
令和元年度第２回廿日市市総合教育会議 会議録

１ 日時 令和２年３月２５日（水）

開会１５時３０分 閉会１６時３０分

２ 会場 山崎本社 みんなのあいプラザ ２階健康指導室

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）
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【教育部局】

教育部長

教育総務課

学校教育課

生涯学習課

アジアトライアスロン推進室

【事務局】

経営政策課



○事務局（金谷部長）

それでは令和元年度第２回廿日市市総合教育会議を開会します。

本日はご多忙の中ご出席をいただき、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、公開の下開催し、議事録の要点を公表することといたしておりますので、あら

かじめお伝えをいたしておきます。

本日の会議は、お手元にお配りしております次第に沿って進めてまいりたいと考えてお

りますので、どうぞよろしくお願いします。

それでは初めに、廿日市市長、松本からご挨拶を申し上げます。

○松本市長

改めまして、皆さん、こんにちは。

本日はお忙しいところ、令和元年度第２回廿日市市総合教育会議にご出席をいただき、誠

にありがとうございます。また、教育委員の皆様方には、日頃から本市の教育行政の推進に

ご尽力いただきますことを心から感謝を申し上げます。

まず、新型コロナウイルス感染症の影響により、学校の休校やイベント等が中止・延期と

なるなど、教育行政においても大変多忙で不安な状況の中、開催させていただくこととなり

ました。

本市でも、廿日市市新型コロナウイルス感染症対策本部を立ち上げ、日々変化する状況に

対応しております。市民や子どもたちが早く日常の暮らしに戻れるよう、全庁で取り組んで

まいります。

さて、今回は、私が市長に就任して初めての総合教育会議となります。委員の皆様方から

のご意見を今後の教育行政やまちづくりに生かせるよう、忌憚のないご意見を賜りたいと

思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

さて、本日の会議では、教育大綱の５つの基本方針に沿って実施する令和２年度の子育

て・教育関連の主な事業をご説明した後、新年度における総合教育会議のテーマについて意

見交換をさせていただきたいと考えております。

令和２年度は、廿日市市教育大綱の期間が終了し、新たな教育大綱を策定する年でもあり

ます。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、本市のさらなる発

展に努めてまいりますので、引き続きご理解、ご協力をいただきますよう、どうぞよろしく

お願いいたします。今日はよろしくお願いします。

○事務局（金谷部長）

ありがとうございました。それでは、次第３、出席者をご紹介いたします。

委員名簿の順に私のほうでお名前をお呼びいたします。なお、市長につきましては先ほど

の挨拶で紹介に代えさせていただきます。

それでは、委員のご紹介でございます。



奥典道様。山川肖美様。松本良子様。岡本美紀子様。片嶋学様。大島久典様。

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。それでは市長、よろしくお願いします。

○松本市長

それでは、次第に沿って進行させていただきます。

次第４の（１）「令和２年度の子育て・教育関連の主な事業について」でございます。

まず、事務局から主な事業の説明をいたします。

○事務局

それでは、「令和２年度の子育て・教育関連の主な事業」についての説明でございます。

資料１をご覧ください。

こちらの資料が、３月定例市議会で議決されました令和２年度当初予算から子育て・教育

関連の事業を抜粋し、平成27年度に策定いたしました廿日市市教育大綱に掲げる基本方針

ごとに取りまとめたものでございます。

事業名の前に「○新」とありますのは、令和２年度から新たに取り組む事業、「○拡」と

ありますのは、既存事業を拡充して取り組む事業を表しております。

本日は、資料に掲載した事業のうち、主に市長部局が所管する事業を説明させていただき

