
令和２年度第３回廿日市市総合教育会議 会議録

１ 日時 令和３年３月２３日（火）

開会１０時００分 閉会１２時００分

２ 会場 産業交流センター 多目的ホール

３ 出席者（構成員）

市長 松本 太郎

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 松本 良子

教育委員 岡本 美紀子

教育委員 片嶋 学

教育委員 大島 久典

（市出席所属）

【市長部局】

子育て担当部長

シティプロモーション室、地域政策課、中山間地域振興課、協働推進課、

産業振興課、生活福祉課、こども課、子育て応援室、維持管理課

【教育部局】

教育部長

教育総務課、学校教育課、生涯学習課

【事務局】

経営政策課



○事務局（金谷経営企画部長）
定刻となりましたので、令和２年度第３回総合教育会議を開催いたします。本日は、ご多
忙の中、ご出席いただき、誠にありがとうございます。私は、本日の司会を務めます、廿日
市市経営企画部長の金谷でございます。どうぞよろしくお願いいたします。本会議は、公開
のもと開催し、議事録の要点を公開することとしています。
本日の会議ですが、お手元にございます、次第に沿って進めてまいります。はじめに、次
第２、松本廿日市市長から御挨拶を申し上げます。

○松本市長
第３回廿日市市総合教育会議の開催に当たりまして、ご挨拶を申し上げます。
教育委員の皆様方には、年度末の大変ご多用のところ、ご出席を賜りまして、誠にありが
とうございます。
また、日頃から、本市の教育行政の総合的な施策推進に多大なるご尽力を賜り、この場を
お借りして、厚くお礼申し上げます。
これまで、本市の教育行政の総合的な施策推進の指針となります、第２期廿日市市教育大
綱について、様々な御意見をいただき、パブリックコメントを経て、この度、最終案として
取りまとめることができました。改めて、感謝申し上げます。
また、令和３年度の当初予算も議会の承認を得まして、未だ収束の見通しが立たない新型
コロナウイルス感染症対応を最優先に、持続可能な地域社会の構築を目指して、将来を見据
えたまちづくりを推進していく所存です。
この教育大綱の基本理念「『ふるさと廿日市』に愛着と誇りをもち、未来を担う人づくり」
に関連する子育て・教育関連の事業も、新規・拡充含めて、数多くございますので、後ほど、
５つの方針に沿って御説明させていただきます。
最後になりますが、次代を担う子ども達が、ふるさと廿日市に愛着と誇りをもち、未来を
担う人づくりができるまちを目指して、強い決意で取り組んで参りますので、引き続き、委
員の皆様方のお力添えをいただきますよう、お願い申し上げ、私からの挨拶とさせていただ
きます。

○事務局（金谷経営企画部長）
ありがとうござました。次第３、出席者紹介は、お手元の名簿をもって代えさせていただ
きます。なお、本日は第２期廿日市市教育大綱（案）の協議、令和３年度の子育て・教育関
連の主な事業のご説明ということで、関連所属の職員が同席しておりますので、どうぞよろ
しくお願いいたします。
続きまして、次第４、協議事項でございます。議事進行につきましては、市長により行い
ます。市長、よろしくお願いします。



○松本市長
協議事項（１）、第２期廿日市市教育大綱（案）について、説明をお願いします。

○事務局（経営政策課企画調整GL）
それでは、事務局から、第２期廿日市市教育大綱（案）について、パブリックコメントの
結果、教育大綱の修正案の順に、御説明します。
それでは、資料１をご覧ください。
パブリックコメントの結果についてです。募集期間は、本年の２月１日から２月２８日ま
での１か月間で、意見等の提出件数は、３名の方から５件ございました。それぞれについて、
いただいたご意見の概要と市の考え方について御説明します。
番号１、御意見の概要は、小・中・高校の在学中に、地元企業について勉強や紹介を行う
ことで、地元企業への就職やＵターン等により、人口流出の抑制や人口増加にもつなげて行
くことができると考える、です。御意見に対する市の考え方について。地元企業の勉強・紹
介については、方針①のまち全体で子どもを育てますにおいて、事業者との連携を掲げ、ま
ち全体で子どもを育てる体制づくりを進めることとしています。頂いた御意見を基に、今後
の取組を検討してまいります。
番号２、御意見の概要は、小・中・高校の授業を録画し、家庭等での復習に役立て、学習
環境格差をなくしていく必要がある、です。御意見に対する市の考え方について。本市では、
小中学校の児童・生徒を対象に、一人１台端末を配備し、ＩＣＴを活用した学習環境の整備
を進めています。こうした取組により、方針②のたくましく自立し、学び高め合う教育を推
進します、に掲げる、社会が変化する中で、必要な資質・能力を育む教育を推進していくこ
ととしています。昨年、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う臨時休業への対応として、
Ｙｏｕｔｕｂｅを活用した授業動画の配信による家庭学習等の支援を行いました。頂いた
御意見も踏まえ、今後、ＩＣＴを活用した授業改善を検討してまいります。
番号３、御意見の概要は、基本理念の「これからの時代」の例示の一つとして「コロナ禍
社会」を含む必要がある。また、コロナ禍における社会のあり方として、障がい者等が積極
的に参加・貢献していくことができる「インクルーシブ社会（共生社会）」を目指すことを
書き入れること。御意見に対する市の考え方について。「２ 基本理念」において、コロナ
禍を踏まえた社会情勢の変化について、例示の一つとして追記します。
また、「２ 基本理念」において、市民一人ひとりが幸せに暮らせるまちづくりの実現を
掲げ、ＳＤＧｓの理念など、これからの時代に対応したまちづくりを進め、未来を担う人づ
くりの重要性を記述しています。こうした基本理念のもと、大綱に掲げる基本方針全般の取
組において、御意見のインクルーシブ社会の形成に努めてまいります。
番号４、御意見の概要は、多様性、男女平等の社会を実現するために、どう生まれたかに
よって行われる差別を解消するために教育が何をすべきか書き加えること、です。御意見に
対する市の考え方について。方針③いのちを大切にする心を育む教育を推進しますにおい



