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平成 29年度第 1回広島市総合教育会議 議事録 

 

1 日時 

  平成 29年 11月 7日(火) 午前 10時 30分～午後 0時 6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：糸山教育長、井内委員、溝部委員、栗栖委員、鈴木委員、秋田委員 

4 事務局等出席者 

 企画総務局長、企画調整部長、政策企画課長 

 教育次長、青少年育成部長、学校教育部長、教育センター所長、教育企画課長、指

導第一課長、指導第二課長、生徒指導課長 

 生涯学習課長、地域福祉課長、地域福祉課保護担当課長、保育企画課長、こども・

家庭支援課長 

5 傍聴者等 

 ⑴ 傍 聴 者 0人 

 ⑵ 報道関係 2社 

6 議題（全て公開） 

 ⑴ 教育大綱に基づく教育施策について 

 ⑵ その他 

7 議事の大要 

＜政策企画課長＞ 

 それではただいまから、広島市総合教育会議を開催します。 

 本日は、本会議の構成員であります市長、教育長及び教育委員の皆様に加え、市長

事務部局及び教育委員会事務局の職員も出席しておりますが、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＞ 

 おはようございます。お忙しい中、出席いただきましてありがとうございます。 

 広島の子どもたちが「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て、この総合教育会議があ

るわけですけれども、皆さんと率直な意見交換をすることで、昨年の 12 月に教育大

綱を作るという一定の成果を出しております。そういった流れの中で、今日は改めて

意見交換などをして、教育の施策の方向性を共有したいと思っていますので、よろし
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くお願いいたします。 

 まず、議事に入るのに当たりまして、教育大綱に基づく教育施策について、今の主

な取組状況を整理していますので、事務局からの説明をまず聞いていただきたいと思

います。よろしくお願いします。 

 

＜教育企画課長＞ 

 「広島市教育大綱に基づく主な教育施策」の取組状況等について御説明させていた

だきます。御手元の資料 1を御覧ください。教育大綱に掲げる 3つの重点的な取組に

つきまして、関連する主な施策と、現時点での主な取組等についてまとめております。 

 まず、重点的な取組の「⑴ 『ひろしま型チーム学校』の構築」についてですが、

関連する主な施策として掲げる、「学校の運営体制の強化」では、非常勤講師を配置

して主幹教諭の授業時間数の削減を図り、保護者対応や人材育成等に関わる時間を確

保しています。また、特別な支援を要する児童生徒の実態把握や校内支援体制の充実

を図るため、特別支援教育コーディネーターを指定校 10 校に配置し、実践研究を行

っています。さらに、生徒指導上の課題解決に向けた体制強化のため、スクールカウ

ンセラー等の専門家と連携し、個に応じたきめ細かな指導ができるよう体制構築を進

めています。なお、平成 29年 7月 24日に発生いたしました市立中学校の生徒の死亡

事案につきましては、現在、広島市いじめ防止対策推進審議会で調査審議中でござい

ます。次の「地域ぐるみの教育の推進」では、まちぐるみ「教育の絆」プロジェクト

の実施校を 24 校に拡大し、放課後学習支援等を実施しているほか、部活動の活性化

を図るため、専門的な技術や指導力を持つ地域人材等を 1校あたり年間 104時間招聘

する予定です。 

 続きまして、「⑵ 意欲ある全ての者への学習機会の確保」についてですが、「義務

教育段階の基礎学力の向上」では、児童生徒一人一人の課題に応じたきめ細かな指導

や学力補充などを、少人数学級や少人数指導、夏季休業中の補充学習等により計画的

に行っています。また、学習指導要領の改訂の趣旨を踏まえ、授業改善に係る推進校

等を指定し、その成果を全校に普及する等の取組を行っています。次の「地域ぐるみ

の教育の推進」は、再掲となりますが、まちぐるみ「教育の絆」プロジェクトで実施

している放課後学習会の 1 校あたりの平均実施日数は、今年度は 77 日となる見込み

です。「就学援助等」につきましては、小・中学校への新入学に係る学用品等の支給

額を昨年度までの約 2倍に引き上げ、保護者負担の軽減を図っています。 

 続きまして、「⑶ 公立・私立間の役割分担」についてですが、「公立、私立等の連

携の推進」としまして、幼児教育につきましては、本市全体の幼児教育・保育の質の

向上を図るため、幼児教育アドバイザーの幼稚園・保育園等への派遣、合同の新規採

用者研修、公立・私立、幼稚園・保育園間で研修への相互乗り入れ等を行っています。

また、高等学校につきましては、市域の周辺部を含む県立・市立・私立学校の設置主

体が、公立・私立間の機能分担について幅広く議論する場の設定に向け、現在、県教

育委員会と調整を進めているところです。説明は以上でございます。 
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＜市長＞ 

 どうもありがとうございました。これはある意味、大綱に基づく施策の全体の整理

表ですけれども、今日は時間の都合もあるということなので、事前に皆さんから伺っ

た意見を踏まえまして、とりわけ「学力の向上」という視点。そして、その中で「ひ

ろしま型チーム学校」がうまく機能するための課題等に絞って議論をしてはと思いま

す。その際、全体の学力向上ということを見たときに、放課後の学習支援の在り方も

関連すると思いますので、その辺りも含めて議論をいただければと思います。そのた

めに、「ひろしま型チーム学校」の全体像と併せまして、現状の認識として、「学力」

それから「放課後の学習支援」がどういう状況にあるか、事例も交えて説明を受けま

して、それから議論をしたいと思います。事務局の方から、学力、放課後の学習支援

の現状等に関して説明をお願いします。 

 

＜教育企画課長＞ 

 御手元にお配りしております資料 2から資料 5までを一括で説明させていただきま

す。それでは、まず資料 2「『ひろしま型チーム学校』の体制に係るイメージ図」を

御覧ください。広島市教育大綱におきましては、「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』を構築する」と明記されております。この資料 2は、そのイメー

ジを図式化するとともに、「ひろしま型チーム学校」を構成する学校内外の主な人材

とその役割等を示したものでございます。なお、学校内に配置されているスタッフや

地域ぐるみの取組及びそれに関わる団体や人材等は、学校によって多少異なっており、

ここにお示しする内容は例示の一つであることを御承知おきいただければと思いま

す。 

 「ひろしま型チーム学校」でございますが、校長・園長の OB のほか、自治会や公

民館の関係者など地域の代表、PTA関係者など保護者の代表等により構成される学校

協力者会議により、子どもの学びを支えるため、子どもの実態や地域の特色を踏まえ

て、家庭や地域との連携・協働体制を構築し、各種取組を推進しています。その中核

となりますのは、図の真ん中に網掛けで示しますとおり「学校」でございます。その

学校には、学校教育法等に基づき配置している教職員以外にも、様々なスタッフを配

置しています。具体的には、学校の枠内の左側に専門スタッフとしてお示しする、特

別支援学級指導員、専門家チーム委員、スクールカウンセラー、スクールソーシャル

ワーカー、学校経営アドバイザー、生徒指導アドバイザーなど、そして右側にサポー

トスタッフとしてお示ししております、特別支援教育アシスタント、生徒指導支援員、

スクールサポーター、ふれあいひろば推進員、部活動指導者などでございます。 

 そして、学校の枠の回りにお示ししておりますのが、様々な観点から学校と連携・

協働し、学校を支える地域ぐるみの取組と、それに関わる団体や人材です。例えば、

左側の方にお示しいたします「家庭支援や子どもの居場所づくり」という観点では、

児童館・放課後児童クラブ、公民館、図書館、民生委員・児童委員、家庭相談員、ケ

ースワーカーなど、そして、その下にあります「地域での体験活動等」という観点で

は、子ども会、町内会、企業・団体、地域人材などでございます。また、右側の方を
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御覧いただきますと、「学校教育活動への支援」では、PTA、大学等、地域人材など、

