
 

1 

令和 2年度第 2回広島市総合教育会議 議事録 

 

1 日時 

  令和 2年 11月 30日(月) 午前 10時～午前 11時 35分 

2 場所 

  中区地域福祉センター5階 大会議室 

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 1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、配席図、資料「広島市教

育大綱改定素案」、参考資料 1「広島市教育大綱の改定について」、参考資料 2「広島

市教育大綱」を資料として配付しております。資料に不足はございませんでしょうか。   

参考資料 1「広島市教育大綱の改定について」に今年度のスケジュールを記載して

おりますが、本日は、前回の総合教育会議での議論を踏まえて作成した、資料「広島

市教育大綱改定素案」により、議論を進めていきたいと考えております。 

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。 
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前回の総合教育会議では、大綱策定後の社会の動きや変化、将来の見通しを踏まえ

た上で、今後それらに対応していくために子どもに求められる力や、構築すべき教育

システムに関して、現行の大綱にどういった改定が必要かということについて議論し

ました。 

皆様からの御意見を踏まえて、資料のとおり、大綱の改定素案を整理しております。 

まずは、「はじめに」から「2 本市の教育方針」までについて、議論をしていきた

いと思います。 

それでは、事務局から説明をお願いします。 

 

＜教育企画課長＞ 

資料の 1ページを御覧ください。 

この資料の構成ですが、左側に現行の大綱を、中央に改定素案を、右側に改定理由

等を記載しています。 

それでは、改定素案の内容について御説明いたします。 

まず、「はじめに」の部分については、右側の改定理由にありますように、第 1 回

総合教育会議でお示ししました、改定の論点や、会議における意見を踏まえ、修正を

行っております。 

ここで頂いた意見としては、「『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』という考え方は変わらない。」という意見や、「自然災害などの

地球規模の課題の深刻化や、超スマート社会の到来などに触れた方がよいのではない

か。」などの意見を踏まえ、現行の構成である、大綱の目標、社会状況、課題、大綱

の趣旨といった大枠の変更は行わず、それぞれに追加・修正を行っています。 

新たに追加した部分を御説明すると、まず、3段落目の「世界の状況を眺めれば、」

から始まる部分では、世界の状況として、地球温暖化の進行や国家間の緊張の高まり

などの地球規模の課題の深刻化、急速な技術革新による超スマート社会の到来といっ

たことを追加しています。 

次に、国内の状況の記述に引き続き、その次の段落、「本市では」から始まる部分

では、国内外の社会状況の変化に対応していくための本市の取組として、共助の精神

を基盤とした「地域共生社会」の実現を基軸とする本市の都市像である「国際平和文

化都市」の具現化について追加しています。 

また、その次の段落の子どもを取り巻く環境については、いじめの認知件数の増加

や SNS等による誹謗中傷・差別といった子どもの心に関わる問題について追加してい

ます。 

次の「こうした状況の下」から始まる部分では、都市づくりを担う人材として、地

域への誇りと愛着を持ち、多様な人々と主体的・積極的に協働できる社会性を身に付

けるための教育が必要であることを追加しました。 

次の「そして、その教育を進めるに当たっては、」から始まる段落では、個性・特

性を尊重し生かしながら、その能力を最大限に伸ばし、誰一人取り残さないこと、子

どもに関わる全ての者がその育成に参加するという、地域共生社会にふさわしい教育

システムとすることを追加しています。 
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最後に、この度の改定の趣旨と、大綱の期間が令和 7年度までであることを記載し

ています。 

次に、資料の 2ページを御覧ください。このページでは、下線を引いている部分が、

今回の変更箇所になります。 

まず、「1  本市の目指す教育の方向性」についてです。 

1段落目に記載しております「教育の原点」については、本市の最も基本的な教育

の方向性ということで、引き続き現行どおりとしております。 

それに続く、2段落目として、第 1回会議での意見を踏まえ、本市のまちづくりを

担う人材を育成するという視点を追加するため、「また、」から始まる部分では、「本

市は昭和 45年以来、『国際平和文化都市』を都市像に掲げ、その実現に向けて、共助

の精神を基盤とする『地域共生社会』の構築に取り組んでおり、本市の教育において

は、それを担う人材の育成といった視点も重要となっています。」という部分を追加

しています。 

また、次の段落の「急速な技術革新、地球規模の課題の深刻化」は、先ほど御説明

しました「はじめに」の社会状況の部分の修正を踏まえて、追加したものです。 

次に、子どもたちが身に付ける資質・能力については、資料の右側の欄の「改定理

由等」にありますように、第 1回会議での意見を踏まえ、まず、複雑で予測困難とな

っている社会において、新たな課題に直面した際にその解決に向けて必要となる力と

して、「(3) 本質や根源を探究し、課題解決に向けて論理的に考え行動する力」を追

加しました。また、多様な人々と協働し、未来を創り出していくために必要となる力

として、現行の大綱の「(3) 異文化への理解」と「(4) 互いの違いを認め合う能力」

を統合し、新たに「(4) 互いの違いや多様性を理解・尊重し、共生・協働する力」

としています。 

最後に、地域の課題を解決し、地域の発展に貢献しようとする心を示すものとして、

「(6) 自分たちのまちを愛する心」を新たに加えています。 

次に、「2  本市の教育方針」についてです。 

本年 6月に策定されました第 6次広島市基本計画において、SDGs（持続可能な開発

目標）の達成に向けた施策推進が加えられたことから、SDGsの目標の一つである「質

の高い教育をみんなに」を踏まえて、「誰一人取り残さない教育の提供」を追加して

います。 

また、ここで頂いた「高い自己肯定感を持つ子どもに育てていく必要があるのでは

ないか。」といった御意見も踏まえ、最後の部分に、本市の取組を通じて、子どもに

育ってほしい将来の姿として、「子どもたちが自己肯定感を育み、地域への誇りと愛

着を持ち、将来のまちづくりをけん引する存在へと成長していくこと」の期待を追加

しています。御説明は以上です。 

 

＜市長＞ 

はい、ありがとうございました。いただいた意見を踏まえて加筆等を行っておりま

す。これについて、御意見をお聞かせいただきたいと思います。 
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＜栗栖委員＞ 