て、多様な価値観を認識し、他者を尊重するとともに、自らをかけがえのない存在だと実感
することができる取組を推進することとしています。こうした取組を通じて、多様性を認め、
性差などに関係なく平等な社会の実現をめざしていきます。
番号５、御意見の概要は、ゲートキーパーという英語ではなく、日本語で分かりやすい言
葉を使ってほしい、ゲートキーパーは、自殺したいと思ってしまう人のための施策。ゲート
キーパーを必要としない社会を目指すことを書いてほしい。また、「お互いに…」の中に、
多様性のある子どもたちや人々を意識した表現を書き入れてほしい、です。御意見に対する
市の考え方について。ゲートキーパーの養成は、「いのち支える廿日市プラン（廿日市市自
殺対策計画）」に基づく取組の一つであり、本大綱案でも同様な表記としています。日本語
で分かりやすい言葉をという御意見については、用語解説を加えることで対応しています。
ゲートキーパーを養成する取組を通じて、人との関係づくりや地域でのつながり、自分らし
さを大切にする暮らしの実現につながり、誰も自殺に追い込まれることのない暮らし心地
のよい廿日市市を目指します。また、方針③いのちを大切にする心を育む教育を推進します、
において、お互いにの前に「全ての児童生徒が」と表記し、御意見を踏まえた取組を推進し
てまいります。
それでは、教育大綱案の修正についてです。
資料３の新旧対照表で御説明します。変更前の列は、前回１月１５日に開催した第２回総
合教育会議において示した案となり、その左の欄の変更後の列は、第２回総合教育会議やパ
ブリックコメントでの御意見を基に変更した案です。
１ページ目、（１）大綱策定の趣旨、（２）大綱の位置づけ、（３）大綱の期間については、
変更ありません。
２ページ目、「２ 基本理念」です。SDGｓの理念やデジタル技術の進展など、の箇所に
ついて、前回の総合教育会議での御意見を踏まえ、これからの時代に対応した未来のまちづ
くりを象徴する社会情勢として、未来社会の姿をあらわす「Society5.0 の実現」という文言
に修正するとともに、パブリックコメントの御意見を踏まえ、「コロナ禍後の社会変化」を
例示として、追記しております。
続きまして、「３ 基本方針」です。①まち全体で子どもを育てる体制づくりを進めます
の箇所について、前回の総合教育会議での御意見を踏まえ、様々な事情を抱えた子ども達一
人ひとりに関係機関が連携していくことを、より明確にするため、きめ細やかな体制づくり、
に修正しています。また、「親が子育てを学び」の箇所について、子育ての主体は、親だけ
に限定されないことが想定されるため、「親などが子育てを学び」に修正しています。
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、は変更ありません。
続きまして、３ページ目、③いのちを大切にする心を育む教育を推進します、の箇所につ
いて。前回の総合教育会議での御意見とパブリックコメントでの御意見を踏まえ、「いのち
を大切にする心を育みます」に修正しています。また、市民を対象とした取組や学校教育を
中心とした取組などを、分かりやすい表現にするため、市民を対象とした取組として、「子



ども達が」を「市民一人ひとりが」に修正し、また、「自らをかけがえのない存在だと実感
することができる取組を推進します。」句点で文章を区切るよう修正しています。そして、
学校教育を中心とした取組を表現するとともに、多様性のある子ども達を表現するため、
「学校においては、全ての児童・生徒がお互いに関わり合う」に修正すると同時に、「道徳
教育を一層充実させます。」と句点で文章を区切るよう修正しています。その後市民全員を
対象とした取組として、「また、ゲートキーパーの養成など、自殺対策の強化や人権教育・
啓発を通じて、まち全体でいのちを大切にする心を育みます」としています。
続きまして、④ふるさとに誇りと愛着をもつ心を育みます、については変更ありません。
続きまして、⑤生涯にわたる自発的な学びを支援します、の箇所について。自発的な学び
や地域内のつながりを促しますについて、前回の総合教育会議での御意見を踏まえ、様々な
学びによる人のつながりは、地域内に限定されないため、学びを通じた人のつながりに修正
しています。また、学びを通じた人のつながりによりまちづくりを推進していく事を明確に
するため、「まちづくり・人づくり」を「人づくり・まちづくり」に修正しています。
以上で、事務局からの説明を終わります。

