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平成 30年度第 1回広島市総合教育会議 議事録 

 

1 日時 

  平成 30年 11月 26日(月) 午後 2時～午後 4時 10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、栗栖委員、秋田委員、伊藤委員、西委員 

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、指導担当部長、総務課長、教育企画課

長、放課後対策課長、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、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 1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＞ 

 ただいまから、広島市総合教育会議を開催いたします。 

 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＞ 

 本日はお忙しい中、御出席いただきまして誠にありがとうございます。 

 皆さん御承知のとおり、本市では、教育委員の皆さんと率直な議論を交わして、平

成２８年１２月に作っております「教育大綱」、それを踏まえて広島らしい教育行政

に取り組んできております。今日は、皆さんと本市の教育について率直な意見交換を

行い、改めて教育施策の方向性を共有したいと考えておりますので、よろしくお願い

いたします。 

 議事に入ります。「教育大綱に基づく教育施策について」でありまして、この教育
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大綱に基づいて行っております主要な教育施策について、現在の取組状況を整理して

おりますので、事務局から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 1を御覧ください。この資料は、教育大綱におけ

る三つの重点的な取組に基づき、関連する主な施策の取組状況等について整理を行っ

たものです。 

 まず、「『ひろしま型チーム学校』の構築」では、関連する主な施策として、「学校

における働き方改革」を挙げていますが、これにつきましては、現在、「広島市の学

校における働き方改革推進プラン」の策定に取り組んでおり、その詳細につきまして

は、次の資料 2で御説明いたします。 

次に、「いじめ・不登校等対策の推進」のうち、「生徒指導体制の充実」については、

生徒指導主事の補助を行う非常勤講師を配置し、生徒指導主事が直接児童生徒と関わ

る機会が増え、個に応じたきめ細かな指導や支援が組織的に行えるようになっており

ます。 

また、次の「スクールカウンセラー及びスクールソーシャルワーカーの活用」にお

きましては、スクールカウンセラーの対応時間数の拡大やスクールソーシャルワーカ

ーの増員により、相談支援体制の充実を図っております。 

なお、次に記載しておりますように、平成 29 年 7 月に発生した市立中学校の生徒

の死亡事案については、審議会に諮問中であることから、答申後に総合教育会議にお

いて協議する予定としております。 

 二つ目の重点的な取組である「意欲のある全ての者への学習機会の確保」について

は、まず、「学力向上の推進」を挙げておりますが、この取組の詳細につきましては、

後ほど資料 3で御説明いたします。 

次に、「平和教育の推進」のうち、「平和教育プログラムの推進」につきましては、

全小・中・高等学校で平和教育プログラムに基づいた取組が行われていますが、より

実践的なものになるよう、平成 32年度に向けてプログラムの改訂を進めております。 

次の「小・中・高校生によるヒロシマの継承と発信」では、小学校 6年生による「こ

どもピースサミット」や、「中学生による『伝える HIROSHIMAプロジェクト』」、また、

小・中・高校生が平和への思いを表現する「ひろしま子ども平和の集い」など平和に

ついての意識の高揚を図る取組に加え、広島・長崎の児童生徒が両市を交互に訪問す

る「広島・長崎市児童生徒平和のつどい」を行い、より多くの児童生徒が取組に参加

するよう努めております。 

また、次の「放課後等の子どもの居場所の確保」のうち、「放課後児童クラブ延長

事業」では、本年 7月の夏季休業から、長期休業中の朝の開設時間を早めており、今

後も更なるサービスの向上のため、開設時間延長についての検討を行うことにしてお

ります。 

次の「放課後児童クラブの増設」につきましては、小学校の余裕教室の活用やプレ

ハブの設置、民間放課後児童クラブへの補助により、クラス増設を行っております。 

 三つ目の重点的な取組である「公立・私立間の役割分担」では、「公立・私立等の
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連携の推進」として、「幼児教育推進体制の構築」に取り組んでおり、幼児教育アド

バイザーを市内の幼稚園・保育園等へ派遣するとともに、こども未来局や私立幼稚園

協会等とも連携を図りながら、幼稚園教諭・保育士等の研修内容の整理を進めており

ます。また、来年度においては、「広島市幼保教育センター」、名称は仮称ではござい

ますが、これを設置し、アドバイザーの派遣先の拡充や新規アドバイザーの育成など

にも取り組んでまいります。 

最後に「広島市ハイスクールビジョン推進プログラムの実施」では、県立・市立・

私立の高等学校の関係者で意見交換を行いました。引き続き、ハイスクールビジョン

推進プログラムに基づく取組を進めるとともに、県立・市立・私立の機能分担の在り

方について検討を行っていきます。 

 大綱に基づく主な教育施策の取組状況等の説明については以上でございます。  

 

＜市長＞ 

 ありがとうございました。 

 本日は、時間の都合もありますので、事務局から説明がありました教育大綱に基づ

く教育施策の中から、特に「学校における働き方改革」と「学力向上の推進」につい

て議論していただきたいと思います。 

 まず始めに、現在取り組んでおります「広島市の学校における働き方改革推進プラ

ン（案）」の概要について、事務局から資料の説明をお願いします。 

 

＜教育企画課長＞ 

 それでは、資料 2 を御覧ください。「広島市の学校における働き方改革推進プラン

（案）」の概要について御説明いたします。 

 まず、「1  学校における働き方改革の背景」につきましては、国の中央教育審議会

の中間まとめを抜粋する形でまとめております。まずは、日本の学校の役割が拡大せ

ざるを得ない状況にあること、10 年前と比較すると教員の勤務の長時間化が進んで

いること、新学習指導要領の実施により授業時数が増加することなどから、四つ目に

ありますように、学校や教員が担ってきた業務に係る役割分担の見直しや効率化を進

めることにより、教員の業務負担の軽減が必要であることを挙げております。 

 次の「2  本市のこれまでの取組」につきましては、この度の働き方改革に関連す

る主な取組として、入校・退校時刻の記録や学校経営活性化に向けた取組計画の策定、

部活動休養日の設定、ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた取組を挙げておりま

す。 

 次に、「3  本市の学校における教職員の状況」についてです。今年 7月に実施しま

した働き方改革に係るアンケート調査結果のうち、後ほど御説明いたします「達成目

標」や「取組事項」に特に関連のある項目を抜粋しております。 

まず、「①  勤務時間外の月平均在校時間」では、全体として勤務時間外の月平均

在校時間が長く、特に、園長、校長、教頭といった管理職の在校時間の長さが顕著と

なっております。その原因といたしましては、管理職は「保護者対応」などの割合が

高く、その他の教員は「授業準備」などの割合が高くなっております。 
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ページの右側を御覧ください。「②  年次有給休暇の取得日数」では、特に管理職

の休暇取得が進んでおらず、それらの原因としては、管理職では「職責上、取得しづ

らい」、その他の教員では「授業がある」といったものの割合が高くなっております。 

次の「③  負担感・多忙感の大きな業務」については、負担感・多忙感が大きく最

も対応が必要な業務としては、管理職とその他の教員、いずれにおいても「調査物・

報告書等対応」や「保護者対応」が上位に挙がっております。 

 次に、「4  プランの策定」について、まずプランのねらいです。学校においてこれ

まで教職員が担ってきた役割の見直しと業務の効率化を図り、限られた時間の中で、

児童生徒に向き合う時間を十分に確保することなどにより、日本型学校教育のよさで

ある、児童生徒に対する総合的な指導を持続的に行うことができる学校教育体制を構

築いたします。また、それらを担う教職員については、メリハリのある働き方を進め

ることにより、ワーク・ライフ・バランスを実現し、心身ともに健康を保持するとい

うことをねらいとしております。 

また、「(2)  計画期間」では、できることから直ちに取り組むため、2018 年度か

らとしており、2022年度までの 5年間を計画期間としております。 

 次に、「5  達成目標」については、教職員の健康障害リスクを軽減し、メリハリの

ある働き方を推進する観点から定めることとしております。 

まず、「①  長時間勤務の解消」としては、教職員が疲労や心理的負担を過度に蓄

積することがないよう、日々の働き方を見直すことで、勤務時間外の在校時間の短縮

を図る目標を設定いたします。 

また、「②  休暇取得の促進」として、教職員が心身をリフレッシュさせ、より意

欲的に教育に取り組めるよう、長期休業期間中を中心に年次有給休暇の取得促進を図

るための目標も設定するように考えております。 

 続いて、2ページをお開きください。「6  働き方改革の取組事項」につきましては、

「(1)  取組の視点」にありますように、「1  学校における業務改善」、「2  過密期間・

日程の緩和」、「3  働き方に係る教職員等の意識改革」の三つの視点から、以下に掲

げる 26の取組項目を実施するように考えております。 

 続いて、ページの右側を御覧ください。「7  推進に当たっての基本的な考え方」に

ついて、まず、「(1)  推進方針」では、教育委員会と学校は「全ての取組は広島の未

来を担う子ども達のために」という共通認識の下、保護者や地域住民、関係団体など

が連携・協力しながら進めることを基本としております。また、計画期間の中間年度

となる 2020 年度には、プランの中間評価の結果を踏まえ、必要に応じて見直しを行

います。 

次の「(2)  推進に向けた役割」として、まず、「①  教育委員会の役割」は、「働

き方改革推進プロジェクトチーム（仮称）」を設置し、PDCAサイクルの下、進捗状況

の把握や効果検証等を行い、取組の推進を図ります。 

次に、「②  学校の役割」としては、働き方改革に関する視点を重点目標や経営方

針などに盛り込み、校長がより一層リーダーシップを発揮することで、学校を挙げて

教職員の意識改革や業務改善に取り組みます。 

最後に、「③  地域、PTA、子ども会の役割」については、教員の働き方改革が不可
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欠であるというプランの趣旨を御理解いただき、保護者や地域住民、PTAや子ども会

などの関係団体の皆さんが、一番身近な学校の応援団として、一体となって取組を進

めていただくことをお願いしていきます。 

「広島市の学校における働き方改革推進プラン（案）」の説明については以上でご

ざいます。 

 

＜市長＞ 

 ありがとうございました。御覧いただいて分かるように、このプランのねらいは大

きく二つです。 

 一つは、総合的な指導が継続的にできるようにということです。どんな視点かとい

うと、まず、教職員の役割の見直しをしっかりと行うことです。総合的な指導という

のは、児童・生徒に向き合う時間をたっぷりと確保するという物理的な枠組みを作る

ことで、学校の教育体制の構築ということです。 

 もう一つは、その構築された体制の中で教職員の方にしっかりと活動していただか

ないといけない。その際、ワークとライフ、いわゆる職場の生活と御自身の生活のバ

ランスを取るということで、心と体が共に健康な形で仕事が持続できるようにするこ

と。この二つをねらうということでありまして、年内の策定を目指したいということ

です。そういう視点でたたき台を作っておりますので、説明申し上げた概要を踏まえ

ながら、この「教職員の働き方改革」に関して御意見を頂きたいと思います。 

 

