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平成 28年度第 1回広島市総合教育会議 議事録 

 

１ 日時 

  平成 28年 6月 1日(水) 午後 5時 2分～午後 6時 12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 0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）＞ 

 ただいまより、平成 28年度第 1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、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、ここからの進行は、市長、よろしくお願いいたします。 

 

＜市長＞ 

 早速ですけれども、前回の総合教育会議では、大綱の策定に向けて、三つの協議テ

ーマのうち、二つ目と三つ目のテーマについて協議しました。前々回から引き続いて

協議を行いました。今日は、これまでの議論を踏まえまして、三つのテーマにおける

大綱素案をお示しして、それを見ながら議論を進めていきたいと思いますので、どう

かよろしくお願いします。 

 議事に入りまして、「(1) 大綱の策定について」であります。 

 一つ目のテーマであります「『チーム学校』としての組織体制の在り方」につきま

しては、前々回の会議において、大綱素案をお示ししまして、皆様から御意見等をい
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ただきました。それを踏まえて、修正案を作っていますので、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１“協議テーマ①「『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。この資料では、左から右に４つのブ

ロックに分けて整理をさせていただいております。 

 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。 

 次に、左側から二つ目のブロックには、28 年 1 月に開催させていただいておりま

す前々回の会議においてお示しいたしました、当該テーマに係る「当初の発言を踏ま

えた方向性」と、大綱に「重点的な取組」として記載する素案の当初案を記載させて

いただいております。 

 次に、右側から二つ目のブロックの表には、前々回の会議において、皆様から改め

ていただいた御意見を二つに分類し、整理をさせていただきました。 

 まず、御発言の「ア」から「オ」につきましては、「本市の『チーム学校』の必要

性について」として整理をし、御発言の「カ」から「コ」につきましては、「本市の

『チーム学校』の構成等について」として整理をしております。 

 これらの新たな御意見を踏まえまして再整理いたしました方向性を、一番右側のブ

ロックの上の段に、「前々回までの発言を踏まえた方向性」として記載をしておりま

す。再整理いたしました「方向性」としましては、子どもを取り巻く環境が複雑化・

困難化する中、本市の目指すグローバル化や少子化の進展に対応した教育を実現する

ためには、個に応じたきめ細かな教育・指導が必要であるとともに、子どもの貧困、

家庭環境の問題等の改善を図ることが求められること。 

 しかし、学校教育の主な担い手である教員は、非常に幅広い業務を担っており、教

育の充実・改善を図るためには、本市の様々な人材が、学校の内外を問わず、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・組織力を高め

ることが必要であること。 

 このため、①福祉等の専門性を持ったスタッフを充実させるとともに、②部活動等

において専門性を持つ地域人材やボランティアを幅広く活用することなどにより、子

どもに関わる全ての人が、本市の目指す教育を実現するためのチームとして連携・協

働し、一人一人の学びを進める体制を構築すること、を挙げております。 

 この再整理した方向性を踏まえまして、下の段に大綱素案の修正案をお示ししてお

ります。素案の修正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、その具体的な取組として、

「各学校におい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校区内の地域の人々が子どもへの様々な支援



3 

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『ひ

ろしま型チーム学校』としての体制を構築します。」としています。 

 なお、下線部分が、新たに文言を加えて修正した部分でございます。修正をいたし

ました趣旨といたしましては、１点目といたしまして、「チーム学校」は学校ごとに

構築されるものであること、２点目といたしまして、子どもへの支援は福祉など様々

な面に及ぶものであること、３点目といたしまして、広島らしい「チーム学校」とす

ること。こういった三つの視点から、より明確になるように修正したものでございま

す。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した。それでは、テーマ①の大綱素案（修正案）につい

ての御意見はございますでしょうか。 

 

＜井内委員長＞ 

 このテーマ①のチーム学校の必要性と言いますか、一番左のところにあるように、

「本市の目指す教育の方向性」とか、それを実現するための「教育方針」と上手く繋

がっているんだということを、大綱の中で分かりやすく、市民の皆さんを含めて、理

解してもらうということが大切だと感じております。それで、この中でやはり個々の

力を伸ばすため、確かな学力、豊かな心、健やかな体、豊かなコミュニケーション能

力などがどうして大切なのかというところを、左の大きな方向性のところで、簡単な

言葉だけではなく、もう少し丁寧に説明をしてはどうかという印象を持っています。 

 この「チーム学校」そのものの説明については充分だと思いますけれど、いきなり

「チーム学校」が出てくると「それは何」ということになるので、疑問をもたれない

ように、「チーム学校」がここに出てくることの理由・根拠を、一番左側の１・２の

ところの言葉を上手く繋げて、３の「組織体制の在り方」に上手く繋げるように、読

みやすく分かりやすくしていくことが大事なのではないかと感じております。 

 

＜市長＞ 

 御意見はいただきます。 

 

＜溝部委員＞ 

 何回も練り直して、とてもシンプルによくまとまった文章であると思っています。

それで、更にという視点でいくつか考えてみました。まず、二重丸で三行にわたる文

章がございます。そこのところと全体の印象なんですけれども、「チーム学校」が補

充的とか補完的な印象が強く文言の中に出ているなと。例えば、「学びを支える」と

いう言葉になっているんです。確かに支えるんですけれども、「学びを進める」など

の言葉で、教育の質の高さとか、高度な資質・能力を培う、本来の教育の目指す姿み

たいなところがイメージできる言葉がもう少し使われると、非常にポジティブな感じ

がしてくると思いながら見ているところです。例えば、二重丸のところの「個に応じ

たきめ細かな教育」の「教育」の前に、「きめ細かな質の高い教育」と言葉を入れる
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と、もっと広島らしい教育と連動すると思っています。 