前回の総合教育会議でも申し上げましたが、教育大綱の見直しに当たり、私は変え

なければならないことと変えてはいけないことがあると考えております。 

こういう観点から見たときに、この「はじめに」は、特に重要であり、現行の大綱

を作成したときと比べての時代背景の大きな変化や、その中にあっての大きな観点か

らの広島市の教育の基本的な考え方が、前回会議の意見等も踏まえて、大変よく整理

されており、分かりやすくなっていると思います。 

特に、「こうした状況の下で…多様な人々と主体的・積極的に協働できる社会性を

身に付けさせるための教育が必要です。」という文言が入った点は非常によいことだ

と考えます。 

その中で、可能であれば加えていただきたいことが 1点ございます。後段部分に入

ると思うのですが、教育システムの根幹を担うのは教員ですので、効果的な教育活動

ができるように、学校における働き方改革を推進するという主体的な趣旨をどこかに

入れていただきたいと思いました。 

例えば、後半部分の「その教育を進めるに当たっては、」の次に、「効果的な教育活

動ができるよう、学校における働き方改革を推進するとともに」という流れでつなげ

ていただきたいと思います。なぜかと言いますとやはり、冒頭申しましたように教育

システムの根幹を担うのは教員です。もちろん学校における働き方改革については、

「重点的な取組」においても十分整理されておりますし、実際、市の教育委員会も重

点的に取り組んでおられますが、教職員が誇りや情熱を持って心身ともに健康な状況

で教育にしっかり取り組める環境づくりが大変重要であると考えていることを、改め

て「はじめに」で示していただければ、教職員の働きがいにつながると思います。あ

との流れは素晴らしいと思います。 

そして、最後の文章で、現行の大綱では「教育委員会とともに…取り組んでいきま

す。」と記載されておりますが、今回、「教育委員会や学校とともに」と記載されてお

ります。「学校とともに」という文言が入ったことは非常によいことだと思いますが、

「教育委員会や学校」ではなく「学校や教育委員会」と、学校を先に記載するのがよ

いと思います。 

次に「本市の目指す教育の方向性」について、ここにある教育の原点、「『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ことができ

る教育」という文言や、本市の教育方針における一人一人にという考え方は、逆に変

えてはいけないことだと思っておりますので、素案どおりでよいと考えます。 

特に、新たに加えられた「(3) 本質や根源を探究し、課題解決に向けて論理的に

考え行動する力」、「(4) 互いの違いや多様性を理解・尊重し、共生・協働する力」、

「(6) 自分たちのまちを愛する心」という文言が加わったことは大変よいことだと

考えます。 

また「本市の教育方針」のところにあります、(2)の「特性を尊重し」や、本文に

記載されている「誰一人取り残さない教育」は SDGsを踏まえた重要なことですが、そ

の中で「特性を尊重」するとか、最後の文章にありますように、「子どもたちが自己

肯定感を育み」という文言が加わったことは大変すばらしいと思いますので、「本市



 

5 

の目指す教育の方向性」や「本市の教育方針」は素案どおりで私はよいと考えます。

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、伊藤委員、お願いいたします。 

 

＜伊藤委員＞ 

前回の会議において、自由に広島市の教育に関する意見を申し上げましたが、それ

を今回の改定素案という形でまとめていただき、ありがたく思います。 

私からは、「本市の目指す教育の方向性」について気付きを申し上げたいと思いま

す。 

ここで示されている資質・能力は 1 段落目から 3 段落目の三つの観点を踏まえて、

(1)から(6)が示されていると思います。 

ただ、(1)から(6)に書かれている資質・能力と、本文に書かれている資質・能力と

思われる箇所が何度か重複しているように思われます。 

例えば、心という点について、「(1) 豊かな心」、「(2) 平和を希求する心」、「(6) 

自分たちのまちを愛する心」、本文 1 段落目にも「人と自然の共生する平和な社会を

築いていく心」、3 段落目にも「心身ともにたくましく思いやりのある人」というこ

とは思いやれる心とも置き換えられて、心が沢山出てきている。 

例えばこの「豊かな心」の中に今申し上げた心が全て入ってしまうように感じるの

で、もう少しすっきり整理されると読みやすいと思いました。 

そして、この(1)から(6)または他の箇所に、SDGsとの関連で「持続可能な社会を創

造し、主体的に行動できる力」とか、どこかにそういう言葉があってもよいと思いま

した。以上です。 

 

＜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＞ 

「はじめに」について、現行の大綱は簡潔に要点をまとめられていたと思いますが、

ここ数年の社会情勢や自然環境の変動を鑑みると、改定に至った背景がより丁寧に説

明されており、教育の方向性や方針が分かりやすく、理解しやすいものになっている

と感じました。 

「はじめに」で、子どもたちが担う未来はどのようなものかということを説明して

おりますけれども、まず世界的な視野から課題を捉え、国内の状況に目を向け、さら

に子どもを取り巻く環境へと範囲を狭めていき、目指す教育のありようを説明されて

いる点は、流れが自然で非常に理解しやすいと思いました。 

世界的な地球規模での課題は、子どもにとって自身の生活からかけ離れた印象を持

ってしまいますが、広島を襲ったゲリラ豪雨や土石流の被害などの自然災害は記憶に

新しいところですし、それらが地球温暖化によるものであることや、大統領など要職
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にある他国の方々が平和記念公園を訪れて祈りをささげる出来事も国境を越えて人

類の平和を願う証であります。一昨年より流行した○○ファーストという言葉も、子

どもにとってなじみのある言葉となっています。こうした一つ一つの事柄が子どもに

とっても他人事でない状況ですので、世界の状況から入る説明は必然だと感じました。 

そうした状況下において、最初にまちづくりについて述べてあることは、第 6次広

島市基本計画を反映しており、妥当だと考えました。 

前回の会議において改定の方針で示された、共助や地域共生社会、国際平和文化都

市といったキーワードも、ここからつながって説明されていると分かりやすく理解で

きました。 

そして、子どもを取り巻く環境としては、いじめなどの心の問題に触れていること

も、現状を鑑みた改定になっていると思います。 

地域共生社会を担う人材の育成について、被爆体験伝承者となる活動が少しずつ広

まっています。国際平和文化都市として継続・発展するためのこれからの課題だと思

いますので、こうした視点を入れてほしいと願います。 

それから「本市の目指す教育の方向性」について、私がよいと思ったのは、「(3) 

