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経 営 企 画 監：

ただ今 から，「 平成 27 年度 第１回 広 島県総 合 教育会議」 を開催い たし ます。
まず，は じめに，湯﨑 知事より御 挨拶を申 し上 げます。
湯 﨑 知 事： は い 。 本 日 は 第 １ 回 の 「 広 島 県 総 合 教 育 会 議 」 を 開 催 さ せ て い た だ き ま し た と こ ろ ，
大変お忙し いところ，お 集まりいた だきまし て，誠にありが とうござ いま す。
この総合 教育会議 ですけれども ，御承知 のとお り，今年 の４月か ら地方 教育行政の 組
織及び運営 に関する 法律，いわゆる地 方教育行 政法ですね，こちら が改正と な りまして，
今年度から 開催をす ると いうことが 法律的に 義務 付けられた 会議でご ざい ます。知 事と
教育委員会 が，教 育行政 の大綱や重 点的に講 ずべ き施策につ きまして，協 議・調整をす
るというこ ととなっ てお りまして，これに よって両 者が教育政 策の方向 性を 共有してい
くというこ とになり，一致 して執行に 当たると いう ことが期待 をされる とい うものとな
って参りま す。
私として は，こ れまで も教育委員 会とは綿 密に 連携を図り ながら，様々 な教育に関 す
る施策の推 進に努め てき たところで はござい ます けれども，改めま してこう いう機会が
設けられた こともあ りま して，しっ かりとこ れを 活用して，これまで 以上 に教育委員 会
とも連携を しながら，この 本県教育の 発展と充 実に 向けて取り 組んで参 りた いというよ
うに考えているとこ ろで ございます 。
今，本 県では ，この「 ひろしま未 来チャレ ンジ ビジョン 」という ものを 策定して，今
年 10 年 間の計画 の半分が 経過をした ところで，見 直しを進め ていると ころ でございま
す。この チャレン ジビジ ョンの中に ，もち ろん教 育の分野が 入ってお りま して，将 来的
には，「将 来にわた って『広島に生 まれ，育 ち，住み，働い て良かっ た』と心から思 え
る広島県 」の実現 という のを目指し ているわ けで ありますけ れども，特に この「人 づく
り」の中 での「教育 」が占 めるウエイ トという のが 非常に大き いというよう に考えてお
ります。そうい う意味で も，本県，どういう 将来をつ くっていく のかとい う観 点からも，
この「教育 」につ いてもし っかりと考 えていき たい というよう に思って いる ところであ
ります。
そこで，これと並 行しま して，こ の教育大 綱が今 年度中に策 定をする とい うことにな
っておりま すので，この チャレンジ ビジョン の見 直しとこの「大 綱」の方 向性と，しっ
かりこの場 で，合 わせな がら，進 めて参り たいと いうように 考えてい ると ころでござ い
ます。
今日は第１回ではございますが，早速，この「大綱」に盛り込むべき事項というか，
項目ですね，これにつ いて御議論いた だきたい とい うように思 っており ます ので，ぜひ，
御忌憚のな い御意見 を賜 ればありが たいとい うように思って いるとこ ろで あります。
この総合教 育会議は，本 当 に広島県の 将来を形 作っ ていく上で 非常に重 要な ものにな
っていくと いうよう に思 っておりま す。そ の分，皆 様にお願い する負担 も大 きいのかな
というよう に思うわ けで ございます けれども，ぜ ひ，力を 合わせて この広 島県の将来 を
作っていく 次世代の 子供 たちを，素晴ら しい教育 が 受けられる ように御 協力 をお願いし
たいと思っ てますの で，どうぞよろ しくお願 いし ます。
経 営 企 画 監： 続きま して，本 日の 日程につい て御説明 いた します。
お配りしております次第にございますように，広島県総合教育会議の運営について，
広島県「教育に 関する 大 綱」について，の ２点に ついて御協 議をいた だき たいと思い ま
すので，よ ろしくお 願い いたします 。
それでは，これよ り協議 に入ります 。ここ からは湯﨑知事が 進行させ てい ただきます
ので，よろ しくお願 いい たします。
湯 﨑 知 事： はい。 それでは 早速，始めさせ ていただ きた いと思いま す。この 協議，協議とや たら
言っている んですけ れど，これは法律で 協議と書 いているも のですか ら，そうなって お
ますが，い わゆる議 論し ていただけ ればとい うよ うに思って おります 。
最初は事務 的になる んで すが，この広島 県総合教 育 会議の運営 について とい うことで，
お願いをし たいと思 いま す。まず，事務局の ほう から説明を お願いし ます 。
経 営 企 画 監： 資料１ 及び資 料２に よりまして，「広 島県総 合教育会議 の運営 」につ いて，御説 明を
いたします 。
まず，初め に，資料 １を 御覧くださ い。
資料の上段にお示し して おりますよ うに，「総合 教育会議」に関 する基本 的な事項に
つきまして は，「地方教 育行政の組 織及び運 営に 関する法律（地教 行法）」に規定 され
ているとこ ろでござ いま すが，中ほ ど，太い 点線 で囲んでお りますと おり，
・総合教育会議の 運営に 関し必要な 事項は，総合 教育会議が 定めるこ とと されており
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ます。
「会議の運 営に関し 必要 な事項」と して想定 され るものとい たしまし ては，
・会議の招 集手続き
・協議題の 提示及び 決定 方法
などが文部 科学省か らも 示されてい るところ でご ざいますが，こう したこと も参考にし
つつ，会議の運 営に関し 必要な事項 につきま して，「運営要綱」とい う形 で定めては ど
うかと考え ておりま す。
「運営要綱」の案につきましては，資料２にお示ししているとおりでございますが，
主な内容と いたしま して は，
・知事が総 合教育会 議を 招集する際 の手続き
・会議を「 非公開」 とす る場合の範 囲
・議事録に 関するこ と
などでござ います。
なお，今後 ，会議を 運 営していく 中で，新たに 取扱い等を 定めてお く必 要が生じた 場
合で，かつ軽微 な案件に つきまして は，知事が別 に定めるこ とができ るよ う，第６条に
「委任規定」を 盛り込ん でいるとこ ろでござ いま す。このことも 含めまし て，「運営要
綱」の制定 について 御協 議いただき ますよう，よ ろしくお願 いいたし ます 。
説明は以上 でござい ます 。
湯 﨑 知 事： はい。 この運営 につ きまして，御質問等 ござ いましたら，あるい は御 指摘等ござ いま
したら，お 願いをし たい と思います。
二 宮 委 員： １点だ け確認を お願 いします。
議事録の公 表ですが，従 来，教育委員 会と同様 に 誰の発言で あるかと いう ことは，当
然，明らか にした上 での 議事録の公 表でよろ しい んでしょう か。
湯 﨑 知 事： はい。 これ，ち ょっ と事務方か ら，じゃ あお 願いします 。
経 営 企 画 監： そうな る形で思 って おります。
湯 﨑 知 事： ただし ，非公開 の部 分について は，また ちょ っと別の取 扱いを。
経 営 企 画 監： 非公開 の部分に つい ては，議事 録も公開 しな いというこ とになる と思 います。
二 宮 委 員： そのほ うがいい かと 私も思いま す。お願 いし ます。
湯 﨑 知 事： その他 ，ござい ます でしょうか 。よろし ゅう ございます か。
（
湯 﨑 知 事：

な

し

）

それで は，この 総合 教育会議に ついては，法 律の，まず 規定がご ざい ますけれど，法
律の規定と，それから こ の「運営要綱」でやって，運営をさせ ていただ く ということ で
決定をさせ ていただ いて よろしいで しょうか 。
（

異

議

な

湯 﨑 知 事：

し

）

では， その旨，決定 ということ にさせて いた だきたいと 思います 。
それでは，続い て，広 島県「教 育に関す る大綱 」につい て，議 論したい と思います の
で，まず事 務局から 説明 をお願いし ます。
経 営 企 画 監： それで は，資料 ３及 び資料４に よりまし て，「広島県『 教育に関 する 大綱』」に つい
て，御説明 をいたし ます 。
まず初め に，資料３ に よりまして，「『大 綱』策定の基本 的な考え 方」について御説
明いたしま す。
まず，資 料上段「 国の 考え方」に ついてで ござ います。「 大綱」の 策定 に関し，法 律
や国からの 通知にお いて，ポイン トとなる 点を取 りまとめて，お示 しして いるところ で
ございます 。
この考え も踏まえ まし て，本県 における「基 本 的な考え方 」を大 きく５ 点にまとめ て
おります。
まず１点 目でござ いま す。「ひろし ま未来チ ャ レンジビジ ョン」がベー スというこ と
でございま す。
２点目は，「広島 らし さ」を出すとい うことで ございます。本 県の特徴 あるいは現 状
を踏まえた もの，「広島 らしさ」が出る「大綱 」にしてはど うかとい うように考えて お
ります。
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３点目は，幼児期 から 大学・社会 人までを 系統 立てるとい うことで ござ います。
幼児期から大学・社会人まで，系統立てた施策や取組が行われることが重要であり，
関係部局と も連携し，オ ー ル広島県で 取り組む 必要 があろうと いうよう に考 えています。
４点目は，外部有識 者の 意見も参考 にすると いう ことでござ います。
昨年度，「教育を 語る懇 談会」を開催い たしまし て，今後の教育 に求めら れるものな
どについて 広く御意 見を いただいた ところで ござ いますので，こ れらの意 見 も参考にし
てはどうか と考えて おり ます。
また，「大綱」の案 につ きましては，外 部有識者 からの意見 を聴取し ては どうかと考
えておりま す。
最後，５点目 でござい ま す。「大綱」の策 定期間を「５年」とす るという ことでござ
います。
今年度見直 すことと して おります「ひろし ま未来 チャレンジ ビジョン 」の 残り期間が
５年という ことでご ざい ますので，「大綱」につ きましても，こ れと合わ せる形で策 定
期間を「５ 年」とし ては どうかとい うように 考え ております 。
「『大綱』 策定の基 本的 な考え方」 について の説 明は以上で す。
引き続きま して，資料４ によりまし て，「広島県『教育に 関する大 綱』に 盛り込む項
目（案）」 について 御説 明をいたし ます。
まず，この資料 ４のつく りでござい ますが，先ほ ど説明いた しました「基 本的な考え
方」のもと，「大 綱」に 盛り込んで はどうか と考 える項目に ついて，「大 項目」をロ ー
マ数字で，「小 項目 」を 丸数字でお 示しをし てお ります。そして，その際 のポイント や
方向性を点 線で四角 囲み でお示しを している とい うつくりに なってお りま す。
なお，今お示し しており ます，この項目 や構成に つきまして は，本日御協 議いただく
ための「案」という よう に考えてお りますの で，今後の御協 議の中で 項目 の柱立てや 表
現というの は，当然 変わ ってくるも のだとい うように思って おります 。
それでは，概要につ いて 御説明をい たします 。
まず，左上 の行書体 で示 しておりま す一文
～広島で学 んだこと に誇 りをもち，高い志 のもと ，世界の人々 と協働し てイ ノベーシ
ョンを生み 出すこと ので きる人材の 育成を目 指し て～
の一文でご ざいます が，本県が「 大綱」を策定し，何を目 指してい くのか，県民に より
分かりやす く伝える ため に，「サブタイトル」的 な ものを入れ てはどう かと 考えており
ます。
次に，大 項目の構 成につ いて御説明 します 。大き く４つの視 点で整理 をい たしており
ます。
まず，大項目 Ⅰでござ い ますが，「確か な学力・豊かな心・健 やかな体 の 育成」につ
いてでござ います。これ は，これ までも学 習指導 要領に基づ いて取り 組ん できたもの で
あり，全 ての土台 となり ます「基 礎・基本」の部 分として整 理し，小項目 といたしま し
