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令和２年度第２回廿日市市総合教育会議 会議録

１ 日時 令和３年１月１５日（金）

開会１５時００分 閉会１５時５０分

２ 会場 廿日市市役所 ２０１会議室

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）

【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）
ただいまから令和２年度第２回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、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、お手元にございます次第に沿って進めてまいります。
初めに、次第２、松本廿日市市長からご挨拶を申し上げます。
市長、よろしくお願いします。

○松本市長
皆さん、こんにちは。
令和２年度第２回総合教育会議の開会に当たりまして、一言ご挨拶を申し上げます。
改めまして皆さん、本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
委員の皆様方には本当にお忙しい中、ご参集いただきまして誠にありがとうございます。
また、平素は本市の教育行政に多大なるご尽力をいただいておりますことを心から感謝

申し上げます。
さて、昨年は新型コロナウイルスに始まり新型コロナウイルスに終わった１年でありま

したけれども、やはり今年も新型コロナウイルスに翻弄されております。
今、大都市圏におきましては緊急事態宣言が出されております。また、広島県におきまし

ても今、感染拡大集中対策ということで取り組んでいらっしゃいます。それに合わせて本市
も同じような対策を講じているところでございます。
なかなか明るいニュースがありませんけれども、実はそんな中におきましても年明けか

ら良いニュースが１つございまして、全日本女子野球連盟から女子野球タウンの認定をい
ただきました。本市には皆さんご存じのように県内唯一の硬式女子野球部がある佐伯高校
があります。まずはこの佐伯高校をしっかりと盛り上げていきたいと、それには女性が活躍
できるまち廿日市ということで、しっかりと認知度を高めていきたいと思っております。
そんな中で、今日は次期教育大綱（案）についてご意見を賜りたいと思っております。
教育をはじめ社会経済情勢を取り巻く変化を見据えつつ、本市の教育をしっかりと高め

られるように、皆さんから貴重な忌憚のないご意見を賜りたいと思っておりますので、本日
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。
それでは、続きまして次第３、出席者のご紹介でございますが、お手元の名簿をもって代

えさせていただきたいと思います。ご了承いただきたいと思います。
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なお、本日は第２期廿日市市教育大綱（案）の協議ということで、教育部から教育総務課、
学校教育課、福祉保健部からこども課、子育て応援室、それぞれ担当の職員が同席をいたし
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でございます。
協議事項の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
それでは、協議事項であります第２期廿日市市教育大綱について、説明をお願いします。

○事務局（木下経営政策課長）
経営政策課の木下と申します。よろしくお願いします。座って説明をさせていただきます。
お手元に配付しております資料１から資料３、これに基づいて説明をさせていただきた

いと思います。
あともう１点、先ほど１枚物の紙をお配りしたと思います。本日の会議資料ではありませ

んが、第１回目が８月にこの会議をやらせてもらいました。そのときに、この大綱（案）の
策定についての大きな基本的な考え方をお示しし、ご了承いただいて、その後の動きとして、
昨年の 11 月６日に教育委員会会議、その後に教育大綱についての意見交換があったと思い
ます。私も同席させてもらいまして、そのあたりの主な意見ということでまとめたものがこ
のペーパーでございます。こういった意見も少し事務局のほうも熟読しながら、しっかりと
この大綱（案）に反映させたつもりでおります。今日はその内容についてご説明をさせてい
ただきたいと思います。
それでは、まず資料１のほうをご覧ください。
この大綱（案）のポイントでございますけれども、期間は令和３年度から令和７年度まで

の５年間の大綱でございます。今の大綱からの主な改定のポイントでございます。大きな柱
のほうは変えておりませんけれども、その中身の方針について少し変更がございます。
１点目は、現在を取り巻く社会情勢ということで、この５年間と今の情勢ということを見

たときに、ＳＤＧｓ、こういった観点、それと現在、市長からもお話しありましたように新
型コロナウイルス感染症の流行と、こういった変化がございます。このあたりを少し記載を
加えております。
それと（２）基本方針、５つございますけれども、この中での取組の追加ということで、

