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令和 3年度広島市総合教育会議 議事録 

 

1 日時 

  令和 3年 11月 30日(火) 午前 10時～午前 11時 30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、地域コミュニティ活性化担当課長 

 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、総務課長、教育企画課長、学事課長、施設課長、学校安全対策担当課長、

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） 

「地域の活性化と学校のあり方」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、本日配布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１「地域コ

ミュニティ活性化の方向性について」、資料２「本市の目指す教育について」を資料

として配布しております。 

皆様、資料に不足はございませんでしょうか。 

 それでは、ここからの進行は、松井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、御出席いただきありがとうございます。 

昨年来、新型コロナウイルス感染症が市民に大きな影響を与えている中で、多くの

方が交流を遮断され、我々の日常生活が非常に大きな影響を受けており、人との交流
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が大切だということを改めて知るということになりました。交流がないということは、

助け合いのチャンスを奪うことであり、日常生活においても交流がないとやっていけ

ないことが分かったと思います。そういう意味で、困難の中、いい教訓を受けたとい

いますか、これを乗り切ることが重要だということを多くの方が実感しておられるの

ではないかと受け止めています。こうした重要性が再確認された「共助の精神」、助

け合うということは、この成熟社会にあって何よりも重要なコンセプトになるのでは

ないかという思いをもっており、これを地域に根付かせていくこと、そしてこれを着

実に進めていくことで、住民同士が支え合い、安全・安心に暮らすことができる地域

を創ることに取り組むことが、国連が目標としているサステナブルな、持続可能な地

域社会を実現するためのベースになると思っています。 

競い合うということは自然調和的に発展する何か、誰かが獲得すれば結果としてよ

くなるという発展モデルのときに、お互い競争し合うという概念ですが、限界値、ク

ローズドの世界の中で長続きしていくためには、譲り合う、助け合う、資源配分につ

いて欲張りなことを言わずに、お互い様を考えていく。難破船もそうです。船が沈む

かもしれないときには、お互い助け合わないといけない。価値観の大転換を行ってい

くことが今求められていると思っています。このため、現在、本市では、理想とも言

える形を実現するための地域コミュニティの姿等をまとめたビジョンの策定に取り

組んでいます。今後、複雑・多様な地域課題に応えていくためには、それぞれの地域

の中で、地区社協、町内会・自治会、今までそういった役割を担ってきたはずの組織

が弱体化しているので、これをしっかりしたものにし、本来の機能を発揮していただ

く。そういう意味では、地域団体、学校、企業、NPOなども、今申し上げたことを改

めて確認していただき、それを実行していける協力体制を構築していくことが重要だ

と考えています。 

また、広島の未来を担う子どもたちを取り巻く社会環境が変化している中で、改め

て「共助の精神」を持っていただき、それを基盤とする「地域共生社会」を担う人材

を今ここでしっかりと教育し、そういった方々が育っていくことが重要です。私は人

間の価値観は親、子、孫の三代は続くと思っています。親は自分が成長する過程で地

域文化を取り込み、自らの思想の中に文化価値を埋め込み、それを利用して子どもを

育て、育てられた子どもが次の子どもを育てる。価値観は四代目から徐々に多分変わ

っていく。そうすると、日本の明治以降の歴史を考えると 140年ですから、江戸期か

ら明治に入り、近代国家を目指した日本は成熟社会、発展を目指した国家が成熟期に

変わりつつある状況だと思っています。そういった発想を取り込み、地域の教育をど

うするかといったことを考えながら議論を重ね、昨年度教育大綱をまとめたという認

識です。 

 今回は、そういった認識の中で「地域の活性化と学校のあり方」をテーマとして、

皆様方と意見交換をさせていただきたいと考えております。是非忌憚のない御意見を

頂きたいと思っておりますのでよろしくお願いいたします。 

それでは、まずは事務局から資料の説明をさせていただきます。 
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＜地域コミュニティ活性化担当課長＞ 

それでは、資料１を御覧ください。 

この資料は、今年度、本市が策定に取り組んでいる「地域コミュニティ活性化ビジ

ョン」に掲げる予定の内容をとりまとめたものです。 

 地域コミュニティを取り巻く現状は、少子高齢化や単身世帯の増加など家族単位の

縮小、労働・生活環境の変化といった様々な社会的要因の変化により、住民の地域コ

ミュニティへの参画意欲が減少・喪失し、地域を支える人材の不足や地域コミュニテ

ィの活力低下が懸念されています。 

これまで地域が有していた相互扶助や福祉、防犯、防災といった機能を維持し、住

民同士が支え合い、安全・安心に暮らすことができる、持続可能な地域社会の実現を

図るため、ビジョンの策定に取り組むこととしたものです。 

策定作業は、有識者、各区の地域団体で活動する住民、関係団体に属する方で構成

する懇談会において、意見を頂きながら進めています。 

資料の左側の「活性化のポイント」は、昨年度実施した町内会・自治会等実態調査

の結果と懇談会での御意見を踏まえて整理したものです。 

資料の右側は、これらの活性化のポイントを踏まえ、地域コミュニティの活性化の

方向性について、本市の考えを示したものです。本日は、この右側の部分について説

明させていただきます。 

資料の上部に掲げておりますように、地域コミュニティを持続可能なものにしてい

くため、「自分たちのまちは自分たちで創る」という基本的な考え方の下、「多様な主

体の連携」、「新たな担い手の発掘・育成」、「地域特性に応じた活動」、「活動基盤の強

化」という 4 つの視点によって、「地域の協力体制の構築」に取り組むことが重要で

あると考えています。 

それぞれの視点について御説明します。 

まず、「多様な主体の連携」についてです。テーマ性のある活動を行う NPO、協同労

働団体、企業、商工会、公民館、学校、住民有志などは、それぞれの特徴を生かし、

得意な分野でその力を発揮していることから、地域団体とそれらが連携することによ

り、活動に従事する人の確保を始め、地域で活動を続ける上で生じる多様な課題への

実践的な解決策を見つけることが期待できると考えています。 

次に、「新たな担い手の発掘・育成」についてです。 

地域の中には、地域活動に関心はあるものの、どのように関わればよいかが分から

ない人や、町内会・自治会には加入していないものの、災害時の助け合いなどを通じ

て地域コミュニティに関わりを持ちたいと考えている若い世代もいます。 

楽しく参加できるイベントや、自分たちの地域の歴史を学べる活動などを通じて、

日頃から人と人との交流の場をできるだけ創っていくならば、そうした若い世代を始

め、町内会・自治会に加入していない方を含む幅広い世代の住民の参加が期待できる

と考えています。 

そうした場の創出は、おのずから地域活動や町内会に関わりを持ってもらう機会を

増やすことになるとともに、子どもたちの郷土愛の醸成や将来のまちづくり人材を見

出して、将来のリーダーとして育てていく機会になると考えています。 
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次に、「地域特性に応じた活動」についてです。 