本質や根源を探究し、課題解決に向けて論理的に考え行動する力」です。能動的に一

歩二歩と前に進む力強さを感じます。こうした力を付けていくためには、批判的思考

で物事を見つめて、それを確かめるために情報の収集と再構成を行い、判断と意思決

定し、一連の自分の行動を省察することが必要であり次に生きていくことだと思いま

す。 

それから、「(6) 自分たちのまちを愛する心」、先ほど心という言葉が何度も出て

くるという御指摘がありましたけれども、その心は、「(1) 豊かな心」や「(2) 平

和を希求する心」、あるいは共生・協働などにも重なってくると思いますけれども、

「愛する」という言葉の持つ豊かさにほっとしました。非常に漠然とした情緒的な言

葉ではありますが、温かく包み込むような表現があってもよいと思いました。 

「2 本市の教育方針」については、「自己肯定感」という言葉が入ったことが大変

うれしく思います。自己肯定感が高いことは、人を認めることができたり、人と近づ

くことができたり、正直になれたりすることの基本だと思いますので、この言葉を大

切に、残していただきたいと思っております。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＞ 

「はじめに」について、子どもたちを取り巻く環境のところで、子どもの貧困の問

題やいじめの認知件数の増加、SNS等による誹謗中傷・差別といった心の問題につい

て触れていただきありがとうございます。 

9段落目で「それぞれの子どもについて、個性・特性を尊重し生かしながら、その

能力を最大限に伸ばし、誰一人取り残すことなく」と記載していただいているところ

もよいと思います。 
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「本市の目指す教育の方向性」については、先ほども御指摘がありましたけれども、

「(3) 本質や根源を探究し、課題解決に向けて論理的に考え行動する力」、それから、

「(4) 互いの違いや多様性を理解・尊重し、共生・協働する力」ということを明記

いただいたこと、それから、「本市の教育方針」について、「はじめに」にも記載があ

りましたけれども、「誰一人取り残さない教育を提供する」ことや、「子どもたちが自

己肯定感を育み」と記載していただいているところが、非常に重要であるとともに、

教育大綱に入れて、教育委員会とともに全力で取り組んでいかなければならないと、

私自身、改めて重く受けとめました。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＞ 

私は教育大綱の素案を何度か読む中で、考えることがかなりありました。 

「はじめに」は、現行の大綱に比べて内容が豊富になりました。それはもちろん皆

さんがおっしゃったように、地球規模の課題の深刻化や超スマート社会の到来という

形で、世界情勢から説き起こして、本市の基本計画にもあるような、地域共生社会を

実現するために、共助の精神を基盤にやっていこうと。 

そして、忘れてはならない我々が目指すべきものが国際平和文化都市であることが

きちんと押さえられていて、だから子どもたちの学びをどうしないといけないかとい

う流れで書いてあります。 

大変内容的に充実したと思っていて、これは今までの大綱よりもずっと皆さんが理

解しやすいというか、現行の大綱は我々の思いがあまりにも凝縮されすぎていて、少

し物足りなく思っていた方もおられるのではないかと思います。ずいぶんよい形に変

わったと思います。 

次の「本市の目指す教育の方向性」と「本市の教育方針」について、現行の大綱も

そのような作りにはなっているのですが、かなり内容が重複しているというか、先ほ

ど「心」の話も出ましたし、方向性と方針の住み分けができていない気がします。今

になってこのようなことを言うのは大変恐縮ではあるのですが、教育の方向性には、

ここに書いてある趣旨を汲めば、子どもたちにどうなってほしいか、つまり、教育を

したときのアウトカム、子どもたちのあるべき姿を書くべきであると考えます。 

「2 本市の教育方針」はそういう子どもを育てるために、教育をする側、教育シ

ステムを提供する側がどうあるべきかということを書くことによって、もう少しすっ

きり住み分けができると思いました。 

もっと踏み込んで言いますと、「本市の目指す教育の方向性」に、六つのアウトカ

ムが書いてありますが、この並びそのものについて、例えば、これからの社会の中で

子どもたち一人一人が「確かな学力、豊かな心、健やかな体」を持たなければならな

い、これはまず 1番に来ると思います。2番目が「平和を希求する心」となっていま

すが、1番目と 2番目のつながりがないのです。 

だから、確かな学力とは何かというと、実は(3)に書いてある「本質や根源を探究
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し、課題解決に向けて論理的に考え行動する力」であり、これが 2番目に来るべきだ

と思います。 

それと、（前回の）議論にあったと思うのですが、多様なニーズというか、そうい

うことを許容できる子どもたちになってほしい、全部画一的なでき上がりを求めてい

るのではないことも加えるとよいと思いました。 

これが、要は地域共生社会、自分たちが自立して、自分たちのまちを作っていくこ

とにつながると思います。 

これが一つの大きなグループで、2番目のグループはやはり、国際平和文化都市を

目指す本市の特徴をきちんと提案するため、「平和を希求する心」は入れなければな

らない。 

番号が下だから軽視しているのではなく、カテゴライズしたらどうかと考えていま

す。そして、「平和を希求する心」とは、実は「互いの違いや多様性を理解・尊重し、

共生・協働する力」、これが付いてこそ初めて世界の平和について語り、共同して何

か行動を起こすことができるという意味では、(2)の次に、(4)あるいは豊かなコミュ

ニケーション能力、これは言葉だけではなくて、もう少し自分たちがボランタリーに

動く国際的な活動なども視野に置いた子どもたちになってほしいという意味で言え

ば、ここに書いてあるように(2)、(4)、(5)、それから「自分たちのまちを愛する心」

も、もちろんその中に入ると思いますので、(2)、(4)、(5)、(6)が、国際平和文化都

市を目指す本市の子どもたちに、アウトカムとして身に付けておいてほしいものだと

思います。 

(1)、(3)は、その基盤となる広島市という地域のありようを担ってほしいという意

味では、押さえなければならないと思います。 

それが「本市の目指す教育の方向性」で整理できるはずなので、そうすると、(1)

