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令和２年度第１回廿日市市総合教育会議 会議録

１ 日時 令和２年８月７日（金）

開会１０時００分 閉会１１時４５分

２ 会場

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

こども課

子育て応援室

【教育部局】

教育部長

教育総務課

学校教育課

【事務局】

経営政策課
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○事務局（金谷経営企画部長）
それでは、定刻となりましたので、令和２年度第１回廿日市市総合教育会議を開催いたし
ます。
本日はご多用の中ご出席をいただきまして、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、公開の下開催をし、議事録の要点を公表することといたしております。
本日の会議ですが、次第に沿って進めさせていただきたいと思います。
それでは、初めに、次第２、市長あいさつでございます。
廿日市市長、松本がご挨拶を申し上げます。

○松本市長
改めまして、皆さん、おはようございます。
委員の皆様におかれましては、本当にお忙しい中ご参集賜り、ありがとうございます。
また、日頃から本市の教育行政に多大なるご尽力いただいておりますことを、心から感謝
申し上げます。本当にありがとうございます。
さて、皆さんご存じのとおり、令和３年度からスタートを予定しております第６次廿日市
市総合計画の策定に関わっておるわけですけれども、その中で、将来像、「豊かさと活力あ
るまち はつかいち」というところを掲げております。やはり基本は人づくりにあると考え
ております。そのためには、質の高い教育は欠かせないわけであります。
そんな中におきまして、平成27年度に策定しました現行の廿日市市教育大綱の計画期間が
今年度で終了いたします。総合計画の策定と歩調を合わせていきながら、本日ご報告を申し
上げます子ども・子育て支援事業計画など、総合教育会議で皆様方としっかり議論させてい
ただいて、次期の教育大綱を策定していきたいと考えております。
本日は、次期大綱の策定に向けて、その視点、また、教育委員の皆様方には忌憚のないご
意見などを賜りたいと思っております。この総合教育会議が本市教育の発展に向けて有意義
な場となることを祈念して、私からのご挨拶とさせていただきます。今日はどうぞよろしく
お願いいたします。

○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。
本日のご出席者の皆様を、私のほうで名簿の順にお名前をお呼びいたします。
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。
なお、市長は先ほどの挨拶をもって紹介と代えさせていただきます。
続きまして、次第４、報告事項及び意見交換でございます。
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議事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、（１）報告事項「第２期廿日市市子ども・子育て支援事業計画」について説明
を願います。

○こども課
それでは、第２期廿日市市子ども・子育て支援事業計画の概要について説明いたします。
お手元のパワーポイント資料をご覧いただきたいと思います。
資料２ページでございます。
第２期廿日市市子ども・子育て支援事業計画は、前計画の進捗状況や多様な子育てニーズ、
新たな子育て課題等を踏まえまして、子どもや子育て家庭に寄り添い、安心して子供を産み、
育てられる環境整備することを目的として策定をしております。
策定に当たりましては、平成31年１月に、市民の子育てに関する生活実態や意見・要望を
確実に把握するため、就学前の児童を持つ保護者、小学校の児童を持つ保護者各1,800世帯
を対象としたアンケートによるニーズ調査を実施しております。
資料の３ページをご覧ください。
本計画は、子ども・子育て支援法第61条第１項に基づく「市町村子ども・子育て支援事業
計画」として策定するもので、教育・保育や地域の子ども・子育て支援事業の量を確保する
上で必要な施策を展開していくために策定するものです。また、次世代育成支援対策推進法
第８条の市町村行動計画、貧困の状況にある子どもに対する教育、生活、保護者の就労、経
済的支援について、必要な施策を展開していくための子どもの貧困対策の推進に関する法
律第９条の市町村計画を包含するものです。あわせて、第６次廿日市市総合計画の部門別計
画として、各分野の個別計画との整合・連携を図っております。
計画期間は、令和２年度から令和６年度までの５か年の計画となります。
資料４ページをご覧ください。
子ども・子育てを取り巻く状況でございます。
人口の状況でございますが、グラフをご覧ください。国勢調査による実績でございます。
本市の人口は、平成22年から27年にかけて総人口、14歳までの人口とも、若干多くはなって
おりますが、少子高齢化の傾向は進行しておりまして、こういった状況は今後も続くと見込
まれております。
資料５ページをご覧ください。
前計画、平成27年度から令和元年度の総括についてでございます。
初めに、主な成果でございますが、保育サービス量の確保について、民間保育園の増によ
り、認可保育園は、計画策定時の23園から35園に拡大することで、待機児童が発生しやすい
０歳から２歳児の定員を947人から1,407人まで増加しております。また、仕事と子育ての両
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立を支える支援としての延長保育の実施園も、12園から27園に増加をしております。
資料６ページをご覧ください。
保育園や小中学校の耐震化対策につきましては、保育園では、公私連携による公立保育園
の建て替えを実施したことによりまして、耐震化が必要な公立保育園は残り１園となって
おります。小中学校の耐震化工事については100％実施しております。
資料７ページをご覧ください。
留守家庭児童会については、需要の伸びを踏まえた児童会専用施設の増築・新築を行い、
計画策定時の定員1,080人から1,440人に増加しております。さらに、児童会の終了時刻も18
時から18時半へと延長しております。
資料８ページをご覧ください。
市の様々な取組におきまして、日経ＢＰ総研調べ2017年度におきますと、自治体子育てラ
ンキングで県内１位、中四国エリアでも２位に評価されるなど、子育て世代から選ばれるま
ちへと成長を遂げております。しかしながら、課題も見えてきております。平成31年４月時
点で、０歳から２歳の乳幼児の待機児童が８年ぶりに発生をしております。平成元年度中に
２園の保育園を整備したことも相まって、令和２年４月には待機児童ゼロを達成することが
できましたが、保育の受皿づくりが引き続き喫緊の課題となっており、今後も、保育需要の
動向を注視しながら保育所等の整備や保育士の確保策など、様々な施策を展開していく必
要がございます。
また、留守家庭児童会についても、共働き家庭の増加に伴う定員の拡大や多様な放課後の
過ごし方に対応できるよう、質の向上が望まれております。
そのほか、育児不安や発達が気になる子どもへの支援、子どもの貧困対策など、家庭の状
況に応じたきめ細かい支援の充実が必要となっております。
資料９ページをご覧ください。
子育て家庭の孤立化や家庭での教育力の低下が指摘をされております。児童福祉法第２