都市部と中山間地・島しょ部、また、同じ区の中にあっても、地域の実情や地域資

源などが異なります。具体的な例では、市街地では、マンション建設などによって地

域への帰属意識が低い住民が増加し、町内会・自治会への加入が進まないといった問

題が生じ、また、戸建て住宅や様々な集合住宅が混在する地域では、既存の地域コミ

ュニティと新たな住民との関係づくりが難しいといった課題があります。また、中山

間地・島しょ部では、町内会・自治会の加入率は高い一方で、人口減少と高齢化によ

って地域コミュニティの存続自体が脅かされかねない状況です。 

こうした各地域の実情に応じた課題の解決に当たっては、地域の協力体制の構築を

進めることはもとより、地域の特産品、文化・歴史資源を活用した活動を行うことで、

地域住民の連帯感を高めるだけでなく、よりよいまちづくりを進めていこうという動

機付けにもなると考えています。 

最後に、「活動基盤の強化」についてです。 

地域の皆さんが、気軽に立ち寄れるような居場所を活動の拠点とすることで、幅広

い世代の住民がお困りごとを相談したり、地域活動に関わりやすくなると考えていま

す。このような拠点づくりは、活動を持続可能なものにしていくために不可欠ですの

で、行政が用意する補助金・助成金を活用しながら、必要となる財源を確保していく

ことが大切であると考えています。 

このような 4つの視点をもって構築する「地域の協力体制」のイメージ図を、資料

の中ほどにお示ししています。 

概ね小学校区の範囲で、例えば地区社会福祉協議会や連合町内会・自治会が中心と

なって、地域団体と NPOや協同労働団体、企業、商工会、公民館、学校、住民有志な

どの多様な主体が連携する仕組みを整え、様々な世代や分野の人の意見を反映しつつ、

地域の将来像の共有、課題の解決に向けた企画・検討などを進めることができるよう

にします。その上で、図の右に示すように、住民同士の絆づくり、支え合いと、住民

ニーズに応じた取組を進めていただきたいと考えています。 

資料の下部は、イメージ図のような協力体制が整った地域と行政との関係性を示し

たものです。 

図のような協力体制が整えば、地域を代表する組織として、本庁、区役所、市社会

福祉協議会、区社会福祉協議会が連携して下支えし、総合的・組織横断的な支援を行

ってまいります。 

地域を代表する組織からは、地域課題の情報提供や、まちづくりに関してこういう

ことをやりたいが、こういったことが足りないといった支援活動の提言をしてもらい、

行政からは、能動的に地域課題を把握・分析し、地域特性に応じ色々な目標を持った

地域コミュニティの活動がきちんとできるよう、柔軟な支援を提供する。そうしたこ

とを繰り返し、市民・行政協働型の公共サービスを実現することで、持続可能な地域

社会につながっていくものと考えています。説明は以上です。 

 

＜総務課長＞ 

それでは、資料２、「本市の目指す教育について」を、御説明いたします。 
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これは、本市の目指す教育について、令和 3年 3月に改定しました広島市教育大綱

を抜粋したものですので、簡単に御説明いたします。 

まず、本市が目指す都市像として、「国際平和文化都市」を掲げ、その実現に向け

て取り組む、としていますが、その基軸になるものとして、「地域共生社会」の実現

ということを強く打ち出しています。 

これを踏まえ、この教育大綱では、本市の子どもたちに、「いかなる境遇の下にあ

っても困難を乗り越え、夢や希望に向かって挑戦する心構えと、それを継続する力を

身に付けさせること」、そして、「これからの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させ

ること」が重要であるとし、これが教育大綱の大きな柱になっています。 

この本市の子どもたちに必要な教育を進めるに当たっては、教育システムの再構築

が不可欠であり、そのシステムは、家庭や学校を中心としつつ、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にして

いく必要があります。 

こうした考えの下、「本市の目指す教育の方向性」、「本市の教育方針」、教育大綱に

掲げた「重点的な取組」のうち「家庭、学校、地域の連携・協働に関連する」ものを

抜粋していますので、御参照いただければと思います。御説明は以上となります。 

 

＜市長＞ 

ありがとうございました。 

ただいま事務局から説明がありましたように、地域コミュニティ活性化ビジョン

（素案）においては、地域コミュニティの活性化のポイントに学校との関わりも掲げ

ています。 

また、教育大綱においては、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を再構築することが不可欠であるとして

います。 

 これらを踏まえ、本日は、地域の活性化と子どもの教育の双方に資する取組につい

て、主に 2つの視点から議論をしたいと思います。 

まず、1点目は、地域と学校の連携による、地域特性に応じた課題の解決について

です。例えば、都心や住宅地、あるいは中山間地などといったそれぞれの地域特性を

踏まえながら、そこで生ずる諸課題について、地域コミュニティと学校、この場合は

校長先生や教員等ですが、それらがどのように連携すれば解決が図れるのか。とりわ

け中山間地については地域の活性化が喫緊の課題です。そこで人々が住み、根付いて

教育などもそこでやっていくことがなければ中山間地は存在しません。そういう意味

では、都心部とは異なる取組が必要になると考えています。 

次に、2点目は、地域特性に応じた課題解決に資するための学校施設の利活用につ

いて考えてはどうか。当然、教育のための施設ですが、地域の問題に対してこれを有

効活用することはできないだろうか。地域において重要な資源となりうる学校の諸施

設を、コミュニティの中でどのように利用すればいいだろうか、そうすることで諸課

題の解決に役立つのではないか、そのような議論をしたいと考えています。 
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それでは、まず、地域と学校、校長先生や教員等との連携による、地域特性に応じ

た課題の解決という点について、御発言をお願いします。 

栗栖委員、お願いいたします。 

 

＜栗栖委員＞ 

それでは、地域コミュニティということで、ただいま事務局から説明がありました

ように、資料 2「本市の目指す教育について」の教育大綱には、「地域コミュニティを

活性化し、共助の精神を基盤とした『地域共生社会』の実現」、また、本市の教育方針

にも掲げている「家庭、学校、地域が連携・協働しながら、誰一人取り残さない」、そ

して、家庭、学校、地域の連携・協働に関連する重点的な取組、その具体的な項目の

中には、「『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」、さらに「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」というように触れられています。 