から(6)の上に書いてある、「以下の資質・能力を身に付け、『心身ともにたくましく

思いやりのある人』として、その可能性を最大限に発揮することができる教育へと更

に進化することを目指します。」、つまり教育をどうしようかと考えている我々の立場

を、「本市の教育方針」で出すとすれば、ここの文章を、「『心身ともにたくましく思

いやりのある人』を目指します」というように、子どもたちがこうあってほしいとい

う我々の思いをここに反映させてはどうかと思います。 

次に「本市の教育方針」について、誰一人取り残さない教育を提供することは大切

なことです。それから、学校と家庭とそれから地域が連携・協働しながら取り組むこ

と、これも教育のシステムとして非常に重視すべきことです。ただ前文に入っている

ので、むしろこれは、以下の取組を推進しますと、ここに入れたほうがよいという気

がしました。 

つまり、我々の目指す教育は決して学校だけではないと、家庭もあり、地域もある

のだということを 1番目に記載し、そして、六つないしは七つ挙げた資質・能力の養

成に、質の高い教育を提供します、つまり、提供する側から語るという意味で。そし

て、一人一人の個性・特性も尊重し大事にする。 

それから、自己肯定感を育みましょうとか、地域への誇りと愛着を持って、ボラン

ティア活動などを積極的に行い、将来のまちづくりをけん引する存在へと育てていき
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たいということを方針として打ち出す方が、読みやすいと思いました。 

やはり言葉は、とても大きな力を持ってきます。現行の大綱を作成した際には、様

子が分からなかったところもあり、どんなものを作ればよいのかよく分からなかった

のですが、作成して 5年経つと、この大綱が持つ意味というか、これを基に具体的な

目標を考えていくということが次の重点項目になると思うので、それにつながる書き

方、子どもたちがこうなってほしいというアウトカムと、我々提供する側がこういう

システムを作っていきたいと思っていると、視点を分けて書いた方が読みやすいと思

います。 

 

＜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＞ 

私は、総じて見れば前回 7月の会議での皆さんからのいろんな御意見を踏まえつつ、

再度整理をしようということで、基本的には思いが反映されていると思っております。 

今お話をお聞きして、確かに「はじめに」のところは流れとしてしっかり整理でき

てきましたが、「本市の目指す教育の方向性」や「本市の教育方針」は現行の大綱の

フレームワークに引きずられた部分があり、修正という形で今回改定に取り組んでい

るので、そういう面でガラガラポンという発想に立てば、まだ整理のしようがあると

思います。 

私も感じたことを申し上げると、「本市の目指す教育の方向性」の箇所について「(1)

確かな学力、豊かな心、健やかな体」、ある意味で実はここに教育の全てが入ってお

り、扱いが難しいと思いました。 

「心」について重複があるとおっしゃいましたが、全国共通で「豊かな心」の育成

を掲げ、その中にいろいろバリエーションがあるということなので、ここの整理が難

しいと思いつつ、現行の大綱で、こういう共通事項を第一に挙げて、あと補足的に広

島らしいことを入れていくという整理がされているとの理解の下、これでよいかと思

っておりましたが、また、今日の御意見を踏まえて考えていく必要があると思いまし

た。 

 

＜市長＞ 

ありがとうございました。とても貴重な意見を頂けたと思います。 

御意見を聞かせていただいて、「はじめに」については、大局観を示しながら、教

育としての本論を確認し、個と全体をつなぐための教育の位置付けを書き込み、それ

を実施する学校と教育委員会をきちんと補足して展開したという流れになりました

ので、皆様から概ね理解しやすくなったという評価を頂けたと思います。 

これはこれで採用した上で、もう一つ言われたように、学校の取組のところに、先

生方の位置付け、働き方改革を入れるという御意見は、より整理ができるということ

で、よい御意見だったと受け止めました。 

確かに、教育の方向性と教育方針は似た言葉ですが、現行の大綱作成の際に、初め
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ての作成でしたので、要素は漏れなく入れるということで、おっしゃるとおり重複し