そして、その下の「子どもの見守り活動」では、学校安全ガードボランティア、町内

会、青少年健全育成連絡協議会、PTAなどとなっております。 

 さらに、図の下の方に二重線で囲んでお示ししておりますが、「基礎学力定着のた

めの学習支援」という観点では、学校における学習支援も放課後等に実施しておりま

すが、地域におきましても、例えば、支援が必要な家庭向けの事業といたしまして「ひ

とり親家庭学習支援事業」、「生活困窮世帯学習支援事業」、また、先ほど資料 1 でも

御説明いたしました「まちぐるみ『教育の絆』プロジェクトにおける学習支援」が実

施されており、それぞれコーディネーターや学習支援員、ボランティアなどの人材が

関わっております。 

 ここで、これらの学習支援につきまして、資料 3「広島市における放課後等の学習

支援に係る事業」により、補足説明させていただきます。表の左側の「ひとり親家庭

学習支援事業」と真ん中の「生活困窮世帯学習支援事業」は、こども未来局、健康福

祉局がそれぞれ所管しておりますが、同じ目的の下で共同実施しております。対象は、

ひとり親家庭あるいは生活保護受給世帯などの小学校 4年生から中学校 3年生までで、

昨年度末実績では、「ひとり親家庭学習支援事業」は利用者数 70 人、「生活困窮世帯

学習支援事業」は登録者数 115人でございます。実施方法は、民間事業者に委託して

実施している集合型と、直営で実施しているマンツーマン型がございます。また、実

施場所は、集合型は市内で 9か所、マンツーマン型は市内で 1か所のみとなっており

ます。その他、実施日時、平成 29年度予算は表にお示しするとおりでございますが、

予算につきましては人数按分で執行をしております。続いて、表の右側にお示しいた

します「まちぐるみ『教育の絆』プロジェクトにおける学習支援」でございます。こ

れは、所管は教育委員会でありまして、対象は、家庭状況等に関係なく、参加を希望

する中学校 1 年生から 3 年生としています。昨年度は、16 校で 860 回実施し、延べ

15,760 人が参加をいたしました。実施方法ですが、各学校に設置されております学

校協力者会議に委託しています。実施場所は学校でございます。また、実施日時、平

成 29 年度予算はお示しするとおりです。放課後の学習支援の具体的な実施状況等に

つきましては、後ほど資料 5でも御説明をさせていただきます。資料 2、資料 3の説

明は、以上でございます。 

  

＜指導第二課長＞ 

 続きまして、学力の状況につきまして説明をさせていただきます。資料 4「学力調

査等の結果について」を御覧ください。この資料は、4月に実施されました「全国学

力・学習状況調査」と 6月に実施されました広島県の「『基礎・基本』定着状況調査」

の結果について整理をしたものでございます。 

 まず、「全国学力・学習状況調査」についてでございますが、調査の目的や実施期

日等については、記載のとおりでございます。本市の結果について、御説明をいたし

ます。小学校につきましては、国語、算数ともに、基礎的・基本的な内容を問うＡ問

題と、活用力について問うＢ問題の両問題とも、国の平均正答率を超えていますが、

中学校につきましては、国語、数学ともに、Ａ問題、Ｂ問題の両問題で、国の平均正
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答率をわずかに下回っている状況となっております。また、県との比較については、

小・中学校ともに、県平均を下回っている状況となりました。 

 2ページを御覧ください。こちらのグラフは、中学校調査における広島市全生徒の

正答数の分布を示したものです。棒グラフが広島市全生徒の正答率、広島県が三角の

折れ線グラフ、全国がひし形の折れ線グラフで示しております。国語Ａ、数学Ａとも

に、右寄りの山型の分布の形状となっていますが、数学Ａの方が国語Ａより緩やかな

形となっております。国語Ａ、数学Ａの正答数の分布は、国、県においても似た傾向

を示しております。平均正答率 30％未満の広島市の生徒の割合についてでございま

すが、グラフの左側、国語Ａで全体の 1.8％にあたる 167人が 30％未満の生徒となっ

ております。続いて、数学Ａにおきましては、全体の 10.6％にあたる 974 人となっ

ております。 

 次に、3ページを御覧ください。児童生徒に対する質問紙調査のうち、学習の状況

について表しており、肯定的な回答をした児童生徒の割合を、国、県、市に分けて示

しております。1段目の「学習意欲」については、小学校では「国語、算数の勉強が

好き」と思っている児童の割合が、全国平均を下回っておりますが、一方で、先ほど

お示しいたしましたように、国語、算数の平均正答率については、逆に上回った状況

となっております。中学校においては、「国語、数学の勉強が好き」と思っている生

徒の割合が、いずれも全国平均を上回っておりますけれども、平均正答率については

下回っている状況となりました。2段目の「自尊意識」についてでございますが、「自

分にはよいところがある」、「人の役に立つ人間になりたい」と思っている児童生徒の

割合は、小・中学校ともに全国平均を上回りました。3段目の「学習習慣」について

でございますが、学校の授業時間以外の普段（月～金曜日）の 1日あたりの勉強時間

が、30 分以上の児童生徒の割合が、小学校では全国平均を上回っておりますが、中

学校においては全国平均を下回り、学力の状況と同じ傾向となっております。また、

学校の授業時間以外に、普段（月～金曜日）読書をしていると回答した児童生徒の割

合は、小・中学校とも全国平均と同等か上回った状況となりました。 

 続いて、「『基礎・基本』定着状況調査」について御報告をいたします。4ページを

御覧ください。調査の目的や実施期日等については、記載のとおりです。小学校にお

きましては、国語、算数、理科において、また、中学校においては、国語、数学、理

科、英語において、基礎的・基本的な内容を問う「タイプⅠ」と活用力について問う

「タイプⅡ」共に、広島県の平均通過率を下回る結果となりました。 

 5ページを御覧ください。中学校タイプⅠにおける 30％未満生徒の割合の学校数分

布について表したものです。まず、一番上段の「国語」についてでございますが、通

過率が 30％未満の生徒の割合が 10％以上いる学校が、7 校となっております。続い

て中段の「数学」におきましては、通過率が 30％未満の生徒の割合が 15％以上いる

学校が、14校となっております。「英語」につきましては、30％未満の生徒の割合が

10％以上の学校は、9校となりました。 

 次に、6ページを御覧ください。中学校タイプⅠにおける各校の平均通過率と市平

均通過率との差について表したものです。各グラフに、縦の点線で示したところがご

ざいますが、こちらの縦線で示したところが市の平均通過率となっております。市平
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均通過率を下回った学校数は、国語で 34校、全体の 53.1％、数学におきましても 34

校、53.1％、英語は 37 校、57.8％となっております。また、本市平均通過率より 5

ポイント以上下回っている学校につきましては、国語においては 10 校で全体の

15.6％、数学におきましては 16校で全体の 25.0％、英語におきましては 17校、26.6％

でございまして、その中で、先ほど、資料 5 で御説明をいたしました通過率 30％未

満の生徒の割合が多い学校が、その多数を占めている状況にございます。今後は、本

市平均通過率との差が大きい学校について、集中的に学力向上に努めていく必要があ

ると考えているところでございます。資料 4の説明は以上でございます。 

 

