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平成 27年度第 2回広島市総合教育会議 議事録 

 

１ 日時 

  平成 27年 10月 29日(木) 午後 4時～午後 5時 14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 

  事務局：企画総務局長、企画総務局次長、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 2人 

 ⑵ 報道関係 0社 

６ 議題（全て公開） 

 ⑴ 大綱の策定について 

 ⑵ その他 

７ 議事の大要 

＜事務局（企画調整課長）＞ 

 ただいまから、平成 27年度第 2回広島市総合教育会議を開催いたします。 

 本日は、当会議の構成員でございます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をもちまして、紹介に代えさせていただきます。御了承く

ださい。 

 それでは、市長、ここからの進行をよろしくお願いいたします。 

 

＜市長＞ 

 今日はお忙しい中御出席いただき、ありがとうございます。 

 前回、総合教育会議での大綱策定に向けた進め方を協議いたしまして、本市の教育

の課題やあるべき姿について、いくつかのテーマを絞りました。協議を行った上で、

各テーマについて、施策の目標、根本となる方針としての熟度の高まった段階で、そ

れらを取りまとめ、大綱として策定することになりました。 

 今日は、協議テーマを設定いたしまして、中身の議論を進めていきたいと考えてお

ります。 
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 まず、大綱の策定に向けた協議テーマの設定ということでありますけれども、これ

については、前回の会議で皆様から意見を出していただきましたので、その御意見を

踏まえ、テーマの案を整理いたしました。事務局から説明をお願いします。 

 

 

＜事務局（企画調整課長）＞ 

 お手元にお配りしております、資料の「大綱策定に向けた協議テーマの設定につい

て(案)」を御覧ください。 

 表の一番左側に「関連グループ・発言概要」といたしまして、前回の会議におきま

して、皆様からいただきました御意見を、ａからｄの四つの区分で分類をしておりま

す。また、表の真ん中の欄に、左側のグループａからｄごとの御発言に係る「教育の

現況に対する本市の課題認識」を記載しております。さらに、一番右側の欄に、前回

の御発言や課題認識を踏まえた協議テーマを整理しております。それでは、順次、御

説明をさせていただきます。 

 まず、表の左側、御発言の「ア」から「オ」につきましては、「ａ 本市の特色を生

かした教育や本市の魅力向上に繋がる教育の在り方」に関するものとして分類をして

おります。 

 「ア」から「オ」の発言に係ります課題認識につきましては、表の真ん中の欄を続

いて御覧ください。本市は、広島の子ども達を「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、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

島らしい新しい教育を展開してまいりましたが、今後は、こうした教育を更に充実さ

せていく必要があるということ。また、本市の特色の一つといたしまして、平和につ

いて学ぶための題材が身近に多くございます。被爆者の高齢化が進み、被爆体験の風

化などが強く懸念されている中で、被爆の実相や被爆体験の意味を、次代を担う子ど

も達へ継承する必要があるということ。さらには、グローバル化が進展する中、言語

や文化の異なる人々と、主体的に協働していく能力をはぐくむ必要があるということ。

これらを、課題認識として挙げております。 

 続きまして、御発言の「カ」と「キ」でございます。御発言の「カ」と「キ」につ

きましては、「ｂ 個性を生かす教育の在り方」に関するものとして、分類をしており

ます。これに係ります課題認識といたしましては、高齢化、少子化などに対応するた

め、子どもの能力と可能性を最大限に引き出し、個性を生かす教育を行う必要がある

ということ。また、教育は、我が国が抱える課題を解決する鍵になるものであり、教

育投資を「未来への先行投資」と位置付け、その充実を図っていくことが必要になる

ということを挙げております。 

 次に、御発言の「ク」から「コ」でございます。「ク」から「コ」につきましては、

「ｃ 組織体制の在り方」に関するものとして分類をしております。これらに係りま

す課題認識といたしましては、学校に求められる役割が拡大するとともに、新たな教

育課題への対応が求められている中で、教員以外の専門スタッフの割合が諸外国と比

べて低く、教員が授業等に専念することができない現状があるため、教員や専門スタ
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ッフ、地域のサポーターが、様々な業務を連携・分担する「チーム」としての体制整

備を、これまでよりも更に進める必要があるということを挙げております。 

 最後に、御発言の「サ」と「シ」でございます。「サ」と「シ」につきましては、

「ｄ 子どもの数の減少を見据えた教育の在り方」に関するものとして分類をしてお

ります。これに係ります課題認識といたしましては、全国的に少子化に対応した学校

規模の適正化などが課題となっております。本市でも教育上の課題として取り組んで

いるところではございますが、今後も教育的観点と地域の様々な事情を総合的に考慮

して、検討する必要があるということ。また、少子化が進む中におきましては、特に

高等学校において、市域内の県立・市立・私立の連携や、より明確な機能分担につい

て検討していく必要があるということを挙げております。 

 続きまして、前回の会議での御発言と、それに係ります課題認識を踏まえて、表の

一番右側に整理した協議テーマを御覧ください。 

 まず最初に、「1 本市の目指す教育の方向性」についてでございます。「グローバル

化や少子化の進展に対応した広島らしい教育」として、「確かな学力、豊かな心、健

やかな体」、「平和を希求する心」、「異文化への理解」、「互いの違いを認め合う能力」、

「豊かなコミュニケーション能力」を挙げております。 

 次に「2 本市の目指す教育の方向性を実現するための教育方針」といたしまして、

「一人一人に基礎・基本を確実に身に付けさせること」、「一人一人の個性を最大限に

生かすこと」、「地域と密接な連携を図ること」が必要であると考えております。 

 以上、「教育の方向性」及び「教育方針」を確認していただいた上で、三つ目でご

ざいます「基盤となる本市の教育システムの在り方」といたしまして、「個に応じた

きめ細かな指導の確保」、「いじめや不登校等の学校課題への対応」、「教員が子どもと

向き合う時間の確保」、これらを図るため、「『チーム学校』としての組織体制の在り

方」を検討する必要があると考えております。そして、「意欲のある全ての者への学

習機会の確保」や、少子化の進展に伴い長期的な視点に立った「公立・私立間の役割

分担」も課題として挙げられると考えております。 

 以上を踏まえまして、今後の広島市総合教育会議の協議テーマ案といたしまして、

「『チーム学校』としての組織体制の在り方」、「意欲のある全ての者への学習機会の

確保」、「公立・私立間の役割分担」、この三つを協議テーマ案として整理をさせてい

ただきました。 

 説明は以上でございます。 

 