 それから、いくつか少し言わせて頂きますけれども、「各学校」、それから「校区」

とあるのも、その通りなんですけれども、小・中の連携ということを少し言及できな

いだろうかと。小・中学校の地域というのは一つなので、どのようにするかは別とし

て、小・中連携が言及できれば広がると思いました。 

 それから三点目ですけれども、下から三行目、「子どもに関わる全ての人」の「全

ての人」はそのとおりですけれども、やはり教育の一番の担い手は家庭であるという

ことと、チーム学校の最初は家庭が担っていかなければという思いがあって、この「全

ての人」の前に「家庭・地域・学校など全ての人」と、家庭を一番最初に持ってきた

らいかがかと思いました。 

 それから、この文言の中で、チーム学校の内部構成というのは、専門性を持ったス

タッフということでよく表現されていると思うんですけれども、少し広げて、「チー

ム学校」ということだけでなく、「チーム学校」を取り巻く街というような視点を付

加したらどうかと。例えば、「チーム学校」が街全体で子どもを育む拠点となって、

学校とか区役所とか警察とか福祉などと繋がって支援するというようなイメージが、

街全体で子どもを育むというような視点が少し入ると、もっと素敵ではないかと思い

ました。 

 最後ですけれども、「ひろしま型チーム学校」と、「ひろしま型」という言葉を入れ

ていただいて、とてもいいなと思っているところですが、この「ひろしま型」を入れ

ることで、補足の文言が必要になるのではなかろうかと。「ひろしま型」とすること

で、各学校が特色を出すようにすると思いますけれども、ここに「平和」とか、「国

際」とか、「文化・スポーツ」、あるいは「徹底した基礎・基本」とか、「伝統」とか、

「絆」とか、そういうような補足の文言が下の方にでもあるといいかなと思いました。

以上でございます。 

 

＜市長＞ 

 詳細な御意見、ありがとうございます。いずれも取り込んだほうがいいなと。文章

を整理いたします。 

 

＜尾形委員＞ 

 今、溝部委員が言われましたけれども、「チーム学校」という言葉は全国どこでも

使われていますけれども、「ひろしま型」のチーム学校を作ろうというところが、こ

の中で一つポイントではないかと思うんです。それが何かと言うと、学校内だけでな

いということ。学校内は、もちろん教員が中心になりますが、教員が全力投球できる

ようにするために、例えば、教員が及ばない専門的な、いわゆるスクールカウンセラ

ーとか、心理・福祉の専門家とか、ＡＬＴ（外国語指導助手）が入って補強していく

と。それと同時に、学校外のところから地域のサポーターが、例えば、運動の部活動

などの支援者、あるいは学習面でのサポーター、それから学校と地域とを結びつける

コーディネーター的な役割を担う人、こういった方々が外からも一緒に中に入りなが

ら支えていく。子どもに関わる校区内の全ての人が連携・協働する。これが正に「ひ
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ろしま型」ということなので、そこをしっかりと進めて行くと。 

 

＜市長＞ 

 今の御意見は、溝部委員は、「ひろしま型」ということに関して、コンセプトと言

いますか、いわばソフト面での在り様の「ひろしま型」をしっかりと補足しようと。

尾形委員の方は、ハードと言いますか、体制を、ソフトとハード両面で「ひろしま型」

とはこのようなものだということをきちんと言っていこうという御意見だと思いま

すので、その辺を留意して書けるようにしましょう。 

 他にはございませんでしょうか。よろしいでしょうか。それでは、今いただいた御

意見を入れ込んで、修正していきたいと思います。 

 次に移ります。次は、テーマ②「意欲のある全ての者への学習機会の確保」と、テ

ーマ③「公立・私立間の役割分担」についてでありますが、前々回と前回の２回にわ

たって皆様から御意見をいただきました。そして、大綱素案を整理していますので、

これについてもまずは事務局から説明をお願いします。 

 

＜事務局（企画調整課長）＞ 

 お手元の資料２を御覧ください。こちらの資料も、左から右に向けて流れておりま

す。一番左側は、先程の資料１と同様に、「本市の目指す教育の方向性」等を記載し

ております。 

 左から二つ目のブロックには、前回の会議におきまして、前々回までの発言を踏ま

えた方向性ということで、前回お示しさせていただきましたものが記載されておりま

す。 

 この方向性を受けて、前回いただいた御発言の内容が、真ん中のブロックの「前回

の発言概要」となります。皆様からいただいた御意見を、その方向性に合わせて分類

をさせていただいております。「ａ 意欲のある全ての者への学習機会の確保につい

て」、「ｂ 公立・私立間の役割分担について」、「ｃ その他」として整理をさせていた

だきました。 

 右側から二つ目のブロックには、前回お示しいたしました「方向性」を、前回いた

だいた御意見を踏まえて、改めて整理をさせていただいたものでございます。 

 まず、「ａ 意欲のある全ての者への学習機会の確保について」といたしまして、御

発言の「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、再

整理した方向性といたしまして、家庭の経済状況等によって子どもの学習機会が制約

される一方で、一人一人の能力を最大限伸ばすための様々な学習機会の提供が求めら

れていること。 

 そのため、全ての子どもに「必要な学力を必ず身に付けさせる」との断固とした決

意の下、義務教育段階において、基礎・基本を確実に身に付けさせることが子どもの

可能性を広げ、学習機会を確保する上で重要であること。 

 合わせて、㋐高等学校段階での「柔軟な進路変更」や「学び続け」を可能にする教

育システムの提供、㋑共生社会を踏まえた特別支援教育の充実、㋒質の高い教育の提

供などに取り組む必要があること、を挙げております。 
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 次に、「ｂ 公立・私立間の役割分担について」といたしまして、「オ」から「コ」

