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令和 2年度第 1回広島市総合教育会議 議事録 

 

1 日時 

  令和 2年 7月 29日(水) 午後 3時～午後 4時 50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、総務部長、青少年育成部長、学校教育部長、指導担当部長、教育センタ

ー所長、教育企画課長、情報化推進・学校支援担当課長、指導第一課長、指導第二

課長 

5 傍聴者等 

 ⑴ 傍 聴 者 0人 

 ⑵ 報道関係 0社 

6 議題（全て公開） 

広島市教育大綱の改定について 

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る市長、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等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。 

次に、本日配付しております資料の確認をさせていただきます。 

お手元の次第の下の枠囲みに記載のとおり、出席者名簿から参考資料 5までの資料

を配付しております。本日は、主に資料 1と資料 2を使いながら、適宜、参考資料 1

から 5までを御参照いただく形で、議論を進めていきたいと考えております。 

資料に不足はございませんでしょうか。もし不足がございましたら後からでも結構

ですので、事務局にお申しつけください。 

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＞  

着座にて失礼いたします。 

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。 
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今日は広島市教育大綱の改定について皆さんと協議をしたいと思っております。 

私自身今日の議論に臨むに当たって関係者に大袈裟なことを申しました。例えば世

界の動向、国の動向、そして我が国や世界のことを考えた上で本市の行政全体を考え

て、そして、その課題と行政、教育とどう向き合うかということについて、大きなフ

レームワーク、絵図柄を描く中で、その関連性を述べていただきながら、整理したい

と思っています。 

その心は、宇宙の奇跡の惑星と言われる地球に住みながら、人類として、持続可能

にずっと生き続けるために、人類が遺伝子的に引き継いだ知恵以外に、種としてその

知識をつなげるために教育はとても重要な手法だと考えています。それが積み重なっ

て自分たちの住む世界を作っており、それが影響して次の教育につながっていくとい

う大きな循環を描いていると思っているのです。 

一部だけ切り出して議論するのではなくて、今ある社会状況は、実はその前の教育

の影響があったのではないか、今行っている教育は、次の世代にどのような影響を与

えるか、そういったことを踏まえてどのような教育を行っていくかという大きな位置

づけを認識した上で、すぐ取り組めること、時間をかけて取り組まなければならない

こと、教育という分野だけで済むこととそれ以外のいろいろな分野を絡めて、そんな

問題意識を聞かせていただきながら、市として具体的にやるべきこと、そして夢とい

うかビジョンとして持ち続ける、そんな仕分けをすることで、この教育大綱を、皆の

共通のテキストにしたいと思っておりますので、是非よろしくお願いします。そうし

た認識の下で、議論したいと思います。 

構築すべき教育システムについて、自由闊達な御意見を頂きたいと思っております

ので、よろしくお願いします。 

では、議論を始めるに当たって資料 1「広島市教育大綱の改定について（案）」を

事務局から説明をお願いします。 

 

＜政策企画課長＞ 

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

い。簡単に御説明申し上げます。 

まず「1 現況及び目的」でございます。 

広島市教育大綱は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づき、総合教育

会議において市長と教育委員会が協議・調整を行い、本市の教育の目標や施策の根本

となる方針として策定したものであり、その対象期間は今年度、令和 2年度までとな

っております。 

現行の教育大綱全文につきましては参考資料 2のとおりですが、概要は資料 1の枠

囲みのとおりでございまして、「1 本市の目指す教育の方向性」、「2 本市の教育方

針」、「3 重点的な取組」という構成で御覧のとおりの内容が記載されております。 

続きまして、「2 改定方針」でございます。 

現行の大綱をベースといたしまして、大綱策定後の社会の動きや変化、将来の見通

し等を踏まえて必要な修正を加えた上で改定し、令和 3年度から令和 7年度までの 5

年間を対象期間とする大綱を策定してはどうかと考えております。 
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「3 今年度のスケジュール」でございます。 

本日、今年度の第 1回総合教育会議ということでございまして、先ほどの市長のお

話のような議論をしていただきますけれども、次回は 11 月頃に改定素案について、

その後、1月頃に改定案について御議論いただくことを想定しており、それらの協議

を踏まえまして、今年度中に新たな大綱を策定できればと考えております。 

説明は以上でございます。 

 

＜市長＞ 

ありがとうございます。 

今の資料 1についての御質問はございませんでしょうか。よろしいですか。それで

は、資料 2「広島市教育大綱改定の論点」についてであります。 

資料 2 は「1 社会の動き・変化、将来見通し」といったものを踏まえた上で、2

で、「未来を担う子どもに求められる資質・能力」の論点を整理して、そういったも

のを支える教育システムを考えるということで、3で「未来を担う子どもを育成する

ための教育システムの構築」といった論点整理を試みております。 

それではまず「1 社会の動き・変化、将来の見通し」と、「2 未来を担う子ども

に求められる資質・能力」について、議論をしていきたいと思います。まずは事務局

から説明をお願いいたします。 

 

＜教育企画課長＞ 

それでは資料 2を御覧ください。広島市教育大綱改定の論点について順次御説明い

たします。 

まず、「1 社会の動き・変化、将来の見通し」では、三つの観点から、それに伴う

状況等を挙げております。 

まず、「(1) 地球規模の課題の深刻化」については、自然災害の頻発などの諸課題

への対応に当たっては、持続可能な開発を目指すという視点に立って、各国が連携・

協調して取組を進めることが求められております。 

また、グローバル化が進展する中で、国家レベルでの利害調整に不具合が生じ、各

国為政者が自国重視・他国軽視するなど、国際情勢が不安定になってきており、この

状況の打破が必要となっております。 

次に、「(2) 少子化・高齢化、人口減少社会の進展」については、生産年齢人口が

減少する中にあっても、持続可能な発展に向けて、社会経済活力を維持できる地域の

形成を促すことが求められております。 

また、社会の様々な分野において、「支える側」と「支えられる側」の二分論にと

どまらない体制が必要であり、「共助」が重要となっております。 

さらには「地域共生社会」を実現するためには、地域に誇りと愛着を持つ人が暮ら

す地域づくりを進めることや、地域コミュニティに活力をもたらすことが求められて

おります。 

最後に、「(3) 超スマート社会（Society5.0）の到来」につきましては、ビッグデ

ータや AI などを有効活用できる社会であり、将来の働き方や生き方にも大きく関わ
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るものとなっております。このため、その構築と運用を図ることのできる人材の養成

や、そうした時代を生き抜いていくことのできる力の育成が急務となっております。 

続いて「2 未来を担う子どもに求められる資質・能力」についてです。 

ただいま「1 社会の動き・変化、将来の見通し」で説明をいたしました諸課題に

的確に対応できる子ども、さらには、本年 6月に策定した「広島市基本構想・第 6次

広島市基本計画」に掲げた都市像「国際平和文化都市」の具現化に貢献できる子ども、

こうした子どもに求められる資質・能力について、現行の大綱で示されております「心

身ともにたくましく思いやりのある人」を基本に置きつつ、必要ではないかと考えら

れる力や心についていくつかの例示を挙げております。 

まず、(1)では物事の本質・根源を探求する姿勢、課題解決に向けて論理的に考え

行動する力、前向きに挑戦し困難を乗り越える強い精神力などを育むことが必要であ

ることを挙げております。 

次に、(2)では、地球規模の課題解決に向けて、言語や文化が異なる人々と市民レ

ベルで主体的に協働していくことができる力を育むこと、その際には、多様性を尊重

する社会の実現が求められていることを踏まえ、個性・特性を尊重し、協調していく

ことができる力を育成することが重要であると挙げております。 

次のページになりますが、(3)では社会を構成する一員としての自覚を持つととも

に、地域に誇りと愛着を持ち、地域の発展に貢献しようとする心を育むことが必要で

あることを挙げております。 

また、先ほど説明をいたしました社会の動き・変化等とは異なる観点といたしまし

て、本市においては、平成 29 年の市立中学校女子生徒の死亡事案の発生以降、いじ

めの認知件数の増加が顕著となっており、また、全国的には、新型コロナウイルスの

感染拡大に伴う誹謗中傷、差別の問題が生じるなど、子どもの心の成長について懸念

される状況が見られます。 

こうした点を踏まえ、次の(4)では、思いやりの心、社会の人々の支えに感謝でき

る心など、豊かな情操と道徳心、心の通う人間関係を構築する力を育む必要があるこ

とを挙げております。 

なお、いじめの認知件数につきましては、本日お配りしております参考資料 3の 6

ページに校種ごとにまとめた表を掲載しております。平成 28年度と平成 30年度の合

計件数を比較いたしますと約 4倍に増加しております。 

資料の説明については以上です。 

 

