委員会と、さらに一般市民の皆さんも巻き込み、課題をきちんと解決

できるような大綱を作り、それを広島市の中で普及していく。それがひいては、（少

子高齢化の中での）広島市の魅力ある教育ということに結びつき、「広島は非常にい

い教育を行っており、広島は大変魅力的な街だ」というような将来的なビジョンが見

えるような形で、こういう教育システムについてテーマとして掲げて、それを議論し

ていくことはすばらしいことだと思いますので、ぜひ進めさせていただければと思い



17 

ます。 

 

＜市長＞ 

 今後の歩むべき道を提示していただいたようです。 

 溝部委員はいかがでしょうか。 

 

＜溝部議員＞ 

 皆様が沢山（意見を）出された後なんですけれども、教育というのは、人材育成そ

のものであると考えております。街づくりは人づくりであると思っています。人材を

どんなふうに育成するか、コンテンツ・内容の方に関わってきますけれども、人材育

成が根源にあるということで教育のシステムを、見直しを図っていくということを考

えていきたいと思っております。 

 私は、人材育成ということで 2点ほど、非常に心の中にいつも留めていることがあ

りまして、まず 1点目は、教育の基本は、学力形成であると思っています。広島市は、

ひろしま型カリキュラムを平成 22 年から行って、随分定着しておりますし、少人数

学級ということも平成 23 年から行ってきて、随分と学力的には一人一人の手当ても

行ってきたと思っています。基礎基本の確かな学力とともに、活用能力にも目を向け

るようなカリキュラムを行っています。それはもう検証されていて、一定の成果が表

れていると思うんですけれども、学力の課題としては、通過率・正答率が 30％未満

の子ども達が一定程度いるというのが現状です。これは、それぞれの子ども達が抱え

る要因があろうかと思えます。例えば、教育環境、あるいは貧困、あるいは人間関係

とか。そういうような要因を、先程市長が一人一人大事に育てていく時期が来たと、

正におっしゃったとおりだと思うんですけれども、教育委員会だけではなく、他部局、

福祉とか民生とかが一体となって要因を捉えて、一番努力している教育現場の学校が

より有効に教育活動ができるような方向性と言いますか、取組と言いますか、そうい

うことをぜひ考えていきたいと思っています。先程からチーム学校という話も出てい

ますけれども、今後、様々な形でチーム学校ということで担っていくと聞いています。

これをどのように作っていくかということを、大変期待したいと思っております。 

 それから 2点目は、人材育成という点で、私はグローバル人材の育成は必要であろ

うと。グローバル人材というのを狭義の考え方をするのではなくて、広島は国際平和

文化都市を掲げております。では、この広島の子ども達のアイデンティティは何でし

ょうかと、何にしますかと考えたときに、平和を軸としながら、平和を文化にしなが

ら、子ども達を育てていくということになると思うんですけれども。平和教育の根源

というのは、互いの違いを認め合う能力を育成すること、多様な人材を育成する、多

様な人と交流し合う能力を培うこと、というふうに平和教育の広い意味であると思い

ます。これはまさに、21 世紀で今後求められる能力であるというふうに捉えている

んですけれども。 

 一方で、子ども達の課題として、いじめだとか、仲間外しだとか、不登校とか、そ

のような生徒指導的な主要課題は沢山ありますけれども、根源的には、やはり多様性

の拒否が 1点あり、もう一つはコミュニケーション力の不足であろうというふうに考
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えられると思います。根底にはそれがあるのではなかろうかと。これらの課題を解決

する一つの方策としても、多様な人材育成、ひいてはグローバル人材育成の方向性を

整理して、打ち出していけるような取組とか方向性を、ぜひ考えていきたいというふ

うに思っております。 

 教育というのは、本当にこれからの広島の創生のエンジンになろうかと思いますの

で、ぜひ、市長のお考えと一緒に、頑張らせていただけたらと思っております。 

 