大きく２点、意見のいろいろな中で子ども中心の視点の取組が多いというようなお話もあ
ったと思います。その中で親の視点、親に対する、大人に対する取組、こういった視点を追
加したものがございます。具体的には基本方針①、③のほうに加えております。後ほど説明
させていただきます。
それともう一つ、生涯学習、これは全世代通じてということになりますけれども、学びだ

けでなく、それをまちづくり、人づくり、地域のつながり、こういったものに生かすという
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ようなこともご意見があったと思います。このあたりの追加のほうをさせていただいてお
ります。
それと、今日の会議が終わった今後のスケジュールでございますけれども、今日色々と案

についてのご意見をいただいた後に、パブリックコメントということで、市民の意見も聞こ
うという取組を１か月間やらせていただきます。
その後、パブリックコメントの意見を集約して、令和３年３月下旬を予定しておりますけ

れども、第３回の総合教育会議で最終案をお示ししたいという流れになっております。これ
が大きな概要でございます。
では、第２期大綱（案）についての中身の説明をさせていただきます。
資料２でございますけれども、これは変更後の中身を書いた案でございます。
説明のほうは資料３に基づいてさせていただきます。これは現行の大綱（案）の新旧対照

ということで、こちらのほうが分かりやすいと思いますので、こちらを見ながら説明をさせ
ていただきます。
左が第２期の大綱でございます。下線部が今との変更点ということでございます。
１点目、廿日市市教育大綱の策定に当たって、大綱策定の趣旨、ここは少し飛ばさせてい

ただきます。現行の計画が期間満了して次が始まるということを書き加えております。
２の大綱の位置づけについては、これも時点修正でございますけれども、関連計画として

廿日市市教育振興基本計画というものがございます。今第２期のほうが動いていますけれ
ども、これも令和２年度で満了するということで、第３期というものがまた新たに令和３年
度からスタートします。
それと（３）の大綱の期間でございます。５年間でございます。
次のページでございます。
基本理念、四角で囲んでおります「『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」、この方針は現行と変わっておりません。その中で現在を取り巻く事案でござい
ますけれども、ＳＤＧｓというところを教育大綱のほうで記載をさせていただいておりま
す。
３番の基本方針でございます。
５つある１点目、「まち全体で子どもを育てます」、これも方針は変更ございません。その

中で、いろんな多様な主体が連携して子どもに関わっておりますけれども、少し事業者の関
わりというところもご意見があったかと思います。そこで福祉、医療機関だけでなく、事業
者というものも入れさせてもらっております。
それと、あとこの部分については、地域が子どもに向けていろんな支援をするというよう

な内容が第１期でございましたけれども、その支援する親に対しても、親育ちという観点で、
親への支援もやっていくんだと、子育て支援だけじゃないというところで親育ちという記
載を入れております。
それと２点目、「たくましく自立し、学び合い高め合う教育を推進します」、これも変更は
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ございません。これは社会経済を取り巻く状況として新型コロナウイルス感染症の流行、こ
ういった変化の中でもこういった方向性で教育を推進、たくましく自立した子どもを育て
ていくということで掲げております。
次のページ、３点目でございます。「いのちを大切にする心を育む教育を推進します」、こ

こが現行の計画は子どもに対しての教育という側面が強かったのかなと思います。道徳教
育であったり学校現場でのいろんな体験活動であったりといったところに加えて、第１期
の期間内に廿日市市自殺対策計画というものもつくっております。これに基づきまして、こ
の計画に掲げておりますゲートキーパー、こういった養成など、自殺対策の強化あるいは人
権教育・啓発、こういったところ、これは子どもに対してだけじゃなくて大人ということで
ございますけれども、大人が命を大切にする心、こういったところもしっかりやっていこう
ということで併記をさせていただいております。
４点目、「ふるさとに誇りと愛着をもつ心を育みます」でございます。
ここにつきましては、いろんな学ぶ機会を充実させようということで、前期のほうで掲げ

