
1 

 

○事務局（金谷経営企画部長） 

 定刻となりましたので、令和元年度第１回廿日市市総合教育会議を開会いた

します。 

 本日はご多用の中ご出席をいただきまして、まこと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、議事録の要点を公表することといたしておりま

す。 

 また、本日の会議には、報道関係の方も傍聴に来られておりますので、あら

かじめご報告をいたしておきます。 

 本日の会議ですが、お手元にお配りをしております次第に沿って進めてまい

ります。 

 初めに、次第２、廿日市市長、眞野がご挨拶を申し上げます。市長、よろし

くお願いします。 

○眞野市長 

 本日はお忙しいところ、令和元年度第１回廿日市市総合教育会議にご出席い

ただき、まことにありがとうございます。また、日ごろから本市の教育行政の

推進に多大なるご尽力を賜り、心から感謝を申し上げます。 

 さて、近年の技術の発展により、ＡＩやＩｏＴ、ビッグデータを活用したテ

クノロジーが身の回りにあふれ、私たちの生活はより豊かになってきておりま

す。こうした超スマート社会の到来により、Ｓｏｃｉｅｔｙ５．０に向けた人

材育成が求められています。文章や情報を正確に読み解き、対話する力など、

共通して求められる力の育成や、技術革新の発見や創造、そしてその活用がで

きる人材など、新たな社会を牽引する人材を育成する教育が必要となっていま

す。 

 さらには、いじめや虐待、いつ起こるかわからない自然災害などから尊い命

を守ることも求められており、行政のみならず、学校や地域が連携して一人で

も多くの子どもが健やかに成長できるまちづくりを進めていく必要がございま

す。 

 この総合教育会議におきましても、市長部局と教育部局の連携が深まる会議

となることが重要でございます。教育委員の皆様には忌憚のないご意見を賜り

たいと思いますので、よろしくお願いをいたします。 

○事務局（金谷経営企画部長） 

 ありがとうございました。 

 次に、次第３、出席者紹介でございます。 

 委員名簿の順に私のほうでお名前をお呼びいたします。 

 奥典道様。 
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 山川肖美様。 

 澁谷憲和様。 

 松本美子様。 

 岡本美紀子様。 

 片嶋学様。 

 市長は、先ほどの挨拶をもって紹介とかえさせていただきます。 

 続きまして、次第４、協議事項でございます。 

 協議の進行につきましては、市長により行います。市長、よろしくお願いい

たします。 

○眞野市長 

 本日の議題は、（１）児童虐待対策について、（２）幼児・児童・生徒の防

災対策についての２点でございます。 

 まず、（１）児童虐待対策について、意見交換をしたいと思います。 

 初めに、児童虐待対策の本市の取り組み状況等について、担当部署から説明

をしてください。 

○子育て応援室 

議題（１）の児童虐待対策についてご説明をします。 

 初めに、子育て応援室の紹介をします。 

 子育て応援室には、母子保健事業を担当している保健グループと、虐待対応

相談・ＤＶ相談を受け、要保護児童等の協議会を主管する支援グループがあり

ます。平成29年度に妊娠・出産から子育て期まで切れ目のない支援を一体的に

行っていくため、子育て応援室（ネウボラはつかいち）を設置しています。支

援グループは、家庭での子どもの養育に係る相談及びひとり親に係る相談を受

け付けており、保健師、元保育園長、社会福祉士、相談員５名が在籍していま

す。養育支援が必要な世帯から子どもや家庭におけるさまざまな総合相談に対

応していますが、そのうち６割以上が児童虐待となっています。 

 ２ページをごらんください。 

 こちらは平成30年３月、東京都目黒区のアパートで当時５歳の女児が父親か

らの暴行直後に死亡した事件で、女児が自宅に手書きの文書を残していたもの

です。警視庁が明らかにした文書の内容の一部です。私たちは、廿日市市の子

どもたちがこのような事件に遭うことがないよう、死亡事件が発生しないよう

真摯に取り組んでいます。 

 ３ページをごらんください。 

 平成12年に深刻化する児童虐待の予防及び対応方策とするために、児童虐待

の防止等に関する法律が制定されました。法では、児童虐待を児童の人権を著

しく侵害し、その心身の成長、人格の形成に重大な影響を及ぼすものとし、将

来の世代の育成にも懸念が及ぶことに鑑み、児童虐待の禁止・予防・早期発見
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等、防止に関する国、地方公共団体の責務を明らかにし、虐待を受けた児童の

保護・自立の支援のための措置等を定めることにより、児童虐待の防止等に関

する施策を促進し、児童の権利利益の擁護に資することを目的としています。 

 なお、児童福祉に関する法律としましては、昭和22年に制定された児童福祉

法があります。こちらの第１条には、全ての児童は児童の権利に関する条約の

精神にのっとり適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され保

護されること、その心身の健やかな成長及び発達並びにその自立が図られるこ

と、そのほかの福祉を等しく保障される権利を有すると記しています。また、

法の上では、18歳に満たないものを児童としています。 

 ４ページをごらんください。 

 児童虐待については、児童相談所への虐待対応相談件数が一貫して増加を続

け、2017年度には13万件を超えています。数日前の新聞報道では、厚生労働省

のまとめで全国に児童相談所が2018年度に受けた相談が15万9,850件に上がっ

たと伝えられています。 

 冒頭でご紹介しました平成30年３月、目黒区で女児が虐待により死亡する事

件が発生し、政府は児童虐待防止対策総合強化プランを策定するなど、取り組

みを進めているにもかかわらず、平成31年１月、千葉県野田市において関係機

関がかかわりながら児童虐待による死亡事件が発生するなど、深刻な状態が続

いています。それを受け、同年３月19日、児童虐待防止対策に関する関係官僚

会議により、さらなる徹底・強化が示されたところです。こちらは資料に４つ

の項目を挙げているところです。 

 続きまして、５ページをごらんください。 

 実際に虐待通告が入ったときの流れを記載しています。児童虐待に係る通告

義務は児童福祉法及び児童虐待防止法に記載されており、全国民に課せられた

義務となっています。また、中でも保育園、幼稚園、学校関係者には早期発見

に努める必要があるとされています。児童虐待防止法第６条では、虐待通知先

に福祉事務所、児童相談所を規定しており、廿日市市においては、福祉事務所

内の虐待対応主管課である子育て応援室と廿日市市を管轄する児童相談所であ

る西部こども家庭センターが虐待通告先となっています。 

 なお、広島県内では、東部、西部、北部の３カ所に児童相談所、こども家庭

センターがあり、廿日市市を管轄している西部こども家庭センターは、呉市、

竹原市、大竹市、東広島市、安芸高田市、江田島市、安芸郡、山県郡、豊田郡、

廿日市市の７市３郡を管轄しています。 

 ６ページをごらんください。 

 虐待の通告を受けた後の行動の流れとなっています。先ほどご説明しました

ように虐待と思われる状況を知った場合、速やかに通告をする義務があります。

通告先は県西部こども家庭センター、また、児童相談所の全国共通189（いちは
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やく）及び廿日市市役所子育て応援室に通告が入ります。中央の廿日市市から

