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平成３０年度第２回廿日市市総合教育会議 会議録 

 

１ 日時   平成31年３月26日（火） 

       開会14時00分  閉会15時00分 

 

２ 会場   廿日市市役所２階２０１会議室 

 

３ 出席者（構成員） 

       市長               眞野 勝弘 

教育長              奥  典道 

教育委員             山川 肖美（教育長職務代理者） 

教育委員             澁谷 憲和 

教育委員             松本 良子 

教育委員             岡本 美紀子 

教育委員             片嶋 学 

 

（事務局） 

分権政策部長           金谷 善晴 

分権政策部次長兼経営政策課長   棚田 久美子 

教育部次長兼教育総務課長     福ケ迫美千子 

教育部次長兼生涯学習課長     小田 豊 

建設部建築指導課長        坂本 一孝 

福祉保健部生活福祉課長      佐々木 淳子 

福祉保健部こども課長       村上 雅信 

福祉保健部子育て応援室長     久保田由美        

教育部教育総務課教育施設担当課長 石田 将久 

教育部学校教育課長        岡寺 裕史 

教育部学校教育課学事担当課長   岡本 真一郎 
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４ 協議事項 

  (1) 平成３１年度の子育て・教育関連の主な事業について 

 

【発言要旨】 

 

事務局（分権政策部長） 

    定刻となったので、平成３０年度第１回廿日市市総合教育会議を開会する。 

本会議は、公開のもと開催し、議事録の要点を公表する。 

初めに、廿日市市長の眞野より挨拶を申し上げる。 

眞野市長  

現在、本市では、教育大綱や総合戦略の共通目標として、「まち全体で子どもを

育てる」と掲げ、様々な事業に取り組んでいる。 

昨日２５日には、大野東小学校の敷地に児童会を新たに供用開始しており、これ

は、市長部局と教育部局が様々な面で協力して成し得た事業である。 

今後も、この「総合教育会議」を通じて、市長部局と教育委員会が連携を深め、

本市の更なる発展に取り組んでまいりたい。 

事務局（分権政策部長） 

    協議の進行については、市長により行う。 

眞野市長  

本日の議題「平成３１年度の子育て・教育関連の主な事業について」を資料によ

り説明する。  

事務局（分権政策部次長兼経営政策課長） 

 資料１により説明する。こちらの資料は、「平成３１年度当初予算案の概要」か

ら、子育て・教育関連の事業を抜粋し、平成２７年度に策定した教育大綱に掲げる

基本方針ごとに取りまとめたものである。 

事業名の前に、「○新」とあるのは、平成３１年度から新規に取り組む事業、「○拡」

とあるのは、既存事業を拡充して取り組む事業を表している。 

本日は、資料に掲載した事業の内、主に市長部局が所管する事業を中心に説明す

る。 
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基本方針① まち全体で子どもを育てます 

生活に困窮する人が抱える様々な課題に対応するため、生活保護に至る前の段階

から、就労等により自立するまでの包括的な支援や、生活困窮世帯の子どもを対象

とした学習支援などを行う。 

子ども・子育て支援施策の方向性と目標を明確にするため、「第２期子ども・子

育て支援事業計画」を策定する。 

妊娠期から子育て期にわたるまでの母子保健や育児に関するさまざまな悩み等 

が軽減・解消されるよう、新たに「ネウボラさいき」及び「ネウボラおおの」を開

設し、佐伯地域と大野地域の母子保健型の相談支援体制を拡充する。 

出産前後の心身の不調や孤立による子育てへの不安を軽減することで、子どもへ

の虐待リスクを無くすため、新たに「宿泊型産後ケア」と「日帰り型産後ケア」を

開始する。 

引き続き「育児・母乳外来等事業」、「産後１ヶ月健康診査費給付事業」、「家

事援助サービス費給付事業」に取り組み、安心して出産や子育てができる環境づく

りを行う。 

育児に関する相談や子育てサークルの育成支援などを行う、子育て支援センター 

の拡充を図るため、廿日市地域、大野地域に続き、佐伯地域の津田児童館の中に「佐

伯子育て支援センター」を開設する。 