＜市長＞ 

 ありがとうございました。 

 今の説明にありましたように、協議のテーマということで三つの案を掲げておりま

す。一つ目が「『チーム学校』としての組織体制の在り方」、二つ目が「意欲のある全

ての者への学習機会の確保」、そして三つ目が「公立・私立間の役割分担」でありま

す。これについて、いかがでしょうか。 

 協議テーマ（案）について、皆様の御意見を頂戴したいと思います。 
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＜井内委員長＞ 

 まず、前回の議論を踏まえた「本市の目指す教育の方向性」。ここが共通の認識で

ないと、これからの議論というのはまとまりにくいと思います。これまでの広島市が

担ってきた教育の方向性というのは、ここに五つ挙げてございますけれども、すばら

しい言葉が並び、それを実際に具体的に実践してきたのではないかなと思っておりま

す。私は前回申し上げた、平和を希求する心を忘れてはいけないとか、互いの違いを

認め合う能力、いわゆるコミュニケーション能力を培うといった、広島らしい大きな

目標があって、この方向性は間違いないものだと思います。 

 二番目に挙げてある「教育方針」に関しましても、特に重要なのは、基礎・基本を

着実に身に付けた上で、個性を最大限に生かすという、この一つ目と二つ目は当然連

動してくるものだと思っておりますし、そういう教育を支える地域との密接な関係と

いうのも、当然必要なものであると思います。 

 その中から、本市の教育システムの在り方として、何を現在の課題とし、検討する

かということについて、三つ挙げてありますが、私は、「意欲のある全ての者への学

習機会の確保」というのは、多様な人材の養成ということにも繋がりますし、非常に

能力のある子どもを、もう少し大きく伸ばしていき、高いレベルの教育も提供できる

であろうというふうに思いますし、「チーム学校」という言葉で表現してありますが、

もちろんいじめや不登校に対する対策もそうだと思うんですが、個に応じたきめの細

かい指導の徹底、そのための人材の確保というのが、今から我々に課せられた課題か

なという気がしています。 

 私は、この協議テーマ案として、基本的に、「チーム学校」と「意欲のある全ての

者への学習機会の確保」。「公立・私立間の役割分担」というのは、いろいろ考えてみ

ますと、なかなか難しいテーマであろうかなと思いつつも、やはり避けては通れない

問題かなというふうに認識しておりますので、この協議テーマ案として挙げてある三

つのうち、先の二つを重点的に進めるのが良いのかなと感じております。以上でござ

います。 

 

＜市長＞ 

 ありがとうございました。これまでの整理で絞り込まれた三つのテーマ設定がいい

のではないかという評価だと思います。その中で、「チーム学校」と「意欲のある全

ての者への学習機会の確保」を軸にしながら、難しい課題だけれども「公立・私立間

の役割分担」もチャレンジしようという、そんな位置付けで、そういう組み立てでと

いう御意見だったと思います。 

 他には御意見ございますでしょうか。 

 

＜栗栖委員＞ 

 全体の枠組みとして、実際の発言概要から課題を認識し、そして協議テーマをとい

う、この仕組みは私も賛成です。一点、これはお願いになるのですが、課題認識のａ

の中に、「広島らしい新しい教育」ということで、「規範性、感性、体力、コミュニケ

ーション能力の育成」を柱にしているという認識がございまして、それを受けて協議
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テーマの中に、「感性」と「体力」、「コミュニケーション能力」ということに関しま

しては、具体的に本市の目指す教育の方向性の中に記載があるのですが、「規範性」

について、当然、規範性というのは大前提になることなんですが、昨今、御承知のよ

うに、マンションの偽装問題とか、大企業の不祥事とか、社会を大きく揺るがしてお

ります。したがって、この方向性の中に、「規範性」ということを、明確に明示した

方が、より広島らしい新しい教育の四つの柱が、全てこの方向性の中に取り入れられ

ると思いますので、「規範性」ということを、この方向性の中に入れていただきたい

と思います。 

 後の教育方針や、三つ掲げてある具体的な協議テーマ案に関しましては、先程委員

長がおっしゃったように、私も賛成いたします。 

 

＜市長＞ 

 今言われたお話は、一人一人に基礎・基本を確実に身に付けさせるという、いわば

内容的にややニュートラルな部分について、規範性をしっかり身に付けた上でという

ことでいかないと、何を拠り所にするのかが分からないじゃないかという御指摘のよ

うに思います。御意見としていただきたいと思います。 

 その他、御意見ありますでしょうか。 

 

＜溝部委員＞ 

 前回の協議を、非常に上手くａからｄの中に整理しておられると思いました。まず、

方向性は、数年来、こういう方向性の中で広島市の教育を行ってきているという実態

もございますので、この方向性で良いと思います。教育方針もこの三つの中で、いろ

いろなことを考えていけるのではないかなと思っております。 

 協議テーマですけれども、三つ挙げていただいたテーマの中で、一番最初にある

「『チーム学校』としての組織体制の在り方」を検討していく中に、二番目の「意欲

のある全ての者への学習機会の確保」も、おそらく、包括したような形で協議が進ん

でいくのではないかなと思っております。義務教育を中心とし、高校も入れて、広島

市が考える「チーム学校」をどのようにもっていくのかというところを、理念も含め

て議論していくことが、こういう方向性や教育方針など、改めて協議できる一つのポ

イントになるのではないかなと考えております。ですから、まずは一つ目の協議テー

マについて、賛成でございます。 

 

＜市長＞ 

 確かに協議テーマの「『チーム学校』としての組織体制の在り方」を考えたときに、

その成果といいますか、その組織体制が上手く立ち上がれば、内容的には次の課題で

ある「意欲のある全ての者への学習機会の確保」が可能になるということだと思いま

す。ある意味では、組織体制を考えるときに、先取りしてやる部分もあるかも分かり

ませんけれども、現状の中での教育を充実するということに主眼を置いて「チーム学

校」ということを考えていく中で、それが更に発展すれば、意欲のある方々への学習

機会を開いていくという次の展開のパターンになるため、それを取り上げてしっかり
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と議論しようという整理ですね。いいんじゃないかと思います。ありがとうございま

した。 

 他にはありますでしょうか。 

 

＜藤本委員＞ 

 私も基本的に、皆さんがおっしゃられたように賛成でございます。現状を見越した

上での課題認識ということで、将来という先のことも見据えた上でのテーマ設定と理

解しております。個人的には、「『チーム学校』としての組織体制の在り方」は、非常

に重要で、深く議論し、熟慮を重ねる必要があるものだと考えています。体制につい

ても、組織図を作ればいいというものではなく、その根本となる理念といったものを

大事にしたいなと思います。その部分の理念を持った、共通認識を持った上での体制

作りという点を、具体的にしていければよろしいかなと思っております。 

 

＜市長＞ 

 「チーム学校」を議論していく際に、欠かせない、忘れてはならない問題意識だと

思います。 

 他にはありますでしょうか。 

 