ておりましたけれども、これにプラスして、学ぶだけでなくて体験ということで、受動的な
学びだけではなく、能動的な体験、こういったところもしっかりとやっていこうということ
で、「学びや体験の機会」という文言を追加させていただいております。
最後、５点目でございます。「生涯にわたる自発的な学びを支援します」でございます。
ここは下線部を読み上げさせてもらいます。「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、自発的な学びや地域内のつながりを促します」という言葉を入れてお
ります。この言葉の中には、ソフト施策の展開だけではなくて、例えば市民に身近な市民セ
ンター、こういったハード面の使いやすさとかバリアフリーとか、そういった意味合いも込
めて変更させていただいております。
また、学んだことが生かされるような環境づくりを進め、それをまちづくり・人づくりに

取り組みますということで、学びをそういったことにつなげていくということで、これも第
１期の場合もそういった意識で取り組んではおりますけれども、しっかりと第２期ではそ
ういった文言も明記したということでございます。
あと、この意見修正に当たりましては先ほど言った 11月６日の教育委員さんの意見交換

の中での意見と、庁内の関係課のほうにも意見照会をしまして、その回答をいただいたとい
うようなものもあります。それらをミックスして、事務局のほうで案として取りまとめを行
っております。
説明は以上でございます。

○松本市長
ありがとうございました。
ただいまの報告でご意見、ご質問等ありましたらお願いいたします。
山川先生、いかがでしょうか。
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○山川委員
11 月６日の意見を全部取り入れていただいて、ありがとうございます。細かいところか

ら大きいところまで、幾つかお尋ねしながらお伺いできればと思うんですが、資料２のほう、
よろしいでしょうか。資料２の３ページのまずＩＣＴとかグローバルなどを入れたらとい
うことで、基本理念のところに「ＳＤＧｓの理念やデジタル技術の進展」というのを入れて
いただいているんですが、デジタル技術の進展ということを入れるだけに限定してしまう
と、人と技術の融合みたいなところが少し見えづらいかなというところがあるので、
Society5.0 の進展とかのほうが、今申し上げた単にデジタルへの対応だけじゃなくて、人と
デジタルの融合ということが表されるのかなというふうに思いました。多分、基本方針の②
の中にも「技術革新」という言葉があるんですね、そのあたりも今、Society5.0 に変えたほ
うがいいかどうかということは検討していただけたらと思います。

○事務局（木下経営政策課長）
分かりました。

○山川委員
というのは、ごめんなさい、細かいレベルというか、幾つかあるんですが、いいですか、

少しだけつけさせていただいても。同じく３ページの方針の①のところになります。少し言
い換えられたんですけれども、基本方針の取組の追加のところで、子ども中心から親の視点
というところ、多分、途中で大人の視点というふうに少し言い換えられたかと思うんですが、
やっぱり私も大人の視点のほうがいいと思っていまして、今の資料の２の３ページの下の
「まち全体で子どもを育てる」という、結局、子どもと親だけじゃなくて、子どもを育てる
のは親以外の人も含めているということを多分伝えたいと思うので、まず、スタンスという
か、スタンスが子どもについて親ではなくて、子どもだけじゃなくて大人もということでよ
ろしいですかね。

○事務局（木下課長）
はい。

○山川委員
その上で、３ページの基本方針①の下から２行目のところで「親が子育てを学び」という、

それは多分１つ前の段落で「地域ぐるみで子どもの『育ち』」というのを言ってあるので、
あえて親だけを取り出す形で最後の２行は書かれているんだと思うんですが、多分、親が直
接育てていない子もいますので、「親などが」というふうに、細かいんですけれども、それ
を入れるだけで多分、祖父母の方とか、直接親じゃない方とかもこれに参加しやすくなりま
す。
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○事務局（木下経営政策課長）
ありがとうございます。

○山川委員
あとは、やっぱり全体を通して子どもに対してだけなのか、子どもも大人もなのか、目線

なのかというのはちょっともう一回点検をしたほうがいいかなというふうに思っています。
最後１つだけ、細かいところで５ページをご覧ください。方針⑤です。「生涯にわたる自