○松本市長
ただいまの説明で御意見等ございましたら、お願いします。
山川委員、いかがでしょう。

○山川委員
丁寧にステップを踏んで、修正していただいたと思います。大きいところは、だいたい良
いのですが、小さいところで少し言わせてください。
資料３の２ページ目、基本方針①のところです。親以外が育てることが想定されるという
ことで、「『親』など」としていただきましたが、その下に「親の『育ち』」を支援しますと
あって、こちらも「『親』など」にしなければ、整合が取れないと思います。
あと、基本方針⑤の生涯にわたる自発的な学びを支援しますのところです。前回、私がう
まく伝えられていなかったのですが、この自発的なという言葉が、子どもが小さくて学びの
場に行けないとか、障がいがあって、人が集まる場所には行きにくいとかいう人がいると思
うんです。だから、「自発的」という表現が適切かはご検討いただきたいと思います。例え
ば、「生涯にわたる一人ひとりの学び」とか、「生涯にわたる全ての人の学び」とか。令和２
年 9月に、生涯学習の議論の整理というものが出ています。また、SDGｓの目標の一つに
も教育のことが掲げられています。事務局で文言の整理をしていただければと思います。

○松本市長
では、事務局の方で修正して、また皆さんにお示しするということでよろしいでしょうか。
続きまして、協議事項（２）、「令和２年度子育て・教育関連の主な事業」でございます。事



務局から説明いたします。

○経営政策課企画調整GL
資料４をご覧ください。令和３年度子育て・教育関連の主な事業を記載しております。丸・
新は新規事業、丸・拡は拡充した事業を示しています。
それでは、新規・拡充事業について教育大綱案の基本方針ごとに、御説明します。
基本方針１、まち全体で子どもを育てます、についてです。
母子保健事業、重層的支援体制整備事業については、妊娠期から子育て期において切れ目
のない支援の充実を図るため、ポピュレーションアプローチ、子育て家庭全体への支援回数
を増加するなど、支援体制を整備します。
こども家庭総合支援拠点については、こども家庭、要保護要支援児童、特定妊婦、DV等
への支援の充実を図るため、家庭児童相談員、母子・父子自立相談員を増員します。
産後ケア事業については、産後のメンタル不調等を早期に発見し、産後うつを予防するた
め、産後２週間検診費用の助成を新たに追加します。
保育園管理運営事業についてです。保育士の事務負担を軽減させるとともに、保育の質の
向上や離職防止を図るため、新たに登降園管理等の ICT化に取り組みます。
２ページ目をご覧ください。
児童会管理運営事業については、利用児童数の増加に対応し、受入れ体制を拡充するとと
もに、新型コロナウイルス感染症対策である密集回避を図るため、民間の児童会運営事業に
新たに補助を行います。
コミュニティ・スクールの導入については、学校運営協議会で学校と保護者や地域住民が、
ともに知恵を出し合い、その意見を学校運営に反映することで、子どもたちの豊かな成長を
支える「地域とともにある学校」を目指し、地域の活性化を図ります。
学校教育振興一般事業としては、食育の推進として、生涯学習フェスティバルへの出展、
小中学校における食育教材の製作を行うほか、新たに学校給食フェスタを開催します。
県立佐伯高等学校の魅力化については、県立佐伯高等学校の魅力を高めるため、公営塾を
開講するとともに、下宿費補助制度の拡充を図るなど、同校が取り組む地域に根差した教育
活動や特色ある部活動の充実に向けた支援を行います。
３ページ目をご覧ください。
「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」についてです。
小学校・中学校ＩＣＴ活用教育推進事業については、児童・生徒が高度情報通信社会に対
応できるよう、授業等で情報教育機器を活用できる環境を整備します。
学校図書館活用推進事業については、小学校５校、中学校３校の学校図書館の環境整備及
び図書の更新を行います。
小学校リニューアル事業については、令和３年度から４年度まで、佐方小学校の改修工事
を行います。



小・中学校空調整備事業については、令和３年度から４年度まで、普通教室に続き、特別
教室にエアコンを整備します。
４ページ目をご覧ください。
「基本方針③ いのちを大切にする心を育みます」についてです。
自殺対策事業については、新型コロナウイルス感染症の影響により、自殺へのリスクが高
まっている中で、地域で核となる人・組織に対してゲートキーパー養成講座を実施します。
また、相談窓口カードを印刷・配布します。
「基本方針④ ふるさとに誇りと愛着を持つ心を育みます」についてです。
文化財保存・保護事業については、未指定文化財も含め、地域に存在する文化財を把握し、
その周辺環境を含めて総合的に文化財を保存・活用するための指針として、文化財保存活用
地域計画を策定します。
けん玉製造 100 周年記念事業については、けん玉発祥 100 周年を記念し、関係者や団体、
地域とともにけん玉のさらなる普及につながる企画展等を開催します。
５ページ目をご覧ください。
女子野球タウンについてです。
廿日市市は、昨年 12月、全日本女子野球連盟から女子野球タウンに認定されました。今
後は、連盟とともに、女子野球を通じ、またきっかけとした女性の活躍、子どもたちの夢と
希望がかなうまちとして女子野球タウンの取組を推進します。令和３年度は、女子プロ野球
選手を講師に招いたマドンナジャパン野球教室を開催するほか、佐伯総合スポーツ公園野
球場内のトイレを洋式化します。
スポーツ振興事業についてです。
スポーツへの興味・関心を深めるきっかけを創出するため、２歳から未就学児までの幼児
を対象としたキッズチャレンジスポーツを開催します。
水族館一般管理事業についてです。「いやし」をもたらす美の観賞空間をコンセプトとす
る新展示施設を含めたさらなる魅力発信と誘客強化のため、メディアプロモーションの重
点実施と修学旅行をはじめとする団体の集客に取り組みます。
６ページをご覧ください。
こちらは、令和３年３月補正予算となりますが、市民センター及び市民活動センターにお
いて、ＬＡＮコンセントの整備、Ｗｉ－Ｆｉルータの設置等を行い、双方向のオンライン学
習や、映像・動画等の送受信を含む研修会の開催等が可能な環境を整備します。
以上で、事務局からの説明を終わります。