＜鈴木委員＞ 

 今までおっしゃられたように、前回の発言を踏まえた協議テーマでもありますし、

現在、全国的にも話題になっていることが、具体的に 3 点示されているというのは、

分かりやすいものになっていると思いました。今後の協議題につきましても、この 3

点を深めていくことについて賛成です。 

 実際には、今いる子ども達というのは、未来に生きる存在です。明治時代に教育は

100年の計ということで教育に投資をしてきたということが、日本の発展というもの

を支えてきたと思いますので、今、大綱ができるというところを受けて、やはり 100

年先を見据えて、（資料に「未来への先行投資」と書いてありますけれども、）チーム

学校などの組織体制が動くように先行投資をし、子ども達の未来が開かれたものにし

ていかなければと思います。テーマについては賛成でございます。 

 

＜市長＞ 

 ありがとうございました。 

 明治期と今期、今から 100年を考えたときには、経済・社会情勢はそれぞれ異なっ

ていますから、中身とすれば異なる点はあると思います。しかし、教育と言うときに、

自分自身の成長ということについて、自分を取り囲む組織といいますか、まず家族、

そして住民の自治、さらには国家とか、そういう繋がりの中で、自分がどのように生

きるかという、両面ですね。要するにバランスのとれた基礎知識を身に付ける。そし

て、自分の将来、生まれた以上持っている個性をどのように、そういった中で生かす

かということを、自らに説得できるような、そういう思考方法が身に付くということ

は、抽象的にはいつの時代にも要ると思うんです。個性をつぶして組織のための教育
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を徹底するとか、あるいは、全体を軽視して個人だけが伸びる、いわば権利主張型の

教育というのは、ある意味では環境が変わったときに対応できない。そういった個と

全体についてのバランス、それから権利・義務というものについての相関関係、その

ことをしっかりと身に付けるという、そんな機会も体感できるような教育というのが

いるかなと思います。 

 

＜尾形委員・教育長＞ 

 まずは、どんな方向性で、どんな力を子ども達に身に付けさせるかというところに

ついて、今までの教育の蓄積の上に立った上で、グローバル化、少子化が激しく進ん

でいく世界をこれからの子ども達は生きていく訳ですから、そういう世界を生きてい

く子ども達に、何としても身に付けさせなければならない力が、ここに五つ示されて

いると私は感じております。 

 それを実現するための方針が三つ。前回の会議で、私は、多様性と共通性が大事だ

と言ったんですけれども、基礎・基本は、一人一人確実に、どの子どもにも共通的に

身に付けさせなければならないものです。もう一つは個性です。それは多様性という

ことで、個性を最大限伸ばしていくことが方針としてあります。もう一つ大事なのは、

今、正に地域創生という中で、地域と共にある学校、地域との密接な連携です。それ

が方針として三つ挙げてあり、良いのではないかと思います。 

 それを実現するための基盤となるシステムということで、「チーム学校」など三つ

挙がっています。個に応じたきめ細かな、いわゆる個性を最大限伸ばし、その基盤と

なる基礎・基本を確実に身に付けさせるため、一人一人の個に応じたきめ細かな教育

を何としても確保する必要があり、そのための体制でなくてはなりません。それから、

いじめや不登校などの学校課題を、なんとしても早期に解決していかなければいけま

せん。そういった面での組織体制。そして、もう一つは、教員自体が教育に専念でき

るような体制を作っていく。そういった面での体制づくりとして、「チーム学校」を

挙げているということで、まずはそういう方向で、十分に議論を重ねていけたらと思

っています。 

 

＜市長＞ 

 私は今の話を聞いていまして、個性の最大限の尊重というのは、多様性の尊重だと

思うんです。いろんな個々の個性が違うのを最大限尊重するということは、多様性を

認めた状況だと思います。個性を大事にするということは、まさに多様性を大事にし

ようということに他ならない、裏腹の関係だと思います。自分自身を大事にするとい

うことは、自分と異なった価値観を持った方を大事にする。だから、多様性という形

でみんなに関わってくるものと思うんです。「チーム学校」を作っていくときに、そ

ういう基本的な理念を頭に置きながら、まずは今起こっている当面の課題解決を行っ

ていく必要があり、それを行っていく上で、教員の方々が、学校というシステムを動

かすために、いろんな仕事をしなければいけないという状況があります。その中で、

教員としての本務は一体何なんだろうということです。仕事が多様化していく中で、

役割を分担して担ってあげないと、本来の仕事に時間をかけられなくなります。そう
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いった問題を解決するということは、やりたいことも同時進行でできるということで

はないかと思います。それをどういうふうに解決していくかという視点で、やっても

らいたいと思います。 

 ありがとうございました。今のお話を聞きまして、事務方が整理してくれました大

綱策定に向けての協議テーマについての素案は、異議なしということで御了解いただ

いたと思います。そういう意味では、テーマ案を以上のようにしたいと思います。そ

して、これをベースに、次は、協議テーマについて少し踏み込んで協議していきたい

と思います。 

 

 まずは、一番重要な課題であります「『チーム学校』としての組織体制の在り方」

で、意見交換をお願いしたいと思います。 

 これに入るに当たりまして、少し私の気持ちもお話しいたしましたけれども、若干

整理してきておりますので、このテーマについての意見を少し述べさせていただき、

その上で御意見をいただこうと思います。 

 まずは、これからの人口減少社会にあっては、今まででも重要でしたが、今まで以

上に、様々な資質を持った一人一人が、いろんな場面で、その状況に応じて社会を支

えていくということが、多分、何よりも重要になってくると思います。そうすると、

そういった人というものを、これから生み出していかないといけない中で、子ども達

に対して、一人一人が持っている個性というものを、いいところを生かす。そして、

能力とか可能性を引き出すための指導をどうするかということが、重要になってくる

と思います。 

 それと、そういったことを今まで以上に真剣に考えないといけないという背景は、

グローバル化と言いますか、いわゆる人・物・金・情報というものが、どんどん行き

交う中で、社会全体が地球の裏側の状況も、今の時間軸で慮る。だから、地球規模で

物事を考え、生きていかなければいけないという状況の中で、自らの行動を判断して、

様々な情報を自ら受容して、そしてそれを行動に移すという決断を迫られる。そして、

その際は、地球の裏側にいる人々、肌の色が違う、宗教観が違う、そういったいろん

な違いをまず認識したうえで、さらに言語も違う、文化も違うという、その違いを乗

り越えて協力できるかということです。 

 その際には、単にそういった方々についていく能力だけではなくて、自分自身が判

断して、主体的にどう協力体制を構築するんだとか、どう接するんだという、そうい

った能力まで身に付けるということが、何よりも重要になるのではないかと思います。

そういう意味で、今までやってきた教育というものに関して、やってきたメニューを

一個一個点検して、一個一個の質を向上させるということが、とても重要になるので

はないかと思う訳です。 

 そのための教育ということになると、それに関わる教育する側の教職員の方も、そ

れだけの資質がなければいけないし、そういった資質向上を図るため、資質を向上し

た方々をちゃんと活躍できる場という意味での学校体制が提供できるように考えた

いと思います。 

 ところが、今言ったのが方向性、理想なんですけれども、現下の学校の状況を見て
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まいりますと、今までやってきた中で環境が大きく変化し、複雑化しているというこ

