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平成 27年度第 3回広島市総合教育会議 議事録 

 

１ 日時 

  平成 28年 1月 19日(火) 午後 2時 31分～午後 4時 

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 1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 3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させていただいておりますが、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たいと思います。御了承

ください。 

 それでは、ここからの進行につきましては、市長にお願いしたいと思いますので、

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

＜市長＞ 

 お忙しい中を御出席いただき、ありがとうございます。 

 前回のこの会議で、大綱策定に向けての協議テーマを三つ設定いたしまして、その

一つ目のテーマで協議をしていただきました。今日は、前回協議した一つ目のテーマ

の大綱素案を作っておりますので、それを協議していただくのと、二つ目のテーマに

ついて、しっかりと御議論いただく予定です。 

 復習になりますけれども、前回の協議テーマは、「『チーム学校』としての組織体制
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の在り方」ということでございました。前回に議論していただいたものを、大綱素案

という形で整理しておりますので、事務局からまず説明をお願いします。 

 

＜事務局（企画調整課長）＞ 

 御手元にお配りしております資料“協議テーマ「『チーム学校』としての組織体制

の在り方」における大綱素案について(案)”を御覧ください。この資料に沿って、御

説明をさせていただきます。 

 この資料は、左から右に向けて、三つのブロックに分けて整理をしております。一

番左側のブロックでは、これまでに協議し、御了解いただきました、「1 本市の目指

す教育の方向性」、「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」、そし

て、大綱策定に向けた協議テーマにもなっております「3 基盤となる本市の教育シス

テムの在り方」を記載しております。真ん中のブロックの表の左側には、「関連グル

ープ・発言概要」として、前回の会議において、皆様からいただきました御意見を、

「ａ チーム学校の必要性について」、「ｂ チーム学校の構成等について」、「ｃ 専門

家について」、「ｄ 地域人材について」、「ｅ その他」ということで、五つの分類ごと

に整理をしております。また、その右側には、この五つの分類ごとに「発言を踏まえ

た方向性」を整理しております。 

 まず、「ａ 本市のチーム学校の必要性」として、「ア」から「エ」の御意見を整理

いたしました。これらの御意見を踏まえた方向性といたしまして、㋐子どもに関わる

問題が複雑化・多様化していること、㋑学校内に教員以外の専門性を持ったスタッフ

の割合が低いこと、㋒教員が部活動など幅広い業務を担っていることから、教員が資

質向上等のための時間や、子どもと向き合う時間を十分に確保できない現状があるた

め、子どもに関わる全ての人が、「チーム学校」として連携・協働し、組織的に取り

組むことが必要であること、を挙げています。 

 次に、「ｂ 本市のチーム学校の構成等」といたしましては、「オ」から「サ」の御

意見を整理しております。これらを踏まえた方向性といたしまして、「チーム学校」

としては、多様な専門性を持ったスタッフや地域の人材と連携をとり、学校全体の教

育力・組織力を高めることが必要であること。加えて、それらをコーディネートする

人材や、社会教育団体、大学生などを含めた若い世代の参加も必要であること。また、

国際平和文化都市としての独自性や、校種ごとのニーズの違いを踏まえて検討する必

要があること、を挙げております。 

 続いて、「ｃ 専門家（専門能力スタッフ）の構成等について」といたしまして、「シ」

から「セ」の御意見を整理し、これらを踏まえた方向性として、学校全体の専門性を

高めるため、スクールソーシャルワーカーやスクールカウンセラーなどの専門家につ

いて、更なる配置の充実を図ることが必要であること。なかでも、スクールソーシャ

ルワーカーの配置は、虐待、貧困、低学力の問題などに有効であり、重要であること、

を挙げております。 

「ｄ 地域人材（サポートスタッフ）について」といたしましては、「ソ」から「ツ」

の御意見を整理し、これらを踏まえた方向性として、地域の外部人材の活用としては、

地域の文化・スポーツ面で優れた人材による部活動の支援や、図書館の支援などが期
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待されること。また、地域人材の活動を持続させていくためには、ボランティアによ

る活動では難しく、システムづくりの検討が必要であること、を挙げております。 

 最後に、「テ」から「ニ」の御意見につきましては、「ｅ その他」として分類して

おります。これらを踏まえた方向性といたしまして、「チーム学校」を検討する際、

職員研修の高度化、校種間の連携、教職員配置についても検討する必要があること。

また、財源確保についても工夫が必要であること、を挙げております。 

 こうした「ａ」から「ｅ」の各方向性を受け、一番右側のブロックに「当該協議テ

ーマに係る大綱素案」を整理しております。 

 大綱素案の趣旨といたしましては、子どもを取り巻く環境が複雑化・困難化する中、

学校の内外を問わず、本市の様々な人材が専門性などを生かして連携・協働し、子ど

もに関わることで、学校の教育力・組織力が高まり、個に応じたきめ細かな教育が可

能になる、と考えております。 

 このため、①専門性を持ったスタッフを充実させるよう取り組むことにより、子ど

もの貧困問題、家庭環境の問題等の改善を図ることや、②専門性を持つ地域人材を更

に活用するよう取り組むことにより、部活動等の指導体制の強化と教育環境の向上を

図ることなどの取組を推進したいと考えております。 

 こうした大綱素案の趣旨を踏まえまして、その下の欄に、大綱に「重点的な取組」

として記載する素案をお示ししております。 

 素案といたしましては、「子どもに関わる全ての人が連携・協働して個に応じたき

め細かな教育を推進する」ことを掲げております。その具体的な取組といたしまして、

「教員が子どもと向き合う時間を確保し、個に応じたきめ細かな指導を行うため、専

門性を持ったスタッフや地域の人々が子どもへの支援を行うなど、子どもに関わる全

ての人が連携・協働して一人一人の学びを支える『チーム学校』としての体制を構築

する」としています。 

 資料の説明は以上でございます。 

 

＜市長＞ 

 ありがとうございました。説明にありましたように、協議テーマ「『チーム学校』

としての組織体制の在り方」における大綱素案ということでありますが、いかがでし

ょうか。皆様の御意見を伺いたいと思います。 

 

＜井内委員長＞ 

 この「チーム学校」の考え方については、これまでも教育委員会の中でも協議をし

てきましたし、これまでもいろいろ意見交換をして、かなりコンセンサスが得られて

いると思うんです。二つの方向性があって、一つは、子どもの貧困問題でありますと

か、校内でのいじめ・不登校の問題に対処するためのスクールソーシャルワーカーで

ありますとか、カウンセラーであります。そういう意味では、セーフティーネットと

いう言い方が正しいかどうか分かりませんけれども、そういう体制に関して、専門的

な人材を活用して「チーム学校」を作って行くということは、非常に必須だろうと思

います。 
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 それと、もう一つは、個々の個性を伸ばす。一人一人の子ども達の個性を伸ばし、

多様なニーズに応えた教育を展開できる。そのためにもやはり「チーム学校」という

考え方が必要だろうと。そのために、より専門性の高い方が学校に関わっていくとい

うことは、非常に重要なことだと。そこも含めて考える必要があろうかと思うんです。

ただ、それを全て学校内に抱え込むということではなくて、もう少し地域に開かれた

形にして、地域の人材を活用する。ないしは、（資料では少しボランティアを作るこ

とに否定的な意見が書いてございますけれども、）ボランティアも大いに活用して、

より若い世代の方にも学校に力を尽くしてもらう。学校の教育や学校に関与してもら

うということも、十分考えてくれるのではないかと。特に、個を伸ばす多様な人材を

養成するために、何をしなくてはいけないのかというのは、「チーム学校」のもう一

つの大綱の柱になりそうな部分もあります。この資料の表で言いますと、左上の 1番

にあるような「異文化への理解」でありますとか、「互いの違いを認め合う能力」で

ありますとか、「豊かなコミュニケーション能力」を培うでありますとか、そういう

ところは、そういうボランティアの力を大いに使っていくことも、「チーム学校」の

中に含めていけばいいのではないかなと。 

 ですから、真ん中の表の「ｂ」の「チーム学校」の構成のところを、先ほど申し上

げたような二つの方向性があるとすれば、セーフティーネット的な、あるいは学校の

安心・安全を確保するような部分と、もう少し個を伸ばせるような体制作りのための

「チーム学校」というのを整理して行くという、二つの方向性が必要ではないかと、

これを読んで感じております。 

 