条では、「全て国民は、児童が良好な環境において生まれ、かつ、社会のあらゆる分野にお
いて、児童の年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先し
て考慮され、心身ともに健やかに育成されるよう努めなければならない」とされています。
そのためには、保護者が子育てを第一義的に担うことを前提としながらも、子どもたちの育
ちを地域で見守り、子育て家庭を社会全体で支えていくことが必要と考えております。
また行政は、児童の保護者とともに児童を心身共に健やかに育成する責任がございます。
子どもたちが心豊かに成長し、生き生きと暮らせる社会、親が子どもを安心して産み育てる
ことができる社会、未来の廿日市市の担い手を育てるため、社会全体で応援する社会を引き
続き目指す必要があり、本計画の将来像を、前計画同様、「つながり支えあう 子育てのま
ち はつかいち」としております。
資料10ページをご覧ください。
将来像を実現するため、３つの基本目標と12の基本方針を掲げ、各種施策を展開いたしま
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す。
基本目標１の「教育・保育サービスを充実させる」においては、教育・保育の質と量を充
足させる、幼保小が連携し、教育・保育の質を向上させる、安全・安心な教育・保育環境を
つくるの３つを基本方針としております。
基本目標２の「子どもの育ちと子育て家庭を応援する」においては、ネウボラで包括的な
支援体制をつくる、子どもと母親の健康づくりを支える、身近に利用できるサービスを拡充
する、豊かな心と生きる力を育む、配慮の必要な子どもの支援を拡充する、貧困や様々な課
題を抱える子どもの支援を充実するの６つを基本方針としております。
基本目標３の「地域力で子育てを支える」においては、子育てしながら安心して働ける社
会をつくる、地域住民の子育てへの参画を促進する、地域の子どもの安全を地域で守るの３
つを基本方針としております。
基本目標１の「教育・保育サービスを充実させる」ための具体的な取組といたしましては、
１点目に、増加する０歳から２歳の保育ニーズへの対応はもとより、延長保育や休日保育な
どの保護者の多様なニーズに対応した教育・保育サービスの提供、２点目に、待機児童対策
に必要な保育士等の人材の確保とともに、専門的知識や技術を学ぶ研修機会の充実、３点目
に、幼保小の連携による接続カリキュラムの策定・実践・評価・見直し、４点目に、業務効
率化や事故防止につながる保育園のＩＣＴ化、５点目に、公立保育園の老朽化及び耐震化対
策、６点目に、災害時等の危機管理体制の確立を図ります。
基本目標２の「子どもの育ちと子育て家庭を応援する」ための主な具体的な取組につきま
しては、ネウボラ事業の拡充、相談窓口の充実、産後ケア事業、子どもの医療費助成の拡充
や特定不妊治療費助成事業の実施、園庭開放や子育て支援センターなどの身近に利用でき
るサービスの充実、民間放課後児童クラブへの支援、障がいのある子どものいる家庭に対す
る相談支援体制の強化、配慮の必要な子どもの早期療育につなぐ相談体制の強化、子ども家
庭総合支援拠点の設置、ひとり親世帯等への学習支援など、貧困や様々な課題を抱える子ど
もへの支援を充実させるなど、子どもの育ちと家庭を応援します。
基本目標３の「地域力で子育てを支える」ための主な取組として、子育てしながら働ける
社会の実現を目指し、地域の事業所への普及啓発を行うとともに、家でも学校でもない第三
の居場所を官民協働で設置しておりますが、継続的な運営を目指し、子育てサロンや子育て
オープンスペースを活用した親子と地域との交流を促進します。また、引き続き地域の見守
り活動の推進、通学路や散歩ルートの安全点検を実施いたします。
資料11ページをご覧ください。
重点施策と数値目標についてでございます。
重点施策については、前計画の総括や子育てに関するアンケートを踏まえまして、本市の
子育てに関する直近の課題解決を図るため、次の４つの施策を重点的に取り組むこととい
たします。
重点施策１、幼児教育・保育サービスの充実を図ります。重点施策２、留守家庭児童会の
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整備・充実を図ります。重点施策３、子どもの貧困対策への取組を行います。重点施策４、
発達が気になる児童への支援を行います。
資料12ページをご覧ください。
次に、本計画中の主な数値目標ですが、０歳から２歳児の保育園の定員については、最近
の保育園整備による潜在需要の喚起や女性就業率の上昇など、地域の実情を踏まえ算出し
ておりまして、1,407人から1,670人に、留守家庭児童会の定員も1,440人から1,510人に増や
す予定です。また、多様なニーズに対応した民間児童会への補助等も進めてまいります。子
育て支援センターの設置箇所を３か所から４か所に、一時預かり保育の実施園数を13園か
ら17園に、延長保育の実施園数を27園から31園に、全保育園をＩＣＴ化し、働きやすい職
場づくりと子どもと向き合う時間の確保に努めます。特定不妊治療の申請者数を60人から
72人へ、乳児家庭全戸訪問事業実施率を100％に、保育士や放課後児童支援員等対象の療育
支援研修の実施回数を年２回から10回に増やし、発達が気になる子どもへの支援を強化し
ます。また、家庭の状況に応じたきめ細かい支援を行うため、子ども家庭総合支援拠点を新
たに設置いたします。
以上で私からの説明は終わりますが、引き続き、本計画を含むネウボラ等の状況について、
子育て応援室から説明をさせていただきます。

○子育て応援室
はつかいち版ネウボラの取組についてご説明いたします。
資料１－２をご覧ください。
１、第２期廿日市市子ども・子育て支援事業計画においては、基本目標の「子どもの育ち
と子育て家庭を応援する」の中の基本方針、ネウボラで包括的な支援体制をつくる、子ども
と母親の健康づくりを支える、貧困や様々な課題を抱える子どもの支援を充実するに位置
づけています。
本市の子どもの育ちと子育て家庭の支援体制を総称して、はつかいち版ネウボラとしま

す。はつかいち版ネウボラとして体制を強化する背景は、現在の本市の状況に、核家族化や
子育て世帯と地域との関わりの希薄さからくる母親の孤立化などによる子育てに悩む保護
者の増加、それが進行することによる児童虐待への危惧があります。
廿日市市は、児童虐待相談件数が、県内でも広島市を除き３番目に多い状況にあり、丁寧
に継続して妊婦から子育て期の家庭と関わっていく必要があります。はつかいち版ネウボラ
の体制図は、パワーポイントのほうにもお示ししておりますが、廿日市市全域を対象とし、
本庁、各支所の母子保健担当部署に設置するネウボラと各地域の子育て支援センター等が
連携し、全ての子育て家庭とつながる状況下で必要に応じた支援を行います。
ネウボラとは、フィンランドの言葉で、アドバイスの場という意味があり、保育士など専
門職員が妊娠期から出産、子育て期にわたり、切れ目のない相談、支援を行う場を指します。
資料の中ほど、ピンクの取組の目指すところをご説明いたします。
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（１）ネウボラで包括的な支援体制をつくる。
本市の子育て支援の取組方針としては、児童虐待を発生させないよう、重篤なものになら
ないよう予防の視点を中心に取組を進めることとし、妊娠期から出産、子育て期の家庭を対
象に、子育てへの不安や負担感から児童虐待へのリスクが高まる前にリスクの芽を早期に
発見し、適切に対応します。
続いて、（２）子どもと母親の健康づくりを支えるです。
母子保健の観点から、子どもの健やかな心身の成長と母親の健康保持のための切れ目の

ない支援を行います。上から３つ目の矢印に記載しております、特に妊娠後期から産後１年
のサポートを充実させるため、令和４年度の設置を目指し、地域医療拠点内に産前産後サポ
ートセンターを設置いたします。
最後に、（３）貧困や様々な課題を抱える子どもの支援を充実するでは、はつかいち版ネ
ウボラにおいて、各地域のネウボラと連携し機能する子ども家庭総合支援拠点を設置し、社
会的養護の必要な子どもたちの健やかな成長を支えるため、市の関係部署、保育園などと医
療機関、民間の団体等関係機関との連携を密にして支援を行っていきます。
以上、簡単ですが、はつかいち版ネウボラの取り組みについてでございます。
以上です。

○松本市長
ただいまの報告で質問等ございましたら、挙手をお願いいたします。

○山川委員
ありがとうございます。一つ疑問になっているのが、社会教育との関わりです。
１番の市民センター等は、社会教育法の中では、家庭教育支援事業を行うように記述をさ
れているので、それぞれの市民センターで子育て支援事業をやるようにという推奨がされ
ているはずなんです。すると、地域との連携とか地域力というところ、それから、特に親御
さん同士のつながりをつくるということで言うと、前も、岡山県立大学の先生が廿日市のさ
くらぴあで講演をしてくださったときに、福祉の分野で困り事を持っている親子をつかまえ
るのに限界があるという話をしたりしていて、以前、貧困家庭出てきてくださいとか、発達
障害があるこの子出てきてくださいと言うと、出てきてくれない。そうしたときに、入り口
を、公民館とか、子育て支援サークルとか子育て支援講座に置いてもらうと、そこからの相
談で福祉のほうに情報が来てつかまえやすいんだと。
今の福祉の限界というのは、手が届かない、もっと発掘したいというところをやっていく
ためには、そういう社会教育の協力も必要なんだというようなことを、ちょっとアドバイス
いただいたんですけれども、少しそのあたりが見えなかったので、関わりがあるのかないの
か。あるいは、ないとしたら、どこかでそういうことで支援する部分ができるのかというこ
とについて教えてください。
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○子育て応援室
子育て応援室のほうでは、困っているお母さんたちをどういうふうな形で見つけていく

か、気づいていくかというところが一つの課題になっております。
支援計画の28ページの現状と今後の方向性の説明の中の、５行目、全ての家庭を対象とし
たポピュレーションアプローチを行っていく、これが一般的なご家庭から何か課題を抱えて
いるご家庭、そういった家庭により早く気づくための一つの方法です。
それと、子育て支援センター、出産して、子どもたちが初めて公園に出たりとか、遊びに
出たりする場があまりないところで、子育て支援センターという、お母さんたち、小さい子
どもさんたちが行きやすい場を設置しております。そこの担当職員とネウボラの職員が連携
して、少し子育てに負担があるのじゃないかなと思われるご家庭と市が早く連携を取れる
ように情報共有をする仕組みを、このたび、はつかいち版ネウボラの中で作り上げていこう
と思っています。
また、今言われたように、市民センターとの関わりです。各市民センターには子育てサー
クルがあり、そこに、まだ保育園へ行っていない子どもさんを連れて、多くのご家庭が来ら
れています。せっかく各市民センターにそういった場がありますので、これからどういう形
で整えていけるかというのを研究していかなければいけないとも思っています。