発的な学びを支援します」というところで、これも多分 11月６日に言った意見を入れてい
ただいたんですが、３行目の「自発的な学びや地域内のつながりを促します」と書いてある
んですが、多分、地域内というふうに書いてしまうとかなり限られたつながりになってしま
うので、地縁でのつながり、でも多分、これから先で言うといわゆる趣味縁とか、趣味で縁
ができるという趣味縁、このあたりのほうが多分親御さんと、いろんな世代を巻き込みやす
いので、ここは「自発的な学びや学びを通じたつながり」ぐらいのほうが地域内の話に限定
されなくて良いと思います。
同じく細かいところなんですが、その次の４行目のところで最後「まちづくり・人づくり

に取り組みます」ということで、これも多分、自己実現からまちづくりのほうにシフトして
いくというところで書かせていただいたんだと思うんですが、まず多分ベースは人づくり
なんですよね。人づくりで終わらずというか、その人たちが地域やまちへの愛着を持ったり
ということなので、やっぱり逆にしておいたほうが、メッセージとしては伝わりやすいんじ
ゃないかなと。まちづくりが先にあると多分拒否反応を示される方のほうが多いと思いま
す。

○松本市長
ありがとうございました。そのほか、いかがでしょうか。

○片嶋委員
資料２の４ページの方針③「いのちを大切にする心を育む教育を推進します」の中で、新

しい案は、以前の３行目「学校全体で取り組む道徳教育を一層充実するとともに」の次に「ゲ
ートキーパーの養成」が出てくると思うんですね。それの「養成など自殺対策の強化や人権
教育・啓発を通じて」が入ってきて、あと「まち全体」は前のままだと思うんです。そうし
たときに、読んでいて学校教育、道徳教育が入ってきて、次に改訂のポイントで子どもだけ
じゃなくて大人を、ちょっと側面を強くしたいというところと、あと地域社会での取組につ
いて明記するということで、これが入ってきただろうと思うんですね。それはよく理解でき
るんですが、ゲートキーパーの概念が非常に新しい概念ということもあって、今は地方公共
団体のほうでその内容の研修をしなさいという段階だろうと思うんですね。そうしたとき
に、ゲートキーパーが大きく言えば学校教育の一環もやらないといけないんでしょうけれ
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ども、サポートシステムが学校教育のほうはかなり入ってきているので、ゲートキーパーは
法曹界とかお医者さんとか医療面とか薬剤師とか美容院とか理容院とかありますね、そう
いう人らの研修を今後発展していって、自殺者の地域での支えをしなさいということが国
から要請があって、今、地方公共団体が入ってきているので、私個人的にこのゲートキーパ
ーの前に、様々な分野での、これ、大綱の文言ですね、それとか様々な分野の生きる支援と
連携を強化するためのゲートキーパーの養成などということ、これも大綱の文言ですが、前
垂れをちょっと入れていただいたら、学校教育だけじゃない、次は、例えばあらゆる分野で
のゲートキーパーの養成などということで、ちょっと広がりが出てくるんですね。ちょっと
ゲートキーパーの文言そのものも新しいですから、学校教育の中でゲートキーパーの養成
をするのかというふうにちょっと思っちゃうんですね。そこらでちょっと前垂れを入れて
いただいたら分かりやすくなるんじゃないかと思うんです。

○事務局（木下）
意味合いは片嶋委員のおっしゃるとおりなので、言葉が、前垂れがあったほうが少し教育

につながるような読み方をされるおそれがあるということですね、分かりました。

○松本市長
大島委員、どうでしょうか。

○大島委員
以前言ったような言葉が入っていますので、基本的にはこの方針でいいかなと思ってい

ます。まちづくりのところで言えば、事業者などと入れていただいていたり、あとは先ほど
山川さんが言われたように、Society5.0 とかそういった文言に直すことで今時点の現代的な
言葉に言い換えられるので、そういった方向でいいかなと思います。