伸びている矢印をごらんください。 

 通告として受理した場合、情報収集として世帯の状況を確認し、同じ世帯に

兄弟がいないかどうかの確認をします。安全確認のため、被害児童だけでなく

世帯兄弟全員の状況確認に努めます。ルールでは48時間以内に安全確認、安否

確認をすることとしています。それから緊急受理会議にて虐待通告として受理

したケースでは、その場で協議し、初期対応を検討します。緊急性、専門性、

重症性を判断した上で西部こども家庭センターへケース対応を依頼することも

あります。 

 別紙１にもこの図が書かれていますが、こちらは後ほどご説明します要保護

児童及びＤＶ対策協議会代表者会議で連携している機関に提供し、こういった

流れで対応してほしいとお伝えしています。また、市内の公立保育園では、職

員全員に共有できるよう依頼しています。 

 ７ページをごらんください。 

 児童虐待の対応は、１つの組織だけではなく、児童を守るためのネットワー

クを構築して見守り・支援を継続していくことが不可欠です。法律上、要保護

児童対策地域協議会、略称で要対協として各市町村に設置するよう努力義務が

課されています。 

 別紙２に組織図を示しています。そちらをごらんください。 

 要対協には、広島県西部こども家庭センター、医療機関、保育園・幼稚園や

各学校、また、平成31年度からは特別支援学校も協議会に入っていただいてい

ます。要対協があることで、法律に守られた形で情報交換・情報共有をするこ

とが可能になります。また、要対協では、毎年１回、代表者会を開催し、関係

機関の連携強化、情報共有を行っています。 

 それから実務者会議、左下のほうの青いところになります。毎年定期的に開

催し、実務者による児童の情報公開、実態把握、ケースの総合的把握などを行

っています。廿日市市は３カ月に１回の割合で開催するようにしています。 

 また、右側の下、個別ケース検討会議では、相談・通告を受けたケースで必

要に応じ関係機関に呼びかけ、これからの処遇を検討しています。 

 ８ページをごらんください。 

 廿日市市の要対協は、平成18年に設置しており、平成28年６月付でＤＶの対

策を包含した協議会となっています。夫婦間の暴力での面前目撃による心理的

虐待も多くあり、全国ニュースでも度重なり報道された沖縄県から千葉県野田

市に転出したケースでは、父から母へのＤＶ、父から子どもへの身体的虐待が

ありました。本市でも対応しているケースでも、家庭内でのＤＶと虐待の両方

が潜んでいることが多くあります。要対協の協議対象ですが、表の下のとおり、

要保護児童、要支援児童、特定妊婦ＤＶ被害者となっています。 
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 ９ページからは、平成30年度の廿日市市の虐待対応の状況をグラフで示して

います。これは児童虐待の相談件数で、右側に廿日市市、左側に西部こども家

庭センターの全体のグラフをあわせて掲載しています。グラフのとおり、本市

の相談件数は年々増加しています。 

 また、別紙３に広島県内の市町別児童虐待相談対応状況を資料として配付し

ています。詳しくはまた後ほど見ていただければと思いますが、廿日市市は、

県内では広島市を除き、呉市、福山市に続き３番目に虐待相談対応件数が多い

状況です。その背景には、保育園や学校、また小児科など、要対協の関係機関

が早期発見の役割を認識し、小さな虐待に気づいて市及び児童相談所のほうに

通告をしていることが影響していると考えています。 

 10ページをごらんください。 

 こちらは児童虐待の相談の種別となっています。児童虐待の定義は児童虐待

防止法に明記されており、身体的虐待、性的虐待、心理的虐待、ネグレクト（育

児放棄）の４つの行為類型が規定されています。西部こども家庭センターと廿

日市市では、割合的にはほぼ同じ形になっています。また、面前ＤＶや暴言な

どの心理的虐待が最多です。また、年々割合的にも増加の傾向にあります。 

 11ページをごらんください。 

 児童虐待相談の相談経路です。西部こども家庭センターと市とでは、相談が

入ってくる経路が違っていますが、平成30年度、市への相談経路では、児童相

談所からのものが一番多く、続いて学校、保育園がほぼ同じ割合で入っていま

す。 

 具体的には、児童相談所からは、児童相談所に警察や一般の方から通告が入

り、それが廿日市市の児童である場合に調査依頼という形で相談が入ってきま

す。また、廿日市市に学校から連絡があるものは、例えば連絡のない欠席、連

絡があっても７日以上続く欠席、また、いじめアンケートの中に親からたたか

れているといった記載があったという相談などが学校から入ります。保育園か

らも長く欠席が続いたり、子どもの顔や腕にあざがあったりといった状況を確

認し、市に報告が入ります。 

 12ページをごらんください。 

 児童虐待の被児童虐待児の年齢です。こちらも西部こども家庭センターと廿

日市市ではほぼ同じ割合になっています。また、０歳から３歳未満の子どもた

ちの虐待に対しては、母子保健グループとの連携により、妊娠期からのかかわ

りを持つことによって育児への不安を感じている妊婦に寄り添い、相談を受け、

虐待予防に努めることを大切に考えています。 

 13ページをごらんください。 

 児童福祉法第33条に規定しているとおり、児童虐待に対し、児童を一時保護

できるのは児童相談所のみです。さらに子どもの安全が守られない場合は、保
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護者の同意がなくても児童相談所が職権により一時保護できると規定されてい