とが言える状況の中で、大集団でありますから、これに直ちに適応できるという状況

になっていないという、正に多くの問題を抱えているというのが、現下にある訳でご

ざいます。 

 端的に言えば、そういった中で、先生方は、授業の準備をする、そのための教材研

究をやりたいと言うけれども、様々な仕事が自分の目の前にぶらさがっていて、十分

な時間が確保できない。それを個人で限りなく努力されている方がいますけれども、

個人の力を越えるという状況があることを聞いております。 

 例えば、子ども達と直接向き合って学習指導とか、生徒指導をやりたいと思ってい

ても、一方では学校運営全体に関わる会議をやらないといけない。その会議では、客

観的な評価もしなければいけないから、そのために自らがやっている校内業務の概要

について報告書を作ってくれとなる。そうすると、そのための時間がかかる。また、

生徒達は勉強している中で、さらには部活動など、社会生活の準備行為として様々な

活動に参加しており、その指導もいる。そのような中で、問題がある家庭の子ども達

に関して、当人のみならず、保護者とか、それに関係する団体との接触とか、そうい

ったことにも労を割かなければならない。抱えている一人一人の生徒の問題が多様化

している中で、いくら時間があっても足りないという状況だと受け止めております。 

 家庭環境などが複雑化・多様化して、家庭にも対応が必要であるような子ども達へ

の対応を、到底一人では処理できない。そうすると、もっと組織横断的にと言います

か、関係する方々と手を組んでやるという方向で調整していかないと、教員一人に全

てを被せることはできない環境であります。 

 そんな中で、もう一つ、国の制度が大きく動いておりまして、平成 29 年度から、

県が今までやっていた県費負担の教職員に係る権限が、政令指定都市にやってくると

いうことです。権限が降りてまいりますと、市として、様々な問題について、自ら主

体的に答えを出していかないといけない。そういう状況の中でこそ、今申し上げたよ

うな、例えば、学校に関わる様々な業務を一人の先生が持っているというようなこと

を、例えば、教職員の配置を工夫できるという環境ができますので、その中で、幾ば

くかでも負担を軽減し、許された権限の範囲内で、問題についての解を探るというこ

とを、まずやるということだと思うんです。 

 それとともに、地域のサポーターとか、各々の専門的な知識を有するスタッフを、

もっともっと上手く取り込んで、「チーム学校」として学校の経営に参画する体制構

築ということがあっていいんじゃないかと思うんです。そうすることで、学校トータ

ルとしての教育力とか組織力が高まっていき、効果が上がっていく、そんな相関関係

にあると思います。 

 具体的に、今言った問題意識をもう少し詳述いたしますと、地域のサポーターとい

う方がおられます。例えば、スポーツの特技を持った指導者を、このサポーターとし

て学校がお願いするということになればということです。これは、現在、学習指導と

か生徒指導ということに加え、平日の学校の授業時間を超えて、あるいは休日も出か

けて部活動を指導するといったことが、先生の仕事になっております。その大部分を、

もし専門家に委ねることができるならば、生徒の技能や競技力の向上について、専門



10 

家が先生の仕事をやっていただくということになれば、先生の負担が軽減できること

になります。その代わり、その専門家と先生がしっかりと打合せするということが必

要ですけれども、多くのことを委任できることになります。 

 それから、もう一つ、専門性を有するスタッフとして、スクールソーシャルワーカ

ーがあります。経済的にいろんな問題を抱えてネグレクト傾向にあるとか、さらには

保護者もいろんな状況があったりして子ども達の活動が必ずしも正常ではない、そう

いう方々について、教員が家庭の事情まで立ち入って、解決策を考えていかなければ

ならない。そのための活動時間を要するといったことになれば、先生の学校での授業

に割くことができる時間がなくなる。そこで、そこの部分を、スクールソーシャルワ

ーカーが先生に代わって行う。例えば、この問題についての解決策を見つけるために

児童相談所を訪問したり、生活保護のケースワーカーなどとの打ち合わせを代わりに

やっていただく。そして、大体の整理をして、先生にも確認しながらになると思いま

すけれども、「そういうことで対応すれば良いのではないですか」というようなこと

をやってもらえれば、先生達の負担軽減になろうかと思います。そういう意味で、こ

ういったことをやっていくという中で、学校の体制整備と同時進行でやっていくとい

うことが上手くいけば、「チーム学校」が中身のあるテーマになるのではなかろうか

と思っております。 

 私の方から御紹介いたしましたけれども、先生方から忌憚のない御意見をお願いし

たいと思います。そして結果、私が申し上げたグローバル化とか少子化といった社会

状況の変化・進展に対応した、広島らしい教育をできるようにするということになる

んじゃないかと思っております。皆さんの御意見をいただければと思います。 

 

＜溝部委員＞ 

 市長の凄く心強いお話を伺いまして、非常に元気が出たというところでございます。

まず、「広島市は『チーム学校』をぜひ打ち出しましょう」ということの確認を、市

長からいただいたのかなと思い、そこはとても嬉しく思いました。それを確認すると

いうことであれば、その次は、どのような「チーム学校」にしていくかということに

なるだろうと思いますけれども、この構成が工夫できるということで、これから様々

に考えていけるだろうと思います。 

 そんな中で、先生達がいわゆる教育をきちっとするという、いわゆる「ティーチャ

ーチーム」であるとか、それからスクールソーシャルワーカーの話がでましたけれど

も、子ども達をケアするチームが、どうしても今は必要だと考えているところです。 

 もう一つは、私が「サポーターチーム」というふうに自分で勝手に名前を付けてい

るんですけれども、外部人材を配置できるのであれば、これはボランティアというこ

とでは、なかなか責任が持てませんので、責任の所在が明らかになるべきところだと

思います。また、外部人材配置ということを組織化して、先程の中学のクラブ活動の

指導員の方であるとか、その他にも、今アシスタントのようなことで学校に入ってく

ださっている沢山の方、例えば、図書館を支援してくださっている方とかいますけれ

ども、そういう方も「サポーターチーム」の中で、地域の外部人材を配置するシステ

ムができれば、とても学校が豊かになるのかなと思っているところです。しかしなが
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ら、この構成については、もっと現場の先生方とか、様々なところで協議する必要が

