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平成 28年度第 3回広島市総合教育会議 議事録 

 

１ 日時 

  平成 28年 11月 29日(火) 午前 10時 30分～午前 11時 28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 

 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、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 今後の総合教育会議の進め方について 

 ⑶ 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 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、市長にお願いいたします。市長、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。前回の総合教育会議では、

大綱の策定に向けまして、大綱全体の素案をお示しして御意見をいただきました。今

日は、大綱案を基に、策定に向けての最終的な取りまとめを行いたいと思います。そ

してその後、今後の総合教育会議の進め方についても、御議論いただきたいと思いま

すので、よろしくお願いします。 

 早速議事に入ります。まず「⑴ 大綱の策定について」です。これは前回お示しい
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たしました大綱素案では、前文の「はじめに」を骨子としておりましたけれども、そ

れを文章化しました。その他の箇所についても、御意見を踏まえて修正を行っており

ます。大綱案を作成しておりますので、事務局から説明してください。 

 

＜事務局（企画調整課長）＞ 

 それでは、お手元の資料１「広島市教育大綱（案）について」を御覧ください。こ

の資料では、一番左側の欄に、前回の会議でお示しいたしました「大綱素案（前回案）」

を記載しております。また、一番右側には、前回の会議において皆様からいただきま

した御意見を、該当の項目ごとに記載をさせていただいております。そして、御意見

を踏まえまして修文をさせていただきました「大綱（案）」を、表の中央の欄にお示

しをしております。なお、下線を引いております部分が、修正又は変更の箇所でござ

います。 

 まずは、１ページにございます「はじめに」について御説明いたします。前回の大

綱素案では、「骨子」をお示ししておりましたが、今回の大綱案では、文章化してお

ります。文章化に当たりましては、一番右側に記載しております「ア」の御意見を踏

まえて、修文をしております。それでは、改めて読み上げさせていただきます。 

 「はじめに」。「未来を担う子どもの育成こそが、これからの広島の発展の礎となり

ます。そして、子どもの育成に当たっては、一人一人の子どもが持っている個性を生

かし能力を伸ばすと同時に、社会を支える一員として社会性を身に付けさせることに

より、自立して生き抜いていけるようにしなければなりません。そのためには、家庭

や学校を中心としつつ、子どもの成長過程において関わりがある全ての者が『育成』

に参加できるような社会にしていく必要があります。しかしながら、世界に類を見な

いスピードで少子高齢化が進展し、本格的な人口減少社会に突入している我が国にお

いては、子どもを含め人々にとっての生活の本拠である家族の形態が様々に変化する

とともに、家族を取り巻く地域コミュニティが希薄化するなど、子どもたちを育成す

るための環境は厳しいものとなり、子どもの貧困の増加が社会問題化するような状況

となっています。このような中にあって、本市の子どもたちが、いかなる境遇の下に

あっても苦労を乗り越え、夢や希望に向かって挑戦するという心構えを持つよう、一

人一人を大切に育成していくことができる教育システムの構築が避けて通れない課

題となっています。また、教育システムの中心的な担い手となる公立・私立の学校に

ついて、広島広域都市圏内における教育機関としての役割分担を踏まえた上で、その

在り方を長期的な観点に立って見直すことも必要となっています。こうした思いの下、

本市における教育の課題やあるべき姿について、総合教育会議において教育委員会と

議論を重ね、目指す教育の方向性やそれを実現するための教育方針、重点的な取組を

示す、この『広島市教育大綱』を策定しました。これから平成 32 年度までの間にお

いては、この大綱に掲げる本市の目指す教育が実現できるよう教育委員会とともに全

力を挙げて取り組んでいきます」。「はじめに」は以上でございます。 

 次に２ページをお開きください。「１ 本市の目指す教育の方向性」についてでござ

います。ここにつきましては、前回の素案にございました「グローバル化や少子化」

の文言が、後ろの６ページの「３－⑶」の文章にも出てまいります。６ページをお開
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きいただきまして、本文の３行目に「少子化やグローバル化が進行する」との表現が