公私連携型により社会福祉法人が整備する廿日市保育園の新築費用の一部を補 

助する。 

吉和地域の児童の健全育成を図り、平日も子育て中の保護者が安心して就労でき

る環境を整備するため、これまで自主運営組織として実施していた吉和地域の留守

家庭児童会を市の直営に移行する。 

大規模な地震が発生した際の、ブロック塀等の倒壊を防ぎ、通行人への被害の防

止や迅速な避難のための経路を確保するため、通学路などの沿道にある危険なブロ

ック塀等の除却費用の一部を補助する。 

    学校教育を支援する学校支援地域本部を地域学校協働本部へ移行し、地域と学校

がより連携・協働することで、地域全体で未来を担う子ども達の成長を支える仕組

みづくりを進める。 
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基本方針② たくましく自立し、学び合い高め合う教育を推進します 

グローバル化する社会の中で活躍する青少年を育成するとともに、北米都市カナ

ダ・サーニッチとの友好親善を深めるため、新たに青少年3名の派遣研修を実施す

る。 

 

基本方針③ いのちを大切にする心を育む教育を推進します 

    地域防災相談員を配置し、自主防災組織や市民からの防災に関する相談へのアド

バイスや、出前トーク等を通じて、子どもから高齢者まで幅広く市民の防災意識の

向上を図る。 

 

基本方針④ ふるさとに誇りと愛着をもつ心を育みます 

津和野藩主が参勤交代などの往来に際し、廿日市に津和野藩御船屋敷を設けてか

ら、２０２０年に４００年を迎えるため、島根県津和野町や関係団体とのつなが

り・連携関係を構築するとともに、記念の交流事業に係る準備を行う。 

 

基本方針⑤ 生涯にわたる自発的な学びを支援します 

元プロ野球選手による少年少女野球教室や市内の野球チームとの交流試合など 

を開催するとともに、佐伯総合スポーツ公園全体を活用した交流イベントを実施す

る。 

説明は、以上である。 

  

眞野市長 

 何か質問等があればお願いする。 

澁谷委員  

基本方針①の３番目に記載のあるネウボラの拡充について、ネウボラという言葉

はどのような意味の言葉なのか。 

事務局（子育て応援室長） 

ネウボラという言葉は、フィンランド語で相談できる場所という意味である。ネ

ウボラは妊娠前から就学前まで切れ目のない支援をする、相談支援の体制を整える

という意味である。 
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澁谷委員  

ネウボラという単語だけでは意味合いまで分からない市民が多いかもしれない。 

事務局（子育て応援室長） 

本市では平成29年度からネウボラを設置しているが、当初は聞きなれないという

意見もあった。パンフレットを配布することで、少しずつ認知され、相談者や電話

相談が増えてきている状況である。 

岡本委員 

  同じく基本方針①上から４番目、産後ケア事業について、この事業ではどれくら

いの期間ケアが行われるのか。 

事務局（子育て応援室長）  

    産後ケア事業は、①産後１ヶ月健診費給付事業②母乳等ケア事業③家事援助サー

ビスの３つの事業に分かれている。 

    ①産後１ヶ月健診費給付事業は、母親の身体的な状況確認及び産後うつの発見と

赤ちゃんの発育状態を産後１ヶ月に行うものである。 

    ②母乳等ケア事業は、助産師による母乳や心身のケア、育児相談などを行う事業

であり、産後６ヶ月までを対象期間としている。 

    ③家事援助サービスは、妊婦も含めて１歳未満の世帯の母親を支援する事業であ

る。 

    また、次年度から新たに産後４ヶ月未満の母親を対象に、宿泊型・日帰り型のデ

イサービス事業を開始する予定である。 

片嶋委員 

非常にきめ細かで丁寧に母子保健事業を実施していると思う。 

    そこで廿日市市の子どもの出生率はどのような状況なのか。 

事務局（子育て応援室長） 

   おおよそ850人から900人前後の出生数で横ばい状態が続いており、合計特殊出生

率は1.46である。 

奥教育長 

 基本方針①の留守家庭児童会の開設について、吉和にできた児童会の指導者確保

がずっと課題になっていたが、確保できる状態になったのか。 

事務局（こども課長） 
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  長年、吉和地域においては人材不足から、なかなか安定して人材が見つからなか