○松本市長
岡本委員、いかがでしょう、どうですか。

○岡本委員
「ふるさとに誇りと愛着をもつ心を育みます」ということで方針なんですけれども、「体

験」という言葉が入っていて、これは大綱だからあまり細かいことを書く必要はないと思う
んですけれども、ぜひ実行に移すときは、子どもたちが体験したことを、外からのプラス変
化というものがやっぱり愛着とか誇りとかにつながっていくのではないかなと思うんです
ね。やっぱり廿日市ってすごいよねとか、どこそこの中学校っていいことをやっているよね
とか、そういったことによって、やっていること、いいことをやっているんだと逆に思った
りして元気になれるんじゃないかなと思っているんですけれども、それをここに盛り込ん
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でくださいということではないんです。これでいいと思いますけれども、具体化されるとき
にちょっとその辺を含んでいただけたらいいなと思いました。

○松本市長
奧教育長。

○奧教育長
一つは今、いろんなところでキーワードが、特に学校教育あたりを中心としてあるのは、

個別最適な学びということが言われている。個別、それぞれ子どもが違う、そういう中で、
その子、その子に応じたような関わり方を持っていくということが求められている。もっと
平たく言えば、多様化している子どもたちにどういうふうな手だてをしていくのかという
ことが求められていると思うんです。それは、例えば不登校の子どもであったり、貧困の家
庭の問題であったり、特別支援を要する子どもであったり、そういった今までとは少し子ど
もたちの姿が変わっていく中で、そういうことにどういう手だてをしていくかということ
がやはり今からの中で求められていることで、そういう面からすると方針①のところのま
ち全体で子どもを育てるというようなことは大賛成で、そういう姿がやはり一番でしょう
けれども、そのときに、育てる側のことが書いてあるんですが、育てたい対象は変わってい
るんです。だから、きめ細やかなそういう対応が必要だという視点が入ると、より方向性と
いうか、ただ単に育てる側の観点ということではなくて、育てたいという対象が多様化した
り変化しているという、そういうものも入れながらしていくということが、少し意味がある
のではないかというようなことを一つ感じました。ちょっと具体的には１行目のところか
どうか分かりませんが、あり続けるために、また、多様化していく子どもたちに対して育て
るほうも手厚くというような、そういう感じのところが入るとまた意味が違ってくるので
はないかというような感じがしました。

○事務局（木下経営政策課長）
おっしゃられる意図は分かりました。少し文言を考えてみようと思うんですけれども、今

のでいうと３行目の「まち全体で子どもを育てる」というフレーズがございますけれども、
そこの「まち全体で」と「子どもを育てる」の間に何かいい言葉が、今言われたことも少し
入れられないかなということを、考えてみたいと思います。

○奧教育長
少し前のときもお話しすればよかったんですけれども、今やはり子どもたちが変わって

いくという中での取組ですね。
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○事務局（木下経営政策課長）
少し検討してみたいと思います。

○松本市長
松本委員、いかがですか。

○松本委員
今回の意見とかも取り入れていろいろと調整してくださってありがとうございました。

内容、方針については全く異論はないんですけれども、誰もが読んで分かりやすいようにと
いうところで、すごく細かいところの表現について、すみません、ちょっと言わせてくださ
い。
方針③なんですけれども、片嶋委員から言われたように、やっぱり部分名が学校だと、学

校以外の部分というか、そこがちょっと分かりづらいなと思ったので、学校全体で取り組む、
「積極的に取り入れ、学校全体で取り組む道徳教育を一層充実させます」で一旦切った上で、
次に、それとは別の話で持っていったほうが分かりやすいのかなというふうに思いました。
それと方針③の四角で囲んである部分なんですけれども、「いのちを大切にする心を育む

教育を推進します」とあって、方針にも教育を推進しますとあるんですけれども、その捉え
方の問題かもしれないんですけれども、方針③は子どもたちだけじゃなくて大人も含めて
となったときに、「教育を推進します」というのが合ってないわけではないと思うんですけ
れども、「心を育みます」のほうが全体には合っているのかなという、すみません、細かい
ところ、好みの問題かもしれないんですけれども、全体的になるべく分かりやすくつくって
いただけたらいいなと思っています。
あと方針の⑤なんですけれども、これも枠で囲んであるところなんですが、個人的な感想