＜市長＞ 

ありがとうございました。 

それではただいまの論点 1、2 に関しまして、皆様からの御意見を頂ければと思い

ます。 

 

＜栗栖委員＞ 

現行の教育大綱について、当初から作成に関わっておりますが、大綱の改定に当た

り、自分なりに考えてみました。 
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まず、時代背景ですが、当時、少子高齢化の進展や、子どもの貧困の増加というこ

ともございましたが、現在、それに加えまして、自然災害や新型コロナウイルス感染

症が我々にとって大きな脅威となっています。 

これらは、先ほどの御説明にもございましたが、地球温暖化、また、自然破壊によ

る野生動物との接近が一因とされており、我々人類が招いた災いだと考えております。

これからはそういった自然との共存という観点でのいろいろな物の見直しが必要に

なってくると考えます。 

このことは実は平和が大前提になります。平和の大切さをベースに広島市の教育と

いう観点で考えてみますと、いろいろな切り口があると思うのですが、私は、こうい

う時代の中で変わるものと変わらないものという切り口で整理をしてみました。 

まず、どんな時代においても、広島市の教育で変わらないものということで三つ申

し上げたいと思います。 

その一つが今の大綱の、「はじめに」の冒頭に書いてあるのですが、「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。」この基本的な考え方は

変わらないと思います。 

次に、一人一人の子どもが持っている個性ということから、「2 本市の教育方針」

に、「一人一人の個性を最大限生かすこと。」、「一人一人が大切にされること。」と記

載されているように、一人一人の子どもに対してという考え方、これも変わらないと

考えます。 

また、「1 本市の目指す教育の方向性」のところで、「本市は、人類史上最初の原

子爆弾が投下された都市」ということで、やはりこの中段にありますように被爆都市

として「人と自然の共生する平和な社会を築いていく」、こういうことに対するのが

教育の原点だということも変わらないと思います。 

一方、先ほど説明もありましたように、時代の変化とともに、この資料 2にあるよ

うな、未来を担う子どもに求められる資質・能力に関しては、変わってくるところも

あるのではと思っています。いろいろあると思いますが、私は今日は二点申し上げた

いと思います。 

まず、新型コロナウイルス感染症によって本当にわずか数か月で日常が大きく変わ

りました。すなわち、これからは何が起こるか分からない時代だと思います。例えば

AI の進展によって、今の職業の半分ぐらいが将来なくなるのではないかと言われ、

どのような世の中になるのか分からなくなってきています。 

その中で大事なことは、これから想定できない変化が起こったときでも、個々の状

況に応じて臨機応変に対応できる能力、柔軟に対応できる能力が大変重要になってく

ると思います。 

今まで通っていた学校や会社に、突然行けなくなるとか、外に出られなくなるとか、

友達と会えなくなったり、クラブ活動ができなくなる。急にこういうことになり、自

然災害では、今まで氾濫したことのない川が氾濫する。そういうときに、従来の枠組

みでの正しい答えが必ずしも正しい答えではなくなる時代ではないかと考えます。だ

から、そういった力を養う、そういう力が今からの子どもたちにとって重要な力にな

ってくるのではないかと思います。これが一つです。 
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端的な例で言えば、カープの応援がそうです。去年までは、満員の中で大声で応援

し、盛り上がってよかったけれども今年はダメだと。そういうことが背景にあるとい

うことです。 

もう一つは、臨機応変に対応しようと思ったときには一人の力では何もできない、

すなわち、他人との共生力が非常に重要になってくると思います。 

先ほどの説明で、資料 2 の「2 未来を担う子どもに求められる資質・能力」2 ペ

ージ目の(4)に「思いやりの心、社会の人々の支えに感謝できる心など、豊かな情操

と道徳心、心の通う人間関係を構築する力を育むことが必要」だと、もちろんそうい

ったことも必要だと思いますし、やはり、価値観の違う人同士がお互いの同じ目的の

ために、Win-Winになりながら物事を解決していく力、いわゆる他人との共生力とは、

お互いが Win-Winになりながら、ただ一方的に相手のことを聞くだけではなくて、自

分の考え方を述べながら、相手の価値観も尊重しながら物事を解決に導いていく力。

これは要するにグローバルな世界もありえますし、社会全体の問題もありますし、日

本国内の問題もあると思いますし、広島の問題もあると思いますし、学校内の問題、

学級内の問題、地域の問題、いろいろな状況があると思います。 

それぞれの状況に応じて、他人との共生力を付けていく力が非常に重要になってく

る。そうすると、先ほどあったいじめの問題や、もっと大きく言えば、平和教育にも

つながってくるのではないかと考えております。 

以上二点申し上げさせていただきました。 

 

＜市長＞ 

ありがとうございました。それでは、伊藤委員、お願いいたします。 

 

＜伊藤委員＞ 

私は、広島の未来を創造していく人材に求められる資質・能力として、先ほど御説

明があった資質・能力に加えてさらに三つの観点が必要であると思います。 

一つ目は、複雑で予測困難な社会の中でも、未来を創造する子どもを育成するため

には、複眼的に思考する力と意思決定能力を育むことが必要であると思います。 

一つの出来事があったとしても、多くの異なる視点から見れば、多面的な見方がで

きます。このような見方ができれば、課題が生じた場合も解決策は一つではなく、複

数の多様な解決方法を考えることができ、その中から最適な解決方法を選択できるよ

うになるのではないかと思います。 

これは、国際的な課題や地球規模の課題、地域の課題、家庭内の課題だけではなく、

自分自身の課題においても課題に気づきやすくなり、課題を乗り越える方向を見つけ

やすくなるのではないかと思います。 

二つ目としては、Society5.0 に示された超スマート社会においては、特にケアリ

ング教育の視点が必要であると思います。 

人は人との関わりにおいて、価値観の異なる他者を受け入れてケアする、他者への

ケアは大切であり、資料においても、思いやりの心など多くの記述が見られますが、

自己へのケアに関する記述が少ないと思いました。 
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自分を愛し、慈しみ、かけがえのない存在である自分を認識し、見つめ直して自分

で自分をケアすることを学ぶことも重要であると思います。 

三つ目としては、人間の生活の視点を持つ人材の育成が重要だと考えます。 

子どもたちは成長し、社会の一員としての市民、職業人、消費者としての役割を担

っていきますが、どの役割を担うにしても、私たちの生活と密接に関わっています。

職業人においても、人間の生活の視点を持った専門家に育ってほしいと願います。 

この視点から資料を見ますと、共助、共生の視点は見られますが、自立した人材の

育成という視点からの記述が乏しいと思います。 

社会的、生活的、精神的に自立した者同士が共存、共助することで初めて未来を担

うことができるようになると思います。以上でございます。 

 

＜市長＞ 

ありがとうございました。それでは、西委員、お願いいたします。 

 

＜西委員＞ 

まず、現行の教育大綱について、感じたことを述べさせていただきます。 

広島市の地域性や世界における役割を押さえつつ、子どもの育成において重要なポ

イントを押さえながら、非常に簡潔に表現されており、よく練られた大綱であると思

いました。改定する大綱に引き継がれるべき内容も多いかと思います。 

「はじめに」のところに書かれておりますように、子どもを取り巻く環境は年々厳

しくなっていると言えます。 

現行では、特に少子高齢化、人口減少社会、家族形態の変化、地域コミュニティの

希薄化、貧困の増加などが挙げられておりますが、さらに、集中豪雨や地震といった

自然災害を始めとする、地球規模での課題の深刻化や、超スマート社会の到来など新

しい課題も迫ってきております。 

これらは先ほどお示しいただきました資料によくまとめられていますので、社会背

景を述べる中で、触れるとよいのではと考えております。 

それから、「本市が目指す教育の方向性」については、教育の原点を示しているも

のですので、引き続き継続される内容かと思います。 

それを受けて、五つの資質・能力が示されていますが、広島市の教育の現状や社会

背景を受けまして、吟味していくとよいと思っております。 

「(1) 確かな学力、豊かな心、健やかな体」は、知・徳・体の調和のとれた生き

る力の育成であり、それから「(2) 平和を希求する心」は国際平和都市広島に生き

る子どもたちにとって欠くことのできない資質であると考えております。 

それに対しまして(3)、(4)、(5)につきましては、先ほど述べた理由から多くの課

題がありますので、その優先順位を考え、内容と語句の吟味があってもよいと思って

おります。 

それから、求める力、これからの時代に子どもたちに付けてほしい力を、簡単です

が三つにまとめさせていただきます。 

一つは、先ほど伊藤委員からお話がありましたが、意思決定力、つまり自分はこの
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状況から判断して何をどうするのかということを考えて決めていく力です。 