あろうかなと思います。 

 「チーム学校」ということを打ち出すことができるということであれば、もう一つ。

先程市長がコーディネーターとおっしゃいましたけれども、地域と学校を結びつける

ところが必ずいると思います。「『チーム学校』になりますからね」というふうに学校

に任せては、また学校がしんどくなるのではなかろうかと思います。学校と地域を結

ぶ、学校支援の地域本部のような、「チーム学校支援地域本部」のようなものができ

れば、そこへ学校からもメンバーとして入り、地域からもメンバーとして入るという

ようなことを、きちんと形づくれば、動き始めるかなという思いをしております。 

 さらにもう一つ。今全国的に「チーム学校」ということが、中央教育審議会を中心

に言われましたので、おそらく全国的にこの「チーム学校」を検討していく時代に入

ったのであろうと思います。そこで、他所と同じではおもしろくないなと思っていま

して、国際平和文化都市・広島市として、オリジナリティを加えた「チーム学校」を

検討していけるといいなと思います。その時に、例えば、外部人材の中に、平和とグ

ローバル化に主眼を置いたような外部人材を配置する。そうすると、平和の語り部は

地域の中にいらっしゃるでしょうから、それもちゃんと外部人材として配置できるよ

うなシステムにするとか、そういうようなことも少し考えてみました。以上でござい

ます。 

 

＜市長＞ 

 確かに、言われたように、「チーム学校」というものを作り、システム化をする上

で、本体的な教育機能と地域独自の機能を結びつけるという意味で、コーディネート

する機能がいるということはおっしゃられたとおりと思いますし、機能を考えたとき

に、その機能を受け持つ人というものを配置しなければ動きませんから、それはトー

タルで用意していくことが間違いなく必要だということは、おっしゃるとおりだと思

います。 

 それと、「チーム学校」が全国的な動きとなる中で、広島の特色ということで言わ

れた「平和教育」は、多分、日本全国、どの市にも負けないくらい今でもしっかりや

っていますので、それを平和教育という仕掛けの中で、地域の中で、そういう問題意

識について非常にしっかりした御意見を持っている方とか、子ども達に伝えるべき、

言いたいことがある方、あるいは、多様な観点で情報提供できる方を、教育の課程の

中の一部に、支援する重要な方として位置付けることは、可能ではないかという気が

します。提言として頂きたいと思います。 

 

＜栗栖委員＞ 

 先日、いじめの件数についての発表がありまして、その中で、再調査したらいじめ

の件数が増えたということが出ていましたけれども、やはり些細ないじめが大きない

じめに繋がるということで、些細ないじめを、いかに早く見つけていくかということ

が課題となっております。 

 そのためには、やはり、教員がきちんと子どもに向き合う時間を沢山取らないとい
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けないということになります。そのためには、「チーム学校」ということで、教員な

らではの仕事を、何をやるかという役割分担をきちんとやっていくことが大切だと思

います。現状は確かに、スクールソーシャルワーカーにしても、スクールカウンセラ

ーにしても、サポートにしても、教員がかなり入り込んでいるということで、結果と

して時間が取れていない状況にあると思います。枠組みとして、「チーム学校」とし

て、役割分担をきちんと明確化し、教員の時間を取れるようにするということは、私

も大賛成でございます。 

 ただ、大事なのは運用でございまして、やはり専門チームとの連携ということも必

要となってきますし、当然、コーディネーターという役割が大きくなってこようかと

思います。例えば、責任感がある先生は、問題のある生徒に対して、役割分担では、

「ここはスクールカウンセラー」、「ここはスクールソーシャルワーカー」となったと

しても、責任感が強い先生程、どうしても自分の生徒指導に対して、関わり合いを持

ちたいという思いもあろうかと思います。そこのところを、上手い具合に全体の専門

チームと連携をとって、先生のそういう意味での負担も少なくしながら、きちんと運

用できるような体制とすることが、非常に重要だと思います。その点はきちんと、こ

れから検討していくとして、「チーム学校」という枠組みというのは、私は大賛成で

ございますので、ぜひ、大綱にきちんとテーマとして掲げて、市長部局・教育委員会

が一体となって取り組んでいきたいと思います。 

 

＜市長＞ 

 今の話は、コーディネートという行為をするときに、コーディネートの対象となっ

た仕事について、自分なりの責任感があればある程、人に委ねない。そうすると、共

通のルールとして、「ここまでやればいいんですよ」と、皆が了解できるような価値

認識をしっかり持てるようにしてあげないと、現場は大変なんですね。そういったこ

とにも配慮しながら、検討していくということだと思います。 

 いじめに関して、この間も文部科学省が調査を 1回やって、さらにそれをリカバリ

ーする調査をやりました。いじめという言葉にいろんな定義づけをして、文部科学省

が調査を行っていますけれども、いじめというのは、ある日どこかで突然にいじめが

出てくるのではなくて、さっきの個性とか多様性の話から類推しますと、自分と違う

個性なり資質を持った人を受容しない、認めないということで、いわゆる排他的な行

為に入るということで自分との距離を置き、次には、さらに、認めないということが

否定するという攻撃的な行為に入るという、この一連の流れの中で、どこからがいじ

めと言うかということです。文部科学省辺りは、当初は、最後のプロセスの攻撃過程

にあるかどうかで調べると言っていたんですけれども、良く考えると地続きで、その

前の受容しない、排他するということも調べようと。その前の相手方の価値観の把握、

自分との差を認めて「これは違うんだ」ということを盛んに言い始めるというところ

から、ずっといつの間にか入っている訳ですから、最初のところからいろんな予防措

置を講ずるということをやっておかないといけない問題なんです。 

 でもこれは、あるとき、ある時点で、ここから止めろという問題ではなくて、私が

申し上げたように、多様性とか個性を大事にするという、その基本のところを押さえ
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ておけば、もう少し初動のところから、多くの子ども達が変わってくると思います。

それを徹底するということと、今顕在化している一番大変な問題を抑えるということ

を、同時に両面作戦でやっていかなければいけない課題なんです。それを、どの程度、

多くの方が認識してやってくれるかということに尽きるのではないかと思います。 

 