○松本市長
ただいまの事務局からの説明について、ご質問等ございますでしょうか。



○松本委員
非常に細かい質問で恐縮なんですけれども、３ページの学校図書館の活用推進事業につ

いて、新規事業として挙げられているんですけれども、図書の更新というのは今までもして
いるということでいいんですよね。

○学校教育課
ご指摘のとおり、学校図書の更新については、これまでも一定程度の金額で各学校、対応
しておりましたけれども、学校には図書の配置基準がございまして、その配置基準を満たそ
うとすると、新しく更新する本だけで、古い本を廃棄してしまうと、その基準を下回ってし
まいますので、古い本も学校図書館に置かなければならないといったような実態がござい
ました。
そういった中で、今回、広島県のほうにご寄附を頂いた補助金を活用させていただきまし
て、図書室そのものの環境の整備と、新しい本といいますか、科学系の本であったり、そう
いった子どもの実態に合う本をかなり思い切って購入することができる新規の事業として
おりますので、これを基にしっかりと図書活動の充実を図ってまいりたいと考えております。

○松本委員
どうもありがとうございます。
結構、子どもとかは例えば物語の本とかでも好きな本はすごいぼろぼろになったりします
し、今おっしゃったように科学的なものとかがほとんどないような更新をされていくので、
図書の更新というのは引き続き進めていっていただきたいなと思います。
あと、環境整備と図書の更新を挙げていただいているんですけれども、せっかくそういう
方向で進められているなら、図書室の活用とかをもっとできればいいなと思って、別の会議
で保護者の方のお話を聞くという機会があったんですけれども、そのとき課長さんもいら
っしゃったと思うんですけれども、夏休みのプール開放が酷暑でできなくなって、代わりに
図書室とかを開放してほしいというような希望を述べられていた保護者の方がおられたん
です。なるほど確かにそういう使い方もあるのかなと思って、私は、施設関係の問題とかで
何か難しいところもあるのかもしれないんですけれども、本と図書室がせっかく良くなって
いるので、活用できる機会がもっとできたらいいなと思いましたので、ぜひよろしくお願い
します。

○松本市長
教育長、どうですか。

○奥教育長
先ほど課長のほうからも話をしましたが、廿日市市内のある企業様が広島県の教育委員会



のほうに図書の整備をということで多額の寄附を頂きました。それで、県のほうから廿日市
のほうへ相当数のお金が補助されるというような形になっております。それを原資に、３か
年で廿日市市内の全ての小中学校及び県立学校に環境の整備と、それから蔵書の整備とい
うものを大プロジェクトとしてやろうということで、初年度の今、既に教育委員会の事務局
あるいは学校の関係者等で大体コンセプトを決めて、また最終的には各学校で工夫をしなが
らやっていこうということで決めて、今、準備を進めておりますので、これにはやっぱり相
当な力を入れてやっていきながら、また教育委員さんにもその進捗にも関心を持っていた
だければありがたいというふうに思います。
もう一つ、図書室の開放についてありました。これもいろいろ夏休み等も工夫しながら開
放しておりますので、できるだけその頻度を工夫できるようにできたらというふうに思い
ますし、このたびの図書室の整備に関わっては、子どもが行ってみたいというような、そう
いうわくわく感のあるような、そういう環境整備に努めていきたいというふうに思ってお
りますので、この開放も順次進めていきたいというふうに思っています。

○松本市長
片嶋委員、お願いします。

○片嶋委員
今の教育関係の主な事業を見ながら、教育大綱（案）についてちょっと感じたことがある
んですけれども、よろしいでしょうか。
教育大綱の中の子どもという概念がコロナ禍になってから 18歳未満ということで、廿日
市市の教育大綱が乳幼児期から高校まで、かなり広いところでの視野で学校をつくられる
ということだと思います。
その中で、事業を見ながら感じたのは、方針③の「いのちを大切にする心を育みます」と
いうところで、「市民一人一人が」のところの２行目に、「学校においては、全ての児童・生
徒がお互い関わり合う活動や体験活動を積極的に取り入れるとともに、道徳教育を一層充
実します」、ここに「全ての幼児」を入れる必要があるんじゃないかなとも思ったんです。
学校教育の中に幼児教育が入っておるわけですから。それと、道徳教育は幼児教育ではして
おりませんので、教育の中で含まれるということですから、「道徳教育などを」という形に
なるのかなとも感じました。