った状態であったが、平成31年度から２人の支援員が確保できた。 

このことが大きなきっかけとなり、吉和小学校の協力も合わせて、学校の中で児

童会を始めることができる。 

保護者からは保育園の延長利用の効果で仕事の時間を延ばすことができるとい

う声も届いている。 

山川委員  

  基本方針①のネウボラの拡充事業について、この事業は母子保健事業という名称

になっているが、法律等の影響で決まっているものなのか。 

もし、決められた名称でなければ親子保健事業の方が身近に感じやすいのではな

いか。 

事務局（子育て応援室長） 

 子ども・子育て支援法の施行に先立ち策定された利用者支援事業ガイドラインの

中に、母子保健型と基本型という言葉がある。佐伯地域と大野地域で実施する内容

が母子保健型であるため、母子保健事業と書かせていただいた。 

山川委員 

 廿日市市は母子手帳を親子手帳という表現にされている。 

 法律等の影響もあるとは思うが、母子保健事業という名称のままであれば、父子

は使いづらいかもしれないので、変えれるところは変えていただいたほうが良いと

思う。 

松本委員  

この基本方針③の関係機関が連携した子育てサポート体制の充実に特別支援教

育支援員を配置するとあるが、どのような方を採用し、どういった研修を実施して

いるのか。 

事務局（学校教育課長） 

 特別支援教育支援員は、主に通常学級で発達障害等の課題をもつ子どもが多いク

ラスの支援に措置する場合と、特別支援学級の中にいる個別に支援が必要な子ども

に個別につく必要があるケースがある。 

特別支援教育支援員は、特別な資格を持たない方であるため、普段は家庭に入ら

れており、必要な時間数、学校に来ていただいている。 



 

－7－ 

特別支援教育支援員に対しては、年間２回程度、特別支援教育の研修と非常勤特

別職の職員としての服務的な研修等を、廿日市市教育委員会が主催して実施してい

る。 

松本委員  

その他、全体として特別支援教育についての研修はどのようにされているのか。 

事務局（学校教育課長） 

廿日市市の教育として、特別支援教育というのは大きな課題だと思っている。 

今年度までの３年間、日本の特別支援教育の第一人者である大阪医科大学ＬＤセ

ンターの先生をお招きし、教職員夏季研修を実施した。 

また、学校には特別支援教育コーディネーターという役割の教員がおり、この教

員に対する研修も教職員夏季研修と連携して充実を図っている。 

このコーディネーターが、各学校において学んだことを普及するという形で特別

支援教育に力を入れている。 

片嶋委員 

    基本方針③安心して学べる集団づくりについて、文章中に生徒会サミットの開催

は市内中学校の教育課程に反映されている活動なのか。 

事務局（学校教育課長）  

生徒会サミットでは、生徒会代表の子どもたち自身の手で、安心して全ての子ど

もたちが学校で生活できる環境をつくる事を目標に、さまざまな行動目標を策定し

ている。 

この行動目標を学校に持ち帰り、各生徒会活動で具体的な取組を進め、翌年には

各校の取組の報告、交流をすることで、さらに生徒会サミットの取組を推進してい

る。 

    今年度は、子どもたちから集めた意見を基にサミットの議題を設定し、大切にす

るキーワードとして「地域とのつながり」、「仲間とのつながり」を定めた。 

各学校は、これを自分の生徒会活動に落とし込んだ具体的な取組を進めることで、

市全体の取組と各校の生徒会活動のリンクを図っている。 

片嶋委員  

基本方針②の北米都市への青少年派遣研修について、以前実施したニュージーラ

ンドへの派遣とはどう違うのか。 
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事務局（分権政策部次長兼経営政策課長） 