また、事務局から説明がありましたように、地域コミュニティを活性化することは

大変重要ですが、一方では、高齢化や町内会・子ども会等への加入率の低下を現実の

課題として認識しなければなりません。 

本日は、総合教育会議ですので、私は教育委員として、本日のテーマである「地域

の活性化と学校のあり方」について、教育大綱の具体的な実現に向けてという観点か

らコメントしていきたいと思います。 

私は民間出身ということがありまして、こういうテーマについての対応を考えると

きには、まず、実現可能なあるべき姿を考え、現状とのギャップを優先順位を付けて、

どのように解消していけばいいかということを考えております。 

では、学校との関係であるべき姿とは何かというといろいろな切り口はあると思い

ますが、私はシンプルに、学校と地域にそれぞれのニーズをフランクに伝え合う連絡

会のようなものがあり、お互いのニーズをそこで共有でき、それぞれのニーズの実現

に向けて、両者が協力し合って努力できるようになっている状態、そしてお互いが最

終的にウィンウィンになることではないかと思います。 

ただ、今それぞれの地域には特性や事情があり、その現状とのギャップを埋めてい

く特効薬はないと思いますが、あるべき姿に近づけるために、私なりにまずは学校側

ができそうなことを中心に具体的なイメージをコメントさせていただきたいと思い

ます。 

まず一番最初にしなければいけないと思っているのは、そういった地域コミュニテ

ィの重要性や教育大綱での位置付け、恐らく関係者の皆さんはそれぞれのお立場で承

知していただいているとは思いますが、改めてこういう機会に全校長始め教職員に校

長会や学校内の諸会議できちんと周知・徹底し、全市的にレベル感を揃えることから

スタートし、次のことが特に重要ですが、全教職員は、学校側の一員でもありますが、

一方では、住民として、地域コミュニティの一人でもあるということ、すなわち、全

教職員はそれぞれの地域コミュニティの担い手でもあることを、しっかりアピールし

てほしいと思います。 

教職員は学校側や地域のそれぞれの事情を知っていますから、スムーズな地域参加
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活動ができるのではないかと思います。念のために申し上げますが、この地域の関わ

りということは、今言われている働き方改革に逆行する趣旨ということではありませ

ん。あくまでも、仕事ではなく、一住民としてそういう意識を持っていただきたいと

思うわけです。学校側でありながら、地域の一員という意識をきちんと持つというこ

とです。 

次に、先ほど説明がありましたように、それぞれの学校での地域に対するニーズ、

これをもう一度、ひろしま型チーム学校の体制や取組の観点が教育大綱にも記載され

ていますので、そういう観点から再点検をしていただきたいと思います。 

その際、学校の地域や特性などを考慮すること、当然プライオリティも付ける必要

がありますが、そのときに、検討漏れがあるといけないので、教育委員会として、一

つのモデルとしてこういうことが、学校側から地域に対する要望ですと列挙するとと

もに、好事例があれば他地区の学校にも示してほしいのです。 

全校に網羅されていればいいのですが、例えば放課後の子どもの居場所確保につい

て、放課後プレイスクール事業は我が地区はどうだろうかとか、まちぐるみ教育の絆

プロジェクトの実施については、コーディネーターの確保が課題になっていますが、

それは我が地区ではどうだろうか、子どもの安全対策の推進、通学時の見守りや巡回

について、我が地区はどういう状況になっているのだろうか、学校における働き方改

革を推進しているが、地域の理解は進んでいるのだろうか、地域の諸行事を通して子

どもにどんな体験をさせたらいいのだろうなどです。私の地域では、花壇の入れ替え

や、昔の遊びを地域の人に教えてもらうとか、また、好事例としては地域が必要とし

ている事務所を学校の教室に設けて、連携がうまくいっているという話もあります。 

こういったものを学校経営計画に反映させ、可能であれば、令和 4年度に全校で導

入予定のコミュニティスクール、学校運営協議会と連携して地域に伝えていくような

ことがよいのではと思います。 

また、地域に対しても、コミュニティスクールだけではなく、これまでも様々なツ

ールがあると思いますので、そういったものを通じて、逆に地域のニーズ、例えば子

どもにとっての地域貢献活動はどんなものがあるのだろうか、逆に地域は学校に対し

て協力してほしいことはどのようなものがあるのだろうか、そういったものを学校に

対して伝えやすくするような、そういった仕組みがいいのではないでしょうか。その

ためには、新たな制度を作るのではなく、令和 4年度からコミュニティスクールが全

校へ導入予定ですので、そういうことを通じて地域活性化を図っていけばいいのでは

ないかなと思います。 

その際、理想は運営協議会の下にフットワークの軽い、下部組織の扱いでいいので

すが、若い人を中心にした連絡会のようなものがあり、お互い動きやすくなれば連携

が進みやすくなると思います。 

そういうことがうまく回っていけば、コミュニティスクールの諸活動についての情

報を各地区が共有することで、他地区の好事例や地区同士の新たな交流、若い人の参

画が生じる可能性が出てくると思います。 

まずコミュニティスクールが令和 4年度に新たにスタートするので、こういった趣

旨をまずしっかり説明していただいて、地域コミュニティの活性化が重要な位置付け
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であることを改めて認識していただき、本市のレベルを揃えることからスタートして

はよいのではないかと思います。 

先ほど市長が言われました中山間地域は人口の減少や高齢化が特に進んでおり、地

域コミュニティの存続自体が危うくなっているということもあると思います。したが

って、すぐ廃校や、学校の統廃合という話がされやすくなると思いますが、地域から

学校がなくなるということは、地域が活性化しなくなることだと思います。中山間地

域は防犯や防災などの地域としての課題はあると思います。逆に、都市にない何か、

自然など何かがあると思います。そういった課題やいろんな何かに児童・生徒が関わ

れるようなことが必ずあるだろうと思います。それを学校教育の中に取り入れること

ができないかなと考えております。 

本市では例えば似島、戸山、阿戸地区には、地域の特性を生かした魅力ある教育と

いうことでふるさと科が設置されています。学校教育としてさらなる深掘りは必要だ

と思いますが、逆に中山間地域ならではの特色を生かすことができるのではないかな

と思います。 

そうはいっても少子高齢化が進み、担い手が少なくなっているということも事実だ

と思いますので、その点についてはやはり都市部にはない行政からの様々な支援も必

要になってくるだろうと思います。中山間地域の取組は、学校と地域と行政がしっか

りと連携していって取り組む必要があると思います。 

紹介いただいたように、全国には好事例がたくさんありますので、そういったもの

を参考にしながら進めていただければと思います。以上です。 

 

＜市長＞ 

ありがとうございました。それでは、伊藤委員、お願いいたします。 

 