ているという御意見に収れんされると思いました。 

そこで、御意見を踏まえるならば、「1 本市の目指す教育の方向性」の教育は、個々

の人間を育てる教育、その目指すべき方向性という意味だとのことであれば、間違い

なく、個々人の育て方、教育の対象となる人物像を「確かな学力、豊かな心、健やか

な体」、三位一体の人間を育てるということにし、学力なりが、どういった構成要素

からなるか。深く物事を探究して、論理的に考えて行動するところで、行動する際に

もちろん健やかな体も必要でしょうし、論理的に物事を考える際の補助要因として学

力と心が必要だと。そういったことで、(1)から(6)を、もう少し組み替えて、重層的

に、序列立てて説明してこういった教育をするという構成にした上で、「2 本市の教

育方針」は「1 本市の目指す教育の方向性」の「教育」を実現するための対応方針

といいますか、一連のやり方を書くと。その際にそれが、教育としての実施方針のよ

うに作り上げられるのも一つのやり方で、ここでしっかり整理すれば後々その次を展

開する取組の意味付けも明確になると思いますので、井内先生の言われた方向性と方

針をもう少し整理してみることは、貴重な御意見だと受け止めております。 

御意見のありました心の重複部分も、そういったことで修正すれば、もう少し分か

りやすいものになるという思いで聞かせていただきました。 

私自身は「1 本市の目指す教育の方向性」を「はじめに」とのつながりを考えて

いったときに、大局観、世界観、そういったものを踏まえながら、全体としてこうい

う環境の中での教育は要るだろうという中で、個々の構成要素となる人のあるべき資

質を、学力、心、体を構成していく過程で、その個々の力は、必ず周りの方々と一緒

になってその地域もしっかりしたものにしなければ、個そのものが存続し得ない。宇

宙にポツンと一人で生きているのが人間ではなくて、学力、心、体を備えた人が、地

球上のどこかで営みをするときに、周りの方々と一緒になって初めて考える、人間は

考える葦であり、一人で生きていけないわけですから、それらが共同体として、豊か

な生き方を目指せる存在にしていくことが、教育の狙いだと書いていただくとありが

たいなと思います。 

そして、世の中で起こっている事象には、理想とかけ離れた問題や課題が沢山あり

ますが、それをファクトファインディング、客観的にまず直視し、認識して、どうし

たらよいかと考え続ける中で、決して自己否定に陥ってはいけない。自分を生かすた

めにこの問題をどうクリアしようかという、そういうポジティブシンキングを行い続

けることも、教育の重要な発想だと思います。 

自らを肯定するということは、相手の立場になり、決して相手を抹殺しない、否定

しない、完全否定しない、どこかで調和点を見つけよう、お互い様だというところま

でが自己肯定感だと思うのです。 

自分は存在するけれども他人がいなくなると、先ほど申し上げた共同体が構成でき

ません。その概念の延長は、人殺しや戦争など、様々な利害対立、多様な価値観の中

で争いがあるときに、決して人としての存在を否定するのではなく、問題点をどう調

整するかという発想で生きていくこと、それが多分究極の平和の姿だと思います。違

いはあるけれども、それを調整しようとする力を発揮し続けること、問題意識を解決



 

11 

しようと行動することが、生き様というか一生を通じての活動と見れば、平和都市広

島というところへまた戻ってくると思うのですが、そういうことが、全体を通じて感

じられる展開にもう少し修正したいと感じました。意見を踏まえてまた調整します。 

それでは、次に、「3 重点的な取組」について議論をしていきたいと思います。事

務局から説明をお願いします。 

 

＜教育企画課長＞ 

資料の 3ページを御覧ください。 

「3  重点的な取組」についてです。 

現行の大綱では、三つの項目として記載していますが、改定の論点や第 1回会議で

の意見を踏まえ、教育施策の体系も考慮しながら、改定素案では五つの項目に整理し

ています。第 1回会議で頂いた意見等については、この項目ごとに、右側の欄に記載

しています。 

改定素案の「重点的な取組」について説明しますと、まず、(1)は、「一人一人の個

性・特性を尊重するとともに、知・徳・体のバランスのとれた『生きる力』を育む教

育を推進します。」としています。 

ここでは、学校ならではの学びを基本とした教育活動の推進や、ICTを活用した個

別最適な学びの推進、それから、全ての子どもへの基礎的・基本的な知識・技能等の

確実な定着、子どもの才能を伸ばす仕組みづくり、特別な配慮を必要とする子どもへ

の支援に加え、平和教育や英語教育の充実について記載しています。 

次に、(2)は、「高い意欲と能力を持つ教員を養成するとともに、大学等と連携しな

がら、学校をやりがいと魅力のある職場とすることで効果的な教育活動が行えるよう、

学校における働き方改革をより一層推進します。」としています。 

ここでは、教育現場の魅力を伝えることで、教員志望者の増加を図ることや、時代

の変化に対応して求められる教員の資質・能力の向上、働き方改革の推進による総合

的な指導を持続的に行える学校教育体制の構築について記載しています。 

次に、(3)は、「子どもに関わる全ての人が連携・協働し、様々な境遇にある子ども

の学びを支え、進める『ひろしま型チーム学校』の体制や取組を強化するとともに、

まちづくりにつながる教育に取り組みます。」としています。 

ここでは、キャリア教育システムの確立を視野に入れた産業界と一体となった教育

の充実や、まちづくりを担う力の育成を図るため、子どもたちの地域行事や地域貢献

活動への参加の促進について記載しています。 

次に、(4)は、「いじめ対策については、『いじめを生まない支持的風土』の醸成な

どによる未然防止や、早期発見と組織的な対応に取り組みます。また、不登校対策に

ついては、個々の子どもの状況に応じた適切な支援に取り組みます。」としています。 

ここでは、いじめの未然防止に向けた取組や、心理や福祉等の専門性を持ったスタ

ッフの拡充、いじめの早期発見、NPOや民間事業者と連携した不登校の子どもの学び

の機会の確保や居場所づくり、ICT を活用した学びの保障について記載しています。 

最後に、(5)は、「今後の少子化を見据え、教育段階ごとに公立・私立、県・市の役

割分担等を図り、持続可能な提供体制の構築に取り組むことで、質の高い教育を推進
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します。また、児童生徒数が増加傾向にある小・中学校や特別支援学校の教育環境の

改善に取り組みます。」としています。 

ここでは、幼児教育における公立園と私立園の特性を踏まえた役割分担、義務教育

における公立を中心とした提供体制の下での教育面の課題解決に向けた適正配置と

教育環境の改善、高等学校教育における県・市の役割分担の下での受入体制の検討、

普通科の特色化・魅力化、特別支援学校における広島広域都市圏全体を見据えた学校

体制のあり方検討について記載しています。 

説明については以上です。 

 

＜市長＞ 

ありがとうございました。 

これについて皆様方の御意見をお願いしたいと思います。 

 

＜井内委員＞ 

ただいま御説明いただいた「重点的な取組」は、非常にうまくまとめていただいた

という感じを受けています。 

先ほど申し上げた、広島市の教育の基本的な方針を受けて、具体的にどうするのか

ということを書いておられると、読まれる方に理解していただきたいということだろ

うと思います。 

それで、(2)に、先生方の存在が、教育を提供する立場から言えば非常に重要だと

いうことで、教育現場の魅力を伝えて、教員を希望される先生方を増やすという項目

が具体的に書いてありますし、是非これはやらなければいけないことだと思います。 

それから、(3)の、これまで教育委員会でも進めてきた、ひろしま型チーム学校の

体制や取組を強化しましょうということは、我々としては非常に大きな目標になって

くると思います。 

それで、2 番目の黒丸の、「将来のまちづくりを担う力の育成を図るため、子ども

たちの地域行事や地域貢献活動への積極的な参加を促す。」は非常に大事なことで、

前回も申し上げたと思いますが、ボランティア精神であるとか、利他の精神であると

か、そういうものを具体的に育むような指導がなされるとよいと思います。それが広

い意味での国際協調や、平和の構築につながると思いますので、子どもたちの立場で

は、まず地域社会で、自分が積極的に様々な活動に関わっていくことを担保していき

たいと思い、ここに加えてはどうかと思います。 

(4)は、いじめ対策、それから不登校対策について書いてありますが、これも大変

大事なことで、いじめの件数は減っておりませんし、不登校の子どもも増えておりま

す。我々の方針として、誰一人取り残さない、皆さんに教育の機会均等を保障するこ

とを言っているわけですから、ここも非常に重要な問題だと思います。それで、学校

で学びたくても学べない子どものために、オンライン教育、ICTを使った教育は効果

がありそうだということも語られ始めていますので、これも是非推進していきたいと

思います。 

(5)は、かねてから申し上げてきたように、人口も減っていきます。その中で、一
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方では多様な子どもたちのニーズに合わせた、多様な学びの機会を提供していかなけ