○山川委員
今日この場が、教育と福祉の連携というようなところだと思うので、少し保育というのを
ここだけではなくて、少し広げた形で捉えていただければと思います。
ご存じだと思うんですけれども、親の力を学び合う学習プログラムというのを広島県でつ
くっています。15分ぐらいでお母さんたちの交流ができるようなプログラムもあります。発
達段階に応じて30ぐらいの教材を作っており、こういったことも社会教育側にはあるので、
少し情報交換しながらポピュレーションアプローチを進めてもらったらと思います。

○松本市長
実は、例えば、子どもたちの置かれている状況を教育サイドで把握して、それが福祉のほ
うにシステム的になかなか行けないねという課題の議論の中にあったところで、これをいか
にシステマチックに進めていくかというのがこれからの課題だと思うんですが、学校教育課
長、こういう考え方があるというのをお話ししていただけませんか。

○学校教育課
学校であれば、いろんな課題を持っているお子さんが就学する段階で、校長とうちの職員
が園訪問に行って、向こうの状況を把握して、就学相談を行ったりとかするということがあ
ります。しかし、就学に当たっては、保護者に、我々の考え方がなかなか理解していただけ



9

ず、適切な就学ができないという悩みも抱えています。また、学校から卒業して高校に行っ
たり就職したりしたら、つながらないということもあります。
そういう中で、いかに、この方は相談に行ったから発達検査に行ったらどうですかという
ような声をかけるのではなくて、いわゆる法定何歳児健診などがある中で、様々な発達検査
的なことをかけていきつつ、早期にアセスメントを行って課題を把握し、早期に支援を行っ
ていくということで、将来を見つめ、しかも、その内容を、児童受入れであるとか学校であ
るとかというようなところで統一的に支援に活用していくような、そういう取組ができる
ためには、何らかそういった一斉にアセスメントを行って、早期に支援を開始するというよ
うなことが、将来的に子どもたちのためには良いんじゃないかというような考えを持ってお
ります。

○松本市長
今、課長から出たようなことをしようと思えば、やっぱり人材が足らないので、もう少し
お金をかけてやらなきゃいけないというのは、よく分かっているんですけども、そういった
ところにこれからしっかり力を入れていきたいと思っています。

○山川委員
私も親なので、話を、お母さん友達とかお父さん友達としていたときに、やっぱりそうい
う検査を受けること自体にすごくためらいを持つんですよね。かなりハードルがやっぱり
あって、それで何かが分かることが怖いというか、その段階から入るよりも、少し、何か親
同士が話す場をいくつもつくって、悩んでるんだよね、そうだよねというような、何かそう
いうところから、私だけが悩んでるんじゃないんだということをお互いが見えてくるよう
な、そういう場に、例えば保健師の方とか、セミプロ的な方とかというのがちょっといらっ
しゃって、そこでちょっと声をかけてというような丁寧な関わりというのが必要な気がして
います。さっき申し上げた親の力を学び合う学習プログラムは、ファシリテーター養成の場
として、府中町・府中市・尾道市はファシリテーターの方をたくさん養成されているんです。
保育園の園長先生なんかがそのファシリテーターを取られているので、保育園でお母さ

ん同士のつながり、お父さんも含めたつながりをつくって、そこでお互いの悩みを話す中で
見つけていったり、幼稚園もそうなんですけど。私はここをやっているんですが、日常の場
面であったり、生活に必要なところで少しずつ近づくような感じで。やっぱり社会教育って
アプローチは使いやすいんじゃないかな。

○松本市長
今出た、尾道だとか府中市、ネウボラの先進地ですよね。その辺の取組について広島県が
推進している「ひろしま版ネウボラ」について少し説明してください。
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○子育て応援室
廿日市市がひろしま版ネウボラとして取り組もうとしているところが、１つは、先ほど言
いましたポピュレーションアプローチです。子どもたち、お母さんたちとどれだけ実際面会
して関わっていくか、それで顔のつながりのある支援ができるというふうに考えており、妊
娠した際、母子手帳を取りに来られます。まず、そのときに保健師とお母さんたちがお話を
します。それから、妊娠後期、８か月ぐらいに今は電話をかけているんですが、これからは
直接お会いしてお話ができるような仕組みを考えていきたいと思っています。
それから、出生届を出したときに、今の状態どうですか、暮らし的に困ったことはないで
すかというふうな形でお会いします。あと、４か月健診の場面、１歳半健診の場面、３歳半
健診の場面、全部で７回のポピュレーションアプローチを実際行う中で、お母さんたちと保
健師のつながりを深めていくというのが広島版ネウボラの取組の一つです。
それと、ネウボラには保健師がいるんですが、ひろしま版ネウボラでは、専門職として保
健師と保育士の２つの専門職がセットで動くことによって、より効果的な支援ができると
いうふうな流れがございます。廿日市市では、１つのネウボラに保健師と保育士を設置する
のではなくて、子育て支援センター、こちらに保育のプロフェッショナルがいるんですが、
そちらでお母さんと関わりをもつ、それとネウボラがセットで動こうとする、これがひろし
ま版ネウボラの中身を取り込んだ動きとなっております。
そういった形で、廿日市の地域に応じた形で、全ての子育て家庭とつながって、ちょっと
した困り事でも何でも相談していただけるような形を取りたいと思っております。
産前・産後１年間の中でお母さんたちの精神的な不安定さが生まれやすい時期がござい

ます。そこを集中的にケアしていこうというのが、令和４年度につくろうと思っている、産
前産後サポートセンターです。そういったものが市域全体で連携をして、廿日市に暮らす全
ての子どもと子育て家庭を支えていくところが、ひろしま版ネウボラを取り込んだはつかい
ち版ネウボラでございます。

○松本市長
いかがでしょうか。片嶋委員。

○片嶋委員
保育サービスの充実というところで、認可保育園が非常に拡大している。入りたいという
需要も非常に多いということが挙げられます。廿日市市の子ども・子育てのやり方というの
は、かなり広島市なんかも浸透していて、非常に暮らしやすい、医療費の面が今度出てきた
もんですから、非常にうらやましがられているような状況で、非常に頑張られていると思い
ます。
そこで私が１点質問したいのが、25ページに認可保育園の拡大とともに、第三者評価受審
の実施率というのがあると思います。全認可保育園の第三者評価の受審をしていくという
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ことで、インターネットを見ても、一番に廿日市市が出てくるわけです。全公立、私立の保
育園の外部評価がかなり出てきて、私もちょっとびっくりしました。
そこで、廿日市市として、第三者評価受審の外部評価をどのように反映されていこうとさ
れているのか。インターネットで見たら、かなりそれぞれの公立、私立の保育園で外部評価
を受けて、改善しなさいよということになっているんですが、例えば、阿品台東の保育園で
は、外部評価として、近くに小学校があるのになぜ交流しないんですかと出てきておるわけ
です。
しかし、幼保小の考え方で、まだ教育部分でそこまで行っていない、昨年度のこの会議で
は、教育委員会のほうから１人教員を保育所に派遣して、新しいカリキュラムづくりをやっ
ていくみたいな提言も昨年度受けました。そうする中で、阿品台東保育園はそういう外部評
価をどう反映していこうとしているのか、それは、廿日市市の教育委員会の指導を仰がない
とにっちもさっちもいかないようなことだろうと思うんですけれども、そういう第三者評
価をどのように発展させていこうとされているのかという考えをお聞きしたいと思います。

○こども課
当然評価したものは生かしていかないといけませんし、それ以外にも、今年度から保育園
のアンケート調査というようなことをやっていこうということで、公立保育園、私立保育園、
全園長さんにアンケート実施の検討会というのを始めさせていただいたところです。そう
いった保育園の評価、外部からアンケート調査とか、第三者の立場から見た評価というのは、
当然保育の質を上げていかないといけません。保育園のかなり数も増えてまいりましたの
で、数量的な部分についてはかなりクリアしてきたのかなと思うんですが、今後やはり質が
問われる時代になってこようかと思っております。第三者評価のものと保護者アンケート
というのを、今まで市独自ではやっていなくて、保護者会がやられたアンケートだったので、
そういったことも取り入れて、ニーズを把握して質を上げていく必要があろうかなというふ
うに思っております。
学校との連携については、後ほどまた幼保小の連携の中でも出てこようかと思いますけ

れども、学校と保育園の連携の格差というのが、かなり地域差があるように聞いております。
うまく連携が取れているところとできていないところというのがありまして、そのことに
関しましては、昨年度からそういった連携会議というのができています。先日園長会の中で、
学校との連絡は、昨年度の場合はどうですかと確認をしましたが、確かに以前より昨年度か
ら連携が進んできたという実感はとてもあるというふうに聞いているところです。