＜藤本委員＞ 

 前回までの議論を、非常に分かりやすくまとめていただいたと感じております。1

点思いましたことが、「チーム学校」というのは、あくまでも手段でありまして、そ

の目的は何なのかという部分について、書いてはあるんですが、比較的に抽象的な言

葉で、例えば「教育環境の向上」であるとか「個に応じたきめ細かな教育」という文

言になるのだろうなと思いますけれども、大綱として本市が打ち出すと言いますか、

そういった意味では、今非常に大きな問題となっております貧困の問題でありますと

か、いじめの問題でありますとか、そういったことの解決を目的とした「チーム学校」

という手段であるというようなことを打ち出して行くのが、非常に市民にとって分か

りやすい表現になるのではないかなと。これは一つの表現の仕方でありますけれども、

そういうことを感じました。 

 

＜鈴木委員＞ 

 今、「チーム学校」というのが、文部科学省などでも言われていることではありま

すが、それを市の施策と言いますか、教育委員会だけではなく、市の大綱として出さ

れることに意味があると思いました。と言うのは、今回「チーム学校」と言うのは、

学校だけではなくて、それを取り巻く市民であるとか、あるいは行政という大きな枠

組みで見て行きますので、どうしても学校だけでは解決できない福祉の部分ですとか、

環境の部分などについて、市全体でそれらを見て行こうということだろうと思います。
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どうしても狭間に入る事業というものがありまして、それが、藤本委員も言われまし

たような貧困の問題。学校にも起きますけれども、雇用や経済の問題でもあって、社

会の問題でもありますので、そういう狭間になる問題に光を当てることになるのでは

ないかなと、大きく期待をしたいなと思いました。周りから学校を援助するというこ

とだけでなく、学校とか保護者などから意見を出していって、お互いが意見交換しな

がら「チーム学校」が出来ていく。その素地が作られていくのかなと思いました。 

 

＜溝部委員＞ 

 私も鈴木委員と冒頭同じなんですけれども、他の県・市の大綱を少しだけですけれ

ども見せていただくと、抽象的な言葉に終始していることが多くて、それも大事なん

ですけれども、広島市の大綱の中で、「チーム学校」という非常に具体的にイメージ

できるものを言葉として出してくるということは、大変に意義深いことだと思ってお

ります。 

 いくつか感想を述べさせていただこうと思うんですけれども、「チーム学校」とい

うのは手段ではありますけれども、結局、個に応じたきめ細やかな教育を、学校と地

域、あるいは行政が一体となって行うということで、（「ひろしま型カリキュラム」と

いうのがありますけれども、）これは言わば、「ひろしま型の教育」のレベルアップを

期待しているのではなかろうかと。その「ひろしま型教育」というのを、文言の中に

打ち出すといいのかなと思っております。そうすると、大綱素案の中の「チーム学校」

の前に、「ひろしま型チーム学校」とか、あるいは「ひろしまらしいチーム学校」と

か、あるいは「ひろしまの特色を生かしたチーム学校」とか、そのような言葉がある

と、「ひろしま型」という言葉は「ひろしま型カリキュラム」で生きていますので、

伝導できるのでいいのかなと思っています。そういうことで、少しオリジナリティを

入れていくと、そういうものを意識すると、各学校の方や各地域の方で、それぞれオ

リジナリティをより意識して、平和を少し重点的にしようかとか、国際理解を重点的

にしようかとか、伝統だったり、スポーツだったり、絆だったりと、その特色・オリ

ジナリティみたいなものを、更に学校や地域で考えて行けるのかなと思っております。

いずれにしても、「ひろしま型教育」をレベルアップするために、この「チーム学校」

が打ち出されているということが基本かなと感じます。 

 それと、もう一点です。大綱の文言は、市長発信の文言であると受け止めています。

「チーム学校」の主役は誰かなと思いながらこの文章を読んでいるのですが、中心は

やはり「子どもたち」だと感じています。教育というのは、大人が一方的に施すもの

ではなくて、子ども自身が自ら進んで、自らの力で「チーム学校」の担い手であり、

あるいは作り手となれるはずだと思います。そのことが、やがて大人になって、地域

の中で大人として育って、担い手の中心として循環していくということも形成できる

のではないかなと。それが広島の創生になるかなと思っているところです。そうする

と、この文言を私なりに少し付け加えたりしてみたらということなんですけれども、

「子どもと共に」という言葉を何処かに入れられないだろうかと。例えば、下から四

行目の「子どもに関わる全ての人」の前に「子どもと共に」と入ると、子どもが少し

主役の一人になるかなと。そうすると、その次の行の「一人一人の学びを支える」と
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いうのが、「学びを進める」ではどうなのかなと。どんどん発展していってほしいな

と。そして、「チーム学校」の前に「ひろしま型」を入れていくのはいかがかなと思

いました。 

 

＜栗栖委員＞ 

 この大綱素案については、私は賛成でございます。当然、児童とか生徒へのきめ細

かい対応ということが中心になるのはもちろんですが、せっかく「チーム学校」とい

う考えを打ち出すわけですから、やはりその中に教職員のやり甲斐とか、働き甲斐に

結び付けるようなことも大切であると考えます。何と言っても、いろんな支える方と

の連携ということもあるのですが、きめ細かい教育の中心というのは教職員なので、

両方の観点で構築していけるのではないかと思います。そのためには、大綱で「チー

ム学校」を構築すると打ち立てるとともに、具体的な展開が重要ではないかと考えま

す。おそらく、その学校によって課題も異なっておりまして、具体的に「チーム学校」

の在り方ということになると、様々だと思います。現場の実情をきちんと把握して、

どのような対応策が一番実効性があるかということを、きちんと見ていく必要がある。

そのためには、ソーシャルワーカーとか、スクールカウンセラーの配置ということも

当然手段の一つにはなってくるのですが、そうは言っても、おそらく予算とか人員の

制約もあると思いますので、課題に対してのプライオリティー（優先順位）を付けて、

計画的に、またスピード感を持って対応していかなければならないと思います。 

 また、大綱として定めた以上は、この総合教育会議において、進捗状況をしっかり

フォローしていく必要があると考えます。 

 

＜尾形委員・教育長＞ 

 この大綱素案の中に、「チーム学校」として位置付けられたというのは、本当に意

義があることだと嬉しく思っています。その中で一番ポイントになるのは、「個に応

じたきめ細かな教育・指導」を行うということだと思います。それは、資料の左側に

挙げております、今後の「本市の目指す教育の方向性を実現するための教育方針」の

「基礎・基本を確実に身に付けさせる」こと、「個性を最大限に生かす」こと、この

二つを共に達成するのは、「個に応じたきめ細かな教育・指導」以外にないんです。

それを何としても成し遂げていく。ましてや少子化の中で、一人一人を確実に育てて

いく。この「個に応じたきめ細かな指導」というのが非常に重要です。そのためには、

教育の要を為すのは教員だと思うんですが、教育の専門家である教員が、まず、この

「個に応じたきめ細かな教育」を中核として推進しようとすれば、これは言わずもが

なですが、授業の準備と一人一人に応じた準備、そしてまた、教材研究。これも言わ

ずもがなですけれど、これが今以上に大変な努力が要ると思います。 

 しかしながら、資料に書かれていますけれども、非常に子どもを取り巻く問題が複

雑化・多様化しています。教員は、非常に幅広い業務を現状で担っています。実効し

た指導を実現するため、授業作りに専念できる環境をいかに準備するかということを

成し遂げていくためには、資料に挙げてあります福祉面や心理面におけるスクールソ

ーシャルワーカーやスクールカウンセラーといった専門家、あるいは部活動などへの
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地域のスタッフ、こういった人達が、教員の専門性の及ばないところや手の届かない