＜伊藤委員＞ 

私からは学校を核とした地域づくりを推進するに当たり、連携方法について考えた

ことを 3点申し上げたいと思います。 

1つ目は、御説明もありましたように、コミュニティスクールを地域の核として位

置付けるためには、既存の組織といかに有機的に連関させることが重要だと考えます。

これは、学校にとっても地域にとっても必要であり、地域の方の人材バンクや教育資

源バンクがシステム化され、資料１にあるような地域の各種連合会や図書館、青少年

施設、企業、大学などの物的・社会的・人的ネットワークづくりが行われ、データベ

ースの整理・確立・活性化を図ることで、資源の相互補完が効果的・効率的に行える

のではないかと考えます。例えば私が勤務する大学では、学校での野外活動の企画運

営を請け負うクラブ活動があり、小中学校でボランティアをしてみたいという学生も

たくさんいます。このような、表面的には分かりづらい情報も含めて、集積されたデ

ータベースからパソコン上で検索できると、地域課題を解決する有益な一助となると

考えます。 

2つ目は、コミュニティスクールの核となる学校のホームページに、地域と学校の

連携に関するバナーを作り、そこに学校と地域の活動状況の広報であるとか、人材バ
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ンクや教育資源バンクの登録・募集、地域・学校・保護者などが自由に各ニーズを入

力できるようになると、学校と地域が共に地域課題を解決しやすくなるのではないか

と考えます。 

そして、3つ目として、高校を核とした島おこしで有名な島根県の隠岐の島の取組

ではプロジェクトマネージャーを配置しています。広島市でも同様に地域と学校との

コーディネーターであり、ファシリテーターとしての役割を担う人材を配置していた

だければ、かけはし役として情報交換、連携調整、さらに、学校ホームページのコミ

ュニティスクールバナーを管理運営してもらえ、地域課題の解決につながっていくと

思います。各教員は社会に開かれた教育過程の実現に向けて、地域や社会とのつなが

りを意識して授業づくりを行っています。子どもたちは、総合的な学習や各教科の授

業において、地域に出かけ、調べ学習を行い、課題解決を行っていますが、それが授

業の中での課題解決にとどまっており、その地域特有の課題解決に連動させるところ

までは至りにくい状況が見られます。その際プロジェクトマネージャーのような専門

的スキルを持つ方がいれば、地域の課題として牽引してくださり、地域の方と共に課

題解決しやすくなるのではないかと思います。また、こういう方の養成が必要になる

と思います。次世代の担い手となる子どもたちが地域とつながることで、地域に関心

を持ち、人に関心を持ち、地域について学びたいという意欲が喚起され、地域の人や

物にケアの気持ちが持てる仕組みづくりが早急に構築されることが必要だと考えま

す。以上です。 

 

 ＜市長＞ 

ありがとうございました。次に西委員、お願いいたします。 

 

 ＜西委員＞ 

この会議は、地域活性化のために学校に何かできるかという問題を投げ掛けられて

いると思いますが、私からは現実的ですぐに取り掛かれることとしては、学校の運営

をよくするためにどう地域の方々と協力して、地域の方に教育していただいたらよい

かという観点から考えることだと思っております。 

これまでもやってきたことですが、学校教育の場に地域の方々に参加していただき、

子どもたちに幅広い体験の場を用意していただくことで、子どもたちの学びが深まり

ますし、地域の方にはそこにやりがいを感じる方もおられるので、結果として地域の

活性化につながると考えます。 

そして、ただお願いして与えていただくだけではなく、そのことをきっかけにして、

学校と地域が双方向のコミュニケーションを広げたり深めたりしていく仕組みが必

要だと考えます。 

例を申し上げます。伊藤委員のおっしゃった人材バンクを作っていくとか、プロジ

ェクトマネージャーを育てていくとか、その必要性を示す具体的な例にあたると思い

ます。私が申し上げます例は、最近行われた教科学習の実践についてです。小学校の

家庭科の授業に掃除の仕方を学ぶというものがあります。この学校は住宅街にありま

すが、支援していただいたのは、学校薬剤師さんや近所のお寺の住職さん、婦人会の
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方々です。 

学校薬剤師さんからは科学的な視点で衛生環境についてお話していただき、住職さ

んからは、お寺に伺い掃除と精神についてお話を聞き、婦人会の皆さんとは学校敷地

内にある宿泊施設を一緒に掃除して畳の目に沿って雑巾を拭こうねであるとか、雑巾

は畳んで使えば八面使えるねというような声を掛けていただいて、子どもたち同士で

は見出せなかった掃除の方法について気付くことができたそうです。 

その後、婦人会の方と会ったときには挨拶を交わすようになりましたし、日曜日の

朝にはお寺に行って庭の掃除をする子どもも若干出てまいりまして、学校でその後の

様子を報告していました。こうした姿は大いに奨励されることだと思いますし、子ど

もたちに地域に貢献する意欲が芽生えた結果だと思います。 

また、別の実践で、中山間地域の小学校、1 学年が 10 人程度の小規模な学校です

が、ここでは家族で食べる食事の学習をしていました。地域の特産品である椎茸栽培

の指導を農家さんから受け、椎茸を使った献立を考えた後、その結果を模造紙に描い

て公民館に掲示したり、学校のホームページで発信したりして地域との交流が双方向

になるように工夫されていました。 

このように一つの教科でも多彩な地域連携がありますので、それが複数の教科とな

るともっと多くの地域支援が望まれていく可能性があります。 

社会科で地域の伝統文化、産業に関わる学習や、生活科の地域学習などにおいて地

域人材との交流が求められる場面は容易に想像できます。 

教科学習以外では、総合的な学習におけるふるさと学習や、現在行われております

絆プロジェクトのような学力向上サポートボランティアなどがありますし、幼稚園・

小学校・中学校などの合同避難訓練なども可能かと思います。 

ただ、そのように地域連携の機会が増えていきますと、学校と地域人材を結ぶ役割

の人が必要になってくるのではないでしょうか。例えば学校からはこういう人を探し

ていますとか、地域からは私はこのようなことができますといった申出を調整する 

組織です。現在も学校運営協議会が委託したコーディネーターがおられますが、今後

も多様な活動を展開することになると、実働的な組織を位置付けておけば、地域連携

がより現実的となり、活性化するのではないかと考えます。 

学校教育は地域づくりに積極的に関わることのできる人材、特に先ほど出ましたプ

ロジェクトマネージャー、そういう方を育成することが大きな課題になるのではない

かと思います。実際に、コミュニティスクールをどんどん実践している地域におきま

しても、そのファシリテーターとなるような人材を育成することは難しく、人材に乏

しいという課題も聞いております。 

私からは学校と地域の連携を深めるための組織を考えるということ、それから手紙

を貰えば返事を書くことが当然なことのように、双方向の活動を工夫することについ

て意見を述べました。以上です。 

 

 

 ＜市長＞ 

ありがとうございました。次に秋田委員、お願いいたします。 
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 ＜秋田委員＞ 