ございます。その記載に合わせて、単語の並び順を揃えるように修文をさせていただ

いております。それでは、２ページに戻りまして、改めて読み上げさせていただきま

す。 

 「１ 本市の目指す教育の方向性」。「本市は、人類史上最初の原子爆弾が投下され

た都市であり、『ほかの誰にもこんな思いをさせてはならない』という被爆者の願い

や世界恒久平和を願う市民の心を基底として、人間の尊厳や生命の尊さを自覚し、自

他共に大切にし、正義感や公正さを重んじ、人と自然の共生する平和な社会を築いて

いく心を育て、自立して行動する力を養うことを教育の原点としています。今後は、

少子化やグローバル化の進展といった国内外の社会環境の変化も踏まえながら、広島

の子どもたちが以下の資質・能力を身に付け、『心身ともにたくましく思いやりのあ

る人』として、その可能性を最大限に発揮する教育へと更に進化することを目指しま

す」。「⑴ 確かな学力、豊かな心、健やかな体」、「⑵ 平和を希求する心」、「⑶ 異文

化への理解」、「⑷ 互いの違いを認め合う能力」、「⑸ 豊かなコミュニケーション能力」。 

 それでは次に３ページをお開きください。「２ 本市の教育方針」についてでござい

ます。こちらにつきましては、御発言の「ウ」の「『豊かで深い学び』の文言を入れ

た方がよい」との御意見を踏まえて、柱書の文章に「豊かで深い学び」の文言を加え、

また、御発言の「オ」の「⑴の『基礎・基本』が一般の人には分かりにくい」との御

意見を踏まえ、「上記１⑴から⑸までの資質・能力の基礎・基本」と文言を加えるな

どの修文をしております。また、御発言の「キ」の「⑶の『家庭、学校及び地域のど

こにあっても』が⑴⑵にも付くと思うため、柱書の文章に入れた方がよい」との御意

見をいただいております。柱書におきまして、家庭・学校・地域が「一体となって」

取り組むことが明記されていることから、「家庭・学校・地域のどこにあっても」の

概念を包摂するものと整理し、それに伴い⑶を修文しております。それでは、改めて

読み上げさせていただきます。 

 「２ 本市の教育方針」。「本市は、上記１の方向性に沿った『豊かで深い学び』に

よる広島らしい教育を実現するため、子どもにとっての生活の拠点である『家庭』、

子どもの教育の主要な担い手である『学校』及び子どもの生活領域でもある『地域』

が一体となって、以下の取組を推進します」。「⑴ 一人一人に上記１⑴から⑸までの

資質・能力の基礎・基本を確実に身に付けさせること」、「⑵ 一人一人の個性を最大

限生かすこと」、「⑶ 一人一人が大切にされること」。 

 続きまして４ページをお開きください。「３ 重点的な取組」の⑴の部分でございま

す。こちらにつきましては、御発言の「コ」の「文脈等が、一読しただけでは分かり

にくい印象がある」との御意見を踏まえ、長文を区切るなどの修文をしております。

それでは、改めて読み上げさせていただきます。 

 「３ 重点的な取組」。「本市は、上記２の教育方針の下、次のことを重点的に取り

組みます」。「⑴ 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

質の高い教育を推進します」。「各学校においては、一人一人を大切にし、これまで以

上に個性を生かす教育に取り組みます。そのために、心理や福祉等の専門性を持った

スタッフを拡充し、教員が子どもとしっかりと向き合い、個に応じたきめ細かな指導
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を行うことができるようにします。また、子どもが成長していく上で、多様な価値観

を知り、より厚みのある経験を積むことができるように取り組みます。そのために、

部活動等に専門性を持つ地域の人々が参加できるようにするなど、社会体験の機会を

大幅に増やします。さらに家庭において、学校や地域からの様々な支援を受けて健や

かな子育てを積極的に進めることができるように取り組みます。そのことが、大きな

社会問題となっている子どもの貧困・家庭環境の問題等の改善にもつながります。こ

のように、家庭や小・中学校区内の地域の子どもに関わる全ての人が学校と連携・協

働して、子どもの学びを支え、進める『ひろしま型チーム学校』を構築します。なお、

『ひろしま型チーム学校』は、『国際平和文化都市』を都市像とする広島のまちづく

りの礎ともなる『伝統』、『文化』、『絆』といったものを、子どもたちの中において醸

成することにも資するものです」。 

 続きまして５ページをお開きください。「３ 重点的な取組」の⑵の部分になります。

こちらにつきましても、先程の⑴と同様に、長文を区切るなど分かりやすいように修

文をしております。それでは、改めて読み上げさせていただきます。 

 「⑵ 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します」。「学習機会の提供に当たっては、幼児教育、義務教

育、高等学校教育とそれぞれの段階に応じて、子どもの能力を最大限に伸ばし、その

可能性を広げる教育が展開できるように取り組みます。そのために、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、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