ところを、何とか担当して補完していく。これによって初めて、個に応じた指導に専

念できる環境づくりが整っていく。これが、私は第一に始めなくてはいけない「チー

ム学校」だと思います。 

 それによって、それを進める中で、「子どもに関わる全ての人達が共に協働して子

どもの学びを支えていこうじゃないか」と、やがて出来上がっていく。それが真の本

市が目指す「チーム学校」であり、そういう取組の中で出来上がっていくことを目指

したいなと思っております。 

 

＜市長＞ 

 ありがとうございました。さて、いただいた意見は、ベースにするのはこの案でい

いだろうということだと受け止めましたが、より良いようにするための意見を、それ

ぞれ多角的にいただいたことで、事務局の方で少し整理しないといけないところです

けれども、私なりに、委員の皆様のお話を聞いて少し整理できるかなと思いましたの

は、今の教育現場の現状から考えたときに、社会的な状況、それから個人の状況、そ

れぞれありますが、ある意味では対応が複雑化していると。それに対処するために、

一人一人の事情に応じて、しっかりした教育をするという手法は重要であるというこ

とですね。その整理は出来ておりますので、更にそれを、本当に一人一人についてや

ろうとしたら、取り組むべき第一義的な主体である教員も自分の持ち分をしっかりや

ろうとするならば、その子ども達に係る様々な問題については役割分担をして、例え

ば、福祉とか地域に関係すること、家庭事情等々様々な問題がありましょうから、そ

の専門家の力を借りるという意味でのチーム編成がありうると。こういう整理かなと

受け止めましたので、その辺のところをもう少し論理展開が分かるようにするという

ことですね。 

 そして、それをやる問題意識は、井内委員・藤本委員が言われたように、一つが安

全・安心と言いますか、貧困問題とか、いじめ問題という、いわゆるベーシックな問

題は、今、社会問題化しておりまして、これにきちんとした取組ができるかどうかが、

言わば、いろんな意味で教育の中で問われていますから、それを目標にして取り組む

という側面を強調すること。それと、もう一つの側面である、それを踏まえた上で個々

の資質を伸ばすという視点についても同時にやる必要がある。そのための「チーム学

校」編成だという論理展開ですね。大きな目的意識を持って、現状認識があって、セ

ーフティーネットと伸ばすことをやると。とりわけ、セーフティーネットは、これだ

け社会問題化しているんだから絶対やるんですよと。それをやった上に、更に伸ばす

ために、この「チーム学校」を考えますと。かつ、そこでは、各学校が受け取ったと

きに、学校内で、自分達のテーマである平和、スポーツ、文化、伝統など様々なこと

を載せて、更に充実したものにするために、例えば「ひろしま型」というネーミング

をして、自分達のものとして、この「チーム学校」を進展させるように取り上げると

いう側面と、そして、本来の責務が先生方にあると言うとともに、生徒を伸ばすため

には、それに参画する子ども達も一緒にということですから、子どもが一緒にこの「チ

ーム学校」の構成員となって取り組めるような体制にするとか、主体性が少し感じら
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れるような位置付けとして展開しようと。こういう整理になったのではないかと思い

ます。 

 他に言われた中では、ボランティアの扱いが少しありましたが、資料では「ボラン

ティアの構造では難しく」というような表現があったりしますけれども、ボランティ

アそのものを排除する意味ではなくて、それだけに頼り切るというのが問題だという

ことですから、きちんとしたシステムを作っていく上で、その専門性がある方が取り

組むとともに、異文化とか、互いの違い、豊かなコミュニケーションというようなこ

とまで考えたときには、ボランティアの方を付加的にもっと活用するという位置付け

にして「チーム学校」を作って行こうというような表現にすると、ネガティブな度合

いが落ちるかなと思ったんですけれど、どうでしょうか。 

 それと、「チーム学校」を作る段階、そして運営する段階において、これは一学校

の問題ではなくて、市民、行政、あらゆる分野で関係する方々が全体として取り組む。

そして、そういう取組をすることで、学校教育と地域、あるいは社会との間で、狭間

に落ちて、今まで光が当たりにくい問題等にも取り組める可能性が出てくるという展

開をして、「チーム学校」の位置付けをしっかり書き込むようにすれば、大体皆さん

の意図が入るかなと思ったんですけれども。このような感じで、事務局において少し

考えてください。しっかりした展開になりますので、充実した大綱になるのではない

かと思います。 

 よろしいですか。もしお許しいただければ、今言ったような方向で再調整させてい

ただいて、また後日に確認していただくと。最終的には、全体の大綱のところでまた

改めてお示ししますので、この点はこれで整理させていただきたいと思います。 

  

 それでは、二つ目の協議テーマでありますが、「意欲のある全ての者への学習機会

の確保」についての意見交換に移りたいと思います。これについては、少し私の思う

ところがありますので、テーマに関しての説明を先行させてください。 

 今言ったような「チーム学校」ということを、いわゆる現場での具体的なツールと

言いますか、「ひろしま型」の有効な手段として展開するということですけれども、

その際に、「意欲ある」という方を捉えて、それがまた「全ての者」だということを、

そして、学ぶ機会をきちんと提供するということを、ある意味では留意して、そうい

ったものを展開しなければいけない。このテーマに収れんされるんですけれども、実

はこのテーマは、学ぶ機会を確保すると言う際には、必然的に少し最後の仕上げまで

考えますと、その機会を提供する主体である学校等の在り方も当然頭にある程度置い

ておかないといけないかなと思うんです。そんなことから、二つ目のテーマを議論す

るときには、いわゆる施設提供体制という意味で、三つ目のテーマ「公立・私立間の

役割分担」といったテーマとも関連付けながら、柔軟に議論していただければという

のが、ここでの主な願いであります。その心はと申しますと、なぜそうなるのかとい

うことに尽きるんですけれども、前回も議論いたしましたけれども、対象となる子ど

も達の量的な変化が確実に起こるわけです。対象者が減るんです。そして、その減っ

た中で多様な資質を持った子ども達に、勉強の機会を与えるということであります。

そうすると、一人一人個性が違いますから、それを生かしながら、能力あるいは可能
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性というものを引き出す指導を行うということでやる。その時に、みんなで協力して、