ては，
・①として，幼児期 の教 育・保育の 質の向上
・②として，「知・ 徳・ 体」の「基 礎・基本 」の 徹底
を掲げてい るところ でご ざいます。
次に，大項目 Ⅱでござ います。「これから の社 会で活躍す るために 必要 な資質・能力
の育成」とし ておりま す 。先ほどの「基 礎・基本 」を身に付け る上で，こ れからの社 会
で，どこに いようと も必要 となる能力 の育成で あり，昨年 12 月に策定いた しま した「広
島版『学 びの変革 』アク ション・プラン 」の趣旨 を踏まえた ものと考 えて おり，い わば
「応用・活 用」の部 分と して整理し ているも ので ございます 。
小項目と いたしま して は，
・③とし て，小学 校か ら高等学校 までにお ける，「応用・ 活用」の 力の 育成
・④とし て，大学 にお ける，「応 用・活用 」の 力の育成
を掲げてお ります。
なお，本県に おきまし ては，大項目Ⅰ とⅡの力 を合わせて「ベ ースとな る力」といた
しまして，本県で 学ぶ全 ての子供・若者が 身に付 けることが できるよ うに なることを 目
指したいと いうよう に考 えておりま す。
次に，右側のほ うに移っ ていただき まして，大項 目Ⅲでござ います。「厚 みのある多
様な人材層 の形成」でご ざいます。一人 一人の状 況に応じて，身 に付けた 大項目Ⅰ，Ⅱ
の力を応用 し，さらに活 用するとい う中で，様々 な分野で活 躍し，社会の 発展などに 貢
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献できる人 材を育成 する，いわば「専門性」の部 分として整 理し，小項目 として⑤を 掲
げていると ころでご ざい ます。
最後４つ目 でござい ます 。大項目Ⅳ「安全で 安心 して学べる 教育環境 の構 築」につい
てでござい ます。これま で の大項目Ⅰ からⅢを実現 するための 教育環境 の整 備というこ
とで，小項 目といた しま して，
・⑥として，教育上 特別 な配慮を必 要とする 児童 生徒への支 援
・⑦として，安全・ 安心 な学校環境 の構築
・⑧として，地域社 会の 教育力の向 上
を掲げてい るところ でご ざいます。
なお，それぞれ の小項 目に対する 現状やポ イン ト，今後 の方向性 など ，点線四角囲 み
に示してお りますの で，あわせて御 覧いただ けれ ばというように考え てお ります。
説明は以 上でござ いま す。
湯 﨑 知 事： こっち の参考資 料の説明はない んですか ね。
経 営 企 画 監： はい。
湯 﨑 知 事： ちょっ と，これ も簡 単に説明し ていただ いた ほうが。
経 営 企 画 監： はい。
湯 﨑 知 事： それも 事前に，もう 御説明はし ているん です よね。
経 営 企 画 監： そうで すね。はい。参考資料は 「大綱 」の策 定について の関係 する法 律等を書い てい
るものでご ざいます 。
左側一番 上は，この「 大綱」の 策定の根 拠とな っておりま す地方教 育行 政の組織及 び
運営に関す る法律の一部 改正の関係 部分を抜 粋し たもので，要約と いうとこ ろをちょっ
と読み上げ させてい ただ きますと，知事は ，国 の 教育振興基 本計画を 参酌，参考に して
という意味 でござい ます が，地域の実情 に応じ，「教育，学術及び文 化の 振興に関す る
総合的な施 策の大綱 」，本日御議論 いただい てお ります「 大綱」を定める ，知事が 定め
るというこ とになっ てお ります。
その「大綱」を定 める に当たりま して，知事は 総合教育会 議で協議 をす るというこ と
で，本日の ような総 合教 育会議を開 くという こと でございま す。総合 教育 会議で協議・
調整し合意 した事項 につ いては，双方，知 事と，それから教 育委員会，双 方に尊重義 務
が生じると いうこと が法 律のほうで 定められ てい るというこ とでござ いま す。
「大綱」への記載 事項と いうことで ございま すが，知事の 判断によ るとい うことでは
ございます が，教 育委員 会の権限に 属する事 項の うち，予 算編成や 条例提 案など知事 の
権限に属す る事務と の調 和を図る必 要がある事項 ということ でござい ます 。
「大綱」に書く ものの中 身として，国の ほうが例 示している ものが，下の ですね，四
角の中で書 いてござ いま すが，文 部科学省 が想定 している内 容という こと で，主た る記
載事項とい うことで 下線 が引いてご ざいます，予 算 や条例等の 知事の権 限に 係る事項に
ついての目 標や根本 とな る方針とい うことで，基 本的な方針，考 え方，大 きな方向性 を
表すという ものと考 えて おります 。例示さ れてい るものとい たしまし ては，そこに 書い
てあるもの，学 校の耐震 化でありま すとか，総合 的な放課後 対策，幼児教 育・保 育の 充
実などが挙 げられて いる ということ で，こ れはあ くまで例示 というこ とで，総合教 育会
議で協議・調整い ただい て，大綱に書き込 むとい うことが可 能になる とい うものでご ざ
います。
右側でござ いますが，本 県 の教育振興 基本計画 につ いて掲げさ せていた だい ておりま
す。国の法律で 各県では 教 育振興基本 計画を策 定す る努力義務 があると いう ことになっ
ておりまして，本県では現在定めております「ひろしま未来チャレンジビジョン」と，
それから教 育委員会 が定 めておりま す主要施 策の 実施方針，これ を合わせ て 教育振興基
本計画とい う形で現 在取 り組んでい るところ でご ざいます。
中は御覧い ただけれ ばと 思いますが，実 施方針で す と９つの大 きな施策 体系 というこ
とで取組を 行ってい ると ころでござ います。
また，先ほど の説明の 中で も，少し触れ させてい ただ きましたが，昨年 12 月に は『学
びの変革』アク ション・プランとい うのを策 定し ております。こ の教育振 興基本計画 と
か，『学び の変革 』アク ション・プ ラン，これを 踏まえた形 で広島県 の「 大綱」とい う
のを御議論，御検討 いた だくのかなというよ うに 考えており ます。
説明は以上 でござい ます 。
湯 﨑 知 事： 若干， 補足をし ます と，実際， 今，この 「大 綱」の項目 案として 出て いるものは，こ
のチャレン ジビジョ ンと か，この教育 委員会の 施 策実施方針 とか，『学び の変革』アク
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ション・プランの中身を 若干シャッ フルしな がら，こっちに入っ てきてい るというよう
に御理解を いただけ ればというよう に思いま す。
それでは，早速，議 論を していただ ければと いう ように思い ますが，時間 的には２時
50 分ぐらいまで を目途にお願いした いと思い ます。人数もそれ ほど多く あり ませんので，
たっぷりと議論した いと 思います。 よろしく お願 いをいたし ます。
これは，先ほど の基本的 な考えもご ざいまし たね，基本的な考え であると か，あるい
は項目に関 する意見，あ るいはそれ 以外のこ とに ついて，どんなこ とでも 結構でござ い
ますので，お願いを でき ればと思い ます。誰 か口 火を切られ る。
二 宮 委 員： じゃあ ，私も教 育委 員を長くや っていま すの で，口火で 。
資料３の 地域の実 情に 応じてとい うことに 応え て，広島らしさ というの を 前面に出す
といった大 変素晴ら しい考え方だと 思ってお りま す。問題 は，広 島らしさ と はいったい
何なのかと いう，下の項 目の１つで すね，広島県 の教育行政はこれま で教 育委員会と し
ては県民の 願いとか，県 民の期待に 応えると いう，県民中 心の教育 行政で 中身を作っ て
こられたん じゃない かと 思っていま す。そ ういう 意味では県 民をどう 捉え るかと，それ
が広島らし さだと，こ う考 えたときに広島県は，私は 鳥取県の生 まれなん ですけれども，
広島県は昔 から教育 大国 でもありま すけれども，教育立県で もありま すか ら，教育 熱心
という非常 に高学歴 化し ていますし，教 育に自分 は 我慢しても お金は子 供の ために遣お
うという県 民性が非 常に よく見て取 れるとい うの で，教育 熱心，教育熱の 高 い県民こそ
が広島らし さの１つ であ るかとこう 捉えたと きに，じゃあ 教育施策 は，何 を どう考えて
いったらい いんだろ うか ということ で，今までは 学 力という観 点での期 待に は，この 10
年以上応え るべきだ とい うことで，随分成 果も出 てきている かと思い ます ので，多 分学
力だけじゃ ないかと 思い ますとかね，県 民のそう いう教育に 対する熱 意，期待，そうい
うものをど う捉まえ て，それこそが 広島らし さと，繰り返しにな りました が，そういう
柱で１回研 究してみ るの もいいんじ ゃないか と思 いますね。
湯 﨑 知 事： 骨子と しては，学力 という部分 について は，これまで取 り組んで きて，そこには 一定
の成果があると。もちろん，これからもそこは大きな柱としてあるわけですけれども，
それに加え て，教育熱心 であるとか，熱 意がある というとこ ろを学力 以外 のところか ら
どういうふ うに捉え てい くかという，そうい うこ とを。
二 宮 委 員： 例えば，学び直 しと かですね，あるいは 学び の高度化と いった言 葉を，少しそれ に被
せてみて，もう 少し高 度 なことを学 びたいと かね 。もう少し，今ま で学ん だことを学 び
直して，特に社会が厳しい状況もありますので。ただ支援してもらうだけじゃなくて，
自らが学び 直して，自立 して社会に 再チャレ ンジ していくと いったよ うな，そういうこ
とを考えた ときに，１つ はコストが かかるん じゃ ないかと。義務 教育じゃ ありません の
で。そういうコ ストが県 民の気持ち に沿うと すれ ば，なんとかな るかもし れないとい う
意味で。やはり 教育とい うのはただ ではあり ませ んので。その部 分をしっ かり受け止 め
て，自己負 担する部 分と公 財政でなん とか支援 して くれるのと がバラン スよ く。例えば，
これは一例 ですので ね。
そういう教 育を受け たい，受けさせ たいとい う，そういう熱 意ですね 。教 育で，例え
ば，言葉は 非常に厳 しい んですけれ ども，格 差社 会を乗り越 えたいと，打 破したいと 。
そういうと きには教 育が 一番キーに なってく ると 思いますの で。そう いっ たような観 点
から，もう 少し掘り 下げ てみて，多 面的に検 討を していけば ，「大綱 」の 広島らしさ の
また違った 味が出て くる かと思いま す。
下 﨑 教 育 長： 今，二 宮委員さ んの ほうからそ ういう話 があ りましたけ れど，広 島ら しさという とき
に，もう１つ 考えるの が，広島県とし て，いわゆ る先進性と いうんで すか ね，全国にも
っと発信し ていいん では ないか。広島県 が教育県と言われた 部分を，ある 意味では全 国
に発信して いく。教育 は 広島県で受 けると教 育す ごいよとい うことで言え ば，今，『学
びの変革』アク ション・プランも全 国のほう でだ いぶ注目を 受けてい ると，先進性があ
るという方 向性です ね。やはり，そうい うもの を 持って新し いという，何 を新しさとす
るのか，しっか り議論 し ないといけ ないですけれ ども，広島のほ うから，もっと発信 す
るような，そういう 方向性 をしっかり 打ち出し たら どうかなと いうよう には 思っていま
す。
湯 﨑 知 事： １ つ １ つ 確 認 を し た い と 思 い ま す け れ ど も ， そ の 内 容 の 先 進 性 と い う か ， そ の 内 容 ，
これは目指 すべきも のの 先進性もあ ると思い ます し，それから，教育 のメソ ドロジー的
な。例えば，今，言っていること，『学びの変革』というのは，内容的なものとして，
課題発見か ら課題解 決能 力という新 しい要素 が内 容的に入っ ているん ですけれど。そ れ
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を教えるメ ソドロジ ー的 な部分も先 進性とい うの は。
はい，そうです ね，そのシステ ムも含め て。