ればならないので、多くある学校はそれぞれ個性を発揮して、こういう教育をしてみ

たいということを、きちんと提示できる形になればよいと思っています。 

もう一点は、生涯にわたって学べる体制をとることも入れておきたいと思います。

これは、今は高校へ行きたくないけれども、社会人になってから、やっぱりもう一度

学びたい人もいるわけですし、もちろんこの激しく動く社会生活の中で、新たな知識

を得たい方に対して、カルチャースクールではなくて、学校というきちんとした形で

の体制が提供できたらよいと思っています。生涯学習については、(1)に入れてもよ

いかとも思いました。 

(1)から(5)は、我々が今やりつつある、あるいは、今後 5年間を見据えて、是非や

り遂げなければならないというか、少しずつ努力して、本当に一人一人の子どもたち

を大事にする、そして確実な力を付けていく教育に近づくためにどうしても外せない

ことだと思います。ここの部分については、非常によく書けていて、大半の部分で賛

成です。 

 

＜市長＞ 

ありがとうございます。では、秋田委員。 

 

＜秋田委員＞ 

「重点的な取組」の中で、「特定分野に才能を持つ子どもがその才能を伸ばすこと

ができる仕組みづくり」とありますが、今まで見学させていただいた学校でも、英語

に一生懸命取り組まれる学校、図工など美術に取り組まれる学校、運動に取り組まれ

る学校がありましたが、他に例えば、なかなか学校に行けずにいるけれども、IT、パ

ソコンなどの能力は優れているお子さんが、そういう能力を生かせるようになったら

よいなと思うのですが、そういうことも是非今後行っていただきたいという思いで、

この「重点的な取組」を読みました。 

それから、いじめや不登校が非常に増えている中で、心理や福祉等の専門性を持っ

たスタッフの拡充についてきちんと明記していただいているので、それは是非今後と

も、充実させていかなければならないと思っていますので、これはよいと思います。 

それから、例えば「重点的な取組」の(5)で言うと、「公立・私立、県・市の役割分

担等を図り」という記載があります。広島みらい創生高校は、県と市が共同で作って

おられる学校ですけれども、定時制と通信制があり、それらの良さを生かしていただ

きたいと思っています。そういう意味で、「重点的な取組」の中で、そこについても

少し触れていただきたいと思いました。 

 

＜市長＞ 

ありがとうございました。では、西委員。 

 

＜西委員＞ 

「重点的な取組」の中で、特に(2)と(4)について、新たに項目を立てられたことは
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非常に評価しております。 

まず(2)の、「高い意欲と能力を持つ教員を養成する」について、「学校をやりがい

と魅力のある職場とする」から「働き方改革」へとつないでいます。働き方改革もも

ちろんですが、教育現場の魅力を伝える具体的な方策を、是非模索していただきたい

と思っています。どうやって教育現場の魅力を伝えるのか、具体的な施策があるのか、

その辺りが非常に気になっております。 

次に、「高い意欲と能力を持つ教員」のところも、例えば教員のインターンシップ

ですとか、放課後の支援員として、学生にボランティアの形で学校に入ってもらうな

ど、システムと言うからには、ただ自分の学区の学校ではこんなことをしていますよ

というだけではなくて、きちんと学生が学校に事前に入っていける仕組みを整えてい

ただけると有難いです。また、これを読むと、いろいろ書いてあるのですが、最後は

「働き方改革をより一層推進します。」で結ばれているので、働き方改革のことが言

いたいのか、教育現場の魅力をもっとアピールしたいのか、私は両方だと思いますが、

働き方改革にポイントがあるように読み取れるので、前半のところについて、是非も

う少し具体的な方策を考えていただきたいと思っています。 

それから、(4)のいじめ対策について、いろいろ取り組んでいただいておりまして、

そのことがまとめてあることは大変ありがたいと思っています。 

そして、先ほど秋田委員が言われた、「特定分野に才能を持つ子どもがその才能を

伸ばすことができる仕組みづくり」について、どういう意味か考えたのですが、例え

ば沼田高校の体育コースとか、基町高校の創造表現コース、あるいは工業高校の各専

攻、商業高校の各専攻のことを言っているのか、もしそうだとすると、これから先、

さらに、例えば情報化コースや英語教育など、新しいコースを作っていくような構想

を検討するということなのでしょうか。それとも、学校には行きにくいけれども、パ

ソコンに堪能で、そこに興味を抱いている子どもにはそういう特別な支援、つまり、

個別の支援なり、その子の才能を伸ばす触れ合い方をさらに重点化して行っていくと

いうことなのでしょうか。この辺りがあまり明確でなく、どちらの意図かなと思いま

した。 

そのほか、家庭の形態の多様化や、貧困、家族を取り巻くコミュニティの希薄化に

対する具体的な方策についてあまり書かれていないと思ったのですが、多分ひとまと

めになっているのだと思います。一、二文の修飾語の中に、このニュアンスが入り込

んでいるのだと思いますが、他がクローズアップされて、重点化された一方で、今言

った家庭の多様化や、貧困などの具体的な施策が、ここに書いてあるこのことだとい

うことが、もう少し分かりやすくなるとよいと感じました。 

 

＜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、気付いたことを 4点述べさせていただきます。 

一つ目は、先ほど井内委員も言われましたが、生涯学習の観点で、現行の大綱には、
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(2)で「生涯にわたり、学ぶ意欲のある全ての人に学習機会を提供するよう」という