＜教育企画課長＞ 

 続きまして、資料 5「中学校における放課後等の学習支援の事例」を御説明させて

いただきます。この資料は、基礎学力定着のための学習支援に係るチーム学校の姿を

具体的に表したもので、学習支援の場と、それに関わる現場の声などを整理したもの

でございます。なお、ここにお示しいたしますのは、事例の一つであることを御承知

おきください。 

 図の左側を御覧いただきますと、フロー図でお示しいたしますように、教員やスク

ールカウンセラー、また、教育の絆プロジェクトのコーディネーターなど、「ひろし

ま型チーム学校」の様々なメンバーが、それぞれの立場で子どもや保護者に働きかけ

を行うことで、希望する生徒が放課後の学習支援に参加をしています。その学習支援

の場として、三つ取り上げております。 

 まず一つ目ですが、一番上の「放課後等の学習支援」を御覧ください。これは学校

が運営するもので、指導者は教員、実施場所は学校です。実施日等は、学校の実態に

応じて設定し、宿題や参加者各自が希望する学習などを行っております。これについ

ての現場の声でございますが、ある中学校校長からの聞き取りによりますと、「生徒

会役員も参加の呼び掛けを行うなど、自発的な活動になりつつある」、「2/3の子ども

が参加する学級もあるなど、ニーズが高い」、「定期テスト前には多くの生徒が出席し、

教え合う姿も見られる」といった成果とともに、「希望者が対象であり、参加しやす

い反面、参加してほしい生徒は来ない」、「一方で、学力補充を前面に出すと、低学力

のレッテル貼りにつながる心配がある」、「参加を促したい生徒について、保護者にも

連絡するなど働き掛けを行っているが、参加に至らない事例も多い」、「部活動のない

日に実施しているが、教員の負担軽減の観点から、実施方法を工夫する必要がある」

などの課題が挙げられました。 

 続いて、真ん中、二つ目の「まちぐるみ『教育の絆』プロジェクトによる学習支援」

でございます。運営は学校協力者会議で、実施におきましては、学校が選任いたしま

したコーディネーターが、学校や学習支援者との連絡調整を行っております。指導者

である学習支援者は、大学生や定年退職者などの有償ボランティアです。実施場所は

学校で、実施日等は学校の実態に応じて設定し、宿題、参加者が希望する学習などを

行っています。実施している校長からは、「自尊感情の向上を重視した結果、リピー

ターが増加した」、「経済的理由で塾に行けない子どもから『開講日を増やしてほしい』

などの声も上がっている」といった成果とともに、「参加してほしい生徒は来ない」、



7 

「学力向上の観点からは、生徒の学習の状況等をボランティアである学習支援者に伝

える必要があるが、守秘義務の関係で困難」、「コーディネーターが、学校との連絡調

整、学習支援者の日程調整等の役割を担っているが、多忙なため、主幹教諭が肩代わ

りすることも多い」、「学習支援者の半数以上は大学生で、学業との両立に加え、報酬

の低さや交通費が支給されない等の理由から確保が難しくなっている」、「学校が運営

する『放課後等の学習支援』との棲分けも含め、学力向上につながり、かつ教員の負

担軽減に資する方法を模索する必要がある」、「スクールソーシャルワーカー等は問題

行動対応等で手一杯。こうした取組へのつなぎ役としても機能できる体制づくりが必

要」との課題が挙げられました。併せて、別の学校ではございますが、あるコーディ

ネーターの意見といたしまして、「生徒にとって居心地のよい場所となっているが、

生徒の学習や生活の状況について、学校との情報共有が大切だが、教員も忙しいため、

そうした場が持ちにくい」との声も聞いています。 

 最後に、「生活困窮世帯学習支援事業」でございます。指導者は、学習支援員 2 人

と支援ボランティアで、市内 1カ所で、木曜日と土曜日に宿題や希望する学習等を行

っています。学習支援員からの聞き取りによりますと、「継続して参加する子どもは

学力が定着してきている」、「不登校傾向の子どもが登校できるようになった事例があ

る」、「学校や家庭での悩みを相談できる居場所となっている」という成果と、「自由

参加であるため、参加登録者のうち半数以上が不参加」、「マンツーマンで支援を行う

ことにしているが、子どもと支援ボランティアの相性もあり、マッチングが難しい」、

「ケースワーカー等が参加を呼びかけているが、子どもの学力に関心が低い保護者も

多く苦慮している」という課題が挙げられております。資料 5の説明は以上でござい

ます。 

 なお、参考資料といたしまして、「意欲のある全ての者への学習機会の確保につい

て」をお配りさせていただきました。これは、この 7月に開催されました「指定都市

市長会議 社会保障・文化・教育部会」の資料を一部引用・改変したものでございま

す。基礎学力の定着等の観点から、今後必要と思われる施策について体系化してお示

ししたものです。「ひろしま型チーム学校」や放課後等の学習支援に関連する部分も

ございますので、適宜御参照ください。資料の説明につきましては、以上でございま

す。 

 

＜市長＞ 

 どうもありがとうございました。今の説明を全部頭に入れて議論ということですけ

れども、進行役の私自身でも必ずしも整理しきれていないのですけれども、この「ひ

ろしま型のチーム学校」というものを広い範囲で体系化した施策体系と思っていただ

いていいのですけれども、その中で、子どもたちの学力というものを引き上げるとい

う面でどれほど機能しているか、効果を挙げているか、という切り口で見てみましょ

うというくらいのつもりでの資料提供だと思っていただきたいと思います。それが資

料 4であります。学習状況の全国的な調査結果を見て、県の状況、本市の状況、そし

て子どもたちの内面の意図と学力調査の結果の状況。それともう一つは、特に資料 4

の 5 ページ、6 ページを見てください。4 ページまでは、点数が県より低いとか高い
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とかということで比較的分かると思うのですが、5・6 ページの数字の意味をどう捉

えるかということですが、今の事務局の説明で分かりましたでしょうか。どう捉えた

らいいかということは、よろしいですか。もう少し分かりやすく、ざっくりと、例え

ばこのように見ることができるなど、5・6 ページの見方を追加で説明してもらえな

いでしょうか。現状認識をしっかりしないと具体的な議論はできないのです。もっと

簡単に、分かりやすく説明してもらえるとありがたいです。 

 

＜指導第二課長＞ 

 まず、5ページを御覧ください。「『基礎・基本』定着状況調査」の 30％未満、つま

り、問題を解いた正答率、いわゆる丸がついた生徒と三角がついた生徒、いわゆるバ

ツではなかった生徒がどれくらいの割合いるかということを示したグラフになりま

す。100点満点で見たときに、30点を下回った生徒が、その学校にどれくらいいるか

を示した表になりますけれども、国語タイプⅠで見ますと、広島県の平均では 30％

未満の生徒の割合は 4.4％となりました。広島市の平均は 5.4％が 30％未満でありま

した。さらに見ましたときに、例えば、国語タイプⅠでございますと、一つの学校の

中に 30％未満の生徒が 15％以上いる学校が、一番右の 1 校となります。そのような

見方をしていただければと思います。各教科ごとに見てみますと、国語は 6％程度の

ところが一番山型の膨らみがあり、数学については 15％以上の生徒の割合がいると

ころが一番多くなっておりまして、14校がこの層の中にいるということになります。

その下の英語につきましては、5％程度のところに 13校と、一番多い割合がきている

ということでございます。 

 次の 6ページを御覧ください。6ページは、それぞれの各学校の平均通過率が、市

の平均通過率とどれくらい差が開いているかを示したものになります。先ほど御説明

しましたように、真ん中辺りの下に点線を引いておりますけれども、これが平均値を

示す位置になります。その平均値から右側が市平均を上回っている学校、左側が市平

均を下回っている学校になります。（国語では、）その下回っているポイントが、一番

左側の 10 ポイント以上開いている学校が 1 校あり、10～9 ポイント開いている学校

が 2校あるというように見ていただけたらと思います。その中で、市平均を 5ポイン

ト以上下回っている学校（グラフで、市平均よりも 5ポイント下回っている学校から

左側にある学校）と、先ほど 5 ページで御説明いたしました平均正答率が 30％未満

の生徒が沢山いる学校の学校群とが、非常に似通っているということを御説明させて

いただきました。以上でございます。 

 

＜市長＞ 

 分かりましたでしょうか。ざっくり言うと、5ページの方が、30％未満の点をとっ

た人数がどれくらいいるか。国語で言いますと、30％未満の点をとった生徒が 1％未

満の学校が 7 校あり、6～7％くらいが 10 校ありますということです。これらが生徒

の分布状況です。6ページは、通過率と言っていますが、学校全体の平均点が市全体

の平均点とどれくらい離れているかです。平均点を上回っている学校と平均点を下回

っている学校、その開きがどれくらいあるかということで学校群を置いていくと、こ
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のようになっていますと。そして、平均点から少し上の（プラス 1 ポイントまでの）