＜栗栖委員＞ 

 まず、御説明いただいた働き方改革の「6 働き方改革の取組事項」ですが、とに

かくできることからやっていただきたいという思いがございます。 

その前提といたしまして、今、働き方改革というのは日本の大きな課題の一つにな

っていますが、これから教員の役割の見直し等々については、社会の理解が大変大事

になってくると思います。先ほど御説明にもありましたが、学校と一体になって取り

組んでいただくためにも、地域、保護者への丁寧な説明、こういう改革というのは、

本来の目的である児童生徒にきちんと向き合うためにやる、ということを丁寧に説明

していただく必要があると考えています。個々の学校がそれぞれの地域や保護者に説

明することはもちろんですが、教育委員会としてもいろいろな面でバックアップして

いくことが必要だと思います。具体的には、私は、民間の銀行で当時は時短推進とい

っていましたが、これに長らく携わってきた経験も踏まえて、いくつかお願いしたい

ことをお話させていただきます。 

 まず、一番大事なのは学校現場です。校長を始め、先生や職員の方が腹に落とすこ

とが大変重要だと思います。これまでも十分な努力をされてきておられますし、働き

方改革をするといっても、例えば、大幅な増員というような体制の見直しをされるわ

けではない。現状のままでやっていこうということですので、皆さんが同じ認識で進

めていくことが大事になってくるだろうと思います。分かりやすく言えば、「どうせ

できないだろう」というよりも、「何とかできるだろう」という思いを、皆さんが共

有することが大事だと思います。そのために、構えとして二つのことをお願いしたい
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と思います。 

まず一つは、働き方改革推進プランの 7 に、「学校の重点目標や経営方針などに盛

り込む」と書いてありますが、是非、学校の経営計画に「我が校の働き方改革」とい

う項目で盛り込んでいただきたい。大きなプランは教育委員会が作るとして、具体的

な実行はそれぞれ個別の学校になると思います。学校ごとに実状や事情は異なると思

いますので、学校ごとに課題を分析し、優先順位や対応を学校の経営計画にきちんと

立てていただく、ということが大事だと思います。それをもって、地域や保護者の方

に説明をしていただくというような構えが大事だと思います。その上で、全体では中

間年度でプランの見直しを行うといわれていますが、少なくとも学校ベースでは、年

度ごとの PDCA サイクルを回していただいて、改善を図っていただきたいと思ってい

ます。 

 もう一つは、教育委員会の中ではプロジェクトチームを作られると書いてあります

が、学校の現場で進める上においては、学校の中でも、校長や教頭といった管理職と

学校の先生、それから職員でこういったプロジェクトチームを作っていただいて、そ

の学校の取組の中での問題点や良い点や教育委員会との連携といったものの情報を

共有して取り組んでいただきたいと思います。 

個別について言えば、優先順位として、プランの 6の「働き方改革の取組事項」が

26項目ございましたけれども、№4の「スクールカウンセラー・スクールソーシャル

ワーカーの活用」、これは是非、充実を図っていただきたいと思います。これは、働

き方改革にもつながりますし、いじめ防止にもつながります。当然、予算との絡みも

あろうかと思いますが、その辺りは市の御理解を頂ければと思います。また、№11

の「調査・報告等の縮減」、これも負担感が多いということでございますので、優先

的に御対応いただきたいと思います。 

最後になりますが、モデル校も作られるということですので、モデル校や各学校で

の取組の好事例をどんどん紹介していただいて、働き方改革の取組を広島市全体のい

ろいろな先生方の健康増進等にも役立てて、児童生徒と向き合う時間が増えるような、

広島市全体の取組としてスムーズに、また、実効性を高めていただければと思います。 

 

＜伊藤委員＞ 

 働き方改革で思ったことが二つございます。 

一つ目は、今回の働き方改革プランが実効性のあるものとして機能していくことに

よって、プラスのスパイラルが生まれることを期待したいと思います。先生方に、時

間的、精神的にゆとりができ、それが教師の授業力の向上や子どもへの関わり方に反

映し、その結果が広島市の教育的課題の解決につながるという、「正」の連鎖が生じ

ることを願っています。 

 二つ目としましては、2020年にプランの中間発表を行うということですけれども、

その中間発表の結果を「見える化」して、その効果を大々的に公表していただくこと

が必要だと思っています。世間では、「教員」イコール「大変な仕事」というイメー

ジを持たれることが多いのですけれども、プラン実行の効果をアピールすることによ

って、広島市は教員として働きやすいところだ、広島市の教員として働きたいという
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評価を頂けるようになることを願っております。そのために、私たち教育委員として

も努力していきたいと思っております。 

 

＜西委員＞ 

 今、学校の先生の責務といいますか、とても膨大で、例えば、かつては家庭で行っ

ていたようなことも学校で引き受けなければならないような状況が増えております。

教師の職務の膨大さというものを非常に痛感しております。 

先ほどから出ております、「働き方改革の取組事項」の具体的な取組の中に、いく

つか良い案が掲げてございますが、例えば№11 の「調査・報告等の縮減」などとい

いますのは、多くの調査の結果からも、とても負担だという結果が出ておりますが、

この調査を行ったことによる教育効果は何があったのか、というようなことも踏まえ

て、どの調査・報告等を軽減していくのか、ということをよく考えてここを取り扱っ

ていただきたいという思いがございます。 

それから、先ほども出ましたが、先生が疲れているという状況は、実際に私もよく

目にしますので、やはり、子どもが生き生きと学校活動を楽しく送るためには、先生

が生き生きと、良いアイデアを持って子どもたちと共に生活していくことが基本だと

思いますので、是非、教員の勤めやすい、それから、教員が目指す教師像というもの

がしっかりと持てる形で教育改革を行っていくことができれば良いと思います。 

 

＜秋田委員＞ 

 現場の教員は、一番何が負担か、どうやったらいいかといった考えをお持ちだと思

います。アンケートは教育委員として見させていただきましたが、授業の準備といっ

ても、非常に内容が濃いと思いますし、調査物・報告書の対応というものも様々な調

査物・報告書があるのでしょうから、授業準備と調査物・報告書が重なっている部分

があろうかと思います。一体授業準備の何が負担なのかなど、そういった現場の教員

の声を、教育委員としてもう少し細かく見ていく必要があるのではないかと。 

例えば、指導の内容なども、モデル校での非常に素晴らしい授業のやり方があるの

であれば、他の学校に広く伝えてもらい、それを上手に活用すれば、授業の準備も減

ると思いますし、毎年教科書ががらっと変わるのではなく、同じ教科書を基本にやっ

ていくのであれば、昨年の授業の準備が大いに参考にできると思います。あるいは、

学年で協議をしてもらって、それをシェアしてもらうというように、教員同士の授業

準備をもう少し連携する方法なども、現場の先生たちはいろいろお考えがおありだと

思いますので、そこを教育委員会の方で聞いて、実行に移してもらえたらと思います。

端的に言えば、授業準備の内容をもう少し見た方が良いのではないかということです。 

 後は、弁護士として教育委員に選んでいただいておりまして、公務災害や鬱病とい

った、教員の労災問題も避けなければならない問題だと思いますので、学校の子ども

たちは保健室があるのだと思いますし、企業であれば産業医とか従業員を診る部門も

あると思いますが、先生を診る部門、教員をどこが診るのかということです。校長先

生や教頭先生が気付かれればいいのですが、やはり医療の専門家ではありませんので、

そういった教員自身の異変なども早めに察知できるように、公務災害を防ぐようにし
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ていただきたいと思います。 

 部活動についても、働き方改革の中に含まれていますけれども、例えば、オリンピ

ックでもマラソンの開始時間を早めるといったように、熱中症の対策を叫ばれていま

すし、高校野球でも足をけいれんする選手が続出した大会だったと思います。これか

らそれらがひどくなることはあっても、軽くなることはないと思います。もちろん、

専門の指導員を入れるということも広くやっていただきたいと思うのですが、暑さ指

数で、本日はやってはいけないという指示があった時は、試合が近いとか、サッカー

部はやっているけど野球部はやっていいのかとか、横並びのことを考えずに、やった

ら駄目と言われたときはきちんと休むというふうに徹底していかないと、現場の指導

員は悩んでおられるようです。全国の裁判でも、熱中症で急性腎炎や脳内出血といっ

た例がありますので、体育館とかサッカー場とか野球場とか、同じ中学校、高校でも

場所によって暑さが違いますので、その辺りをきちんと。働き方改革とちょっとずれ

るかもしれませんが、部活動について、先生と生徒、両方の健康管理のため、休む時

にはきちんと休むとか、朝練も任意なのであれば、任意参加にして、必ず行かないと

いけないことにしないなど、熱心にやり過ぎないように繰り返し言っていかないと、

つい一生懸命な先生はやり過ぎてしまうのかなと思います。 

 

＜井内委員＞ 

 働き方改革について考える時、自分の医師という職業と共通点を感じます。例えば

医師の場合、勤務時間が 5時までだからといって患者さんを放って 5時に帰るわけに

はいきません。それが 6 時、7 時、8 時になり、容態が急変すれば一晩中ということ

はしょっちゅうあることであって、それを患者も、また患者の家族も期待している。

つまり、医師とはそういうものであるという社会の目があると思います。 

教員の場合も、ここでは日本型学校教育の良さという表現がしてありますが、正に

そこです。先ほども出ましたが、学校の先生に何もかもお願いすれば良い子になるん

だというふうな、ある意味、明治以来の学校教育に対する過度な依存というものがず

っとありまして、そのことが積もり積もって、学校教育への過重な負担につながって

いったのではないかと思うわけです。そこをどう改革するかということについては、

私は、いろいろな対策のうち、可能なものからやっていけばいいと思いますが、やは

り一番は意識の改革だと思っています。 

アンケートなどにも出ているように、管理職の方は職務上帰りにくい、休暇を取り

にくいということですが、どういうことかと言えば、私が想像するに、若い先生が頑

張っているのに私が帰るわけにいかないではないか、というところがある気がします

し、逆に若い方は、校長先生が残っているのに自分が帰っていいのかという、非常に

日本型の、ある意味、日本の社会をうまく動かしてきた潤滑油みたいなところではな

いかと、そういう意識があると思います。そこへいきなり、勤務時間をある一定の時

間に限っていくのは、なかなか難しいところではないかと思うので、何が必要かとい

うと、やはり、それぞれの方が休みやすくする環境を作っていくということだと思い

ます。 

そのためには、若い先生たちは研修をよくやられるわけだから、その研修の中で、
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いかに長時間労働、あるいは過剰な勤務が、心身共に自分にとっても子どもにとって