それは両方とい うこ とで。
そうで す。
そうい ったこと も「大綱」の中 に入れ込 んで 。
いけれ ば。
という ような趣 旨で すね。
はい。
その他 ，どうで しょ うか。
広島ら しさとい う前 に，今の時 代の中で ，ど ういう場所 に来てい るの かというこ とも
共通認識を持って，そ れ から，社会全 体が変わ っ ていること，また，こ れ からどうい う
社会になる かという こと を踏まえて，今 の広島県 の教育とい うことに視点 を移してい く
ということ が必要だ と思 いますね。
ある方か らお聞き する と，時代とい うのはサ イ クルで動い ていると。 長 い，あるいは
短いという スパンに 違い があるにし ても，混乱 期 があり，それ を押さえ る ための権力 期
という時期があり，期間があり，その中で今度は教育の期間，時期というのがあって，
その教育を ベースに して 成長が始ま り，そして そ の成長を大 衆が受け て，大衆のもの に
なっていく と。それがま た混乱につ ながって いく というサイ クルがあ るっ てお聞きし た
んですが，明 治維新以 降 も振り返っ てみると， 確 かにそうい うサイク ルを 通じながら 歴
史が刻まれ ていると 。
今はどう かといい ます と，バブルか ら始まっ て，崩壊し，行 政の力で， 国の力で，ガ
バナンスで なんとか 抑え 込みながら きている 時期 で，まだ成長 までいっ て ない，その成
長する時期 というの が過 去の社会と 違う社会 の中 で成長して いかなく ちゃ いけない。そ
れはまさに ここに，Ⅲ の 項目に書い てあるよ うに一人一人の 多様な個 性・ 能力をさら に
生かしてと いうとこ につ ながるんで しょうが，今 の時期が教 育の時期 だと 感じる中に お
いては，少子 高齢化の 進 展が早い，企 業も今ま で どおり，ゼネ ラリスト ば かりを会社 に
入れて，多能 工という か，多様な仕事 に携わっ て もらいなが ら，その中 で 成長してい く
ということ は非常に 難し くなってい る時代で，専 門性という のが求め られ てきている ん
ですね。
スペシャ リストが求め られる中で，今日の新 聞 にも出てい ましたが，職 業教育大学 の
構想まで出 てきてい る。一人一人の 何をもっ て社 会でこれか ら生きて いく かというこ と
を早い時期 に決める 必要 があり，そし て，それが その人の求 めること に応 じた教育の 場
を提供でき る，そうい う ものをいち 早く，この 広 島県では用 意できれ ばい いのではな い
かと思いま すし，その こ とは決して 教育委員 会だ けでできる ことでは なく て，広島県の
知事部局も 含めた県 全体 として，将来 の社会の 中 でどういう 生き方を 想定 し，そのため
にはどの時 点で志を 表明 したことに 対して県 全体 でどうサポ ートして いく か。それは海
外研修だと か，県内に お けるいろい ろな設備，施 設の整備も 含めて，必 要 になってく る
んじゃない かと思い ます 。
今日，第１ 回目で すから，ちょっと オープ ンに物 申しましたけれど も，そ れは商工会
議所も 含めて，たま たま ここに会頭も おられ るん で，い ろいろ な意見 が出 てくる と思い
ますけれど，経 済界も含 め た形で，立派な「大 綱」を 作りたいな という気 がし ています。
湯 﨑 知 事： 今，佐 藤委員が おっ しゃってい ただいた 部分 はおそらく，今の中 で言 えば，Ⅲの 中で
想定をして いるよう なと ころであり まして。この趣 旨としては，まさにいろい ろなもの，
専門性とか，あ るいはこ の社会の中 でいろい ろな役割とか，ある いは機能 的なものが 必
要になって いるとこ ろで，それをしっか り，みんな が身に付け られるよ うに していきま
しょうと。Ⅰ とⅡのベ ー スがある上 で，様々な，多様な，おっ しゃるよ う な職業的な 部
分も含めま して，あるい は最終的に は職業か もし れませんけ れど，文化的 な尖がった 人
もいるでし ょうし，そうい うことを身 に付けられる というよう な趣旨だ と思 っておりま
すので。また，ぜひ ，こ こを膨らま せていく とい うことだと 思います が。その他，どう
でしょうか 。
細 川 委 員： 今，佐 藤委員の ほう からも出た んですけ れど も，広島ら しさとい うこ とと，それ から
先ほど御指 摘をされ た一 人一人が多 様な個性 や能 力，その 中で先ほ ど教育 長が先進性を
もったものが出ればいいなとおっしゃる部分とですね。知事がおっしゃった，実は私，
中山間出身 なので ，私ら がそうして きていた だい たことを今 の子供た ちに 伝えていか に
ゃならんこ とがある。そ れは何か言 うたら，歴 史 とか文化と か技術と か芸 能ですよ。こ

下 﨑 教 育 長：
湯 﨑 知 事：
下 﨑 教 育 長：
湯 﨑 知 事：
下 﨑 教 育 長：
湯 﨑 知 事：
下 﨑 教 育 長：
湯 﨑 知 事：
佐 藤 委 員：
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れを私たち はかろう じて 教えてきて いただい たけ れど，今 の子供た ちに誰 かが伝えてい
かないとそういう大切なものが次の次までつながっていかんのではないかというとこ
ろをですね ，非常 に大切 にする中で 広島らし さと いうのが出 てくるか なと いうような こ
とを思いま す。
というの が，沿岸部 は ですね，いろ いろな物 が 揃っていて，何でも自 由 に好きな物が
手に入るっ て言った らお かしいですけれど，教育 も受けられ るし，就職だ ってできる で
しょう。ところ が，田舎 におります と，そういう 制約が実は 非常に多 い。ですから，都
会に出てい って帰っ て来ない。一 昨日，まち・ひ と・しご と創生本 部の若 井次長が広 島
にお越しに なって，商工 会議所の県 連の会議 で御 講演された んですけ れども，昔はここ
にいらっし ゃる方々全員 中央の学校 へ行かれ て，地方へ帰っ てきたん でし ょう。私も帰
ってきたん です。とこ ろ が，今の子供 たちは帰 っ て来ない。そ れは何故 か というところ
を，教育だけ でなくて，ここでは「学 校，家庭，地域」という ことが書 い てありますけ
れども，それプラ ス，や はり経済界 ，産業 界とか ，いろい ろなとこ ろが力 を合わせな い
と広島県が いくらい い教 育をしても，そ の上につ ながってい かない，次の 世代に伝わ ら
ないという ことにな りは しないかなというよ うに 危惧をする ところで あり ます。
湯 﨑 知 事： せっか く一生懸 命教 育して，ど っかに取 られ るだけじゃ，つまら ない ということ も含
めまして，おっしゃ ると おりだと思 います。その 他，どうで しょうか 。
平 谷 委 員： 私もこ の基本的 な考 え方の２番，３番あ たり になるのか なと思い ますけれど。広 島ら
しさという ところに つい て，今ある広島 の実情と いうことと ともに，積極 的に打ち出 し
ていくとい うことも あっ ていいのか なという よう に思ってい ます。広 島で暮 らして良か
った，学んで良 かった，日本一を目 指すとい うと ころからし て，学校教 育 の視点で言 う
と，子供が広島 で本当に 生まれて暮 らして学 んで 良かったっ て思えるとす れば，いった
ん東京方面 に行った とし ても，あるいは 国外へ行 ったとして も，広島のこ とを思い続 け
てくれるで しょうし，また 時期がくれ ば帰って 来ら れるかもし れない。そうい うために，
どうあるか というと，『 学びの変革』アクショ ン・プ ランにも つながる と ころかもし れ
ませんが，子供 たちがや はり自分の 力で，自分 た ちでやって いるとい うか，受け身でや
らされてい るという よう な，そうい うふうに 感じな くてすむよ うなこと が根 底に全て流
れていると いうとこ ろで あって欲し いなとい うよ うに思いま す。そうであ れば，自分た
ちがそうや って力を 付け た場所に，またいつ か何ら かの形で貢 献したいとい うように思
えるのでは ないかなとい うように思 っている とこ ろです。
私のほう が仕事上 見て いる中の，もしかし たらプ ラスではな い広島ら しさ かもしれま
せんが，以前の 会議で も 申しました が，広島県 内 ，就学援助率が 高いと い うことで有名
ではござい ます。そうい ったところ について，今 回の項目の 中のロー マ数 字４番のと こ
ろにも格差 の問題が，こ ういう中で 計画もで きた ことで初め て出まし た。そのあたり に
ついては，「大綱」におい てもしっか り盛り込 んで いくという ことが広 島の 実情に応じ
た現状を踏 まえた計 画，「大綱」に なるのか なと いうように 思ってい ます 。
もう１点，教育委員 会 のみでなく て，知事が 主 催されて「大 綱」につい て検討する と
いうことで，私 のほう で 期待をして いるとい うか，こうあったら いいな と 思うのは，自
分自身が児 童福祉の 知事 部局の方と いろいろ 関わ る機会があ って，一 方で教 育委員会で
関わるとい う中で，ず っ と思ってい ることで すが，子供はゼロ歳 からず っ と幼年期，学
齢期，そし て青年期と 30 歳ぐらいま でずっと 育っ ていく中で，行政の 関わ りというの
は，教育委員 会だけで は なく，未就学 であれば，健康福祉局 のこども 家庭 課で，いろい
ろ困難を抱 えたり，支 援 が必要にな ってくる と，県民活動課 ですね，環 境 県民局のほう
で。やはりそれぞれの部署の特性があって，それぞれの関わりをしてくださっていて，
それは非常 にありが たい と思いますけれども，若 干，連続性とい うのを，だんだん子 供
が育ってい く，また，そ れを育てて いくとい う大 人の側から して，もう 少 し連続性を 持
たせてもい いのかなとい うように思 っていま す。
教育委員 会の中で 見て いると，教 育委員会 として はきちっと 計画を立 てて 進めておら
れるという ように思 いま すけれども，そ ういう他 部局との関 わりとい う中 で，育ってい
く子供たち が漏れ落 ちる 場面のない ような，そう いう「大 綱」，例 えば，学校教育で 学
んでいた子 供が図ら ずも 高校で中退 してしま うと か，不登校にな ってしま うとか，そう
いった面に ついても学校 教育として も支援し てい ますけれども，限界もあ るわけで。そ
ことのつな がりとい うと ころも意識 した，ただ，これは軸は，多分，教育 委員会で作 る
「大綱」なので，そ ういう 軸と周りの ところと のタ ッグをどう 組むかと いう ことがきち
っと目配り した「大 綱」 になったら いいなと いう ように思っ ていると ころ です。
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今の連 続性とい うこ とについて 言えば，御指 摘のとおり ，今日も 関係 部局は全部 来て
おりますの で，今後 も， 当然，連携 して進め てい きたいと思 います。
あと，広島らしさというのは，現状は現状であるけれど，新しい広島らしさという，
そのように 作ってい くと いうお示し だと思い ます。あとは子供 たちの受 け身 じゃなくて
主体性を育 むような とい う御指摘か なという よう に思ってお ります 。取りあ えず一回り
しておりま すけれど，中 村委員は。
員： 私も，やはり， 今の 現状，状況 を踏まえ たも のであるべ きであろ うと いうように 思い
ます。経済状況 等につ い ては，本県だけ の問題 で はありませ んけれども，そういうこと
を考えたと きに，今，基本 的に一番気 になりま すの は，やはり ，Ⅰ 番 の と こ ろ ，
「基礎・
基本」のと ころだと思っ ています。
ち ょ う ど ， 今 か ら も あ る と い う こ と で す け れ ど も ，「 基 礎 ・ 基 本 」 の 定 着 状 況 調 査 と
いうものを 見ますと，全 国平均より も上であ ると いうことで，こ れは非常 に喜ばしい こ
とだという ように思 いま すけれども，た だ，内容 を見ますと，や はりそ う は言っても 通
過率，正答 率が 30％ 未満 の子供とい うのは一 定程 度いるわけ でして。平均 がよければ，
アップすれ ばいいと いう ことではな いという こと だというように思い ます。それぞれ事