まず事実、今の状況を認識し、例えば Aの方向に行くとこうなるだろう、Bを選ぶ

とこうなるだろうと、先を推論してその結果自分はどういう行動を選択していくのか、

そして選択したことを実際に行動化する、これが意思決定力の育成のサイクルだと思

うのですが、こういう力を付けた子どもを育てていきたいということが一つです。 

それから二つ目は、自己肯定感とか自尊感情が高まるような、そういう子どもであ

ってほしいと思っております。 

低学年の内は、比較的自尊感情が高いお子さんが多いのですが、全国的に学年が上

がるにつれて自尊感情が低下する傾向にあるという調査が出ております。 

自分を大切にするとか、自分のよさを自分で認め合うとか、それに伴い、相手の良

さも認めていくことが生まれるのだと思いますが、そのような、自尊心を高く持てる、

そういう環境で育てていきたいと思っております。 

三つ目ですが、私は市民意識という言葉をよく使っております。市民というのは、

現に私どもは広島市民でありますし、同時に広島県民、日本国民、地球市民であり、

いろいろな形で市民として存在しています。市民意識とは、自分だけのためではなく

て、自分の行動が周囲に及ぼす影響を考えて、広い中で一市民である自分を考えたと

きに、どういう行動をするべきか、総合的に考えて自分の行動を決定できる、そうし

た考え方や価値意識を持つことだと考えます。先ほど人間の生活の視点を持ってとい

う言葉が伊藤委員の発言の中にございましたけれども、自分の状況だけではなく、お

互いの状況を考えて、行動を決定できるそういう資質を持った子どもの育成に努めた

い、そういうことが大綱に表れていけばと思っております。以上です。 

 

＜市長＞ 

どうもありがとうございました。それでは、秋田委員、お願いいたします。 

 

＜秋田委員＞ 

大綱のどの部分をどのように変更したらよいという具体的な提案はできないので

すが、「1 本市の目指す教育の方向性」にある「互いの違いを認め合う能力」という

ところに関して、SNSなどで自らの正義を主張し、全く他者の意見を聞き入れない風

潮が非常に高まっておりますので、やはり相手の立場に立って理解して共感し、多様

性を認め合うことがより一層重要になっていると思います。この大綱にもしっかり書

いてはありますが、現実社会にそういった悪い風潮が広がってきているので、そこ（大

綱）を具体的にどのように使っていくか、運用していくかということが大事だと思う

のですが、そういった共感力、多様性を認めるところを、是非これを機に広げていっ

てほしいと思います。 

あとは、個々に応じたきめ細かな指導という点についても、実際に、まちぐるみ「教

育の絆」事業であるとか、放課後の事業などを本市で実施しているところですけれど

も、子どもたち自身も自分の特性を友達に説明して、自分はここは得意だけれども、

ここはちょっと苦手なので手伝ってほしいと、自分からそういった説明をして、クラ

スで理解を求めていく力も身に付けていってほしいと思います。 
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あとは、鬱など、心のつらさという点についてもやはり自分が嫌なこと、自分が今

しんどいということ、恥ずかしいことではない、SOSを自分から発する力を身に付け

ていってほしいと思っています。 

具体的にこの大綱についてどう盛り込むかまでは御提案できないのですが、以上で

す。 

 

＜市長＞ 

ありがとうございました。井内委員、お願いいたします。 

 

＜井内委員＞ 

私も平成 28 年の広島市教育大綱策定に携わった一人でありまして、これが本当に

実行されたか、どれくらい実現したかという検証からやらないといけないと思ってお

ります。 

それで、資料 1にある方向性や教育方針をその時決めたとは思うのですが、果たし

てそれが実現しているかどうかについて見てみると、例えば「1 本市の目指す教育

の方向性」にある「確かな学力」ということになると、例えば、中学校レベルでいえ

ば、数学の点数がなかなか上がっていない、小学校レベルではよいのに、どうして中

学校で下がるのだろうと何度も教育委員会で議論をしました。先生方には努力をして

いただいておりますけれども、なかなか上がらないのはなぜなのか。 

「平和を希求する心」は、様々な平和教育の成果が上がっていると、私自身も感じ

ています。 

三番目の「異文化への理解」は、果たしてどのような形で子どもたちが異文化への

理解を深めたのだろうかと、評価の指標が見当たらないと思います。個々に国際交流

等は行っていますけれども、それが本当に広島市全体の子どもたちの理解のレベルを

上げたかということに関する忸怩たる思いがあります。 

「互いの違いを認め合う能力」に関しては、いじめの件数が大変増えているので、

こちらが思っていることが子どもたちの世界の中で実現していないのではないかと

思います。 

「豊かなコミュニケーション能力」も昨今のコロナに関して言いますと、私は学校

に行くということは、子どもたち同士がお喋りをし、一緒に遊ぶから意味があるので

あって、遮蔽して、給食の時間もお喋りしてはいけないということが日常であること

は、誠に嘆かわしく、本当はやってはいけないことであると考えています。 

「本市の教育方針」の「一人一人の個性を最大限生かすこと」に関しては、広島み

らい創生高校は発足したばかりですが、うまくいきそうな感じがします。本当に求め

ているものを、彼らが自分のカリキュラムとして作成し、勉強しているので、きっと

成果が上がってくるのではないかと考えております。 

「一人一人が大切にされること」は、例えば広島市の特別支援学校を見てみますと、

本当に多くの教員の人が一人一人の子どもたちを大切にして、成長を図っておられる

姿を目の当たりにすると、広島市はしっかりやっているなと実感します。 

ここに挙げた方向性や方針は、あるところはできているが、あるところはできてい
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ない。そのことをきちっと踏まえた上で、これからの 5年間、我々が何をすべきかと

いうことに関しては、それを踏まえた議論をこれからしていきたいと思います。 

それで、今日の議論はどんな子どもたちを育てたいかということなので、これまで

やってきた国際交流や青少年団体を主催している経験から垣間見た子どもたちの今

の状況について、私なりの感想を述べてみたいと考えております。 

実例を挙げると、例えば、国際交流に関しても、確かにこれからグローバル社会と

いうことが叫ばれていて、英語教育に力が入っていることはよいことだと思っていま

す。しかし、グローバル社会に対応できる人とは単に英語が話せたらよいのか、そう

ではないと考えております。もっと国際情勢や、深刻な我々の環境問題であるとか、

そういうことを本当に語れる子どもたちであってほしい。 

外国の子どもたちと一緒に討論をさせますと、欧米の子どもたちは、たとえ若い世

代であっても、非常に厳しく、環境問題、特にごみの問題であるとか、二酸化炭素の

過剰排出について発言しますけれども、どうも日本の子は関心がなくはないと思うの

ですが、それに対する考察が足りないというか、そこから先の行動がないというか、

そういうことを感じます。 

ですから、本当にグローバルな人材や、国際社会の中で活躍できる人材を育てるの

であれば、そういう形を育てていかなければならないのではないか、それは何かとい

うと、積極性だと思います。 

例えばそういう議論をするときに、日本の子どもたちは、謙虚さを身に付けている

という日本人の特性もあるのですが、なかなか先頭をきって話をしない。自分の意見

があっても、頷きはするけれど、実際に自分の意見がそこから新しく出てくるかとい

うと出てこない。何かそういうところにいつももどかしさを感じてもっと言えばいい

のにと思う。 

そのためには、単に英語が上手だというだけではなくて、やはり日々そういう問題

に対する考察をいつも行っているか、そういう教育をしているかどうかということに

関しても厳しく見ていく必要があると思います。 

広島の得意である平和教育もそうだと思います。ある程度年配の世代は、平和につ

いては、自分たちの問題として捉えることができるのですが、子どもたちにとっては

もうバーチャルな世界でしかない。それをいかにリアリティーのあるものにしていく

かということは、非常に大きな仕掛けが必要ではないかなと思っていますし、そのこ

とに対しては彼らがどう積極的に取り組んでくれるかを、もう少し後押ししていく必

要があると思っています。 

一つ目は、積極性を育むような教育、二つ目は、他でも使われる言葉なのですが、

利他の心です。 

今まで、思いやりを持つという表現をしてきたのですが、もっと一歩踏み込み、他

人のために何ができるかということを考えるような、他人を利するために何をすべき

なのかという、そういう考え方を是非子どもたちに持ってもらいたいと思います。当

然その中には、違いを認める寛容さはとても必要になります。そういうことも含まれ

ることを言っているのですが、そういう視点はなかなかない。 

若い人はボランティアに積極的に行っているように見えるのですが、彼らの中にど
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の程度の自主性というか、本当の意味での利他の心があるのかということを、もう少