学校は 10 校あるということです。左側の平均点から離れている学校は、30％未満の

点をとっている生徒が多い学校と被るということですから、5ページの方で右側にき

ている学校群は、6ページの方では左の方にきている状況だということを言っている

に過ぎないのですけれども、ただ問題は、このように学校ごとで生徒の成績の状態が

ある程度見てとれると。固有名詞を入れると、どこの学校が良いとか悪いとかという

ことになりますから入れておりませんけれども、一定程度の分布が、科目によります

けれどもあります。そうすると、生徒たちの学力を全体平均で本当に上げようとする

と、低いところにいる学校群を把握して、そこの生徒たちを集中的に勉強させてあげ

るということをやらないと、学力はあがらないですよね。 

 そういう目で見たときに、資料 4などを使って、例えば、資料 3に戻っていただく

と、どうなのかということなのですけれども、資料 3は放課後等の学習支援をしよう

という事業です。そして、所管がこども未来局、健康福祉局、教育委員会とあり、そ

こで個の事業展開をして、子どもたちをどれくらい救っているかというと、表の上か

ら 3番目の「対象」のところを見てください。こども未来局でやっている施策を利用

している人が 70 人、健康福祉局でやっている事業の登録者が 115 人、そして教育委

員会でやっているのが 24 校（平成 29 年度）で延べ 1 万 5 千人（平成 28 年度実績）

となっています。それぞれ縦系列の局で政策目標を立てて、トータルで学習支援と言

っている施策の平成 29 年度の予算額を見てください。一番左で年間 800 万円掛けて

おり、真ん中が 1000万円掛けており、一番右が 2000万円掛けていると。国がそれぞ

れ補助を付けているということは、各省庁ごとに「自分たちが作った政策をやってく

れたら、こういう形でお金をあげますよ」と。似たような目的なのですが、それぞれ

の局にお金が落ちてきて、少しずつやるわけです。どうなのでしょうか。そして、資

料 5を見ていただくと、それぞれ関わっている現場の方々の声は、そういった仕掛け

の中で、どれもが「やっていることが十分ではない」とか、「（参加が）任意でうまく

つかめていない」と。ですから、政策としてそれぞれ綺麗に体系化されているのです

けれども、今の仕掛けが、各省と言いますか各局マターでやっていて、それぞれが未

成熟と言いますか、それぞれ良いことをやっているのですけれども、お互いに補強す

る・補完するという関係にもない中で、どなたもうまくいっていないのではないかと

言うときには、どこかの事業を見て感想を述べられる。だけど、うまくいっていると

いう人は、多分、他のところを見ていたりして、良いではないかと言うことが頻繁に

起こっているという気がして仕方がないのです。これが、いろんなマクロで言ってい

ますが、地方創生とか地方分権、国でいろんな政策があるけれども、地域ごとの特色

を踏まえて、きっちり政策が展開できていないという典型例なのです。これ程の体系

を作って、予算をかけて綺麗に作っているけれども、どうしたら良いかということを

いつも問われながら、どうも多くの方が、象の体で、まずは尾を触ったり、足を触っ

たり、鼻を触ったりしているような感じがして仕方がないのです。何とかできないか

という思いでおります。 

 そうして、さらに、資料 3 で事業の実施場所を見ていただきたいのですけれども、

ひとり親の学習支援事業は、市内の 9 か所でやっています。70 人の方を対象に 9 か
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所でやっている。次の健康福祉局の事業（生活困窮世帯学習支援事業）では、市内で

1 か所です。1 か所で 115 人登録。一番右（まちぐるみ「教育の絆」プロジェクトに

おける学習支援）は、学校 24 校でやっています。利用する側で見たときに、どう思

いますかと。問題はないでしょうかと。そうすると、なぜ場所が違うのだと思いませ

んかと、敢えて言いたいです。（国の）それぞれの政策体系の中で、こういうふうに

やったら予算付けるけれども、自分の行政の系列ではここはやってくれていて、他の

ところは分からなかったとなっているのです。でも、地元からすれば、いろんな施設

を有効活用して、クロスしてやっていいのではないでしょうかと思わないかというこ

とです。そういう素直なと言いますか、やっている施策について、もっともっと意見

をいただいて、それで今の行政のいろんな仕掛けを点検して、良いものにできるとい

うことはないかなと思うのです。 

 それで、参考資料を見せましたけれども、これは、20 の政令指定都市の指定都市

市長会議で議論したときに、本市の「意欲のある全ての者への学習機会の確保」をこ

のようにやっていますという説明資料を作ったものです。職員がどこまで自覚して書

いてくれたか分かりませんけれども、私の一番の思惑は、一番下の欄の「目指す姿」

に書いてあるように、ここにいろんな意味合いを込めたつもりです。何かと言います

と、太字で書いてあるように「学校を学校、家庭、地域を結びつけるプラットフォー

ムとして、また貧困対策のプラットフォームとして活用」する。まず、場所を教育の

場ということで指定しているのです。広島市内の小学校は約 140 と沢山あるのです。

いろんなものに使えるプラットフォームにするということをもう少しやると、利用す

る人はどうでしょう。利用しやすいのではないでしょうか。市内に 1つあるところに

来いというよりも。けれども、「学校は勉強のためのところだから、先生方がいなか

ったら、先生を介さないと使わせない」とか、「電気代掛かるから利用代をもらわな

いといけない」とか、「他所のところが使うと、例外的な扱いにするとかといったこ

とをやらないといけません」とか。そうすると、学校を使うというときに、教育委員

会の系列で使うときには先生方が良いとなるけれども、そうでないときは目的外とか

になってはいないでしょうか、というように見てはどうかと思うのです。今やってい

る体系を壊すつもりではないのですが、本当に、ある施設を有効に使って、国の縦割

り行政に横串を刺して、基礎自治体の目で使える仕掛けを現状の中で少しずつ工夫す

るという発想でやっていかないと、成果が出ないのではないかというのが問題意識と

してあります。ほとんど言い切ってしまいましたけれども、御議論をいただきたい。

皆さん、どのように思われるでしょうか。御意見はございませんでしょうか。 

 

＜井内委員＞ 

 今日のテーマが、子どもたちの学習力と言いますか、その力を上げていこうという

ところに焦点を絞りたいということだと理解して、発言をさせていただきます。 

 以前から、教育委員会の中でも指摘してきたことは、広島市の場合、小学校は、県

や国よりも、国語を見ても算数を見ても平均点が高いのです。それが中学校になりま

すと下がっていくのです。一体これは何なのだろうと、一つ疑問に思うのです。特に、

中学校の数学の平均点が非常に低い。先ほど市長も御指摘になった学力調査の分析で
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すが、資料 4 の 5 ページを見てもお分かりのように、数学の場合、14 校が 30％未満

の生徒が 15％以上いるという成績が出ています。ある意味では二極化していると言

うか、できる子と全く数学に興味を持てない子が二極化しているような印象を受ける

のです。その子どもたちの存在というのが、平均的に見てみれば、広島市の中学生の

数学の力が低いという評価につながっているのではないかと危惧します。それで、教

育委員会の中で話をしたときに、先生方も認識は持っておられて、数学の教え方と言

いますか、数学にいかに興味を持たせるかということについては、非常に工夫をし、

またお互いに研修を重ねて努力をしておられるという話を伺って、教育ですから、短

いスパンでそんなに成果が上がるとは思えないので、少し時間をかけてみましょうか

と話をしたことを覚えています。 

 それで、全体的な学力の評価を平均値で見ることは問題があるかと思うのですが、

この広島市における現状を打破するために、今日初めて見せていただいた「広島市に

おける放課後等の学習支援（に係る事業）」も大事だとは思うのですが、まずは学校

の中で、もう一度、教育力と言いますか、特に中学校における各教科の教育力という

ものをブラッシュアップしていく必要があるのではないかと思います。 

 それを補強するのが放課後の学習支援だと思うのですが、これは、市長がおっしゃ

ったとおり、三つの事業が有機的につながってやっているかということについては、

多少疑問がある。例えば、もっと学校を使ってはどうかというのが市長の御提案だと

理解しましたけれども、正に、その指摘が十分に当たるのは、生活困窮世帯の学習支

援が市内で 1か所に全員を集めてというよりは、もう少し各学校の施設を使う、ある

いはそこに地域などの協力がある「まちぐるみの教育」というのもあるわけですから、

そのことをうまく使えば、もう少し地域のサポーター等を中心にして学習支援体制を

作れると。そういうことと相まって、学校における学力の強化というところと、彼ら

の自主的な勉強時間をこういうところで確保していく。 

 先ほどの調査結果にもありましたけれども、自宅で学習している時間が短いですよ

ね。30 分以上やっている子どもの割合が少し低いというところも併せて考えると、

もう少し体制を作り直して、学力の向上というところにも力点を置くべきだと思いま

す。我々が大綱を作るときに提案した「チーム学校」というのは、どうしてもいじめ

対策であるとか、支援が必要な子に対するところに目が向きやすかったのですけれど

も、それはそれとしてちゃんとやらなければいけない。まだまだ十分だとは言えない。

そこの検証も十分にやるのですけれども、学力の向上ということも、両輪として、学

力を上げるための施策というのは是非必要だという気がしております。 

 