情がある中 で，もちろ ん ，貧困もそう でしょう し，原因は様々 あろうか と 思います。現
状でもスク ールソー シャ ルワーカーの配置と か，で きることで いこうと いう ことですけ
れども。今まで の予算も 含めた連続 性の中で やっ ていこうと すると，おの ずと限界が あ
るような気 がいたし ます 。
例えば，そう いった通 過率の低い 子供，ゼロは ちょっと難 しいかも しれ ませんけれ ど
も，大きく減ら していこ うというこ とになる と，何らかお金 がかかる とい うことかも し
れません。そう であっ て も，やはり目指 すべき と ころという のは，もう 少 し高いところ
であるべき なんじゃ ない かなという ように思 うの が個人的に あります。何ら かハンディ
キャップが あっても，ち ゃんと一人 前になれ たと いうことも，広 島で学ん で良かった と
思える日本 一の教育 県と いうことの １つじゃ ない かなという ふうには 思い ます。取り あ
えず以上で す。
事： 今，中 村委員，非常 に重要な点 を御指摘 いた だいたのか なという よう に思ってい るん
ですけれど も。ちょっと，ここは私か ら論点の 投げ かけをさせ ていただ けれ ばと思いま
す。
ここで１ つですね，サ ブタイトル がここに あり まして，「広島で 学んだ ことに誇り を
もち，高い志の もと，世界 の人々と協 働してイ ノベ ーションを 生み出す こと のできる人
材の育成を 目指して」と いうように なってい まし て，これ，さらっ と書い てあるんで す
けれども，「学 んだこ と に誇りをもち」とか，「 高い志のも と」という と ころはいい と
して，その 先は，結構ピン ポイントな ことを表 して いるんです ね。中 村委員は ，むしろ，
それはそれ で大事な こと だけれども，今 の通過率 が低いよう な子供た ち，あるいは平 谷
委員もさっ き，ちょっと 懸念をおっ しゃった んだ と思いますけれども，い ろいろな課 題
を抱えてい るような 子供 たちについ ても，き ちっと 対応するよ うにしな けれ ばいけない
というとこ ろで，それは もちろん，内容的 には ，多分，こ のⅠだと 思いま すね。あ るい
は，この② であると か，あるいは⑥ といった とこ ろだと思い ます。
他方で，こ の辺につ い て，どういう ふうなも の，優先順位で あるとか，重点を置い て
いくかとい うのは，い ろ いろな考え があるん だと思います。ここ は，今は どちらかと い
うとサブタ イトルか ら見 ると，ややこの ピラミッ ドの上のほ うが，強調さ れていると こ
ろがあるん ですが，そう いった点に ついては，ど ういうふう にお考え にな りますでし ょ
うか。も ちろん，そう い う，いわ ば，例えば学 力 であれば，課題の 子を忘 れるという こ
とは，もちろん，ないん ですけれども。いろい ろ なことを施 策として 打ち 出すプライ オ
リティのベ ースにな るわ けですから，そ ういった ところも，少し 述べてい ただければ な
と思います。
員： 私も知 事のおっ しゃ るとおりの ことなん ですけれども。 サブタイ トル をぱっと見 たと
きに，やは り，全 体を上げ るというよ りも，できる子 を伸ばす的 な，少 し偏りと いうか，
これだけだと，ちょっと，そうなっているかなという印象を，見たときに感じました。
もちろん，両方重要 なこ とであると いうこと は，当然だと思 います。
員： 「基礎・基本 」定着 率 の 30％未満とい う，１つ の尺度はあ ることは あるけれども，そ
れぞれ 30％いか なくても，それ ぞれには それぞれ の価値があ って，特性が あって 。私が
小学校の視 察をさせ てい ただいたと きに，きらき ら星を作ら れていて，星 にこの人の こ
ういうところが素敵 です という題，側から見 られた 子供が何々 さんの何 々が 素敵だとい
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うことを書 いた星を，壁 に貼ってい るんです ね。
そういうような良 さと いうのは，必ず，皆一人 一人持って おられる わけ だから。１つ
の 尺 度 で 言 え ば ，「 基 礎 ・ 基 本 」 定 着 状 況 調 査 の 中 で ， 未 達 に な っ て い る ， だ け れ ど ，
それだけを 捉まえて 大問 題だという ことでは なく て，じゃあ，未達の 子供た ち一人一人
に対しては，も うケア は 必ずされて いるわけ で，その人たち は，だけれ ど もこういう点
が立派ですよと言えるようなものが，また用意されてくれば，一概にも「基礎・基本」
ができていないということだけで悲観的になることはないんじゃないかと私は思いま
す。意見と してです。
下 﨑 教 育 長： 今，評 価をどう 考え るか。今の「基礎・ 基本 」定着状況 調査にし ても，全国学力 ・学
習状況調査にしても，今 の時点での 到達度を 評価 して計って いるわけ です ね。子供の場
合はそれも 大切です けれ ども，いわゆる 伸びしろという，発達の 最近接領 域というよう
に言われま すけれど。ど れだけの伸 びしろが ある かと，そこをア セスメ ン トして，それ
をうまく伸 ばすと，そ う いう仕組み に少し変 えて いかなけれ ば。それは，今の『学びの
変革』なんか には，そう いう発想も 持っているん ですけれど。だから，そ の辺をうま く
考えないと 今のよう な通 過率 30％未満で すと ，だか ら課題があ りますと いう 一面的な捉
え方になっ てしまうので 。どれだけの伸 びしろ，伸 びる可能性 があるか とい うところへ
目が向くよ うな評価 の仕 方，アセスメン トの仕 方 というのも，ち ょっと 研 究して。ここ
へどう書くのかは， ちょ っと別なん ですけれ ど。
それと，これ に合わせ て非常に大 事なのは 幼児 期だと思っ ています。幼 児期のとこ ろ
で，かなり，小 学校に入 るときに，格 差がつい て しまうとい う，経済的 な 格差と家庭 状
況の格差と かがかな りつ いてしまう と。それは，もちろん，そこ の格差 を 解消する手 立
てをいろい ろ教育で 打っ ていくのは 大切ですけれ ども，その 前に大き く手立 てを入れる
ことが非常 に有効だ と。そのために も，これは こ の会議で，オ ール県庁 と いうか，オー
ル広島とい うことで 考え ていくとい うのは，すごく 大切だなと いうよう に思 っています。
中 村 委 員： 佐藤委員の おっしゃ ら れたとおり だと思い ますけれども，通過率 30％と かというの は，
あくまで，それ は数字的 なことでし かありま せん ので。私も定性的なこと ばっかりじ ゃ
なくて，何か目 標を立て るとしたら というこ とで 申し上げた んですけ れど も。個人的に
思いますの は，やはり状 況調査の中 でも簡単 なタ イプⅠとい う内容で 言い ますと，教科
で身に付け ておかな けれ ば，後の学 年等の学 習内容 に影響を及 ぼすなど の基 礎的な基本
的な内容ということ で言 いますと，それ が要は分 かってない と，あと学年が進んでも ま
ったく分か らずに，もう 授業がちん ぷんかん ぷん で，何も分から ないまま 苦痛で学校 を
過ごすということだと，非常に問題がありますし，そういう子が，もしかしたら中学，
高校と，ずっと 続いてい くというこ とかもし れま せん。やはり，勉 強する ことが楽し い
と思えると いうこと が大 事なことだ と思いま すので。もちろん，表面 的な数 字だけじゃ
なくて，各自，それぞれ，内容に応じ たケアな り，指導なりを していく と いうことだ と
思いますけ れども。そう いう子供を なくして いく と。そういうこ とかなと いうように 思
います。
それと，教育 長がお っ しゃるよう に，そうい う 子って大体，も う小学 校 に入ったとき
に，じっと机に 座ってお れない子もいますの で，幼児期のと きからの連続 性とかのこ と
も，大事だ と思いま す。
二 宮 委 員： この⑤ と，それ から 見出しのサ ブタイト ルと，今のよう な意見を 全体 的に，こう 考え
てみたとき に，１つの，何て言うか，哲学的で も ありますが，精神構造 の 問題じゃな い
かなと思い ますね 。つま り，私た ち，今，21 世 紀 の前半で何 のために 教育 をしている か
と，我々は 何を，今 ，模 索している かと考え たら，やはり 21 世紀の 後半を どういう社
会にして，どん な生き方 をしたらい いんだろ うか ということ を，一生懸命 考えて作っ て
くれる次の 世代を育 成し ようとして いるんで ない だろうかと 。
こう考えた ときに，この 新しい価値，ものの 考え 方，生き方，そういう も のを，20 世
紀の反省の 上に，今，考 えています けれども，ま ったく新し く考えて くれ る，我々とは
違った人た ちがたく さん欲しいと ，多様 性の中で ，そう 考えて 。これ ，私 ，実は 経済産
業省の会議 で，グロー バ ル人材育成 の会議で，こ の新しい価 値を見出 すと かね，発見す
るとか，それ が極めて 重 要になると いう提言 をし て残ってい ますけれ ども 。それは，そ
のためには異なっていること，異なる人との接触，あるいはコンフリクトそのものが，
契機になる と。だから，これは精神 構造の問 題で，もっと懐を 深くして，いろいろな 人
が，本当に異なっていることが良いことだし，有り難いし，素晴らしいことなんだと。
異なったこ とを伸ば せば いいんだといったよ うな ，そういう，よ り成熟し た 精神構造と
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いうかね。それを私 たち はまだ気づ いていな いん じゃないか と思いま すね 。
だから，例えば，これ，コ ラボレーシ ョンだけ でイ ノベーショ ンができ ると 思ったら，
私はちょっ とチーム ワー クとか，会社 に入った ら 協調とか，あ なた，みん なと一緒に や
れないじゃ ないかと いう 古典的な概 念に置き 換え られてしま って，かえっ て 人間関係が
阻害されて しまうん じゃ ないかと。そ うじゃな く て，一人一人 の個性が，異なりが磨 か
れるからこ そ，新しい 価 値も生まれ るんです よと 。そういう，広 島は成熟 した教育を や
っとる県と して，もう １ つ次の，先の この教育 の 精神構造と いうか，そ れ を本気にな っ
て考えてみ ませんか とい うことで。イ ノベーシ ョ ンは技術的 に表現し た言 葉なので，新
しい価値，市 民社会を ど う築いてい くかとか です ね，そういう ，自分を 含 めた，生き方
も含めた，ある いはどん な，例 えばアニ メーショ ンが，今，漫画がね，な んとなく低 く
見られてい るけれども。しかし，新し い価値観 に 立つと，その ほうが，よ りコミュニ ケ
ーションとしては興味深いかも分からないしねとかって考える人たちがいるわけです
ね。
私は放送 大学とか，私 立大学を経 験させて いた だいて，ます ますその 観 を強くして い
って。広島 県民は，270 万 人ですかね 。280 万人で す かね。
事： 280 万人。
員： 本当に ，その一 人一 人こそが宝 だとみた いな ね。心底，そう思え るよ うな県にし てい
くと。少な くとも教 育の 分野では。
事： 価値観 としてで すね 。
員： はい。それ が新しい 価 値を生み出 してくれ るん だという信 念をね，持つこ とのほうが，
知事を中心 としたこ うい う会議で，広島 県全体を 考えたとき。今 までも教 育行政だけ で
考えてきたんですけれども。こういう感じで考えると広島県そのものを考えるという，
極めてラッ キーなチ ャン スなので，そう いう意見 交換をして みるのも とい うのが，今の
印象ですね 。
事： 二宮委 員がおっ しゃ ったことは，おそら く， 佐藤委員が さっきお っし ゃったこと と通
底することかなとい うように思いま すけれども。個性という のは，いろい ろなとこに 発
揮する分野 があって，１ つは学力か もしれま せんけれど，１つは 全然違う ところであ っ
たりするの で。そうい う ところを，やは り尊重 が できるとい うことと，そ れからコンフ
リクトとい うように おっ しゃいまし たけれども，コ ンフリクト ，ただの 競合じ ゃなくて，