すことで社会的に自立できる力を養成するよう、段階ごとに学習環境の整備を図って

いきます。また、学ぶ側から見たとき、一人一人の生活・経済環境には差異があった

としても、その意欲やニーズに応じて、生涯にわたり『学び続け』、また、時に応じ

て『学び直し』ができるよう、適切な教育段階の選択の下での柔軟な学習機会の提供

が行えるような体制の構築に取り組みます」。 

 最後のページになります６ページをお開きください。「３ 重点的な取組」の⑶の部

分でございます。こちらにつきましても、先程の⑴と⑵と同様に長文を区切ることに

加えまして、「シ」の御意見を踏まえて、「公立・私立の幼児数に差がある」の「差」

を「違い」に変更するとともに、「ス」の御意見を踏まえ、いじめ問題を課題解決の

例示とするよう修文をいたしました。それでは、改めて読み上げさせていただきます。 

 「⑶ 公立・私立それぞれが、教育に関わる諸課題と将来像について認識を共有し

ながら、その特性に応じた教育の質・量の両面での役割分担を図り、多様な個性を生

かし、自立できる力を身に付ける教育機会の提供を推進します」。「公立・私立は、現

在、それぞれが独自の教育プログラムを持ち、多様なニーズに応えられる教育機会の

提供を行っています。しかしながら、少子化やグローバル化が進行する中で、貧困対

策や特別支援という公教育の果たす役割の重要性や今後の学習指導要領改訂等の教

育制度改革など時代の変化を見据え、次のような新たな取組が必要となっています。

幼児教育については、公立・私立の幼児数に違いがある中で、待機児童問題などが発

生していることに配慮しつつ、幼稚園・保育園・認定こども園等において、受入体制

を充実させ教育・保育水準の向上が図られるよう、将来を見据えた各園の連携・協働
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の拡充に向けた取組を進めます。義務教育については、いじめなど課題への解決を図

るとともに、子どもが身に付けるべき基本的な能力の育成を確実に行いながら、少子

化への対応を進める必要があります。そのために、現状において大多数の児童生徒を

受け持っている公立において、教育内容や児童生徒の指導体制の充実強化を図るため

の取組を先導します。高等学校教育については、グローバル化の進展や地域コミュニ

ティの希薄化を踏まえ、多様な資質・能力の育成が重要になる中で、将来の生徒数の

減少をも見据え、的確に対応していく必要があります。そのため、中・長期的な視点

に立った広島広域都市圏内における戦略的な施策展開と連動させながら、公立・私立

の受入体制等の在り方について検討を進めます。また、公立・私立それぞれが特性を

生かし、個性を最大限に生かす教育を提供するための環境を整備します。さらに、夢

や希望に向かって挑戦し続けられる社会の構築が重要となる中で、生涯を通じての教

育環境の整備が不可欠となっています。こうしたことから、その整備に当たり、学校

教育の補完的な機能を有する民間教育事業者についても、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に、地域との連携や学校、家庭との関わり方について在

るべき姿を検討します」。 

 以上が、資料１でございます。前回お示しいたしました「大綱素案」から、皆様の

御意見を踏まえて修文をさせていただいております。 

 続きまして「資料２」をご覧ください。こちらにつきましては、「広島市教育大綱

（案）」の全体像をお示しさせていただいております。 

 １枚開いていただいて、１ページには、先程御説明いたしました「はじめに」、２

ページには「１ 本市の目指す教育の方向性」、「２ 本市の教育方針」、３ページには

「３ 重点的な取組」の⑴と⑵を記載しております。４ページには、先程の「３ 重点

的な取組」の⑶と、「４ 対象期間」を記載させていただいております。この対象期間

につきましては、「平成 28 年度から平成 32 年度まで」であることを明記させていた

だいております。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。今までの御意見をいただきまして、こういった形

で修正も加え、まとめてみました。文章とすれば、そんなに長いものではないのです

けれども、出していただいた問題を大方取り込んで、知っている人にとっては「ちゃ

んと出てくる」といった構成になったのではないかと思っております。御意見ござい

ますでしょうか。 

 

＜井内委員長＞ 

 十分に練られていて、満足をしているところでございます。 

 

＜市長＞ 

 これを多くの方に、この一文がこんな問題を包摂して、方向性としてこれを考えて

いるのですよということを、きちんと説いていかないと、さっと読み流して「綺麗に

書いてあるな」だけでは意味がないのです。これをきちんと咀嚼して、具体的な対応
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に何が求められるか。それを実行していかなければならない。そういうものになった

と思います。 

 それでは、この大綱案をもって本市の教育大綱とし、策定に向けた手続を進めてい

きたいと思います。本日まで７回の協議をいただいて、お陰をもちまして、広島らし

い大綱の策定に目途が立ちました。ありがとうございました。本当に満足度が高いも

のになりました。 

 それでは、これを踏まえまして、「今後の総合教育会議の進め方について」、議論を

いただきたいと思います。総合教育会議の大きな役割の一つであります「大綱の策定」

に目途が立ちましたので、今後の運営をどのようにやっていくかということを、しっ

かりと整理していきたいと思います。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３「今後の総合教育会議の進め方について(案)」でございます。今後