○松本市長
ありがとうございます。
どうでしょうか、学校教育課長。



○学校教育課
ありがとうございます。
宮島幼稚園も定例校長会に参加をしておりますし、廿日市市内で取り組むことについては、
幼稚園、小学校、中学校が同じようなスタンスで行いますので、ご指摘のとおり、幼稚園を
含めてこの取組を進めてまいりたいと考えております。

○松本市長
では、これも先ほど山川先生からご指摘いただいたものと一緒に整理させていただいて、
また改めて出させていただいてよろしいでしょうか。
そのほか何かございますでしょうか。
岡本委員。

○岡本委員
２ページに、児童会管理運営事業がありますよね。利用数の増加というのは聞いているん
ですけれども、コロナ禍でなくても、かなりの密集の状態にあるのを聞いたことがあるんで
すよね。今は、それプラス、コロナウイルスということがあって、この事業、それを避ける
ためにどういうところをされようとしているのか、もう少し詳しく教えてもらえますでしょ
うか。

○松本市長
利用数については大変心配をしておりますけれども、その辺の状況について説明いただ

けますでしょうか。

○こども課
こども課長の向井です。
ご説明いたします。児童会のほうは、ここ数年、非常に利用者が増えておりまして、その
対応策といたしまして、新設の児童会を順次毎年つくっているような状況で、来年度４月か
らは、大野に新児童会が新しく運営ができるような形で今年度に完成しております。来年度
は佐方のほうも児童会のほうを新たに建物を新設するという形で、毎年１棟ずつというよ
うな形で増設をしておるんですが、そのスピードに追いつかないぐらい利用者が伸びてい
るという状況です。
一応そういったこともありまして、公立の児童会は当然このまま続けていきますけれど

も、民間の方もやってみたいという方がいらっしゃいますので、民間の児童会に市のほうか
ら補助金を出し、そちらで運営をしていただきたいと思っております。
来年度、特に思っておりますのが、廿日市市の沿岸部、こちらのほうを重点的にやってい
ただきたいというので、今ちょっとお話を進めている案件がございまして、バスを使って迎



えに行って、そのまま児童会を利用していただくということも可能になるということなの
で、１つの学校ということに限らず、複数の学校を支援していただけそうだということと、
あと、民間の児童会の場合、ちょっと公立と違いまして、ある程度特色を持った、ちょっと
融通の利いた時間帯、長時間とか、そんなことも考えていきたいというような話をいただい
ておりますので、早急にそちらの児童会のほうと調整をしていきたいと考えているところ
でございます。

○松本市長
いかがでしょう。

○岡本委員
民間を利用した場合の利用料金といいますか、それは公立と変わらないんでしょうか。

○こども課
料金につきましては、基本的に公立と同じ料金をしていただくと。ただ、本来、市がやっ
ていないような部類、例えば特に朝早くとか夜遅くとか、そういったものは別料金というこ
とになろうかと思っております。ご希望される方はそういった別料金を支払ってご利用で
きると、そういった制度で運営したいと思っております。

○岡本委員
ありがとうございました。

○松本市長
そのほかいかがでしょうか。
山川委員、どうぞ。

○山川委員
ご説明いただいた中の５ページ、基本方針⑤のところです。先ほど、「生涯にわたる自発
的な学びを支援します」というところなんですが、教育大綱のほうの、あるいは先ほどの資
料３と照合したときに、主な事業の大部分がスポーツ関連のものが上がっておりまして、ス
ポーツが大部分と、あと文化という形になっているんですが、多分もう少し幅広い学びの支
援も、主なものという考え方の中でこういうふうにされているのかもしれないんですが、例
えば教育大綱の中の言葉でいうと「誰もが利用できる身近で多彩な学習機会を提供するこ
とにより」ということが、この主な事業から読み取りづらいというところがありまして、市
民の方もなんですが、これを受け止める職員の方にとっても多分一つの指針になると思い
ますので、少し生涯にわたる自発的な学びというものをもう少し広げて掲げていただくこと



をお願いできないでしょうか。

○松本市長
確かにそうです。事業の紹介の仕方にちょっと偏りがあったのかもしれませんけれども、
そのほか何か効果的な事業についての紹介等ありましたらお願いできますでしょうか。
生涯学習課長。

○生涯学習課
山川委員のご指摘のとおり、事業の中にスポーツ以外の生涯学習の部分が掲載されてお

りませんけれども、生涯学習課におきましては、生涯学習推進事業であるとか文化振興事業
におきまして、主には市民センターにおける市民の皆様の活動の場の提供であったり、生涯
学習の発表の場、フェスティバル等で発表の場に取り組んでいるところでございますので、
こういった取組も少し主な事業の中に盛り込めるようなことを考えさせていただきたいと
思います。