要するにコ ンフリク トも，ある意味で言 うと許容 すると。だから コンフリ クトも大事 で
あるけれど も，ただ，そ のコンフリ クトその もの も許容する というか，そ ういう精神 構
造を作るべ きという，そ ういうこと でよろし いで すかね。
員： 例えば ，外国の 人と議論を始め ますね。どう しても受け 入れられ ない ところがあ るか
と思います。それこそ が，まさにコン フリクトだ し，１つの価 値を巡っ て，ああでもな
い，こうでもな いと言 う んですよね。で も，その こと自体が それを乗 り越 える考え方 を
ね。ひょっと したら，お 互いに，たと え合意で き なくても，一 人一人の 心 の中には残 る
んじゃないかと。せっかく姉妹校とか，国際交流に力を入れていただいていますので，
それをただ 国際親善 とか，国際理解だけ に終わらせないで，そう いうもの を乗り越え る
広島の子供 であって欲し いといった ところま でつ なげていく と。何となく，それが分か
るような気 がするん ですけれどね。
員： 項目 の最初の ところ に も世界の人 々と協働 して というとこ ろ，確 かに上 を 伸ばすのか，
下を上げる のかとい うよ うな，「教育を 語る懇談 会」でも，ちょ っと話題 に出たとこ ろ
かと思いま すけれど。あ のときに女 性の委員 さん もおっしゃ っていま したけれど，どっ
ちかという ように，果た して割り切 ってもい いの かなという 気がして いま す。
どちらか というと，し んどい境遇 にある子 供た ちと接して いると，この 子たちが自 分
のことに精一杯な状 態を，ちょっと脱し て，ご飯が 食べれてゆ っくり眠 れて ってなった
ときに，またア ルバイ ト を始めたと きに，学校 へ ，高校へ行きた いって 言 い出すんです
よ。ただ，それ が本当に 実行できる子はわず かで すけれど。だ から，学び たいという 気
持ちを多く の子は少 し落 ち着いた環 境では持 ち始 めます。今，公立 中学の，なかなか生
徒指導上課 題がある よう な学校を，結構 意識的 に 私，訪問させて いただ き ましたが，生
徒指導を一 生懸命や って くださって，成 果を出し ている学校 で，成績上位 の子供さん を
どうやって伸ばしていますかというような質問を毎回するんですけれど。そうすると，
やはり，生徒指 導に一生 懸命やって いるので，率 直に言うと 上位のお 子さ んになかな か
手が回って ないかも しれ ないともお っしゃる んで す。というこ とは，今の 30％以下の子
供たちって 切り分け る，そこでは数 字上切り 分け られるんで すけれど。そ の子たちを き
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ちっと関わ って学力 を上 げる子は，その 子たちを 本人が望む進路を開 拓で きて，将来的
には納税者 になった り，公衆衛生上 の意味も ある ってふうに よく言わ れま すけれど。そ
ういうとこ ろもある とと もに，学校の負 担を軽減 することに よって，本当 に力がある 子
に手をまわ していく とい うこともで きるかと いう ように思っ ていると こで す。
そういう ことこそ が，私たちがや ろうとし てい るのは私立 の教育で はな くて，公教育
というとこ ろなので。そう いうところ を全体と して循環させて いくとい うよ うな意識と，
境遇もあっ て家庭教 育の 環境が整っ てなくっ て，なかなか厳 しい子供 の中 にも，環境を
支援すれば伸びてくる子がいるというのは，昔はそういう制度が地域にあったわけで。
それに代わ るものを どの ように行政 のほうで 考え ていくかと いうのは，１つ の課題では
なかろうかと思って いま す。
ちょっと 各論的な 話に なるかもし れません が，先 ほど教育長 がおっし ゃっ た幼児期が
重要だとい うのは，私 も すごく痛感をしてい ます 。その時点で，し んどい 思いをした 子
は，その生 育の課題 をず っと 10 代，20 代， 場合に よっては自 分が親に なっ てからも抱
えてしまい ます。教育委 員会でいた だいたデ ータ で言うと，朝ご 飯を食べ させようと い
うような，そう いうデー タをもらっ たんですけれ ど，それを見る といろい ろなキャン ペ
ーンをして，ぐ っと朝 ご 飯摂取率は 増えて，で も ，どうしても動 かない 数 字がずっと一
緒なんですね。ここ の層は 食べさせま しょうねとい うようなキ ャンペー ンや お知らせだ
けではどう にもなら ない，場合によっ ては直接 支援 をしなけれ ばいけな い層 になってき
ているのか なという よう に思ってい て。その辺が 見えてきた ときには，今 までの行政 と
してはお知 らせをし て，啓発をし，とい うのが 原 則ですけれ ども，その 次 の手を考えて
いくことが 子供たち に対 しての支援 の手段に なっ ているかも しれない 。この 辺は教育委
員会単体で やること でも ないかもし れなくて，まさ に知事部局 との情報 共有 とともに施
策検討とい うのが重 要で はないかなというよ うに 思います。
今，良いか悪 いかは 別 として，今の日 本の実 情 とすると，いっ たんル ー トから外れた
子供たちは なかなか 正規 の就職に就 きにくい。そ の子たちが また貧困 に陥 って，そうい
う子供たち が大人に なっ てからも，また 貧困の再 生産であっ たり，生活保 護を受ける こ
とによって，これが 財政 を圧迫した りと，い ろい ろな問題に なります 。
だから，そういう 根っこ の部分のき ちっと支 援を していくこ とが上位 の子 にも役に立
つし，少し時間 が教育 っ てかかるっ て，いつも 教 育委員会で は言われ ますけれど。５年
後，10 年後の広島 県とい うところを 見据えて みる と，とっても 意味のあ るも のになるん
じゃないか と思いま す。そ ういう成果 主義って なか なか難しい 分野だと思い ますけれど，
長い視点で 「大綱」 がつ くれたらい いのでは ない かというように思っ てい ます。
そういう 意味では，ここ の項目の名 前を変え るか どうかは私 はどちら でも いいと思い
ますが，意 識するべ きもの は上位か下 位かとい うよ うなところ のどっち かに 重点という
よりは，全体と して循環 できるよう な，そういう 視点で考え ていけた らい いというよう
に考えてい ます。
細 川 委 員： 先ほど ，発言し たと きに全部言 い切れな かっ たんですけ れども。 実は ，佐藤委員 と中
村委員と私 は経済界 の人 間なんで，どち らかとい うと県教委 が育てて くだ さった方，も
しくは大学 から卒業 され た方を受け る側の立 場で す。そうすると，果 たして 私たちの企
業にどうい う人材が 欲し いのか，必要と されて い るのかとい うところ が，実際，その子
の夢が叶う，だ から広 島 県に生まれ て，広島県 で 育てていた だいて良かっ たと，結果的
には思える ような将 来作 りになって いくのか なと いうように思います 。
中学校の 評議員と かで お伺いさせ ていただ いた時に，実は，中学校 を卒業 したら就職
できるんで すよ。とい う ことは，中学校 の先生，指導者はこ の子が社 会に もう出てい い
んだと，出れる んだと い うところの レベルま で，その子が育 ったかど うか，そういうと
ころをです ね，よ くお考 えになって，育て てくだ さい。も し，分からな い ことは，こう
いう経済界 の人間と 交流 することで，平 谷委員も おっしゃっ たけれど，中 にはドロッ プ
アウトする 子がいる わけ ですよ。どこに も進学 で きなくて，どこ にもい け ない子が。じ
ゃあ，どこ行っ とるか と いったら，地元 のガソ リ ンスタンド で見習い って 付けて，頑張
っているん ですよ 。そこ で何年かし たら，その子 が結婚して，子供 ができ て，「おじさ
ん，わし ，子 供できた ん よ」とか 言うて，注い で くれるとき に言うと 。そ ういう受け 皿
もちゃんと 持っているし ，そういう 中で，子 育て ができてい く。
よく言わ れますけ れど，「まっすぐな木 はまっ すぐ使え，曲が った木 は 曲がったま ま
生かせ」と言 われるけ れ ど，そういう，その個性 がいろいろ あるし，田 舎 にいると末 は
世界に出て行って勝 負で きる子もい ますけれ ど，地元の，例えば，お父ち ゃんの手伝 い
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をして終わ る子もた くさ んいるわけ ですよね。そ ういう中で，い ろいろ多 様性を持っ た
教育ができ るという のが 広島らしさ であって，そし て広島で育 ててもら って良かったと
思える人間作りになるんじゃないかということが盛り込まれていけばなということを
思います。 以上です 。
湯 﨑 知 事： ちな みに ，私は議 長な んですけれ ど，議 長も発 言 してよろし いでしょ うか 。そもそも，
知事と皆さ んの協議 なん だけれど，司会だけ して いるとつま らないの で。
今，細川委 員がおっ し ゃったとお りだと思 いま すけれど。ま ずですね，この，ちょっ
と⑤に込め られてい る意 味というの は，僕は，例 えば，ここにサ ブタイ ト ルにあるよ う
な，世界の人々 と協働し てイノベー ションを 生み 出すみたい な，これだけ で見ると非 常
に，いわゆる能 力的に は 偉そうに聞 こえる。イ ノ ベーション とか，世界 と 協働するみた
いな，見え るんですけれ ど。
それと，例え ば，その 地域でガソ リンスタ ンド で働いて，そこ でまた 子 育てをして と
いうことと，僕，価値判断はないんだと思いますよ。理想的なことを言うと。つまり，
いや，給料の差 はある か もしれない けれども，そ こに価値の 差はなく て，そうやって世
界の人と，直接 的に協働 して，まさに社 会にすご く大きなイ ンパクト を与 えるような こ
とをやる役 割も必要 だし，そうはいっ ても，また ，いろいろな 場面で，ま さにこの地 域
のガソリン スタンド で，し っかりそこ を守って いく ということ も役割と して 必要なこと
なんだと思 いますよ ね。
だから，つい，経済的 価値に還元 して考え がち なんで，経済的 価値が 高 いほうが高 い
んじゃない かみたい なイ メージが生 まれがち なん ですけれど。決して そうい うことはな
くて，やはり社会全体 と して，それは 成り立っ て いるんで，そ れぞれ，や はり必要な ん
だろうなと いう。細川 委 員もそうい う思いだ と思 いますけれ ど。そうい う ことで，それ
がまた僕は 広島らし さか なと，場合によ っては思 っておりま すという こと ですね。先ほ
どもちょっ と出させ てい ただいた命 題に，い いディ スカッショ ンができ たか なと思って
いるんですけれども。ど ちらを，という か循環 し ているとい うのも，私 も 平谷委員もそ
のとおりだ と思いま すし。中村委員がお っしゃ っ たように，やは り最低 限 ，このところ
をクリアし ていかな けれ ば，まさに悪い 面の再生 産に陥ると いうので，そ こはやはり考
慮しなきゃ いけない のか と。でも，先端で 引っ張 る人がいな いと，それ を またその循 環
を断ち切ろ うとかい う人 も生まれて こないと いう，将来的にです ね。とい うことで，両
方大事なん だろうなとい うように， 私は個人 的に は思ってい ます。
下 﨑 教 育 長： 今，た くさん生 徒が，私の部屋 に来ても らっ て，いろい ろ報告し てく れるんですね，
いろ い ろ な活 動 報 告と か 。そ の と きに ， 実 は下 手 な色 紙 を ，「 善 く 生き る 」 と書 い て渡
して い る んで す 。 これ は 意味 と し て子 供 た ちに 言 うの は ， 生き 抜 く とい う こと が 大 切。
つま り ， 自分 個 人 が幸 福 にな る と いう こ と も大 切 だけ れ ど も，「 善 く生 き る 」と い うの
は，適正な社 会への貢 献，他者への貢 献，それが 欲 を言ったら いろいろ 考え 方があるか
もしれませ んが。子供 たち に言ってい るのは，そ うい う社会への 貢献と両 方成 り立つと
いう，だから，自分が生 き ていく過程を，ちゃん と 稼ぐという ことが同 時に 地域の人に
貢献をする と，もっと 大 きく貢献す ると。様々 な 貢献の仕方 は，これは 様 々だと。しか