しじっくり話し合ってみたいと思います。少し言い過ぎかもしれませんが、流行りと

いうか、ある意味では注目を浴びる行為をしているという意識かなとも思えるところ

があるので、それを、本当の自分の内発的な意思として、これはやらなければならな

いことと考えているのかということが気になっています。 

三つ目は、これからの社会を支えていく人たちには、やはりクリエイティブであっ

てほしいと思います。 

これが大変難しい。例えば、小学校や中学校のときに、今盛んにグループ学習が行

われており、何かを自分たちで創り出そう、改めて見つけていこうということを積極

的にやってくれていると思うのですが、もう少し自由度や時間を与える教育を行うこ

とによって、もっと自分たちが何に興味を持っているのか、何をどうしたいと思って

いるのかということを突き詰めていく形にすることで、創造性をもっと育ててやりた

いと思っています。 

ある意味で、必要が力を産むといいますか、何でも強制的にやらせていては伸びま

せん。何についても興味・関心を喚起する、これは教育の世界では当然のように今ま

でもされてきたことなのですが、今の社会、子どもたちが、今の我々が提供してきた

学習に対して、本当に興味を持っているのかということをいささか疑問に思わざるを

得ない内容であることもあるので、本当に好きだ、本当におもしろい、と思って取り

組むような中身にしてやられたらと思っています。 

今日はどのような子どもを育てたいかということを議論するので、自分の経験して

いる中から、今述べた三つの視点を大綱の中に取り入れることができたら、またそれ

を、どういう具体策をとれば可能になるのかということまで踏み込んで議論したい。 

そこまでやる必要は、本来大綱の策定にはないのだろうと思いますが、教育委員会

がやる施策として実現していくために、そういう提言ができればいいなと考えており

ます。 

 

＜市長＞ 

ありがとうございました。では、糸山教育長。 

 

＜糸山教育長＞ 

教育委員の皆さんからの、資質・能力、どのような子を育てるかといういろいろな

御意見を、なるほどと思いながら聞いておりました。重複しないように、私からは少

し違う角度からの話をしたいと考えております。 

教育大綱ですので、いろいろ御意見があったように、これからの社会に向けて、我

が国の子どもたちに共通して身に付けさせる様々な資質・能力ということが、基本事

項であり、外せないこととして盛り込んでいかなければならないと考えております。 

そういう中で、広島市の教育大綱として、どのように特徴を色づけするかと考えた

ときに、やはり、広島市の教育は広島市の課題解決にも対応していく教育であるとい

うつながりを整理し位置づけることで特徴を持たせてはどうかと思っています。 

具体的には、資料にも書いてありますが、広島市の課題を踏まえてどういうまちづ
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くり、都市づくりをするかということについては、広島市基本構想、第 6次広島市基

本計画が策定されており、この中には様々な課題を踏まえつつ、例えば大きな整理と

して、「『平和への願い』を世界中に広げるまちづくり」、あるいは、「地域特性に応じ

た個性的な魅力を生かしたまちづくり」というところでそういうことが書いてありま

した。また、文化や人間性に関するところで、「地域コミュニティや多様な市民活動

の活性化」であるとか、「地域共生社会の実現」など、皆が共に作り上げていきまし

ょうという展開がいくつも書いてあり、これは資料 2 の「2 未来を担う子どもに求

められる資質・能力」の(2)や(3)につながっていくところだと思います。子どもたち

が、こうした広島の目指すまちづくりの担い手となる、そういう教育を進めていく、

あるいは、目指す広島市を共に作り上げる人を育てることを、大綱の中に、一つ大き

く入れてはどうかと思いました。 

現在の大綱でも、栗栖委員も触れられましたように、正に「はじめに」の冒頭で「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。」と、広島の

発展を子どもたちが支えていくという大きな打ち出しをし、続いて「社会を支える一

員として社会性を身に付けさせる」と既に触れてありますが、それを一歩進めて、広

島が目指すまちづくりと絡めつつ、そのあとの教育の方向性や方針のところで、広島

の教育は、個も大事にしつつ、広島で「共に生きる」とか、「共に作り上げる」とい

った、「共生」や「協働」ということを柱として大きく入れて、それに必要な資質・

能力を育てるという観点を盛り込んだ上で、委員の皆様方から頂いた資質・能力につ

いてのさらに深堀りした御意見を踏まえ、また、井内委員の御意見にあった大綱に書

いてあることの検証も行いながら、資質・能力について再整理していくのがよいので

はと感じました。 

 

＜市長＞ 

ありがとうございました。 

今の教育の方針や様々なことを議論する上での、基本認識という位置づけで御意見

を頂いたと思うのですが、教育長の御発言にもありましたように、地球上の、次の世

代を担う全ての子どもたちにお願いしている性格の部分もあれば、日本国の広島市、

地域を支えるという視点からの、お願いごとをもう少し工夫しながら、相関関係があ

るのでそれを分かるようにしながらやることは、全体の中の教育についての整理、そ

れからもう一つは、そういった教育の中でも、個という面に着目すると、個がいろい

ろな形で活動していくときに、その個の行動パターンは、世界のいろいろな方と接触

するときに、より活躍する、発信力を増やすために積極的な思考方法が要るだろうし、

そして、個を通じてこの地域全体で協調していくには、利己に加えて利他の精神、共

通のコンセンサス、思いやりがないとうまく付き合えないかもしれない。さらには、

それを発展させるためには、ポジティブに物事を作り上げる積極的な態様、思考方法

においても積極的であり、行為態様においても積極的、それが最終的には自らのみな

らず他者のためにもなるという行為態様を身に付けることで、まちづくりと将来を担

う資質のバランスがとれるよう整理できると感じますし、それは、いろいろな事態が

動いたときに、柔軟に臨機応変に、物事を考えることに通じると考えています。積極
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性とはそういうことであり、変化に応じて多様な発想をしていくことも積極性の発露