＜市長＞ 

 ありがとうございます。都市というのは有機的な繋がりですから、1箇所を直せば

それが色々なところに波及します。人材育成ということを考えたときに、教育だけで

はなくて、それに関連する様々な部局までもが一緒になって、一つの方向性を持ちな

がら必要な対応をどうするかということまで言及できればということが、1点目でし

た。 

 また、グローバルという言葉は、カタカナにしているために、バイアス（偏り）と

言いますか、色のかかった議論になっているかなとちょっと思いました。グローバル

をあんまり重視しなくてよいという意見がこちらにあったり。だけど、同じ言葉を使

われているけれども、よく聞くと両方とも決して矛盾していないんです。なぜかとい

うと、グローバルと言っても、日本語にすると「地球」です。地球的な観点から物事

を思考するように。この宇宙に閉じ込められたクローズドの地球という船の中で、最

終的に我々は生きているのだから、環境問題もクローズドですよ、エネルギーもクロ

ーズドですよと。それを皆がいかに配分するかという、そういう大きな思想の中で考

えていけば、この中にいる多様な人を排除して、あいつが嫌いだ好きだとか言うこと

ないじゃないですか、とかね。そして、狭い地球だけど、肌の色が違う、宗教が違う、

言葉が違う、だから価値観が分からないから、あいつをやっつけるというのではなく

て、むしろ勉強してそいつの言うことも分かるようになろうじゃないか、とかと考え

れば、閉じ込められているこの世界全体の世界観というものをもう少し頭に入れて、

自分自身を勉強させるとか、そういうシステムを作るとか。全然矛盾していないんで

すよ。あまりにもグローバルという言葉が言われ始めたので、それだけを捉えて、意

義付けして、こういうふうなグローバルはあんまり良くないとか、これはいいとか、

そうなっているんです。閉じられたこの大きな地球という中でしか我々生きていない

んです。それを上手く利用するという発想でやるということを分かってやりましょう

と言えれば、多分、そんなに差はないと思っています。むしろ、もう一遍“グローバ

ル”の言葉を置いて、我々は本当に一つの地球に生きていて、その中で、限られた資

源、限られたものをいかに有効に使うかという、どんどん物事が広がって、ハッピー

ハッピーじゃなくて、本当に限界値の中で生きるということを、これから一生懸命考

える世界なんだよということこそ重要です。それはもう成長社会ではなくて、停滞社

会という、暗いイメージかもしれないけれども、元々、制約のある中で知恵を出して

きたのが人類だと思っています。 

 どうでしょう、だいたい意見はいただいたようですけれども、時間もそろそろ来ま

したので、今回いただいた意見を踏まえて、テーマ設定をさせていただくということ
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で、次回（テーマの案を）提示して、それで考えるというふうにしていきたいと思い

ます。 

 また、（議題に）「その他」がありますので、これについて事務局からお願いします。 

 

＜事務局（企画調整課長）＞ 

 それでは、お手元にお配りしております資料 5「平成 27 年度広島市総合教育会議

スケジュール(案)」を御覧ください。 

 大綱のまとめに至るまでのスケジュールをお示しさせていただいております。本日、

7 月 17 日、第 1 回広島市総合教育会議を開催させていただいております。2 回目は

10月、3回目は来年 1月を目途に調整させていただきたいと思います。また、4回目

に至りましては、3月に大綱の策定について、まとめということを予定しております

ので、どうぞよろしくお願いいたします。説明は以上でございます。 

 

＜市長＞ 

 今のスケジュール感でよろしいでしょうか。何か御質問等ありますでしょうか。 

 以上で全てでございます。今日予定していた議事は終わりました。ありがとうござ

いました。 

 せっかくですので、何かまだお話し足りないことがありますでしょうか。 

 よろしいでしょうか。それでは時間も参りましたので、これで終わりたいと思いま

す。 

 

＜事務局（企画調整課長）＞ 

 皆様、御協議いただき、ありがとうございました。 

 最後に次回の開催時期でございます。先ほども御説明させていただきましたとおり、

10月を目途に調整させていただきたいと思います。 

 詳細な日程につきましては、改めて事務局から御連絡をさせていただきたいと思い

ますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、本日の会議は以上で閉会いたします。どうもありがとうございました。 

 