し，社会や地域 や他者 に対 して貢献で きる，そう いう 自らの幸福 と両方追 求で きるよう
な，この辺が この辺の 意 味にうまく，さっき，ちょ っと言われ ましたけ れど，イノベー
ションとい うのは生 き方 の問題にも，新 しい生 き方 というか，そう いう自 ら価 値を位置
付け ら れ るよ う な ，そ れ は社 会 と の関 係 ， 他者 と の関 係 で しか 生 ま れな い と思 う の で。
今のグロー バル化し た社 会の中では，そう いう意味 で世界の人 々という 書きぶりになっ
ているんだ と思いま すけ れども。これ は，まさに 地 域の，自分の 周辺にあ る 他者も全部
含めるとい うことに もな るのかなと いうよう には思います。
佐 藤 委 員： もう，世界とか 広島 とかといっ た言葉上 はあ ったとして も，生活 の中 にはないん です
よね。ガソリン スタン ド の油は海外 から入っ てい るわけです よ。今，イン ターネット オ
ブ シ ン グ ス と い う ， IOT（ Internet of Things） を 使 っ た ら ， 使 っ た と い う か ， こ れ か
らそういう 社会にな って いくという のはあり ますけれども。そう なると，全 て自分が生
きているも のがイン ター ネットでど っかとつ なが っていて，それが今 回の厚 生労働省の
年金機構の ウイルス を呼 ぶ事件にも つながる よう なことですけれども 。かつ て書類に書
いていたら，そ んなこと はなかった もの，全てイ ンターネッ トにつな がっ てしまって い
る社会を前 提にして，我々 は子供たち に対して 将来 を語らなく ちゃいけ なく なっている
と思います。我 々が過 去 ，高度成長時代 を担っ た のは，どっから 切って も 同じ能力を持
つ人たちの 集まりが あっ たればこそ できたわ けで，いわゆる労 働力の大 量生 産をする教
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育がされて いましたけれ ども。
これから は二宮先 生が おっしゃっ たように，多 種多様な人 たちが認 めら れて，それが
織りなす社 会になっ てく ると。要する に，第三次 産業，サービ ス業，この 時代を迎え る
わけでして。二 次産業，今，我々のよう な製造 業 は日本国内 の製造が 非常 に難しくな っ
て，アジアのほ うに出 ま したけれども。そこで も 同じような 状況が，日 本 と同じような
状況がこれ から起こ って くるという。い ずれにし ても，第二次産 業という のも従来の よ
うに個性が なくて，みん なと同じこ とができ て，均一な質の ものがで きあ がるような 産
業であった ら，もう続 か なくなって きていると。ただ，それを多 種多様 な 人材が入って
きてもでき るような こと，あるいは地 域が離れ てい てもできる ようなこ との 社会になっ
ていくと思 われますので ，考え方の根本 が少し 変 わってくる。そ こにい て も，あなたは
世界と結び ついてい るん ですよとい うお話を しな くちゃいけ ないし，あるい は観光客に
しても，今，広島駅に 降り たら，どれだ けたく さんの 海外からの 観光客が 来と られるか。
私なんか，福山 から通 い ますけれども，驚くん で すね。そういう 人たち の 案内を生徒が
担えれば，いろ いろな言 葉，英語ばかり じゃな い かもしれな いけれども，交流ができて
くるであろ うし，居な が らにしても，そういう 世 界を見るこ とができ る。ただし，間違
ってはいけないのは，ニ ュース，メディ アから 出 る情報とい うのは間 違い です。ほとん
ど正しくな い。す みません 。自分の目 で，自 分の体で ，肌で感じ たもの が正しい わけで。
その機会，取 り込んで いかなくち ゃいけな い，そういう機 会を与え てあ げるという こ
とを努めていく必要があると思います。いろいろ言えませんでしたけれど，ちょっと，
二宮先生に 非常に賛 同し た気持ちが ありまし たので，発言さ せていた だき ました。
事： グロー バルにつ なが っていると いう，グ ロー バル教育を ，今，広 島県 で推進して いる
というのは，まさに そうい うケースが あります ので。仮に自分が 海外に出 かけ なくても，
既に我々は つながっ てい るという。そこ をやはり 理解すると いうのは，非 常に重要だと
私も思いま す。多様な と いうのは，何 か，もう，非常にこの 中では共 有さ れたような感
じがいたし ます。何 か，その他あり ますでし ょう か。
員： 基本的 な考え方 の３ 番ぐらいの テーマに，移 ってもいい ですかね 。オ ール広島県，と
てもいい言 葉ですね。オ ールジャパ ンという とき もあります し，オール 広 島県。県民を
挙げて，総ぐ るみ，県民 運動。ですけ れども，教 育の世界で 幼児から 社会 人までと系 統
立てて，縦のほ うの筋 道 はよく分か るんですけれ ども。横糸で見 たとき に ，オール広島
県をどう私 たちは，少な くとも知事 にはどう 意識 してもらっ たらいい んだ ろうかと。こ
の「大綱」の中でですね，考えてみたときに，やはり学校って設置者が違うんですね。
設置者が違 うことに よっ て，いろいろ行 政的な 支 援といいま すか，そう い うものも，監
督も違って きて，誰が 誰 に対して責 任を持っ てい るかという ことが。で も，オール広島
県という言 葉を表に パッ と出してい ただいた ら，設置者はそ れはそれ とし て，やはり広
島県のため に，広島に あ る様々な教 育の機会 です ね，緩やかな連 携と言 い ますか。がち
がちになん か，こうして しまおうと 狙って，ある いは全部補 助金出し ます よみたいな 話
じゃなくて，緩 やかな連 携の中で１ つの目標 を共 有してもら えません かと 。広島県の教
育組織とし てと。こう い う，だから県立 も私立 の 高等学校も と。あるい は 就学支援金に
なると私立 のほうが 多く なりますの で，公立と私 立のほうに も呼びか けて，広島県の思
いを理解し ていただ いて という，緩やか な連携み たいなです ね。表現でオ ール広島県 の
横糸をどう しようかとい うように考 えていく とい う。これは 話題提供 してみ ようかなと
思ったんで すけれど。
事： 非常に すみませ ん。 オール広島 というの はど こに。
員： 資料３ の３番目 です。
事： こっち のほうで すね 。
員： 広島ら しさを考 えた ら，オール 広島県に 入っ ていいんじ ゃないか なと 思って。
事： ちなみ に，「大 綱」 自体は，必 ずしも公 教育 だけを対象 としたも ので はありませ んの
で，そもそも 論として で すね。例えば，幼児期と いったとき には，ほと ん どが民間に よ
ってなされ ています し。大学は，教育委 員会の 範 疇外なので，こ こに書 い てあるような
大学とか幼 児期とか とい うのを含むというこ とか らも，これ は設置者 に関わ らずという
ことだとい うのが，まず 前提として はござい ます 。
員： なるほ どね。
事： その中で，どのよう な 連携を図っ ていくか とい うところは，選択 肢はいろ いろあって，
これは常に 哲学的な論争 に入るんで すけれど。要す るに設置者 ないし，学校の 個性とか，
私立である ことの意 味と いうか，そこの 部分と，そ れにどうど こまで影 響力 を行使する
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のかという ことで。二宮 先生は，今は中 庸な感じ の緩やかな 連携とい う話 だとは思い ま
すけれども。中 にはで す ね，それこそ，か なりぎ りぎりでや ってもい いん じゃないか と
か，学校によ っては，い や，うちは建 学の精神が ありますの で，もうタ ッ チしないで く
ださいとい うところ。学 校の中には，そ う言わ れ ても問題に なるし，そ こ はいろいろビ
ジョンもあ ろうかな と思いますし。
二 宮 委 員： それと ，政令指 定都 市がど真ん 中で，ど 真ん 中と言っち ゃ怒られ ますけれど。100 万
人の。そこ にも教 育機関が あり。当然，市町 もありま すけれども 。１つ の広島県 として，
これからは 協力とい うか，連携でもいい んですけ れども，緩やか にお互い が広島県を 意
識してもら うという。そ ういうこと でないと，戦 っていけな いと思い ますよ。世界と戦
う広島県と，こう考 えたと きに，全部，東京経由 でこ れからやる 必要はま った くなくて，
並行輸入じ ゃありま せんけれど，直接海 外に出か けていく，そう いう広島 県であって い
いと思いま す。後ろを 振 り返ってみ たときに，な んかバラバ ラバラっ とな っていて，広
島市は別で すよみた いな ことだと，海外 から来て いただいて も，なんとな く違和感が 残
ってしまう とかです ね。
だから，そこ はもう少 し何パーセ ントまで とは 言いませんけれども，も う少し知事 の
もとに広島 県なんだ よと 言って。経済界 もそう な んですよね，経 済界も，あまりにも 細
切れに分か れないで 広島 県全体を意 識してい ただけるような ですね，何か そういう。私
も経済同友 会に入れ てい ただくよう 勉強して いる 最中なんで すけれども。広 島県という
のをみんなでこう考えていけるような，そういう文化，あるいは行政といいますかね，
あるいは経 営という か，何か，そういう 街づく り というか，それ をやっ て いけば他県に
比べても一歩早くね，教育からかも分かりませんけれど，グローバル対応もできるし，
広島県知事 部局の国 際課があります よね。みんな が協力する ことがで きれ ば，１つ１つ
が各論が非 常にスム ーズ になってい くような 気が します。
難しい課 題は，ちょ っ と置いとい てもらっ て。やさしいと ころは，緩 や かにやってい
こうという，そ れを協 力 の視点から「大 綱」の中 でちょっと 頭出しと いう か目出しと い
うんですか ね。なん か，こう出して おいても らえ ると素敵か なと思い まし た。
湯 﨑 知 事： 今の話 ，事務局 に確 認したいん ですけれ ど。 私も，今， 二宮先生 に言 われて気が つき
ましたが，広島市と の関 係はどうな るんだっ け，「大綱」は 。
経 営 企 画 監： 基本的 には，地 方公 共団体ごと で定める もの ではござい ますが。
湯 﨑 知 事： いやい やいや。 だか ら，広島県 は広島県 で定 めるんだけ れど，そ れは 広島市も含 むも
のなのか，それ とも広島 市は政令指 定都市と して 除かれるも のなのか。県 としてって 言
ったときに は，三次 市と か福山市は 含まれる わけ でしょ。
経 営 企 画 監： はい。
湯 﨑 知 事： 広島市 は，どう いう 扱いになる んでしょ う。
下 﨑 教 育 長： 指導の 部分で言 えば，他の市町 とか広島 市と 同じなんで す。
湯 﨑 知 事： いやい や，そう だけ れど。
下 﨑 教 育 長： だから，「大綱 」もそ れぞれ市町 が，広 島市も「 大綱」を 作る，市町もそ れ ぞれ作る，
市も町も。県 は県で作 る 。だから，県の「大綱」を参考にし てもらい なが らとか，それ
を参酌しな がら。
湯 﨑 知 事： いや，だから，そこ がポイント で。広島 市は，県と同じ 立場で，県の 「大綱」を 参照
する必要が ないのか，そ れとも他の 市町と同 じよ うに県の「大綱」を参照 するという こ
とになるの か。広島県 と いったとき に，例えば，じゃあ，これ を実際に 施 策に落とし 込
んでいきま しょうっ て言 ったときに は，もち ろん広 島市はちょ っといろ いろ な意味で違
うから難し いところはあ るんですけ れど。基 本的に は広島市も 対象とし て運 営とか運用
をしていく のか，そこが ちょっと大 きく違う と思 います。法的に はどうい う整理なん で
すか。
下 﨑 教 育 長： 法的に は，そこ まで は書いてな いと思い ます 。
湯 﨑 知 事： それは欠 陥だね。今，教員のあれ にしても，予算 にしても，も う分断さ れて ますんで。
下 﨑 教 育 長： まさに これはや わら かい連携と いうこと では ないですが ，もう少 し，もう少し密 な連
携をすると いう観点 しか ないと思い ますね。
湯 﨑 知 事： 有識者 として広 島市 教育長を呼 びますか 。