ですし、言い換えると、複眼的な視点を持ち、物事をよく観察し、それを正しく分析

して必要な選択・決定をしていくという、そういう思考方法をしっかり身に付けてい

く、かつ、それを力強く行っていくためには、自分自身を大切にする、自分自身を最

大限に生かしていこうというコアの意欲が必要だと思います。 

そして、利他ということを考えたときに、自らが様々なところと連携しているから、

自分の行動が周囲にどう影響するかをしっかり頭に入れ、その影響がプラスに転ずる

ように、どう行動するかということを常に考えていくこと。 

ところで、人間は十人十色ですから、体力が弱い、人と比べるとどうも自分はつい

ていけないということがあれば、自分は優れた人間ではないからといきなり自己否定

をするのではなく、多様な価値観を許す世界の中で自分の存在を認めてもらうために、

自分の弱さをしっかりと伝えて支援を求める、生まれつきハンディキャップのある方

もいるし、社会経済活動の中でハンディキャップを負う方もいるし、肉体的や精神的

なハンディキャップのある方もいる。そういったことをきちんと救い、生かす社会、

自分の弱さを正直に吐露して、それに合う調整システムを作っていける社会でなけれ

ば、自らの弱さに対して助けを求められないでしょうから、教育の裏返しとして、そ

のような社会制度を叶える、社会制度を作ることが目に見える形で同時進行していか

ないと、中途半端になると思います。 

今皆様がおっしゃったことは、多少言葉や表現を変えるとしても全てうまく調和で

きる問題意識だと考えています。先生方がおっしゃったように、教育は、教えること

だけではなくて、社会システムをこれからどう作っていくかということと調和させな

がら行っていかないと、教育を受ける側が、教育ではこう言っているけれども世の中

は全然違うではないか、そんな教育は真面目に聞いていられないと受け止められかね

ませんから、それを実証できる状況を作る。 

そういう意味では、まちという単位で、社会環境を整えることとワンセットでよい

ところ、あるいはあるべき姿を目指して教育をやっていることが分かるような、そん

なメッセージをこの大綱から発せられたらと思います。そして、その下で今後の教育

現場ではこういうことをするという説明ができればと思いました。 

私は最近、自立した個性・個人同士が共助・共生・共感・協働できる社会をと言っ

ていまして、自立した個人が共助をすることを大切に思うという価値観を持って共に

生きていく、それを実現することに共感することと、そして具体的に協働という作業

を通じて取り組んでいくことをスローガンにしています。 

1、2 に関しての御意見を頂きましたので、それをベースにまとめていけると考え

ています。ありがとうございます。 

それでは、次に、資料 2「3 未来を担う子どもを育成するための教育システムの

構築」について議論していきたいと思います。事務局から説明をお願いいたします。 

 

＜教育企画課長＞ 

「3 未来を担う子どもを育成するための教育システムの構築」について、ここで

は、御議論していただきましたように、未来を担う子どもに求められる資質・能力を
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育てていくための教育システムの構築について、いくつかの例示を挙げております。 

まず、(1)では、教育システムの構築に当たっては、その根幹を担う教員の養成と

活躍の場の確保が重要となり、教員の養成については、広島の学都としての役割を踏

まえつつ、地域の大学との一層の連携強化が重要であること、また、教員の活躍の場

の確保については、長時間勤務が顕著となる中、健康に配慮しながら、子どもと向き

合う時間を確保し、より効果的な教育活動ができるよう、さらには、学校をやりがい

と魅力のある職場とし、意欲と能力のある多くの人材が教員を志望する状況となるよ

う、学校における働き方改革を一層推進する必要があることを挙げております。 

なお、働き方改革推進プランの目標値の達成状況及び、広島県・広島市公立学校教

員採用候補者選考試験の倍率については、先ほどの参考資料 3の 6ページに記載して

おります。教員採用候補者選考試験の倍率は、平成 28 年度と令和 2 年度を比較いた

しますと、小学校、中学校いずれも低下しております。 

次に、(2)では、幼少期から地域と関わることで、地域共生社会を担う意識を培っ

ていくことが重要であり、そのためには、地域人材を活用し、学校と家庭、地域の連

携により、共に子どもの成長を支えていく体制「チーム学校」を引き続き強化してい

くことが必要であることを挙げております。 

なお、「チーム学校」に関しましては、スクールカウンセラーの相談件数、まちぐ

るみ「教育の絆」プロジェクトなどの、地域と連携した取組の実施状況等について、

参考資料 3の 1ページに記載しております。中でも、まちぐるみ「教育の絆」プロジ

ェクトの実施校数は毎年度、計画的に増やしてきております。 

次に、(3)では、特別支援教育ニーズの高まり、不登校の子どもの増加、LGBTの子

どもの存在などを踏まえ、一人一人の個性・特性を尊重するとともに、基礎学力の定

着が不十分な子どもも含め、一人一人を大切にし、これらに応じた学びを進める「誰

一人取り残さない教育」の推進が必要であることを挙げております。 

なお、特別支援教育の対象となる児童生徒数、不登校児童生徒数などについては、

参考資料 3 の 4 ページ、また、全国学力・学習状況調査における正答率 30％未満の

児童生徒の割合は 3ページに記載しております。中でも特別支援教育の対象となる児

童生徒数及び不登校児童生徒数は、いずれも年々増加してきております。 

次に、(4)では、「GIGAスクール構想」により、ICT環境の整備が加速していること

から、これを有効に活用し、個々の能力を最大限に発揮できるよう個別最適化された

学びを実現することが必要であること、また、長期にわたる臨時休業の際の教訓を踏

まえれば、ICTを活用した学びを止めない教育に取り組むことも必要であることを挙

げております。 

最後に、(5)では、将来の一層の少子化を見据え、私立・公立の役割分担を含め、

持続可能でより質の高い教育の提供体制の構築が必要であることを挙げております。 

なお、市内の私立・公立の高等学校の生徒数や市立・県立高等学校の校数の推移な

どについては、参考資料 3 の 7 ページに記載しております。中でも、本市の 15 歳か

ら 19 歳人口は、平成 2 年度をピークに減少傾向にあるものの、市立・県立高等学校

の校数は平成 2年度以降大きく変わっておりません。 

資料の説明については以上でございます。 
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＜市長＞ 

ありがとうございました。「1 社会の動き・変化、将来の見通し」と「2 未来を

担う子どもに求められる資質・能力」で考え方の基本を押さえたのですが、3におい

ては、今の教育システムは実際に動いておりますので、これは白地に絵を描くという

形で 1と 2ができたとしても、現実問題、既に動いている教育システムで、何に取り

組むことで理想を構築していくか、そしてそれに近づけていくために、システムのど

こをどう調整していくべきかという視点が必要なのではないかと考えています。その

ために、ここで掲げているシステム構築に関わる実績、事業等の状況を参考資料 3に

記載しておりますので、この問題意識と現状認識を踏まえながら、御意見を頂ければ

と考えています。 

では、井内委員からお願いいたします。 

 

＜井内委員＞ 

先ほどのような子どもたちを育んでいくために、教育として提供できるシステムを

どうするかと、システムといえば、人、モノ、金の問題になるかと思います。 

教育における人ということになりますと、今も資料で御説明になった(1)の教員に

ついて、数だけではなくその資質も問題になろうかと思います。 

教育委員会等でも問題視しましたけれども、例えば小学校教諭の志願倍率はもう 2

倍を切っている。これは大変大きな問題であると。 

確かに小学校の先生のハードワークはよく理解できるし、それを目指す大学生が敬

遠するのもやむを得ないと思いますが、ここを何とかしないといけない。今からいく

らソフトな部分を改良しても、やはり、教えること自体には資質が必要だと思います。

もちろん能力は研修等で高めることができますけれども、持って生まれた資質はなか

なか後で獲得するのは至難の業だろうと思うので、そういう意欲と、やはり情熱に支

えられた資質を持つ方をいかに多く集めるかということに、まずは注力しなければな

らないと思います。 

働き方改革についても十分検討しましたけれども、残業を少しずつ減らしていこう、

そのための人の手当てをしましょうということで、これは少しずつ成果が出てきてい

ると思っています。 

それから、先生方が本来の教育活動をやろうとしたときに足を引っ張るのが、ここ

でいう広島型の「チーム学校」は前回の教育大綱の議論の中でも随分強調したのです

が、実際の子どもたちに接する以外の時間で多くの問題を抱えておられる。そのこと

をサポートする人材をどんどん活用していこうというのが「チーム学校」の考え方で

あり、これもある程度成果を上げてきていると思います。 

それが、実際に目に見える形で私たちが評価できる状態かどうかというのは、例え

ば不登校とかいじめなどはまだ数が減ってはおりませんし、まだまだなのかなという

気はいたします。 

一つは、地域の人材を活用することも議論してきたはずです。どうも参考資料 3の

データを見ると、地域の方々がまだまだ学校には入りにくいのかなと。 
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まちぐるみ「教育の絆」プロジェクトも見学させていただきましたけれども、これ