＜尾形委員・教育長＞ 

 今の話を聞きながら、広島ならではの「チーム学校」というものが作りあげられた

らいいなと思いました。「チーム学校」についてどう考えるかというと、私が考えた

のが、学校内に留まらないで、学校外も含めて、要するに子どもに関わっている大人

が、子どもの健やかな成長を目指して、そのために、それぞれの特技とか、専門性と

か、持てる力を遺憾なく発揮して、子どもを成長させていくような形ができるのが、

理想や目指すものかなと思います。そう思ったときに、その専門性とか、持てる力を

遺憾なく発揮できるようにというと、まず学校です。まず学校が発揮するということ

は、個々の教員が発揮するのはもちろんですけれども、学校の組織としての力が発揮

できるようにもっていかなければいけないと思います。そうすると、小学校は特に言

いますと、教科担任ではなく学級担任ですから、ほとんど手が取れない。そうすると、

そこでコーディネートするというか、お互いが情報を共有し合ったり、お互いがジョ

イントしていくというか、そこのコーディネート機能というのをもっと高めなければ

いけない。これは、もちろん中学校もそうです。さらには、地域や専門的なスタッフ

をコーディネートするような機能が必要と思います。これを地域がやるのか、学校が

やるのか、ということがありますけれども、やはり学校の中にも必要だと思いますか

ら、そういう機能をいかに高めていくか。そこを例えば県費移管を通して、教員の配

置を本市の権限でできるようなところで、どう工夫してやっていくか。これを一つや

る必要があるかと思います。 

 もう一つ。今、地域が、学校に対して見守りをやったり、いろいろ学習の方法を支

援したり、学校の道徳の話に入ったり、いろんな面で地域のサポーターとして、自分

の特技を生かして、非常に貢献してくれています。そこの中で、地域の中に、例えば、

部活動が指導できる方が、必ずおられると思います。そういう文化的・スポーツ的な

面で非常に優れた方や経験を持っておられる方の手が空いておられれば、そういう方

を上手く学校の中へ取り込んでいく。そうすると、中学校の教員の最大の時間を費や

しているのが部活動ですから、そこのところへの負担が軽減できるのではないかとい

うことが、一つ考えられると思います。 

 最後に、専門家についてですけれども、専門家は、スクールソーシャルワーカーの

福祉面、それからスクールカウンセラーの心理面、こういった専門家が、教員の専門

性では届かない、及ばないもの、事案など、そういうものに対応して、しっかり解決

してくれると、教育課題の解決に向けて、随分、業務負担の軽減が図れると思います。

そういうことができ、発揮していければ、教員が教育に専念できるような環境が、自

然に整っていくのではないかと思います。そうすると、ここで目指している個性を伸

ばすとか、基礎・基本の定着とか、グローバル化・少子化へ対応するような力という

のが、身に付いてくるのではないかなと思います。広島らしい「チーム学校」という
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のを作れたらなと思いました。 

 

＜市長＞ 

 ありがとうございました。教育長は現場のことをよく御存知で、処方箋としての貴

重な提言だと思います。あと、システム化するといったときには、先程、溝部委員か

らありましたように、外部人材の方々が、持続的に活動に入るようにするためには、

いわゆるボランティア的な概念、自主的に手弁当でやるというやり方では、持続性は

保てないと思います。善意の方がやっても、毎年 1歳ずつ歳をとられるわけですから、

どこかで後継者の問題が出てきたときに、同じようにシステムを継ぎ、同じようなボ

ランティアの方がいるのかというと、そうはいないと思います。いないとすると、シ

ステム化するときには、きちんと次の方が出てくるように、そういった方々に対する

報酬の話とか、どういった形で後継者を出すかとか、そういったところまで計算した

上でのシステム作りをしておかないといけないことだと思うんです。 

 だから、一番最後に問題となりますのは、財源なんです。市の予算規模とか、市が

割り振っている教育に使うための税収の割合をどうするかという、もう少し大きな仕

掛けを考えておかないと、財源捻出できないんです。今ずっとやっている市の行政の

中で、税金をいただいた中で、例えば、義務的な費用としてこれくらいあり、その義

務的な費用の中で、生活保護費や教育費についてどれくらいとか。もう一方で、投資

事業、公共事業のようなものにどう使うかとか。そういった割り振りも考えないと、

恒常的な予算はできないです。だから、教育問題ということを深掘りしていくと、市

全体の行政の基本方針、財源の配分方針、そういったことも手当てをするというとこ

ろまでやらないと、実は完結しないという問題でもあります。そういう意味では、強

くメッセージを発して、かつて広島が学都と呼ばれたように、教育市であるというこ

とを、どの程度しっかり打ち出して、それを地元の方々や、あるいは国との関係で認

知してもらうかということもやらないと、財源確保はなかなか難しいなと思います。

そういう問題があります。 

  

＜鈴木委員＞ 

 今まで言われていた地域との関係というのは賛成ですけれども、何年か前にオース

トラリアに行ったときに、おもしろいシステムを見ました。それは学校と地域を結ぶ

ところに、コーディネーターというオリジナルの仕事ですが、専門のスタッフの人が

いて、学校もいろいろ回るし、地域のことも知っていて、その地域のニーズに合わせ

て学校に言ったり、学校のニーズに合わせて、専門家をコーディネートして派遣した

りすることをする専門の人がいるんです。その人が情報を集めているので、先生方も

「今これが必要」、「これで困っている」とか言いやすいですし、地域の方も「これが

できる」、「あれができる」など言いやすいんです。 

 先程コーディネーターという名前で出ていましたけれども、コアとなる専門家がい

ることで活性化していました。何が良くなったかというと、子どもが親を尊敬するよ

うになったんです。そこは酪農をやっている地域でしたので、家で酪農をやっている

けれども、子どもは親がエキスパートということを知らなかったのが、親が学校に来
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ていろんな専門的なことを教えたり、子どもが学習研究で地域に行って水質検査とか

を習うので、そうすると、「親っていうのは、こんなに専門的だったんだ」というこ

とを知って、親を尊敬し始めたんだそうです。そうしたら親が、「学校というのは大

したものだ」と思うようになって、学校に協力的になり、地域も協力的になったそう

なんです。子ども達も、「残ってここで仕事をしよう」と、「酪農家を継ぎたい」と言

う子どもが出まして、これは上手く進んでいる例だと思います。 

 一つ例を挙げましたのは、やはりコーディネーターといった役割が上の方にあって、

地域や学校を俯瞰的に見る人がいた方がいいのではないかなと思います。先程おっし

ゃられました財源確保にそれが貢献するかどうか分かりませんけれども、子どもが変

容したとか、尊敬の念が高まったとか、広島市が好きだと言う子どもが増えたとか、

広島に残る子が増えたみたいなことが、上手くデータとして出るかどうか分かりませ

んけれども、一つあるかなと思います。 

 もう 1点ですけれども、そうやって地域が元気になり、専門家が出てきますと、先

生も専門性が問われると思うんです。教師の資質・能力の高度化、研修を高度化して

いくことが必要になっていくのではないかなと思います。「やはり先生は違うな」と

いうことがありますので、今も教育センターで十分研修をされていると思いますけれ

ども、さらに全体がアップしていきますので、教員研修の高度化を進める必要がある

のではないかなと思いました。以上 2点です。 

 