みたいで申し訳ないんですけれども、「生涯にわたる自発的な学びを支援します」とあって、
「自発的な」という言葉ではなとちょっと思って、そうすると、学校での学びが自発的じゃ
ないような、私の勝手な受け止めなんですけれども、生涯にわたる学びと、それを生かした
人づくり・まちづくりを支援しますとか、そういうほうがしっくり来るんじゃないかなとい
う、非常に個人的な感想で恐縮なんですけれども、読んで思いました。
あとついでですけれども、先ほど山川委員がおっしゃられたんですけれども、それぞれ対

象が誰になるのかというところの定義が必要じゃないかということで、質問になるのかも
しれないんですけれども、①はまち全体が関わっているということで、③、④は子どもだけ
でなく大人もというものなのかなというふうに思い読んだんですけれども、②は子どもが
対象であると。⑤は、だから②とつながるような、縦のつながりになるのかもしれないんで
すけれども、⑤についてもというか、生涯を⑤でという形につながるというふうに理解すれ
ばいいのか、そういう読み方でいいのかというところを質問させてください。以上です。
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○事務局（木下経営政策課長）
端的に分かりやすく言うと、①の方針は、さっき大人の視点も追加というふうに冒頭言い

ましたけれども、①はおっしゃるとおり、子どもと大人というイメージで、方針②につきま
しては子どもというイメージです。③につきましては子どもと大人ということです。④につ
きましては、ここはちょっといろいろ意見があるかもございませんけれども、廿日市のこれ
から取り組もうとしている方向性からいうと、子ども、青少年、このあたりを対象にしたほ
うが正解だと思っています。方針⑤につきましては、これはもう生涯学習ということなので
子どもから大人までということでございます。

○松本市長
いいですか。

○松本委員
④というのは子どもなんですかね。

○事務局（木下経営政策課長）
子どもだけでないかもしれませんけれども、人を育成しますということで、大人の育成と

いうのも確かにあるんだろうと思います。

○松本委員
ありがとうございます。

○片嶋委員
これは方針の質問ですけれども、方針①の「まち全体で子どもを育てます」というところ

で、廿日市市が佐伯高校を女子野球で応援して、かなりニュースなんかにも出ました。町内
会なんかでも廿日市市が佐伯高校をフォローして応援しているんだなという話にもなって
いるわけですね。私の知り合いでも佐伯高校の女子野球の下宿をあっせんされている人な
んかも知っているし、そういった何かそういう雰囲気がもっと出ないかなと、文言的には難
しいだろうとは思うんですが、それとか保育所なんかも非常に他市と比べたら廿日市市が
応援して育てているというのが何かもっとインパクトが出ないかなというような思いがあ
りますね。せっかく教育大綱が出るので、もう少し何か今の廿日市市のニュースのネタで、
もうちょっと、こんなことを廿日市はやっているんだなというような、何かちょっと具体的
にもうちょっと、具体化しなくもいいけれども何かエッセンスが欲しいなという、すみませ
ん、抽象的な言い方で申し訳ないんですけれども。
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○松本市長
確かに分かりやすくメッセージ性があるというのは大事なところだと思うんですけれど

も、教育長、どうですかね。

○奥教育長
今おっしゃるのも意義があるという思いがして、それはどちらかというと基本方針の中

でも見えているところの一部分からの紹介をしながら、それをうまくつなげて、来るべき次
の視点に、そこにつながっていくというような、そういうイメージで。

○片嶋委員
直接廿日市市が高校存続のために頑張っているんだよというのではないんですけれども、

ただ、それは地域住民としては、応援しているんだなという意識があるわけですね。だから、
そういう青年期の子どもということで非常に年齢的なところをどこで押さえているのかと
いうのはちょっと分からないんですけれども、中期の青年層なんかも支援しているんだな
という、こういうのはかなり大きいんだろうと思うんですね。だから、幅をどこら辺まで持
っていっているのか、どこで集約しているのかというのを廿日市の戦略としてあると思う
んですけれども、今のそういった高校を存続させて中山間地域の教育も支援していくんだ
よというようなスタンスがあってもいいんじゃないかとも思ったんですね。でも文言とし
ては難しいだろうと思うんですけどね。