も良くないということを、重々分かっておられるとは思うけれども、改めて学習して

いただき、管理職の方には、そういう状況を作らないための工夫が何かということを、

先ほども出ましたが、学校の経営方針としてきちんと明記をして、全体で休みが取れ

る、あるいは、ある程度の時間で仕事が処理できるようなシステムを考えていく、と

いう全体の取組がなければ、なかなか働き方改革が進まないのではないかという気が

します。 

その上で、後のこととも関係するけれども、日本型教育の良さというのは、私自身

も認めるし、学校の先生が尊敬される存在であり、全ての生徒指導の面でも学力指導

の面でも、素晴らしい先生であってほしいと思います。そのことを期待する保護者等

の気持ちも大変よく分かります。それをどううまく補充していくかといえば、やはり

PTAや保護者の協力がもっと必要です。そのことに注力していただくためには、先生

にどういう形で時間を差し上げたらいいか、ということを保護者の側も真剣に考えて

いただきたいと思います。社会全体の理解が、教師という仕事そのものに対する理解

を深めると同時に、具体的な行動として現れるように社会にアピールして、社会がそ

ういうことを率先して考えていただけるような関係を作るといいますか、それがない

と、なかなか教師の働き方改革は進まないと思います。 

医師の場合もそうですが、看護師のように 3交代制にすればいいのではないかとい

えば、結局医師を 3倍に増やさないといけない。それでうまくいくかといえば決して

うまくいかず、きっと不満だらけだと思います。教員の場合も、数を増やせばいいと

いう問題でもない。先ほど項目にも出ましたが、スクールカウンセラーやスクールソ

ーシャルワーカーという職種の人は、もっと必要だと思います。いじめの問題の中で

も、どの部分の対応が足りなかったか、ということになると、やはり、スクールカウ

ンセラーなどの職種の方がもう少し時間を取って、その子に接していてくれたらな、

という反省点がかなりあるのだろう、と私は思っています。 

そのことも含めると、人員配置も重点的かつ効率的に、何が必要かというところへ

手当てをしていかなければいけない。日本型学校教育の良さをこれからも維持するた

めに、新しい仕組みを作っていかなければいけない。正に、これからの大きなテーマ

であります。「チーム学校」ということを改めて再認識をして、その上で、先生の働

き方改革を優先していけばと思います。 

 

＜教育長＞ 

 私は、働き方改革推進プランの策定者でもありますし、実際にプランができたら、

これを推進し、具体に執行していく側でもありますので、その立場を中心にお話をさ

せていただければと思います。 

 多岐に渡る御意見を頂きまして、ありがとうございます。その内容については、ち

ょうど大詰めを迎えているプランの中身に関わることです。26 の取組項目を挙げて

おりますので、皆さんにおっしゃっていただいたことは、要素とすれば、項目的には

構えはあると思いますので、プランに方向として書き込めるものは、肉付けの際に少

し加味する必要があろうかと思います。その多くでは、基本的な考え方であるとか、
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実際に動かしていく時の具体的な御提案を頂きました。執行段階の御提案については、

実務でやりたいと思います。 

 思いとして何点か言わせていただきたいのですが、今からプランを作りますが、一

つは、今日は目標ということで、具体的には書いておりませんが、長時間勤務の解消

と休暇取得については、数値目標を掲げようと思っております。働き方改革というの

は、とにかく働く時間が短くなりさえすれば良いというものではないことは、重々理

解をしております。このプランを作って、いろいろな取組をして、それによってどう

いう効果が全体として上がっているか、これを PDCA サイクルで回していこうとすれ

ば、やはりそういう（勤務時間外の在校時間や休暇取得日数といった）時間というも

のを把握しなければならない、ということで目標設定をいたします。その目標設定の

際には、きちんと正確に勤務時間を申告してもらうということが大前提であると思っ

ています。その点も考慮して、目標時間の設定ということは、現状の数値もにらみつ

つ、余りに理想論だけで現実とかけ離れた数字を使ってしまいますと、いつしか正確

に申告しなくなる、そういったことは避けたいと思います。現状の数値も見据えなが

ら数字を固めたいと思っています。 

 もう一つは、先ほど伊藤委員が少し触れられましたが、教員は大変だということで、

数字的に見ますと、教員の採用試験の倍率が年々低下をしておりまして、特に小学校

で顕著で、とうとう今年は 2倍を切ったという状況になりました。これが実際の教員

の働き方や、長時間勤務との明確な因果関係ははっきりしないにしても、やはり少し、

若い人たちも「教員というのは大変そうだ」、という意味で敬遠されるという状況も

背景にあるのかなと思っています。当然、これからの学校教育を考えると、子どもの

教育に情熱・熱意を持った若い先生方、若い人たちに是非、先生を目指していただき

たいと思っています。今、既に教員として頑張っておられる方も、元々そういう思い

を持ちながら入ってこられています。ただそれが、これまでも御説明にあったように、

学校に期待される役割、先生方も一生懸命に、いろんな期待にできるだけ全てに答え

ようという中で、なかなか自分の一番やりたいことであるとか、元々教師を目指した

時の思い、それを実現していくことに十分手が回らない、気が回らないというような

状況が出てきているのではないかと思います。 

そういった面で、繰り返しですけども、学校教員の役割の見直しと掲げているのは、

「チーム学校」という言葉もありますが、外部の方、地域の方、あるいはスクールカ

ウンセラー、スクールソーシャルワーカー、そういった形での役割の見直しを、関係

者の理解を得ながらになりますが、先生の負担を少し軽くするというようなところも

やらないといけません。栗栖委員、井内委員もおっしゃったように、その時には皆さ

んの理解が要ります。学校の先生方は、本当に真面目にやっておられます。自分ある

いは学校に対する期待値、地域に対しても、子どもたちのために地域の方がこれだけ

頑張っているのだから、自分たちも顔を出さないと悪いだろうということで、朝早く

から一緒に通学路に立つという先生方も沢山いらっしゃいます。その中で、関係者の

理解を得ながら、先生の負担を軽くする方法がないかとか、あるいは、人と接する部

分、子どもと接する部分以外の事務的な部分について、極力効率化を図りたいと思い

ます。 
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先ほどお話もありましたが、リフレッシュするための休みを気兼ねなく取れるとい

うことで、今年、夏休み中の閉庁を 3日間やりました。これは、先生方の評価もよく、

「居ないとまずかろう」、「何かあったらどうしよう」、というようなところが、はっ

きりと、「ここは休み」と言ってあげることで、気兼ねなく休みが取れるということ

になりますから、こういったことは既に盛り込んでおります。ワーク・ライフ・バラ

ンスを確保しながら、一番やりたいことにしっかり力が注げる環境を作りたい、とい

う思いで、今からプランに基づいて、できることからやっていこうと思っています。 

 個別の答えでは、学校ごとに経営方針を盛り込む、ということですが、これは当然

やっていきます。校長のリーダーシップを基に、特に意識改革が必要です。恐らく、

校長先生世代というのは、割と働く時代で私たちと近い世代ですが、若い人は、随分

と意識も変わってきています。そういう意味では、学校としてきちんと目標を掲げ、

校長をリーダーにして、「やろう」ということの具体的な取組は、執行段階できちん

とやりたいと思います。 

 また、秋田委員から部活動のお話が出ました。御指摘のあったことはごもっともだ

と思いますが、部活動の暑さ対策というのは、特に今年大変なこともありましたので、

何度か通知を出しましたし、今、部活動の方針というのを、併せて作っていこうとし

ております。その中にも、暑さ等を踏まえた時に、思い切って中止や延期にするとい

う要素も、中に盛り込んでいきたいと思っています。 

 

＜教育次長＞ 

 井内委員、栗栖委員がおっしゃられた、このプランを実効性のあるものにしていく

ために、世論形成であるとか、地域や保護者の理解、教職員の意識改革、もっと他に

もありますが、やはり、これらが重要ではないかという御意見であったと思いますが、

本当にそのように考えております。 

2 ページの、「3 働き方に係る教職員等の意識改革」というところで、「① 学校

経営との連動」、これが№22（学校評価等における働き方改革目標の設定）、№23（人

事評価における働き方改革関連目標の設定）というところで、まず、これに力を入れ

たいと考えています。先ほど教育長も申し上げましたが、学校において、学校経営計

画というのは、各学校の校長先生が実態に合わせて作成するものですが、ひな形であ

るとか、教育委員会がリーダーシップを取っていくという観点から申し上げれば、今、

実際に校長先生方が作られている重点計画を見ますと、働き方改革という観点は入っ

ておりません。例えば、学力向上とか地域の教育力の向上であるとか、そういう重点

目標の中には位置付けておりません。そこに、教育委員会として、子どもと向き合う

時間を確保するために、より働き方改革の観点から重点目標をきちんと位置付けてい

ただく、ということをやっていきたいと考えています。 

それをやっていく中で、どういうふうに地域に理解していただくのかということで

あれば、例えば一つの方法として、学校協力者会議をやっておりますので、協力者会

議で学校側が説明し、それに追認していただくというだけでなく、学校経営重点計画

を作る時に、働き方改革の観点で案が固まる前に御意見を頂いたり、「こういうふう

にしたら先生方がもっと時間ができるのではないか」、「地域としてこういう協力がで
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きるのではないか」、そういった進め方も一つあると思っています。学校が作ったも

のを説明して理解していただくのではなく、作る時に、地域の外部の御意見を頂いて

作成をすれば、進めることもやりやすいのではないかと。例えばですけれども、そう

いうやり方も考えています。 

計画を立てれば、学校評価ということで、年度末には学校協力者会議において、ど

れくらいできたかという評価で、きちんと説明をしなければいけないので、PDCA サ

イクルというか、それを改善して、次に進めていくということができるのではないか

と考えています。 

 もう一つは、教員の意識改革という点では、当たり前のことだと思いますが、校内

研修等を活用して、教員からのアイデア出しをさせるとか、押し付けにならないよう

に一人一人がきちんと考えた上で、何をやっていけばいいか、各学校で課題が違うの

で、そこを自分の事として主体的に取り組めるような進め方、アイデア出しをしてし

っかりやっていく。呼び掛けだけではなく、仕組みとして人事評価に入れるというと

ころもやっていくべきではないかと考えています。それにより、個人の PDCA が学校

の PDCAになり、教育委員会の PDCAになるのではないかと思います。 

 それから、伊藤委員がおっしゃられました、中間まとめの「見える化」については、

大変重要なことだと思っていて、効果をアピールするということと、課題を捉えて改

善していくという意味でも、「見える化」は大事だと思っています。 

 西委員、秋田委員がおっしゃられた調査・報告書の削減であるとか、授業準備の何

が負担なのか、という具体な取組については、もちろん、学校の実態を詳細に把握し

た上で、もう少し詳細な取組をやっていきたいと考えています。 

 