○松本市長
教育長のほうから。

○奥教育長
今は総合的な話を課長がしましたけれども、実際には、これは山川委員も教育委員会会議
でもご指摘があった一つに、親プロという、親が学ぶ場をつくっていくということで、これ
を今までも取組を進めていってはおるんですが、来年度以降、この内容をしっかりと学校あ
るいは地域に定着をしていくというようなことを考えていくということが１つございます。
それから、今、学ぶ場としてある例えば民俗資料館が各地域にございます。その中で、現
在廿日市にあるそういう文化財をきちんと保存あるいは活用していくということで、その
活用の計画づくりもしながら、市民の皆様にどういうふうに学習していくか、見ていただく
かというあたりを検討することも一つ大きな視野に入れていくことも事実であります。

○松本市長
いかがでしょうか。

○山川委員
ありがとうございます。
主なものということですので、こういったものを掲げられているというのは理解できま

す。それから、教育長おっしゃっていただいたように、また現代的なニーズに対応したもの
というのも含まれますということで理解をしました。



一方で、もし分かれば教えていただきたいんですが、私が今年度関わった幾つかの市民セ
ンターでちょっと実態として伺ったのが、私や子どもたちが市民センターのサークル団体
として利用させてもらっていたときには、その当時、50以上サークル・団体があったのが、
今は 20 少しになっているというような市民センターのお話を伺いました。
恐らく市民センターは、地域の方にとったら、子どもたちも含めて一番身近なところで、
そういったところが、ある意味のセーフティーネットに働いている部分があるんですが、前
向きな事業も必要ですが、日常的な事業がきちんと維持されているのかどうか、それから必
要なものが展開されているのかどうかというあたりも点検をお願いできればと思っており
ます。
そのあたりサークル団体数というのは把握をされていらっしゃるのかということと、で

きたらそのあたりの推移を、私が伺ったのは２センターだけだったので、全体としての話を
もし分かれば教えていただきたいと思います。

○松本市長
お願いします。

○地域政策課
地域政策課の地域活動施設担当課長の二反田と申します。市民センターを担当しておりま
す。今、山川委員が言われたように、クラブの減少は確かにどのセンターも高齢化で、クラ
ブを組織されている方が高齢者が多いことによって活動が困難ということが原因で、減っ
てきている実情があります。現在、市民センター利用者が高齢者が中心となっているという
ことが主な原因となりますので、そのあたりの改善も取り組んでまいっているところでご
ざいまして、センターにおいては新たに学習、特に最近、音楽系のグループが増えつつあっ
たり、そういったところに少し皆さんが参加できるような環境づくりをつくってまいりた
いと思っておりますし、新たな利用者を増やすための何か取組をしていきたいというのは考
えています。
以上でございます。

○山川委員
例えば広島市もやはり同じように、高齢化によってどんどん公民館のグループ・団体数と
いうのが減ってきているんですけれども、高齢者の方が減った分、高齢者の方をまた入れて
いくということも１つですし、それから先ほどおっしゃったように、新規のというところで、
子どもたちにとって身近な放課後を過ごす場所という形に展開をされているところもあり
ますので、少し周辺市町の状況等を調べていただいて、広島市だとチャレンジサークルデー
といって、いきなりサークルに入ると、つながりが固定化されるので怖いという、そういう
地域の住民の声を聞いて、ちょっとお試しのグループ・サークル日をつくりましょうとか、



そういうのもされているようなので、何かそういう部分も少し出していただいたほうが市民
センターの職員の方がご自身たちでちょっと前向きに取り組めるのかなということでのお
願いです。すみません。長くなりました。

○松本市長
地域政策課長。

○事務局（二反田課長）
今のご意見を参考にさせてもらって事業を進めていきたいと思います。よろしくお願い

いたします。

○松本市長
そのほかいかがでしょうか。
岡本委員、お願いします。

○岡本委員
④ふるさとに誇りと愛着をもつ心を育みますのところで、体験活動が織り交ぜられるよ

うに進めていただきたいと思っています。
シティプロモーション事業では、市内の小中学校、高等学校のふるさと学習が書かれてい
ます。子どもが地域の活動に参加する、そういった体験がふるさとへの愛着につながってい
くような気がするんですね。それで我々もですけれども、これからもぜひふるさと学習を進
めてもらいたいし、何らかの形でまちづくりに子どもたちが参加できる、そういうものをつ
くっていっていただいたら、地域の方へも何かしら積極的に関わってもらったらいいんじ
ゃないかなと思って、ふるさと学習をこれからも続けてもらいたいと思っています。

○松本市長
今のご意見は、ふるさと学習のさらなる推進と、まちづくりへの子どもたちの参画という
ご指摘ですけれども、いかがでしょうか。
学校教育課長。

○学校教育課
このふるさと学習、我々としても特定の地域に偏ることなく、廿日市市内の様々な地域の
子どもたちが周囲の皆様に対して学んでいることを発表する場を持つように工夫をしてま
いりました。今回はこういったコロナ禍でございましたのでオンライン形式で動画サイト
のほうにも動画を流して見ていただいたところですが、市民の方々は非常に、子どもたちは
ここまで考えているのかと大変うれしい気持ちがしたというような声も聞いております。