私は二人の子どもを育て、学校では親の学級委員の学年代表、PTAの組織まではま

いりませんでしたが、親としての役員をしました。町内会では班長やブロック長が順

番に回ってきました。子ども会では子ども会に入りますと役員が当然ありますので、

大会や大縄跳びの企画など次々に役を振られました。子ども会に入らないと、ソフト

ボールクラブやフットベースボールクラブには入れないということですが、ソフトボ

ールクラブやとフットベースボールクラブはお茶出しなどの役があるので、これには

子どもを入れることができませんでした。 

ただ、学校で行われるクラブチームにはドッジボールがあったので、そちらには相

当の覚悟をもって親の役割を果たす覚悟で入れました。非常に大変でしたけれども、

全ての行事に子どもを参加させることができて、年中行事、それから地域の方々、ほ

かの学年との交流など非常に得るものが大きかったと思います。 

ただ、仕事で一番私が忙しかったときであれば、これは絶対にできなかったと思い

ます。まず、入らない。そうすると子どもが参加できる場は減る。当然、共働きなど

で余裕がない保護者は入れることができず、子どもの体験も減るだろう。ネグレクト

の家庭や、外国人のような情報が回らない家庭であるとか、あるいは私立の遠くの学

校に通わせている親も随分参加できないものもあるだろうということが感想として

あります。 

当然、放課後児童クラブにも子どもを預けなければ働けないという状況でしたので、

放課後児童クラブにはずっと預けました。放課後児童クラブは、親としては安心だけ

れども子どもとしては外や家で自由に遊びたいのに、なぜそこにいないといけないの

かといった不満もあったようです。 

経済的に余裕がある家庭はよく民間の預けられるところに預けて、そちらでは先生

が来られて英会話や書道を学べる、そこからスイミングや塾に通うなど、そこに預け

ていればいろんなことが体験できるわけです。ただ、そういうところに月に何万円も

払える親は限られています。 

夏休みも、放課後児童クラブに通ってプールの時間には放課後児童クラブから送り

出してもらい、学校のプールに入り、プールが終われば放課後児童クラブに戻るとい

うことでしたけれども、最近熱中症の関係でプールが中止になることが非常に多く、

外に出て別の活動をすることも制限されており、これからも気候変動のために、そう

いうことが非常に増えていくだろうと思います。 

そういう保護者としての体験から申し上げますと、空き教室が増えていくのであれ

ば、空き教室などを使って、例えば書道や英語、運動、卓球であるとか、園芸、料理

などいろんなことができたらとても素晴らしいと思います。公民館でいろんな活動を

されていることを知っていますが、公民館や集会所を使うグループの方々は団体登録

をして、その都度借入れを申し込み、30 分 150 円などのお金を払って活動をされて

いると思いますが、そういう活動が学校の空き教室などでできるのであれば、学校側

と地域がウィンウィンの関係で、無料で場所は提供するけれども、子どもたちもそこ

に参加させてほしいであるとか、見守る係もお願いしますという形でできれば、子ど
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もたちの居場所としても、自分の得意なこと、やりたい事を発見できる場、自立の場

につながると思います。また、最近あの子来ないねとか、少し元気がなさそうといっ

た子どもの小さなサインに気付ける場所にもなればいいなと思います。 

以前「食べて語ろう会」の NPOの方が、御飯を作って食べさせるのに基町小学校の

空き教室を借りたこともあるが、外で調理をして空き教室に持っていくのが大変だと

いう話をされていたので、もし将来、調理室などで料理ができるようになれば、ある

いは給食センターで料理をするようになれば、調理室が空いて料理できるようになる

などいろんなことがありうると思いますが、朝食を提供できるようになることも一つ

のアイデアかなと。お腹がすくと勉強ができないし、悪いことをすることにつながる

と思いますので、そういったお腹を満たせる場所もあったらいいなと思います。 

私の子どもが通っていた学校では親父の会という組織があり、先生も何人か入って

おられましたが、町内の親父さんたちが同じ Tシャツを着て、夏に 1泊 2日で子ども

たちは体育館に泊まり、キャンプファイヤーや、中庭に段ボールで作られたお化け屋

敷を楽しんでいました。ある年から校舎の廊下が使えるようになり、私は今まで使え

なかった校舎の一部が使えるようになったと驚きましたが、逆に言うと、なぜ今まで

使えなかったのだろうとも思いました。そういう形で地域が何かしようというときに、

場所を提供することができていったらいいのかなと思います。 

その防災キャンプは夏休みが始まる前のプールの掃除や、溺れたときに浮かぶ練習

をすることも兼ねていました。朝御飯は非常食、備蓄の食事で水を入れたら炊ける御

飯をおむすびにして食べるという、いろんなことを知り、経験ができる良いものでし

た。お化け屋敷は、小学校を卒業した中学生も今度は驚かす係として参加できたので、

驚かせる役ができて楽しんでおりました。いろいろと地域ごとに、ほかのところは知

らないけれども、こういうことをやっているという情報がたくさんあると思いますの

で、そういう情報を集めれば、そこまで難しいことを考えずにできるのではないかな

と思います。以上です。 

 

 ＜市長＞ 

 ありがとうございます。次に井内委員、お願いいたします。 

 

＜井内委員＞ 

私たちは教育委員ですので、学校における教育をどうするかという観点で集まって

話をしております。地域コミュニティを活性化するためにというお題を頂き、少し戸

惑いました。正直地域のことをそこまで知っているわけではないですし、そこにどう

関わっていったらいいかということをあまり真剣に考えていなかったのが正直なと

ころです。 

にわかで勉強してみましたが、先ほど御紹介いただいた広島市教育大綱は、自画自

賛になるかもしれませんが、大変良いことが書いてあります。もう一度読み直してみ

ると、共生・協働する力や豊かなコミュニケーション能力を養うことや、極めつけは、

自分たちのまちを愛する心と書いてあります。これは、市長から我々に課題として投

げ掛けられたことを、市長はもう既に半年も前に考えるよう言われたのかなと思いま
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した。そういう視点で考えたときに思い出したことがあります。 