＜生徒指導課長＞ 

 スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカーについては、年々、少しずつ、

活動時間や人員を増やしていただいております。 

そうは言いましても、生徒指導の諸課題は非常に複雑化、多様化している状況です。

そのような状況にある中で、解決に向けて、各学校では組織的に対応していくために、

生徒指導部会であるとか、いじめ防止委員会であるとかで会議を開きながら対応して

おります。スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカーが少しずつ増えてき

たことにより、そういう（会議等の）場に参加する回数が徐々に増えてきていること

は事実です。そこで専門家のいろいろな御意見を頂きながら、教職員が対応を練って

いくことができるようになってきつつあるという状況です。 

それから、スクールカウンセラーについては、部屋でカウンセリングを行うだけで

はなく、実際に教員と一緒に廊下を回ったり授業を見たりして、そこで子どもに声を

掛けたりしながら観察することにより、早めの対応ができる部分というのも、成果と

して現れてきています。 

そうは言いましても、一部の学校においては、保護者がすぐに相談したいといって

も、少し待ってもらう必要がある場合や、あるいはスクールソーシャルワーカーがい

ろいろな関係機関と集まって支援方針を立てる、これは、ケース会議と言いますが、

件数が多くて、ケース会議をすぐに開催できないという実態もまだありますので、引
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き続き、そういうことを踏まえて対応していきたいと思っております。 

 

＜市長＞ 

 ありがとうございました。 

 私の立場で御意見を聞いていて、なんとなく問題意識が分かるのですが、ここにお

られる委員の皆さんは、ここに書かれている、国における学校の先生方に対する役割

としての期待度が高くて、いろいろな課題を抱えている。それを何とかしなければと

いう問題意識、これは共通です。それを解決するに当たって、では、人を増やしてい

けばすむ、という簡単な問題ではないということも御承知である。ではそれを現状の

中で少し改良しながら何かを付け加えた時に、いろいろな経験から、直ちに項目を書

くのは簡単だけども、詳細を検討していくと、逆に期待している方々の期待を裏切る

とまではいかないけれども、十分に信任を得ないような措置になることはないだろう

か、というのを突き詰めて、実効性のある具体策を考えてくださいと（言っておられ

る）。例えば、「こういった点について考えておかないと実効性に欠けます」、「絵に描

いた餅になります」という御指摘を、いろいろな角度からしていただいたというとこ

ろまで私も十分に認識できました。そして、この御心配をもう少し分析しますと、総

論、あるべき姿、方向性は分かりながら、具体化する時に心配があるというのは、詳

しく言葉になりませんけれども、今、申し上げた総論を十分に理解しているか、して

いないか分からない。現状にとらわれて、「そんな理想を言ったって現実は動かない

じゃないか」という意識を持っている教職員の方、あるいは管理職の方、更には学校

教育を外から見ている PTAや地元の方々が、現状のいろいろややこしいことが起こっ

ている事態で、「どれか一つを直しても世の中がパッと変わるわけじゃないし、それ

をやるとどこかにしわ寄せがいくからそんなに簡単にはいかないだろう」という、あ

る意味では、文句は言わないが評論家的にオブザーブするだけの人もおられる。そう

いった方々に対しては、今、言ったように、「こんなふうに仕掛けて丁寧にやります」

という仕組みを作れば、一応は、問題意識のボルテージが上がる。そういう意識の下

で、クレーマーとまでは言わないけれども、「これだから上手くいかないのではない

か」、と個別具体的な問題提示をされる方に対して、「的確に処方箋を作って、こうや

ります」というお答えができるものを学校単位で用意していくことが必要なのではな

いかと、今のお話を聞きながら思いました。それが、各学校における経営計画の中で、

具体的な事例を見て、「学校レベルで起こる個々の苦情や、何かやろうとする時の障

害になる意見や対応を個別につぶしていくというか、そういうことを忘れないように

してください」、ということを異口同音に言われたと思います。ここに書かれている

問題整理、総論的なものについて、個別にここがおかしいという話ではなくて、書い

てあるとおり実行しようとすると、もう少し自分たちの心配ごとに関して、詳細が分

かればいい、という思いで御意見を頂いたのではないかという気がしてなりません。

その中で、先ほど言われた学校評価、人物評価についての目標設定を作り上げて、説

明する前から御意見を取り込むということについては、そうかな、という感じがする

のですけれども、御意見を問いかける方々は、どのような方々が来るか分からない。

今、言ったとおり（共通）認識を持って、方向性まで一致して、問題を乗り越えよう
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としている方々と一緒になって考えるというベースになればいいのですが、反対して

いる方を対象にして、そういった方々が入られたとしても、きちんと説明して納得し

ていただけるような議事進行といいますか、説明を考えるという手間を掛けてやると

いうことを、各学校単位でやりましょう、ということを言っておかないと。決して排

除するというわけではなく、いろいろな御意見がありますから、いろいろなタイプの

方が来られたとしても、きちんと説得力ある説明、こういうふうに考えて目標設定を

しますということが説明できるように。なぜこうなっているか、「あなた方の疑問に

対しては、こういう理由でこうなっている」、ということを納得いただけるような説

明ができるようにきちんとやる、ということまで含めて、現場単位の効果的な実効性

ある対応をしてほしいということを、教育委員会から各教育機関である学校に、必ず

忘れないように伝えていただきたい。そうしないと、「教育委員会が目標設定をしろ

と言っているからやらないといけないので、設定しやすいように文句を言わないよう

な人を選んで処理して作りました」、というようにいろいろな所で動き始めると、「こ

こがつじつまが合わないから無理じゃないか」、というふうになるような気がしてな

りません。そこをしっかりお願いしたいと思います。 

 もう一つは、ここの中で議論が出ていませんけれども、多くの方の協力を得るとい

って、学校教育という柱を立てて、その教育をしっかりしたものにしていくために、

子どもたちをめぐる諸問題について、主に教育にまつわる様々な環境整備を地元の

方々、教育に関係する方々にもお手伝いしていただいてやる、という構えを忘れない

ようにする。教育の基本精神、「この学校はこういうことをやる」、ということを納得

していただく。それをよくするために、家庭環境をめぐる問題、個々の生徒の病理現

象的な問題にもきちんと対応したい。だから、こういう形でお願いする、という説明

の体制を、教育委員会が指導して学校の中で作った上で、何でも聞くというのではな

く、一定の価値観や方向性を自分で組み立てて問いかける、ということをやっていた

だきたい。そうしなければ、教育委員会という組織の値打ちがないと思います。そう

いう意味では、「ここで打ち立てられているたたき台となっている考え方そのものは、

皆さんの御意見の中で異論はないからいいだろうが、納得できるかどうか心配だ」、

ということになってくると思いますので、是非お願いしたいと思います。 

 後は、私が見て、言葉の問題ですが、長時間勤務の解消と書いてあるところをよく

見ていただいて、文言で「勤務時間外の在校時間の短縮」のところです。働かないの

に学校にいる時間を縮めるということですが、勤務時間外で学校にいるというのはど

ういったイメージを持って書いてあるのでしょうか。「先生としての働きは、学校の

中にいれば全部勤務時間だろう」、と外から見たらそう思いませんかということです。

こういう書き方をどのように説明するのでしょうか。先生方は、学校にいる間は働い

ているものだと一般の方は思っている。勤務時間外で学校にいて、その時間を削りま

すと言っておいて、一方では（勤務時間外の勤務を）月平均で何時間だと言っている。

先生方の仕事とはどういったものなのでしょうか。教室に入って生徒さんを教える、

それだけが勤務時間なのでしょうか。授業後に廊下を歩くのは勤務時間外の在校にな

るのでしょうか。ここで言う、「勤務時間外の在校時間」とは何なのか、どう考えて

いるのか言ってみてください。そうすると、学校で働く先生方の勤務時間は、もう少
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し整理できると思います。相当乱暴な書き方のような気もしますが、どうでしょうか。 

 

＜井内委員＞ 

 やはり、勤務時間というのは曖昧だと思います。どこまでが先生の仕事でどこから

が違うのか、仕分ができていない。 

 

＜教育長＞ 

 ここでいう勤務時間とは、授業時間という意味ではありません。先生の勤務時間と

いうのは決まっています。 

 

＜教育次長＞ 

 一日、7時間 45分という勤務時間です。 

 

＜市長＞ 

 7 時間 45 分とは、何をしている間が勤務時間になりますか。校舎の中にいる時間

のことですか。7 時間 45 分の勤務時間を超えて学校にいたら、勤務時間外の在校時

間になるということですか。 

 

＜教育次長＞ 

 そういう趣旨で書いております。 

 

＜市長＞ 

 「勤務時間とされている時間」という意味ですね、勤務している実態ではなく。そ

れであれば、勤務時間という言葉でなく、「何時間を超えて学校にいたら」、と書いた

らいいと思いますが、どうですか。そうすると、先生方が学校にいるということだけ

で、学校にいたら何となく仕事をして、学校にいてやっていることは地域の期待にの

ってなんでもかんでもやる、という整理のところが、外から見た時に少しおかしいな、

と私は思います。担任の先生は、生徒さんの勉強の時間を中心に授業をやる。学校の

中で授業をやるための準備や、学校の中で自分の受持ちの生徒さんの悩み事を聞くの

も勤務時間である。そういった一連の教育に関わる時間帯が、この時間を超えてしま

うと、時間外勤務とされているという実態の中で、「学校の中にいて枠に収まらない

ようなことをしている先生方をどうしましょうか、という分析をしています」、と言

ってもらう必要がある。その時に、「では、先生方はこれ以上働かなくていいですよ」、

としたら、「今までは生徒が来たら相談時間としていたのに、時間がきたからぶつっ

と切っていいのですか」、そうすると、「人物評価で、生徒さんが困っていても、時間

内に収まったからマルだ、というようなことを本当にやってくれるのですか」、とい

う質問があった時にどうするのでしょうか。個別の質問にきちんと答えられるような

設定になっているのでしょうか。立場を変えると、皆さん心配になるのではなかろう

かと思います。こんなにうまくいくのだろうかと。個別の学校で目標設定をする時に、

先生と管理者と地域の方々に説明した時に、「生徒に対して不親切な指導をしておい
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て、時間だから帰るというようなことは困る」、という意見に対して、では、「原則は」

と書いて例外を認める、ということをすると、結局何を書いているか分からなくなり、

最初の問題である「実効性のある計画」にならないということになるのでは、と心配

しているのですがどうでしょうか。 

 