は「幼児教育について」、「サ」から「ソ」は「高等学校教育について」の御意見を整

理いたしました。これらの御意見を踏まえ、再整理した方向性といたしまして、少子

化に伴い幼児・生徒数の減少が見込まれることから、幼稚園等や高等学校の在り方に

ついて、公立・私立間で、将来の理想や課題を共有しながら、教育の「質的な面」と

「量的な面」の双方を見直す必要があること。 

 幼児教育は人生の土台となる部分の教育であることから、その質の向上に向けて、

公立・私立の幼稚園・保育園・認定こども園等が協働して、教育・保育内容の共有化、

研修の充実、公立・私立間の役割分担の在り方などを検討する必要があること。 

 また、高等学校においては、一人一人の子どもの能力を最大限伸ばしていくという

観点から、それぞれの教育内容の特色・魅力をより具体的に示して、多様な学習機会

を提供する役割を果たす必要があり、特性を生かした教育の在り方、公立・私立間の

役割分担の在り方などについて議論を行う必要があること、を挙げております。 

 最後に、「ｃ その他」といたしまして、「タ」から「テ」の御意見を整理いたしま

した。これらの御意見を踏まえて、再整理した方向性といたしましては、「ひろしま

型カリキュラム」など、現行の教育内容を充実させながら推進しつつ、大学入試制度

の改革等を踏まえて、更なる教育の質の向上を図る必要があること。 

 また、塾など子どもに関わる学校外の団体等に対して、地域の取組に理解を得られ

るように働きかけることや、親や教育する側の意識改革、親が子育てに携われるよう

ワーク・ライフ・バランスを確保することが必要であること、を挙げております。 

 一番右側のブロックに、今御説明いたしました再整理した方向性を踏まえて、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。 

 まず、上側でございます。協議テーマ②「意欲のある全ての者への学習機会の確保」

の素案といたしましては、生涯にわたり、学ぶ意欲のある全ての人に学習機会を提供

するよう、充実した学習環境の整備を推進することを掲げ、その具体的な取組といた

しまして、幼児教育段階では人間形成のしっかりした土台を築き、義務教育段階では

知・徳・体の基礎・基本を確実に身に付け、その上に立って、高等学校教育段階では

個性を最大限に生かし、専門的な能力を伸ばす必要があることから、各教育段階の連

携・接続などに配慮した上で、一人一人の意欲やニーズに応じて、生涯にわたり「学

び続け」や「学び直し」ができるよう、学習環境の充実に取り組むとしております。 

 次に、その下になります。協議テーマ③「公立・私立間の役割分担」の素案といた

しましては、少子化やグローバル化などの時代の変化を見据え、公立・私立それぞれ

が、将来の理想と課題を共有しながら、教育の質・量の両面において、特性に応じ、

役割を分担していくことを掲げ、その具体的な取組といたしまして、幼児教育につい

ては、幼稚園・保育園・認定こども園等の連携・協働を重視しつつ、また、公立・私

立の幼児数の差に配慮の上、それぞれにおいて、教育・保育水準の向上や受入体制の

充実等が図られるように取り組むこと。義務教育におきましては、大多数の児童生徒

を公立が受け持っている現状に鑑み、引き続き公立において、教育内容等の面で充実

強化を図るための検討を先導すること。また、高等学校教育については、グローバル

化への対応をはじめ、公立・私立それぞれの特性を生かした多様な教育を提供しつつ、
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将来の生徒数の減少を見据え、中・長期的な視点から、公立・私立における受入体制

の在り方の検討を進めること。さらに、生涯を通じての教育環境を整備するに当たり、

学校教育の補完的な機能を有する学習塾などについても、その分担している役割をよ

り実効性あるものとするため、学校・地域・家庭との関わり方の検討を進めることと

しております。説明は以上でございます。 

 

＜市長＞ 

 ありがとうございました。今の説明にありましたように、これまでの協議を踏まえ

て、大綱素案をお示しいたしました。これについて、私自身、こちらには出していな

いんですけれども、このバックボーンとして、資本主義の世の中で、それが正常に機

能すれば起こりうる格差についてです。競争社会ですから、同じ年齢で同じように競

争していけば、なんらかの差がついてくる。競うということは、社会として否定する

べきものではないんです。問題は、一旦ある者について生じた格差を是正するという

チャンスです。特に世代を超えていくようなときに、それが他律的な要因で、その者

の能力とか実力に関係なく、格差が固定していくということを、どこかで是正すると

いう仕掛けをやっておかないと、そのシステムは機能不全に陥るんです。それが溜ま

ると、共産主義みたいにして、そういうことをやらない社会にしないともたないじゃ

ないかと、革命とかという議論になるんです。だから、そういうものを是正するもの

をビルトインしておくということが、とても重要なんです。 

 それともう一つは、その中で生きる御一人御一人について大切にする。ある能力を

学習ということを通じて、社会参加とか、可能性を高めてあげるという中で、やはり

競うんですけれども、チャンスを拡大する。そして、一回きりの人生をエンジョイし

てもらえるような環境をとにかく作ってあげるということが、多分、公的な仕掛けの

中でないと、この資本主義社会というのは、どこかで瓦解するというか、痛んでくる

んです。その問題点をいろんなところで指摘しながら、まだ人類は解決しきっていな

いですけれども、それを気付いた限りは、手当をするということをやると。そのとき

に、意欲があれば生涯にわたってチャンスを与えますと。今、設定されているプロセ

スごとに見直して、ずっとやり続けて、次の世代に簡単に引き継がない。親の収入が

どうあろうと、個々の資質を発展できるようなチャンスを与えてあげるということを、

ずっと貫いていけば、今回、ここに掲げてあるようなことが出てくるんじゃないかと

思います。 

 それは広島としての「ひろしま型カリキュラム」と言ったときに、典型例は、平和

の関係で、こんな思いをほかの誰にもさせてはならない。つまり、戦争という行為で

人の命を絶つということを繰り返すと、チャンスさえ奪う訳です。だから自分達は、

こんな他律的な要因で悲劇があったんだから、そんなことをさせないようにしましょ

うという、そういう精神にも通じていると思うんです。正に、「ひろしま型」の学習

を考えたときに、今申し上げた、資本主義の悪いところを是正すると言いますか、そ

ういったことを後ろに置きながら記述したつもりなんですけれども。それを、すぐに

はできないでしょうけれども、個々具体的に、方向を必ず追及するということをやり

続けていく。そして、メインの教育システムとサブシステムについても十分に機能分
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化を図って、それぞれが同じベクトルでやってもらうようにしたいというつもりで書

いたものでございます。そういうことで、御意見をいただければと思います。 

 