の総合教育会議の進め方につきましては、主に２つのタイミングでの会議の開催を考

えております。 

 まず１つ目でございます。１の⑴に記載しておりますとおり、総合教育会議におい

ては、教育の諸条件の整備等、本市の実情に応じた教育等の振興を図るため重点的に

講ずべき施策について、協議・調整を行うこととされております。この協議・調整に

つきましては、年々の教育施策の実施状況等を踏まえた上で行うことが効果的である

ことから、毎年、定期的に会議を開催したいと考えております。 

 ２つ目でございます。さらに、⑵に記載してございます、緊急に協議・調整を行う

必要があると認めるときには、適宜開催をしたいと考えております。緊急に協議・調

整を行う必要がある場合といたしましては、児童・生徒等の生命・身体に現に被害が

生じた場合や、被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合などを想定しております。 

 次に、１－⑴の定期的な開催につきましては、２に記載しておりますとおり、毎年

１回程度、概ね秋に開催したいと考えております。資料３の説明は以上でございます。 

 

＜市長＞ 

 それでは、これについての御意見はいかがでしょうか。 

 

＜井内委員長＞ 

 定期的な開催というのは、進捗状況を我々が評価していくということになるのだろ

うと思うのですが、２は、例えばいじめ問題で言えば、昨今、横浜で問題となった事

案が、もし我々の周りで起こったとすれば、随時にこの会議で市長と一緒に協議をし

て対応を図るという理解でよろしいですね。 

 

＜市長＞ 

 そうですね。参考資料にあります「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」に

依拠しながら、総合教育会議の運営に関し必要な事項は総合教育会議で定めるという

扱いの中での整理です。もともと、総合教育会議は、法律の第１条の４で、地域の実
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情に応じて重点的に講ずべき施策と、緊急の場合に講ずべき措置を協議・調整するた

めに設置する組織だと位置づけられております。そして、会議の開催については、第

４項で、教育委員会の方から、その権限に属する事務に関して協議する必要があると

思料したときには、招集をしてくださいと求めることができるとなっています。また、

第５項では、この総合教育会議は、第１項の協議、つまり先程言いました地域におい

て重点的に講ずべき施策とか、緊急の場合に講ずべき措置といったことを行うに当た

って必要があると認めるときは、関係者等に意見を聴くことができるという規定があ

ります。しかし、開催の有無が、この法律では明記されていないのです。ですから、

定期開催をするということを細目として今回決めるということと、ここでその権限に

属する事項について協議する必要があると認めるときは、緊急のことも含めてできま

すと、運営について丁寧に了解していこうという位置付けになっております。ですか

ら、今言われたような、他の都市で起こっている緊急対応事態などについて会議しま

しょうと言っていただければ、ここで皆さんと議論して措置を考えると。これが、首

長と教育委員会が十分な意思の疎通を図って、あるべき姿を共有して、民意を反映し

た教育行政を推進するという、本来の総合教育会議設置の目的に叶った運営になるの

ではないかと、そのような位置付けになっております。 

 他に何か御意見がありますでしょうか。これで御了解いただけるということでよろ

しいでしょうか。ありがとうございます。それでは、今後、この進め方に沿って会議

を進行して行きたいと思います。 

 これで今日の議題は終わり、一区切りついたのですけれども、大綱が完成して終わ

りではなくて、これからスタートなのです。ここで皆様方と、方向性を、問題意識を

共有できましたので、今度はこれを実現するための取組が出てくるのですけれども、

いわばこれは理想ですよね。現実問題からすると、越えなければいけないハードルが

随所にありまして、最終的に施策というものは、裏付けるために財政措置がないと何

も動かないです。その財政措置をするというときに、行政体はお金がゼロではなく、

必ず一定の予算があるのですけれども、政策的なウェイト付けが、優先度が高いかど

うかで、お金があるかないかという議論にすぐなるのです。そうすると、この大綱を

作ることで、子ども達をすくすくと育てると言いますか、行政の重みを、我が市とし

てウェイト付けを必ずするのだということを、しっかりと市民合意がとれて、そして

組織内での予算査定のときにも、その重みを忘れないということをずっとやり続けれ

ば、少し時間が掛かっても一定の予算は必ず確保できるはずなのです。それを怠ると、

ついつい順番がひっくり返る。そして、今度は予算を付けた後の次の問題は、その予

算を確実に執行するということ。それを怠ると、予算を付けたのに使わないのだった

ら、それでは優先順位を変えて次年度は削りますということですから、まずは今申し

上げたように予算を確保するということ、取った予算を確実に執行して成果を出すと

いうことです。大綱を作るときとは逆の手順で物事を進めるということを、これから

やり続けないと、この大綱が実現しません。そのような関係にあるのではないかと思

っていますので、引き続き、毎年秋に定期的に開催するこの会議などでのチェックの

ときに、進捗状況を皆さんでしっかりと管理していただくということが、重要なので

はないかと思っています。 
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 私から申し上げましたけれども、それぞれの委員の皆さんから、大綱について、今

後に期待することや、自分の思いを言っていただければと思います。いかがでしょう

か。 

 