はうまくいっていると思います。放課後、少し学習内容の理解が遅れている子に対し

て、地域の先輩たちが教える側に立って、一緒に勉強してあげることは大変効果的だ

と思っております。これが広がっていけば地域の方々の関与、地域で子どもたちを育

てる、学校だけに任せるのではないという姿勢を各地域に持っていただくことは、大

変有用だろうと私は思っております。 

ですから、人に関しては、まず、教員の採用問題を解決していくべきであり、そし

て、地域の方をいかに巻き込んで頑張っていけるか、あるいは教員の負担を減らすた

めの施策をどう組み立てていくかということを、十分考えるべきだろうと思います。 

それから、モノということになると、(4)に書いてありますが、ICT について、こ

れは今年のコロナの問題に関して、GIGA スクール構想でタブレット端末を出すこと

は避けられない。今までも日本の教育で、ICTを使った教育が遅れていることは、世

界から見れば自明の理だったのです。それで今までの日本の教育は、先生方の努力に

依存している部分が大きく、やはり画面じゃだめだという感覚がありそうな気がしま

す。実際、私も大学に頼まれて、オンライン授業をやりましたが、相手の反応も把握

しにくいし、自分が話していることが果たして彼らにどのように伝わっているのかと

いうことがよく分からないところがある。これをもっと工夫して、日本の学校におけ

る ICT活用を進めなければならない。そのための投資、多額の予算も確保していただ

いていますから、これを持続することがとても大事です。タブレット端末もすぐに使

用年限が来ますので、それをどんどん更新していくためには、かなりの投資が必要で

すけれども、これは避けて通れませんから、ICTを使ってできる授業とそうでない授

業をうまく使い分けて、そうでない授業では一体何をしようとしているのか、子ども

たちに本当に面と向かって伝えなければならないこととの使い分けを先生方にはき

ちんと行っていただくことで、モノにお金をつぎ込み、モノを確保してシステムを構

築することを是非進めなければならないと考えています。 

それから、私立・公立の役割分担について思い出しますと、平成 28 年に大綱を作

りましたときに、私も意見を言わせていただきましたが、子どもたちが少なくなって

いるときに広島にこんなに沢山の高校は必要なのですかと、それよりももっとそれぞ

れの特徴を出して、多様な人材が多様な進路を選べるようにすると。今からは偏差値

で決められる時代ではなくなるはずだから、10 年先を見ていけば、大きな方向転換

をするときは必ず来る、一人一人が本当に大事なのであれば、どんな職業に就こうと、

どういう内容の進路であろうと、それを進めてやれる学校でなければならないと私も

つくづく思いますし、そういう子どものための学びの場を、一生懸命考えていく必要

があると考えています。 

このシステムの問題は沢山あり、多くのエネルギーとお金が必要ですので、なかな

かこれを 5 年、10 年の単位で全部描くことは難しいかもしれませんが、方向性とし

ては、今申し上げたような、うまく ICTを使い、教員の資質を高めながら、これはも

ちろん研修センターの役割が非常に重要だと思いますが、それを行うことによって、

子どもたちのために様々な形の学びの場を作ることを目指していきたいものだと思

っております。以上です。 
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＜市長＞ 

ありがとうございます。では、秋田委員。 

 

＜秋田委員＞ 

働き方改革については、井内委員がおっしゃったように、子どもと向かい合う時間

を増やすためには、「チーム学校」、スクールソーシャルワーカー、スクールカウンセ

ラー以外に、広島市でも始まりましたが、スクールロイヤーを、可能であればゆくゆ

くは、各区に担当のロイヤーを配置し、先生が一人で抱え込まずに済むように、クレ

ーム対応も含めて、法的な視点でフォローを受けながら、子どもの学びを保障するこ

とをできればと考えております。「チーム学校」をより実質化・実効化していってほ

しいと思っています。 

オンライン、タブレット端末については、やっとここまで来たと、非常に期待して

いるところです。保健室には登校ができるけれども教室に行けないお子さんもおられ

るので、別の部屋からでも同じような授業を受けられている気持ちになれる使い方が

今後できていければと非常に期待しています。 

既にタブレット端末をうまく使っておられる先進事例などを、是非積極的に取り入

れて、そういった、フリースクール、自宅あるいは保健室に通って勉強をしているお

子さんにも学びの保障ができていければと思います。以上です。 

 

＜市長＞ 

ありがとうございました。では、西委員。 

 

＜西委員＞ 

普段残念に思っていることがありまして、とても素晴らしい人材なのに教員になら

ない学生がいます。例えば教育学部に在学し、教員を目指しているけれども最終的に

民間企業に就職する、公務員になるなど、最後に教員の道を選ばないのはなぜかとい

うことをいつも思い悩んでいます。きっとよい教員になるだろうと思う人が離れてし

まうもどかしさというか寂しさを感じているのですが、一つは学校における働き方改

革に非常に不安を持っていることがあると思います。 

それから、もう一つは、自分が悩み、いろいろな困難に突き当たった時にそれを乗

り越えるエネルギーになるもの、例えば周囲の支援体制が十分だろうか、ということ

です。人に助けを求めにくいとか、自分の悩みや失敗を打ち明けられないとか、幼い

頃からそういう環境で育ってきたこともあると思うのですが、そういった生きにくさ

が影響しているのではと思っております。 

そのように行き詰まったときに、エネルギーになるものが何かと考えましたときに、

横の人と手をつなぐことではないかと思います。「教員の養成と活躍の場の確保」と

ありますが、研修でただ集まって、学習環境や教材研究について話し合うだけではな

くて、教員同士、例えば同期の教員がお互いに相談し合えたり、状況を打ち明けられ

たり、自分の工夫を人に紹介できるなど、そういった、横の人と手をつなぐことが、
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教員としての一体感とか、私も負けずにやるぞとか、そういう気力が湧いてくる力に

なるのではないかと思っております。 

適切かどうかは別ですが、かつて洋上研修をやっておられたことがあると思います。

私は行った経験がありませんし、周囲の人から、洋上研修を経験して、それがどうか

ということは直接聞いたことがないため、洋上研修そのものがよいかどうかは別とし

て、研修のスタイルについて、もっと団結や一体化する実感が持てるように研修の場

を工夫するのも一つの方法ではないかと思っております。 

それから、ICTの活用のことですが、全国的に皆がタブレット端末を一人一台持つ

ことになりますと、とても品薄で広島市の子どもたち全員が持つためには数年かかる

と予想しておりましたが、今年度末には何とか揃えられるという報告を聞きました。

皆さんの御尽力でこういったことが実現したのだと思いますけれども、タブレット端

末を持つことは、その使用能力が上がることだけがよいのではなくて、同時に学び合

いをすることが私は必要なことだと思っています。例えば、電子黒板も各教室に導入

することをお聞きしたばかりですが、タブレット端末を持っていても、電子黒板を利

用して皆で共有できないと学び合いにはならないと思います。 

ですから、操作がうまくなる、うまく活用できる、情報の入手や処理ができること

だけではなくて、それをお互いが学び合う、相手がどう考えているか、どう判断して

いるかということをお互いに披露し合って学ぶことが大事だと思います。 

タブレット端末をいかに活用していくかということにつなげていければよいと思

っております。以上です。 

 

＜市長＞ 

 ありがとうございました。では、伊藤委員、お願いいたします。 

 

＜伊藤委員＞ 

私からは二点申し上げたいと思います。 

一つ目は、(4)の「個別最適化された学び」をどのように捉えるかということに関

係してきますけれども、子どもたちの学びを、基礎・基本となる共通の学びと、その

子を生かす学びで構成されていると捉えられないかと思っております。 

未来を創造する子どもたちにとって、基礎・基本となる学びは、私たちが旅行の際

に持っていくガイドブックや、事前に調べたりする基礎知識のようなもので、それを

持たずに旅に出てしまうと迷ってしまいます。基礎・基本となる学びの習得には、誰

一人取り残さない教育が必要です。 

そして、未来を創造する子どもたちには、自分にとっての意味を感じ、もっと力を

付けたい、やってやろうという挑戦、もっと知りたいと探究しようとする、子どもを

生かす学びを提供できる仕組みが必要であると思います。 

それは先ほど、教育長が言われた広島市の目指すまちづくりにおいても、子どもた

ちが広島市に興味・関心を持ち、ここを改善したいという地域固有の問題意識を皆で

共有し、その解決においては、広島市で構築してきた「チーム学校」による活動がさ

らに有効に機能することを期待したいと思います。 
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また、子どもを生かす学びにおいては、先ほど井内委員が言われた「必要が力を産