実は 2018 年度に文部科学大臣賞を受賞された公民館を見学に行ったことがありま

す。そこで取り組まれているプロジェクトが「このまちに暮らしたいプロジェクト」

という正にぴったりの言葉をはめておられました。そこで中心になって動いているの

は、古田中学校、公立中学校の生徒でした。中学生がいろんなことを考えて、例えば

冒険遊び広場や大人のためにはカフェゾーンを作ろうとか、にわか大道芸体験など、

ネーミングを聞いただけで行ってみようという気になるものでした。その取組の動画

も見せてもらいましたが、実に楽しそうにやっておられました。まだ小さい子どもを

持つ夫婦も年寄りの方も皆集まって、公園で実に楽しそうにワイワイやっておられる。

これが 2013 年から始まったと聞いて、私は大変驚きました。ここで教えてもらった

ことは、公園というものは勝手に皆が来て遊ぶところだと思っていましたが、地域コ

ミュニティにとっては正に中心になるところです。学校もそうだと思いますが、そう

いうものはこれまで使われていなかったのだなと思いました。だからそこを使ってこ

ういうことを考えれば、地域住民と学校の生徒、この場合は学校当局ではないと思い

ますが、学校の生徒がアイデアを出し合って実に見事なネットワークを作って活動し

ていることにいたく感心しました。 

近くにも好事例がありますし、市から頂いた資料を見てみると、広島県内でもたく

さん似たようなケースがあります。市長が後半で話しましょうとおっしゃった施設の

利用の仕方は、小学校が廃校になったときにこれをどううまく使っていこうかという

話にこれは譲りたいと思いますけれども、そのことも含めて持っていき方、先ほどか

らコーディネーターの話も出ていますが、そういう方々がうまく地域と学校の生徒を

つなげば、学校の生徒が中心になってもいいし、地域の若い方々が中心になってもい

いし、やはり地域全体で何かできるということは、すぐにでも、どの地域でもできそ

うな話だと思いました。 

その中で養われる力は、我々の目指すべきコミュニケーション能力であったり、協

働する力であったり、まちを愛する心であったりする。ところがよく考えてみると、

今の学校教育でやっていることは ICTをどんどん使うことです。これは、個別最適な

学びというキーワードを使います。ということは、皆勝手だよと。極端に言うと、自

分の個性やニーズに従い、取捨選択をしていき、大いに伸びてきなさい、昔のように、

画一的に皆が目指す方向が同じということはないということを教えているというか、

学校そのものが私は ICTを使うことでそうなっていくのだろうと思います。 

この教育大綱を話したときに市長もおっしゃいましたが、スマートシティや

Society5.0などをイメージしたときに、今の小学生や中学生がこれから二、三十年た

って社会の中心になったときはどうなっているのだろうかということを視点に据え

て、今、地域をどうするかということを考えてみる必要があるのではないかと私は思

います。 

中山間地域のことは特に問題だと言われました。これは仕方ない面があります。若

い人たちがどんどん大都市に出ていく。私は以前、広島は進学校が問題だ、私立と公

立の差がありすぎるのではないか、もっと、それぞれのニーズに従った特別なことが

学べる学校を作っていき、子どもたちが自由に選択できるようにすべきではないか。 
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どこを切っても金太郎飴のような学校をたくさん作っても仕方がない、これからは違

うのではないかと言ったことを思い出すのですが、結局は地域が一緒に学校とやるこ

とは、私はキャリア教育ではないかと思います。それは中山間地域で言えば、そこで

農業や林業をやりたいとか、そういうことを言ってくれるような子どもたちがそこか

ら育っていくこと。まちによっては外から人材を引っ張ってきて、自分たちのまちお

こしをやってもらおうというところもあるようですが、私はそれはうまくいかないと

思います。そこで育った子どもが自分たちのまちがこうあるべきだと思ってやること

の方が、よほど力強い歩みになっていくのではないかと思っています。キャリア教育

とは、皆同じ方向を目指し、同じようにやるのではなく、ICT を使って学べるなら、

別に街中に行かなくてもそこでできる、あるいは地域の中で皆さんと一緒にいろんな

ことを学ぶことが自分にとってすごく力になるのではないかとか、そういう気付きを

子どもたちにさせることができるのではないか、そういう力が地域にはあるのではな

いかと思います。地域に住んでいる方々のいろんな思いが、学校だけで子どもたちを

育てるのではない、この教育大綱にも書いてあります。子どもたちの育ちに関わる人

皆で協働してやろうじゃないかという精神に立ち至ればもう少し違ったやり方、地域

と学校の関わり方があるのではないか そのことが翻って、地域の活性化につながる、

学校にとってもプラスになる、そういうありようを考えていきたいと思います。 

具体性がなくて、勝手なことを言うようですが、例えば、一言だけ付け加えさせて

いただきますと、ヨーロッパでは、幼稚園や小学校のレベルの幼児教育の部分と高齢

者施設を併存させて、そこを一つの公園地域のようにしてコミュニティの真ん中に置

くような取組をどんどんやっているまちがあるそうです。そういう話を聞くにつけて、

教育が通り一遍の学習機会を与えることではなくて、皆さんが子どもたちの育ちに関

わっていけるような、大綱に書かれている新しい教育システムを考えて、その中に学

校が位置付けられ、どういう学校体系がいいのか、幼児教育はどうあるべきか、そう

いうことを考えていけるような、新しいムーブメント、そういうことを少し考えてい

きたいと思っています。以上です。 

 

＜市長＞ 

  ありがとうございます。次に教育長、お願いいたします。 

 

＜教育長＞ 

今回のテーマ「地域活性化」ということでは、我々も「地域とともにある学校」と

いうことで意識はしてきましたが、そこを振り返ると、子どもたちの育ちに有効なも

の、いわゆる学校側のニーズとして、地域とどう連携しようかという側面で考えてお

り、学校が地域と連携することは、地域活性化にすごく大きな役割を持っているとい

う部分の意識はあまりなかった、これは現場も含めてであろうと思います。本日、い

ろいろ具体的な御提案もありましたが、今まで地域連携というと、やるにしても授業

時間が決まっており、教える内容も決まっていることから、総合的学習とか特別活動

の時間など、一定の時間的制約の中でできることをやってきたという感じを持ちまし

た。 
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今日の資料を拝見すると、A3資料の「住民ニーズに応じた取組」がありますが、こ