ます。一時保護の期間は二月を超えないと規定されており、このグラフからも、

中央にございます55件、40％の子どもたちが一時保護解除により帰宅をしてい

る形になっています。政府では一時保護解除後の対応を大変重視しており、関

係機関の情報共有、かかわりの役割分担など、子どもの安全の確保ができる体

制を確認しながらの一時保護、また、その復帰後の支援に力を入れるように示

しています。 

 14ページをごらんください。 

 本市が児童虐待の対応について留意していることに関係機関との連携と共通

認識を挙げています。要保護児童、要支援児童、特定妊婦の早期発見や適切な

保護・支援を図るためには、例えば市と学校など、関係機関が当該児童に関す

る情報、今何が起こっているのか、どう支援していくか、子どもの見守りや保

護者への対応について共有し、適切な連携のもとで対応していくことが重要で

す。保育園や学校など、子どもたちが所属する場所で小さな変化に気づき通告

する、適切な対応をする、そういったことが虐待予防では大切です。それから

スピーディーな対応、48時間ルールを守ることを心がけて対応しています。 

 48時間ルールについては、平成19年１月に児童相談所運営指針が出され、安

全確認に関する基本的ルールとして48時間が望ましいとされていましたが、近

年、児童虐待について児童相談所では虐待の対応件数が年々増加の一途をたど

っており、子どもの生命が奪われるなど、重大な事件が後を絶たないことから

深刻な問題として捉え、虐待通告受理後、原則48時間以内に児童相談所や関係

機関において直接子どもの様子を確認するなど、安全確認を実施しなさいとい

う全国ルールを改めて示しています。 

 本市で通告があった場合、保育園や小学校、中学校に所属している場合は、

連絡をとって出席しているかどうかを確認し、０歳児のように所属がない幼児

の場合には、訪問により安否の確認を行っています。また、本市において冒頭

にお伝えしたような重篤な事案は発生していません。 

 15ページをごらんください。 

 今後の取り組みとして、主に３つの点から取り組みを進めていきます。 

 １つ目が虐待の未然防止です。近年、核家族化や地域のつながりの希薄化な

どにより、子育てに周囲の手助けを求めにくくなっている状況がございます。

地域とのつながりがなく、家庭の中でのみ子どもを育て、不安や悩みを相談す

ることができず、１人で子育てを抱え込むことがないようにより強化したい点

が妊娠期からの対応です。子育て応援室、ネウボラはつかいちとして妊娠期か

ら寄り添った支援を大切にしています。厚生労働省が示している「子ども虐待

対応の手引き」にも、市区町村の母子保健部門との連携の大切さを述べており

ます。母子保健では、母子手帳の申請から、出産に不安を感じている妊婦への
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支援、４カ月健診や１歳半健診、３歳児健診により継続して母子とのかかわり

が持てています。その中でも訪問を拒み、子どもに会えない事例については、

要支援家庭として要対協において次の支援につなぐ必要があります。 

 本市では、子育て応援室に母子保健部門と支援部門を設置しており、多くの

母子保健事業を通じて虐待が疑われる事例を把握することが少なくなく、連携

を密にすることで早期対応が可能になり、対応の幅も広げることができていま

す。 

 今後の取り組みの２点目、16ページをごらんください。 

 連携の強化です。要保護児童及びＤＶ防止対策地域協議会との連携について

は、先ほどお伝えしましたが、廿日市市の虐待対応能力を上げるためには、学

校、保育園、医療機関など、関係機関との連携の強化、さらに関係機関の機能

強化、レベルアップが必要と考えています。 

 具体的には、虐待を疑う状況に気づく、迅速な対応ができる、協議において

支援の方向性を定め、より的確な対応ができる、その仕組みを充実することに

より、子どもたちの安心を保っていけると考えております。 

 今後の取り組みの３点目、17ページをごらんください。 

小さな気づきから通告数が増え、それに対応するための体制強化を図ること

が必要となるということを考え、体制強化をあげています。児童虐待相談件数

が国において年々増加する中、平成28年に成立した児童福祉法の一部を改正す

る法律により、身近な場所で継続的な支援を行うため、市町村は子ども家庭総

合支援拠点の設置に努めることとされています。 

 さらに冒頭でご紹介した目黒区で発生した児童虐待の事案を受け制定されま

した児童虐待防止対策総合強化プランにおいても、2022年までに全市町村に支

援拠点を設置する目標も打ち出されています。本市においては、虐待対応件数

が年々増加の傾向にあり、支援拠点を設置し、相談体制の強化を図りたいと考

えています。その中で子どもや保護者に寄り添い、継続的に支援し、子どもの

虐待の発生を防止することが重要と考えています。 

 現在、子育て応援室では、ネウボラ機能と家庭児童相談室としての機能を一

体的に行っていますが、必要な人員体制を整えること、また、機能強化を図る

ことによってこれからの廿日市市の子どもたちへの虐待の件数を減らす対応を

し、小さな案件で抑える、そういった取り組みを進めてまいりたいと思います。 

 以上で子育て応援室からの説明を終わります。 

○眞野市長 

 ただいまの説明にもありましたとおり、廿日市市においても児童虐待事案数

は年々増加をしております。虐待による子どもへの影響は大きく、身体や知能、

精神面、対人関係など、さまざまな悪影響を及ぼし、さらに次の世代に引き継

がれてしまうおそれもあります。このため児童虐待の発生予防や早期発見に向
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けて学校や地域などの関係機関と連携して取り組んでいるところでありますが、

本市の児童虐待対策について、ご意見、ご質問、今後に向けたアドバイスなど

があればよろしくお願いをいたします。 

○山川委員 

 ２点質問をさせていただいて、１点、関連で意見を述べさせてください。 

 １つは、今、虐待が表面化している件数をおっしゃられましたが、増え続け

ているということは、潜在的な層があるのではないかと考えており、５、６年

前の調査では、乳幼児を持った親を対象に、子どもを無視したことがあると回

答した親が８割もいました。そして、子どもをたたいたことがあると回答した

親は５割いました。これらの潜在的な世帯の把握はできているのかというのが

１つです。 

○子育て応援室 

 １歳６カ月健診や、３歳６カ月健診、それから乳児においては４カ月健診が

あり、育児状況や、お母さんの体調、子どもさんに対していらいらするとか、

たたいたことがあるとか、そういった項目を記載してもらうようにしており、

個別面談のときにお母さんがその項目にチェックされていれば、そのときに相

談対応し、必要があればその後、また継続した対応をしていくということをし

ております。 

○山川委員 

 慶應義塾大学の前野先生が子どもの幸福学を研究されている中で、４つの因

子が必要だと言っています。１つ目は、子どもが常にチャレンジしてみようと

思えること。２つ目は、ありがとうと言ってもらえ、人にも言えること。３つ

目は、何が起きても何とかなると思えること。４つ目は、ありのままの自分を

受け入れてもらえること。これら４つが大切であり、虐待している意識がない

潜在的な保護者たちに対しても何らかの手を打っていく必要があるのではない

かと思います。 

 そして、虐待件数が廿日市市内の中で地域によって偏りがあるのかが気にな

っており、地域によって特性が違うと、虐待の件数との関係があるのかないの

かということがあるので、地域によって虐待件数に差があるかを教えてもらい

たいです。 

○子育て応援室 

 子どもの数に関係なく、地域によって虐待の通告件数が多いという地域はあ

ります。 

○山川委員 

 隣近所とのつき合いがあるか、困ったときに助け合える人がいるか、といっ

た市民アンケートをとられているので、地域ごとに分析してみても良いと思い

ます。また、直接的に行政ができることと、地域の中でやっていただけること
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が整理できるのではないかと思います。 