む」というような、これをやってみたいと思う中で、基礎・基本をもっと学びたいと

思う子どもが出てくると思います。 

ですので、この両者は、相互補完的で往還する関係にあると思います。 

二つ目としては、子どもの成長を育む基盤となる家庭生活、学校生活、地域・共同

体に守られ、大切にされ、安心して生活できるという安心感を子どもが実感できる仕

組みづくりが必要だと思います。 

そのためには、家庭・学校・地域の連携・連動や、校種間の円滑な接続が必要です

し、子どもが悩み、課題を持っている場合には、先ほど秋田委員が SOSを発する力と

言われたように、自分の悩みや弱い部分を気軽に伝えられる、そういう仕組みが必要

ではないかと思います。 

私もどうしたらよいのか分からないのですが、例えばフィンランドのネウボラのよ

うに、これは健康を維持するための子育て支援包括センターで厚生労働省が進めてお

りますけれども、子どもに関することを総括的に取り扱える仕組みが必要だと思いま

す。 

また、学校においては働き方改革が進むことで、先生方に時間的にも精神的にもゆ

とりができ、先生方が元気に意欲を持って取り組んでくださることが一番大切だと思

います。先生にゆとりがあると子どもとの関わりを深めることが可能となりますし、

先生も子どもと共に楽しんで一緒に学ぼうとするようになれば、現在の教育課題も解

決できるというプラスのサイクルができ上がるのではないかと期待しております。以

上です。 

 

＜市長＞ 

ありがとうございます。では、栗栖委員、お願いいたします。 

 

＜栗栖委員＞ 

この教育システムの構築に関しては、既に出された意見と私の意見もかなり重複し

ておりますので、ここでは観点を少し変えて、こういう授業ができたらいいなとか、

こういうことができたら先ほど述べたような子どもが育つのではないかと思ってい

ることを述べさせていただきたいと思います。 

授業という形でなくてもよいのですが、発達段階に応じて、いろいろな体験をさせ

る仕組みができないかなと日頃思っています。それはなぜかというと、先般ある小学

校の卒業生の感想文を読んだときに、6年間で印象に残ったことは何ですかという問

いがあったのですが、半数ぐらいの児童が修学旅行と書いてありましたが、その理由

が全て違うのです。つまり、同じ修学旅行を体験しても、それぞれ物の見方などが違

うので、印象に残っていることはやはり異なるのです。 

だから、物事が変化したときの対応力は、いろいろなことを体験することによって

養っていけるのではないかと。もちろん、授業の中で知識を得るのも大切ですが、今

の指導要領の中でできるかどうか分かりませんが、例えば、同じ小学校の中で異学年

と交流させ、学年が違えば自分たちとは考え方が異なるということを体験させたり、
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近くの学校と交流させたり、小学校と中学校、中学校と高校とで共に同じ体験をさせ

るような、幅広い交流、そういったことを授業の中で行うことによって、子どもたち

が様々な体験ができないかと日頃思っています。 

例えば、専門高校でいえば、広島市立広島商業高等学校ではピースデパートという

素晴らしい取組を行っており、そういうことを普通校の生徒にも体験させて、実際の

会社がどのようなことをやっているかといったことを、実際の授業を通じて少しでも

体験できる仕組みにしていけないかと考えています。 

もう一つは、修学旅行などで家を離れて経験することが、ものすごく印象に残ると

いうことや、諸外国でホームステイをして、それがとてもよい経験になったという話

をよく聞くので、例えば地域で協力を得られる人がいた場合に、その地域へ他の小学

校の人と一緒にホームステイとまではいかなくても、いろいろな大人の話を聞くとか、

地域の行事に一緒に参加して、自分の役割を果たしていくことが体験できれば、子ど

もたちの能力育成に結び付いていくのではないかと思っています。 

そのようなことをしようとすると、学校内で縦割りではなく横の協力もしないとい

けなくなると思います。また、企業に対しても単なる工場見学ではなくて、もっと踏

み込んで、一日様々なことを実際に体験してみると、立場の異なる人が、それぞれの

目標に向かって感じている難しさや喜びを共に感じることができるのではないかと

思います。 

もう一つは、資料の(4)にある「個別最適化」に関して、物理的に無理かもしれま

せんが、一人一人の学習計画のようなものができないかと思っています。個々人の発

達段階に応じて、様々なやり方があると思うのですが、その人の持っている特性など

を生かした一人一人の学習計画を作り、保護者と先生が共有することによって、卒業

する時に自分はどうなっているのかという見通しや、こうなろうという目標が見えて

くると思います。そうすると、学校が楽しくなったり、ワクワクしたりするのではな

いかと考えています。また、特別な才能のある人が、その才能をうまく生かすことに

つながるかもしれません。 

一人一人にそういう計画ができれば、正に一人一人についてその人の持っている能

力などに応じた教育ができるのではないかと、常日頃そういう思いを持っています。

そういうシステムができれば、冒頭私が申し上げた、様々な変化に対応し、他人と共

生していく能力に結び付くのではないかと思っています。それがシステムとしてどの

ように構築できるかという点は私も不透明な部分がありますが、日頃思っていること

を申し上げさせていただきました。 

 

＜市長＞ 

ありがとうございました。では、糸山教育長、お願いします。 

 

＜糸山教育長＞ 

こちらの話題については、私は執行部側でもあるので、自分のやりたいことという

よりも、委員の皆様のご意見で、共通項が沢山出てきたと思いますので、それについ

て話をさせていただきます。 
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まず人に関して、人材の確保、これから入ってくる人と今いる人の質を上げていく

お話がありました。 

そういう中で、教員の採用試験の倍率が下がっている、さらには、西委員から、教

育学部で学んでいる人で、教員にふさわしいと思う人が民間に流れているというお話

があり、これについては、一朝一夕に解消することは難しいとしても、資料にある教

員養成機関との連携が大事になると感じました。 

まず、広島市の学校教育でこういう人を育てたいということについて大学と共有す

ることが大前提ですけれども、先ほどのお話を聞いて、学生段階からどんどん学校現

場での実践、経験、訓練の場をできるだけ確保してあげて、そういう中で、学生さん

たちの感じたことなどをこちらに教えていただくことで、学校現場ではこういう改良

をすればよいということにつなげていく、そのような形での連携をもっとやらなけれ

ばならないと思いました。 

また、皆さん言い方は異なりますが共通していることで、個別最適化された学びや、

ICTの活用に関して御意見があったと思います。 

教育システムの大きなところで言いますと、井内委員が触れられましたが、一人の

先生が数十人の子どもの相手をするという日本の教育システムの基本は、将来的にも、

相手をする子どもの数が半分ぐらいになるという変わり方しかできないのではと思

っています。そのような標準に合わせた集団指導で何が起こるかというと、そこから

こぼれる子が出てくるといったことや、逆に前半の議論で井内委員がおっしゃった、

それぞれ異なる興味・関心を伸ばしていくことに十分に手が回らないことが生じてき

ます。 

ただ、私は、その基本は劇的に変わらないとは思いつつも、今年度中に 1人 1台の

タブレット端末が揃うといった ICT 環境の急速な整備、さらには、AI と ICT を組み

合わせる今からの進化は、場合によっては先生の働き方を大きく変えていくのではな

いかと考えています。極端に言うと、学校の先生が集団で子どもたちに関わって行う

べきことは限定され、子どもたちは教室の中で、タブレット端末を使いながら、それ

ぞれの熟度に応じ一人ずつ違うことをしているという状況が、そんなに遠くない将来

にやってくるのではないかと思っています。そのようなことも視野に入れて、せっか

く導入する ICTについて、先生の働き方にもつながっていくような活用を考えていく

といった視点を大綱に入れると、若い人たちにも、学校現場が変わっていくことを理

解していただき、彼らの興味・関心を少しは高めていけるのかなと感じました。 

また、地域人材の活用や、栗栖委員の体験交流に関する御意見については、教育は

自分の豊かな人生を作り出す基礎を育むということに加えて、よりよい社会を作る一

員となる力を育むものであり、その点から考えたときに、子どもたちが将来、具体的

にどのような仕事をするということとは別として、大人の世界と自分たちとの関わり、

多くの人と関わりながら自分たちの生活が成り立っていることを、いろいろな機会で

実感したり体験したりすることを積み重ねていくことが大事であり、それは地域の活

動ということだけではなくて、先ほどおっしゃられたような、様々な企業との関わり

も実感として伝わる活動をもっと広げていければよいと思いました。 

また、異学年の交流とか他校との交流については、実は中山間地にある小中一貫教
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育校で、規模も小さいことから、異学年による地域交流とか、ICTを利用した他校と