引き出して、それが上手く社会事情のいろんなところにフィットするようにするため

に、それぞれ専門的に行うということなんですけれども、それだけでは、結局、ベー

スを支えるだけで、更に伸ばすというところまでちょっと届かないんじゃないかと。

先ほど、井内委員の方からは、そういったセーフティーネットの部分と、例えば、ボ

ランティアを引き付けて伸ばすといった、もう一つの側面のものがあっていいのでは

ないかと指摘がありました。その捉え方に関しては、多分、引き出して伸ばすことを

やるときに、問題は阿吽の呼吸ですから、能力とかそれぞれ限界があるんですけれど

も、意欲のある、気持ちの上で「やろう。やってみよう」というチャレンジャブルな

子ども達全てに、いろんな学習機会を提供するということが重要になるのではないか

と思うんです。意欲を湧き立たせるような教育がベースにあるんですから、それを顕

在化したときに、引き付けて行けると。そうすると、そういった引き付ける機能を持

った学校群が、私立・公立とあるわけですけれども、どういうふうにしてやるかとい

う問題なんですけれども。 

 もう一つ、学校というのは、企業形態という側面がありますから、生き残りを懸け

なければいけません。同じ学校数があって、全体の生徒数が減ると、自分の所の生徒

が減ると経営がどうなるかということが必ず起こってまいります。そこで、今言った

「理想的な学習機会を提供する」と言っても、経営体質が上手くいかなければ、それ

すら出来ないというようなことになるとすると、自ずと学校群は、例えば生き残りを

懸けて、今まで特色ある教育をしていたことをより一層特色を出してやるというよう

な学校経営も考えられますし、それから、そうは言っても社会環境が動いているんだ

から、環境に順応しながらとにかく生き残ろうと統廃合を考えるとか、学科の再編な

どを行うところとか、様々な対応を迫られるという現実が同時進行で今起こっていま

す。そうすると、このような将来に亘っての多様な学習機会を確保して行くと言うと

きに、必ず学習機会を提供する学校群である、公立・私立の学校の役割をどうするか

とか、量的なことをどうするかということを、少し頭の隅に置いておいて議論してい

ただかなければいけないかなと思うんです。それが一つです。それが全体的なことで

す。ここで頭に置いていただきたいのは、学習が義務教育というところで一定の教育

を積み重ねてきて、そして次の展開をするという、いわゆる義務教育を超えての高等

教育と言いますか、高等学校のところで、そういった問題が主に起こるというぐらい

の想定でもいいんではないかと思うんです。そして、今度、県と市の教育委員会制度

が変わりまして、市が全部面倒を見るということで顕在化いたしますから、絶対に避

けて通れない課題ということがあるんですけれども、そういう意味では、その時に、

県立・市立・私立の学校の連携とか、質とか量をどういうふうに分担するかというこ

とまでも、少し見直しをするという議論も最後にやっていただきたい。そういうこと

が控えているということも頭に置きながら、この段階で意見等を持ち寄る。 

 そしてその上で、今のは全体ですから、ミクロの視点から学習機会の提供というこ

とを考えたときには、それをやるんだけれども、もう一回さっき言ったセーフティー

ネットと同じような議論に戻りまして、まずは、意欲があるけれども、実は家庭事情

が十分ではなくて発揮できないというのが問題としてあります。子どもの貧困という
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問題が出てまいります。つまり、経済社会情勢の中での経済的格差が拡大して、そこ

の狭間において、学習機会の格差が出てしまっているということです。経済的に困窮

度が高い人達が多いという、これにまず対応しない手はない。これが一番の課題と。 

 そして、その学習機会を確保するということに関しては、市とすれば、学校の場だ

けではなくて、健康福祉局とかこども未来局において家庭とも関連させながら、生活

困窮世帯とかひとり親家庭といったところへの学校外での学習支援事業とコンビネ

ーションを組みながらやる必要が出てくると思います。それから、学校の場で、いじ

めとか不登校とか、客観的な事情でその人のやる気を阻害するというような要因があ

れば、それに対応するための様々な工夫をやるということが、意欲のある子ども達を

補完することになります。それから、登校まではするけれども、教室になかなか入れ

ないといったことに対処するということで、全小・中学校に「ふれあい広場」を展開

しておりますし、特に登校すらも難しいというような子ども達には「ふれあい教室」

などを設けて、学校に出られるような対策を講ずるということもやっています。それ

から、さらには、社会性を乗り越えて、自分を顕示するとか、諦め気分になってしま

って挫折しているとか、そういったところに対応するということで「少年サポートセ

ンター」もやっているという現実があります。ですから、これらのところを上手く展

開し、既存の施策と繋ぎ、更に充実させるということをやることが、ミクロでの対策

として重要なんじゃないかなと思います。 

 もう一つは、更に多様化しているのは、定時制とか通信制とか、社会生活を営むた

めに一定の資格を何らかの形で与えるということも重要でありますから、そういった

ことについての教育制度の見直しということをやらなければならない。それについて

は、平成 30 年 4 月開校を目指して、定時制と通信制の新しいタイプの高校を造ると

いうことをやっています。 

 そういった要素、今やっているようなことも考慮していただきながら、ある意味で

は、様々な問題や様々な症状を抱えている子ども達について、意欲を引き出し、能力

を伸ばすということ。その時には、多分、今言った子ども達は自分のペースで学習し

ていくため、その子ども達の需要に合わせて、いろんな行政サービスとか勉強の機会

を提供するということがより重要になりますから、そちらの方に重きを置いた教育体

系が、多分、意欲ある全ての者への学習機会の確保のコアコンセプトになると思って

いました。その辺についての展開の仕方とか、今までの施策を上手くアレンジして、

どういうところを拡充するかというような御意見を展開していただければという気

がしております。よろしくお願いいたします。 

 

＜尾形委員・教育長＞ 

 市長の方から二つのテーマを関連付けてということで、特に意欲のある全ての者へ

の学習機会の確保で、学校の在り方も頭に入れて考えてほしいということがございま

した。私が第 1 回の会議のときに申し上げましたけれども、教育には、「共通性の要

請」と「多様性の要請」という二つの要請があるわけです。その中の特に「共通性の

要請」ということで、義務教育の段階では、どういった学校の在り方で、どういった

教育を提供していくのかといったときには、やはり基礎・基本を確実に身に付けさせ
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ていく。どの子どもにも共通な基礎・基本を確実に身に付けさせることと、それをし