ます。

それでは、「基本方針① まち全体で子どもを育てます」からご説明いたします。

まず、１つ目の「子どもの学習・生活支援事業」についてでございます。

生活保護世帯を含む生活困窮世帯の子どもが、より身近な場所で学習の機会や居場所の

提供が受けられるよう、学習相談支援員を増やすなどして、子どもの学習・生活支援の充実

を図ります。

２つ目の「防災備蓄倉庫の設置」についてでございます。

避難者に迅速に物資を供給できるよう、避難所となる小学校などに防災備蓄倉庫を９か

所設置し、避難所の環境を整備いたします。

３つ目の「こども医療制度の拡充」についてでございます。

安心して子育てできる環境を整えるため、子どもの医療費の助成内容を拡充します。具体

的には、医療費の助成に係る所得制限を廃止し、通院時の助成の対象年齢を９歳（小学校３

年生）までから12歳（小学校６年生）まで広げます。

４つ目、５つ目の「保育士の確保対策」についてでございます。

保育士不足の課題に対して、保育士の新規採用の拡大につなげるため、施設や保育内容を

見学する保育園バスツアーや保育事業者による就職ガイダンスを開催いたします。

また、私立認可保育園に勤務する保育士の就労継続の支援及び新規雇用の拡大のため、

「がんばる保育士応援金」を創設し、応援金を給付いたします。そして、私立認可保育園が

保育士の業務の負担軽減を目的としたＩＣＴ化を行うためのシステム導入費用や、保育補

助者の雇用などに係る費用に対して補助を行います。

下から２つ目の「佐伯高校の魅力化支援」についてでございます。



県立佐伯高等学校の存続のため、地域に根差した教育活動や部活動などの魅力化を地域

と連携して支援します。

１ページ目の最後になりますが、「地産地消の推進」についてでございます。

食育を通して地産地消を進めるため、学校給食や産直市で需要のある農産物の生産を推

進するために必要となります費用を補助するなど、生産者、実需者、消費者みんなで地産地

消に取り組みます。

続いて、２ページをご覧ください。

１つ目の「子ども通学路安全対策事業」についてでございます。

日常的に通う通学路において、安全に安心して通行できるよう、交通安全対策の強化や通

学路の照明設置などに取り組みます。

２つ目の「障害者計画等策定事業」についてでございます。

障がいのある人のための施策に関する基本計画及び厚生労働大臣が定める基本指針に即

して、障害福祉サービスの具体的な見込み量や体制づくり、サービス等の確保の方策などを

定める「第６期廿日市市障がい者福祉計画・第２期廿日市市障がい児福祉計画」を策定いた

します。

３つ目の「母子保健事業」についてでございます。

３歳児健康診査において、弱視等の早期発見及び早期治療につなげることを目的に、視力

検査機器「スポットビジョン」を購入し、精度の高い視力検査を実施いたします。

４つ目の「産後ケア事業」についてでございます。

新たな産後ケア事業の取組として、第１子を育てる母親と児童を対象に仲間づくりや育

児のスキル、親の役割を学ぶ「ＢＰ１プログラム」や、子どもの手形・足形を使った廿日市

市オリジナルの親子健康手帳カバーアートの作成などに取り組みます。

下から２つ目の「保育園整備事業」についてでございます。

待機児童の解消に取り組むため、民間事業者による公私連携型串戸保育園の解体や再整

備に係る整備費の補助及び廿日市東地域、廿日市西地域、大野地域の民間保育所整備に係る

補助を実施します。

一番下の「児童会整備事業」についてでございます。

待機児童対策や児童の健全育成のため、大野西児童会に専用施設を整備いたします。

続いて、３ページをご覧ください。

「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」についてでござ

います。

２つ目の「姉妹都市等への学生研修旅行」についてでございます。

中学生などの学生が、姉妹都市であるニュージーランドのマスタートンに研修旅行とし

て訪問いたします。また、令和３年度にカナダのビクトリアへ青少年を派遣して国際交流を

図るため、学生の募集・選考を行います。

続いて、４ページをご覧ください。

「基本方針④ ふるさとに誇りと愛着をもつ心を育みます」についてでございます。