○松本市長
確かにまち全体でというのも、佐伯高校は象徴的な事例だと思うんですよね、本市のまち

全体を見て。だから、どうなんですかね、文言として入れるということの、非常に短い中で
このエッセンスを入れるというのは。

○片嶋委員
入れる場所がどこに求められるかということと、入れたら分かりやすいなという思いも、

ちょっと要らんことを言ってすみません。私が入れろと言ってもちょっとどうしたらいい
か分からないのですが、地域の教育力を守る的な観点がないですね。

○事務局（木下経営政策課長）
方針①を読まれた方は小中ぐらいまでをイメージされると思います、私も最初ぱっと読

んだときに感覚的に。地域学校協働本部なんかともリンクしてくるし、中ぐらいか、だけど、
恐らくさっきも言われた高校生も入れるべきかなというふうに思いますけれども、単純に
読んだらほとんどの方が中学校ぐらいまでをイメージされるのかなというのは私も思いま
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す。教育力の発揮というところで言っているので、少し佐伯高校の応援に置き換えたときに、
ちょっとまた違う言葉があるのかなという感じもしているので、少し文章を追記というの
は考えられると思いますけれども、ある意味、高校生の子どもというふうに捉えれば、地域
で応援しているわけなので、少し別の段落が要るのかなと思います。

○松本市長
ちょっと表現の仕方を考えてもらったら。
そのほか、いかがですか。

○山川委員
幾つか出てきたところとの関連でしかもうあまりないんですけれども、４ページの方針

③のところで先程来、大人も入っているのでどう整理したらいいだろうかという意見が出
てきているんですが、一番最初の主語を、「子どもも大人も」というふうにまずしていただ
けると、全体として子どもも大人もという、多様な価値観を尊重し、他者を尊重するのが必
要なんだということになって、その後で学校全体ではこれで、ゲートキーパーというふうな
活動ではこれで、というふうに読めると思いました。
あともう一つ、片嶋委員のほうで言っていただいている廿日市の積極的な魅力というか、

そのあたりについて私は方針④を少し積極的な形に加筆することで埋めることができるん
じゃないかなと思って読んでいたんですけれども、前回も言っていただいて、学ぶだけじゃ
なくて、活動したり実践したりというようなことで、例えば何か新しいものをつくるという
よりも、今あるものの再発見だったりとか、地域の魅力に気づいてそれを発信していくよう
なことだと思うので、そういう気づいて発信というようなことがここに入って、全体に関わ
る、なかなか「ふるさとに誇りと愛着」という言葉は外せないんだろうと思うんですが、中
身に、例えばシビックプライドの醸成とか、今言ったような魅力の再発見ということを入れ
るだけで少し変わってくるのかなというふうに思いました。
そうすると、課長がおっしゃったような、子どもだけじゃなく、方針④というのはやっぱ

り大人も子どもも含めて、地域の魅力を再発見して、共にその魅力を高めていくというよう
な、その一環としてのふるさと特集というのがあるんじゃないかなというふうに思います。
私はやっぱり方針④というのは、人というのは、私は子どもも大人も含んだものと思いまし
た。
さっき松本委員がおっしゃっていた方針⑤の「自発的な」というところについてなんです

けれども、確かに 1970 年代、1980 年代の生涯学習の手引に、自発的に、自主的にというの
がついているので、これがついているんですよね。今、文科省の文章の一部に入っているん
ですけれども、今おっしゃったような違和感を持つ人が今増えてきていまして、ほとんどの
ところで「自発的」というのを取るという方向が確かに出てきています。だから、そのあた
り、ほかの文言との整合性もあると思いましたので、意見です。駄目な言葉ではないんです
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が、「自主的」「自発的」という言葉で生涯学習を定義していますので、駄目な言葉ではない
んですけれども、生涯学習そのものの定義が 70年代、80年代から今に至って変わっていく
中で、これ多分、取れているんですよ。取っている部分もあるので、やりたくない人も巻き
込むみたいなところがあって、むしろ、本当は市民センターに来てほしいのになかなか来て
くれないような人をどういうふうに一緒にやっていくかとかというのはあると思うので、
外していいのかなと私も思っています。あっていけない言葉ではないというところなんで
すが。