＜鈴木委員＞ 

 もう１年ぐらいになるかと思うのですけれども、総合教育会議において議論を重ね

ていくうちに、私自身は、市長が教育に対して大変情熱や思いを持っていただいてい

るということが分かりまして、それがお聞きできたということが大変ありがたいこと

だと思いました。また、私達が考えていることや意見なども真摯に耳を傾けて聴いて

くださいまして、市全体として教育を今後進めていくのだということを強く思いまし

た。先程もおっしゃられましたように、教育大綱に書かれたことをどう実現していく

かということが、今後の課題になると思うのですけれども、広島市が市民にとって住

みよい街であり、子育てがしやすい街だと見えるようになるように、工夫とかをこれ

から重ねていって、実現を一つずつしていきたいと思いました。大変分かりやすい教

育大綱ですので、実現が進むように今後努力を進めていきたいと思いました。どうも

ありがとうございました。 

 

＜藤本委員＞  

 大綱の策定が、このように市長の御名前でこういったものが作られると、非常に意

義が大きいものと理解しております。期待することは３点あるのですけれども、まず

第１点は、先日、猿人類関係の研究者の先生の話を伺った際に、人というのは、思春

期になるまで脳が発達すると。非常に長い成熟期間を有している生物なので、生物学

上、みんなで子育てをするということが予定されている生物なのだという話を聞きま

して、正にこのように社会全体で子育て・教育をするという宣言をできたということ

は、とてもよいことだと思うのが、まず１点目です。 

 ２点目として、これが一番大きいのですが、このように本市全体で、そういった教

育・子育てに取り組むということを宣言されたことによって、他の部局との連携とい

うものが、今後ますますできるようになるのではないかということです。もちろん教

育委員会が主な教育分野での行政の担い手ではございますが、ここにも出てきており

ますけれども、学力等の背後にある貧困問題ですとか、虐待の問題ですとか、そうい

ったことについては、市の中でも、こども未来局であるとか、健康福祉局であるとか、

そういったような他の部局との連携をきちんと取りながら進めていくということが

非常に必要であり、今後進めていくべきことであろうと思います。福祉の分野では、

今、多機関連携というのが非常に言われていまして、司法の分野でもそうなのですけ

れども、この度、広島高等検察庁に、四国から虐待問題についての多機関連携をされ

てきた実績のある方が来られたということもあって、来年の１月に広島でも、検察庁、

医師会、弁護士会、あるいは児童相談所といったような多機関が連携していく会議を

スタートしていく予定です。そういったように、機関同士の連携も必要ですし、機関

の中でも他の部局との連携というのは、非常に重要だと思います。教育委員会でも、

現在、少年サポートセンターというものが設置されて、警察と教育委員会との連携で
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もって、いろいろな課題のあるお子さん達に対するサポートということをしていく中

で、同じ部屋の中に警察の方と教育行政の職員がいるということで、非常に実効性を

上げていると聞いています。教育委員会だけでなく、こういった全市的な取組という

ことの動きの中で、そういったことが今後ますますできていけるといいなと思います。 

 ３点目ですけれども、１点目とも繋がるのですが、先程、市長も予算の話をされま

したけれども、教育に予算をかけるということが非常に重要であり、必要であり、ま

た、よいことなのだということを、社会の多くの市民の方に理解していただきたいし、

いただけるようになるのではないかという期待を持っております。いろんな統計があ

りますけれども、日本は、ＯＥＣＤ加盟国の中でも教育にかける予算の割合というの

がずっと最下位でいるという現状もございます。対経済効果ということも言われます

けれども、長い目で見て、全体的に考えていただきたいということもございます。例

えば、今年広島カープが優勝して、非常に市民は盛り上がって幸福感を味わった訳で

すけれども、今年カープが強かった原動力というのは、私の個人的な考えですけれど

も、原爆被害からの復興という使命を持ったチームなのだということをチーム全体が

持った中で、そういった強さが出たのではないかと思っています。経済からとても離

れた「平和」というように思われがちですけれども、そういったものが非常に大きな

力を生み出して、経済効果も生み出していくということはあるのではないかと思って

います。具体的なことで言いますと、先程の検察庁の話ですと、今年度から検察庁も

再犯防止という点に非常に力点を置いていまして、再犯防止室というのを設置されて、

そこにソーシャルワーカーの方を雇用しているという状況がございます。先日、その

ソーシャルワーカーの方とお話をしたのですけれども、非常にニーズが高いと。検察

庁の方もますます増やしていかないといけないのではないかと言われていますけれ

ど、そのソーシャルワーカーの方がおっしゃるには、ソーシャルワークのできるケア

というものを、幼児期や学童期といった段階から、きちんと配置をしてケアをしてい

れば、大人になってまでこういうものはいらないと。だから、そういったところでき

ちんとお金をかけて、そういった手厚いケアができれば、そういった再犯防止のため

の手立ても必要なくなってくるわけであるし、大人になっての手立て・事が起こって

からの対応というのは、予防に比べると非常に手間もお金もかかるという中で、子ど

も達の段階でもっとこういった手厚いケアをしていくことが必要ではないかという

話がありましたので、そのあたりを是非御理解・御支援をお願いできればということ

でございます。ありがとうございました。 

 