１つ目の「開かれた市政の推進」についてでございます。

中学生が市政と市議会への理解を深め、自らもまちづくりの一員であることを認識でき



る機会とするため、中学生と市長が議会形式により意見交換を行う「子ども議会」を開催い

たします。

「基本方針⑤ 生涯にわたる自発的な学びを支援します」でございます。

５ページをご覧ください。

１つ目の「戦後75周年記念非核平和事業」についてでございます。

戦後75周年を迎えるに当たり、戦争に関する美術作品展や講演会を開催することにより、

「生命の尊厳」、「平和の大切さ」への思いを深め、非核平和に対する意識の向上を図ります。

以上、簡単ではございますが、市の事業の主なものの説明を終わらせていただきます。

○松本市長

令和２年度に実施する市長部局が所管する子ども・教育関連の主な事業についてご説明

いたしました。各事業に関して、何かご質問等ございますでしょうか。

○大島委員

１ページの新しくなる防災備蓄倉庫の設置について、これはハードのみの予算ですか。そ

れとも具体的に備蓄するものとかも含めてのものなのでしょうか。もしそうであれば、どう

いったものが備蓄されているのですか。

○危機管理課

今回、備蓄倉庫を設置するところについては、備蓄倉庫をまず設置して、その中の収納備

蓄品については、クラッカー、毛布、エアマット、水などを購入しておくように考えていま

す。毛布は、新宮中央公園にもありますので、それを持っていくように考えています。

また、来年度は、９か所設置するよう予定していますが、令和３年度も９か所、全小学校

に備蓄倉庫を設置する予定でございます。

○山川委員

２つあります。１つは、１ページの拡充のところです。佐伯高校の魅力化支援ですが、県

立佐伯高校の存続のためということで、魅力化のために、地域に根差した教育活動や部活動

の魅力化と書いてありますが、結局存続というのは、生徒数がしっかり確保できないと存続

できないという状況の上で言うと、地元なり近隣の中学生が「佐伯高校って面白いね」とか

「佐伯高校に行きたいね」と思ってもらえないと難しいと思いますが、そういった施策はあ

りますか。

○中山間地域振興室

まず、地域支援員が魅力のＰＲをしたり、中学校に行って朝礼で話をされたりということ

をやっています。また、中学生に向けてはプレオープンスクールということで、地元中学生

を優先したオープンスクールを実施しています。

行政は、今年度から地元中学校の校長先生と高等学校との連携会議を実施しています。学

校では「さえき学」ということで、地元の文化の伝承ということを実施されていますが、来



年度以降は、地元の工業団地の企業や農家などにも入っていただき、地域との関係をつくり、

目標である地元の中学生の50％に佐伯高校に行ってもらえるよう取り組んでいくこととし

ています。

○奥教育長

補足しますと、今年は受験者が31名、選抜受験者が３名います。

○山川委員

子どもを育てていて、いつも思うことは、就学前から就学後に至って小・中・高と進む際

に、子どもの成長段階ごとの支援が見える化されていれば良いと思います。例えば、就学前

は手厚く支援されていますが、小学校に入ったときに、留守家庭児童会だけになってしまう

ことや、子どもたちがほかの子と触れ合ったり、そういう場があるといいなとに思ったとき

に、どこに行けば支援が受けられるのか、うちの子は発達障害があるかもしれないと思った

ときに、どこに行けばどういう支援が受けられるんだろうかというときに、就学前は情報が

多くありますが、小学校になると少し減ってきて、それが中学校になるとさらに減ってしま

います。子どもの成長ごとにどういう支援があるのかの見える化はできているのでしょう

か。また、支援の抜け落ちている部分を点検されているのかどうか教えていただければと思

います。

○障害福祉課

発達障害のあるお子様や、疑いのあるお子様についての視点では、市では、ポジティブラ

イフガイドを作成しています。ポジティブライフガイドとは、障害福祉課だけでなく、教育

委員会や子育て応援室、そして「きらりあ」という障がい福祉相談センターが連携して作っ

ているガイドです。内容は、例えば乳児でしたら乳児健診を受けられます。その折に、お母