＜市長＞ 

 ありがとうございました。今言われたことのベースになる数字を申し上げますと、

広島市内には、市立の小学校が 142校、国立の小学校が 2校、私立の小学校が 3校と

なっております。中学校は、市立が 63校、国立が 2校、私立が 11校。私自身、先生

方からよく聞くのが、小学校はほとんどの生徒が国立や私立に行かないで市立に来る

と。ところが中学校になると、11校私立ができて、市立中学校が 63校になっている

と。どうも、私立の 11 校に成績の良い生徒が抜けるのではないかと分析として言わ
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れるのです。そうした上に、数学は、先ほど言ったように 30点未満の生徒が 15％以

上いる 14 校というのが分かるわけです。そうすると、今言われたようなものを中学

校全体でやる中で、ここの学校について、学力向上のための先生方のチームワークを

しっかりやるということも、もう少し丁寧にやるということがあってもいいかなと受

け止めたのです。それと同時に、学校での勉強に加え、そういったところでは、生徒

が家庭的にうまくいっていないということもあるかもしれないと。そうすると、放課

後の学習なども、学校をプラットフォームとしてやってあげ、集中的に学力を引き上

げるための対策という視点でやれば、問題についてのもう少し具体的なアプローチが

できるのではないかという思いがあるのです。ですから、個々の問題をもう少し具体

的にしっかり分析して、体制を調整するという発想でアプローチするということがあ

ってもいいのではないかと思ったりもしました。 

 

＜栗栖委員＞ 

 基礎学力の向上ということで、「ひろしま型チーム学校」の機能をいかに高めてい

くかということに関しまして、例えば、学校ごとに低いところを上げていくというの

が一つの方法だと市長がおっしゃられたのですけれども、今の資料の中の低いところ

にある学校が、まずもって学校の現場で本当にそれを認識しているのかどうか、どこ

まで認識しているのかということが、一つの大きなスタートラインだと思います。温

度差は多分あると思うのですが。私は、いろんなことを具体的に機能させていくため

には、一度には恐らくできないと思うのですけれども、システム化していく必要があ

ると思います。また、システム化していくには、それが形式的にならないようにやっ

ていく必要があると思います。学校の事情というのはそれぞれの学校によって全部異

なると思います。学力の状況とか、地域の状況とか、生徒・保護者の状況、全部それ

ぞれ異なると思います。そういったものを、まず学校の現場が認識をする必要がある

と思います。 

 例えば、一つの案なのですが、それぞれの学校が、学校の経営計画を毎年作ってお

ります。そこで、必ず「現状と課題」を挙げて、どうやっていくかということを学校

ごとに作っております。その「現状と課題」の中に、学力の向上ということが必ず入

っていて、そのためにどういうことをやっていくかということを、それぞれの学校で

認識しているのですけれども、私が思うのは、例えば「現状と課題」に加えて、それ

を解決するために、それぞれの学校として「チーム学校」の考え方をそこへ入れるよ

うに、教育委員会の方から話をして、それぞれの経営計画の中に、その学校の課題に

対して、我が校の「チーム学校」の在り方はどうあるべきかということをまず認識し

てもらう。そうすることによって、校長は、一般の教職員、また地域に公開すること

によって地域の方々にとっても、その学校の課題が分かる。場合によっては、予算措

置が必要なこともあろうかと思います。それを教育委員会が集約して、例えば学力が

低いといった課題の多いところに対して、まずは優先的に対応していく。それで PDCA

を回していくというようなシステムを作って、一個一個課題を解決していく。 

 例えば、その学校の実情によっては、放課後の課題があるというのであれば、そこ

をどのように改善していくかを考えていく。（放課後等の学習支援事業に係る事業に
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おける）現在の三つの縦割りについては、これは正に行政の問題だと思います。こう

いったことを解決するために、市長が教育大綱を作って、市の中で横串を通すための

教育大綱でもございますので、そういう横串を通すためにも、大綱をバイブルとして

進めていく。こういうことを、まずスタートしていくことが大事なのではないかと思

います。 

 

＜市長＞ 

 ありがとうございました。ところで、今お話しがあった学校ごとの経営計画を作る

ときに、教育委員会はどのように関与しているのでしょうか。学校ごとということは、

校長先生の決定権の下で自主的にという本来の在り方をしながら、でも最低限のとこ

ろはチェックするというような仕掛けはあると思うのですが、どんな状況か分かれば

言ってもらえますか。栗栖委員が言われた提案が、どの程度現状で反映されるのか、

あるいは全然うまくいっていないのか、その辺を教えてください。 

 

＜指導第二課長＞ 

 学校経営計画につきましては、各小・中・高等学校、全ての学校において校長が作

成することとなっております。その目的についてでございますが、教育の質の向上、

経営責任の明確化、まちぐるみによる教育の推進・充実を図るということにしており

まして、それぞれの項目について、学校において、学校実態や生徒の状況、地域実態

に応じた目標を設定することとしております。校長が作成したものを、教職員の共通

理解を高めるとともに、教育委員会の方に提出をいたしまして、教育委員会において

は、中身の確認をし、教育委員会が学校を訪問して学校指導を行う際の資料として活

用しているところでございます。 

 

＜市長＞ 

 今のポイントは、作成過程で教育委員会として、こういうふうにしたら良いとかア

ドバイスするとか、指導するというようなやり方はやっているのでしょうか、やって

いないのでしょうか。あるいは、できるのでしょうか、できないのでしょうか。そち

らの方に興味があるのですが。作った計画を、書いたとおりにやっているかというこ

とで活用していることは分かりました。計画を書くときに、その計画そのものについ

て、教育委員会とすれば、「こういうふうにすべきではないか」とか、「現状分析が甘

いのではないか」とか、「こういうふうな問題意識でもっと目標を具体的にしていい

のではないか」と、そういう指導みたいなものをやるようなルールになっているのか、

あるいは、それをやってはいけないということになっているのか、その辺を知りたい

ということです。どうでしょう。 

 

＜教育長＞ 

 学校経営計画というのは、中身は確かに学校が作りますが、今の市長の御疑問で言

うと、基本的なフォーマットの中にこの項目を入れましょうということは可能である

と思います。今日の議論もそうですけれども、学力にしても何にしても、各学校が自
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分自身の課題を考えて、それがどうなっていくかを見ながら直していくということが

大事なことですから、そういう形で、今も、例えば地域との関わりみたいなことが大

きな項目で入っておりますので、その辺については、フォーマットの工夫によって可

能になってくるかと思います。 

 

＜教育次長＞ 

 学校経営計画の様式は、平成 19 年に策定しております。この様式で、それぞれの

学校の方で作ってくださいということになっています。その策定過程の中で、基本的

には学校が作るということになっています。作ったものについて、学校の方にヒアリ

ングをするという形で、それぞれの学校と教育委員会の中での意見交換はさせていた

だいています。ただ、フォーマットにつきましては、先ほど教育長も御指摘されたよ

うに、10 年たっておりますし、時代に合っていない部分もありますので、そういう

意味では栗栖委員が言われていたような形での見直しというのは、考えていかないと

いけない課題だと思います。 

 