＜井内委員長＞ 

 広島市の教育大綱が、松井市長を始めとして、一人一人の委員の皆さんの思いが凝

集されたような形で出来たということで、大変嬉しく思います。スタートするときに、

他都市の大綱も少し参考に見せていただきましたけれど、ずっと出来がいいと思って

おります。多少自画自賛になりますが。よく出来ていると思った理由は、具体的な施

策のところに皆さんのアイデアがかなり詰まっており、もう既にスタートしているこ

とも沢山あります。例えば、「チーム学校」もそうですし、多様なニーズに応えると

いうのは、「新しいタイプの高校」もそうですし、公立・私立の問題はまだ手付かず
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かもしれませんが、「ハイスクールビジョン」の形で新しい高校のあるべき姿という

のも、もう既に着手されています。ここに書かれていることは、やってこそ意味があ

るので、文章だけ作って満足する訳にはいきません。大綱の期間が５年間ということ

で短いのですが、できればこの中のいくつかでも実現をしながら、積み残しの部分を

次の５年へと計画をつないでいって、あるスパンの後には「素晴らしい教育というの

が広島で行われている」と、「模範とすべきである」と言われるような形にもってい

ければ、我々が一石を投じた意味というのが将来的にわたって出てくる。そのような

大綱でありたいと思います。そうするために我々も努力するということが大切だと、

今しみじみ感じております。以上でございます。 

 

＜溝部委員＞ 

 感想と感謝を申し述べたいと思います。少し重なる点もあるかもしれませんけれど

も。私は、現在もですが、長い間教育現場に携わっております。その中で、広島市を

元気にして活性化するのは、人材育成以外にないとずっと信じております。教育とい

うのは、未来への投資そのものなので、先程、市長の方から予算措置という話が出ま

したけれども、教育のところにしっかりと資源を注いでいただきたいということを、

ここで申し上げたいと思います。国の教育振興基本計画を参酌しながら大綱を作るよ

うになっておりまして、この度、立派な大綱が策定される運びとなったと思います。

これからは、この大綱が示すように、長期的・短期的なものを見通して、広島市の保

育・子育てから教育まで一貫して、教育の質がきっと高まっていくだろうと信じてい

ます。教育現場が、昨今、とても苦しい状況にあると思っています。教育現場に身を

置く先生方が、心置きなく、苦しむことなく、全力をもって子ども達を育てることが

できるように、なんとしてでもしてあげたいと願っているところです。私自身も頑張

りたいと思います。 

 子ども達が、現在、いろんな社会状況の中で夢を妨げられることもあるのですが、

自分の夢を妨げられることなく、夢に向かって進むことができるような、一層の教育

環境の整備を是非行っていきたいと思います。 

 最後になりましたけれども、「国際平和文化都市」広島市の教育大綱が価値あるも

のになるといいなと願いながら、その役割の一端を努めさせていただきました。大変

光栄に存じております。今後は、この教育大綱が、先程からもありましたけれども、

実効性のあるものにならなければ意味がないので、実効性のあるものとしてますます

機能していき、多くの市民の方々や他の都市の方々に評価していただけることを願っ

ております。ありがとうございました。 

 

＜栗栖委員＞ 

 私は、広島市の教育の方向性、広島らしい教育ということで、これまで取り組まれ

たことに関しては、ずっと評価をしてまいりました。今回の大綱の策定にあたってい

ろいろ議論させていただいた時代背景は、大きく変わってきておりますが、その時代

背景等のことも、ちゃんと「はじめに」という形できちんと整理されています。先程、

市長がおっしゃいましたように、中身をさっと読むだけではなくて、中身もきちんと
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考えた上での「はじめに」なのだということも、しっかりとＰＲしていく必要がある