ながら個性を最大限伸ばしていく。この二つを共通性の要請の中で、特に義務教育で

はやっていかなければならない。一つの取組としては、「チーム学校」も正にこれを

達成しようとする一つの大綱のテーマの一意で繋がっていくと思うんです。 

 それともう一つ、市長も言われましたけれども、義務教育を終えた、その基盤の上

に立って、今度はそれぞれの個性や可能性を引き出し、それを発揮させていかなけれ

ばならない。これが高等学校なり、その上の大学になってくる。主には高等学校と。

そうなったら、そういった一人一人の意欲やニーズに応じた教育、これは多様性への

要請に応えることになるんだと思います。そういう教育をいかに提供していくかとい

うことが、必要だと思うんです。そうすると、高等学校を例にとって、今後の高等学

校の在り方について少し時間をいただき、お話しさせていただきたいと思います。今、

広島市域内の高等学校の対象となる生徒数の今後の予測を見ると、これから 15 年後

ぐらいまでは、割と緩やかに減少していくんです。だから、今のシステムを充実させ

ていくことで、ある程度対応できるんではないかと。ところが、20 年後を過ぎてい

くと、急激な減少期に入っていくので、その減少期に入れば、当然、例えば、今のシ

ステムなり、量で言えば学校数、教員数とか、学科数とか、いろんなものをある程度

見直していく。もしくは、大幅に見直さなければならない。それは量的な面です。そ

れと同時に、質的な面でも、例えば、どんな教育をその学校は進めていくのかという

質的な面を。特色・魅力ある教育をきちんと示さなければいけない。そういった点か

ら、教育環境なりの提供を実現できる教育なり環境を大きく見直さなければならない

時期が必ず来ると。市長がおっしゃったように、公立の県立・市立、そして私立、こ

うした学校がいろいろとありますけれども、減少期に入って子どもの取り合いをする

のではなくて、一人一人のニーズを引き出して伸ばしていく教育を提供していくため

に、どういう役割分担・在り方がいいのか。それを 20 年後を見据えて、今からしっ

かりとやっていかなければいけないと思う訳です。そういった意味では、いいテーマ

をいただいたのではないかと思います。 

 もう一つ注目しなければいけないのは、今、国において、これからの 10 年後を目

指した高等学校の教育というのを大きく考えなくてはいけないとしています。その一

つが大学入試です。大学入試が、あと 5 年後には今のやり方ではなく、新しい方式、

いわゆる思考、判断、表現力をしっかり見ていくような、測定できるテストに抜本的

に変えていこうとしています。そして、もう 7年後になれば、新たな教育カリキュラ

ムをいよいよ動き出して行こうとしています。今、その方向性が正に示されているん

です。 

 そういうことになれば、まずこの 10 年間は、思考、判断、表現力を育てる教育、

そして、個性を最大限伸ばす教育、そういった面のソフト、質の面を 10 年間でしっ

かりとやっていって、高等学校教育でしっかりと進めていかなければならないという

ことだろうと。そういうことを考えていったときに、まず 10 年後を見据え、さらに

は 20 年後を見据えて、どういうような教育を提供するのか、どういうシステムを考

えていくのかということに取り掛からなければいけないということを、強く思います。

そういった意味から、この総合教育会議において、そういった点について是非とも議
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論していく、深めていくことが、今後必要ではないかなと思った次第です。 

 

＜市長＞ 

 教育の一つの側面ですね。マクロで、例えば、どんどん意欲のある全ての者と言う

中で、意欲の特にある者で、本当にその人達を、日本を、地域を支えるために伸ばす

ための教育というのもある。それに合うような体制を考えるというときには、こうい

うシナリオが絶対に要りますね。それが一つです。 

 もう一つは、家庭に恵まれず、勉強する機会がない。その人達が直ちに支える方に

行かないとしても、そこに行ける可能性を出させてあげる。つまり、ギャップを小さ

くするという視点での意欲のある全ての者への学習機会の提供という議論を、同時並

行でやらないと。片方だけやってしまうと、本当にこれは教育システムかということ

になりますから。 

 

＜栗栖委員＞ 

 私も、まずマクロの面でいきますと、7月の総合教育会議でも申し上げたんですが、

少子化ということは、通常、社会福祉の問題としてよく取り上げられるのですが、教

育の観点からも取り上げていくことが大切であると思っています。それは、市長・教

育長が言われた、正にこういうことだと思います。なかなかテーマとして大きいので

すが、少子化が進むことによって、何らかの理由で、例えば、極端に意欲を失ったり、

意欲が十分にあっても学習機会を失って、将来に対する希望とか、やる気が失われる

児童や生徒が増えるということは、広島市にとっても、また社会にとっても大きなマ

イナスだと思います。先ほど教育長が言われましたように、人口構造の今の状況があ

る程度はっきりしている訳ですが、おそらくそういったことは社会全体でまだ認知さ

れていないんだろうと思います。なかなか大きいテーマなので、すぐ結論が出ないか

もしれませんが、こういったことを総合教育会議の場できちんと議論を続けていくこ

とによって、そういった広島市の具体的な課題とかを浮き彫りにして、難しいかもし

れませんが、あるべき姿がどういうことかということを、この会議で継続的に議論し、

明確にすればよいと考えます。また、そのことをきちんと市民に対し、「今こういう

状況なんだから、10年後・20年後にバタバタやっても駄目なんだよ」とか、「今から

こういうことに対してきちんと手を打たないといけないんだよ」ということを、しっ

かりＰＲ・啓蒙して行くことが大事だと思います。総合教育会議の場でテーマとして

そういったことを議論するということは賛成であります。 

 また、ミクロのことにつきましては、現在も貧困対策とか、いじめ・不登校につい

ては、広島市で学習支援事業として展開をされておりますし、サポートセンターなど

で具体的な展開もされております。これをよりレベルアップするのに、先ほど、大綱

で取り上げました「チーム学校」を充実させることによって、ある程度フォローが出

来るのではないかと思います。「チーム学校」を充実させることで、ミクロの問題の

課題解決を図るとともに、将来的な広島市の大きな課題をこの場でいろいろと議論し

て、きちんと認識していくという両面から、このテーマについて進めて行っていいの

ではないかと考えます。 



13 

 

＜溝部委員＞ 

 今回大きなテーマでしたので、背景をデータとして調べてみました。まず、貧困率。

貧困、貧困とあちこちで言われていますけれども、どのぐらいの貧困率なのかと思っ

て調べましたら、平成 26 年 8 月の厚生労働省のデータで約 16.3％の相対貧困率と、

約 6人に 1人が貧困の世帯で生活しているという、社会教育費ということを考えると、

大変な貧困であろうと。それから少子・高齢化は言うまでもなくということ。そして、

もう一つ背景として調べたのが、最近テレビで少し話題になったので皆さん御承知か

と思いますが、ＩＴの急速な進歩で、将来の職業に大きな変化が予測されています。

イギリスの研究者によると、10年から 20年後には、今の 47％の仕事が自動化される

可能性があると。残るのは、医者と教員というようなことが出ていたと思うんですけ

れども。また、アメリカの研究者によると、2011 年に入学した小学校の児童の 65％

が、将来職業に就くときには、今存在しないような職業に就くだろうという研究デー

タがあると。 

 こういうことを考えたときに、大きなテーマを考えた訳ですけれども、私達は何を

しなければいけないんだろうかと思ったときに、シンプルですけれども、国の力の源

はやはり人間の人材の質と量であろうと。この覚悟が一番重要なことではないかと。

では、そのための教育措置と言うか、教育骨子と言うか、そういうものは必須であろ

うと私は思っています。広島市の方でも随分行っていると思いますので、そこを整理

しながらということになろうかと思うんですけれども。 

 こういうことで、この大きなテーマの対象者は、二つあるんじゃないかと。全ての

人々という視点で二つに整理できるかなと思っています。一つは、挫折とか困難を抱

えた子どもとか若者が対象であると。セーフティーネットということですけれども、

例えば、中退、不登校、特別支援、あるいは学習の積み残し、貧困といった子どもを

対象にというのが一つあるでしょうと。 

 もう一つは、これは凄く自分自身も希望しているところですけれども、「学び直し」

とか、「学び続け」とか、そういうことをきちんと社会に認知した形で、そういうこ

とができるような広島市であるといいなと思っているところです。希望する子どもや

大人は沢山いると思うんですけれども、そういう人が対象になろうかと。具体的には、

教育措置ということで幾つか考えてみたところなんですけれども、まず一点目は、先

ほど教育長もおっしゃいましたけれども、やはり教育の質を向上させることが、義務

教育段階においてはまず一番であろうと。基礎・基本はもちろんそうですし、自立を

促せるような教育にならないといけないんではなかろうかと。自ずの頭で人生を考え

ることが出来る力。今、アクティブラーニングがとても言われていますけれども、「チ

ーム学校」ももちろんそうなると思います。アクティブラーニングだとか、主権者教

育だとか、キャリア教育だとかいうようなことを、具体的に進めて行く。もう一度進

めていく必要があるんじゃなかろうかと。 

 それから二点目は、私が非常に希望している「学び直し」とか、「学び続け」とか、

学びの再チャレンジが今も出来ますけれども、やはり敷居が高いところがありますし、

費用が掛かりすぎるところがあります。更に柔軟にできるような、社会的な実効的な
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取組、仕組みと言いますか、そういうものがあるといいなと思います。今、広島市が