様、保護者の方が我が子についての不安を保健師に伝えていただければ、案内できるような

パンフレットです。小学校に上がってからは、どこがどういう支援をしているとか、子ども

の成長段階に合わせて、支援の窓口などを紹介しています。乳児健診以外でも市民センター

に置いたり、学校にも置かせてもらっており、いろいろな窓口で目に触れていただけるよう

にしています。

○山川委員

ありがとうございます。障害があるお子さんも含めて、今回のような新型コロナウイルス

感染症の影響によって学校が休校になりましたというときに、小学生でどういう支援が受

けられるのか、中学生でどういう支援が受けられるのか、そういう情報の一元化もされてい

るのでしょうか。

さきほど、成長段階に合わせてとか、就学前、小学校、中学校、高校と、学校教育はすご

く分かりやすいですが、放課後など、学校教育以外の場面での子育て支援が見えづらいとき

があるため、学校の中で子どもがしっかり育ってくれている間はいいですが、今回のように

学校だけでなく、地域ぐるみで何とかしないといけないときに、子どもたちの育ちに対して



サポートができるのか、見える化できているといいなと感じています。

○片嶋委員

まず初めに、令和２年度の政策の事業を今までお聞きしました。事業に果敢に取り組まれ

て、積極的に施策を展開されていることに対しまして、まず敬意を表する次第です。

そこで、私のほうから何点か教えていただきたいと思います。

「基本方針① まち全体で子どもを育てます」の３点目の「こども医療制度の拡充」です

が、「所得制限を廃止し」ということで、９歳から12歳まで拡充するとありますが、これに

対しては、今後の経済的な面で、令和２年度のみの単年度で考えているのか、中長期の方向

性、これはすごいことだなと思いますが、財源の確保等、具体的に教えていただきたいと思

います。

２点目ですが、１ページ目の一番下の「地産地消の推進」ですけれども、食育を通して、

学校給食でどれぐらいの比率を、今、地産地消でされているのか。その割合を教えていただ

きたいと思います。

３点目ですが、２ページの上から２つ目の「障害者計画等策定事業」の第２期廿日市市障

がい児福祉計画を策定されると書かれております。廿日市にはいろんな大きな相談センタ

ー等もできていると聞きます。子どもの福祉計画で、具体的な大きなポイントがあれば教え

ていただければと思います。

４点目ですが、２ページの下から２つ目の「保育園整備事業」です。ここで「待機児童の

解消に取り組む」とありますが、現在の待機児童等についての情報を教えていただければと

思います。

次に５点目ですが、５ページの一番上の「戦後75周年記念非核平和事業」です。これにつ

きまして、私も父が被爆しておりますし、廿日市市にも原爆等の投下の後に、たくさんここ

でお亡くなりになっております。私の住んでいる近所の人たちに聞いても、ここらでたくさ

ん亡くなられたということも知っております。そこで、非核、核兵器があったら大変なこと

になるということの意識の向上を図るということで、これは非常に、私としてみたら、廿日

市市としてこういう平和事業を100万円、新しい施策として起こしていただくということは

非常にうれしく思っておりますが、今年で終わりなのか、今後についても平和事業を廿日市

市では取り組むという方向性があるのか、そこら辺についてもお聞きしたいと思います。

○こども課

一番最初のこども医療費と待機児童の関係を説明させていただきます。

まず、こども医療費の拡充ですが、今年度８月からスタートしようと考えています。対象

年齢を今までの小学校３年生から、６年生までに拡充します。また、所得制限を撤廃するこ

とでの財源についてですが、今年度は８月からですが、１年間では、約五千四、五百万は必

要となると想定しています。将来的な見通しとしては、当然継続して実施していきたいと考

えていますが、厳しい財政状況のなかでも、持続的に全ての子育て世帯でサービスを受けら

れる状況にして、転入者も、今は出る人よりも入ってくる子育て世帯が多いですので、この

投資も将来的に回収できるのではないかと考えています。



また、保育園の待機児童についてですが、昨年度、８年ぶりに待機児童がでました。県内