＜藤本委員＞ 

 市長が言われましたとおり、やはり公でないとできないことという部分があると思

うんです。市立の学校には、私立ではできないこと、公の使命というものがやはりあ

ると思っていて、それは貧困に対する対策であるとか、特別支援に対して手厚くする

であるとか、そういった公教育の使命に基づいた、そういった役割分担を踏まえた上

でのものというものを、表に打ち出してもいいのかなという気は一ついたしました。 

 それと、また別の話として、先程委員長も言われたように、素案はあくまでも手段

というか、装置といいますか、仕組みを謳っている中で、なぜ、これがここに辿り着

いたか、何を目的としたものなのかというのが、分かるような書きぶりにする必要が

あるのではないかというのは、私も同意見です。その目標、最終的には、広島市とし

ての理念ですよね。どういった教育を行うのか、教育の結果どういった人を育ててい

くのかという部分の、理念的な部分と上手く繋げていった方が分かりやすいだろうと

思います。それが左側に書いてあることだと思うんですけれども、私としては、自立

して生き抜いていく力をつける、最終的な教育の目標はそういうことではないかと思

います。自殺率が非常に高い割合ですけれども、どんな境遇であっても、自立して生

きていく力をつけてあげたいと思います。 

 もう一点は、少子化という点を見ますと、非常に縮小傾向のような印象を持つんで

すけれども、やはり今後は、先は見通せない部分もありますけれども、いろんな国家

戦略特区とか、そういった問題もあって、外国人のお子さんも増えるのではないかと

思います。そういった意味で、多様性に対するマネジメントをしていくという部分の

視点も必要だろうと思います。この多様性には、外国人のみならず、特別支援学校で

あるとか、ＬＧＢＴの問題であるとか、そういった意味で誰一人おろそかにできない、

そういった多様性が生きるマネジメントを、やはり公教育としても視点としては持つ

必要があるのではないかと思っています。 

 

＜市長＞ 

 ありがとうございました。経済規模等を外形標準で考えると確かに縮小なんですけ

れども、内面的な評価とすると、ある意味でもっとプラスの評価として、成熟社会と

言うようにしようと思うんです。ある意味で、これからいろんな仕掛けができるとい

う、装置がまだ不完全なときには、ある意味で発展の可能性がある、伸びる、広がる

ということですけれども、一定程度システムが完成して、それが動き始めて、正にフ

ル稼働を始めたんだけれども、動き始めた途端に社会状況がいろいろ変わってきて、

そことの不整合が起こっていると。その成熟したシステムを、状況変化に応じて、も

う一遍手直しをしなくてはいけない局面に来ているということなんです。そうすると、

今言われたように成熟社会ですから、まずは多様性です。いろんな方がそれぞれの価

値観に応じて生きていく。日本の場合は、国内資源も全部完結していれば、他国と貿

易しないで、これだけの人々が生きていけるけれども、人的資源のほかに鉱物資源が
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無いとか足りないとなれば、交流しなければいけない。そうすると、そこでの交流と

いうのは、人の交流もあるし、物の交流もあるから、必ず多くの人と会わなければも

たないわけですから、そうすると、価値観が違う方と接点を持ち、貿易もしなければ

いけない、経済活動ということをやる。そういう方々の考えも理解する。あるいはそ

ういう方々が日本に来る。その中で活動する。そして、先程言った御一人御一人の可

能性を拡大していくためには、そのことも十分に習得した上で、自分自身の価値も認

めるけれども、相手の価値も認める。お互い様ということがやれるような社会、それ

が初めて自立したと言える。それぞれが同等の価値を認めるということ。そういう意

味では、しっかりした価値観を持った方を育てなければいけない。それをさっき申し

上げた「ひろしま型」の学習システムの中で明確に言って、それを目指すために、例

えばこんなことというような展開に、前書きをしっかりと書かないといけないという

ことだと受け止めました。 

 

＜栗栖委員＞ 

 重なるところもあるんですけれども、協議テーマ②で言いますと、こういったテー

マに関しての課題というのは沢山あると思います。例えば、現在広島市が中心になっ

て進めております、新しいタイプの学校への取り組みもその一つだと思います。やは

り大綱ですので、大綱の文言の内容があまり細かいというのは相応しくないと思いま

す。大きな方針を打ち出さなければいけないということは理解しておりますし、こう

いう形になろうかと思います。意見が重なるところもありますが、その大綱が出た背

景、すなわち、いろんな問題がありますので、そうしたことを踏まえた上での大綱で

あることを、きちんと分かりやすく示すことができればよいと思います。この大綱が、

具体的な課題に対して取り組みやすくなるように展望した大綱ということであれば、

文言そのものはこういう形でよろしいのではないかと思います。細かいことで言うと、

高等教育のところが「個性を最大限に生かし、専門的な能力を伸ばす」というだけの

ように見られるのですが、それだけではないと思うんです。もっと肉付けといいます

か、言い方としては、例えば、「高度な普通教育レベル」とか、広島らしい教育の中

で出ている「異文化への理解を深めるとともに」とか、「多様な価値観への理解を深

めるとともに、高度な普通教育並びに専門的な能力」とかです。 

 

＜市長＞ 

 コモンセンス、プラス専門能力とかですね。 

 

＜栗栖委員＞ 

 そうですね。そういうのがあった方が、文言で言いますと、ここの表現としてはい

いのではないかという印象を持ちます。 

 

＜市長＞ 

 分かりました。あまりにも狭い領域だけですね。創造的な価値観とか、コモンセン

スプラス専門的、両方兼ね合わせていくと。確かにおっしゃるとおりです。 
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＜栗栖委員＞ 

 大綱としての表現というのは、こういう形でいいと思います。先程も言いましたよ

うに、背景を、前文であれ、どんな形であれ、示した方がいいのではないかと思いま

す。 

 

＜市長＞ 

 分かりました。 

 