と考えます。さらに、これまでの「広島市の目指す教育の方向性」や「教育方針」を

きちんと確認した上で、「重点的な取組」という構成になっているということに関し

まして、大変満足をしているところでございます。先程から皆さんがおっしゃってお

られるように、重要なのはこれからでございます。予算の問題もありますけれども、

逆に今度は、我々教育委員会側がこの大綱をベースに、ここに書いてある点について

は、市長や市長部局の皆さんも同一認識をされていると思いますので、課題に対して、

具体的なアクションプランをきちんと立てて、それを大綱どおり実現することが大切

だと思います。そこをきちんとやることによって、ＰＤＣＡをまわすことによって、

また、市民の皆さんにＰＲすることによって、逆に予算もつきやすくなるのではない

かと考えております。その点は、教育委員として、しっかりと対応させていただきた

いと思っております。 

 さらにもう一つは、学校現場で学校の先生が、いろいろと大変苦労されていると思

います。せっかくこの大綱を作った訳なので、大綱を学校の先生にもきちんと丁寧に

趣旨などを説明し、学校の先生のモチベーションを高めていく必要があると考えてお

ります。そうすることによって、大綱には、いくつも出ています「一人一人」とか、

「夢や希望に向かって挑戦する」というような子ども達に関するキーワードがありま

すが、そういったことの実現に向けて、学校と家庭と地域が連携して、より素晴らし

い教育をすることが、ひいては広島市の魅力に繋がると思います。一教育委員として

今後ベストを尽くしていきたいと考えておりますので、引き続きよろしくお願いしま

す。 

 

＜尾形委員＞ 

 この日を迎えられて、嬉しく思っております。私は３つほど、感想と今後への決意

と言いますか、思いを申し上げたいと思います。 

 １つは、広島ならではの教育大綱が出来たと思っております。教育の理念・方向性

と、それを実現するための方針と、重点的な取組が体系化された分かりやすい大綱に

なったと思います。これまで本市が頑張って進めてきた教育の継続性がきちんと担保

されて、それをさらに充実・発展させていくということで、市長が書かれた「はじめ

に」のところにありますように、教育大綱への宣言、教育宣言と言いますか、それが

なされていて、力強い思いがいたしております。そういった意味で、もう一度、さら

にじっくりと大綱を私なりにしっかりと読み返していきたいと思います。 

 ２つ目は、去年から７回にわたって、市長と、私を含めて６人の教育委員が同じ場

で協議を重ねることができた過程で、本市が目指す教育の方向性とか、重点として取

り組むべきものとか、それからお互いの教育に対する考え方や理解が深まったと言い

ますか、理解し合えたのではないかということが、非常に有意義で、本当にここまで

やってきてよかったと実感しております。 

 最後に３点目は、これから、いよいよこれを進めて、実行に移していくということ

で、力を注いでいかないといけないと思っているのですが、この３つの「重点的な取

組」が１つの指針としてきちんと示されているので、その指針に基づいて、まず１つ
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は、これまで進めてきた具体的な多くの取組を見直して、一層強化していくと。それ

と２つ目は、委員長からありましたけれども、これは平成 28 年度からが期間です。

そういう中で、既に、指針や取組のテーマに沿った方向性で進められている計画中の

ものが、「新しいタイプの高校」もそうですし、「ハイスクールビジョン」もあります

し、計画中のものもあります。これを実現へ向けて、全力を注いでいきたい。最後に、

中・長期的な展望に立って、これから新たな計画づくりに着手していかなければなら

ないものがあります。それについては、もう少し時間がかかるということはあります

けれども、それについてもスタートをしっかりと切っていきたいと思います。これか

らもしっかりと、本市ならではの、広島らしい、更なる教育の充実に向けて取り組ん

でいきたいと思っております。そういった意味で、また、市長の御支援もよろしくお

願いしたいと思います。ありがとうございました。 

 