○松本市長
そのあたりいかがでしょうか。よろしいですか。
皆さんから様々なご意見をいただいて、表現の方法については改めて検討させていただ

いて、なるべく皆さんからいただいたご意見を表現できるように検討していきたいと思い
ます。
それでは、次に意見交換ということで全体的な意見交換をさせていただこうと思います

けれども、執行部のほうから何かありますか。

○事務局（木下経営政策課長）
協議事項は終わりましたので、何か、今日はいろいろ関係課も来てもらったので、もし何

かあれば。

○松本市長
皆さん、いかがでしょうか。ここから自由に意見交換の時間にしたいと思いますけれども。

ご意見いいですか。

○奧教育長
今、いろいろ個別にはいろんな課題とか思いとかいうのはそれぞれお持ちなんでしょう

が、今、やっぱり廿日市の子どもたちがずっと成長していく中で、将来彼らが自立してしっ
かりと生きていく、生き方はそれぞれ別々でありましょうけれども、そういうことになって、
ではそれが廿日市の活性化とどういうふうにつながっていったらいいのか、それは佐伯高
校なんかもちょっと例もありましたが、特に義務教育を終えて以降が、どういうふうな形で
成長がなされておるのか、あるいはどういうことを期待していくのかというあたりが、何か
成果として見えるものにはできないかも分かりませんけれども、何かそういう形のものが
できたときに、小学校時代にはどういう教育をしていたらいい、小学校へ上がる前のところ
ではどういうふうな形をしていたらそういう形になるというような、そういうそれぞれの
段階での教育のありようと、それが成長した中でどういうふうに働く場で生かされるとか、
また、究極は、今は、年を取っていったら、老後の年とったときの生活がどういうふうに変
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わっていくかというような、それぞれ人によって違うんでしょうけれども、結局、そういう
成長する姿の中で、どういうふうに廿日市といういいまちの中で生活しやすさとか、生きや
すさとか、そういうことにうまくつながっているというようなことが分かっていっている
ような何かがあればいいなというような、ちょっと漠然とした言い方なんですけれども、そ
んなことをちょっと思うことがございます。

○松本市長
私も廿日市の大野で生まれてずっと、親は商売をやっていましたので、保育園に行って近

所のおじちゃん、おばちゃんに育ててもらったようなもので、夜は隣の家で、ごはんを食べ
ることも多かったですけれども、それと少年野球もやっていましたので、少年野球の関係者
にも本当にお世話になって、今でもいいご縁がありますけれども、本当にそういった経験が
あってこの廿日市が大好きなので、私も全然廿日市から出ていません。51 年間、ずっと廿
日市で育っていますけれども、35 歳のときに市議会議員になって、何か恩返しがしたい、
そんな一心で平成 17 年に市議会議員に立候補しました。あのときの思いがなければ、恐ら
く今、こういう仕事も間違いなくしていないと思いますし、そもそも平成 17年の市議会議
員の選挙にも出ていなかったと思います。やはり小さかった頃のまち、いろんな人に関わる
というのは本当に貴重な経験なんだなと改めて自分自身思っています。今の子どもたちに
ぜひそういった温かい、熱い経験を通して大人になってもらいたいなと思っています。
今日いただいたご意見、本当に皆さんからいただいたご意見、貴重なご意見で、そういっ

た子どもたちを育てられる、いいきっかけになると思っています。皆さんから一応ご意見は
賜ったと思いますので、ここで議題は以上にしたいと思います。
それでは、進行を事務局にお返ししたいと思います。よろしいですかね。

○事務局（金谷経営企画部長）
長時間にわたりご議論いただきまして、どうも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、事務局で一旦整理をさせていただいて、また形にしてお示ししたいという
ふうに思います。
３月に予定しております次回の総合教育会議では、パブリックコメントを反映した最終

案、こちらを冒頭説明しましたけれども、お示しをさせていただくようになろうかと思いま
す。
それでは、以上をもちまして、令和２年度第２回総合教育会議を終了させていただきたい

と思います。本日はどうもありがとうございました。