＜鈴木委員＞ 

 大体似ているんですけれども、テーマ①と②と③の大綱素案を見比べますと、①は

割と目的が分かりやすくて、「個に応じたきめ細かな教育を推進する」と言われたら、

何ができるか分かりやすいんですけれども、②と③は、「環境の整備を推進する」と

か、「役割を分担する」などで、結果として何が変わるのかということが分からない

ので、目的性を少し入れた方がいいかと思います。推進することを通して何々すると

かです。それを考えたときに、特に協議テーマ②で言うと、幼児教育段階では云々の

ところの専門的な能力を伸ばしてどうするかというと、やはり自立して生きる子ども

を育てるということになると思うんです。そこに目的が入ることで、推進するのは何

のためかというのが分かりやすくなると思いまして、目的をどこかに入れていくのが

いいのかなと思いました。 

 それと、先程市長が言われましたように、全ての子どもと言ったときに、経済的に

困難を抱えている子どもであるとか、特別支援を必要とする子どもさんもおられると

思うんですが、テーマ②ではそれが分かりにくい形になっていますので、「一人一人

の意欲や個別のニーズ」とかという言葉をちょっと入れて、特別なニーズというのが

経済的であったり、教育的な配慮であったりということが、少し分かるようにした方

がいいのかなと思いました。特に経済面であれば、先程市長が言われた格差の問題が

分かりやすくなるかと思いました。協議テーマ③については、大変分かりやすくなっ

てきたと思います。確かに必要なことで、義務教育は中に入っていますし、学校外と

いうのも入っていましたので、この大綱が目指すところが単に学校だけではなく、地

域全体を巻き込んだものというのがよく分かります。目的が分かるような、この推進

を通して何を実現していくのかということが分かればと思いました。 

 

＜溝部委員＞ 

 このテーマ②なんですけれども、本来の意味と言いますか、バックボーンにある本

来の意味は、福祉だとか、貧困ということで、今ここに書かれてあるそのものだと思

っています。従って、ここの文言で語られている重要なメッセージは２点ということ

で、高校、大学、専門学校等の学び直し、学び続けなどの学習機会の提供と。それに

伴って、経済的支援とか、生活面・学習面の支援をするような実効的な制度を検討し

ますと、ここで書かれていると認識します。それでいいんですけれども、「生涯にわ

たり、学ぶ意欲のある全ての人」ということを少し広げて考えて、一般市民で考えた
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ときには、生涯学習の方にも言い及ぶことができないだろうかと思います。つまり、

市民のライフステージにおける多様な学習ニーズを視野に入れたような、公民館とか、

図書館とか、スポーツ施設とかありますけれども、そういう社会教育施設を学びの場

として、そこで地域を支えるような人材を育成する。ワーク・ライフ・スタディ・バ

ランスのようなことが、ここで入れることもできるのではなかろうかと思い、そのこ

とでよりよい地域社会を形成すると、言及できるのではないかと思いました。 

 

＜市長＞ 

 学校の現場だけではなくて、地域全体についての仕掛けですね。 

 

＜溝部委員＞ 

 生涯学習のテーマを入れるところを、どこかに探したいと思ったものです。 

 

＜井内委員長＞ 

 先程市長がおっしゃった、我々は資本主義社会を構成していて、資本主義社会とい

うのは必然的に格差を生むものだと、私も同じように思います。その格差をいかにす

るか。それを放置している社会が多い中で、我々は成熟した社会を目指すんだという

ことであれば、その格差をいかに埋めていくか、それをいかに小さくしていくかとい

うことに努力するというのが、この教育の面でも滲み出ないといけないと思うんです。

ですから、協議テーマ③のところの「公立・私立間の役割分担」というのも、最初の

頃に私が申し上げましたが、広島市の場合は、公立・私立というのは格差の象徴みた

いになっている部分もあるので、それを多様化へ、全ての人のその格差を埋める形で

もっていくためには、それぞれが特別のプログラムをもち、多様なニーズに応えられ

るような、特別な教育が提供できる機会を与える。それが格差という考え方ではなく

て、それぞれの個性を生かした、それぞれ自立できる生き方を保障していけるという

形に繋がるんだということを言ったほうがいい。そうじゃないと、「公立・私立の役

割分担とは何だ」、「私立をなくせと言うのか」というように少し聞こえるのは、趣旨

が違っているんではないかと思います。もう少し言葉が必要かと。 

 それと、前回からの議論の中に、あまりこの場でディスカッションしていなかった

んですけれど、塾の問題が出ています。塾こそ、正に格差社会の一つの象徴みたいな

ものですよね。親の経済力が豊かであれば塾に行って、ある意味では偏差値の高い子

どもを作ることができる。そうじゃない子は公立だよという格好になっている今の社

会そのものが、正に我々が固定化してはいけない。できれば、学校に行っているだけ

で全てのことが満たされるようにしなければいけないと、心では思うんです。でも、

これはなかなか難しい。 

 

＜市長＞ 

 塾に調整していただきたい。地域づくりに参画していただきたい。ここで「学習塾

など」と言っていますが、放課後児童クラブと同じようなところがあるとすると、そ

ちらも高めて、そちらでも少し勉強を教えてあげて、実質的に塾に行かなくてもいい
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ようにするとか、徐々に調和させるというのが、ここに書いている気持ちなんです。

産業として育てる政策をとってきた訳ですから。だけど人口が減ってきたから、生き

延びるために合併して、そして機器を備えて、他の専門校を展開しようと頑張ってい

るけれど、教える技術そのものを有効じゃないとは言いませんけれども、小学校とか

中学校とか義務教育の課程と、もうちょっとコモンセンス、基礎をやるところに力を

入れる、それを補完するという役割を忘れないようにしてもらう。それを、上の学校

がテクニックばかりを期待しないような試験制度に。これはもうじきできますよね。

文部科学省が全国共通の大学入試システムを、もう少し変えると言っています。それ

は、工業化に向けての知識習得能力というものから、自立して、物事を自ら判断して、

考える能力に変えていかないと、これからは間に合わないです。入試システムが全部

変わりますから、その際に学習塾も多分変わってくるはずなんです。そのときの方向

性を、ここで「補完」ということを言いたいんです。 

 

＜溝部委員＞ 

 市長の気持ちはとてもよく伝わってきました。学習塾という言葉に非常に狭い感じ

がするので、そこに誤解を生じそうです。全体の前文は、「補完的な機能を有する」

もので、これから「実行性のあるものにするため、関わり方の検討を進める」という

のはとてもいいなと思っているんですけれども。「学習塾」という言い方ではなくて、

スポーツとか芸術とかも入っておりまして、習い事とか、子どもに関わるものは全部

入りますので、学習塾と言うとちょっと弊害がありそうなので、「教育関係塾」とか、

「教育関係団体」とか、どう言ったらいいかは分かりませんが、そこは専門家の方に

言葉を選んでいただいて、要は子どもを取り巻く全ての教育に関わる人達が、子ども

全体の教育を考えましょうということだと思いました。 

 