○眞野市長 

 近所付き合いが昔と比べて少なくなっているなかで、そういった生活環境の

変化などが虐待の相談件数の増加にも影響を及ぼしていると思います。 

○子育て応援室 

 学校や保育園に通っていない子どもに対しては、地域や近所の方からの通告

が必要ですので、近所付き合いが少ない地域や世帯では、まだ把握できていな

い虐待があると思います。 

 子育てをしているお母さんの孤立というのは、昔に比べると大きくなってき

ていると思っていますので、地域とのつながりが持てない状況を変えていく必

要もありますし、お母さんたちが集まれる場所を充実させていくことも必要で

あると思っています。 

○片嶋委員 

資料１の９ページと別紙３の相談件数のなかには、緊急性の高い相談からそ

うでないものまで含まれており、緊急性の高い相談は西部こども家庭センター

が対応し、保護者への指導を行っていますが、廿日市市子育て応援室では、通

告が入ればどういった保護者への指導を行っていますか。 

○子育て応援室 

廿日市市子育て応援室においても、対応方針に沿った対応をしており、子ど

もの気持ちを聞いて、保護者への指導を行います。緊急性の高い案件について

は、児童相談所へも報告します。 

○片嶋委員 

０歳から３歳未満の間に虐待があり、保護者への指導を実施したあとは、そ

の後は虐待をしないようになるのですか。歳をとるにつれて、ケースは消滅し

ていきますか。 

○子育て応援室 

 虐待通告のケースは、要保護児童対策協議会で対応していきます。そしてそ

の中で保護者の指導や子どもたちの見守り等によって経過を追っていき、年４

回の実務者会議によってその状況確認をしていきます。そのうちの３回ぐらい

が安定してきたら終結とします。もちろん、前回終結したケースがまた復活し

てくるということも度々あります。一人ひとりのケースを継続的に記録して、

切れ目のない支援に取り組んでいくことが必要です。 

○岡本委員 

 今お話があったように、切れ目のない支援を目指しておられるということは

本当にありがたく思っています。私自身、小学校にいたときに重篤な虐待のケ

ースに関わったことがあります。 

 子どもに危険が及ぶため、一時保護するにもかかわらず、翌日には、保護者
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が来てつれて帰ります。１日で親の行動や生活環境が変わることはないため、

保護しておきたいですが、やはり親権が一番強いのだと感じました。もう少し

児童相談所に子どもを保護する権限があっても良いのではないかと思います。 

 そして、資料１の13ページ、これは西部こども家庭センターの資料で、一時

保護した後の対応では、帰宅が55件で一番多くなっていますが、帰宅後のフォ

ロー体制を教えてください。 

○子育て応援室 

 一時保護解除後、自宅に戻られた人のケースについては、保護者の面談を定

期的に行い、関係機関で子ども、家庭を見守っていきます。また、親支援のた

めのペアレントトレーニングを行いながら保護者との関係を保っていき、子育

てに役立ててもらうようなスキルを伝えながら支援しています。 

○松本委員 

 要保護児童対策地域協議会において、地域で連携して見守っていく体制は、

緊急性が高いケースであると思いますが、個別のケース会議が開かれないケー

スや、緊急性がそこまで高くはないというふうに判断されたケースも何かしら

の支援が必要であると思いますが、そういったケースはどういう支援をしてい

ますか。 

また、今後虐待の件数が増加する中で、個別のケースを支援していくあり方

というか、行政がどこまでカバーできるのか、どう対応していくのかというと

ころで、地域のつながりとか、共助の部分を強化する取り組みは必要であると

思います。 

○子育て応援室 

 被害を受けた子どもが様々な関係機関にわたっている場合は、共通認識のも

とで子どもたちを見守り、何かあったときにすぐに情報が集約できるといった

体制が必要になりますので、個別ケース会議をします。個別ケース会議のない

場合は、その対応方針については担当部署で決めていきますので、担当の職員

がかかわりを定期的に持つということになります。どちらにしても支援計画に

基づいたサポートをしていきます。 

地域とのつながりについては、例えば阿品台東小学校で朝ご飯を提供してく

ださるなど、それぞれの地域で実施をしてくださっています。地域の日常的な

見守りにより、虐待を防ぐことにもつながると思いますし、地域学校協働本部

や、地域の方たちが広く見守ってくださる体制は確実に広がっていると思って

います。 

○奥教育長 

 虐待の相談件数が増加しているという問題ですが、教育委員会がいじめの問

題を発見することの大切さを知って、今、すごくいじめの認知件数がふえてい

ます。それは、良くないのではという声と、一方でそれは認知して早く対応が
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できているということでもあり、認知件数がふえることだけをもって良くない