 北米都市への青少年派遣研修は、平成３１年の７月～８月にかけて、高校生に相

当する年齢の青少年３名をカナダ･サーニッチへ派遣し、ホームステイしながら語

学学習と自然体験や文化歴史を学習するプログラムに参加し、引率者・通訳なしで

自立した人としてグローバルな感覚を醸成し、将来本市の国際的な分野で活躍する

人材に育つことを期待する事業である。 

 一方、ニュージーランド・マスタートンでは、中学生以上を対象に５日間のホー

ムステイを中心に学校訪問などを通じて交流をしており、引率者・通訳も同行し、

市民レベルの交流を通じて国際感覚の体感、語学や異文化への興味喚起を図ること

を目的に実施している。 

奥教育長 

 カナダ･サーニッチ以外には、台湾のキールン市と本市七尾中学校が教育交流を

しており、今後も続けていく予定である。 

松本委員  

台湾のキールン市との教育交流は、七尾中学校に限定したものなのか。 

事務局（学校教育課長）  

この交流は、まずは学校同士の交流を深めることからスタートしているため、七

尾中学校が対象となっている。 

将来的にこの取組をさらに他校に広げていきたいと思っている。 

眞野市長  

ニュージーランド・マスタートンと台湾のキールン市とは毎年交互に交流をして

いるが、廿日市市近辺でもこのような触れ合いの機会を設けられないかといつも思

っている。 

   市民センターでは外国語の講座が行われているが、これからは外国の方もさらに

増えることが予想されるので、何か交流機会を増やすことは考えられないものか。 

山川委員  

留学生も含めて、なかなか自分が役立つ場がないと思われたり、限られた空間で

しか生活ができないという方がいらっしゃると思う。そのような方たちが、外国語

で交流できる場作りができればよいと思う。 

    広島修道大学ではiCafe（インターナショナルカフェ）というスペースを、施設の
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一角に設置しており、そこでは多言語で会話し、言葉や文化を学びたい学生が集ま

るということをカジュアルな感じで行っている。 

このような共修の場を設けて、個人が今持っている様々な部分を廿日市市で活か

してもらうよう呼びかけを行うのも良いと思う。 

  共修の場のコンテンツが増えるほど関係する国籍の方が増え、文化の香りが更に

増すと思う。 

眞野市長 

    次第５、その他であるが、ここでは、新年度の第１回目の総合教育会議のテーマ

について、委員の皆様から意見を伺いたい。「児童虐待への本市の取り組み」や「災

害時の児童の安全対策」も良いと思う。 

奥教育長 

    私は、教育と福祉の連携が、子どもを取り巻く状況の中で極めて大事なことだと

思っている。 

    本市は虐待の問題や不登校の子どもに関して、市長部局との関係を非常に緊密に

して対応できていると思っている。しかし、これらの件については、今よりも更に

進化しなければいけないとも思っている。 

本市が抱える様々な子どもに関する課題について、教育の分野と福祉の分野が緊

密な連携をしながら対応する事が求められているため、その中から具体的なテーマ

を検討してもよいと思う。 

片嶋委員  

四季が丘中学校近くには大きな砂防ダムがある。それを見て、市内各学校で子ど

もが安全に学べる体制づくりの状況が気になった。 

山川委員  

災害の種類によって避難場所が変わる場合もあるので、市民への浸透状況が気に

なる点である。 

眞野市長  

    災害に対するデータ等は次回みなさまにお示しできればと思う。 

山川委員  

災害から子どもたちを守るということであれば、四季が丘の防災キャンプ等のよ

い取組を紹介していただいて、それを入口にして議論を広げる形でも良いと思う。 
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眞野市長  

防災対策については、より具体的に市民の皆さんと情報を共有して進めていく必要

があると思う。 

自助・公助・共助という点からも資料を作成して、皆さんと共有してみようと思う。 

奥教育長 

先ほど申した、福祉と教育の連携も重要であるので、虐待の問題というのも非常に

喫緊の課題だと思う。 

眞野市長 

「児童虐待への本市の取り組み」を一つのテーマとし、「災害時の児童の安全対策」

を情報提供を中心にもう一つのテーマとしたい。 

それでは、平成３０年度第２回総合教育会議を終了させていただく。 

事務局（分権政策部長） 

   以上をもって閉会する。 

 