で一番多い38人の待機児童がでたことにより、年度途中に補正予算を組み、保育園をさらに

整備し、この４月は待機児童がゼロになるという見込みでございます。

○学校教育課

地産地消の推進について、学校給食でどの程度地産地消をされているかということです

が、広島県の調査では、約34％広島県内産が使われています。

各調理場が努力して、年々その数値は増えています。

○障害福祉課

障害者計画等策定事業における障がい児の計画について説明します。

令和２年度に策定する計画は、期間が令和３年度から令和５年度までの３年間となって

います。ポイントとしては、医療的なケアが必要な子どもさんに対して、医療的ケアに関す

る協議の場を市で設けるという目標に基づいて実施しており、今年度、医療的ケアに関する

協議の場を廿日市市で設けて、立ち上げた状況でございます。

今後は、令和３年度からの計画においては、まず実態を把握し、それぞれの家庭の条件や

介護者の状況などにより、どういったケアを求めているかということを個々に協議するこ

とを考えており、そういったところを計画の中に盛り込めていけたらと考えています。

国の基本方針がまだ出ていないので、それらも注視しながらまとめていきたいと考えて

います。

○総務課

戦後75周年記念事業の今後の取組についてですが、来年度、戦後75周年記念非核平和事業

として取り組む内容について、ご説明をさせていただきます。実際、公益財団法人の芸術文

化振興事業団に事業委託をさせていただいて行うものでございます。内容は、美術展として、

被爆により最愛の弟様を亡くされた方の油彩画やポスターなどの展示を行いたいと考えて

います。それに併せて、その画家のご子息による、その絵に込められた反核、反戦の思いな

どを伝えていただく記念講演を予定しています。これ以外にも小さな子どもさんに絵本の

読み聞かせや、体験型のワークショップなども取り組んでいけたらと考えています。

○生涯学習課

生涯学習課で実施している平和事業について、毎年はつかいち平和の祭典実行委員会に

委託をして、平和コンサートと折り鶴運動、それに加えて、平成28年度から戦争の語りとし

て、毎年戦争の悲惨さなどを語り継ぎ、風化させないために、市民が市内での終戦の当時の

様子を語るＤＶＤの作成をしています。このＤＶＤは、平成28年度で４名、29年度は３名、

30年度は３名、元年度は２名という形で、毎年ＤＶＤの作成をしています。

○岡本委員



２ページの一番下に「児童会整備事業」とあり、「待機児童対策や児童の健全育成のため、

大野西児童会に専用施設を整備します」とありますが、専用施設について、もう少し具体を

教えていただけたらと思います。

○こども課

大野西小学校の中に、木造２階建てで、定員が90名の別棟の広い一軒家のような形で整備

します。広いフロア、トイレや静養室があり、子どもが落ち着いて学習、自習をしたりおや

つを食べたり、そういったことができるスペースになっております。

○松本市長

そのほか、何かございませんか。それでは、次の協議事項に移りたいと思います。

次第４の（２）「廿日市市教育大綱について」でございます。

冒頭の挨拶でも申し上げましたが、平成28年３月に策定いたしました廿日市市教育大綱

は、令和２年度末で期間が終了いたします。令和３年度からスタートする次期教育大綱につ

いて、事務局から説明をさせていただきます。よろしくお願いします。

○事務局

廿日市市教育大綱についてでございますが、平成27年度に策定しています。平成27年度の

総合教育会議において、当時の教育委員の皆様から意見をいただき、そのご意見を踏まえて

策定したものでございます。先ほど議長のほうからもございましたとおり、令和２年度末で

期間が終了します。

つきましては、令和３年度にスタートします次期廿日市市教育大綱においても、来年度の

総合教育会議を通じて、委員の皆様にご意見をいただき、策定していきたいと考えています。

お手元の資料の２「廿日市市教育大綱」の２ページの図をご覧ください。

廿日市市教育大綱は、市の最上位計画である第６次廿日市市総合計画に即して、地域の実

情に応じて市長が策定するものでございます。この第６次廿日市市総合計画についてです

が、令和２年度末に前期基本計画の期間が終了します。そのため、令和３年度から令和７年