＜市長＞ 

 そういう気持ちなんです。 

 

＜井内委員長＞ 

 市長がさっきおっしゃった放課後児童クラブは、今ほとんどの子どもが入れますが、

４年生、５年生、６年生は入ってこないんです。なぜ入ってこないかというと、おそ

らく塾に行っているんです。そうではなくて、高学年になっても来て、そこで勉強を

お互いに教え合う。まずは子ども達同士で。やっぱり復習ができるような環境づくり

を誘導すれば、必ずしも塾に行く必要がないんではないかと思います。 

 

＜市長＞ 

 その時に先生も、教育を主体とする役割に特化して、学校の雑務なんかをシェアし

てもらうシステムで、熱心な先生はそこに教えに来てくれるかもしれない。そうした

ら、そこでの延長で勉強できるじゃないですか。熱心な先生は、絶対にいますよ。明

日の事務作業をやっておかないといけないから大変だとか、自分も倒れるから勘弁し

てほしいとかということで、できない。できないから、高学年となると、それを代用
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できるこっちで勉強と、そういう因果関係もあるような気がします。こちらの方の受

け皿をもう少し充実する。そのための先生とか色々な専門家の役割分担ということを

やって、本当に先生が集中できるような環境を作ってあげる。生徒達を教える時間を

自分で作るのはどうですかと言ってあげたら、こっちへ来てもらえるんじゃないかと。

一体的になるんです。部分部分でやっていたらバラバラなんです。トータルでやらな

いと、と思うんです。 

 

＜井内委員長＞ 

 正に、小学校・中学校外でも、そういう基礎・基本を学ぶことができるんだという

のは、一つ非常に大事なことです。そこはもう学校の先生だけではなく、文章の中に

も書いてあるように、地域の専門家にも加わってもらって、いろんな形の教育がそこ

で展開できると思うんです。これはもちろん理想ですけれど。 

 

＜市長＞ 

 理想ですけれども、それが成熟型社会を目指すということなんです。 

 

＜井内委員長＞ 

 放課後児童クラブ、せっかくこれだけ力を入れて作って、また学校の組織とは違う

組織を作っていくわけだから、施設も用意するわけだから、そこで正に多様なことを

やっていくということが、個性を伸ばして、多様な進路を自分達で考えていくという

ことに繋がっていくと思うんです。そのためには地域全体でというときに、是非ボラ

ンティアであるとか、先輩であるとか、そういう人もそこに入ってほしいんです。そ

ういう形ができたら、すごくこれは実現性が高い。今の学習塾とかいうとこだわりが

あるので、塾ではなくて、放課後児童クラブを含めた教育を支えている、今では曖昧

な形の定義になっているけれど、もう少しそれを包括的に含めば、非常に面白い「ひ

ろしま型」ができるんではないでしょうか。 

 

＜尾形委員＞ 

 今言われたのは、「学習塾など」と施設が挙げてあるからそこに目がいくんですが、

やっぱり学校教育というか学校での子どもの生活と、学校外の放課後の生活とで、子

どもは生活しているんです。だから、そこにも教育の場があるわけだから、それらが

お互い相互に補完し合っていく。そして方向性として、求める教育をお互いに共有し

ながら補完をし合うということが非常に大事だと思います。そして、今半分くらいが

塾に行ってます。塾にも色々な種類があって、進学的なこともあれば、進んだ勉強を

したいというのもあるし、遅れがちなところを補うところもあるわけですし、さらに

稽古事を入れればもっと大半の子どもが。そうすると放課後の生活というのが、学校

から帰ったら塾と家庭と、そして学校と。そういうような三層構造で子ども達は生活

している。そのような子どもが多くいる。放課後になったら、放課後児童クラブで過

ごしている子ども達もいる。しかし、そういう子ども達も同じように広島市の子ども

として、目指す教育をやっぱり同じように共有しながら進めていかなければいけない。
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そこに共有化がいるし、例えば、社会、地域のコミュニティを巻き込んでいきながら、

今子どもたちに欠けている自然体験とか奉仕体験とか、あるいは子どもの居場所とか、

そういったものも含めて、そこに書いてありますように、補完する役割をより実効性

のあるものとして、学校・家庭・地域との関わり方を検討というか、話し合っていく

時期にきていると思います。ここは「塾など」になっているけれど、放課後の子ども

達の生活を支えていくような、市長が言われた放課後児童クラブを含めた、そういっ

たような捉え方でいければ、ここはいいんではないかという気がするんですけれども。 

 

＜市長＞ 

 私の全くの個人的な意見で、このときの学校・地域・家庭との関わり方というのは、

やっぱり街づくりをやる市長の立場なので、地域参加ということも是非ほしいんです。

例えば、生徒達は学校で勉強して帰ってきて、休みの日なんかは地域のお祭りとか、

いろんな催し事をやりたい。だけど、その時に塾に行って、習い事をしていたら行け

ませんと。親も。そうしたら、行ける子が限られてくる。地域を学ぶというか、地域

での生活体験がほとんどないまま育っていくということになって、そうすると、この

地域にいる学校補完型の教育機関は、なるべく地域ごとで社会参加するものに理解し

てあげて、カリキュラムなども他の地域より出してあげるようなカリキュラムにして

くれないかと。教育機関の社会参加支援システムみたいなものをやってくれというよ

うなことが直ちに出来ないかと思っているんです。広島にいる限りは。街づくりとい

うのは、いわゆる町内会も人数が減っている。お年寄りばかり。そういう所の中に若

い子達が入って、小さい子達といろんなことやったら賑わいもあるし、楽しい。それ

が、勉強中だからといって、塾とか習い事ばかり行っていると、全部が全部ではない

が、特定の地域でやるお祭りには、「協力してみんな行っていいよ」と。「その時は勉

強を休みにするから」とかというのをやってくれと。行政でこういうのを、大綱を作

ってお願いして、指導しながらやるというのはどうかと思うんです。そうしたら正に、

学校・地域・家庭との関わりというのもできると思ったりしています。 

 各施策というのは、ここでいう方向性なり、大きな流れを書いて、個別の対策はま

たこれ以外のところで議論するという仕掛けにしたいんです。異論はないでしょうか。 

 