○片嶋委員
例えば、外から廿日市市に入られる方は、ものすごく廿日市市が進んでいるもんですから、
公式ホームページで全保育園の概要が出てくるわけですね、第三者評価。これは私もびっく
りしたんですけれども、これで、格差がやっぱり全部を見ていたら違うんですね。だから、
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よそから廿日市に入ろうという方がやっぱり第三者評価を見ちゃうんですね。令和６年度
には、今７割が100％に実施率を上げるというときに、この受診率と成果は、非常に大きな
ファクターを占めるものです。
そこはよく指導していっていただいて、中にはびっくりするようなことも出てくるわけ

です。あまり慣れていない保育園の方が第三者評価を受けて、これはどうかなと思うような
ことも出てくるわけです。だから、そこは保育園の評価をどういうふうに廿日市市で今後発
展させていくのかというのを、課題としていただきたいと思います。

○松本市長
委員からのご指摘、これはしっかり重んじるべきところだと思いますし、改めて早急に再
確認をして、ぜひ手をつけていきましょう。

○川下子育て担当部長
実は、今年度に取りかかる予定がコロナでまだ取りかかれていないんですが、保育所の再
編計画後期計画というのがございます。その中で、しっかりと保育の質、要するに小学校、
幼保小の連携をも含めた中でそういったところもしっかり詰めて計画づくりに取りかかり
たいなと思っております。またそういった第三者委員会の意見のほうも、しっかりさせても
らって、丁寧ないい形で計画ができるように進めていきたいと思います。

○松本市長
そのほか、何か。大島委員。

○大島委員
こちらの資料の12ページにあるＩＣＴ化の実施園というのはどういった場面でＩＣＴ化

というのを言っているのか気になります。なぜそれをお聞きするかというと、今、小中のほ
うで次々と全児童・生徒にグーグルのアカウントを紐付けるというのをやっているので、保
育園で日々の生活の情報が、連携できるようなことができれば幼保小の連携というところ
にもまたつながっていくんじゃないかなというところを考えての観点で。

○こども課
このＩＣＴ化、実際には民間保育園のほうが完全に先行しておりまして、国費がついた中
で民間のほうは進めていらっしゃるんですが、公立のほうがまだできていないということ
で、今年度から公立も実施していきたいというふうに思っております。
公立の課題というのは、情報の関係、セキュリティーの関係とかいろいろ高いハードルが
ありまして、なかなか踏み込めていないところなんですけれども、もしそういったことがで
きれば、一つには、情報のデータ化ができるということと、職員の負担を大きく軽減できる
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というところが大変なメリットじゃないかなと思っております。例えば、入退室の管理とか、
お昼寝中の関係とか、いろんな情報が把握できていきますので、進めていきたいです。
どの辺までＩＣＴ化が幼保小の連携までさらに活用できるのかという部分に関しまして

は、これから研究させていただきたいなと思っております。

○松本市長
よろしいですか。

○松本委員
留守家庭児童会と放課後子ども教室の関係というか、連携をお聞きしたくて、放課後子ど
も教室については、所管がそもそも教育委員会にあるのでいろいろ話は聞いているんです
けれども、留守家庭児童会についてはあんまり話は出てこなくて、今日いろいろお話伺えて
すごく参考になったんです。
うちも、留守家庭児童会等も毎日やっているんですけれども、放課後子ども教室は週に１
回とか。持っている管轄も違うと思うんですけれども、放課後の児童の居場所という意味で
は共通する部分があるのかなと思っていて、この計画書を見たら、一体型の留守家庭児童
会・放課後子ども教室の実施学校数が書いてあって、一体型というのは、連携を図ろうとい
う部分かなと思ったんですが、そのあたりについて教えていただければと思います。

○こども課
この留守家庭児童会というのは、親御さんたち、就労をされている方とか、そういう経済
活動を支援するということで、お預かりしている学童保育となります。幼児ではなくて小学
校を預かるので、見守りと宿題の関係とかを、指導はできませんけれども、１時間ほど取っ
て宿題をやりましょうという形でやらせていただいています。それは学校の空き教室を貸
していただいたり、あと専用施設でやっております。
教育委員会がされている部分というのは、そういった就労されているとかされていないと
いうことに関係なく、放課後の楽しみというか、例えば、竹とんぼを作るとか、楽しむ場と
して週に１回程度されていらっしゃるんじゃないかなと思います。そちらは、恐らく定員が
ある程度少なく、留守家庭児童会は、一つのところに四、五十人入っていて、部署によって
は、連携ができたところは、留守家庭児童会の子どもがそちらに行ってそちらにも参加でき
る、放課後クラブにも、放課後の教室ですから参加できるという環境が整っているんだと思
うんですけれども、できていないというところは、なかなか留守家庭児童会の児童がそちら
に行って参加するということが、まだできない、恐らく経営体制的に十分できないというこ
となのかなというふうに思います。それが本当は一体化できて、こちらの留守家庭児童会の
ほうもそちらが利用できるという形になっていけたらいいかなと思うんですけれども、現実
できているところは恐らく原小学校とか児童の少ないところと思っております。
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○松本市長
学校教育課長、何かありますか。

○学校教育課
こども課から説明がありましたように、ここも２園としか書いていないわけですから、実
際問題は、地域の方のボランティアの協力をいただきながら、そういった取組をしていると
いうのが現状であって、では、そこで留守家庭児童会のように勉強するかというのは、まだ
今後の課題、取組になってきます。

○山川委員
以前府中町で一体型の聞き取りをさせていただいたことがあって、留守家庭児童会と放課
後子ども教室をどのようにと伺っていたんですけれども、やっぱり同じ状況で、留守家庭児
童会は待機児童がいない状態になっているんですけれども、放課後子ども教室のほうは待機
児童だらけですと。
理由としては、やっぱり地域のボランティアの方に頼っているので、どうしても定員を絞
らないといけないと。だから、どちらかだと思っていて、留守家庭児童会のほうを重視しま
すということであれば、そちらを重視という形だと思いますし、放課後子ども教室のほうも
充実して、いわゆる放課後子どもプランというのは、一体型を目指しなさいとなっているの
で、そちらを目指すのであれば、放課後子ども教室に、やっぱりボランティアではなくて少
し雇用というような考え方で地域の人材を充てるというようなことも一つあるのかなとい
うふうには思っています。府中町だけじゃなくて、他の自治体のほうにお話を伺っても、な
かなかそこが雇用ということにならないで、ボランティアという状況の中で難しいという
ように聞きましたので、そのあたりの考え方も整理が必要かなとは思います。

○松本市長
どうでしょう。

○奧教育長
それに関連すると、二、三年前から、今おっしゃった総合プランという名目で、いわゆる
一体型でやろうということで、何か所か本市も取り組んで、たしか友和小学校と５つ、そこ
の中で取り組んで広げようということですが、やはり、今おっしゃった人材というか、指導
者の確保というようなことがどうしてもネックになって、広がりが持てないというような
こともあります。
確かに所管が厚生労働省と文科省との違いの中で、この問題も整理もしてきておるとこ

ろもあるんですが、できることならやはり一体的な総合プラン型のところに行けるのであ
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れば、行くような方策も必要ではないかという思いは、お聞きしております。

○松本市長
ありがとうございます。

○岡本委員
はつかいち版ネウボラにおきまして、本当に充実しているなと感じます。
また、保護者の困り事では、十分発掘できていないということもおっしゃったんですけれ
ども、それに対してもアプローチしようとされているんで、とてもいいと思いますけれども、
何か小学校に上がった途端にちょっと切れているような気がするんですよね。学校教育課
長さんが言ったように、教育相談というのがあって、これは、学校に上がる子どもたちが通
常学級の中に行っていいのか、福祉学級がいいのか、進学校がいいのかという、就学先を決
めるということが最終的にはあるんですけれども、その子どもに対して福祉の方と話したり、
保育園に行って園長先生や担任の先生と話して、進学先がどこであろうと、そのときに得た
情報というのは、すごく助かるんですよね。子どもたちをお預かりするときに、こういう困
り事があるということが分かっているので、すごく助かります。もし情報がなかったら、学
校に上がってきていろんなことが起こったときに、構えがないからすぐ後手後手になるんで
す。そうすると、保護者の方も学校を信頼してくれませんし、学校もその対応でばたばたし
て後手後手になります。その保護者といい関係をつくって、常に保護者が学校を信頼してく
れて、学校も保護者と相談できるという関係がつくれれば、本当にうまくいくんです。
こども課の方々、子育て応援室の方が、いろんな保護者と関わられたりいろんなことをし
たときに、この方は、孤立しているなとか、子育ても難しいなとかいうようなことをつかま
れているんじゃないかと思うんです。個人情報ですから、そんなに出せないと思うんですけ
れども、そこが連携できたら、学校はよりよく教育できるんじゃないかなというふうに思っ
て聞かせてもらっているんです。もちろんいただいた情報はそんなに外に出すのではなく、
でも、いただければ、このお母さんはそういうところがあるんだなと思えば、こちらもそう
いうふうに対応していきますから。
保護者の孤立化とか育てにくさとかというものは、私、個人的にあまり変わらないと思う
んです。子どもが大きくなったから、小学校に上がったらあんまり手がかからなくなったか
ら、はい、大丈夫ですよというわけには、何かいかないような。実際、いろんな保護者の方
と接してみて思うんですね。だから、やっぱりそこら辺のつながりというか連携というのが
いただけないかなというので。