今年、高校では新たに廿日市西高校さんがご参加をしてくださったり、我々としても一定
程度の成果は感じつつも、やはり次のステップといいますか、もう一段階先に行きたいとい
うこともありますので、次年度の県の教育委員会が進める「本質的な問い」あるいはＰＢＬ
といった課題解決的な学習の単元として、総合的な学習の時間におけるふるさと学習を位
置づけ、今ご指摘があったように、さらにまちづくりに生かす、あるいは地域の皆さんと一
緒に課題を解決していくようなダイナミックなふるさと学習にさらに取り組んで充実を図
ってまいりたいと考えております。

○松本市長
シティプロモーション室長。

○シティプロモーション室
シティプロモーション室の松尾です。よろしくお願いします。
ふるさと学習ですけれども、教育委員会と市長部局と連携してさせていただいておりま

す。子どもたちにまちに愛着を持ってもらって、シビックプライドを醸成するというところ
で、すごく大事な事業になっていると思います。
これまでも中国新聞で３回ほど「ヤングスポット」のほうに子どもたちの意見が出ました。
それを見ますと、本当にふるさと学習をすることによって地域が好きになった、まちのよさ
が分かったという意見を子どもたちが述べていました。本当にすごく市にとりましても大事
な事業と考えておりますので、引き続き教育委員会と市長部局が強力なタッグを組みまして
推進していきたいと思いますので、よろしくお願いします。

○松本市長
そのほかいかがでしょうか。よろしいですか。
それでは続きまして、協議事項（３）令和３年度廿日市市総合教育会議についてでござい
ます。事務局から説明をお願いします。

○事務局（経営政策課企画調整GL）
令和３年度の総合教育会議の意見交換テーマについて、事務局案としましては、現在策定
中の第２期廿日市市教育大綱に掲げる５つの基本方針に基づく事業、さきほど令和３年度
の子育て・教育関連の主な事業でご説明しました事業が中心になると思いますが、この中か
ら事業を取り上げ、その取組状況などについて意見交換などを行ってはどうかと考えており
ます。
事務局案としましては、例えば「まち全体で子どもを育てます」において、令和３年度か
ら新たに実施するコミュニティ・スクールの取組など、こういった新たな取組もテーマとし
ては考えられると思っております。



以上が事務局側からの説明になります。

○松本市長
ただいま事務局から説明がありましたが、一つの例として、コミュニティ・スクール等の
ということですけれども、委員の皆様からご意見等ございましたらお願いいたします。
山川委員、何か。

○山川委員
まず、第２期が始まりますので、その進捗というところで何かご報告いただきながら、少
し意見を交わすというのは私もいいかと思います。

○松本市長
それでは、今、山川委員からもご意見いただきました２期のご報告をさせていただきなが
ら、また事務局に整理していただくということでよろしいでしょうか。
ありがとうございます。
それでは、最後に一つ、私のほうから委員の皆様にお願いがあります。
皆さん、もう既にお聞き及びかと思いますけれども、令和３年３月 31日をもちまして奥
教育長が退任をされます。教育委員会と市長部局との連携強化が叫ばれる中、本市の教育行
政に多大なる貢献をいただきました。第２期の教育大綱もまとまりまして、今後の教育行政
の推進に当たって教育長からお言葉をいただきたいと思います。
お願いします。

○奥教育長
今、市長から紹介をいただきましたけれども、この３月 31日をもって退任することにな
りました。これまで、先般の教育委員会会議でのお話も委員さんにはさせていただいたので
すが、大変お世話になりました。皆さんと関わる中で、いろいろ私も学ぶことの多かったと
ころであります。ありがとうございました。
さて、大綱を議論する中で、やはり幾つか話がある中で、「ふるさと廿日市」に愛着と誇
りを持ちながらということを大事にするというところであります。やはり廿日市のよさを
子どもたちに知らせていって、あとは考えていくという取組は極めて私は大事なことだと
いうふうに思います。
先般来、中国新聞に美術ギャラリーの学芸員が継続的に小林千古さんの地御前の画家の

紹介をしながら、それを振り返りながら記述されています。例えばでありますが、そのよう
に地御前のところにそうした方がおられるというようなことを学びながら、ただ単に画家
のことを学ぶだけではなくて、その時代の背景であったり、その時代の地域がどういう状態
になっておったのかと広く学ぶような機会がふるさとにはたくさんあるような気がします。



ぜひこの事業が、教育委員会だけではなくて、市長部局とも一緒になってやっていく事業で
ありますので、これが本当に普及をして、子どもたちが本当に廿日市のことを思いやる、そ
ういう気持ちにつながっていくことを私も強く願っております。
それと、もう一つ、方針①であります「まち全体で子どもを育てます」という、こういう
フレーズはやはり今までも大事にしてきておるところでありますけれども、これからも、ま
ち全体で子どもを育てていくという、そういう体制づくりがいつの時代でも求められると
ころだというふうに思いますので、また、これに向けたいろんな施策の充実というものをお
願いしたいと同時に、私もこれからいろいろご支援をさせていただければというふうに思
っています。
それと、さっき投書の話がありましたけれども、私もいい投書だなと思ったのが、子育て
ではないんですが、子ども・子育ての方が２、３日前に中国新聞に投書されて、子育てがな
かなか不安であったけれども、相談員の方がアドバイスを幾つかしてくださって、そのおか
げで今の自分があるという廿日市の方が投書されておりました。それもやはり間接的では
あるんですが、親に対してそういう援助をしていくという廿日市のよさがその辺にも表れ
ておるんではないかというふうに思います。
ぜひ廿日市全体で子どもを育てるというようなことがこれからも広く普及することを願