の交流などを先行的に行っておりますので、ここをスタートとしてもっと広げていく

ことも可能かなと思いました。 

また、人材活用ということで言うと、栗栖委員がおっしゃったように、地域の人た

ちに加えて、民間企業の人たちも、様々な場面で子どもたちの暮らしと関わっている

ことを知る意味でも「チーム学校」に加えて、メンバーを多様化していってもよいの

ではという印象を持ちました。 

伊藤委員のおっしゃった家庭・学校・地域に子どもが支えられているということに

ついては、同じ子どもに着目しつつも、これは、こども未来局の所管で、これは教育

委員会の所管という、縦割りのようなことが実際にはあると思います。幸いにして広

島市は、現場として区役所があり、区役所レベルでは一つの課が教育委員会やこども

未来局など、様々な部署と関わっており、そういう形での連携体制づくりは徐々に進

んでいると思いますので、教育大綱でも、そういうことに触れてはどうかと思いまし

た。 

立場が難しいものですから、感じたことを申し上げました。以上です。 

 

＜市長＞ 

ありがとうございました。 

システムということを考えた時、システムを作り、運用するのは人です。システム

の中で、一定の便益の出し手と受け手がうまく呼応しながら動いていくことで、シス

テムは確かに生きているということになると考えています。 

システムが機能不全になるとか、不足しているところがあるときに、そのシステム

が疲弊しており、根本的に変えなければならない事態になると思うのですが、教育と

いうのは、このシステムの典型で、教える側と教えられる側という二つの要素がずっ

と決まっているのです。社会は複雑になっており、先人が持っていた知識を広範囲に

与えることは親子関係だけでは十分ではないので、教育とは人類が生き延びるための

絶対命題ですから、これは行わなければならないです。その時に、国やその集合体が

どういう方向を目指すのかということで、教育システムがそれぞれ異なるということ

が生じると思います。 

その中で私自身の認識を述べると、恐らく江戸期から明治期に入った頃の日本の教

育システムは、諸外国に比べて遅れており、なんとか産業を振興しなければいけない、

殖産興業ということで、産業革命などで豊かになっている国に追いついて、もう少し、

国を豊かにするためにという、大きな方針をもって教育システムを作り上げる。だか

ら、幼い頃から労働に従事させるのではなく、無理してでも、小学校、中学校という

義務教育期間中、学校に来るように仕向け、そして教育を受ける側にメリットを感じ

させるために、勉強して上の学校に行ったらその後の処遇が変わり、よい職に就けて、

よい生活が送れる。もっと生産性の高い職に就くために勉強する。恐らくその基本精

神がずっと根づいて、明治以降 150年ぐらい経ちますが、そのうちの 100年近くは変

わっていないと思います。それは長い歴史からいうとせいぜい人間の三、四代の中で

培われた。江戸期にそういうことがあったのかというと、そうではないのです。寺子
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屋はあったりするけれども、基礎的な知識・読み書きそろばんは教えていて、それぞ

れで職業教育をやっていたところに、大きく社会を変動させるために教育を組み替え

た。今は、戦後 70 年以上が経過し、成熟社会と言われていますから、今までのよう

に一方方向で今言ったような奨励をし、とにかく社会のどこか頂点を目指すという教

育をやることそのものに限界がきていると思います。 

そして、教員の確保ということを考えたときに、処遇に比べて、労働環境が不安で

あり、よりよい環境を求めたいと考えて、資格がありながら教員にならない方がいる

のであれば、学都広島の教育の現場は、先に述べたようなものではなくて、もっと多

様性に富んでいて、子どもを育てることが好きな方の夢が叶う職場である、というこ

とを学生時代に見てもらう、現場でよい教育をしている広島の教育現場を履修過程で

見てもらい、そこで、教員をやってみたいと思っていただけることを目指すことはで

きないかと思いました。先ほども問題提起がありましたが。 

そして、先ほど井内委員が言われたように、教育を一本調子ではない、よいものに

変えて、もっと多様性のある学校群に組み替えていく。基礎的なことを学べば、いろ

いろなところで生活できるということを分かっていただくことができる学校群に変

えることを着実にやっていく。 

その中で今回の ICT化は、相手の感覚がつかめず、うまく授業ができないというこ

とになるかもしれないし、逆に、よいツールになるかもしれない。 

これは、私の発想ですが、先生が子どもたちの学習状況を管理できるシステムがき

ちんとプログラム化され、ある授業について教科書を一学期で 10ページ進む子と 20

ページ進む子、5ページ進む子の管理ができ、また、内容に興味のある子はそのプロ

グラムを通じて、教材や演習問題を取り込めるように、そこまでもしできれば。そし

て、勉強の技術的なことを教える先生が、生活パターンや、地域共同体の中で皆と仲

良くするなどの授業の場を設けて、子どもたちには必ず参加してもらい、一緒に学習

することができれば。 

その時言われたように、もちろん専門知識もあるけれども、学年を越えた体験学習

などを行いながら豊かな人間性を教授する教員生活であり、それが自分たちの本分で

すということを示せば、本市でやってもいいと思う先生がもう少し増えるのではない

かと思ったりもするのです。 

そういった理想郷をもう少し明確に描いて、今とのギャップを縮めることを少しず

つやっていくのが行政のシステム作りではないかと思います。 

先ほど申し上げたことについて、私は義務教育と高校の間、塾に行ったことがない

のですが、数学と英語について、高校で数学は、当時の教頭先生が、特別にテキスト

をくださったのです。英語は担任の先生から特別にテキストをいただき、宿題を出し

てチェックしていただきました。そういったことが、今のような ICT化で、他の科目

全部もタブレット端末で個別にできるのではないかという感じがします。当時はまだ

生徒が多かったので難しかったのかもしれませんが、今はできなくないのではないか

と思うのです。 

その分先生の手間が増えますから、その代わり、先生としてのいろいろな業務を分

散し、役割分担して、教育について専門の教え方をもしやれれば。そして、広島固有
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のお仕事をするのだから、何とかその支援もするということまでもやれれば、いい学

校づくりができるのだろうと思います。 

それと、もう一つは体験型の学習、特色ある学校について、教育長が言われたよう

に、中山間地の学校群は、もともと定員で 100名ぐらいですが、児童生徒数が数十名、

数名となって廃止しないといけない学校もあります。しかし、私自身はそういった学

校をまずオープンスクール化し、特色ある教育ができる形にして、地域と一体的に有

効活用できる学校編成にして、学区を越えて、そこがいいなと思えば、通える学校に

する。地域の活力維持と特色ある教育ができる学校にして、廃止せずにできればと考

えています。学年を越えて、全ての方にということはできないのですが、それを強く

志向される方は、この市内にいれば通える。そして、自宅から少し遠ければ、御家族

がお子さんの面倒を見ることができるように、空き家を利用してもらい、子育てをす

る数年間は自宅とそこを通いながらでもオープンスクールで勉強させることができ

れば。比較的これは早く実現しそうなイメージを持っています。それをもっとポジテ

ィブに出す中で、個々地域ごとに手当てしていくことができればと思っています。 

頂いた御意見に関して、明確なビジョンを示しながら、確実にシステムを変えてい

くことに関して方向性を出していけば、次の 5年間で少しは前進するのではないかと

思っています。 

今申し上げましたように、大変貴重な意見を頂きました。次の 5年間に向けて、大

綱の改定作業を行おうと思いますし、今頂いた御意見を踏まえて、事務局でまた次の

大綱改定の素案を提示する手順を踏んだ上で、改定案を示したいと思っております。

ありがとうございました。 

少し予定時刻より早いですが、私の進行はここで終わります。事務局にお戻ししま

す。よろしくお願いします。 

 

＜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。 

次回は 11 月頃に第 2 回会議を開催し、市長からお話がありましたが、大綱の改定

素案について皆様から御意見を頂きたいと思います。 

詳細な日程につきましては改めて事務局から御連絡をさせていただきますので、よ

ろしくお願いいたします。 

それでは、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。 