○松本市長
今、いただいた意見で、この後にやろうと思っております幼保小の連携にも関わるんだろ
うとは思います。またそこで詳しく、今いただいたご意見についてはまたお答えさせていた
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だこうと思います。
ちょっと時間も押してきましたので、次へいきたいと思うんですが、意見交換です。今、
岡本委員からもありましたように、幼保小の連携についてをテーマとさせていただきたい
と思いますが、本市の取組状況について、まずはご説明させていただいて、皆さんにご意見
賜りたいと思います。

○学校教育課
それでは、資料２－１をご覧ください。
教育委員会から幼保小の連携についてご説明をいたします。
初めのページに書いてあるのは、小学校、今年からの学習指導要領ですが、そこに書いて
あるように、連携しなさいだけではなくて、具体的な時間割のレベルまで幼保と小をつなぐ
ような工夫をしなさいというように書いています。これを、スタートカリキュラムというふ
うにいいます。実際に私たちは、昨年度から広島県の「育ちと学びをつなぐ」幼保小連携教
育推進事業の指定を受けて、今年の学習指導要領完全実施に備えて取り組みを進めて参り
ました。このことについて簡単に説明いたします。
１枚めくっていただきますと、横表の連携事業の大きな流れが出てまいります。
横表の一番上ですが、この上に大きく３つの取組と書かれてあります。一つは幼保小連携
協議会、これは、関係者が集まった会議を年間３回行いました。いろんなことを共通理解す
ることができるようになったと思います。８月の縦に、合同の研修会というのがあります。
これは、横浜市の小学校の校長先生をお招きして、みんなで一緒に勉強することができまし
た。下のほうに、教育保育の相互参観等があります。これは、小学校区で保育園の先生方と
交流する場を持つことができました。
１枚めくっていただくと、具体的な取組の発表のパワーポイントの資料があります。
裏側にいきますと、推進体制、まず小学校区で連携ということがあります。17校の小学校
に対して38園、例えば、廿小であればそこにある４つの園と連携をしています。お互いの授
業を見に行ったりとか、先生方が連携を取ったりしています。その下、連携協議会、年間３
回関係者が集まって共通理解をする場、これも同じことを皆さんが共通理解する上で非常に
よかったなというふうに思っています。
３ページになりますが、幼保小合同研修会、横浜市の池上小学校の寳來先生に来ていただ
いて、行政にいらっしゃった方で、横浜で非常に先進的な取組をされていた方ですけれども、
みんなで一緒の勉強をするということも初めての経験でしたが、非常に大きな示唆をもら
ったと思っています。
その下、廿日市小学校の教員を、昨年１年間、かえで幼稚園に派遣をさせていただきまし
た。この教員は今年帰ってきておりますが、非常に中心的に幼保と小学校をつなぐプログラ
ムの開発等に大きな力を発揮してくれています。
その次のページから、成果と課題が書いてあります。
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やっぱり一番大きな成果というのは、顔を見て一緒のことを考える、連携する場がどの学
校も持てるようになってきたことだと思います。どうしても小学校区でまだまだ差があった
んですけれども、一定程度連携をするという場がありますので、最低限はそろってきたかな
というふうに思っています。
また、下にありますように、お互いの保育や授業を見たり、あるいはカリキュラムをつく
っていくこともできるようになって、この４月にはどの小学校もスタートカリキュラムをつ
くりました。本来であれば、今年そのカリキュラムを実際にやって、改善するということが
できればよかったんですけれども、コロナの関係でなかなかそこができていないのが実態で
す。
では、最後のページ、横表をご覧ください。これが廿日市小学校のスタートカリキュラム
です。
最初に申し上げましたように、時間割等も工夫して具体的な連携を図るようにしてくださ
いということですから、上から２つ目に主な学習活動、単元がありますけれども、この単元
で、１時間の授業を45分ではなくて15分単位で分割するように柔軟に考えています。15分
間遊んで30分授業する、30分遊んで15分授業するというような子供の移行期の段階を踏ま
えて柔軟な時間割の編制を行いながら、徐々に学校に慣れていって、そして、最後にありま
すように、１年生の計画に基づく学習活動ができるようにしていくということをきちんと
つくって、全ての小学校で今始めているところです。
ぜひそういったスタートカリキュラムに基づく取組をやって、これがどうだったのかとい
うことを含めて、さらに来年改善を図りたいというふうに考えております。
学校教育課からは以上です。

○松本市長
先ほど岡本委員からもご質問いただいており、例えば、保育園から学校へ上がって、通常
学級で可能なのか支援学級がよいのかというような判断の分かれるところ、非常に現場と
しても難しい現実があるということは体験していると思うんですけれども、その辺、当然保
護者の理解も得ていかなければならないというようなところもあるんだと思うんですけれ
ども、現実の課題みたいなものをご紹介いただいたらと思いますが。

○学校教育課
分かりました。
ご承知のように、校長先生が園所を訪問されて、実際の子どもの様子を見られるわけです
が、本市も特別支援教育アドバイザーという専門職員をつけて、一緒に園所のほうに訪問し
ています。その際、やはりここ何年かで園長先生方の意識も随分変わってきたと思います。
これまでは、どちらかというと、あまり具体的な子どもの実態を伝えていただくという点
でどうなのかなというところがありましたけれども、今は、積極的に園長先生のほうから保
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護者の方に発達検査受けてみたらどうとか、小学校に行ったら困るよとかということを、学
校と一緒に関わるようになってきました。それも、やはり専門職員が行って、具体的にここ
は集団の中に入ったら困るんですよとか、こういった支援が要りますよとかということを、
具体的にアセスメントをしてくれることが大きいんだろうというふうに思います。そうい
った中で、そういう就学相談をしておりますけれども、やはりなかなか理解が得られないこ
ともあって、これが学校に入ったら非常に苦労されることになります。
今のいろんな情報というのは、まず１つは、相談の窓口というところでいくと、どうして
も就学に関わってはできるんですが、そこで終わってしまうとか、就学に関わらないところ
の相談をどこでしたらいいかというところで、私たちも、いまだに保護者から誰に相談した
らいいのか分からないという悩みを聞くんです。これだけ応じているんですけれども。就学
だったら聞けるけれども、それ以外は聞いちゃいけないと思っていらっしゃるのかもしれま
せん。でも、本来はそうではないですね。子どもを育てていく上での困り感なわけですから、
やはり一元的に我々が伺ったものをつないでいく必要があるんだろうというふうに感じま
す。
これは、恐らく相談拠点事業を統合するとかいうところに関わってくると思いますけれど
も、当然内部でもしっかり情報の連携をしていくので、そういったものを、やはり教育だけ
ではなくて保育の場面とかあるいは子育ての場面から教育の場面へというふうに、トータ
ルで収集した情報をうまく返していくという工夫が、今後また求められると思っています。

○松本市長
いかがでしょう。

○岡本委員
そうですね、就学のことしか相談できないと。でも、違うことがあるんだけれども、これ
は言えないよとか、言っても返ってこないとかいろいろあるけれども、そこらが広く、窓口
は教育委員会がやるにしても、内容によってはこっちと連携したり、こっちと連携したりと
いうふうなことをされれば、親はすごくうれしいと思うんです。
本当に保育園の園長先生たちは、特に積極的です。以前は個人情報は出せないと、一切い
ただけない時期があって、学校は大変困りました。でも、今、とっても積極的で、保護者に
もアプローチされますし、私たちにも言ってくださる。本当にいろんな相談事に対応できる
課、そこらがあるといいなと思いますね。