新しい高校ということに取り組んでおり、大変期待しているところですが、こういう

のも一つなのかなと思っています。 

 そして、最後ですけれども、そういうことも含めて、高校や大学の在り方を今後検

討していくようなプロジェクトを、広島市独自に作ってはどうなのかなと。どういう

ものがいいかというのは、海外に沢山いろんな形があると思いますので、そういうこ

とも参考にしながらと思うんですけれども。今も一律に普通教育がほとんどで、産業

に直結したり、職業に直結したりというのは非常に薄いような気がしますので、産学、

あるいは実学的なものを重視したような高校や大学というようなことも少し考えて、

そういう特色を出して行けるような公立の学校があってもいいんではなかろうかな

と思うのが一つ。もう一つは、地域に学生が定着するような大学で、あるいは高校で

の取組と言いますか、そういう高校や大学があってもいいのかなと思うんですけれど

も。大学というのは、授業と研究という二本柱でやっておりますけれども、授業とい

うのは一般的な授業が多いので、地域のことを取り込むと言っても、イベント的にも

行っていますけれども、地域そのものを学ぶとか、地域の文化を学生に届けることが

できるような授業というのは、非常に少ないのではないかなと。やはり中央文化ばか

りが届くようなシステムだなと思っています。そういうことを少し議題にしながら、

プロジェクトのようなもので研究を進めていくといいのではなかろうかなと感じて

おります。 

 

＜市長＞ 

 今後の検討課題をしっかりと明示するようなことでしょうね。 

 

＜鈴木委員＞ 

 大きく二つのことをお話ししようかなと思っているんですが、一つは、先ほどから

意見が出ているセーフティーネットのことですけれども、困っている子ども達を考え

ると、親の収入とか、親の課題が子どもに反映されているということですので、親に

関わらず、子ども達の夢や希望が叶うような社会にしていく必要があるだろうと思う

んです。セーフティーネットを作るというのも手段であって、子ども一人一人が持っ

ている掛け替えのない夢や希望というのを一個一個実現していくことが、広島市全体

としてのステップアップになることに繋がっていくのではないかなと思います。 

 それは多様だと思うんです。今はそれが割と偏差値であったり、一定の価値観に向

かっていると思いますけれど、そうではなくて、多様な学びの場を提供すると考える

と。はっきりと覚えていないですけれども、1970年代くらいのアメリカで、例えば、

ミニスクールとして、学校の中の学校に行っているとかです。あるいは、ホームスク

ールという形で。それも行政が提供しているんです。プログラムを提供して、家で学

ぶとかです。そういった取組を、多様な支援として認めていくとかです。あるいは、

大変理数に強い子ども達に特化した学校であるとか、先ほど意見がありましたけれど

も、物作りとか、芸術とか、そういうことに特化した学校というのが出来ていくとか

です。それらは、一回入ってしまえば終わりではなくて、高校は単位制ということも
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ありますので、半年間はこの学校で、次の半年間はこちらの学校でといった、フレキ

シビリティと言いますか、（大学では単位互換とかみんなやっていますけれども、）そ

ういうような学校の特色を生かしながら、しかも多様に学べるような制度というのを、

考えていくといいのかなと思っています。先ほど、学び直しとありましたけれども、

一つに入るとその先が決まっているかのような錯覚と言いますか、（実はそんなこと

はなくて、人生というのは多様なんですけれども、）情報化の時代ということもあり

ますので、一つに入ると、もうそれだけと言ったことになりますけれども、広島市で

はそうではなく、自分の良さというのを生かしていって、間違っていたら変わって行

ける。変わって行って、本当に自分がやりたかったこと、あるいは、生き甲斐と感じ

るようなこと、やり甲斐を感じるようなことに近づいて行けるようなシステムとかが

出来たらいいなと思います。これはなかなか簡単には出来ないことだと思うんですけ

れども。 

 それに関わると価値観が転換していくということが発想なんです。「物作りもいい

ね」、「大学行くのもいいね」、「物作りから大学行くのもできますよ」となると。こん

なことが本当にできるのかなと思っていたときに、スウェーデンの学会に行ったとき

に、スウェーデンも男女平等社会を作っていますし、「何でそんなふうに社会が変わ

ったんですか」と言ったら、大企業がスウェーデンに入ってきて、働く人達が多様に

なって行った。いろんな国の人達が入って来ますと、文化も違う、言葉も違う、そう

いう人達にどのように平等に教育を保証したらいいかと考えて行ったんだと。それで、

転換に 30 年掛かったと言われたんです。実際に、今の中学生が大人になるぐらいと

考えたら、30年ぐらい掛かると言われたんですけれども、「日本でも出来ますよ」と

言われたんです。先ほど、15 年・20 年と言われましたけれども、スパンというもの

を見て、スパンに向かっては地道に一個ずつクリアして行くと。近いところでは平成

30 年に新しいタイプの学校を造ると。新しいタイプの学校と今まである学校という

のは、同等評価して行く。同等なんだという評価を私達がし続けて行って、そうする

と、そういった学校に行った子ども達、あるいは、その学校を同世代で経験した人達

の価値観が、段々とですけれども変わって行きます。そうやって何年か先のビジョン

というものを、私達が共有して行くということが、段々と変わって行くことに近づい

て行くことになると思います。今日は夢を語っていいときかなと思いますので、大き

な夢を語らせていただきました。 

 

＜市長＞ 

 自分が直観的に思いましたのは、スウェーデンというのは国という看板を掛けてい

ますけれども、国土は広いけれども、人口規模とか経済規模から言ったら、アメリカ

の一つの州になるかどうかです。小さな自治体が国家という看板を掛けていますから、

社会保障なんかも、極端に、稼いだお金の半分近くをみんなで回すから、プライベー

トな学校というのもなくて、その政府に委ねて、システムもグリップが出来る訳です。

だから、方向性を決めたならば、みんなで時間を掛けながら、世代を追って、社会福

祉を総合企画の中でやれるという国家だという気がするんです。そこに大きな自動車

会社が来るから、外貨を得ながら、その分は全部国民に回して全体で使っているんで
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す。日本の場合は、国全体で 1億人いて、地方自治体はその財源配分もないから、結

局は、私立の学校と公立の学校の役割分担をという先ほどの議論に戻るんです。スウ

ェーデンの場合は、コントロールが利くんです。理想を追求するときの自分達の現行

システム・足場も比較しないと、という気が少ししました。夢としては凄くいいです

ね。つまり、育つ個々の一人一人に、丁寧に国家として面倒を見るというシステムが

ありますからね。 

 