こをコミュニティへの意識が高い人、低い人、いろんな多様な人が参加できる、ある

種緩い活動も含めて多様な活動が広がり、なおかつ持続可能なものにしていくという

状態ができればいいのかなと思ったときに、子どもの学びや育ちということは多世代

が関心を持ちやすい分野ですから、そういう意味では非常に可能性のある分野である

し、また、ここは大人の活動として書いてあると思いますが、子ども段階からここと

関わらせる機会を持つ、地域の大人と関わりを持つということは、こうした活動を将

来にわたって持続可能にしていく上で、非常に大事だと思いました。 

それをしていこうと考えれば、総合的な学習や特別活動の時間以外でも、いろんな

教科の中に取り入れる余地はあると思います。それを進めるには、我々も含めて学校

サイドが、学校と地域との連携は地域活性化と連動しているという意識をより強く持

たなければならないと思いますので、今日の議論はしっかり学校現場等も含めて周知

したいと思います。 

それから、仕組みの話もいろいろありました。コミュニティスクールが来年度から

始まりますが、そうした中で、プロジェクトマネージャーやコーディネーターという

お話もありました。私は今日の資料を見て、ここにあるとおり、地域に本当に多種多

様な団体があり、それぞれがいろんな活動をされており、そこと学校が連携するとな

れば、学校が個々にやっていくということはできません。その際は学区ごとのマネー

ジャーというよりは、学区内の団体を束ねるような組織ができることがこれから進め

ていく大前提になるかなと思います。そういう方向で進んでいると理解をしています

が、そこをしっかりやっていくことを是非お願いしたいと思います。 

個別の取組については、これも皆さんおっしゃいましたが、私は資料に書いてある

ような郷土愛の醸成、将来のまちづくり人材の育成ということを重視したいと思って

おります。郷土愛については、地域固有の伝統文化や自然を地域から学ぶということ

が基本にはなりますが、地域によっては、そういうものがないところもあります。そ

ういう地域も含めて取組を進めていくに当たっては、郷土愛の基盤ともなる日本の伝

統文化などを、地域、あるいはもっと広い地域の人から学ぶことも大事だと思います。

それは一方で、ローカルな話だけではなくて、グローバル人材という意味でも、日本

の伝統文化をきちんと素養として身に付けておくことは将来の大人になっていく上

で必要なことだと思います。 

それから、キャリア教育という話がございましたが、自分の将来の生き方や働き方

を考える上で、これをしっかりやっていくことが大切だと思います。是非学区内外含

めて働く場を見せる、あるいは実際に働いている人の話を聞くということをやりたい

と思います。例えばコロナ禍でエッセンシャルワーカーの皆さんに多くの人が感謝さ

れましたが、そういう業種も含めて、企業や事業所と連携していろんなことを体験す

る、あるいは見聞きすることは、子どもたちが将来地域の中でどういう役割を担うか

ということを考える上で、大事だと思います。 

最後に、中山間地域のお話がございました。学校の存立そのものが危ういというこ

とですが、それは学校だけの問題ではなくて、まさにその地域が、住民生活が成り立

たなくなるような大きな課題を抱えていることの現れだということではないかと思
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います。そういうことから言えば、「地域とともにある学校」ということが、最も求

められる地域であろうと思います。これまでも既に小中一貫教育校を作り、ふるさと

科を作って、地域との連携をいろいろやってきましたし、通学区域も外して区域外か

ら人が来るように取り組んでいます。あるいは ICTを使って小規模校の弱点を補う取

組を始めていますが、まだ始まったばかりで十分な成果を上げるまでには至っており

ません。今後、こうした取組により、地域の活力の維持や向上に寄与している学校だ

といわれるように工夫を重ねたいと思います。 

最後に一つだけ中山間地の学校の問題や地域の問題について、今進行形で、湯来地

域において、湯来を将来どうするのか、地域のあり方と学校のあり方を同時並行で検

討されています。いろいろ議論が進んできている状況ですので、このあたりが中山間

地での地域課題の解決への学校を絡めた住民主体のモデルケースになるかなと思っ

ております。以上です。 

 

 

＜市長＞ 

ありがとうございます。皆さんから意見を頂いて、教育大綱を一緒に作らせていた

だいた中で、問題意識の共有などの成果が出たように思うとともに、それぞれの対応

や、理想を目指して現状を変えていく中で、今すぐにでもやれることは、関係者の認

識の共有、意思の疎通を図り、できるところから体制を確保し、それにふさわしい人

を確保するという問題意識、そして、好事例をもっと深化させて広めていく、その際

のノウハウをどうするかという問題だと受け止めました。皆さんが考えておられるよ

うなコアコンセプトを教育委員会、全ての先生方にも同じような発想になっていただ

くということに取り組みながら、具体例をお見せしながら、スローガンとして確実に

事態を変えていくことができればと思いました。 

それから施設の話ですが、施設を活用するとなれば、おそらく今言った取組を弾力

的にできるような運用をすべきだということに収れんできると思います。そうすると、

今の法体系で学校・教育委員会を作り、その系統の資産管理・維持というルールがで

きているので、そのルールを根底から壊すのではなく、調整ができるように、弾力的

な使い方ができるようなルールを広島市でどう導入していくかという話になる気が

してなりません。そして利用の仕方について、私自身は広島市をデルタ地、デルタ周

辺地、中山間地と大きく三つの類型に分けて考えています。これは面積の問題でもあ

ります。デルタ地でおおよそ 45k㎡、その周辺地域が 6倍、中山間地が 13倍と 1:6:13

となっており、全体で広島市の面積が約 900k ㎡になる。ここに住む 119 万の人口は

県内の人口の約 4割。この 119万の方々が将来 100万人程度になるとの予想が出てい

ます。年間 1万人くらいの子どもが産まれていますが、これがどんどん減っていくイ

メージです。その間子どもたちをどのように育てていくかというマクロのイメージを

持っていただき、その子や親がどのゾーンに住んでおり、そのゾーンに住んでいる方

が「自分たちのまちは自分たちで創る」という思いになっていただき、この地域をよ

り良いものにしていくという、そういう考えを持っている方々が大半を占めるように

していくと。そのためには、その地域ごとに特性を生かしたまちづくりをして、この



 