○松本市長
県の事業でやっているんですね、この小学校の先生が１年間保育園に行くというもの。県
で１人ですかね、保育園の目線で子どもたちを見るようになれば、やっぱりどういう接し方
をすべきなのかというが、かなり変わるらしいんです。非常に有意義な事業だということを、
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私たちも認識をしております。県がこれからどこまでそういった事業を進めるか分からない
んですが、なければ市が単独でやっていく必要もあるのかなというようなことも内部でも
話しておりますので、そういう人材交流みたいなものについて、これから積極的にやってい
く必要性も感じています。

○片嶋委員
昨年度の総合教育会議で、幼保小をやるんだよという話を聞きました。すぐぴっときたの
は、今話が出ているように、幼保小の中で子どもたちの就学、特に小１の就学に関しての情
報が上げられるのかどうなのか。今、教育委員会では、就学の別の組織を持っていますけれ
ども、そういった生の保育園とか幼稚園の部分がどのように反映されるのかというのが、ま
ずちょっとあったわけです。
だけども、本来、県の教育委員会から指定を受けているというのは、幼児期と児童期の中
の接続期としての教育課程をつくりなさい、考えなさいというのがメインですよね。ですか
ら、そのメインの教育課程を探られるのはいいんですが、その裏には小１プロブレムの問題
も大きく入ってきていると思うんです。例えば小１プロブレムがこの幼保小との連携の中で
将来どのように変わっていくのか、例えば、今、小１プロブレムの該当人数も把握されてい
るとは思うんですけれども、この該当人数がどのように変化していくのか、また、小１プロ
ブレムの問題行動等を起こす子どもたち、従来１か月ぐらいで収束すると言われているんで
すけれども、今、半年ぐらい続いていると言われますが、そういう期間がどれぐらい下がっ
ていくのか、そういったこともちょっとお聞きしたいと思うんですけども。

○学校教育課
まず、県の教育委員会が、昨年度県内８市町を指定して、この事業をやっていることの趣
旨は、おっしゃるように、将来的には今年からスタートする学習指導要領でスタートカリキ
ュラムをしなければならないわけですが、そこが十分にいかないわけですから、モデル事業
でということです。我々もスタートカリキュラムはしっかり全校でつくるようにしたという
ことはもちろんですが、当然、スタートカリキュラムをつくろうと思えば、相互にしなけれ
ばつくれないわけですし、そもそもちゃんと交流ができなければ、そういったとおりにはい
かないわけですから、今おっしゃっていただいたカリキュラムをつくることは目的ではなく
て、つくってどうするかということが非常に大事だと思っています。
なので、まず、つくったカリキュラムを実際に実践しながらそれをどう改善していくかと
いうことを通して、幼保と小のカリキュラムの問題にいきつつ、やはり先生方も同じ意識を
持って子どもを育てていく、廿日市市全体としては切れ目がない子育てができるようにな
るということを目指しているというところは言うまでもありません。
また、小１プロブレムの時期や人数ですが、今年については、コロナ対応でほとんど交流
できておりませんので少し検証は難しいですけれども、やはり私たちの中では、明らかなプ
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ロブレム５人、これを３人に減らすというよりは、やっぱりある程度グラデーションがあっ
て、若干かかっている子がいるとかというような子が、どこかで育ちにくさを感じるとか、
不適応を感じるとかということだと思っていますので、全体の子どもの不適応が減ってい
くとか、適応感が増えていくとか、本市、小学校３年以上でアセスという学校適応感の尺度
の調査をやっていますけれども、その中で、しっかりまたこういうものが適応する子どもが
増えていく、不適応の子どもが減っていくということを、当面目指していこうとは思ってい
ます。

○松本市長
そのほか、何かございますでしょうか。

○山川委員
就学前検査というのがありますよね。小学校に上がる前に、子どもたちが集まる、あのと
きのアプローチなど、ご存じですか。そこが一番たくさん人が集まるんですけれども、あの
とき、私、すごくためらうというか、怖かったのを覚えているんです。何々幼稚園の子ども
たち、何々保育園の子どもたちというので、やっぱり多数派がいて、その中に少数派の保育
園とか幼稚園だと、すごくここから集団生活が始まるんだということの不安をちょっと覚
えた最初だったんですけれども、そういったものが引きずられていくと、小学校に入ったと
きになかなか親同士のつながりがない中で、何々幼稚園出身の親同士のグループ、そこの子
どもたちは仲がいいみたいなのがあるので、そこは何かあるんですかね。

○学校教育課
いわゆる就学時健康診断のことですが、実際にこちらが通知をして、来ていただくので、
所定の日に行けなければ違う小学校になったりもしますから、必ずしも幼稚園で１所だけ
来てくださいというわけではないんですが、集まったときに、実質知っているから集まると
いうことはあるかもしれません。
学校としては、やはり就学時健康診断の場を捉えて、当然、事前に園訪問で把握している
お子さん、保護者がいらっしゃるわけですから、その後に校長先生に来ていただいて、しっ
かり話をさせていただいたりとかいうような機会に、就学時健康診断をもちろん使ってお
りますし、今のように、幼稚園をまとめて来させるとかいうことを特にやっているわけでは
ないので、そういったことはございません。

○山川委員
小学校に入っていくと、学力で差が出ないように教育課程は配慮していただくというこ

とがあるんですけれども、学力格差って、いわゆるペアレントクラシーというか、親の格差
によって、親の格差というのは、実は親が学歴が低いとか高いとかそれだけじゃないんです。
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つながりを持っているだとか、親がどういう家庭の中で言葉遣いをするかとか、何かそうい
ったことまで含めてなので、一方では、そういう教育カリキュラムをどうつなぐのかという
のがすごく教育委員会としては一番大事だと思いますし、一方で、親のつながりだと思って
いて、そこをどういうふうに拾っていくかとか、つなげていくかということを考えていく必
要があるんじゃないかなと思います。

○学校教育課
県の教育委員会の生涯学習課のほうも、いわゆる我々親プロと呼んでいますけれども、親
と子の育ちのプログラムを実施する。本市では、そういった経験をお持ちの小学校の校長先
生が１名いらっしゃって、前任校で立ち上げられて、今の学校でも検討しておられるところ
がありますので、そういったものも、市全体でも取り組んでいきたいと思います。

○松本市長
そのほか、何かございますか。なければ、次いってよろしいですか。
続きまして、第５、協議事項、次期「廿日市市教育大綱」の策定について事務局から説明
願います。

○事務局（木下経営政策課次長）
意見交換のテーマですけれども、資料２－２でございます。先ほど学校教育課長のほうか
ら、教育委員会からの視点で幼小の連携のほうご説明いただきましたけれども、資料２－２、
こども課からの説明がございますのでお願いします。

○こども課
保育園には、保育所保育指針というものがございまして、幼児期の終わりまでに育ってほ
しい姿というのが10個ほど挙げられております。健康な心と体、以下ありますけれども、こ
ういったことを意識しながら遊びの中で力をつけていくと、そういったことにも取り組ん
でいるところでございます。
２番目の小学校との連携ですけれども、そういったことを踏まえて、意識しながら、生活
態度や基礎を培うようなことに取り組んでいるということと、また、２番目、イにあります
けれども、小学校の先生との意見交換や合同研究会の機会を設けるなどして、幼児期の終わ
りまでに育ってほしい姿を先生にも共有していただくと、保育所としてはこういう関わり
方をしているんですよということを知っていただいて、それをぜひ小学校のほうでもうま
くつなげていただきたいというようなことを努めていくことも、この保育指針の中に入っ
ておりまして、ウの３番目のところに、子どもに関する情報共有に関して、保育所に入所し
ている子どもの就学に際し市町村の支援の下に子どもの育ちを支えるための資料が、保育所
から小学校へ送付されるように取り組むというのも、保育指針にございます。
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その部分につきましては、幼稚園もあるんですが、保育園だと保育園児童保育要録という
のを作成することになっておりまして、これを全ての子どもさんに作らせていただいて、入
学する際には、入学する学校の校長先生に全て送るようになっています。学校側のほうは、
恐らくこの保育園もしくは幼稚園の要録が届いておりますので、その子の姿というのは、こ
れを見ていただければどういったお子さんなのかということは把握をしていただけるとい
うものではないかというふうに思っております。
また、保育園の方の取組としては、やはり小１プロブレムというところがあるということ
ですが、保育園の中でも既に発達障害のあるようなお子さん、いろんな方がいらっしゃる中
で、気になるお子さんは保護者の方にお話をさせていただいて、保育園に来ていただいてそ
の子を見ていただいて、どうでしょうかということであれば、親御さんのほうにそういう情
報を伝えて受診をしていただくとか、そういったこともさせていただいて、ついては、その
保育園に加配をつけていくと。
なかなかその県の事業に来ていただくにあたって、保護者のご理解がいただけないと、な
かなかそういうこともできないので、その辺は課題なんですが、少しずつ少しずつ変えてい
きながら、また、特に小学校入学する前には、そういった加配とかついていないお子さんも、
ちょっと発達が若干遅いような気がしますよとか伝えながら、小学校に上がる前には、心配
なんで教育相談を受けたらどうですかという形で、そういった方にも教育相談につなげて
いくという形をさせていただいたり。
そういったところに行っていただけない方もいらっしゃるので、そういった場合は、園長
先生のほうから校長先生のほうに、実は特に教育相談に行かれていないんですけれども気
になるお子さんがいるので、もしこちらに来られるときには見ていただけないでしょうか
というようなことをさせていただいたりということで、できるだけその子どもさんが学校
で困らないような形でということで、園側のほうからはできるだけ情報提供させていただ
いているというところでございます。
以上でございます。