＜藤本委員＞ 

 まずは、子どもの発達段階に応じて考えたいと思うんですが、まずやはり、小学校・

中学校の義務教育段階では、教育長が言われたように、基礎・基本の定着というのが

最重要課題であると思います。貧困の連鎖と言われますけれども、貧困の連鎖から抜

け出せる最大の方法というのが、やはり学力を付けることと思います。しかし、それ

が現状で難しい家庭においてはどうするのかと言うと、それは学校の教員なり、社会

なりが手厚く介入して行くということになるんですけれども。現状で、学校の現場の

教員が、1年生において付けなければならない学力を、全ての子どもにきちんと付け

させて 2学年に上がらせているのか、2学年に付けさせなければならない漢字・計算

を全て身に付けさせて 3学年に上がらせているのかというと、そうはなってはいない

訳です。勉強というのは積み重ねですから、そこで先々に行って子ども達が非常に困

っているという中で、学習支援というのは非常にまだ足りないと私は思います。本当

にサポートセンターの方は、非常に熱心にやっていらっしゃると非常に感服しており

ますけれども、その中でも非常にニーズは高いけれども、頻度としては週に 1回もで

きないと。今の状況では学力は付かないと思います。私が思いますのは、やはり勉強

というのは、毎日の積み重ねですので、4 月から放課後児童クラブが、6 年生まで拡

大になりましたけれども、そういった放課後で、児童館なり、児童クラブで過ごす子

ども達へ、学習支援に地域のボランティアなり、退職教員なりが入るというような形

で、「必ず毎日の積み重ねが大事である。その発達段階で付けなければならない学力

は付けなければならないのだ」という断固とした決意を持って、まずは低学年児教育

というものを、きちんと身に付けさせて行く。それがあっての高等教育かなと思いま

す。先ほど言われた「チーム学校」の充実というのがあれば、またその点も次第に充

実して行くのではないかなと希望は持ちますけれども。 

 また、高等教育と言いましても、貧困家庭にいる子どもが私学に行けるのかと言う

と、私立には行けない訳です。やはり経済力の面で、どうしても進学が公立でさえも

難しいというような状況です。奨学金なりいろいろ何なり方法はあるのですけれども。

そこは役割分担とは言え、子どもの家庭の経済状況や貧困によって選択肢が狭まって

しまうという現状を念頭に置いた上で、どうにかしなければならないと思います。 

 もう一点は別の話として、将来求められる人材となりますと、教育長が言われたよ

うに、大学入試制度の改革もあります。思考、判断、表現力というものが重要になる。

これまでの偏差値に偏るような風潮は変わっていくということを考えますと、今やっ

ている「ひろしま型カリキュラム」であるとか、そういった手法というのは非常に有

益ですので、きちんと、更に充実してやって行くという方法も進めていければよいの
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ではないかと思います。 

 もう一点、特別支援の必要な子が非常に増えております。新しくできました市立の

特別支援学校も、子どもの数に反比例して生徒数が増え、校舎もどうしようかという

ような状況になっております。そういった中で、特別支援教育というのは、教育の原

点であると思います。と言うのは、個のニーズに合った教育を考えて行くという意味

では、障害を持たない子どもに対しても応用して行ける教育の在り方というのがあり

まして、中学校の中で落ち着かない学校において、特別教育的視点を持った教育の在

り方というものがありまして、そういったものを応用することによって、次第に落ち

着いて行くというような現象も見られたりします。そういった、現状で社会において

あまり光を当てられていない特別支援教育については、実は非常に多様性という意味

でも、またそれとは無関係と思われている人達においても、非常に大きな意味を持つ

ことであると。大きな価値を持つものであるということを念頭に、広島市という国際

平和文化都市において、特別支援教育に力を入れて行くということも、一つ非常に重

要なのではないかなと私は感じております。 

 

＜市長＞ 

 今聞いていて、特別支援教育が普通の様々な教育の原点だと言われたのは同感でし

て、人間が生まれ育って、それまでの文化などを次の世代に引き継いで、その人達が

次の人間社会を形成するというときに、それまであったいろんな価値観を伝える前に、

きちんと生活できるという基礎的なものも習得してもらわないと人間社会ができな

いです。肉体的にいろんな意味でハンディキャップを持っている方々が、まずはきち

んと生活できるということをサポートしてあげて、習得するということがあった上で

です。正に多様性ある人達の教育の原点だと思うんです。 

 ただ問題は、例えば、子どもをとにかく社会が育てるというシステムであれば、い

ろんな問題を解決できるんですけれども、親と子という関係を重視し、親が子育てを

するということも親としての責任で重要だという理念がありまして、だから「親とし

ての努力を怠らさないために、切り離さないで、自分の面倒を見てくれ」と。切り離

してしまうと、もし怠け者がいたときに、「自分がやらないでも誰かがやってくれる」

というような親の世代が手を抜くということがあったりするから、教育費とかを一定

程度出させるとか、義務教育はいろんな社会シーズでやるけれども、高等教育という

ベースの上になるところは、親の責任でという形で費用を取るとかというように、ど

うも仕掛けているような気がして仕方がないんです。その中で、更にまた、一定の努

力をするけれども、足りないところについて、親の資力で、私学がいろいろ授業料等

を設定し、公立だったら安めにして、ある程度優秀な者は自分の力で行けるようにす

ると。そんな漠然としたものですけれども、何となく位置付けとか意義付けはそれな

りにして、今のシステムはある程度合理化できるようにはなっていると思っているん

です。ただ、私の問題意識は、人口が増えて、社会がどんどんと発達するときには上

手く機能していたんだけれども、対象者が減るときに、そういう無造作な、何となく

でいいのかなと。少なくなった人達が我が日本を支えるんだから、もっと根本的に組

み替えて、もっと丁寧に、もっと基本的なことを見つめ直して、教育体系をやるべき
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じゃないかと。基礎の部分もいるし、更にイノベーションとかいろんな形でやってい

く。あるいは、社会の実業に向くように多様なコース。単に基礎だけやって後は自分

で応用するというのではなくて、応用編までもやる教育。様々な要望が出て来ている

んではないかと思うです。だからそれを上手く分類・整理して、こういう事象等に関

してこうなんだというような整理した提示が本市に出来て、その中で、とりあえずこ

ういう状況設定だから本市はこう進むんですとか、説得力があると言いますか、理由

付けがしっかりできた大綱が出来たらなという気がしているんです。私はそんな意識

なんです。 

 

＜井内委員長＞ 

 最初に個を大事にしよう、個性を伸ばす教育をしようということと、公立・私立の

関係ということで、先に少し言わせていただきますと、私の勝手な考えですけれども、

私達が若い時は、広島の場合は私学が非常に成績のいい子を集めて、公立はその下だ

よと。ましてや、公立高校の中でも普通科が上で、工業とか商業は下だよみたいな“輪

切り”があったんです。それで、結局大学入試のところも完全に偏差値でランキング

をされて、「この点数だから君は東京大学に行きなさい。君は京都大学に。君は広島

大学に」と分けられていたんです。つまり、自分が本当に何をやりたいかとは全く別

の指導が、自分が受けてきた時代は行われていた。でも、今から少子化に向かうであ

ろう日本の社会を考えたら、そういう“輪切り”で本当にいいんだろうかというのは

つくづく感じる訳です。その視点で考えると、私学にはそれぞれ建学の精神というの

があるが、現実には、教育費をかけることができる、持てる人達が行かせる。あるい

は、少しでもいい学校に行かせるために行かせているだけであって、これが本当に私

学が私学でなければいけない意味というのが、それほどあるとは少し思えないところ

があります。そうすると、一人一人を大事にするのであれば、私学こそもっと特徴を

出して、こういうような学生を育てたいとか、こういう能力というか、こういうもの

を付与したいというような願いがあってもいいんではないだろうか。例えば、今、公

立学校を見せていただいていると、基町高校や舟入高校などに特別な学科を作られて

個性を伸ばそうと努力しておられます。そういう学校を見るにつけて、やはり役割分

担という立場から言えば、それぞれの高等教育（高校以上を指していますけれども、）

を担う教育機関というのは、そういうことを意識した体制づくりと言いますか、そう

いう教育の内容というものを用意すべきである。 

 市も、今、私学助成とか費用負担というのはありますけれども、やはり公立と私立

の授業料の差というのは厳然とあると。それを出来るだけ小さくするように努力をし

て、出来るだけ、自分がやりたいこと、あるいはこの学校で自分は学んでみたいとい

う個々の生徒のニーズに沿うような、選択ができるような体制づくりというのが、ま

ずは一番だろうと。そこには相応しい先生方がいるし、相応しい施設・設備があるし、

そういう体制を長期的な視野で作っていかなければいけないと思うんです。今、我々

の作ろうとするこの大綱で、いきなり私学がどうのこうのと言うと、やはり大変な物

議を醸して前に進まないかと思うんですけれども、これはやはり、市長も仰ったと思

いますが、長い目で見て、これから 10年・20年はかけて、広島の教育がどうあるべ
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きかを考えたときには、こうしようという提案で少しずつ歩み寄って行くということ