環境にあるという見方はやめることも必要であると思います。 

 したがって、虐待の相談件数がふえているということは、早期に発見できる

体制が構築されつつあるという捉え方もできます。 

 それからもう一つは、体制機能強化について、現在、教育委員会に寄せられ

る虐待の通告は全て、市の関係部局に連絡をしており、教育委員会と福祉部の

連携は非常にいい方向に向いてきていることは間違いないと思いますが、しか

し、これだけ件数や相談がふえていくと、それに対応するスタッフも相当厳し

い状況の中でやらざるを得ないことがあると思います。 

 それをなぜ感じるかというと、県のこども家庭センターの体制もいっぱいで

なかなか相談に乗れないという状況が目に見えていて、それでなおかつ市でフ

ォローアップしようと思ったときには、体制の整備、機能強化というのは必要

なことだと思います。 

 そして、虐待する親にどう対応していくかということが難しく、虐待してい

ることを知られたくない、自分はそういうことはやっていないという保護者に

話しに行ったり、相談を受けたりするわけですから、非常に精神的にも難しい

ケースもありますので、体制を整備していくことも必要なことではないかと思

います。 

 最後に、３つ目は、やはり地域の力ということを考えていく必要があるとい

うことです。虐待も早期の発見が必要ということで、啓発とか、子どもの変化

を感じたときの連絡先を広く周知し、チラシなどで知ってもらうことや、学校

や保育園の指導者も日常の子どもの変化を見てとるという、マニュアルのよう

なものをつくっていくことも、今後、この問題を解決していくことの一つの方

法ではないかと感じています。 

○澁谷委員 

 児童虐待についての問題は、親が虐待している意識がないということです。

保護者がこんなことをしてはいけないということがわかっていないと、それが

小学校、中学校、そこまで続いてしまえば、取り返しがつかないような気がし

ます。こんなことをしたら虐待であると保護者がわかっていないと、自分がよ

かれと思って子どもにしつけをしていることが、実はそれが虐待だったという

こともあるのではないかという気がして、今までのお話を聞いて、できる限り

顕在化する前に虐待を防ぐことが一番大切な気がします。 

○眞野市長 

 委員の皆さんからいただいた意見を受けて、今後の市の相談体制や子ども家

庭総合支援拠点の強化など、真に何が必要なのかをはっきりさせて、今後の取

組を進めていきます。貴重なご意見をいただき、ありがとうございます。 
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○眞野市長 

 それでは、（２）幼児・児童・生徒の防災対策について、意見交換したいと

思います。 

 まず、本市の取り組み状況等について、担当部署から説明をしてください。 

○危機管理課 

 それでは、（２）災害時の幼児・児童・生徒の安全対策についてご説明しま

す。 

 まず、本市の全体的な防災対策について、危機管理課からご説明します。そ

の後、具体的な子どもたちの防災の取り組みについて、地域政策課より説明し

ます。 

 それでは、資料２、令和元年廿日市市の主な防災対策をごらんください。 

 資料の上段にあります本市の防災対策の基本方針についてご説明します。 

 近年多発する自然災害は、これまでの知識や経験をはるかに上回る中、被害

を最小限に抑えるために、自助・共助・公助が有機的につながることが重要で

あると考えております。そのため、市民一人一人の災害に対する日ごろからの

備えなどの防災意識の向上や自主防災活動への積極的な支援を行うとともに、

わかりやすい情報発信、迅速な初動体制の確立に努めるなど、市全体として災

害に対する備えを充実させ、誰もが安全で安心して暮らせる災害に強いまちづ

くりに向けた取り組みを進めていきます。 

 次に、具体的な取り組みについて説明します。 

 中ほど左側、①自助・共助の推進をごらんください。 

 １つ目は、土砂災害ハザードマップの作成です。この事業は、土砂災害警戒

区域等の指定箇所を市民に周知するとともに、災害時における市民の避難行動

に結びつけるため、市民とのワークショップにより土砂災害ハザードマップを

作成し、各戸に配布するものです。佐方地区の防災ハザードマップについてお

配りしていますので参考にしてください。 

 これまでの作成の進捗状況については、廿日市地域・宮島地域におきまして

は、全ての地区において作成・配布が完了しております。佐伯・吉和・大野地

域につきましては、来年度末までに全ての地区においてハザードマップを作成

し、配布する予定です。 

 なお、このハザードマップは、小学生や中学生の子どもたちが自分たちの周

りにはどのような災害の危険があるのか、避難する場所はどこなのかなど、自

分たちの地域を知るということにおいても活用できるものと考えています。 

 次に、自助・共助推進の３番目の自主防災組織の育成支援についてです。自

主防災組織の地域防災力を強化するため、自主防災活動で活用する資機材の整

備費用と防災訓練などの活動費用を補助するとともに、防災士を養成するため

の研修会を実施することなどにより、自主防災組織の中心的な役割を担う人材
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を養成します。 

 次に、４つ目の防災意識の啓発につきましては、本市の消防職員のＯＢを地

域防災相談員として配置し、市民の自助・共助の防災意識の啓発に取り組んで

います。また、小学校での出前トークや子どもたちを対象とした地域での防災

事業を支援するなど、子どもたちの防災教育にも取り組んでいます。 

 次に、中ほど上側の②情報の共有をごらんください。 

 １つ目の避難勧告等の判断・伝達マニュアル（概要版）の改正につきまして

は、市民の円滑な避難行動につなげるため、広島県避難勧告等判断・伝達マニ

ュアルガイドラインの改定に合わせて、本市の避難勧告等の判断・伝達マニュ

アルを改定します。 

 ２つ目のはつかいちし安全・安心メール配信サービスの機能拡充につきまし

ては、市民へ災害情報を迅速に発信するため、引き続きはつかいちし安全・安

心メール配信サービスを運用するとともに、外国人市民へ災害情報を伝達でき

るよう、新たに多言語対応機能を導入し、日本語を含めた10カ国語により災害

情報を発信しています。 

 ３つ目のホームページによる緊急情報の発信につきましては、災害に備え、

市民への情報提供を強化するため、避難情報等の緊急情報を迅速にホームペー

ジに掲載する機能を整備しました。 

 ４つ目の佐伯・宮島地域の防災行政無線設備の更新につきましては、防災行

政無線設備をアナログ方式からデジタル方式に更新するもので、昨年度から佐

伯・宮島地域の更新工事に着手しており、今年度末には市内全域の防災行政無

線のデジタル化が完了する予定です。 

 次に、中ほど右側の③自助におけるハード対策の促進をごらんください。 

 自助におけるハード対策を促進するための主な取り組みでございます。１つ

目は、木造住宅の耐震化を促進するため、耐震改修工事費用の一部を補助しま

す。２つ目は、緊急輸送道路の沿道建築物の耐震化を促進するため、耐震診断

費用の一部を補助します。そして３つ目の危険ブロック塀等の除却の促進につ

いては、昨年、大阪北部の地震においてブロック塀が倒壊し、通学中の小学生

が亡くなったことなどから、地震などによるブロック塀の倒壊による通行人へ

の被害防災や安全な避難経路を確保するため、危険なブロック塀の除却費用等

の一部を補助します。 

 次に、左下の④危機対応能力の強化をごらんください。 

 １つ目の災害時の対応の強化につきましては、災害発生時等においてより迅

速かつ的確な対応ができるよう、土砂災害時の災害シナリオと防災行動を時系

列に整理したタイムラインを作成するとともに、実践的な訓練の実施や災害対

策本部の体制の見直し、地域防災計画の改定に取り組みます。 

 次に、中ほど下側の⑤指定避場所等の環境整備をごらんください。 
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 指定避場所等の環境整備の主な取り組みとしましては、災害時にペット同伴