＜教育長＞ 

 私は、その点も意識して先ほど御説明をしたつもりだったのですが、目標というの

は、全体の取組の成果を見る上で全体を把握する、検証するために設定はしますけれ

ども、やりたいところで言うなれば、そもそも教師として、時間内にできればいいの

でしょうが、そこを超える場合であっても、（教師として）子どもたちときちんと向

き合うということが必要なら、それに対して全力で、他の要素をできるだけそいであ

げて、それに向き合える環境を作るということを目指したいと思っています。 

 

＜市長＞ 

 マクロで分かったうえで、個別の、ここでいう「学校評価等における目標設定」と

した時に、評価するやり方をどうするのでしょうか。各学校で評価点を付ける時に、

総論は分かるけれども、どのようにしていたら、「時間を超えていてもこの先生はい

い」、あるいは「時間を切っているからいい」、という判断をするのかを、学校ごとに

考えて総論を書くように言うのでしょうか。大変だと思うのですが。先ほど言ったよ

うに、「原則は収めればいい」、「いろいろな諸事情を勘案して超える場合も可として

いい」、という抽象的な文章を書いてしまったら、また訳が分からないことになるの

では、という議論ではないかと思います。だから、「現場をよく見てプランを書いて

ください」ということを異口同音に言われている。その辺りをあらかじめ心配されて

いる議論になっているのではないかと思います。「こういったケースだったら、この

ような理由でいいです」、ということを検証し、「それをひっくるめてこれを目標に設

定します」、という作業をしっかりやった上で、正に現場をよく見て、どれが妥当か

ということをきちんとした上で個別具体の計画を立てないと、何となく議論をしたか

らこれをやりなさい、というやり方では、かえって現場を混乱させる要因を、今回の

この提言は持ち込むことになる。理想は高く現実は低いということになるかもしれな

い。しっかり個別問題を検証して、それに対しての具体的な答えを、ある程度教育委

員会でも用意してあげて、学校は、「この場合はこうしたらいいです」、ということが

言えるようにしてある必要がある。総論を投げておいて、あとは現場でやりなさいと

いうことでは、そのために残業をして現場は大ごとになります。計画を作るために先

生方は疲弊するかもしれない。そうはならないようにしておく必要がある。今、議論

をしていますけれども、注意喚起ですので、こういったことを受けていただいて、あ

とはスタッフの方で考えていただけるはず、という期待値を込めて言っています。 

 

＜教育長＞ 

 言葉については整理をします。今は書いてありませんが、（勤務時間外の在校時間

の短縮の）目標設定についても、先ほども申し上げたとおり、ゼロにするという目標
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ではありません。ある程度は「ある」という状態を前提に、その中で何をすべきか。

「ある」というのは、いろいろなことを沢山やっておられるところを縮めていく、と

いう行為の中では、恐らく現場の中で回っていくだろうという思いでいます。市長が

おっしゃったような形で、ある意味では、先生方を管理していく、ということに関わ

ってくるでしょうから、教育委員会としてきちんとやっていく必要があります。 

 

＜市長＞ 

 先ほど栗栖委員がおっしゃられたように、現場という話を聞いて、目標設定や各学

校でルールを作る時に、「先生方の仕事はこういったことがあります」と（言ってお

いて）、「これについてはスクールカウンセラーやソーシャルワーカーにやってもらっ

ている先生もいらっしゃるでしょう」、「これについては、この学校として整理して、

この類の生徒のもめごと、困りごとは、いろいろな行きがかりはあるけれども、今度

からはスクールカウンセラーの方にこんなふうに頼みます、ということをまずやりま

す」と切ります。その上で、先生方の仕事ですが、調査とかいろいろな業務について、

学校の授業のための準備としての調査は引き続きやってもらうけれども、国や教育委

員会からの一方的、定期的な調査は返上して、先生方の手を煩わさないようにしてい

ただく、というふうに除去して、「これくらいの仕事の分量にします」と。それでも

って、なおかつ超えるときは、「そこのところはちゃんとやってきたのだから切って

もらってやる、というイメージです」、というような説明をして、「こういう目標設定

にしました」と言う。今の部分の説明を学校で作ると同時に、そこまで作ったものを

地域の代表者が来た時に説明する。「どう作ったらいいですか」ではなく、「こういう

ことを考えて作りましたので、これについて御意見はいかがですか」ということをや

って、それを掲げてもらう。そういう意味で（各学校に）主導権を発揮してもらう、

という手順を考えてみたらどうかと思います。そうした上で積み上げていく。一つ一

つの思考過程などをもう少し整理して、「各学校でこういうふうに作ってみてはどう

か」と教育委員会の方で指導する、ということをやっていただきたい。ここに書いて

あること以上に、もう少し、個々の組立てをする際の要領のようなものを示し、総論

だけを立てるのではなく、「例えばこういうふうにやる」、ということをもう少しやっ

ていただくことも重要ではないかと思います。それが、実効性が上がる時の基本です。

共通認識と共通手続を同時並行で、教育委員会と学校が同じようにやっていただくと

いう状況設定をすることが環境づくりだと思います。 

 

＜栗栖委員＞ 

 一言で言うと、本来先生がやるべきことは、いろいろな事情があるので、それはカ

ットできないと思います。例えば、分担できるものは分担していくとか、無駄なもの

はやめていくとか、そういう見極めを学校ごとにきちんと分析をして対応をしていく、

ということを徹底していただいて、その PDCAを回していただく。 

例えば、留守番電話の設置などは、「もしかしたら電話が架かってくるかもしれな

いから誰かが待機する」、これについてはやめて教員は帰らす。ただし、電話が架か

ってきて、連絡網があると思いますが、「こういう事情だから（連絡網がすぐに回せ
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ないのは）御承知ください」、というような説明をしていくというように、個別に内

容をきちんと見ていくということです。 

先ほど勤務時間の話が出ましたけれども、1日 10時間掛かるとしても、その 10時

間が本来必要な時間であればカットできないわけですから、その辺りの見極めをきち

んとやっていただきたいと思います。 

 

＜市長＞ 

 今の緊急電話については、正に、言われたようなことを踏まえて、導入するにあた

り地域の方々に理由を御説明し、この日のこの時間帯はいませんけれども、何かの形

で（連絡など）頂くものは頂き、本当に重要なことはつながるようにしておく。協力

者、地域、PTAの方々に、なぜ置くか、置いた時にどういった対応をするか、という

説明をきちんとした上で広げていくやりかたをしています。正に、今みたいなことを

丁寧にやります、ということを、いろいろなパーツといいますか、項目で示す、とい

うことをやっていただきたい。あらかじめ分かっている部分についての指導を、教育

委員会として各学校に丁寧にやっていくということだと思います。 

 

＜教育次長＞ 

 留守番電話の設置は、この 10 月から、モデル校的に、小学校 2 校、中学校 1 校で

始めております。今おっしゃっていただいたように、事前に保護者へ御説明し、学校

協力者会議を通じて、地域にも、緊急時の対応であるとか、そういうところにも御理

解を頂いた上で、10 月から実施しております。概ね、教師の負担感が軽減され、特

に、留守番電話にしたことによって、トラブル等は、今のところは出ていません。状

況を見ながら、来年度、その辺りのことを検討していきたいと思います。 

 

＜市長＞ 

 やるという方向性を、教育委員会が立てて、「これをやるときにこんな問題につい

てはこうします」、という説明をし、一括して、なぜやるのか、どうやるのかという

ことまで方向性を整理して、関係者に納得していただく。それでも越えられないかど

うかということを確認して一つずつやっていく。そういうやり方を前提に今回の対応

をしていく、ということだと思います。この辺りでよろしいでしょうか。ありがとう

ございました。 

 続きまして、学力向上の推進について、本年度、中等教育学校で取り組んでおりま

す英語教育研究など、いくつかの研究校の事例を交えながら説明に入りたいと思いま

す。 

 事務局から説明をお願いします。 

 

＜指導第二課長＞ 

 それでは、「学力向上の推進」につきまして、三つの研究校における取組を御説明

いたします。資料は、③の 1から 3までです。 

 まず、資料③の 1を御覧ください。中等教育学校英語教育研究校の取組です。広島
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中等教育学校では、二重線で囲んでおりますように「高い志を持ち、品格を備えたグ

ローバル人材の育成」を目指し、1 年生から、高校 3 年生に当たる 6 年生まで、6 年

間一貫教育の中で様々な取組を行っております。図の一番下を御覧ください。左から

「英語教育の充実」、「高大連携」、「その他の授業改善」という三つの柱で、効果的な

教育方法の研究・開発に取り組んでいます。 

 続きまして、「中等教育学校英語教育研究校年間指導計画」を御覧ください。これ

は、英語教育の取組について、左上の網掛けにありますように、「英語教育の充実」、

「英語を使う場の創出」、「高大連携」について、年間計画を示したものです。図の下

の段ですが、三つのそれぞれの取組について、概要を示しております。左側の「英語

教育の充実」については、①ALTの活用、②英語力の検証、③英語の授業改善につい

て取り組んでいるところです。ALT の活用では、中等教育学校には、3 名の ALT を年

間を通して配置し、きめ細かな指導を行っています。中ほどにあります「英語を使う

場の創出」については、①イングリッシュキャンプや海外修学旅行、②外国人に対す

る平和ガイドボランティア、⑤英語多読、ERですが、こうした事業などを実施して、

生徒が授業内外で英語を使う様々な機会を設けています。右側の「高大連携」につい

ては、①広島市立大学が開発した eラーニングを活用したり、②広島市立大学の留学

生と交流したりする機会などを設けています。 

 続きまして、「中等教育学校英語教育研究校における効果検証」を御覧ください。

現段階における取組の効果検証について御説明いたします。 

まず、1「検証方法」ですが、2 年生と 4 年生を対象に、5 月と 10 月に、英検の二

次試験の問題を活用したインタビューテストの結果を比較しております。また、5月

と 10 月に、生徒の英語学習や授業に対する意識などを 4 段階で測る生徒アンケート

を行い、その結果を比較しました。 

2「検証結果」の⑴インタビューテストの結果を御覧ください。5月と 10月ではグ

ラフの山形が大きく右に動いております。グラフの下の表の右から二つ目の合計欄を

御覧ください。平均点も 2 年生は 29.6 点から 35.8 点に、4 年生は 16.9 点から 20.6

点に上昇いたしました。生徒の発音、話す力、コミュニケーションを取ろうとする態

度や姿勢が向上したと考えられます。 

次に⑵生徒アンケートの結果を御覧ください。ここでは、18 項目の質問のうち、

回答の割合が 5％以上変化したものを取り上げています。肯定的回答の割合が上昇し

た項目は、網掛けをしていない部分ですが、2 年生では 7 項目、4 年生では 4 項目で

した。逆に、肯定的回答の割合が下降した項目は、網掛けで示しておりますが、2年

生では 2項目、4年生では 4項目ありました。肯定的回答の割合が上昇した要因とし

て、授業で自分の考えや感想、意見を話すことに取り組む機会を増やし、授業改善を

図ったことや、3人の ALTによる少人数指導により、生徒が英語でやり取りする機会

が増えたり、エッセイの添削指導を丁寧かつ迅速に行い、生徒にフィードバックを与

える機会を増やしたりしたことなどが考えられます。 

3「課題とその対応」としましては、10月のインタビューテストで 7割未満の得点

であった生徒に対して、放課後に日本人教師及び ALTによる個別指導を行うなどのフ

ォローアップを行っていきたいと考えております。また、生徒アンケートの結果、肯
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定的回答の割合が下降した項目については、生徒への聞き取りを行うことなどにより、