＜市長＞  

 ありがとうございました。７回も議論させていただいて、各委員の皆さんの満足度

も高まったということで、私自身非常に感激しています。教育問題について、自分の

一生の中でこれほど関与できる立場になると思っていませんでした。せいぜい自分自

身の教育と、自分の子ども達とか、孫とか、直系のことだけと思っていたのですけれ

ども、一般化するチャンスが巡ってこようとは。法律のお陰で、首長の立場で教育委

員会とちゃんと話をするようにという法律の枠組みが出来たことにあやかって、こう

いう話ができました。自分自身、行政マンとしてずっと仕事をしてきて、30 年から

40 年近く経ちますけれども、役所に入って仕事をし始めた頃は、まだまだ世の中全

体が成長期の片鱗があって、いろんな施策がポイント、ポイントで、ある意味、事後

的に救済するという仕事をどうやっていくかという発想でいろんなことをやって、そ

して組織を細分化して、専門家をつくって対処療法で政策を立てて、世の中に訴えて

支持を取り付けるという仕事が相当部分ありました。ところが、成熟社会だと言われ

始めた頃から、問題事象を予防する対策の方にシフトしないと、予算がかかってしょ

うがないと。そして、そこでは費用対効果がすぐ出るけれども、もっと事前のところ

でやらないと、いくらでも問題ごとに分析していくときりがないという感じが出てき

たのです。そこから、専門家をつくっていたのを横に通して、専門家同士を繋げて、

事前の対策を講じさせると。それが大変だということなので、それを切り替えるのが

なかなか出来ないのです。つまり、専門家をつくるのは楽なのです。「これを一生懸

命やれ」と。「任せる」と。けれども、事前に予防しようとすると、予見する措置を、

専門家同士が議論して仮想空間で対策を立てないといけません。それは人間はあまり

得意ではないのです。だけれども、それをやらないと、起こってから手当てをすると

いうのが、いかにコスト高というのが分かってきました。これは、とりわけ医療分野

で出てきたのです。医療保険制度の崩壊です。治療行為を一生懸命にやって治すけれ

ども、予防措置はということで仕掛けたのが、健診とか、先生方も検査をするように

しましょうと。予防注射をしっかりやりましょうと。これが、福祉や、いろんなハー

ドではないソフトの行政分野で起こっているのですけれども、なかなかできない。な

ぜかというと、元々役所が縦割りでして、横串がないのです。各専門分野を作ってど
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んどんやって行こうと。それに気づいた方々が組織の中にいて、「これをやるのに組

織内統合をしようではないか」と、いわゆる他所の機関と連携してやろうということ

が大分言われるようになってきて、移ってきていると思っているのです。だけれど、

これは言うは易く行うは難し。けれども、これをやりきらないと非常にロスが大きい

という時代になっています。完璧にはいきません。それをやりながら専門分野を広げ

なければいけない訳ですから。その問題意識がしっかりと今回できて、その間を縫っ

ていくということを易しい言葉で言えたというのが、私の最大の感激なのです。この

ようなことを言えるテキストができたということ。 

 あとは、これは幹部会でも言ったのですけれども、広島の平和ということと、教育

をとても大事にしたいということがあります。最近、これは自分の思っていることと

一緒だと思ったのが、戦争というのは人間の共感能力が暴発したからだと、京都大学

長の山極先生が言われており、そういうことかと分かりました。共感能力というのは、

お互いに人間としての個人が一緒になろうという感情だという単純なものなのです

けれども、それが芽生えたのが、７万年前に人間が言葉を使うようになって、共同生

活をする上で意思の疎通を図らなければならなくなった。これは、共感をするための

ツールなのですけれども、これが暴発するということはどういうことかと言うと、価

値観を共有するツールを使って、敵を作ると。「あいつは自分の敵だ」と言って、共

通観念を作り始めるということで暴発すると。みんな味方だとしか言葉が使えなかっ

たら暴発はないのですけれども、敵だという概念をインプットしてできるようになっ

たということが一つ。それから、１万２千年前ぐらいになると、人間が農耕を始め、

単に自然に実った物を食べるだけではなくて、手をかけて自分達のテリトリーで食材

を供給しようとなったときに、テリトリーを構える。そして、自分達のグループの食

糧の供給源が向こうもだと。そこに敵という概念が被ってきて、みんなが協働すると

言うのだけれども、グループ化を図るようになってしまって、溝ができてしまった。

それが行き過ぎて、人間が殺し合いをし始めたというのが、どうも１万年前くらいか

らで、７万年前に言葉を覚えて、１万２千年ぐらいのところで農耕文化を入れて、そ

して殺し合いを始めるのが１万年前くらいから。そして、さらにそれを強固にするた

めに、現在自分が生きている、見ている実感ではなくて、過去に、死者の御先祖が「あ

いつは敵だ」と言っていたと。「恨んでいる」と。「この恨みを引き継がないでか」と

言って、これは血がつながった我が血族だから、御先祖様の言い分を大事にして、過

去に拘って、あいつに謝らせるとか、やっつけるということで固まった。その３つが

合わさって共感が暴発したら戦争になると言われたのです。ああそうかと。 

 教育というのは、今言った要素を全部使いながら、個人と個人が相手を知って、そ

ういうものではないのですよと。国境とか、人種とかを作って違うのではなくて、市

民同士が、直接言葉を通じて話をして、物を一緒に食べて、楽しんで、そして過去の

人も、よく見ると自分達の先祖は一緒ではないかと。人類は皆兄弟だと。敵ではない

のだと。そういう情報の転換を一個一個やっていって、丁寧に市民社会を構成すると

いうことをやり続けることで、暴発を抑制する。暴発させるのではなくて、暴発をコ

ントロールするということらしいと。そこで広島がやっていることは、平和首長会議

で市民ベースでやると。核をなくしましょうということにぴったりだと。これをベー
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スにしながら、教育の中でも、そういうエッセンスを溶き込んでいけば、素晴らしい

教育になるのではないかと思ったりもしたのです。理想です。その理想像を持ってお

かないと、何もできない訳です。だから、理想と現実のギャップがあるのは分かって

いますけれども、理想の世界を学習した知恵を使って、御一人御一人がきちんと持つ

ということができる広島にできたらなと思っております。 

 いずれにしても、ありがとうございました。時間もないので、進行を事務局に返し

ます。 

 

＜事務局（企画調整課長）＞ 

 たくさんの御意見をありがとうございました。次回の総合教育会議の開催につきま

しては、改めて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、これで閉会いたします。ありがとうございました。 