下 﨑 教 育 長： ちょっ と話が飛 びま すけれど，私学との 関係 で言って，今まで公 私協 というのが あっ
て，主なのは，いわゆる 入学定員の 話を中心 に話 をしてきた んですね。今，グローバル
化の話とそ れから『学 び の変革』につ いて，別テ ーブルで議 論しだし たん です。一緒に
何ができる だろうか，ど ういう考え 方を持っ てい るだろうか，も う率直 な 話をして。前
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回，話をした ときは，公 私協より突 っ込んだ，ざ っくばらん な話がで きま したねと。だ
から，お互いが それを や って，そのとお りやる と かいう話じ ゃなくて，ど こが協力でき
るか，どこが 共有でき る かという，そ ういう関 係 に，今なりつ つあるん で 。そんな形で
模索するの かなとい う。
湯 﨑 知 事： 事実上 ，それは それ でいいんだけれど。 今は ，松井市長 との関係 でい いけれども，け
んかし始め たら相談 が。
下 﨑 教 育 長： 他はな かなか難 しい とも聞いて いますん で。
湯 﨑 知 事： でも， それはち ょっ と法律的に 欠陥とし て，問題提起し たほうが いい んじゃない のか
な。いや，はっ きりして もらわない と。でも，広 島県は除く 広島市で すっ て言われた 途
端に，すごい 困ります よ ね。実態とし ては，生徒 が越境して，特に高校以 上になると 越
境して行っちゃうわけだし。大学は広島市にメジャーなものがいっぱいあるし。いや，
でも広島大 学は東広 島市 だから違う んだ。だか ら ，よく分からな い。それ をベースに 事
実行為とし ては，す り合 わせはやる として。
下 﨑 教 育 長： そうで すね。
二 宮 委 員： 行政の ことは分 から ないんで，例えばと 言っ ても，分か らないん です けれども。 例え
ば，広島らしさ とかで す ね，オール広島 県とか，こういうキ ーワード はお 互いが使い ま
しょうと。それ ぞれの 立 場からね，それ にアプ ロ ーチして，自分 のほう か らそういう形
でできるこ と，県とし て は県として，み んなで で きることと かですね。そ ういう話し合
いをするこ とでもっ て，それぞれの 主体性を 尊重 しながら，やは り県とし ての立場と い
うのは理解 してもら って 。それで，県民の ためな んだからと いう，そう い うレトリッ ク
というのはないもん だろ うかと。やはり，これを やらないと，こ こまで だ という気が し
てしまいま すね。もう，ここまでが 精一杯と いっ て，こっから先 はとい う のがグロー バ
ル化時代に ですね。そ れ がちょっと，オ ール広 島 県にすぐ飛 びついた，魅 力あるキャッ
チフレーズ なんです ね。
湯 﨑 知 事： 今の点 について，何 か。
佐 藤 委 員： 広島と いえば，やは り毛利の３ 本の矢だ とか，サンフレ ッチェと か。 今，山口に 取ら
れてしまっ ているん で，これは使え ないでし ょう から。平和です よね。平 和は戦争を し
ないという ことで 。戦争を しないため には，寛容だと ，人を受け 入れる 力だと。これは，
皆さんおっ しゃられ ていることです が。寛容性を 身に付ける 教育を広 島の，オール広島
の１つに考 えてみて はど うかと。そ れは，や はり道 徳教育にな るんです ね。つ まり，
「大
綱」の中に，寛 容性をい かにはめ込 んで，幼児 期 から大学ま で何らか の形 で，それをど
こかで取り上げていただくようなことみたいなのは可能じゃないかと思いますけれど。
それは１つ のアイデ アと して。
湯 﨑 知 事： 多様性 ともつな がり ますよね。
佐 藤 委 員： 多様性 ですね。
細 川 委 員： 二宮先 生もおっ しゃ ったんです けれども。オ ール広島県 ，先ほど ちょ っと申し上 げま
したけれども。高校まで は広島でも，大 学で東京 へ行ったら リターン して来ないとい う
ところがで すね。やは り ，広島県が魅 力的でな け ればならな いし，私た ち 企業も，産業
界もそれな りに実力 を持 ってないと，なかな か帰っ てきていた だけんの じゃ ないかなと
いうような ところも 思い ながら。そうい う，どう いうんでし ょうか，広 島 でまた就職 を
したいとい うような，そ ういう学び 方という のは，平谷さんがお っしゃっ たように幼 児
期のところ から，これ を 勉強しなさ いと言わ れて，私たちは，はい と言っ て勉強して き
た時代でし たけれど。社 会人までを 系統立て ると いうんだっ たら，学び方 を学ぶとい う
ことを前川 文科審議 官がおっしゃっ たんです が，そ ういう今の 時期とい うの は細かい細
かい情報が いくらあ るか ということ を問われ る時 代じゃなくなってき たん で。なぜ学 ぶ
のかという，学 び方を学 ぶというこ とがここ に入 ってきてで すね，広島に リターンし て
いただけれ ばなとい うよ うな気がし ておりま す。
湯 﨑 知 事： このロ ーマ数字 のⅡ の中とかに 入ってく るよ うな，こん なもので すよ ね。イメー ジ的
にしていけ ればなと は思 いますけれ どね。
中 村 委 員： さっき，佐藤委 員が おっしゃら れたこと なん ですけれど 。広島ら しさ という中で，平
和というこ とですけ れど，私も，平和の定 義とい いましょう か，平和と い うことは何 を
意味するの かという とこ ろ，大事なとこ ろだと 思 いまして。決し て，戦争 の反対語で は
ないと思い ますし，紛 争 とか災害と か，飢餓と か 貧困とかで すね，いろ い ろ対義語はあ
ると思いますけれども。もちろん，反戦，反核だけでもない。そういう意味での平和，
多様性とい うことも ある でしょうし，そ ういう も のを１つ，やは り，柱を しっかり作 っ
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て，それをみん なで目 指 していくと いうか，共 通 の価値観と して，広島 ら しい価値観と
していくこ とが大事 なの かなというような気 がい たします。
平 谷 委 員： 広島ら しさの２ つ目 に平和の世 界の実現 に向 けて積極的 貢献，こ こに ついて，今 議論
がなされて いると思 いま すけれど。平和 を広く 考 えると，人間が いると，揉め事とい う
のは起きが ちで，これの 対処の仕方 を身に付 ける というとこ ろが，この平 和というこ と
を打ち出し ていくに あた って大事な のかなと 。
大きいこ とでなく ても，子供たちは日 常的に揉 めるはずな んですが，今 の子供たち は
子供の数が 少ないこ とも あって，親が手 を出しま すし。これは弁 護士の責 任でもある か
もしれませ んが，紛争 回 避のために，い ろいろ な 先生方だっ たりとい うの は，そうなる
前に手を出 してしま いが ちだし，トラ ブル回避 を します。その 結果，子供 たちは，そう
いう揉め事 を自らの 力で 解決すると いう経験 がな かなかできないのが ，今の 実情だと思
います。
よく言わ れますけ れど，ゴツゴツした 石がみん なとぶつか り合って，あ る程度丸く な
って大人に なって，こう いうイメー ジにして あげ たいんですけれど。これ が非常に難 し
いのが今の 子供たち が育 っている環 境だと思 いま す。どうしてい くかとい うと，ある程
度，揉め事は手 を出さず に，みんなで大 人のほう が我慢する というと ころ なのかもし れ
ませんが。先ほ ど来出 て いるお話に つなげれ ば，いろいろな 多様性の 中で ，子供たちは
きちっと向 き合って とい うところが できるよ うな，そういうよ うな学習 環境 だったりと
いうのが作 れるよう な，そういう何 かを，ここに 盛り込んで 子供たち が自 分たちでい ろ
いろなこと を解決で きる ような，そうい うような 力を身に付 けさせて あげ ることが，非
常に大事だと思いま す。
湯 﨑 知 事： それも ，この， 何て 言うんでし ょうか，ロー マ数字Ⅱの 中のよう なこ となんでし ょう
ね。それと も，Ⅰの ほう でしょうか ね。
平 谷 委 員： 両方に 通じると こか もしれない んですけ れど。子供のち っちゃい うち はⅠになっ てく
るんですけ れど，高 度な 部分でいう とⅡにな るか もしれない です。
細 川 委 員： 関連し てですが。地 元の学校に 関わって いる と，平谷委 員がおっ しゃ ったように，教
育委員会と しての，い わ ゆる縄張り の外にあ る部 分，外の課題に ついて で すね，学校の
先生がどこ まで頑張 って んだろうか というと ころ が，よくあるん です。言わ れたトラブ
ルとか紛争 とか子供 同士 とか，学校 を１回退 校し てからのこ ととか。
あともう １つは，私の 友達が放課 後児童ク ラブ の先生をや っていま すけ れど，その辺
が教育委員 会の縄張 りの 外にあって，非 常に教育 環境的には あまりよ ろし くない。人が
足りないと か部屋が 足り ないとか，その 辺の教 育 委員会が，今，私 たちが 関わってき た
ところの，ちょ っとこ う ，どう言うんで しょう か ね，関わりがち ょっと 薄 くなった部分
のところを，果 たしてこ こで，どうやっ て解決し ていくんだ ろうかな とい うのが現実 の
問題ですよ。現 場はす ご く困っている。市役所 に 言うと，なんと か頑張 っ てくれなんで
すよ。それじ ゃあ，駄目 でしょうと 言うんだけれ ど。実際，そこ で生活す る子供は次 の
日の午前中 はまた学 校へ 行くわけで すよ。そ ういう 安全で安心 して学べ る教 育環境の構
築というこ とに関し て言 えば，どこ まで知事 部局のほうが教育 委員会の ほう に突っ込ん
でいけて，子供 の環境 整 備ができる んかなと いう のが，実は，今日 も起き ていること な
んです。
湯 﨑 知 事： それに ついては どう ですか。先 ほど，平 谷委 員が朝食の ところで おっ しゃったの と同
じような問 題だと思 いま すけれども 。教育長，ど うですか。
下 﨑 教 育 長： これは ⑧にも関 わっ てくると思 いますけ れど も。やはり 地域，こ れが すごく大き な，
地域というと，先ほど 企 業もと言わ れたので，あ りがたいな と思いま すけ れど。そうい
うところを いろいろ 巻き 込んでいくのでオー ル広 島と言われ ているん です。そういうと
ころを巻き 込んでい かな いと。とにか く学校だ け では，なかな か難しい と。学校はしっ
かりやらな いといけ ない 部分は，もちろ んたく さん あると思い ますけれ ども。それはや
はりいろい ろな力を 借り て，一緒に子供 たちを，広 島県の子供 たちを育 てて いくという
のを，どう 「大綱」 に打 ち出せるか というこ と。
二 宮 委 員： 関連し たことで す，よろしいで すか。今 の議 論を聞いて て，資料 １の 総合教育会 議の
第 １ 条 の ４ 第１ 項 第 ２号の 「 緊 急 の 場合 」 ， かつて こ う い う もの が で きたき っ か け に な
っ た の は ， いじ め 問 題のよ う な こ と を言 っ て いると 思 い ま す けれ ど 。 命，生 命 に 係 る 緊
急 の 場 合 に 講ず べ き 措置に つ い て は ，ま さ に この総 合 教 育 会 議， 今 日 の議論 は 「 大 綱 」
に 帰 す る 問 題で す の で全然 扱 っ て ま せん け れ ど。今 の よ う な 問題 は ， リスク と か 命 と い
う も の を ど こま で 緊 急な問 題 と し て ，私 た ち が受け 止 め る か と。 そ れ を受け 止 め た と す
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れば，これが伝 家の宝刀 に なっちゃい けないん で。や はり錆びて しまっち ゃい けなくて，
こ れ は ， と きど き ， やはり 抜 い た ほ うが い い と。例 え ば ， 食 の問 題 と か，今 の 虐 待 の 問
題 と か な ど など 。 あ るいは 事 故 の 問 題と か で すね。 そ れ を 緊 急度 は ど れだけ あ る か は ，
ま た 御 案 内 いた だ か ないと い け な い けれ ど 。 ここの 項 目 を ， やは り 使 って問 題 を 解 決 す