度までの後期基本計画の策定を現在進めているところでございます。

第６次廿日市市総合計画後期基本計画に即しまして、廿日市市教育大綱の見直しを行い、

次期廿日市市教育大綱を策定したいと考えております。

第６次廿日市市総合計画後期基本計画の策定スケジュールや進捗の状況にもよりますが、

計画案に対し、皆様からのご意見を伺いながら策定してまいる予定でございますので、ご協

力のほどよろしくお願いいたします。

以上で協議事項（２）の説明を終わらせていただきます。

○松本市長

ただいまの説明について、意見・質問等ございませんでしょうか。

○山川委員



改定のスケジュール等はまた別の機会に出てくるのでしょうか。

○事務局

今日はこの大綱を見直すということに対してご承知いただくということと、来年度は３

回開催させていただく中でご審議をいただくということについて、ご確認をさせていただ

ければと思っております。

○松本市長

基本的には、総合計画の策定を受けて教育大綱を改定しますが、その総合計画の素案がで

きるのが大体夏ぐらいまでであり、それまでに委員の皆さんのご意見、お考えを伺いたいと

いう趣旨で開催させていただきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたし

ます。

それでは、次に移ります。

次第４の（３）「令和２年度廿日市市総合教育会議の議題について」でございます。

ここでは、来年度の第１回目の総合教育会議での意見交換のテーマについて、ご意見をい

ただきたいと思います。

テーマの候補としましては、今年度末に策定する「第２期 子ども・子育て支援事業計画」

は、生まれる前から18歳までの子どもや青少年、その家庭を対象にした計画であり、この計

画を着実に実行するために、意見交換を行ってはどうかと考えております。

具体的には、保育園・幼稚園から小学校へ上がる段階で子どもの発育等により、教室にじ

っとしていられないなどの問題（小１プロブレム）の解消に向けて、小学校への接続プログ

ラムを各保育園・学校で作成して取り組んでおります。こういったことからも、「幼・保・

小が連携した教育・保育の質の向上」について意見交換をするのもいいと考えております。

各委員の皆さんのご意見を伺いたいと思いますが、いかがでしょうか。

ちなみに、昨年のご意見、第１回目のテーマなんですが、児童虐待対策、幼児・児童の防

災対策ということでご意見を賜りましたけれども、今年は子ども・子育て支援事業計画につ

いてご意見を賜りたいと考えております。また皆さんのほうでも、こんなテーマはどうかと

いうようなことがあればご提案いただいたらと思います。

保育園・幼稚園から小学校へ上がったときに、小１プロブレムといって問題になっており

ますけれども、本市でもそういったことにしっかりとこれから力を入れていきたいと思っ

ておりまして、ぜひこの総合教育会議でもこれをテーマにご意見をいただきたいと考えて

います。

○奥教育長

賛成します。小学校に上がった１年生、これが保育園から入学する子、幼稚園から入学す

る子、幼稚園も私立の幼稚園から公立の幼稚園、様々な形で入学してくる中で、１年生の学

校現場での指導の困難性ということが現場のほうから多くあります。特に今までは、学校で

教員の配置をするときに、主に高学年に対して指導力のある先生が担任に就くというよう

なことが多かったですが、今は、１年生、２年生に傾注したような教員配置をしているとい



うことも現実にあります。小１プロブレムの解消のためにも、この連携をどう深めていくか

ということは非常に大きな課題だと私も思っています。

本市では、小学校へ上がる際のプログラムの策定を精力的に行っていただいています。そ

のプログラムが全ての小学校に当てはまるような形になればと思っております。

例えば先生も、小学校の先生が幼稚園へ１年間勉強のために行って、どういう状態かとい

うことを体感して、小学校へ帰り、それを生かしていくという取組もやっています。

○大島委員

小学校の先生が保育園に行くというのは非常にすばらしい取組だと思います。反対に保

育園の先生が実際小学校の１年生の授業とかを見て、どういった形の児童を送り出してい

けばよりよい教育になっていくのか、というような取組はありますか。