＜市長＞ 

 今のは、いろんな意味でのプラスの相乗効果ですね。教育という現場が、最終的に

は、地域の郷土愛を育てて、かつ親を尊敬して、地域そのものを大切にするという環

境づくり。先生方もまた自分達の資質を高めるということで、自らの仕事にプライド

を持ちながら、そして自分自身に磨きをかけなければいけないという、ある意味では

環境整備ができますから、お互いに励み合えるようになるかも分かりませんね。コー

ディネート、組織化、全てが重要なポイントかもしれません。ありがとうございまし

た。 

 

＜藤本委員＞ 

 「チーム学校」というものの在り方を具体的に見ていくと、校種間でニーズという

のは異なってくると思います。小学校・中学校で、教科担任で違う部分もありますし、

子どもの発達段階で違う部分もありますし、高校となると、また高等学校教育という

ことで違います。あるいは、特別支援の必要なお子さん、特別支援学級の場合にはど

うなのかといったこともあります。そういった意味で、場面でのニーズ、在り方とい

うのは、やっぱり変わってくる部分も具体的に見ていけばあるんだろうなと思います。 

 共通するものとしては、スクールソーシャルワーカーのことを先程市長が言われま

したけれども、その存在というのは非常に大きく重要なものだと私も思います。言わ

れた虐待であるとか貧困問題のみならず、子どもの低学力問題についても、やはり家

庭学習とか、落ち着いて勉強できる環境が作れるかどうかということにもよります。

また、いじめとか、問題行動、あるいは不登校の問題についても、スクールソーシャ
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ルワーカーの力というのは非常に大きいと、現場を見ていて思います。 

 現状、スクールカウンセラーは、中学校区に 1名配置されておりますけれども、ス

クールソーシャルワーカーは区に 1名ということで、非常に足りないというのが現場

の認識であります。国の方針としても、中学校区に 1名のスクールソーシャルワーカ

ーの配置という方向を目指しているという状況です。スクールカウンセラーも非常に

大きな実績を挙げていらっしゃるのですが、スクールソーシャルワーカーは、スクー

ルカウンセラーの代わりはできる部分があるんですけれども、スクールカウンセラー

は、スクールソーシャルワーカーとしての代わりをできないようなところもあります

ので、そういった意味で、その重要性というのを思いますし、小さいうちから、そう

いった部分での手厚いケアがあるということになると、先々に大きな問題も発生し難

く、全く違った進路になっていくという部分もありますので、ぜひその点を入れ込ん

だ形での「チーム学校」というものでありたいと思います。 

 もう 1 点は、校種間によって、「チーム学校」の在り方というのは違うのですが、

その校種間での繋がりの部分も、小中連携と言われて非常に大事でして、校種間の連

携をとる人材というのも、非常に求められていると思います。特に小学校から中学校

については、生活規律の部分もですけれども、学習規律の部分も 9 年間を見通した、

そういった一本の指針・方針があるということで、子ども達は安心して 9年間の教育

の段階を上がっていけると思いますので、校種間を繋げる人材配置ということも、非

常に重要なのではないかなと思います。 

 

＜市長＞ 

 今言われたソーシャルワーカーは、家庭問題などを見ることができるという、その

働きが必要だということはおっしゃるとおりだと思います。それをきちんとシステム

化するときには重要ですね。 

 校種間について、戦後 6・3・3制に日本の教育体制がなりましたけれども、ある意

味、義務教育というのは、一つのパッケージになっていた方が、本当はいいのかもし

れませんね。小学校 6年、中学校が義務教育であれば 3年というところで、この 6年・

3年を、今の状況を徹底しながら繋ぐということも当然いりますけれども、ひょっと

すれば、もし本当に未来図を描くとすれば、我が市は、小学校・中学校を一体的にや

れる教育システムをむしろ作るべきで、そちらに向かうような工夫をしながらという

のもあっていいのかもしれませんね。今の現状から見ると、小学校での問題発生とか、

中学校での問題発生とか見てみると、後で議論に出てくる公立と私立の高校での役割

分担のところの前哨版として、中学校で問題が起こっている訳ですから、問題が顕在

化するのは、むしろ中学校であるというようなことになるとすれば、今の教育体系そ

のものについての問題も考えながら、当面の解決策ということがいるという提言かな

と受け止めました。 

 

＜井内委員長＞ 

 私の感じでは、「チーム学校」というのは、学校の中でのスクールソーシャルワー

カーであるとか、スクールカウンセラーの役割も含めて、いじめ対策であるとか、不
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登校対策であるとか、最も学校の基本である、基礎・基本を身に付けさせて、ある程

度の能力を付与するということが、必要な機能であり、大切なことだと思います。こ

の本市の方向性からいって、「平和を希求する心」は、平和教育もある。ただ、「異文

化への理解」とか、「互いの違いを認め合う能力」であるとか、「豊かなコミュニケー

ション能力」というのは、もう少し広い範囲で「チーム学校」というのを考えたらい

いんじゃないかなという意見を持っています。 

 つまりそれは、俗に言う社会教育団体などとの連携を繋げながら、地域の協力を得

ながら、子ども達を教育していこうというのを、今の考えているような地域だけでは

なくて、もう少し広げればいいと思います。例えば、今の大学生を見ていて、先程ボ

ランティアでは長続きしないというのがありましたけれども、昔の我々よりも、もっ

とボランティア精神に富んでいる。自分たちは無償でも、子ども達、小学生・中学生

を指導してみようという大学生も沢山いると思うんです。そういう力をもう少し上手

く使えないかなと思います。そうすると、多文化理解であるとか、自分とは異なる人

達に対する思いやりの心であるとかというのは、自然に育っていくのではないかとい

う気もします。それは、一つの地域で、小学生から大学生、あるいはもう少し若い世

代も含んだ縦の繋がりというか、昔の日本にあったような村社会ではなくて、もう少

し若い人達が中心になった新しい形の縦の繋がりというのがあってもいいんじゃな

いかなと思います。学校というのは学年単位で、横の繋がりというのが中心だと思う

んですけれども、縦の繋がりというのも、これから非常に重要なコミュニケーション

になるんじゃないかなと思っています。 

 市長が先程おっしゃったように、義務的経費というのがあって、その部分では限り

があると。それを超え、必要な資金というのを確保するというのが未来への投資と考

えれば、広島の教育の魅力というのは、今私が言ったようなところまで含めたような、

広島市全体を挙げて教育に取り組んでいるという姿勢を、少し出せるのかなと思って

います。「チーム学校」というのは、あくまでも学校の中のこととして、大切なこと

はきちんとやる。しかし、それだけに終わるのではなくて、「広島市が目指す教育と

いうのは、もう少し幅広いですよ」ということをアピールするための施策というか、

手当てというか、そういうものもプラスアルファであっていいのではないかなという

思いです。 

 