＜井内委員長＞ 

 今出たようなことを書き込んでいけばいいわけですね。大綱としては、方向性は市

長の御発言と一緒でいいと思います。 

 

＜市長＞ 

 そうしたら、御一人御一人を大切にする。そして街も大切にする。そういう個と全

体の大切さのバランスをとりながら人間が育つ、そういういい街ですよと、こういう

ことが言えたら最高かなと。 

 

＜溝部委員＞ 

 今の点ですけれども、協議テーマ③のところで、幼児教育も高等学校教育も書いて
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あるんですけれども、この二重丸の５行の文章の最後が、「役割を分担していきます」

とあり、いかにも役割を分担することが目的のように書かれてるところは、さみしい

というか抵抗がある。つまり、役割を分担するという言葉を使うかどうかは分かりま

せんが、「役割を担いながら、全体の教育力を向上させます」とか、そこが最終目的

ではないと、何か違うんではないかと、ちょっと印象で残ります。 

 全体的に質と量と言いながらも、量的な面の書きぶりが目立つので、もっと質的な

面も。高等学校教育というのは「多様な教育」という一言になっていますけれども、

やはり最終的には魅力ある高等学校教育をしていく。そういう教育内容を、20 世紀

学力の質の転換をするみたいな、そういうニュアンスが、イメージと言いますか、少

しここに入る方がいいと思いました。とても行政的な匂いがする感じがいたしますの

で、ちょっとそこを考えていただいたらありがたいです。 

 

＜市長＞ 

 いい御意見です。 

 

＜栗栖委員＞ 

 二つあります。一つは最初の文で目的と手段がひっくり返っているような、あくま

でも目的というのは、充実した教育です。そのための一つの手段として、こういう役

割を分担しましょうという方法論ですので、溝部委員が言われたように、私もそのよ

うに認識しております。そこはよろしくお願いします。 

 それと、この問題は、すぐ解決できる問題でもございませんし、一方必ず何十年か

先には課題として出てくる問題でございます。また、広島市単独で解決できる問題で

もございませんし、県とか私立を全部巻き込んで進めないといけない問題であると思

います。今、お話が出たような内容は、そういう話を聞くと、おそらく皆さん「そう

だ」ということになると思います。従って、私はこの大綱を、正に大綱でなければそ

ういう話の発信ができないと思いますので、大綱を出すということを一つのスタート

ラインのような位置付けにして、その手形を切ればよいと考えます。手形を切った以

上はそれを必ず不渡りにしないように、きちんと決済しなければいけません。従って、

スタート時の大きなやり方としたら、今のそういう認識がほとんど周知されていない

んだろうと思いますので、それを広島市が問題意識として持っているということ。そ

れは理想じゃないかと言われるかもしれませんが、そういう問題意識を持っているの

で、これからそういう手を打っていきたいんだということを、各関係者の方へ、粘り

強くこの大綱の主旨を説明していく必要があると思います。そのためには今の背景を、

丁寧に前文等に書く必要があります。チーム学校というのは当面の問題を解決してい

こうというものですが、こちらの問題は、将来にわたる大きなテーマでございます。

それを大綱として同時に掲げる以上は、なぜこういうことを今大綱として出していく

のかということを、「なるほどな」と、「こちらは今からスタートしていくんだな」と、

みんなに理解が深まれば、協力できることは協力していこうという格好になっていく

のではないかと思いますので、そういう仕掛けが必要なんだろうという印象を持ちま

した。大綱そのものは、こういった形でよろしいかと思います。 
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＜市長＞ 

 大綱のエレメンツをどう構成して、今言われた背景、そして方向性、この構成の中

で、当座の対応としてこれを生かすとか。将来課題として睨みながら展開するとか、

そういう説明ができる大綱にしていこうということですね。分かりました。それは、

少し構成を考えてみます。 

 

＜栗栖委員＞ 

 せっかく理想を掲げても、それが理解されないままで、「何だこれは」ということ

になると、せっかくの市長と我々の思いが伝わらないということになると、非常に残

念な気がいたします。 

  

＜井内委員長＞ 

 話をしていて、一つ足りないんではないかと思ったことは、家庭の役割というのが

あまり出てこないですね。家の中に踏み込むというのはどうかということはあるかと

思うんですけれども、社会の構成員として守るべきことが、本当に家庭で教えられて

いるのかということを考えてみると、とても問題があるわけです。家庭は、議論の中

では「親が子育てに携わる時間を確保できるようワーク・ライフ・バランスをとる」

とか、「家庭での教育は非常に重要であり」というような書き出しで、「幼児教育や子

どもの育ちに深く関わってくる」と書いてあるだけで、それでは家庭で何をしなさい

とか、私達は広島市の住民として広島市の教育というのはこうあるべきだと思ってい

るけれども、家庭にもこれだけのことは協力してほしいということは、言った方がい

いと思う。 

 

＜市長＞ 

 プライベートで子ども達を育てるというのは、公的なところでやった残りの基のと

ころを、身近な中でしっかりとやってくださいねとまで言えるでしょうね。 

 

＜井内委員長＞ 

 最初に言いましたように、本市が目指す教育の方向性とか、実現するための普遍的

な方針の中に、やっぱり入っていないといけない構成だと思うんです。家庭に細かく

これをしなさい、あれをしなさいとか書く気はさらさらないけれども、家庭の役割が

いかに大事であるかを我々が認識しているということが伝わることが必要かと思う

んです。少なくとも、親であり、子である立場というのは、基本的にはあるわけです。

それをあんまり理屈を周りでこねないで、素直に親が子どもを育てるためにはどうし

ますかみたいなことは思い出してほしい、というところが基本にないといけない。こ

れから道徳が必修化になると、また一から議論になるだろうと思うんですが、「広島

市はどう考えていますか」ということは、この流れの中でピックアップできるものは

沢山あると思うんです。例えば、コミュニケーション能力であるとか、個々を大事に

しようとか、それが道徳の基本だと思います。そこの前に、人間として、子どもが生
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きるということの基本は何かみたいなところは、やはり家庭でないと難しいですよね。