原因を把握し、必要な対策を行うこととしております。 

 続きまして、資料③の 2、英語教育実践研究校の取組について御説明いたします。 

 図の左上の「生徒像」を御覧ください。児童生徒の言語や文化に対する理解を深め、

聞くことや話すことを中心としたコミュニケーション能力の育成を目指すことを目

的とした英語教育実践研究校として、今年度、大塚中学校と大塚中学校区の大塚小学

校、伴南小学校、石内北小学校を指定いたしました。資料の上段の中学校と下段の小

学校とが連携して英語教育を進めていき、図の一番下にありますとおり、「英語教育

の充実」、「英語を使う場の創出」、「日本人としてのアイデンティティ」という三つの

柱で、様々な取組を行っています。 

 「英語教育実践研究校年間指導計画」を御覧ください。図の上段は、「英語教育の

充実」、「英語を使う場の創出」、「小中連携」について、今年度の各月ごとの取組予定

を示しております。図の下段に、三つの取組の概要を示しております。左側の「英語

教育の充実」につきましては、①ALTの活用、②英語力の検証、③授業改善に取り組

んでいるところです。 

①にありますように、大塚中学校には 2名の ALTを年間を通して配置し、教科担任

と ALTがティームティーチングにより、コミュニケーションを重視した授業を展開し

ています。図の中ほどの「英語を使う場の創出」については、①イングリッシュデイ

や市立大学留学生との交流会、③イングリッシュルームの活用、⑧授業以外での ALT

の活用などを通して、生徒が授業内外で英語を使う様々な機会を設けています。右側

の「小中連携」では、①小中連携推進委員会や②中学校英語教員と小学校担当者との

連携などを通じて、取組の連携、情報共有を進めています。また、小学校教員を対象

にした、ALTによる英語研修も実施しています。 

 続いて、「英語教育実践研究校（大塚中学校区）における効果検証」を御覧くださ

い。現段階における取組の効果検証を紹介します。 

1「検証方法」ですが、4月と 10月に実施した、英検 3級の二次試験の問題を活用

したインタビューテストの結果を比較しました。さらに、5 月と 10 月に、生徒の英

語学習や授業に対する意識などを 4段階で測る生徒アンケートを行い、その結果を比

較いたしました。 

次に、2「検証結果」の⑴インタビューテストの結果を御覧ください。4月と 10月

ではグラフの山形が大きく右に動き、その下の表の合計欄にありますように、平均点

も 14.9 点から 28 点に上昇しました。「音読」と「質問への応答」の両項目とも得点

が上昇しており、生徒の発音、話す力が向上したと考えられます。 

次に⑵生徒アンケートの結果です。ここでは、18 項目の質問のうち、回答の割合

が 5ポイント以上変化したものを取り上げています。なお、大塚中学校では、5ポイ

ント以上下降した項目はありませんでした。肯定的回答の割合が上昇した要因として、

ALTとの授業で、実際に英語を使う場面を意識した言語活動を取り入れた授業改善を

進めていることや、授業以外の時間においても生徒と ALTが英語を使いコミュニケー

ションを楽しむ場があることが考えられます。 

3「課題とその対応」としましては、10 月のインタビューテストで 27 点以下の生
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徒に対して、放課後に日本人教師及び ALTによる個別指導を行うなどのフォローアッ

プを行っていきたいと考えております。 

 続きまして、資料③の 3「個に応じた指導特別研究校の取組」について御説明いた

します。 

本取組は、一番上の目的にありますように、学習支援が必要な 30％未満の児童生

徒の学力向上に向けて、授業過程の改善を図るとともに、放課後学習等の場において

個に応じた学習支援を行い、基礎学力の確実な定着を図ることです。次に、実施方法

ですが、亀山中学校と亀山中学校区の亀山小学校及び亀山南小学校を指定し、実施教

科は算数・数学として、図の中央、縦書きにしておりますように、小・中学校共に授

業改善と放課後の補充学習に取り組むこととしており、加えて、小学校では真ん中に

あります帯時間を活用して、繰り返し計算練習に取り組むこととしています。 

 続いて、「個に応じた指導特別研究校年間指導計画」を御覧ください。図の上段は、

「算数・数学を中心とした授業改善及び学習状況の把握」、「放課後等補充学習」、「小

中連携」について、今年度の各月ごとの取組予定を示しております。下段に「授業改

善」、「放課後等補充学習」、「小中連携」の三つの取組の概要を示しております。左側

の「授業改善」につきましては、「取組内容」として①学力向上推進プランや授業ス

タンダードを活用した少人数授業及びティームティーチングの効果的な指導方法を

研究するなどの取組を行っています。中ほどの放課後等補充学習につきましては、小

学校・中学校共に、個別の学習支援を必要とする児童生徒や参加を希望する児童生徒

を対象とした学習支援活動を行っています。なお、亀山中学校は、「まちぐるみ『教

育の絆（きずな）』プロジェクト」実施校でもありますので、これを活用し、「絆学習

会」と銘打って実施しております。また、スクールサポートスタッフを各校 1名配置

し、算数・数学の学習プリントや授業で使用する教材等の印刷や準備、児童生徒の学

習支援等を行っています。右側の「小中連携」につきましては、①にありますように、

小学校から中学校の学習内容を系統的に示した「個別支援シート」を作成し、児童生

徒の基礎的・基本的な学習内容の定着状況を把握し、授業中や放課後等補充学習にお

いて的確な指導を行うために活用しています。 

 続きまして、「個に応じた指導研究校（亀山中学校区）における効果検証」を御覧

ください。 

1「学力の現状」についてですが、平成 28 年から平成 30 年の全国学力・学習状況

調査の算数・数学 Aについて、左のグラフは、各学校の平均正答率と全国の平均正答

率との差を、右のグラフは、平均正答率 30％未満の児童生徒の割合を示しています。

3校とも、どの年度においても平均正答率が全国平均を下回るとともに、正答率 30％

未満の児童生徒の割合も非常に高い状況です。⑵標準学力調査の結果ですが、個々の

児童生徒の学力の定着状況を早く把握し、個に応じた指導に活かすために、標準学力

調査を 5月に実施しており、その結果を示しています。どの学年も、平均正答率が全

国平均を下回っている状況であります。なお、この標準学力調査は、12 月に 2 回目

の調査を実施し、本年度の取組の成果を検証することとしています。 

続いて、2「検証方法」については、今後、全国学力・学習状況調査と標準学力調

査の正答率において、また、放課後等に実施している補充学習参加者、家庭学習時間
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の変化を活用して効果の検証を行うこととしています。 

3「検証結果」について、本年度、10 月 31 日現在の状況を示しています。⑴は、

補充学習参加者の状況についてまとめたものです。亀山中学校では、毎週水曜日に教

育の「絆」プロジェクトによる学習会、定期テスト前に質問教室を実施しており、合

わせて 20 回で、延べ 996 人が参加しています。小学校については、亀山小学校、亀

山南小学校とも、火曜日・水曜日・金曜日の「暮会」を有効に活用して補充学習を計

画的に進めています。 

⑵は、中学校 2年生が対象となる「基礎・基本」定着状況調査の、平日における家

庭学習時間を、平成 28年から平成 30年の 3年間について経年で示したものです。「全

くしない」、「30分より少ない」という生徒が減少し、家庭学習に 30分以上取り組む

生徒が増加しており、家庭学習時間については、改善の傾向が見られます。 

続いて、「4 課題とその対応」についてです。基礎的・基本的な学習内容の定着が

不十分な児童生徒については、小学校から中学校の学習内容を系統的に示した「個別

支援シート」を作成して、個々の児童生徒の学習の定着状況を把握し、授業開始後 5

分間の振り返り問題や放課後等補充学習における個々に対する学習支援に役立てて

います。家庭学習時間については、「全くしない」「30 分より少ない」生徒が減少す

るなどの改善が見られますが、「30 分より少ない」生徒が依然として 21.7％で約 44

人おります。これらの生徒の中には、宿題の提出状況に課題が見られることから、宿

題は授業で扱った内容より難易度の高いものは出さないことを徹底いたしました。こ

れらのことが、家庭学習時間と宿題提出率の増加につながっていると考えています。 

このように、まだ 2回目の標準学力調査をしていないため、学力向上について十分

な効果検証はできておりませんが、取組の効果は出てきており、現在行っている取組

を継続していきたいと考えています。 

以上で学力向上の推進について説明を終わります。 

 

＜市長＞ 

 ありがとうございました。今、事務局から説明がありましたのは、英語教育研究校、

中高一貫校であります広島市立中等教育学校における取組であります。それから、も

う一つ大塚中学校区での英語教育の実践研究校の取組ということで、これらは、もと

もと日本文化の中ではやや異例といいますか、そういったものを学ぶための取組とい

うことです。亀山中学校区における個に応じた指導特別研究校は、算数・数学です。

日常生活で必要なものから少し体系的にものを考えるということで、繰り返す、反復

することで頭のトレーニングをするという類の勉強なのですが、それぞれ、学力向上

に向けた取組みをやってきております。一定の成果はでていると思うのですが、これ

にいて御意見をいただきたいと思います。 

 では、次は井内委員からお願いします。 

 

＜井内委員＞ 

 英語教育について。中等教育学校、それから大塚中学校等を見て回りましたので、

その時の印象も含めて申し上げたいと思います。 
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英語教育について、中等教育学校の取組は素晴らしいと思います。それは、ALTの