項目があります。今回の改定案にも、これをやはり入れていただければと思っており

ます。 

二つ目としては、(1)の 2番目の黒丸に、「個別最適な学びを推進する」とあります

が、個人と協働の学びをどう組み合わせるのかということは大切ですので、個別最適

な学びと協働的な学びの往還を推進しますとか、協働の学びと個人の学びをともに行

っていくといった表現があってもよいと思いました。 

三つ目に、(1)の 3番目の黒丸のところで、先ほどから出ている、「特定分野に才能

を持つ子どもがその才能を伸ばすことができる仕組みづくり」ですが、この表現は、

ある意味誤解が生じやすいと危惧されます。例えば、子どもの良さを伸ばすことがで

きる仕組みづくりであるとか、または、10月に「『令和の日本型学校教育』の構築を

目指して」という、中教審の中間まとめが出されていますが、その副題に、「全ての

子供たちの可能性を引き出す…」とありますので、そういう全ての子どもたちの可能

性を引き出すといった言葉でもよいと思っています。 

そして、四つ目ですが、(4)で、いじめ対策と不登校対策について述べられていま

すが、外国籍のお子さんや、貧困家庭のお子さん、その他の悩みを持つ子どもなども

含めた項目、例えば、全ての子どもが安心できる教育環境の整備に取り組みますとか、

そういういろんなお子さんが安心して学べる環境を整備するというような、もう少し

大きな項目であってもよいと思いました。 

 

＜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＞ 

「重点的な取組」を五つ挙げていただいているのですが、私が広島市の重要な課題

と認識していることは、きちんと政策ごとに整理されていると思います。 

現行の大綱では三つありますが、現行の大綱と、今回の改定素案の流れを追ってみ

ますと、しっかり引き継がれていると思いました。ただ、（現行の大綱の）(2)の生涯

学習については後ほど申し上げますが、基本的に、改定素案はこういう流れでよいと

思います。 

具体的に少し補足いたしますと、(1)においては、特に「学力の定着はもとより」

や「『生きる力』を育む教育」のほか、前回の会議で私が申し上げた「多様な体験活

動」にも触れられておりますし、新型コロナウイルス感染症の対応をきっかけとして

大きく進められている ICTの活用や、広島の教育の原点である平和教育、また、英語

教育の充実にも言及されているのでよいと思います。 

(2)では、最初に申し上げました働き方改革についての趣旨もしっかり触れられて

おります。ここは先ほど西委員が言われたように、「重点的な取組」とするかどうか

という点は、私も答を持ち合わせていないのですが、働き方改革は当然重要ですが、

教員志望が低いことについて、担当課の方もいろいろ工夫はされておりますが、全体

としての教職の魅力を伝えていく観点も必要だと認識しております。 
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(3)は現行の大綱での大きな特徴の一つであったひろしま型チーム学校を、現行の

大綱における「構築」という表現から、今度は、産業界を巻き込むことも含めて、強

化する形でレベルアップした取組になっていることはよいと思います。 

(4)は、もちろん広島市の最重要課題の一つであるいじめ対策についても、現状を

踏まえ、しっかり整理されていると思います。 

(5)は、これは大きなテーマなのですが、現行の(3)の内容が、充実してしっかり引

き継がれていると思いますし、昨年の総合教育会議で取り上げられた特別支援に対す

る取組に関しても、(1)や(5)で「特別支援学校については、県と連携を図りながら、

就学区域の見直しや学校の新設を含め、広島広域都市圏全体を見据えた学校体制の在

り方を検討する。」と整理されていますので、きちんとそういうものも含まれている

と思います。 

それと、生涯教育ですが、やはり非常にテーマが大きくてどういう形でというのは

難しいのですが、人生 100年時代と言われている中で、いろんな学び直しについて今

盛んに言われております。例えば、広島みらい創生高校での学び直しなど、いろんな

形での学び直しがあります。これは各項目に散らばって書いてあるので、非常に難し

いのですが、誰一人取り残さないという SDGs の大きなテーマがあっての、生涯教育

との関連を、もう少しひとひねり分かりやすくしたら、もっとすばらしい具体的な、

「重点的な取組」になるという印象を持ちました。 

それと、この「重点的な取組」の実効性が上がることが大変重要なことで、私も当

然教育委員として全力を尽くしたいと考えておりますが、やはり一方では、予算の裏

付けも大切になってくると思います。市長部局におかれましても、この大綱の重要性

を踏まえ、大綱の実現に向けての御理解や、御対応をよろしくお願いしたいと思いま

す。 

 

＜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＞ 

今の皆さんの意見をお聞きして感じたことについて、やるべきことと、私自身が思

っていることを述べさせていただきます。 

まず、皆さんの御意見にありました、例えば生涯学習や子どもの貧困の問題につい

て、実は現行の大綱ではそこに触れてありますが、市の施策的に言うと、生涯学習と

子どもの教育は別立てとして基本計画は作ってあります。子どもの貧困の問題も、一

方で子育て支援に関する広島市のビジョンや計画がある中で、教育大綱でそれをどう

扱うかという問題になってくるので、そこはまた企画総務局とも協議しながら、恐ら

く本論を書きはじめるとすごいことになるので、大綱の中でどう触れるか、どういう

工夫ができるかを考える必要があると思いました。 

大綱もいよいよ仕上げ、最終に向けてということなので、少し細かく見ていったと

きに、例えば(1)の 3番目の黒丸の、「また、特別な配慮を必要とする子どもへの支援

の充実に取り組む。」については、前段において、誰一人取り残さない教育をすると
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か、多様性の理解と尊重を大きく打ち出している割には、少し説明が足りないと思う