いまして、ちょっと雑多なお話だったかも分かりませんが、お礼と感想を述べさせていただ
きます。ありがとうございました。

○松本市長
教育長、本当にありがとうございました。
教育長の退任を惜しむ声が議会の中でかなりありまして、皆さん残念がっていました。ま
た、教育委員会、教育委員の皆さんも本当に奥教育長と一緒にいろんなご苦労をいただいた
と思います。心から感謝をいたします。
実は、ここから先はシナリオになかったんですが、教育長に教育委員の皆さんから何か一
言ずつお言葉をいただければなと思いますので、山川先生が最後ということで一言ずつ。

○片嶋委員
それでは、どうも長い間、お疲れさまでした。本当に奥教育長さんからいろんなことを学
んできたように思います。廿日市のまちづくりということで、私も廿日市をもう一遍見直し
た次第です。どうもありがとうございました。

○松本委員
私も就いた当初から教育長にお世話になりまして、本当に何も教育関係は全く理解が浅

い中からいろいろと教えていただいて、本当にありがたく思っています。
こんなことを言ったら失礼かもしれないですが、本当にこういう校長先生とかがおられ



たら子どもが喜ぶだろうなとか、いつもちょっと心の中で思っておりました。今回コロナと
かで本当に大変な時期だったと思うんですけれども、リーダーシップを取っていただいて本
当に感謝しております。ありがとうございました。

○大島委員
２年前ですかね、本当に私は教育は全く縁のないところから電話があって、初めて教育長
に会ったときに、何で僕なんか呼ばれたんだろうということが最初の本当に率直な感想だ
ったんですけれども、さっき言われたように、本当に人柄がいい方なので、奥教育長に言わ
れたら、すぐ、分かりましたと即答したのをすごい覚えています。
私のほう、本当に先ほど言われたような話で、子どもを育てるとか、あとはＩＣＴ関係の
ことに関してはやってきたところでもあるし、まちづくりも関わってきたことなので、そう
いったところを思いを継いでいけたらいいと思っています。
個人的に、名前が漢字の「典」というのが、私も久典で、同じ漢字が入っていますので、
その思いを継いでいくというところで、今後、力になれればなと思っています。本当にあり
がとうございました。

○岡本委員
教育長、お疲れさまでございました。
第一線で責任を感じて大変だというのは、いつも思っていました。教育長さんのお人柄と
いうのが廿日市のカラーになっていますけれども、ちょっと離れたところから見ていても、
まとまっていて、そういう中心に教育長さんがおられるということで、思いがけず教育委員
会にというお話があったんですけれども感謝をさせてもらっていますし、感謝しかない。ど
うぞお体に気をつけて、これからもご活躍いただけたらと思います。本当にありがとうござ
いました。

○山川委員
僭越ながら最後に、先日、教育委員会会議で、皆さんも突然だったんじゃないんですかね、
急遽お辞めになるというようなご発言を聞いて、本当に、その後の会議は、私、少し記憶に
ないぐらいの実はショックを受けておりました。
やっぱり９年間という間に、本当にいいこともあったと思うんですが、閉校というような
ところもございましたし、それからお母さまのご葬儀のほうにも行かせていただいたりと
いうことがあったりということで、本当に様々公私の中でいろんな思いをされている中で
も、それでも廿日市の教育、子どもたちのことをというのを一日たりとも忘れられたことが
ないんではないかと思っています。お人柄を超えたところで、いつも目が覚めたら
子ども達のことを考えて、寝られるときも頭の中に何かが引っかかっているようなことで
９年間過ごされたんではないかというのを感じている中で、いや、でもだからこそ、私も含



めて皆さんも自由に発言をさせていただいて、思いを語らせていただいたようなところが
あるように思います。
そうした、ある意味廿日市の良心が今回去られるという中で、それを私たちがどう引き継
ぐのかということについては、もう少し時間をかけて行動で示していく中でしかお見せする
ことができないので、ぜひ引き続いて見守っていただけたらと思っています。
先生方がご退職されるときに、これでようやく桜が落ち着いて見られるというようなこ

とをおっしゃっていて、世界が違うのよということを私よく伺ったりしています。教育長も
ご退職後にこういう形でずっと動いていただいていましたので、なかなかゆっくり春を過
ごされることもなかったかと思いますが、ぜひ少しゆっくりしていただいて、その後はまた
私たちを見守っていただけたらと思います。本当に９年間どうもありがとうございました。

○松本市長
それでは、進行を事務局に返します。ありがとうございました。

○事務局（金谷経営企画部長）
ありがとうございました。
それでは、以上をもちまして、令和２年度第３回総合教育会議を終了させていただきます。
本日はどうもありがとうございました。