活用がうまくいっているのではないかと思います。我々の時代の英語教育とは違いま

して、読み書きより、しゃべる、聞く、ということに重点を置いた、ALTを中心とし

た授業で、非常に楽しそうに子どもたちが生き生きとしていると感じ、そちらの方の

力は、これから随分と伸びていくだろうと確信を得たところです。 

ただ、小学校からずっと、小・中連携でやりたいと、ここにも書いてありますが、

その部分については余り見ることができなかったのですが、例えば、ALTが小学校の

先生とも話し合うという場面は、恐らくあると思うのですが、それが見えなかったの

で、極端な言い方になるかもしれませんが、余り効果が見えていないという気がいた

しました。 

小学生と中学生の取組は違うと思うのですが、小学校ですと、話す程度で十分だろ

うと、話すことにアレルギーがないような、そういう状況さえ作ればいいと思うので

すが、中学校の場合は、先ほど出てきましたように、インタビューテストというので

やりますと、非常に点が上がっています。それはどうしてか。やはり、しゃべる意欲

といいますか、最初に、5月にテストをした時には質問されても分からなくてうつむ

いてしまっていたのが、10 月ぐらいになると、なんとかしゃべろうと努力する。言

葉ですので、必要に応じて、立場立場でしゃべらないといけない場合があればしゃべ

れるようになるものです。頭からガチンガチンと、先生がこうやりなさいというよう

な教育では駄目なのではないかと、自分の体験からそう思います。これがある程度実

践されているのではないかと思います。 

英語教育については、英語教育実践研究校の大塚中学校でもある程度やられていま

す。中等教育学校ほど密ではありませんが、きちんとした方針で先生方が取り組んで

おられると聞いておりますので、期待できると思っております。 

一方で、グローバル人材の養成ということを考えると、前も申し上げたと思うので

すが、英語がしゃべれたらグローバルなのか、というのは違うと思います。ここにも

書いてありますが、英語教育、歴史教育、道徳教育、それから広島ならではの平和教

育も含め、この四つの柱を、きちんと中学生の時代に体験でき、身に付くような教育

がこれから生まれることを期待したいと思います。 

算数・数学についての「個に応じた指導特別研究校の取組」ですが、数年前から全

国の学力試験が行われると、広島市の場合、算数・数学が極端に悪いのです。小学校

の時は、むしろ、県（平均）よりも高いのが、中学校 2年生の試験では落ちていくの

はなぜだろうといろいろ考えた末、教育委員会の皆さんと相談して、いろいろな取組

が行われているのだと思っています。 

一つは、個別ノートで不得意なところはどこかを探る、帯時間で繰り返し同じ問題

をやらせる、それから、絆学習会というのは特筆すべきだと思いますが、先生やボラ

ンティアの人が一人一人に教えることで、結局それが、家庭学習の時間を持つ癖をつ

けていると。それまで 30 分も勉強をしない子が多かったのが、少しずつ家庭での学

習時間が増えているというデータが出ていますので、こういう取組を積み重ねていか

ないと、授業だけ聞いて分かるという子は少ないだろうと思いますし、自ら努力をす

るという姿勢が、家庭での学習時間というところで効いてきているのではないかと思
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います。ですが、一朝一夕に効果が上がる、全国テストで成績がぐっと上がるもので

はないので、この取組はずっと続けていかなければいけないと思っています。 

もう一つ、理科の方も、広島市は成績がよくないので、それも忘れないで、同時、

あるいはこの後、また新たなプロジェクトを組んで、教員の皆様方に頑張っていただ

くということが必要だと思います。二兎（と）を追うものは一兎をも得ずということ

ではいけませんので、一つずつだとは思いますが、先ほど言いましたように少し効果

が見えるところもありますので、これから期待していきたいと思います。 

 

＜秋田委員＞ 

 三つのテーマは、全て見学させていただいて、中等教育学校にしても、大塚小・中

学校にしても、非常にレベルが高くて驚きました。少人数できめ細かに、私立かと思

うくらい、非常に熱心な取組をされていて素晴らしいと思いました。余りにもレベル

が高すぎて、ちょっとついていけない子がいるのではと心配になりましたので、そう

いった子どもたちへも注意深くフォローをしていただきたいと思います。 

それから、亀山小学校、亀山南小学校、亀山中学校を見学させていただきまして、

少人数で放課後の教室で補習をされたり、個別支援シートを作られたりという、小学

校と中学校で連携し、理想的な、底上げをする教育をされていると期待しているとこ

ろです。本当だったら、こんな形で教員を加配し、少人数できめ細かに取組ができた

らいいのでしょうが、全部の学校にすることは難しいというところが残念な部分です

が、それでも配慮が必要な子どもについては、どこの学校でも個別支援シートを作っ

たり、可能な範囲で放課後のフォローをするとか、是非、特別研究校の実績・取組を

広げていっていただきたいと思います。 

単に、学習習慣が身に付いていないだけではなくて、学習障害とか何らかの差で勉

強ができていない子どもについては、「ひろしま型チーム学校」の良さを生かして、

先ほども出ましたスクールソーシャルワーカーやスクールカウンセラーや外部の療

育センターを活用、連携して、その子が学びやすいようにしていただきたいと思いま

す。 

 

＜西委員＞ 

 私も、中等教育学校へ視察に行かせていただきました。非常にリズムよく、テンポ

よく、生徒が楽しんで学習している姿が見えて、素晴らしい実践だなと実感しました。 

私が見た授業は、先生方の中に ALTが入っておられて、後は英語の担当の先生がお

られました。先生の指導力が優れていて、恐らく、先生の間でどのような指導をして

いくかという研修プログラムがあって、それを皆が共有してうまくその成果が出てい

ると感じました。中等教育学校だからこそできること、例えば大学連携ですが、中等

教育学校でやっている成果や実績を、市立の中学校や高等学校に広めていくときに、

大学連携などの扱いが、どんなふうになっていくのか、そういったところも、気には

なっております。 

それから、調査ですが、生徒の変容を見るためには、5 月の調査と 10 月の調査と

いうように、間に期間をおきませんと結果が見られませんので、そんなふうに調査を
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されていると思いますが、先ほど秋田委員からお話がありましたけど、あれだけスピ

ーディーな授業をすると、表面では分からないけれども十分理解できていない生徒も

恐らくいると思われます。そういう生徒たちを逃さず見ていくには、5か月後の調査

ではなくて、やはり、日々の指導が必要なのだと思います。その辺りを、報告書では

5 月と 10 月に（調査を行うことに）なっておりますけども、実際には日々の授業の

中で、どうやってその生徒を捉えて、どう支援していくか、ということを併せて、そ

ういった教員の現場の努力というものも必要であると思っております。 

それから、大塚小学校には残念ながら行っておりませんが、中等教育学校と大塚中

学校区では、生徒さんや地域の実態が異なっていますので、例えば、中等教育学校は

市域全区一円でしょうか、いろいろな所から集まってこられるので地域という背景が

ない。大塚中学校区は、地域から様々な面でバックアップを受けています。地域とつ

ながることのできる良さが大塚中学校区、あるいは「絆学習会」を行っている亀山中

学校区にはあります。これは継続して、交流といいますか、地域間の連携などがきち

んと引き継いでいけたらいいと思います。 

もう一つは、事後調査をしましたときに、中等教育学校ではマイナス 5ポイント以

上のものがあり、大塚中学校区ではマイナス評価のものは出てきていない。この辺り

も学校の持つ背景や生徒の状況があると思いますので、この点も、なぜこういう結果

に至ったのか、今後、分析をされるといいと思いました。 

 

＜伊藤委員＞ 

 学力向上には、集団への支援と個への支援のバランスが重要ではないかと思ってい

ます。集団への支援に関しては、クラス全体で ALTを活用したりですとか、補充学習

などの小集団を用いて様々な取組の成果を上げていると思います。先ほど秋田委員も

言われましたが、ついていけない子どもがいるのではないかということです。子ども

のつまずきというのは、一人一人異なっています。子どもの、一人一人の教育的なニ

ーズに寄り添うような個への支援という観点から考えると、いつでもどこでも子ども

が学びたい時に学べる環境の整備が必要であると思います。 

一つの方法として、現在、情報環境が飛躍的に進化しておりますので、もう少し、

ICTの活用ができるような環境を整えることを期待したいと思います。例えば、基礎・

基本の習得において、ゲーム感覚で英単語の習得ができたりとか、算数の計算問題が

解けるアプリケーションソフトが入ったタブレット端末など、子どもたちが自由に借

りることができ、休憩時間や放課後に自由に使用できるならば、自分のペースで繰り

返し基礎的な知識や技能の習得が可能になるのではないかと思います。これは、予算

上のことがあると思いますので、このような ICTの活用、更には、Wi-Fi情報環境の

整備が、学校でも早く推進されることを期待したいと思います。このような環境が整

備されることによって、例えば、英語学習においては、基礎・基本の習得に関しては

タブレットを用いてある程度までは習得して、その後、活用に関しては ALTの先生に

お願いする、というふうにしますと、ALTの先生の御負担が少しでも減ってくること

につながるのではないかと思います。 
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＜栗栖委員＞ 

 研究校については、私も教育委員として、中等教育学校と大塚中学校区は本年、亀

山中学校区は昨年訪問させていただきました。それぞれの学校で、現場の先生方が児

童生徒の実状に応じていろいろ工夫を凝らして熱心に対応されているということが

よく理解できました。特に、今年の中等教育学校と大塚中学校区の英語の授業は、児

童生徒の皆さんが、本当に楽しそうに英語の授業を受けておられたのが、非常に印象

的でした。現場で真摯な取組をされておられる先生方には敬意を表したいと思いまし

た。 

研究校の今回のテーマに関してですが、研究校ということで、学校と教育委員会が

一体となって加配も含めて取り組めば、それなりの成果が上がるということはよく分

かります。ただし、先ほど秋田委員も触れられましたが、本当は、これを全学校でや

ることができればいいのですが、加配ということであれば、予算の問題、人配上の問

題もあって、なかなかそういうわけにはいかないと思います。大事なことは、こうい

った研究校の取組で、研究の期間が終わっても、そこでの定着化というのは大事なこ

とだろうと思いますが、こういった研究校の取組で上がった効果を、同じような課題

のある市内の小学校、中学校に展開していただきたいと思います。当然、そういった

ことは御認識された上で研究校の取組をされておられると思いますが、そこへ、今度

は教育委員会として、是非、知恵を絞っていただいて、そういうことを通じて全体の

レベルを上げていただきたいと思います。 

具体的には英語教育でいいますと、効果があるのが eラーニングや ALTの活用とい

うことです。予算の関係もありますので、市の御理解を頂きながら、こういったこと

をやると、授業が楽しく、生徒の英語の力も付いてくるということが、研究校の実践

で実証されていますので、その辺りをお願いしたいと思います。 

また、亀山中学校区では、先ほども出ましたが、個の取組とか集団の取組というこ

とで、授業改善や放課後の対応や小中連携といったいろいろな取組をされています。

したがって、これも、そういった良い効果が上がったことに関しては、是非、同じ課

題を持った広島市の小学校、中学校、高等学校へ展開をしていただきたいと思います。

それをすることによって、抽象的な言い方になって申し訳ないのですが、市全体のレ

ベルアップに、この研究校の成果をつなげていただきたいと思います。 

 