ので、特別支援教育や、人権あるいは LGBTを含めて多様性を理解、尊重することを、

もう少し補足的に書いた方がよいと思います。ただこれも、先ほど伊藤委員から、そ

ういう事柄については、(4)で整理するというお話もありましたので、工夫が必要だ

と感じました。 

それから最後の黒丸に、平和教育と英語教育について書いてあります。ちょうど、

政府が 2050 年カーボンニュートラルと大きく打ち出しており、本市としても、取り

組むべき非常に大きな課題として、地球環境の問題がある中で言うと、やはり温暖化

対策、環境教育も、本市としてきちんと行うことを、平和教育や英語教育とのバラン

スで言えば、そこはしっかり記載した方がよいと思いました。 

併せて、やはり広島市の大綱として、特に本市の場合はここ最近で二度、本当に大

きな災害を受け、今回の本市の基本計画の策定の中でも、被災体験の継承に向けた防

災教育の充実が、教育とは別立てですが書いてありますので、そういうことは広島市

の特徴として特に記載した方がよいと思いました。 

その他、ちょうど今年基本計画の策定がありましたから、特別委員会等で、道徳心

の涵養や、郷土について学ぶ、そういった話がありましたので、(3)に「地域行事や

地域貢献活動への積極的な参加を促す。」という記載がありますが、地域と一緒に活

動することと併せて、地域の文化や歴史、あるいは自然といったことを学んでそれと

組み合わせるようなことを行うなど、しっかり地域のことを考える機会にするという、

そういった記載があってもよいと思いました。 

あとは、いろんなニーズに応える教育の提供をもう少し加えた方がよいと思います。

それと、先ほどの、「特定分野に才能を持つ子どもがその才能を伸ばすことができる

仕組みづくり」について、私の理解とすると、やはり今の学校教育は集団の教育にな

るので、どうしても中どころを目指して、こぼれないようにすることに優先順位を高

く置いて取り組んでいる。それよりも非常に才能を持っている子どもを一人ずつ伸ば

していくことは、学校だけではなくて、それをどのようにして適切なところにつなげ

ていくのかということも含めて考えていくのだと。極端に言うと、例えばスポーツ分

野であれば、学校の運動というよりも、地域あるいは市のスポーツ活動として、特別

な場所が設けられ、現場でしっかりそこを見つけ出し、つなげていくような、私はそ

んなイメージで捉えていたので、具体的に何ができるかということは分かりませんけ

れども、そういったことを目指していったらよいと思いました。 

 

＜市長＞ 

ありがとうございました。 

こちらの「重点的な取組」に関しては、体系の整理は次のようになっていると思っ

ています。まず(1)が、「知・徳・体のバランスのとれた『生きる力』を育む教育」に

関連する取組について方向性を示しながら整理しようということ。(2)は、そういっ

た生きる力を育む教育を実践するための、先生方の教育の場のありようと、そしてそ

の場での実際の教育活動が力を発揮できるようにするための働き方といいますか、場

の設定とそこでの動きをきちんとできるようにしましょうという柱。そして(3)は、
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そういった中で、生きる力を付けるための教育の取組は、決して学校の場だけではな

くて、いろんな関係者も関与して行っていただく。その典型例として「ひろしま型チ

ーム学校」があります、というくくりになっていると自分は理解しています。その上

で(4)は、学校という施設の中に取り込んで教育を行うのがあるべき姿なのですが、

そういう教育の施設体に取り込むのが難しい状況の子どもたちも、きちんと学べるよ

うにしようという、そういう一群をここで捉えると。そして(5)が、正に現行の学校

施設群のあり方をどういったものにしようかと。これで全体を整理していると自分は

見ていまして、先ほどから出ているお話も、もしこの五つのフレームワークを認めて

いただければ、そこにうまく配分し、取り込むことで整理できると思いました。 

そして、例えば働き方改革と魅力ある職場については、魅力ある職場にすることと、

そこで先生方がきちんと力を発揮できるようにする、そして、そこできちんとした教

育ができるようにするために両方取り組むという問題意識で取り込めばよいと思い

ますし、特別な配慮や特定分野の才能という中では、それぞれ一定の能力なり、家庭

環境など、いろんな状況があったとしても、それをよく考慮して、真に力が育まれる

よう目指すことをもう少し丁寧に書けば、今言っていただいた問題が入ると思います。 

問題は、糸山教育長が言われたように、純粋に教育分野で扱っている問題の他に、

市政として環境問題や道徳心などの課題を、ここでどの程度取り上げるかという問題

意識も、整理させていただきたいと思います。 

生涯学習というのは、先ほど言われたように、義務教育の過程でそれに参加できな

かった方、高等教育で参加できなかった方、社会に出た上で、義務教育が不足してい

たから学びたいとか、あるいは高等教育でもっと余裕があればやっていたなと、社会

に出て、もう一度その部分を補強したいなと、リカレントと言いますか、複数の要因

があります。そうすると、その部分について、学校教育で今の制度の中でできること、

また、多くの場合、大学や高等教育において、生涯学習の場で、企業群の要請も受け

て行っていることもありますから、言及の仕方をもう少し工夫しながら、丁寧に書い

た方がよいと思いました。 

それと、特定の能力のところについて、先ほど言われたように、確かに、美術や体

育はあるのですが、私自身は音楽教育を、私立でも市立でもよいので、高校レベルの

音楽学校ができないかと思っていて、そういったことが読み取れるようにしてもよい

と思います。子どもたちが持っている才能を取り入れて伸ばすのと、取り込めないと

してもそれを支援する教育システム、これをうまくバランスよく作っていくのが広島

市であるし、そのやり方を、学校群だけではなくて、地域、地元の企業、多くの方が

確かにそうだなと、協力できることはやると、そういったことを目指すことが、全体

を通じて、問題意識として出てくればよいと思っています。それを少し整理できれば、

今頂いた問題も、もう少し深まると思います。 

あとは、西委員が言われたもう少し具体的な対策について、先生方は、魅力ある職

場に本当にしようとしているかどうかという点は気になると思いますので、ここで、

こんなことをやろうとしていることが読み取れれば、それ自体がまた先生方の意欲を

かき立てることにつながるので、もう少し具体例も書き込めたらという思いで聞かせ

ていただきました。 
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他に御意見はございませんでしょうか。 

本日は本当によい意見を頂きました。改めて内容を整理し、より充実させた上で、

また次回、御意見をお伺いしたいと思います。 

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 1 月 18 日に第 3 回の会議を開催し、大綱の改定案について、皆様から御意

見を頂きたいと思います。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。 

 