○学校教育課

今、教育長が申し上げた小学校から幼稚園への派遣は、県の派遣研修の枠を活用して、本

市の小学校の教員を幼稚園に１年派遣しているというものでございます。また、反対に、保

育園、幼稚園の職員を同じような県の指定事業の中で、派遣するというような仕組みも聞い

ており、廿日市市でも派遣に対応していると聞いています。

○こども課

保育園の状況ですが、アプローチカリキュラムを作成し、小学校に上がるためのプログラ

ムを組んでいます。市の保育士も県に４月から派遣することになっており、そのあたりでし

っかり幼児教育が進んでいくのではないかと考えています。

○大島委員

先生同士の意見交換の場などはありますか。

○学校教育課

今年度から県の保幼小の接続の指定事業を受けており、年間３回協議会を持ち、さらに、

各小学校区の協議会を持っております。この場で今のアプローチカリキュラムとスタート

カリキュラムを作成するためには、お互いの保育あるいは教育の面を相互に知らなければ

ならないというところで、これまでは子どもが卒園して学校に入るということの連携にと

どまっていたのが、日常的な活動をお互いに知るといった相互の連携が今年度、非常にでき

つつあると感じています。

○山川委員

私も市長からのご提案に賛成です。ぜひ触れていただきたい視点として、人の発達の中で、

どうしても過渡期というのが存在します。それは学校段階であれば、保幼から小学校、小学

校から中学校、そこでやっぱり過渡期というのは、本当に危機が多いです。できれば保幼か

ら小学校だけでなく、小学校から中学校のところも過渡期ですので、そこも含めてぜひご議



論いただきたいです。

それから、過渡期の危機を乗り越えていくために、学校関係者、保育園関係者だけで乗り

越えられるのかとなったときに、どうしても保護者の方や地域の方がどう関わっていくか

というような視点も必要になってくると思います。保護者とか地域の方も含めた内容で議

論できる場があるといいなと思います。

○片嶋委員

私の女房が25年前に小学校で児童指導員をしていました。そのときに、小学校１年生では、

トイレができない子、「気をつけ」「前へ倣え」と言ってもちゃんと前へ倣えない子ども、ご

飯がきちんと食べられない子ども、そういった子どもの話をよく私にしてくれていました。

それが25年前です。今日、話を聞いて、具体的に中高連携とか高大連携はありますが、幼と

か保育と小学校の連携にも入ってきているのが、もうそういう時代で、それを廿日市市が総

合教育会議で大きく捉えられるというのは、非常に私は前進だろうと思います。

そのときに、山川委員も言われましたように、保護者の問題を避けて通れないんだという

ことで、子どもの発達をどう見ていくのか。そういったプロブレムの児童の何人かが集中的

に固まれば、そのクラスはもう崩壊するわけです。そこをどのようにバランスを取って、幼

保と小学校とのクラス分けをどういうふうにスムーズにやっていくのかというところまで

いかないと、小１の先生は大変です。

また、廿日市市のドクターに聞いても、懇意な小児科の先生がいるんですけれども、「私

が見ていて、これが何人も一緒のクラスになっている現実がある」ということで心配されて

いました。医療面でのケアが必要な子ども、保護者のケアが必要な子どもということで、今、

市長さんが言われましたように、総合的な教育支援を廿日市が進めて行く、そういう会議を

持っていくということを継続して今後取り組んでいただきたいと思います。

○松本市長

そのほかございませんでしょうか。

それでは、次回の意見交換会の議題は、今申し上げましたように小１プロブレムの解消に

向けてということでよろしいでしょうか。

非常に貴重なご意見をいただきました。今後の意見交換会の内容も次年度の予算に参考

にさせていただくようなよりよい会議にしたいと思いますので、またどうぞよろしくお願

いいたします。

○事務局

いろいろとご議論いただき、ありがとうございました。本日いただきましたご意見等は、

事務局で整理をさせていただきたいと思います。

それでは、以上をもちまして、令和元年度第２回廿日市市総合教育会議を終了させていた

だきます。本日は誠にありがとうございました。