＜教育長＞ 

 英語と算数・数学を分けてお話させていただきます。 

 英語に関して補足させていただくと、まず、中等教育学校は、そもそも、英語だけ

とはいいませんけれども、英語を中心に中高一貫で高度な教育を提供して、全体とし

てグローバルな活躍ができる人材を育てようということで設置した学校です。ですか

ら、他校に比べれば、元々ハイグレードな教育をしているという中で、今回、研究校

と位置付けて、更に取組を強化し、先ほど栗栖委員がおっしゃったような、他校に波

及できるようなものを研究しようということで、今年、充実を図っています。 

とは言いながら、それをいきなり他の中学校や、あるいは小学校へ英語が入ってき

ますので、そこに広げるためには、ワンクッションとして前段階が必要ということで、
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大塚中学校を選び、その中学校区内の小学校を巻き込んだ形で、実践研究校として、

中等教育学校で得た成果を、まず、大塚中学校区で試すことができるものは試してい

き、今度は、大塚中学校区の小・中学校の間でやっております。という中で、実践研

究をして、そこでの成果を今度は全校に広げていこうということでやっております。 

英語に関しては、ここのインタビューテストで、聞く、話すということについては、

成果として見て取れています。先ほどあった波及の話ではこういった形でやっていま

すが、いわゆるフォローアップということで、これも、今日の資料に書いてありまし

たが、中等教育学校では ALTとか英語の教員が放課後に残って、少し点数の低い生徒

に個別指導するというような形で取り組んでおりますし、栗栖委員から御紹介のあり

ました eラーニング、伊藤委員からも ICTということでおっしゃいましたが、eラー

ニングに関して、補足があれば事務局から後で説明してもらえればと思いますが、視

聴覚教室ですか、使用できるような環境になっている段階です。 

 

＜指導第二課長＞ 

 そうです。その他、コンピュータ教室もです。 

 

＜教育長＞ 

 そういった場所で、自由に子どもたちが使用しています。ICTもそうですけれども、

意外に、英語の絵本が沢山置いてあったと思うのですが、ER、多読で、いろいろレベ

ルごとにラベルの付いた英語の絵本がずらっとあって、子どもたちが、面白がって休

憩時間に読んだりしています。そういった、他に波及させるという意味で、確かに、

ALTを中等教育学校のように 3人配置という体制を全校に広げていくというのは、現

実的には非常に難しいという中で、環境面で、eラーニングを使える環境を整備する、

あるいは英語の蔵書を置いてあげて子どもたちの目に触れる環境を作る、あるいは、

今、大塚中学校区でやっているのは、ALTの効果的な配置の仕方を研究しております

ので、英語に関しては一定の成果も見えてきていますので、引き続き研究、実践を進

めたいと思います。 

 もう一つの算数・数学の方ですが、皆さんも同じかもしれませんが、教育の中では、

基礎・基本の定着というのが重要であって、そこが十分でない子どもさんが沢山いる。

それも、ある程度地域によって片寄りがあるものの、多かれ少なかれ、どの学校にも

いくらかはいらっしゃるという状況ですから、今回、特別研究校という指定をして、

人も付け、予算も若干付けた形で取組をやっております。一旦つまずいて、最初のつ

まずきが累積して、分からない幅が広くなってくるというのが算数・数学においては

顕著でありまして、中学校において（正答率）30％未満の子どもさんの割合が非常に

高くなってくるというデータもありますので、そこを対象にやっております。学力面

の検証は、もう少し先になりますけれども、家庭学習という面では一定の成果が出て

います。これは、算数をやったというよりも、きちんと帯時間で繰り返しをやるとか、

授業で振り返りをやるとか、放課後で補習をやるというようなことで、学習習慣が次

第に身に付きつつあるということだと思います。 

恐らく、（正答率）30％未満の子どもさんは、そもそも、勉強というのはそんなに
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楽しいものではないのでしょうが、やはり、分からないことが分かるようになるとか、

できるようになる、そういった体験が、いわゆる学習の喜びにつながっていく、そう

いう体験、経験を重ねていくことで、自分でやろう、といううまい循環ができてくる

のだと思っています。そういう面で、今、試行中ということで、しっかりやっていこ

うと思います。これこそ、ここでうまくいった授業の組み方や、やり方、放課後の対

応の取り方ということも、モデルになって、周りにも波及させていけるような成果を

上げていきたいと思っています。 

その時に、大事になってくるのは、委員の方もおっしゃられましたが、個別支援シ

ートというものを作っていますので、それぞれ、分かる子ども、分からない子どもの

レベルも違いますので、そこを把握して、ある程度、少し手を伸ばせば届くような目

標設定、というレベルまでできるようになれば、より効果が上がると思っています。

そのために、先生方もそちらの方に、本来、先生として力を入れるべきところで、働

き方改革にも関わりますけれども、ここを目指したいと思います。 

 それから、大学との連携というお話がありましたが、大学連携も、ここでイメージ

していたのは、恐らく留学生との交流がメインだと思いましたが、要するに、英語を

使う場面を作ってあげようという一環として、広島市立大学には寮がありますし、留

学生が沢山いらっしゃいますので、場を作ってあげようということでやっています。

全てに広げるということは、数の問題があるかもしれませんが、留学生を市立大学に

限定する必要もありませんし、使う場面という意味では、広島の平和公園では沢山の

外国人がお見えですので、できるだけそういう所に出向いて、実践として使う、話を

するという場面を経験をさせるような形で、いろいろなところがそういう取組ができ

るようにしていきたいと思っています。 

 

＜秋田委員＞ 

 大塚小学校の AIEの先生の授業がすばらしかったです。私は、ALTの先生は増やす

ことができなくても、AIE の先生を（増やしてはどうかと思います）。大塚小学校で

は、まだ中学生のように思春期に達していない小学生は、恥じらいもなく、元気よく、

本当に英語を楽しんで授業を受けていたことが印象的で、中学校よりも小学校の英語

の授業の方がよかったと思うくらい生き生きとしていました。それは、AIEの先生が

すごく上手だったということもあると思います。ですから、AIEの先生を是非広げて

いただきたいと思います。ノウハウを広げていただいたら、AIEでない先生でも頑張

れるのではないかという印象を持ちました。 

 

＜教育長＞ 

 AIEの先生も、力量に差がある可能性がありますが、共有できるところは共有して

いきたいと思います。今、大きな使い分けでいうと、小学校には AIEを、中学校には

ALTを、という使い分けをしていこうと思っています。それから、3・4年生の英語活

動が始まりますので、そこらもどういうふうに入れていくか、英語の専科の先生もま

だ数が少ないものですから、今から本格実施に向けて人材の確保と充実ということを

やっていきたいと思います。 
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＜市長＞ 

 聞かれた中で気になったのは、e ラーニングと ALT、あるいは先生方の加配という

ところでは大変だと皆さん分かっていただいていますが、そのあたりの方向性はどう

なのでしょうか。 

 

＜教育長＞ 

 自由自在にというか、ここは研究校ですので、研究校で成果があって、よそへ波及、

普及できるものをやるということですから、人を全て手厚く、ALT を 2 倍配置して、

というのを全校に広げていくのはちょっと、現実問題としては非常に厳しいこところ

です。 

 

＜市長＞ 

 2倍が厳しいなら、1.2倍にするとか。 

 

＜教育長＞ 

 できるだけ手厚くいきたいという思いはありますが、そういう部分を eラーニング

であるとか、耳で聞いて、それから環境、日頃から英語に親しめる環境ということで、

英語の蔵書であるとか、eラーニングでは、視聴覚教室に行けばそういった環境があ

り、子どもたちがそこに行って自ら聞くといったところでカバーをしていく、そうい

ったことを普及していきたいと思っています。 

 

＜市長＞ 

 研究校で行っているフルセットではいかないにしても、一旦成果が出たものについ

て、今までの状況の中での新しい課題、取組ではなく、一定の環境を整えて、工夫し

て、先生方が取組めるような装置をワンセットでやっていこう、ということです。い

ずれにしても、こういった取組は、市内全校にやっていこうということです。先ほど

御希望のあった、これを広げたらいいというのはおっしゃるとおり、小学校と中学校

の義務教育課程で可能な限り広げていくことをやっていきます。とりわけ小学校は、

国の方針で英語教育というのが出てまいりますので、最初のなじみの段階は、日本の

言語体系という中で、英語の上手な先生がうまくリードしながら英語になじんでいく、

それになじめば、今度はネイティブな方々がどのような英語の使い方をしているかと

いうことを勉強しながら、そこで初めて、そのツールを使って自分たちの文化や知識

を表現していく、ステップアップを図っていく、ということが、おそらく英語の学習

の段取りだと思います。その中で、きちんと知識をわきまえながら、更に高等教育の

中では、自分の専門分野のいろいろな思考や知識を、日本語のみならず多言語で発表

できる、あるいは一定程度試行できる、そういったものが英語教育になってくると思

います。それから、算数・数学は、理科系の方々が物事を考えていくときに、日本語

の文字と一緒で差引、加減乗除で一定の思考方法で考える上で欠かせないツールです

ので、苦手だということを超えるだけの教育は、なるべくやる。言葉と一緒で使えば
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使うほど慣れてくるわけですから、天才的なことをやらないと分からないのではなく、

繰り返し覚えていけば加減乗除は分かっていきますから、訓練の機会をなるべく多く、

馴染んでいない子たちには、それが苦痛にならないようにやっていただくということ

を、先生方の授業カリキュラムの中で、できれば個人の支援カルテを作成して、特に

成績の悪い子どもたちを集中的にやってあげる、ということをやれればという目論見

でやっているはずです。それを、なるべく多くの範囲に広げる、ということになろう

かと思います。こういった形で、授業の効率供給と抽出をやりますので、それを担う

先生方の、始めに戻って、ワーク・ライフ・バランスを、充実とメリハリをどうする

か、こういったところで手間を掛けていく時に、自らが今まで持っていた仕事をうま

く分類、細分化して、専門家に託せるものはないか、今までの仕事のやり方を合理化

し、適材に任せて、自らの拘束時間を一定程度、年間を通して調整するということで

す。積極的に考案する先生方を管理職として評価して、「これはいい考えだからモデ

ルとして他の先生方に教えてあげてはどうか」、といった取組をやっていくというこ

とで、始めの課題にも通じると思います。そういった意味で、個別具体の、セッティ

ングの良い事例を作っていく中で、もう一度全体基準を作るという作業ができれば、

と考えていますので、引き続き、御支援をいただきたいと思います。 

 それでは、貴重な御意見をいただきありがとうございました。お陰をもちまして有

意義な意見交換ができたのではないかと思います。本日議論していただいた論点以外

にもいろいろな問題があります。引き続きの御理解、御協力をいただきながら教育施

策を進めていきますので、よろしくお願いいたします。それでは、事務局からなにか。 

 

＜政策企画課長＞ 

 皆様、御協議いただきましてありがとうございました。それでは、本日の会議はこ

れにて閉会といたします。ありがとうございました。 

 