＜市長＞ 

 ありがとうございました。今言っていただいた異文化理解、社会教育団体との連絡

の中で、「学生」と、先程来申し上げている「外部人材」の組織化というのは、ちょ

っと自分は違うものと考えているんです。言われた外部人材というのは、既に自らが

生業とする別途の職業を持って地域社会で生きておられる方々を、チームとして学校

に取り込むときのイメージなんです。学生は、ある意味一つの職業みたいなものです

が、学習するというステータスを持ちながら、生計費については、アルバイトをする

方もおりますけれども、多くの場合、別途賄えるようになっている。また、大学生の

場合は、普通 4年とすれば、4年間で身分を終えて次のところへ行きますから、定期

的にそういう人材教育ができると思います。学生というのを捉えて、その方々が何か
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手伝うというのは、これはある意味で、ボランティア的なやり方でもいいかなと思い

ます。つまり、学生を生み出す学校と提携して、大学とか、高等教育レベルでやって、

そこから「一定の生徒さんをこういう形で送り出してください」というルールを作れ

ば、何とかいくような気がしていて、別途の用意というか、協定書というか、ルール

作りでカバーできると思います。 

 もう一つ、それに仮に予算がいるとしても、これは学校教育とか義務的な教育費と

いう枠組みではなくて、別の一般会計の中でも、任意的な都市づくりとか、例えば、

地域を良くするという形で予算を引っ張り出して、そこに予算をつけて、教育の外側

で予算をつけるけれども、教育向上に役立つ活用をさせるとか、工夫すれば、多少、

予算をはみ出ても出来ると考えています。それはこれからの理屈付けなんです。一つ

の施策で複数の効果があるときに、「この効果を挙げるための予算です」というよう

な言い方をしながら、施策をやる工夫ができれば、多少なりとも予算規模は市独自で

広げてもいいかなと思っています。それをやるために、こういう総合教育会議の場で、

しっかりした論文を作っていただきたいと思っています。それを上手く使いながら、

そういう工夫が重要だと思います。 

 

＜井内委員長＞ 

 市の財源を使って云々というのは、ちょっと言いにくいことではあるんですが、例

えば、市が独自の予算を確保してやると、海外へ派遣する若者の数が一体何人になる

のだろうかと思います。そういうふうにすると、非常に彼らはインセンティブが上が

って、自分達がどうあるべきかということを、彼ら自身が考えてくれると私は感じて

いるので、そういう機会をどんどん作ってやりたいなと思うけれども、いかんせん、

やっぱり費用という非常に大きな壁があって、突破できない。 

 

＜市長＞ 

 工夫がいるんです。今回、それを自分がやったのは、原爆ドームの保存基金という

のがあり、それを使って、今まで原爆ドームだけをやっていたんですけれども、その

条例を変えて、原爆ドーム等の保存ということで、被爆建物とかも含めてやるという、

もう少し概念を広げて、条文はそうなっているんですけれども、被爆の実相を「守り、

広め、伝える」ための諸行動についても、お金を出すことができるというぐらいに、

少し考えを緩めたんです。そのお金をどこから出すかというので、平和記念資料館の

料金が今まで 50 円だったのですが、それを 150 円上げて 200 円にしました。そうす

ると、今まで足りなかった 150円分を一般会計に入れました。これは観覧料と言うの

ですが、そこに入ったお金は、平和記念資料館の建物のために使うとなっています。

建物のために使うお金が入ったので、玉突きで一般会計が浮きます。その浮いたお金

でこちらの方の基金に入れて、平和のための活動として、被爆の実相を「守り、広め、

伝える」ためにということで、青少年が行き来するということもできる。ですから、

その時に、平和首長会議のメンバー都市とか、姉妹都市の生徒さんが行き来するとき

に、ここからお金を出せるという仕組みに変えたんです。大分違うんです。150円ア

ップし、130万人が来られるので、単純に勘定して 1億は一般会計が浮くので、それ
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を毎年貯めていくんです。 

 そういった仕組みと同じような形が、もし教育関係で類似の基金があって、それに

多くの方が「こういう教育をやろう」ということで、いくらか行政のお金を貯めて、

そしてもう一遍、また現場に戻すとか。そういうシステム作りのために、今あるいろ

んな基金の中で、統一目的があって、そこから出してもらって、「チーム学校」を作

るための資金を確保する。そこに予算も措置する。予算全てを間に合わすというのは

なかなか大変ですから。地域活動の中で、もしそういうことがあれば、正に広島独自

だと思います。それこそ皆が一緒になって、自分達の学校教育を考えるということで

す。 

 

＜井内委員長＞ 

 地域の人達が、そういう寄付とか、そういうことを積極的に学校のためにするとか、

学校の周辺整備のために使うとか、そういうことにもどんどん目を向けてほしいと思

います。 

 

＜市長＞ 

 それは既に、ライオンズクラブとかロータリークラブとか、いろんなところである

んです。そういったところにお声掛けして、ちょっとずつ出していただければ、それ

を貯めて、行政の足しにする。問題は、それをやるにしても、ここの総合教育会議の

場で、すばらしい教育システムを作るんだということを皆さんに言っていかないとい

けない。 

 

＜井内委員長＞ 

 個別には、そういうのがあるんですね。でも、まとまっていないから、あんまりア

ピール度が高くない。それを市長のところで、ある程度方針や理念をきちんと作って

いただければ、皆さんに呼びかけることができると思います。 

 

＜市長＞ 

 それはいるんじゃないかと思います。 

 

＜井内委員長＞ 

 そうすると人材も確保できるし、私が言いました海外の研修プログラムであるとか、

もっと文化・芸術に香り高い街にして、それにアクセスが簡単にできるような環境を

作ってやることが、子ども達の発達には、もの凄く必要なことだと思います。もちろ

ん税金も使わなくてはいけないですけれども、市税だけを当てにするのではなくて、

そういうことのために、みんなでお金を使おうよというような仕組みができれば良い

と思います。 

 

＜市長＞ 

 税金はいろんなところに使わないといけないから、もう一遍目的を特化して、改め
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てちょっと出していただいて、一般財源を持ってくる。そういう、ちょっとした工夫

がいるということを申し上げたかったんです。 

 時間をちょっと超過しましたけれども、ありがとうございました。それでは、進行

を事務局に戻します。 

 

＜事務局（企画調整課長）＞ 

 御協議、ありがとうございました。 

 次回の開催につきましては、来年の 1月を予定しております。また、改めまして日

程等については、御連絡をさせていただきたいと思います。 

 それでは、本日の会議は、これで閉会とさせていただきます。どうもありがとうご

ざいました。 

 