で安心して避難することができるよう、避難所となる市民センターにペット用

のケージを配備しました。また、市民センター以外の避難所を開設した場合に

備え、自動体外式除細動器（ＡＥＤ）を各支所に配置します。 

 次に、右側、下側に記載しております⑥防災に関するハード対策における主

なものとしまして、大野東部に防災公園の整備や急傾斜地の崩壊対策などのハ

ード整備に取り組んでいます。このようなハード・ソフト面から引き続き本市

の防災対策を進めていきます。 

 次に、資料３、「５段階の警戒レベルでの避難のタイミングを伝えます」を

ごらんください。 

 こちらは今年３月の内閣府のガイドラインの改定、５月の広島県のガイドラ

インの改定に伴い、本市においても５月からこの５段階の警戒レベルを使った

避難勧告などの避難情報を発令することとしました。この５段階の警戒レベル

は、昨年の７月豪雨災害の際に、避難情報などの言葉の意味やその避難情報ご

とにどのような避難行動をとればよいのかがわかりにくいといった被災者など

の意見を踏まえ、国のガイドラインが改正されたもので、地震の震度のように、

震度１とか２なら大丈夫そう、震度４、５なら危険というように直感的に危険

度がわかる数字と避難勧告などの避難情報を発令し、避難情報の意味と避難の

タイミングを住民に知ってもらうというものです。 

 中ほどの表をごらんください。 

 表の左側にあるものが新たに取り入れられた警戒レベルです。災害発生への

危険度の高まりに応じて１から５の５段階で示されており、この警戒レベルに

合わせて、その右側にあります避難勧告や避難指示といった避難情報を発令す

ることとなります。 

 なお、一番上の警戒レベル５、災害発生情報につきましては、今回から設け

られたもので、既に災害が発生している状況となりますので、災害が実際に発

生していることを把握した上で、可能な範囲でみずからの命を守る最善の行動

をとるよう呼びかけます。 

 この警戒レベル１の早期注意情報や警戒レベル２の大雨注意報などについて

は、気象庁が発表し、その上の警戒レベル３、避難準備・高齢者等避難開始か

ら警戒レベル５、災害発生情報はそれぞれの市町の基準に基づいて発令します。

市民への避難情報の伝達については、地区ごとに防災行政無線やメールなどに

より市民へ伝えることとしています。 

 例えば、表の中段の避難準備・高齢等避難開始であれば、これまでは単に避

難準備・高齢者等避難開始と発令していたものが、警戒レベル３、避難準備・

高齢者等避難開始といったように発令します。 

 また、避難所については、警戒レベル３、避難準備・高齢者等避難開始を発
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令した際には、支部である各市民センターを避難所として開設し、その上の警

戒レベル４、避難指示（緊急）と避難勧告を発令した際には、各小学校を状況

に応じて避難所として追加開設します。 

 続きまして、資料４、指定緊急避難場所・指定避難所一覧表をごらんくださ

い。 

 本市の指定緊急避難場所と指定避難所の一覧表です。避難所には、指定緊急

避難場所と指定避難所があります。指定緊急避難場所は、切迫した災害の危険

から命を守るために避難する場所で、災害の種別ごとに指定しています。指定

避難所は、災害により自宅に戻ることができない場合などにおいて一定期間生

活をする施設となります。 

 簡単に表の見方についてご説明します。 

 表の番号１の佐方市民センターをごらんください。 

 佐方市民センターは、土砂・洪水・高潮・地震・津波の全ての災害において

指定緊急避難場所として使用することができます。また、指定避難所につきま

しては、地震・津波とそれ以外の災害においても使用することができる施設と

なっています。 

 次に番号３の佐方小学校をごらんください。 

 洪水・高潮・地震・津波の災害においては、指定緊急避難場所として使用す

ることができます。校舎は土砂災害特別警戒区域等に指定されているため、土

砂の災害時には使用することができない施設となっています。 

 最後のページに写真が載っていますが、各避難所に設置している看板の写真

を添付しています。この看板については、災害種別ごとに使用できるものをマ

ル・バツで示しています。 

 現在、本市では、廿日市地域42施設、佐伯地域19施設、吉和地域６施設、大

野地域19施設、宮島地域26施設、計112施設を指定緊急避難場所として指定して

います。今後も民間施設なども視野に入れながら、随時、指定緊急避難所の確

保について努めていきます。 

 続きまして、具体的な子どもたちへの防災の取り組みについて、地域政策課

よりご説明させていただきます。 

○地域政策課 

各地域の児童の防災教育に関する取り組みについて説明します。 

 資料５の各地域の児童の防災教育に関する取り組みをごらんください。 

 こちらは各地域において平成30年度に実施した児童を対象とした防災教育の

一覧です。 

 まず、１の９月２日日曜日、佐方地区におきまして総合防災訓練を行いまし

た。その訓練の中で佐方小学校の児童を対象とした地域防災相談員による出前

トークを行っています。参加は９名でした。内容は「なまずの学校」というも
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ので、紙芝居で地震や津波などの問題を出し、児童がカードで回答を出すゲー