○松本市長
改めまして、こども課の説明についてご質問ありましたらどうぞ。

○片嶋委員
保育要録とか幼児の指導要録を送付するのは10年前ぐらいからできたと思うんですけれ

ども、これについては保護者は見ることはできますよね。一般的には送付して、校長との交
換事項というんですか、医療的な面とか、あと例えば発達障害とかは、要録には書き込まれ
ているんですかね。

○こども課
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当然保護者にも見ていただいて、間違いがないようにしないといけませんので、分かる範
囲では書かせていただいておりまして、実際校長先生が、やっぱり地域の保育園にいらっし
ゃることが多々あられて、そこでもう少し詳しいお話をさせていただいたりというケースも
ございますし、今後は連携会議ができたということなので、今年度はちょっとストップして
おりますけれども、そのあたりももう少し深い話ができていければ、よりスムーズに連携が
取れていく、情報が伝わっていくと思っております。

○松本市長
そのほか。

○松本委員
うちの子どもも１年生のときにすごいつまずいて、半年ぐらい、学校には行っていたんで
すけれども、朝はいつも学校に行きたくないと泣く日々が続いたんです。何がそんなに嫌な
のかというのを聞いたら、いろいろ積み重ねはあるんですけれども、本当に小さいところで
したら、保育園のときは動きやすいＴシャツ、ゴムパンだったのが、制服になって、ここま
でボタンを留めている、それが苦しいとか、ランドセルが重くて教科書が重くてしんどいと
かあるんですけれども、一番しんどいのは、やっぱり今まで自由に遊んでいたのが、45分ず
っと座り続けるのが本当にしんどくてたまらないと言っていたんです。
本当にカリキュラムを工夫するというのは、すごく本当に大切だというか、重要なところ
と思って、各学校でされていると思うんですけれども、学校だけにとどまらずとも情報を共
有していただいて、本当に研究をしていただきたいなという思いがあります。
あと、そういう問題があったときに、保護者のほうとして、職員の先生にどのタイミング
で相談したらいいのかというのがちょっとよく分からなかったんです。保育園のときは毎
日迎えに行っていて、先生と毎日会って情報交換していたんですけれども、小学校に行った
ら全然会わなくなるので、入学式のときにお顔は拝見したんですけれども、ほとんどそれ以
降全く自分との関わりがない。朝泣いているけれども、一応学校では普通にやっているので、
先生はすごく忙しいし、相談していいんだろうかというような保護者の側の戸惑いもあって、
５月に結局何かストレスがたまったのか体調を崩して、学校に呼び出されて、そこでようや
く話して、先生は、学校では結構頑張っていたみたいで全く気づいていなかったんですよ。
だから、保護者も小１プロブレムじゃないですけれども、どう子どもを支援していけばい
いか、学校と関わっていけばいいかというのが分からないところがあって、何をどうすれば
いいのか、特に小１の保護者については、相談もしてくださいという働きかけとか、そうい
うのはすごく大事なんじゃないかなと思います。

○学校教育課
学校の先生が見ている子どもの姿と家庭で見せる子どもとが違うということは結構起こ
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り得る話で、子どもって結構外では頑張って、家に帰るとそれが疲れ果ててというのもあり
ます。
なので、今おっしゃるように、当時気がつかなかったということは、もう少しよく見てお
けばよかったなということもありますが、ぜひ何かがあれば、先生忙しいというのはありま
すけれども、担任の先生だけではなくて、管理職でも生徒指導の担当でもいいので、気にな
ることがあれば早めにご相談いただきたいということは、学校を通じて保護者の方にお伝
えをしたいというふうに思います。

○松本市長
その辺の話は、学校側からもしっかりしていただけるように。

○山川委員
兵庫の事例で、親にも小１プロブレムがあるということで、親御さんが自分たちで悩みを
相談しましょうというのも、例えば、学校に上がる際に、どういうものを準備したらいいだ
ろうとか。名前を全部書かないといけないのか、どうやったら効率的に書けるのかなとか、
そういう一見瑣末なんですけれども、でも、何か小学校に上がるということについてに関わ
るいろんなトピックというか、それを集めてみんなでしゃべろうよというようなしゃべり
場をお母さんがつくりたいと言い始めて、それが何回もできているんです。そこで、名前を
どう書くという話から入るんですけれども、うちの子ちょっと人見知りでねとかというのが
一緒に出てくるんです。そういう場が、やっぱり社会教育の場なんですよ。
だから、学校が全て就学前後の子どもたちまで見る必要もないと思っていて、今言ったプ
ログラムというのは、団地の中の集会所とか市民センターなんかで、昼行われているのもあ
れば夜行われているのもあって、行きやすいときに行きますというような、そこで、つなが
りがなかったお母さん、お父さん同士がつながったりというようなこともあるので、やっぱ
り少し関係を深めていかれるというふうに思います。よかったら、一緒にご紹介しますので。

○学校教育課
はい、ありがとうございます。

○松本市長
ぜひまたご意見いただきながら。
そのほか、何か。
では、次、いかせていただきます。
続きまして、次第の５、協議事項、次期「廿日市市教育大綱」の策定について。
事務局から説明願います。
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○事務局（木下経営政策課次長）
資料３－１をご覧ください。
次期廿日市市教育大綱の策定についてです。
今年の３月の総合教育会議で、現教育大綱は令和２年度で期間が終了するということで、
次期策定に向けた年になりますという案内があったと思います。今日は、策定について、ス
ケジュールとともに併せて説明をさせていただきたいと思います。
まず、１点目、基本的な考え方です。
これは、国の考え方、法律や国通知の要旨をまとめております。
１点目として、国の教育振興計画を参酌し、地域の実情に応じて総合的な施策の大綱を定
める。２点目として、教育委員会の所管事項に関する予算の編成や条例案などは、市長が直
接所管している。また、教育行政においては、福祉や地域振興などとの密接な連携が必要と
なっていることから、市長に大綱の策定を義務づける。この大綱については、総合教育会議
で協議をする。大綱の内容については、教育に関する総合的な施策についての目標や根本と
なる方針で、詳細な施策を策定するものではない。計画策定期間は、４から５年程度想定と
いうことです。この考え方に基づいて、現大綱を策定をしているという現状です。
これらを踏まえて、次期大綱の策定ですが、基本的には先ほど申し上げたこの基本的な考
え方を踏襲いたしまして、１点目として、現在の廿日市市教育大綱をベースに、第６次総合
計画の内容を踏まえ策定をしていきたいと考えております。
内容については、現在の廿日市市教育大綱をベースにする。もう一点は、第６次廿日市市
総合計画の基本構想に掲げる人を育むの目指すまちのイメージや重点施策、施策方針を踏
まえながら策定する。これについては、廿日市市総合計画、基本構想というのは10年間の計
画なんですけれども、それを５年で、前期と後期に分けておりまして、現在、前期基本計画
というものが令和２年度で終了するということで、令和３年度以降に向けた総合計画の後
期基本計画の策定を進めているところでございます。そういったことも踏まえながら策定
をしていきたいと考えております。
次期教育大綱の計画期間は令和３年度から令和７年度の５年間ということで考えており