＜市長＞ 

 栗栖委員が言われた問題について、例えば、具体化していく上で、学校経営計画を

作りましたと。確定する前に教育委員会に協議するというような手続はあるのでしょ

うか。校長先生の自主性だから、作ってきたものを確認するという、法令とか最低限

の要件を満たしているかどうかは見るけれども、それ以上に特性に応じてこういうこ

とというのは、一般的な言い方はしても、個別具体的にチェックしてはならないとい

うようなルールがあるかどうかです。と言うのも、例えば、今回の資料 4にあるよう

に、「数学について、14 校ある 30％未満の生徒が 15％以上いる学校なのだから、全

体の学校と比べてここのところについてもう少ししっかりやるという意識を持って、

出てきた計画を他の学校から出たものと比べたら、取組をもう少ししっかりやるとい

うことをやってくれないと困りますね」というような指導ができるかどうかというこ

とに尽きるのではないかと思います。それをやっていなければ、やるということが正

にシステム化と、こういう御指摘ではないかと受け止めたのです。そういう余地があ

るかどうか。 

 

＜教育センター所長＞ 

 現在、教育センターでは、新任の校長先生や園長先生に対して、先ほどの学校経営

計画について、現状認識から、それを踏まえて具体的にどういう課題があるかを掘り

下げまして、それを 1年間のスパンの中でどう解決していくのかといったことを、研

修の一環として取り組んでいます。園長・校長は、そういった自分で考えた計画を 2

年目の計画に反映し、実践を進めています。 

 

＜教育次長＞ 

 追加です。今は教育センターにおける研修という形での指導の話をさせていただき

ましたが、それともう一つ、市長が御指摘された教育委員会の関与についてですけれ
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ども、教育委員会が関与してはいけないというルールがあるわけではございません。

したがって、例えば、設置者としてこういう形の学校経営計画を作ってほしいという

ことを意図として伝えるということは十分可能です。 

 

＜市長＞ 

 分かりました。私自身のごくシンプルな問題意識は、学校という一つの教育提供サ

ービス体の全責任は校長が負っていると。教育委員会というのは、そういう自主的な、

自律性と言いますか、それを阻害しないように、うまく調整しながら全体の機能アッ

プをするというのが本来の教育委員会の使命で、個々の教育内容まで校長を「右・左

やれ」と言うことはやるべきではないという不文律みたいなものがあって、そこのと

ころをうまくやらないといけないという問題があるのではないかと思ったわけです。 

 そうすると、こういう客観的な数値などについて、校長先生として自ら問題を発掘

していただけるように、もう少し詳しくしっかりしたものをうまく示しながら、決し

て競争とか煽るわけではないのだけれど、教育の質を高める視点で、自分の学校の特

色をよく捉まえて、それをどうやるかというか、うまく誘導しながら、丁寧にやると

いうこともやらないと。上から「問題だからどうしろ」というような指導をする・さ

れるという関係にはないということも、しっかり言っていただきたいと思ったわけで

あります。そういう問題がありながらも、やっていかなければならないという課題か

なと思いました。 

 

＜秋田委員＞ 

 新任の教育委員ですけれども、資料 5の中に現場からの声が整理されていて、非常

に現場のことがよく分かる資料だと思っています。その真ん中の「『教育の絆』プロ

ジェクトによる学習支援」についての意見で、下から二つ目の黒い丸印の「スクール

ソーシャルワーカー等は問題行動対応等で手一杯。こうした取組へのつなぎ役として

も機能できる体制づくりが必要である」とありまして、対応が難しい子どもへの対応

などで、スクールソーシャルワーカーが非常に大変だという状況が分かります。 

 学力について、小学 5・6年生、中学 2・3年生の結果が出ていますが、小学校の早

い時期からのつながりで段々と勉強が分からなくなっていくのだろうと思いますの

で、小学 5・6年生、中学 2・3年生では既についていけないのではないかと。そうす

ると、当然、現場で日々頑張っておられるのは分かっているのですけれども、もう少

し早いうちから何とかしていかないといけない。 

 スクールソーシャルワーカーなどは、直接学力を向上させる職種ではないけれども、

学力の前提として、まずは子どもたちの過ごしやすさ、楽しく過ごすという前提を整

えないことには学力が伸びないという意味では、「ひろしま型チーム学校」の教員以

外の方々との連携をもっと密に図る必要があると思います。そういう意味では、スク

ールソーシャルワーカーについて、担当される時間がもう少し増えるようにとか、人

を増やすようにとか、あるいは校長先生などにとっての活用のしやすさ、校長先生へ

の活用のアピールなどを広げていく必要があると思っています。 

 資料 2 の中に「サポートスタッフ」と「専門スタッフ」と書いてあり、「特別支援
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教育アシスタント」が⑪に書いてあるけれども、そのアシスタントというのは教員で

はないと。専門スタッフの方に、「専門家チーム委員」というのが②にあるけれども、

「巡回」となっているので、ずっとその学校におられる専門家ではないと。そういう

意味では、教員を補助する特別支援教育にも通じた教員という人たちが、より人数が

いれば、担任の教員が自分の担当する授業に集中できるだろうと思いますし、特別支

援が必要な子ども、数学や国語の理解が難しい子どもへ、専門的に、こういうふうに

教えたら理解がしやすいとか、そういうものに通じた教員というものが担任を補助す

ることになっていくのではないかと思っています。 

 サポートスタッフと専門スタッフ、沢山の方々で「チーム学校」を作っていくにし

ても、肝心の子どもをよく見ている、子どもの良さを知っている方が、例えば非正規

などで職員会議に参加できず、情報の共有ができないということがあっては、全体の

情報共有につながらないわけですので、非正規の方も、例えば職員会議やケース会議

に参加するときには、金銭的な手当も出席への手当も付ける形で、情報共有がより濃

度が濃くできるようになる工夫ができれば良いのではないかと思いました。 

 あと、個人的に放課後の学習支援について聞いたことがある意見なのですけれども、

働いている大人を見たことがない生活困窮者の子どもにとっては、放課後の生活困窮

者の学習支援を担当される「働く大人」の姿を見せるということが、非常に有効だと

聞いたことがありまして、そういう意味では、大学生も必要だと思いますけれども、

尊敬できる男性、お父さんを補完するような方というのが非常に重要なのではないか

と。「こういう大人になりたい」と思える方が必要なのではないかなと。そういう意

味では、報酬とか交通費の手当というものも確保していくべきだと考えます。以上で

す。 

 

＜市長＞ 

 ありがとうございました。今の御意見は、多分に現状の運用面における深掘りをも

っとやらないとという御意見だと思うのですけれども。例えば、専門スタッフなどを

各学校に配置するときに、どのような判断でやっているのでしょうか。各学校一律に

とか、こういう学校はこういう人を置くけれども、こういう学校は置かないとか、そ

のようなことはあるのでしょうか。その辺を事務的に、現状を教えていただくと、随

分と違うのではないでしょうか。 

 

＜教育企画課長＞ 

 学校の専門スタッフやサポートスタッフですけれども、学校の実情に応じて配置を

するようにしております。配置できる数に限りがございますので、そうした中で、よ

り効果的な配置になるように、学校の実態等々を捉まえながら教育委員会の方で配置

をしている実情がございます。 

 

＜市長＞ 

 あと、各学校には置かないで、巡回をするという専門家の配置は、どういう考えで

行っているのでしょうか。 
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＜教育企画課長＞ 

 巡回の方は、特別支援教育の部分でございまして、今、所管課がおりませんので明

確なお答えはできませんけれども、何人かの専門家が、必要な子どもがいる学校を定

期的に訪問していると認識しています。 

 

＜市長＞ 

 専門家を常駐しておくほどの対象者がいるわけではないので、その辺の費用対効果

と言いますか、そういったことを考えながら巡回ということを担っているということ

でしょうか。 

 あと、教職員の会議などに、サポートスタッフなども入って情報交換すると、対象

の生徒や児童についての情報の共有が図れるし、うまくいくのではないかという御提

案がありましたけれども、そういった教職員会議へサポートスタッフや専門スタッフ

が参加できるようにということは、比較的容易に対応できる提案なのでしょうか。そ

れともハードルが高いのかどうか、その辺を教えていただけますか。 

 