そこは何か加えた方がいいんじゃないかと、今ちょっと思いました。 

 

＜市長＞ 

 今言われたのは、ここの対策に来る前に、なぜこういうことを考えるかという中に、

背景説明として入れておくということですね。本来こういう役割分担があって、自分

達が産み育てる子どもだから、そこの最小限の責任なり、責務というのがあると思う

んですと。それを、社会参加をさせていく過程で、いろんな教育的な役割を持つか。

そのときに、教育機関の方としては、地域と家庭と連携しながらやるとか、そういう

流れの中で、家庭・家族の役割も。 

 

＜井内委員長＞ 

 保育園や幼稚園のこともかなり力説していますから、そこでやるべきことを具体的

に書かれていくだろうと思うんです。そのときに、もう広島市の中にすばらしい保育

園と幼稚園があるんだから任してしまえばいいと、それはいけないんだということは

押さえておくべき一つの点かと、ちょっと今思いました。 

 

＜市長＞ 

 おっしゃることは、よく分かります。 

 

＜溝部委員＞ 

 今、全体の話になっているので、私も少し全体について、このテーマ①と②と③の

協議内容で、大綱と持ってくるのに、もう少し何か必要ではなかろうかということで、

思ったことを少し述べさせていただきたいと思います。まず、大綱の１ページをイメ

ージしてみたんですけれども、「広島市の教育の大綱」と書かれましたら、その下に

「～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～」とくるのかなと思っ

たんですけれども、全体として、非常に施策的な言葉が多いんです。グローバル化や

少子化の進展に対応した教育というのは施策です。つまり、広島市は、こういう施策

をもって、こんな子どもを育てますと。こんな人材を育成します、こんな人づくりを

しますという、将来の人物像、将来像が非常に見えにくいです。例えば、夢に向かっ

て挑戦する人づくりとか、新しい時代を切り拓いていく人づくりとか、夢を持ち希望

を育む人づくりとか、世界で活躍できる人づくりとか、そういう素敵だなと思うよう

な、子どもが「こんな風になってみたいな」とか、「広島市で勉強すればこんな大人

になれるんだ」とか、「広島市ではこんな豊かな勉強ができるんだ」みたいな夢が膨

らむような、イメージ豊かな文言がもう少しあるといいかなと思いました。そういう

イメージが、大綱全体に流れるべきではなかろうかと。教育の理念とか。私はそう思

いました。全体を流れることも必要であるし、「はじめに」とか「総論」とかという

形で、前段に必要なのではないかと思いました。その１ページ目に、広島市の教育の

大綱として、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なんですけれど

も、ここが、例えば、「夢を持ち、希望を育む広島らしい教育」とか、そういうふう
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に来るといいのかなと思ったところです。 

 

＜市長＞ 

 今の構成は確かにあった方がいい気がします。先程から言われている、自立して生

きていくことができる子どもたち。それがあった上に、多様性のある人達を大事にす

るというコモンセンス、共通の基盤を作って、そして、その上にいろんな能力を設け

て、自分なりの得意な分野で生きていこうと。そして、それが着実に実行できるよう

にするために、じゃあ、どう考えていったらいいかということも考えてもらえるよう

な、そういう人物像をイメージしながら、こういうような教育施策を作るとかという

ぐらいのことは言った方が確かにいいですね。どういう人を育てようとしているのか

というところがぼやけてますね。 

 そう言っておいて、個別のところで、この施策は自立した人を作るため、人数を挙

げていますとか、常に目標を掲げて、反復しながら、措置がどれに結び付くかという

ことも展開しながら、全体を構成していくことをやってみたいと思います。 

 

＜鈴木委員＞ 

 何も知らずにこれを見たときに、文章の量の問題があって、テーマ①・②・③の大

綱素案のうち、③が凄く多いんです。③に凄く力を入れている感じがするんです。こ

れは将来の理想と課題であり、今すぐにということではなくて、大綱で理念を語ると

ころで、それはそれでいいのかもしれないんですけれども、きめ細かな教育の推進と

かよりも、そちらなのかといった印象を、初めて見た人が持つかもしれませんので、

文章を少し増やしていただいて、同じように大事にしていますという方がいいかと思

います。 

 

＜市長＞ 

 きちんとコンセプトを入れて、目標意識、手段というものを書き分けながら、ここ

の部分については手段について相当凝っていますから書き込み過ぎたんですけれど

も、テーマ①・テーマ②についてもこれ並みにしましょう。 

 様々な意見をいただいて、今日、私自身こういう作業をさせていただいて、皆さん

とこういう形でお話して、職員と議論しながらやって、仕事は大変なんですけれども、

頭の中は非常に気持ちよく、こんな広島市にしてみたい、教育も夢はこういうふうに

語れるんだなと実感しましたので、この作業をさせていただいて凄くありがたいんで

す。職員は大変だと思うんですけれども、専門の分野できちんとやるべきことと、そ

れを越えて、いろんなところに配慮しながら、自分のところにもう一回戻って、自分

の所属をどうするかということを考えていかなければいけない、いい機会になってい

るんではないかと思うんです。かつ、皆さんに分かっていただく。やっている仕事を

分かっていただかなければ意味がないので、自己満足だけではいけないので、そうい

うものに仕上げていくための試練ということです。もう一回、今日いただいた御意見

を整理して、お示しするということで、次回またよろしくお願いいたします。今日は

ありがとうございました。 
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 事務局、お願いします。 

 

＜事務局（企画調整課長）＞ 

 それでは皆様、ありがとうございました。次回の開催時期でございますが、8月か

ら 9月を目途に調整をさせていただきたいと思いますので、どうぞ御協力をお願いい

たします。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。 

 それでは、本日の会議は、これで閉会といたします。ありがとうございました。 