17 

地域で頑張るんだと、そして子どもたちにも、やる気があるのであればこのまちで頑

張ってみなさい、夢をかなえられる生活ができるんだと話ができるような状況を創ら

ないといけない。ここにいたら不幸せだが、頑張れという話はできないと思っていま

す。そうすると、その地域の中で親たちも地域の方と頑張っていい生活をしようとし

ている、それを見て、あなたも頑張ってみてはと言えるような、そういう状況づくり

を共にやりましょうという、意思の疎通を図る前の基本認識を統一できたらと思って

います。 

またそれが間違っていないとマクロの視点で自分なりに考えておりますのは、日本

の歴史を簡単に整理しています。日本の人口変遷について、鎌倉時代は日本全体の人

口は約 700万人。それくらいです。室町時代で 800万人、戦国時代が終わり、江戸期

に入る直前で千数百万人になり、そして、戦争がなくなって天下泰平になり、江戸時

代になり 100年くらい経つと、ようやく約 3,000万人になった。そしてそこから 170

年間約 3,000万人で推移した。それを維持したのは、江戸幕府という地方分権体制で

す。徳川幕府が中央をコントロールしていましたが、天領しか直接統治せず、あとは

藩に任せて自分たちの地域で頑張れと。参勤交代などで、全体のためにお金を使うよ

う仕向けましたが、自主的な組織を各地域に作り、自らの物産品を作っていく。大体

これで 3,000万人オーダーで人口が続きました。ところが江戸期の終わりになり、世

の中は、アヘン戦争などを見るとよその国がよその国を支配し、国を富ませるという

ことがはやっている、日本にもそういう流れがくるかもしれない。農業中心に畑を耕

してのんびりしていては日本は負ける、これを何とかしなければならないということ

で、革命が起こり、天皇中心の統一国家にしようという運動を経て明治になりました。

そしてそこでは、まずは外国と戦わなければならないので軍隊を作り、そして戦争で

勝利すると、年間予算の数倍の賠償金をもらった。明治、大正、昭和と戦争がありま

したが、日本の人口が 6,000 万人になったのが大正時代です。戦後になり回復して、

我々が中・高校生くらいから 1 億人に達し、2008 年に 1 億 2,880 万人にピークに達

し、減りました。日本の人口は 2008年から減り始めたのです。 

人が増えることを前提に、かつ農業国家から工業国家、産業国家を目指し、様々な

体系を明治期に考え、取り組み、その時には農業国家の中でお互い助け合いでのんび

りしていては他の国に負ける。個人主義で、勤勉で、勉強して頑張ると良くなる、二

宮尊徳のような方をそのモデルとして、皆に頼るのではなく、自分で一生懸命やれ、

そうしないと負けると。農村社会を解体して工業社会に移行させるという大きな意志

の下に、教育制度も集団で学習させる、その中では文化伝統よりもむしろ改革、新し

いもの、自分がどう勤勉にするかという価値観を中心に植え付けてここまでようやく

来ました。しかし、先ほど申し上げた親・子・孫、三代から四代たったところで、い

ろんなものができたけれども、少し違うのではないかと、今なり始めている。それと

同時に子どもを一生懸命育てても、うまくいくのだろうか、自分の代で終わってもい

いのではないかと考える方が増えて、子どもができなくなった。価値観の転換をしな

いと日本がもたなくなっている状況にあります。今までの価値観を打ち壊して新しい

もの、個人主義をしっかりやれ、そうしないと日本が停滞するという考えから、日本

は成熟したのだから、今あるいいものを大事にし、伝承に力を入れる。世界も折しも、
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持続可能なサステナブル、地球の資源が限られている、無制限ではなくて限界がある

ので共同利用していこう、そうしないと気候も変になってきたということを打ち出し

ています。 

そのような中で、日本はまだまだ競争しなければならない機能は都市に残すけれど

も、そうでない地域は、サステナブル型、維持型、メンテナンス型に少しシフトさせ

る。広島市の場合はイノベーティブな部分とそれから保存する部分をうまく地域配分

して、そしてそこにある学校群が、今の教育大綱の中で選択しながら、キャリアを重

視し、その地域を大事にして人々を育てることにもっと取り組んでいけないか。つま

り、イノベーティブが必要なところと、今あるいいものを伝承していくというところ

をうまく混ぜ合わせることにしっかり取り組み、お手伝いできる方々は、学校現場を

通じ、あるいは地域の場を通じてやっていく。助け合いながら、きちんとしたルール

の下で競争することに同時進行で取り組む。その時に、DX、情報処理について具体的

な手法があるので、それを加味し、施設利用と情報加工をうまく利用し、伝承型と転

換型の次の子孫を育てるための教育体系を全域でどう展開していくか、あるいは、地

域特性を見ながらやっていくことができればと思います。 

そうしたときに、学校教育施設が統一的な色に染まるような体系にしていたことを、

多様な人物、今やサービス産業化して、そこでどう生きていくかという中で、農業を

したいという子がいれば、それに即した勉強できるような環境を作るし、工業、サー

ビス業それぞれで機能分担をしながら、かつ、地域に根差して生活していける体系を

構築することが求められていると思います。実際、今までの日本の明治期からの取組

は、戦争までが 70数年、戦後が 70数年、ちょうど、150年たっています。江戸から

明治期に入ったときは、農業人口は人口の約 8 割でしたが、今は農業人口が数％、

70％以上がサービス産業に従事している。工業人口が 25％。完全に就業人口も変わ

り、今や食料自給率が低いと言っています。お金を稼いで他から物を買えば生き残れ

るということで、農業政策は転換されました。ここまできましたが、この力を維持す

るためには、今のいいところを伸ばすためのやり方にどこかで取り組まないといけな

い。DXも個々の情報量を高めるけれども、その操作を自らに還元するとともに、かつ

地域に還元するやり方もあるということを教育過程や実践を通じて地域の方々と利

用方法をマスターしていただく、そういうことができる子たちを育てていかないとい

けないと思っています。総論だけで申し訳ないのですが、こういう基本コンセプトを

しっかり意識しておかないと何をやっていいのか分からなくなる。やることはたくさ

んあるし、あれもこれもというわけにはいかない。その取捨選択に皆さんと取り組ん

でいきたいと思います。 

その際、今ある組織の社会福祉協議会について、これを社会福祉だけではなく、社

会生活も含めて協議する組織に変えて、地域の中で、今申し上げた精神を皆で改めな

がら今協力体制を持っている方々がいろんな視点で参加して、学校も含めて助け合う

ことを、都市部でまだまだイノベーティブな生活をしたいというところは、核家族で

も過ごせるように、一定の子育て環境を政府が作るとすれば、それを共同で実施して

いただいて、仕事をしながら子どもを育てる、その子どもたちが様々な才能が伸ばせ

るような支援体制を確立するということ。都市的な機能を持っている地域がそれに十
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分に取り組み、一方中山間地ではそういったことができない状況にありますので、地

域の方々が第一次産業に従事しても生活できる環境を作り、収入も確保し、そこでゆ

ったりした生活もできる、あるいは関係人口を増やし、その方々をもてなすことで年

収を得て十分生活ができる環境を作るなど、特色ある地域を作って、それぞれの住み

方ができるようにするというイメージを持っております。 

それを組み替えていくために税金を使う、国からも必要な補助を受け、今まで出し

ていないところにお金を出す形にしたい。お金の出し方をハード・ソフト両面で出し

ていく。その中で、学校施設の使い方も、単なる教育の場から公共財、地域の方がエ

リマネで一定の稼ぎを得て管理できるとなれば、その方々に運用を委ね、地域で話し

合いをしてその建物を自由に使えるようにしたい。そうすると、その根拠規定をどこ

かで変えなければならないので、議会を通して、あるいは条例が必要かもしれない、

法改正も必要かもしれない。そういった現場の実情をしっかりと検証して必要な措置

をとっていきたいと思っています。時間がかかりますけれども間違いなく大きな時代

の流れ、百年単位で物事を見ていくと今の方向で合っていると思いますので、是非共

助の精神というか、いいところを伝承するというその基本精神をもっと広めることを

やれたらと思っているところです。 

施設に関する議論については、今申し上げたことを言っていただけるのではないか

と受けとめております。 

本日は意義ある御意見をありがとうございました。今日頂いた御意見を参考に、今

持っている思いを実現する、すなわち、地域への誇りと愛着を持ち、多様な方々が主

体的・積極的に協働できる社会性を身に付ける、その身に付けたことを子ども達に伝

承し、子育てする。その子育てを住民同士が支え合い、安全・安心に暮らすことがで

きる、持続するような地域コミュニティを創り上げることを大きな目標にしたいと思

っています。 

 そのためには、市と教育委員会やそれ以外の既存の様々な組織・関係者としっかり

と意思疎通を図り、共通してできることを共に行っていくこと、共助の精神を大切に

したいと思っておりますので、引き続き御支援をよろしくお願いします。 

それでは進行を事務局に返します。 

 

 

＜政策企画課長＞ 

それでは、本日の会議はこれにて閉会いたします。皆様、ありがとうございました。 

 