＜学校教育部長＞ 

 現在、学校協力者会議という形で、専門スタッフ、サポートスタッフを含めた形で

の一つのスタイルはできています。市長が御指摘のように、各学校の現場でこういっ

たサポートスタッフが入るかどうかということですけれども、学校によって取組の違

いはありますけれども、実際に朝の職員会議の後に、例えば地元の方を入れた定例会

議を持っている学校もございます。その中で、例えば、朝の登下校の見守り活動が終

わった後に、定例でスクールサポーターの方とか、生徒指導員の方を含めた形での定

例の会議を持っている学校は既にありますので、そういったものを広げていくことは

実現可能だと思っています。 

 

＜教育長＞ 

 ここに書いてある専門スタッフというのは、いわゆる 5 時間 45 分の非常勤職員で

ありまして、その時間を超えて任意で残りなさいという形で、例えば朝の職員会議に

招集をかけて来させるというのは、それなりの処遇をしないと難しい話だと私は理解

しております。 

 

＜教育次長＞ 

 今、教育長が言われたとおりで、そもそも週 8時間とか、一定の時間でスクールカ

ウンセラーはおられます。職員会議に常時参加できるという体制には、現状はなって

おりません。ただ、個別のケースについては、ケース会議という形で、例えば教員と

カウンセラーとが協議するといった形のものは、必ず設けるようにはなっています。 

 

＜市長＞ 

 あと、学生の利用というのがありましたが、これは多分、学校教育活動への支援と
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いうことで、本人たちの、例えば先生になりたいという方も含めて、需要と供給のマ

ッチングということで、学生を入れている所はあると思うのですけれども、働いてい

る大人の背中を見せるといった話は、この「ひろしま型チーム学校」の場合は、地域

での体験活動のところで、そういったことができないかということもやっているので

す。特に地域の人材ですね。こういったところで、指導的な立場で働いているような

方に話をしてもらう、あるいは接する機会を設けてやってもらうということで、機能

を多少分化してやっておりますので、今の御指摘は、今あるそれぞれの役割分担の中

でもう少し丁寧にやっていけば、多少なりとも問題解消を図れるかなと思いました。 

 

＜鈴木委員＞ 

 私がこの学力向上のことで思ったことは、大きくは二つあります。 

 一つは、教師の授業力の問題で、それは研修センターでやってくださっている研修

ですとか、校内での研修で授業力をアップしていくというのは、教師の使命でもあり

ますので必要だと思いました。 

 もう 1点なのですが、今やられている学習支援事業は三つあるのですが、これをワ

ンストップでできないだろうかと思いまして、ワンストップでできるとすれば、これ

はやはり学校が拠点かなと思っていたのです。今日、市長のお話を聞きまして、最後

のところで「学校を学校、家庭、地域を結びつけるプラットフォームにする」とおっ

しゃられたことに、私自身は賛成です。というのは、学力低下という問題は、その子

どもの学力の問題だけではなくて、背景には親の貧困の問題とかが深く関わっている

のです。そうしますと、学校だけではなくて、福祉などの複雑な問題を抱えています

ので、貧困の問題なども関わるような部署と共有した方が良いということです。 

 もう一つは、私は実際に中学校区に指導に行っているのですが、中学校区で小・中

学校が連携をしているところは、実際に、次第に学力が向上しつつあります。そうい

う意味で、小・中学校の連携をしていくことも大きな意味があるということです。そ

れに関わりますが、小学校・中学校だけで見ますと、6 年間・3 年間の中でというこ

とになりますので、義務教育の 9年間を通して「こういう子どもを育てたい」という、

9 年間の大きなスパンで、先生方が協力し、地域も協力して、「この地域でこういう

子どもをここまで育てましょう」という意図を持ってされているところは、学力が次

第に上がっていっているのです。そういう意味で、プラットフォームとして学校、特

には中学校区かとは思っているのですけれども、それを設定するのは大事なことかと

思っています。 

 具体的にそうなったときに、学校の負担感がすごく大きくなる可能性はあるので、

私自身は、コーディネーターとして専門家を配置する必要性があるのではないかと思

っています。その専門家としてのコーディネーターに職を与えませんと、学校の先生

が兼任することになるのです。そうすると回らなくなるのです。予算上のこともある

とは思いますけれども、中学校区に 1人ぐらい専門的なコーディネーターを配置して、

学校と、ケアを本当に必要としている子どもを回りながら見付けていくようなことと

か、それから、先ほどありました「先生と相談したいけれどもその時間がない」とい

うことのコーディネートをするとか、あるいは、起きている問題の状況とか、いろい
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ろ変化していく内容などについて教育委員会の方へ上げていくといった仕事をする

専門的なコーディネーターの人がおられますと、先生も相談しやすいですし、保護者

の方も「あそこに行けば大丈夫だ」ということができて、良いのではないかと思って

います。それが新たな職業となるか、あるいは、現在学校のアドバイザーなどをされ

て、実際にそのような仕事をされてらっしゃる方がおられますので、そうした方に活

動していただくとかはあると思うのですが、私自身は学力向上のために学校がプラッ

トフォームになって、そこにコーディネーターなどを置いて、集約して対応していく

ということには賛成です。是非、そういうことをやっていただければと思いました。 

 

＜市長＞ 

 ありがとうございました。今の話は、最終的に予算と既存のルールと言いますか、

そういったものを点検しないといけませんし、先ほどの資料 3でも分かりますように、

活動する場というものを明確にした上で、こども未来局の予算、健康福祉局の予算、

厚生労働省の予算、文部科学省の予算ということで、補助要件の縛りがあったりしま

す。そこのところを緩和するか、あるいは、調整して国の方が文句を言わないように

使える仕掛けをするということもやれるかどうかということも、やっていかないとい

けないということもありましょうし、こういったところでいけば、例えば、今でも生

活困窮者のところは、小学校や中学校の校長のＯＢの方にお願いしてやってもらうと

いう仕掛けもあるわけですから、“元”繋がりで先生方を利用して、コーディネート

の仕事が上手な方がやれば、馴染みがあるのではないかと思います。そのときには、

全体の予算のときに、今あるいろんなスタッフとかサポートについて少し整理して、

予算を編み出すということも要るし、増額も要るでしょうし、見直しも併せて要ると

思います。今の話しは、しっかりと事務的に受けてもらえれば、多分、改善の余地は

ありではないかと思います。 

 

＜溝部委員＞ 

 どこからお話をしようかと思っているのですが、資料 3の「広島市における放課後

等学習支援」ですけれども、実は大学生が全て関わっておりまして、本学（比治山大

学）の学生が全てに関わらせていただいて、学生ともよく話をしているところですけ

れども、費用対効果の面で課題があるのだと改めて確認をしました。ここにありませ

んけれども、こども未来局が進めているメンター制度も、大学生がかなり入っており

ます。現在、本学の学生が 40 名ほどメンターとして登録している状態で、学習支援

だけではありませんけれども、是非大学生を沢山使っていただければとも思います。 

 さて、学力の件ですけれども、広島市の学力がここ十年、ずっとこういう実態であ

るということが、教育委員を長い間させていただいて、何とかならないものだろうか

とずっと考えてきているところです。非常に注目すべき点が 2点あると思っておりま

して、一つは、30％未満の子どもたちの学力を、きちんと向上させる特化した施策を

とる必要があると考えます。もう一つは、中学校の質問紙の中の 1 日 30 分以上の学

習時間が、全国から比べても下回ると。この原因が何だろうかという検証も、中学校

では行っていると思うのですけれども、この辺りが非常に注目すべき点で、この辺り
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から切り込んでいく必要があるのではなかろうかと思っています。 