ム方式で行うもので、低学年の児童にもわかりやすく行うことができる防災教

育です。 

 次に、２の四季が丘の避難生活疑似体験・防災キャンプですが、こちらにつ

いては後ほど別の資料で説明します。 

 次に、３の９月28日金曜日、廿日市小学校の６年生24人を対象に地域防災相

談員による水害をテーマに土砂災害ハザードマップを使用し、危険箇所の見方

を学ぶための出前トークを行いました。 

 続いて、４の10月17日水曜日、地御前保育園、地御前小学校の園児・児童を

対象とし、地震や津波を想定した避難訓練を行いました。参加者は、地御前保

育園143人、地御前小学校480人、地域の方など17人の640人の参加で、内容は地

元の自主防災組織の関係者も協力し、保育園や学校から地御前のきらきら公園

まで避難する訓練を行うとともに、市で同公園に設置している防災倉庫に収納

している発電機や照明などの防災資機材や非常食などの備蓄品の見学もあわせ

て行いました。 

 最後に、５の12月１日土曜日、大野市民センターの主催事業「わくわく大野

っ子教室」において地域防災相談員による出前トークを行いました。小学校４

年、５年生を対象に「なまずの学校」や大野支所の非常食や毛布などの生活必

需品などを収納した防災倉庫、また消火器などの消防用設備の見学を行いまし

た。 

 続いて、資料６をごらんください。 

 第３回避難生活疑似体験・防災キャンプについて説明します。 

 １の日時ですが、平成30年９月22日の土曜日と23日の日曜日の２日間で、場

所は四季が丘小学校体育館において行いました。３の主催者は、四季が丘プロ

ジェクトＥといいまして、四季が丘在住の有志が中心となり、各種団体と協力

し行う行事で平成28年度より行われています。今年も９月21日の土曜日、22日

の日曜日に行われる予定です。昨年の参加人員は173人であり、うち小学生は115

人、中学生が７人、スタッフほかで51人が参加しています。平成29年度の参加

者は60人であり、昨年は約２倍の参加となっており、より多くの児童・生徒が

防災について学ぶ場として非常に大事な取り組みとなっています。 

 次に、６の防災キャンプの内容ですが、火事、土砂災害、応急手当、断水時

の行動、中国電力による説明など、各ブースに分かれてそれぞれ体験します。 

 次に、カラーの資料をごらんください。 

 昨年の防災キャンプの状況を示した写真です。②は受付の様子を写したもの

で、防災キャンプ中に身につけておく名前や連絡先、血液型などがわかる災害・

避難カードを書いています。 

 ③はオリエンテーションの様子です。オリエンテーションにおいては、初日
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や２日目に実施する防災キャンプの内容や注意事項などを説明しています。 

 ④は煙体験の様子です。消防団員の方が子どもたちに煙の怖さを説明してい

るところを撮影した写真で、煙ハウスの中に入って煙の体験を行うところです。 

 ⑤と⑥は消火器の体験を撮影したものです。消防団員の方が子どもたちに消

火器の使い方を説明し、子どもたちが水消火器を使用して火を消している様子

を撮影したものです。 

 ⑦は土のう運び体験を撮影したものです。子どもたちが土のうを運んで積み、

水をせきとめる体験を撮影したものです。 

 ⑧は子どもたちが実際に車椅子に乗る体験で、車椅子の使い方などを教わっ

ている写真です。 

 ⑨が簡易トイレの展示とダンボールを使用して簡易トイレを作成している写

真です。 

 ⑩と⑪は、子どもたちがロープを利用して簡易な担架の作り方を学ぶととも

に搬送の仕方などを学んでいるところです。 

 ⑫は子どもたちが三角巾を使用しての応急処置の仕方を学ぶ様子です。 

 ⑬は中国電力のブースを撮影したもので、これは防災クイズ、電気ブレーカ

ーの操作の説明を行っているところです。 

 ⑭はインスタントラーメンを試食するブースで、水を使用してのインスタン

トラーメンのつくり方と試食する様子です。 

 資料６に戻りまして、６の防災キャンプの内容、中ほどですが、先ほどの各

種イベント終了後、18時ごろチームごとで夕食づくり、夜には校舎２階で避難

訓練を行っています。翌朝23日には朝食、朝食後に最後のまとめの会を行い、

９時ごろに解散しました。 

 参加した子どもや親からは、ロープの結び方や担架のつくり方など、災害時

に使うことができそうな技術や知識を学ぶことができてよかったといった感想

や、水消火器の使用や煙体験は実際に火事が起きたときに役に立つといったよ

うなご意見をいただきました。 

 以上で、各地域の児童の防災に関する取り組みについての説明を終わります。 

○眞野市長 

 本市における主な防災対策、児童の防災教育に関する取り組み状況について

説明がありました。子どもを災害から守るためには、児童虐待対策と同様に行

政や学校、地域の連携が必要です。出前トークや防災意識啓発活動、地域イベ

ント等により連携強化に向けて取り組んでいるところですが、ご意見、ご質問、

今後に向けたアドバイスなどがあればお願いします。 

○片嶋委員 

 資料３の５段階の警戒レベルについて、避難情報での警戒レベル１、警戒レ

ベル２は気象庁の注意報の発令段階ですが、警報の発令は、どのレベルになり
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ますか。 

○危機管理課 

 大雨警報は、気象庁から発表され、警戒レベルでは２と３の間になります。 

○眞野市長 

 テレビのテロップに表示される情報は、どこから発表されていますか。 

○危機管理課 

 テレビでよく目にするのは、気象庁が判断して発表する情報であり、警戒レ

ベル３か警戒レベル４相当で発表されます。 

避難情報については、市町が発令することになっており、警戒レベルをお知

らせします。気象庁と市町がどちらも警戒レベルを発表しますので、混乱させ

てしまったり、問合せもあったりしています。今後、国や広島県と協議して、

ガイドライン等の見直しの働きかけをしていきたいと思います。 

○山川委員 

 防災キャンプのような良い取り組みについては、しっかり周知をしていただ

いたら良いと思います。 

 子どもたちが学校にいるときは、学校で教師が対応できますが、放課後や長

期休暇など、子どもが１人で家にいるような場合はどのような対策をしている

のか教えてください。 

○地域政策課 

 今年度から学校で防災教育のような防災の基本を学ぶことに取り組んでおり、

市の地域防災相談員が学校と連携しながら、子どもたちに防災の知識をつけて

もらうというところから始めたいと考えています。まず自分の地域のハザード

マップの見方を学び、自分の地域や家にどんな危険があるのかということを子

どもたちにもわかってもらい、もし逃げるとしたらどこに逃げたら良いか、避

難路はどこかなどを学ぶところから始め、学んで家に帰り、保護者と一緒に自

分たちの避難とか、災害時にどういう行動をしたらいいかということを考える

ことができればと考えています。 

○山川委員 

 難しいとは思いますが、子どもが１人であっても緊急時に情報が届く体制を

整備することも必要と考えます。また、本市のまちづくり市民アンケートの調

査結果では、ご近所づき合いが少ないとか、あっても助け合う関係にない地域

が多いのではないかと思います。そうなると自助も共助も難しいので、共助が

できる体制ができるよう、行政が連携して進めていただきたいです。 

 そして、子どもが教育を受けても手元に教育された結果が残っていないと、

いざ災害が発生した際に動けないので、例えば、福岡のＮＰＯセンターが防災

ノートというものを発行しており、学んだことを一人ずつ持ち続けることがで

きるようなものも参考にしても良いと思います。 
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○危機管理課 