は、私は不可能ではないような気がします。それは少子化というのが前提で、私学の

経営が難しくなるであろうということもあるし、現にもう公立の中でも優秀な子はど

んどん育っているという時代もあるし、親、つまり教育を家族として見守っている人

達の中においても、かなり変わりつつあると私は思っていますので、個を伸ばすとい

うことは、多様にニーズを持っている子ども達にアジャストできるような、それぞれ

の学校の個性、特性、あるいは付与できる能力の違いみたいなものが、もう少し鮮明

になるように、学校体制というのをマクロで見直すべきであろうと。それは定員も含

め、中身も含めてではないかなと思うんです。その上で、個を伸ばすというためには、

先ほど「チーム学校」のところで「もう少し多様な人材を」ということを申し上げた

んですが、ある学校では、かなりボランタリーな精神を持った人をどんどん雇ってみ

るとかです。例えば、外国とのコミュニケーション能力を高め、外国語を自由自在に

使える子ども達を作りたいということであれば、どんどん留学をさせるとか、そうい

うのがあってもいいでしょうし、本当に選択肢としては作れるんじゃないかなという

気がしているんです。そういう中から、小学校のときはそうだと思うんですが、中学

校までの基礎・基本をしっかり勉強して、中学校の 3年間ぐらいで、自分が何をやり

たいのかということを本当に考える。それがこれからの大学入試にも繋がっていくん

だと。先ほど仰ったこととも関係するんですが、自分で考える能力というのを身に付

けた子ども達が、高校の選択のところから変わって行けばと。もちろん大学も変わら

なければいけない。大学もこれからの生き残りのために、いろんな工夫をするはずで

すから、そこと連動して、高等教育というのは自然に流れが決まって行くんではない

かなと思います。 

 ちょっと視点が違いますが、私はよく広島の経済人の方と話をすると、（私も大学

人の一人でしたから、）「どうして広島の中学校や高校の優秀な子は、東京や大阪の大

学に行って、そこで就職して、そこで貢献してとなるのか」と。「日本が一極集中に

なっているが、地方で、やり甲斐のある、生き甲斐のある仕事ができるということは、

地方の学校の先生達は教えているのだろうか」と。確かにそうだと思うんです。なぜ

東京に行かなければ出来ないのかというのは、今のような“輪切り”の感覚で言うと

そうなんですけれど、実際に地元のために、地元の企業に就職して、「自分は広島で

頑張ろう」という人が増えないと、本当の意味での地方創生というのはできないだろ

うと思います。そこも意識して、高等学校ぐらいのレベルの在り方から、広島にも私

学の大学が沢山ありますけれども、そういう人達とも話し合いながら、高等教育の部

分を大きく変えていくような話し合いができたらいいなと。これは、そう簡単にはで

きないので、5年・10年かかるとは思いますけれど、夢を語っていいということであ

れば、私なんかはそういうようにこれまでも思ってきたし、そうあるべきだと考えて

おります。 

 

＜市長＞ 

 自分の経験から照らして申し上げると、自分達が大学に入ったときには、年間で 1

万 2千円でした。そういうのを考えたときに、何故大学が増えたり、公立の大学が授
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業料を値上げするのかというときに、どんどん大学の進学率が高まってきて、人口比

に応じて大学の受け入れ総数、大学の数が決まっていると。私立も一緒だと。そうす

ると、経営するための経費が掛かり、税金で回らないからということでそれなりに合

理性が上がって、正に、授業を受ける人達がどんどん増えるというときの経費負担の

ところから上げたんです。それは逆に上がったら落ちなくなってしまって。減った時

には、どんどん減る訳ですから。先生方の費用や、学校施設は痛むから、その費用も

掛かると。だけど、もし本当に丁寧に育てるとなると、全体の人が減るのであれば、

もう一回、授業料等も含めてシステム替えできる。 

 それから、もう一つは、産業界で、優秀な人材が日本の特定の地域に集まっていま

すけれども、ヘッドクォーター（本部・司令部）機能というものを企業が持っていて、

いわゆる意思決断とか、いろんな経営方針をやるときに、物事を協議するには近くで

話しをして、情報を得て、即決・即断するというのだったら、誰かが決めたところに

集まりやすくなると。そうすると、そういった事情を判断するときに、自分達の社会

環境の一番大きい、国のルールを決める国会や役所がある所で情報を得ることになる

と、皆さんこう言う。そうこうすると、企業の中でも、例えば全国展開している企業

群は、その収入配分なんかをそこに落とす。そうすると、そこは逆に競争率が高くな

って、生活費が高くなるから、給与も高くなる。そういうのを、親、親戚、周りの人

が見ると、「沢山貰える。いい仕事だ」と。「せっかく勉強したんだから」と、ごく自

然に集まるシステムが出来ていたと思います。だから、世の中全体が発達するときの

一番効率的な仕掛けに向けて、社会全体が、いわゆる自然調和で行っていたんじゃな

いかと思うんです。それが機能していたところが、減り始めたので、「どうもおかし

いな」となって、そして、過密になった地域でいろんな頑張った人達が、「どうも生

活が変だ」と。例えば「メンタル面でなかなかおかしい」と。物的な環境からまず痛

んできて、「ちょっと地元に帰ろう」ということが起こり始めた。これは多分一過性

ではない。人間性とかという話と、働き方について、特にディーセント・ワーク（働

きがいのある人間らしい仕事）と言いますか、働いた成果を自分でやらないと、一生、

生きていて働き詰めで、何のためか分からないとなる。すると、適度にそれがバラン

スとれる所という点で見ると、そこそこ機能している地方に、今、ようやく目が向き

始めた。そうすると、その状況の中だからこそ、今申し上げたような教育システムも

単に理想ではなくて、少し長めのスパンを取って、ここで人々がいて回れるようにす

るための仕掛けというのを、今言うのが重要だと思い始めました。すぐに効くとは思

いません。でも、間違いなく、日本全体の環境が、今、本当に変わっています。以前

の経験値の中で、直すべきところ、直せるところ、直せないところ、よく見分けて、

そこにフォーカスして、夢を描いて、こちらに向けましょうというのができたら。す

ぐに行くとは思いませんけれども、納得度の高い方向性を示せるんじゃないかなと思

うんです。 

 もし、もっと本当に自分に合った能力を発揮できるような機会があり、その専門性

の学校があって、高等教育があって、大学に行かなくても広島の中の学校で単位制で

勉強できるというように、もしできれば全然違いますよね。そうしたら、親の負担云々

もなくて、一定のレベルに来たら、その人達を更にトレーニングしてあげるために、
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費用負担は街全体で見てあげるとすると、恩返しで地元に帰って来なければいけなく

なるんです。例えば、そのような理想を描いてやるとかすれば、どうかなと思うんで

すけれども。 

 大体時間になってしまいましたけれど、よろしいでしょうか。今、議論していただ

いたのは、まだまだ触りですけれども。せめて夢のような要素を入れながら、そして、

現実の対処すべき部分も記述して、そしてトータルで我が市の状況の方向性を出すと

いう、その時のコアコンセプトとして、今日ありましたように、本当にやる気のある

限りなく全ての方にチャンスを確保するという目標をまとめることができたらと思

います。今日の議論も今回のように事務局に整理していただいて、次回また検証しな

がら進めるんですけれども、今日はざっくりとしましたので、次回は少し精度を高め

て、今日の議論を見ながら議論していただいて、その後、三つ目のテーマについても

議論するということで、今日の会議をこれで終わりたいと思います。ありがとうござ

いました。 

 

＜事務局（企画調整課長）＞ 

 最後に、次回の開催時期でございますが、3月を目途に予定しております。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、これで終了いたします。ありがとうございました。 