 こういう実態から見えてくる課題、あるいは方策というのが、視点として 2点ある

と考えています。 

 1点目の視点は、まず教員を中心とした学校の教育現場という点から学力向上とい

うことを見ることです。学校の方で学力の向上をさせるということをシンプルに言う

と、学習時間を長くするということが一つあると思います。放課後対策が、正にそう

だと思います。さらに、先生たちが分かる授業・できる授業を増やしていく。3点目

は、学力を下支えしているのが生活習慣であるとか、自己肯定感の育成というのがあ

りますので、この辺りにメスを入れていく。というような、学校の教師を中心として

改革を進めるという点があります。ここの中で、30％未満の子どもたちに特化した施

策を考えていく必要がある。そしてさらに、もう一つは、先生たちの授業改善。「し

んどいな」という思いを持っている子どもたちが、現実にこんなにいるわけですから、

こういう「しんどいな」という子どもたちに先生たちの指導が届くように。どんなふ

うにしたら届くか。先生たちは一生懸命やっているのだけれども、なかなか届きにく

い。では、どうやったら届くのかということを、学校サイドの方で十分に検討すべき

視点だろうと考えています。 

 2点目の視点は、先ほどからいくつか出てきましたけれども、近年、経済的な格差

が学力格差につながると指摘されています。学校においても、貧困対策として学力形

成は大事な課題である。さらに、不登校とか、いじめとか、学校生活への不適応とか、

生徒指導に関係する課題・問題というのは沢山あります。そういうことを含めて、去

年、大綱の中に入れていただいた専門家スタッフが、現在も配置をお願いして何名か

学校現場に入っています。スクールカウンセラー、あるいはスクールソーシャルワー

カー、その他支援員等々。教員だけではできないところをこういう専門家の力を是非

借りて、こういう側面できちんと対応しながら、保護者と子どもをきちんと対応しな

がら、学校が窓口として、貧困家庭に生活支援や福祉制度につなげる役目ができれば、

正にプラットフォームですけれども、学校がつなげる場になるということは、学力向

上にとっても非常に必要であろうと。この 2点の視点があるではないだろうかと考え

ています。 

 しかしながら、資料 2の中に、こんなに沢山、支援員とか、応援者とか、スタッフ

とか、これだけ入ったら十分ではないかと言われるほどの数が入っているにもかかわ

らず、こういう実態であるということは、連携・協働という言葉がありますが、学校

が、今まで教員を中心に行ってきた学校観から、専門家スタッフを交えての連携・協

働をした学校観と言いますか、学校組織観と言いますか、そういう学校に対する考え

方を転換する時期に来ているのではなかろうかと感じるところです。 

 なぜそうかと言いますと、これだけのスタッフが入ってきているとは言っても、学

校の先生が中心になって子どもの対応をしているわけで、学校の先生たちの多忙感と

いうのは一通りではありません。さらに、マネジメントという非常に大きな仕事が入

ってくると思うのですけれども、それが現在の校長と教頭ぐらいでは、とてもこれだ

けのものをマネジメントすることはできないと私は思うわけです。そうすると、マネ

ジメントの専門家ということもありますけれども、現在のイメージ図の中でこれだけ



21 

の「ひろしま型チーム学校」の構成員としてあるわけですから、これをどんなふうに

生かしていって、どんなふうに本当の「チーム学校」として成立させていくのかとい

うことに当たっては、それぞれ持っている職種の仕事の見直し、きちんとした業務の

見直しと、それから、どのように連携をとっていくのか、どのように分担をしていく

のか、というようなきちんとした整理が要るのではなかろうかと。それを各学校に任

せられると、それは大変なことになるので、何とか広島市の「ひろしま型チーム学校」

と銘打ったからには、教育委員会を中心に、あるいは校長先生方と一緒に考えていく

必要がある時期に来ているのではないかと思います。 

 そういう意味では、他の都道府県にはありますけれども、まずは広島市のチームと

しての学校をどう作るかの検討委員会を立ち上げたらどうだろうかと。これだけのス

タッフをどのように運営していくのかということの検討と、学校の教育現場の課題な

ども皆で話し合っていくことが、まずは良いのではなかろうかと。早急に先生方の業

務の見直しが必要だろうと思いますので、まずは何をする、1 年間の間に何をして、

10 年後にはどこまでを目指すといったような、長期計画を持ってやっていくと良い

のではなかろうかと思っているところです。以上です。 

 

＜市長＞ 

 貴重な意見をありがとうございました。私自身の学校のイメージが、校長先生を中

心とした一つの教育サービス提供体が、自立的に考えて、文部科学省もそこで機能す

るための必要な素材を提供するけれども、その調理方法は学校に任せるということを

基本にしながら、でも社会問題化する問題も処理してくださいと。それをやるために

は、こういう人も付けることができますよと。採用しますかと。献立表を一杯作って

きたのです。それを一人の校長先生に任せるというのは、段々きつくなっている。そ

うした中で教育委員会というのは、少し、単なる調整機関から、そういった道具の使

い方を、決して強制するわけではないけれども、そのモデルを示し、問題点を指摘し

て、各学校の校長先生と寄り添った形での運用体系の見直しをするという、そういう

今までの学校観を少し変えるということもやりながらやっていかなければならない

というのは、おっしゃる通りだと思います。これをある日突然というのは、なかなか

できませんから、今言われたような検討するための場を設けて、どのようにすれば今

までの学校観を、次の 5 年・10 年先のプラットフォーム化するための準備として、

どこを手当するかということをやっていただくということは、良い提案かと私自身は

受け止めました。事務方の方でも、今日出していただいた意見を参考に、我々の大綱

を具現化するための新しい取組を始めていただければと思いました。 

 

＜教育長＞ 

 私は両面の立場があり、執行部の立場もありますので、今日、いろいろと言ってい

ただいたところ、沢山宿題が出たなという感じも持ちつつ、そこはしっかりと受け止

めてやらしていただこうと思います。 

 その前に、私が今回、学力向上ということで思ったのが、教育長になって、基礎・

基本を身に付けさせることが一番の本分であると思っています。それを確認するため
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に、全国学力テストとか、県の「基礎・基本」定着状況調査とかがあって、確認する

意味で大変大事だと思います。ただ、今までの見方が、国や県と 1 ポイント違う・2

ポイント違うというようなところでの整理でしたので、今回のように、実は裏には、

学校の名前を並べていくともっとよく見えるところがあるのですが、学校間格差が、

上を 120 とすると下は 60 と 2 倍くらいの格差が実はありまして、それを地域特性を

眺めていくと、地域的に、経済的に就学援助率が高い地域がこういう傾向にあるとい

うところがありまして、そういうところは 30％未満の生徒が多いということも出て

きましたので、今日の議論というのはしっかりと受け止めさせていただいてというこ

となのですが、一つその前に、今回の全国学力・学習状況調査、「基礎・基本」定着

状況調査について、我々の方もデータ分析はやりますが、私は、基本は各学校が自分

の学校のデータ分析をきちんとやる。自分の弱いところを見つけるとか。そこをしっ

かりとやってもらうようにしたいと思います。 

 あと、学校プラットフォームというのは、私も賛成でございます。ただ、そのとき

に考えなければならないところが、よく言われるのが防犯と言いますか、やはり責任

体制です。事故があったときに、校長先生は子どものことを考えていないわけではな

くて、ただし、学校の敷地内で事故があった場合は、やはり校長としての責任を感じ

ているというようなところで、どうも排他的になる要素がありますから、その辺りを

きちんとケアをしてあげながら、できるだけ学校をうまく使うと。 

 それと、もう一つは、（資料 3「広島市における放課後等の学習支援に係る事業」

に）三つの事業が並べて書いてございましたが、もう一つの問題意識として、実は子

どもに関わる事業であると、放課後の居場所づくりを教育委員会もやっておるわけで

す。正に、昔の留守家庭子ども会、放課後児童クラブです。そういう辺りとも、どう

つなげていくかということも含めて、今後考えていきたいと、そういうことをやって

いきたいと思います。以上です。 

 

＜市長＞ 

 ありがとうございました。プラットフォームというか、物事の一元化というのは、

子育て期にネウボラというもので出てまいります。利用する側でいろんな問題を抱え

たときに、それを手際良く処理してあげる体系をどう作っていくかというように実態

は推移していると思うのですけれども、今までなかったということを話すようなもの

ですから、それらのどういう点を点検すればうまくいくかということを、引き続き皆

さんと議論しながら深めていければと思います。 

 いずれにしても、時間が過ぎましたけれども、有意義な御議論をいただいたと思い

ます。これからも、こういった意見をいただくようにしながら、会議を進めていきた

いと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。事務局から何かあ

りますか。 

 

＜政策企画課長＞ 

 特にございませんが、様々な御意見をいただきましてありがとうございました。本

日の会議は、これにて閉会いたします。ありがとうございました。 