 防災行政無線での発信は、音がかき消されて聞こえないということもあり、

皆さん携帯を持っておられますので、安全・安心メールを活用して、登録者数

を増やしたいと考えています。しかし、先ほどご意見いただきましたように、

携帯を持たない子どもさんには行き届かないため、子どもたちへの情報伝達と

いうところはもう少し検討を加えていきたいと思います。 

防災ノートの取り組みについては、タイムラインのような、こういうときに

起きたらここに逃げるんだよとかいうようなこともつくっている事例も参考に

して、学校での出前トークなどで学んで家に持って帰って、保護者の方とこう

いうときはここにいようねとかいうようなノートをつくる取組も考えていきた

いです。 

○澁谷委員 

 この土砂災害ハザードマップは危ない箇所がとてもわかりやすいです。全地

域完成していますか。 

○危機管理課 

 今年度と来年度で大野・吉和・佐伯地域のハザードマップを作成し、全ての

地域のハザードマップが完成します。マップに色がついていないところは、土

砂災害や洪水は関係ないエリアですので、大雨が降っても逃げないほうがいい

場合もあります。そういうことをワークショップの中で皆さんと一緒にどこが

危険なのかというのを周知しています。 

○片嶋委員 

 資料５の各地域の児童の防災教育に関する取り組みの中で、私も地域の防災

訓練に参加したことがありますが、参加者は大人ばかりで、子どもは少ないで

す。これらの防災教育は、学校の避難訓練に合わせて開催するのか、それとも

開催したい学校が手を上げるのか、市からの要請で行事に組み入れているのか、

どのようにしていますか。 

○学校教育課 

 昨年度の校長会で、危機管理課長と地域政策課長から、地域防災相談員を活

用した取組を学校行事として検討していただきたいということを説明させてい

ただきました。それを受けて学校教育課としては、避難訓練または小学校での

学級活動の安全に該当する指導のいずれかで、地域防災相談員を招聘した防災

教育を行うよう指導しました。 

 今年度は、地域防災相談員を活用した結果をまとめて、関係課と連携して、

さらに効果的な活用ができるようにしていきたいということと、子どもたちに

自分で考えさせるということについては、この土砂災害ハザードマップを活用

したいと考えています。 

○奥教育長 



20 

 

 防災教育は学校においても浸透していく必要があり、県でもこの４月に道徳

や総合的な学習の時間に活用する指導モデルも策定されていますので、そうい

うことも活用し、まずは避難訓練とか、実際にどこにどういうふうに避難して

いくのかということの意識をしっかり高めていくことが大事なことだと思いま

す。 

課題は、警報が発令されると、朝６時の時点で学校は休校することに統一さ

れていますが、情報が行き届かないことなどにより、保護者の方から意見や問

い合わせもありますので、厳格に対応をしていきます。これからも危機管理部

門と教育委員会が連携して、正しい情報を学校に提供することが大事なことだ

と思います。 

○松本委員 

 先ほど澁谷委員もおっしゃっていましたが、ハザードマップが非常に見やす

くて、市民の方とのワークショップにより作成するという、つくる過程でも市

民の方がかかわっておられ、地域のつながりが増してきたというような話も聞

いていますので、ハザードマップそのものもすごく活用できますし、つくる過

程においても、地域のつながりを深めることで防災につながっていると思うの

で、非常にいい取り組みだと思いました。このハザードマップを何年後かにま

た見直してつくり直すことは考えていますか。 

また、四季が丘小の防災キャンプがすごくおもしろい取り組みだと思いまし

た。こういう地区ごとの取り組みを実施していることをほかの地区にも広報し

ていくことも大切だと思いました。 

○危機管理課 

 まず、１点目の土砂災害ハザードマップについては、土砂災害の警戒区域が

市内全域で指定されていますので、それに対してハザードマップの作成を進め

ているところです。まずは、今年度と来年度で佐伯・吉和・大野地域の作成を

進め、全地域が完成した後には、警戒区域も若干変わったりしますので見直し

をしていくことも考えています。 

 ハード対策が終わった箇所は、赤色表示が黄色に変わりますので、その際に

見直しをするとか、河川改修があれば河川の浸水区域も変わってきますし、県

も河川や高潮に関しては令和２年度までに見直すということですので、それに

基づいて見直しをしていきたいと考えています。 

○松本委員 

 ハザードマップを作成する過程で、子どもも一緒に見て回るということがで

きれば、子どもも問題意識を持つきっかけになると思いますので、作成の過程

でも工夫ができれば良いと思います。 

○危機管理課 

 実際に宮内地域では、子どもたちが参加したいということで、年３回のワー
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クショップの中に子どもたちも参加することを考えていましたが、作成すると

きに子どもたちの日程と合わずできませんでした。今後は、子どもの参加も踏

まえながら、地域の方々の声をマップに落としていきたいと思います。 

○地域政策課 

 防災教育の他地区への広報については、他地区の方にも実際に現場のほうを

見ていただく機会をつくるため、情報提供していきます。また、自主防災組織

の情報交換会なども今年度に予定していますので、そういう場でいろんな各地

区の積極的に取り組んでいる事例などを発表の中に入れても良いと考えていま

す。そういうような形で広げていきたいと思います。 

○岡本委員 

 学校に子どもたちがいる間は、学校が子どもをどう守るかということで、災

害種別によって学校にとめ置くのか、帰すのかを含めてマニュアルをつくって

いますが、先ほど山川委員が言われたように、家庭に帰したときに自分で自分

の命を守るという自助というところは、抜けているかなと思いました。それぞ

れの家庭でどういうときにはどこに逃げるのかとか、どうするのかというのを

各家庭で相談して決めておくということが必要だと思いました。 

○眞野市長 

 貴重なご意見をいただき、ありがとうございます。これから台風の時期にな

りますが、行政と学校、地域が連携して防災対応に取り組んでいきたいと思い

ます。 

 本日の協議事項は以上となりますので、進行を事務局に返します。 

○事務局（金谷経営企画部長） 

 本日いただきましたご意見などは、事務局で整理をさせていただきたいと思

います。 

 次回の総合教育会議は、来年３月に開催をさせていただくよう予定をいたし

ております。令和２年度の教育関連の主な事業の取り組みについてのご説明と、

それから令和２年度初回の総合教育会議の意見交換のテーマについてもご意見

を伺いたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いをいたします。 

 それでは、以上をもちまして、令和元年度第１回総合教育会議を終了させて

いただきます。本日は、まことにありがとうございました。 