ます。
２点目として、関係計画との整合を図りながら策定ということです。
これは、現在の教育大綱と同じですが、先ほどご説明した第２期廿日市市子ども・子育て
支援事業計画あるいは第３期廿日市市教育振興基本計画、この計画も令和２年度で計画期
間が終了するということで、令和３年度からのスタートに向けて令和２年度に策定を予定
しているところでございます。
教育大綱の今後のスケジュールですが、本日の会議が第１回目です。次回、第２回が来年
の１月を予定しております。少し間がございますけれども、これは、先ほど説明した総合計
画の後期基本計画の素案の作成が年内というようなスケジュールをしている関係で、その
翌月の１月に大綱の素案、この総合教育会議の場でお示しをしたいというふうに考えてお
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ります。その後、パブリックコメントを経て、改めて新しい大綱の最終案を協議させていた
だいて、決定という運びにしております。以上が策定についての考え方です。
次のページ以降に、関連計画の概要を記載しております。
まず、国の教育振興基本計画でございます。
国は、今、第３期の計画ということで、平成30年度からスタートしているところでござい
ます。国は、前回の第２期、自立、協働、創造といった理念を掲げておりましたけれども、
現在の国の第３期も、この大きな理念は引き継ぎつつということでございます。新たな視点
として、2030年以降の社会の変化を見据えた課題解決に向けた教育政策の基本方針という
ものを掲げておりまして、ワードとして人生100年時代、あるいは教育を通じて生涯にわた
る一人ひとりの可能性とチャンスを最大化することを今後の教育政策の中心に据えて取り
組むというような重点事項を掲げられております。そういったことを踏まえて、第３期が変
更になっております。
次のページが廿日市市子ども・子育て支援事業計画でございます。
これも、第１期と、先ほど説明した第２期の説明がございましたけれども、こういった形
の内容に変更しております。詳細は、冒頭報告がありましたので、省略させていただきます。
最後に、廿日市市の教育振興基本計画でございます。
これは、第３期につきましては、令和３年度からスタートするということで、まだ内容の
ほうが確定しておりませんので空欄になっております。左側の現在の廿日市市の教育振興基
本計画は、またご確認をいただきたいと思います。
次に、資料３－２をご覧ください。
これが、現在の廿日市市の教育大綱でございます。全部で４ページになります。
先ほど説明しましたとおり、教育に関する総合的な施策についての目標や根本となる方

針という大綱の性格を踏まえ、次期教育大綱につきましても同様の構成を考えております。
今後、来年１月になりますけれども、この案を作成するに当たって、今後５年間を見据えた
視点や意見をいただけたらというふうに思っております。よろしくお願いいたします。
説明は以上でございます。

○松本市長
この教育大綱につきましては、教育長のほうから追加で説明をさせていただきます。

○奥教育長
このスケジュールの中で、大綱を決定していくという時期でありますが、今日は、全てそ
の項目をこの中で方向を決めるというのは、若干時間がないと思います。
教育委員会会議の中でも、大綱に向けてどういう視点をやはり持っていくか、ご意見を賜
るような時間を随時取りながら、また、それを事務局や市長にも、私のほうから伝えながら
素案をつくって完成形になればというふうな思いを持っておりますので、ぜひその中でお聞
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かせいただきたいというふうに思います。
それと、もう一点は、今日の話は、どちらかというと、教育と福祉の連携した視点という
ものが大事だということを、教育委員会の会議の中でも委員の皆様もおっしゃっていただい
ておりましたし、私自身もその重要性というのは非常に認識をしておるところです。
ちょっと卑近な例で申し訳ないんですが、このたびコロナの関係で学校が休校になりまし
た。そのときに、一つの象徴的な例が、留守家庭児童会と学校の先生方の意識が少し違うと
いうことがありました。つまり、留守家庭児童会へ行く子どもたちのスペースも少なかった
り、場所も教室が足りないというような問題もあったりする中で、教室でそういったものを
学校の先生が見ていくということも必要だということも生起したわけですがも、なかなか
その時間の調整や部屋の確保に時間がかかってしまう、つまり、留守家庭児童会は留守家庭
児童会でやるもの、学校は学校でやるものというような、そういう意識が双方の中にも若干
あるというような課題も、私自身も感じたようなこともありました。子供にとっては、学校
であろうと留守家庭児童会であろうと、子どもが学ぶ場として、どういうふうにうまく機能
化していくかというようなことを考えていく必要があるということから、今からは、福祉部
門と教育部門がいろんなところでつながりながら子供を育てていくという視点を、廿日市
の中ではしっかり浸透していくことが大事なのではないかと思ったりもします。
それと、もう一つは、先ほどから出てきている相談をするという場所も、いくつか教育委
員会サイドでもございましたり福祉サイドでもあったりするんですが、それらがやはりワン
ストップでうまく機能しながらいくような、そういうものも必要ではないかという思いが、
相談という場からも感じるところです。
それと、もう一つは、先ほど話題になりましたいわゆる気になる子どもの状況、つまり障
害を持っている子どもたちであったり不登校であったりする子どもたちの、就学あるいはそ
の途中の中で、どのようにつなげていきながら子どもを成長させていくかという切れ目の
ないシステムなり、あるいは、先ほどからありました書類といいますか、文書的なところで
うまくつなげていくというようなことも、当然今もやっておりますが、その中でもいくつか
課題があるというようなことも、今日のお話もありました。
等々、いくつか克服すべき課題が、教育分野と福祉とがうまくリンクすることによって飛
躍的に子育てなり親の安心感というものにもつながっていくのではないかということで、何
とかどういう項目であれ、大綱の中にそういった視点でのものも入れていくということが必
要ではないかというようなことを、委員さんのところで何かご意見があれば、今日でも、ま
た教育委員会会議でも述べていただければというふうに思います。
以上です。

○松本市長
それでは、皆さんからのご意見を伺いたいと思いますが、いかがでしょうか。
山川先生、いかがでしょうか。
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○山川委員
どうしても教育分野、福祉分野と、制度とか、今ある領域からアプローチしてしまうと、
子どもとか当事者にとってみると、落ちてくるという部分というのが出てくるだろうと思う
ので、子どもとか親を中心にまず据えたときに、どういうアプローチが必要かなというふう
に、スタンスを少し変える必要があるのかなというふうに思えてきます。
以前、子育て応援をしている人と話をしたときに、地域の中で、１人の子どもに対して７
人の大人の目があると、例えば、シングルマザーであったとしても、シングルファーザーで
あったとしても、何かうまく育ちそうだよねというような話をされました。それが親だった
り先生だったり地域の人だったりしますが、私もすごくそれは感じていて、常に家庭に居ら
れたわけではないので、出張中でも隣の隣の人がご飯を差し入れてくれたりとか、どこかに
行ってたらどこか行ったよというような情報が入っていたりする中で、こういう行動取って
いるんだなというようなことが分かっていたので、全部が全部強いつながりじゃなくていい
んですけれども、何か親と子を見据えたときに、６人とか７人とかという大人が少し関わっ
ていけるようなことを、教育で言うと、こういう分野かな、それだったら社会教育の分野か
なというふうなと思ったりするんですけれども、福祉だとこういう分野があるのかなとか、
なかったら、支え手を発掘していこうよというような発想を持っていってもいいと思います。
逆に言えば、人生100年時代への対応も、実はそれでかなうんですよね。そういう支え手
が増えるというのは、支え手側というのは、人生100年時代の中で活躍してくれる人が増え
るということなので、そういういろんなつなぎ方ができると思います。

○奥教育長
もうちょっと、今からも深めていけばいいと思います。

○松本市長
そのほか、ご意見、何かございましたら。

○岡本委員
私も小学校なんですけれども、気になる子どもさんを預かるときのポイントとしては、保
護者が落ち着いてくれたら子どもが落ち着くんですよ。子どもさんをどうかするというよ
りかは、いかに保護者の方に落ち着いてもらうかということが、結構経験的に私ポイントか
なと思っているんです。
落ち着くというのは、結局、相談するところがあるということだろうな。私は、学校の仕
事だと思っていたんですけれども、山川委員さんがおっしゃっていたように、社会教育が担
うところも大きいよと言われて、ああ、そりゃそうだなと思うんです。何かそういう仕掛け
ができていったらいいなと思います。
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○奥教育長
同感です。またいろいろ議論をするんでしょう、社会教育の分野で。

○松本市長
ありがとうございます。
そのほか、何かございませんでしょうか。よろしいですか。
今日はありがとうございます。こうして非常に貴重な意見をたくさんいただきました。実
体験によるものもありましたし、また、他市の先進事例、いろいろとご紹介いただきました。
しっかり廿日市といたしましては、こういったいただいたご意見、成果に結びつけていきた
いと思いますので、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。
本日の議題は以上になりますので、進行を事務局に返します。お願いします。

○事務局（金谷経営企画部長）
長時間にわたりありがとうございました。
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。来年
１月に予定をいたしております次回の総合教育会議では、次期廿日市市教育大綱案をお示
ししたいと考えております。どうぞよろしくお願いいたします。
以上をもちまして、令和２年度第１回総合教育会議を終了させていただきます。
本日はありがとうございました。