る よ う な 総 合教 育 会 議であ っ た ら い いん じ ゃ ないか と い う ， そう い う 思いじ ゃ な い か な
と 思 い ま す けれ ど ね 。その 辺 は ま だ 誰も こ こ は議論 し て な い んじ ゃ な いので し ょ う か 。
い つ ， こ れ は誰 が ど うやっ て 問 題 提 起を し て ，どの よ う に 招 集し て ， 誰がメ ン バ ー に な
っ た り ， ど うす る ん だとい う の は ， まだ こ こ は今日 の 議 論 に はな ら な いかな と 思 っ て ま
すけれど。そこで議 論す べきことか も分から ない なと思いま すけれど。
湯 﨑 知 事： 今 の 点 に つ い て は ， そ も そ も ， こ の い じ め み た い な こ と が 起 き た と き の ， こ の 一 連 の
手続 き が 法的 に 定め ら れ てい る じ ゃな い です か 。 それ と の 関係 で いう と ， どう い う ふう
になるんで したっけ 。総 合教育会議 の中でも，こ ういうふう に規定が ある んだけれど。
教 育 次 長： い じ め 等 が 起 き た 場 合 に つ き ま し て は ， ま ず は 学 校 で そ う い う 委 員 会 を 設 け て や る 。
そこの委員 会で調査 をや って，調査 結果があ がっ てきたもの を見て，これ では駄目だ ろ
うというと きには，第三 者委員会と いうもの が組 織をされて，そこで 再度 調査を行う と
いうような ことが書 かれ ている。こ れは私学 であ っても同じ でござい ます 。
湯 﨑 知 事： それで，そのと きに 総合教育会 議にもこ うい う規定があ るんだけ れど。だから， そう
いうのと関 係は。
下 﨑 教 育 長： おそら く，そう いう システムは できているん で，システ ムなので 動い ていくんだ と思
いますけれ ど。それで も手 に余るとい うか，それ でも イレギュラ ーが生じ るよ うな場合
は，ここで議 論すると い うことが想 定されて いる んではない かと思い ます 。だから，基
本の道筋は ちゃんと それ であるべき だというよう に思います けれど。
湯 﨑 知 事： バック アップ的 に，動いてもら うという よう な意味です かね。今 ，二 宮先生がお っし
ゃったのは，それを 超え た部分で。 超えたと いう か，今のは 。
二 宮 委 員： 学校に 関わるも ので，問題が非 常に大き な影 響を及ぼし たときに，学 校だけでは ，多
分解決できないし。といって教育委員会だけでは県民も信頼しないでしょうしという。
そういう中 にあって，この 伝家の宝刀 をどうや って 今のような 子供の命 とい う問題をど
う守るかと いうのを，新 しいテーマ を研究し てい ただくとい うか，招集し ていただく と
いうか。また，そ ういう ことで今の ようなこ とは 議論すべき，そ ういう 手 続きみたい な
ところを。
湯 﨑 知 事： おそら くですね，多 分，細川委 員とか平 谷委 員がおっし ゃったの は，もっと日常 的な
部分で。要す るに，子 供た ちも学校教 育もあり ますけれど，家庭 教育な んかも あるので，
家庭でなん とかして もら わないと，学校の現 場だけ でどんなに 頑張って もど うしようも
ないところ というの はあ りますよね と。
例えば，先般 のあの川 崎での事件 もそうだ と思 いますけれ ど。あれはあ れでまたい ろ
いろ課題は あったと思い ますが，学校側 もです ね 。ただ，やはり家 庭で夜 に外出して も
何も言われ ないとい うよ うな状況で あるとか 。他方 でそこに構 えるだけ のお 母さんにも
余裕がなか ったんじ ゃな いかとか，いろ いろなこ とが言われ てますけ れども。そういう
部分の話で すよね，お そ らく。だから，そこがど こまで関わ るのかと いう ところで，地
域を巻き込 んでとい うこ となんですけれど。現実的 に施策の中 に落とし てい こうと思っ
たら，非常に大 変では あ りますよね。ま ずは緊 急 事態まで落 ち込めば，介 入できるんで
すけれど。
下 﨑 教 育 長： そうで すね。
平 谷 委 員： そこの 規定は本 当に，大津で起 きたよう な重 大事案を，この総合 教育 会議が対応 でき
るというこ とが明記 して あると思い ます。そうい う事態がも し県内で 起こ れば，動くよ
ということ は多分異 論の ないところ だと思い ますが。先ほど，知事が おっし ゃったよう
に，細川委員や 私が申 し 上げたのは，あ えて言 え ば予防的な，予 防もさ ら にその前の予
防的な視点 でのとこ ろだ と思います。昨 年度策 定 した県の「ファ ミリー 夢 プラン」のと
きにも，こ れのⅣの ⑧のと ころに関す るような 家庭 への支援と いうのは 話題 に出ていま
して。家庭が安 定して，子供の居場 所が家庭 にあ れば，命が守れ る場合 も 多くあると い
うところが ございま す。なので，そこ への支援 と いうことは，学校の先 生 だったり，学
校教育でで きる部分 とい うのは，や はり大き く限界 があるのは 先ほど来 出て いるとこで
すけれど。ここ を知事部 局とどう連 携してい くか ということ だと思い ます し，そこでい
うと，先ほど少 し川崎の 話題が出ま したが，やは りひとり親 家庭の場 合の １人しか大 人
がいない家 庭で，どの よ うに子供の 教育環境 もで すけれど，生活 環境を 整 えて，余裕が
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ある中で大 人，保護者が 子供と関わ っていく のか という，そうい う基盤を どう整理す る
かというよ うな話。こ れ はどちらか というと，「 ファミリー 夢プラン」が 中心だと思 い
ますけれど も。ただ，学校 はいろいろ な問題の プラ ットホーム だという こと にもなりま
したので。そ ういうこ と も少し「大綱」の中でも 意識しつつ，進められ た らなという よ
うには思っ ています 。
下 﨑 教 育 長： 今の⑧ のところ は，どこまで書 き込むか とい うこともあ るんですけれ ど。まさに これ
は，教育委員 会だけで は なくて，関係 部局と一 緒 に，地域なり，家庭なり にどう関わ る
ことができ るかとい う と こ ろ の 視 点 を 少 し 入 れ 込 め ら れ れ ば と い う よ う に は 思 い ま す 。
湯 﨑 知 事： なるほ ど。そう いう 意味ではで すね，こ の参 考資料の中 に，この 教育 委員会が関 わっ
ている問題 が書いて ある わけですが。実際 には，
「 ファミリー 夢プラン」とか を含めて，
あるいは「広 島県子ど も・若 者計画」で すよね。そういうも のをちょ っと ここに並べ て
いかなきゃ いかんと いう，そういうこと ですよ ね 。もちろん，総合 教育会 議だけでそ れ
が全て解決 するわけ でも ありませんけれど。だから ，知事部局 として持 ってい る計画も，
関わる計画 もあれば，教 育委員会と してもっ と関 わる計画も あるとい うと ころで。あと
は，何て言うか，少し，こ れから具体 化する中 で議 論していか なきゃい けな いと思いま
すけれども，そうやっ て どんどん増 やしてい くと。実は限りな く，何て言 うか，教育は
限りなく，全て を包含 す るようなも のになっ てい くので。あんま り広が り すぎると，今
度は焦点が ぼやけた りと か，実態と して動か ないと いうか，精 神論だけ 述べら れていて，
あまり動き ませんと いう ものになり かねない わけ で。そこは少し，こ れから の議論の中
で絞り込ん だりとか，追 加したりと かできれ ばい いと思いま す。
いかがで しょうか。そ の他，何でも。ちなみに ，幼児という のも非常 に 多く出ている
んですね 。去年，幼児 期 の教育につ いて，いろい ろ議論させ ていただ いて 。例えば，ど
ういうもの が望まれ るの かというよ うな，学習 指 導要領と違 って，幼稚 園 ，保育所での
学習のスタ ンダード とい うのはかっ ちりして ない ので。そういう ところも ね，取り込ん
でいいんじ ゃないか とい う議論もあ りましたけれ どね。そういう ところも 少し，今後議
論できたら いいかも しれ ないですね 。
下 﨑 教 育 長： 国，い わゆる保 育園 は保育士に なり，幼 稚園 は幼保があ りますけ れど。その前の とこ
ろ，いわゆる乳 幼児か ら３ 歳ぐらいま で，このあ たり が非常にキ ーだとい うように言わ
れていると ころがあ りま すよね。あ れは調査 をか けようとし てますけ れど。
湯 﨑 知 事： だから ，だからどん どん広がっ ていくと 。
下 﨑 教 育 長： うん，広がる。
湯 﨑 知 事： 今度，母親教育 とか も。対人教 育が大事 って 。
二 宮 委 員： ボリュ ーム的に はど れぐらいの ものなん でし ょうかね。
湯 﨑 知 事： いや，それはま った くね。まっ たく，ス タン ダードはな くてです ね，誰も作った こと
がないんで。教育委員 会 は，いや，これ １枚ぐら いじゃない かとかっ て，そんなこと を
言ったりも してんで すけ れど。いやいや，そ れじゃ あ済まない でしょと いう のがあるん
ですけれどね。
今の，その 幼児の話 な んかで言うと，特に，多 分，幼児の教 育って変 化 が激しいと こ
ろだと思い ますよね。最 先端という とこも，ち ょ っと議論に なったん ですけれど。例え
ば，今の最 先端だっ たら，「森のよ うちえん 」と かね。
あるいは，こ ないだち ょっと日経 新聞でも 出て まして，教育委 員会にも 送っときま し
たけれど。運動の ね，多 様性という か，そ れが将 来に向けて 重要であ ると か。でも ，そ
れが本当に 確立している かどうかと いうのは，小 学校以上の 教育と違 って，あんまり確
たるね，あれが ないとこ ろなんでね。そ ういうの もどう扱っ ていくの かと いうのは１ つ
ね。もち ろん，個々の こ とについて，ここ まで ，そこまで入 れて，この中 に入れてく こ
とではない とは思い ますけれど。そのバ ックグラ ウンドとな るような 考え 方は，ある程
度入れとか なきゃい けな い。
下 﨑 教 育 長： 今の遊 びなんか につ いては，文 科省から ちゃ んと幼児の 部分まで は， ちゃんとで きて
いてですね ，ハンド ブッ ク的なもの があって，DVD もたくさん 出ている みた いです。各
家庭に配ら れ，実践 され ています。
湯 﨑 知 事： そうで すか。
下 﨑 教 育 長： これは 議論がい くつ もあってで すね，非 常に 一方に偏る と，逆に いう と危ないと ころ
があるので。し っかり実 態を踏まえ て，議論をし たほうがい いのかなとい うようには 思
っています 。調査を かけ て，専門家 の意見も ちゃ んと聞いて 。
湯 﨑 知 事： そうで すね。い や，見ていると ，でも極 端で すもんね。 なんか軍 隊式 のようなの をや
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っていると こもあれ ば，うちなんか モンテや って んですけれ ど，すごいめ ちゃめちゃ 自
由なモンテ ッソーリとか ね。いいの かなとか 思い ながらがあ ったりす るん でね。
あと，５ 分ほどに なり ましたけれ ど，これ を言 い残したと かですね，あ とは何でも い
いんですけ れど。お茶が おいしかっ たとか，なん でも結構で ございま すが，何か。もち
ろん，今後，次回以 降に 御議論いた だくとい うこ ともありま すが。今後の スケジュー ル
的なことの 御説明と いう のはなかっ たっけ。
経 営 企 画 監： 第２回 の会議 でござ いますが， 後ほど御案内 しようと思 っていたんで すが。８月 下旬
の開催とい うことで 予定 をしており まして 。また ，改めて ですね ，詳細 は 当局より通 知
したいとい うように 考え ております 。
湯 﨑 知 事： 第３回 は。
経 営 企 画 監： 第３回 は９月ぐ らい と思ってお りますが，そ のあたりは また調整 させ てください 。
湯 﨑 知 事： ８月， ９月です か。
経 営 企 画 監： ８月の 下旬と，それ から９月の 終わりから 10 月ぐらいに かけてが ３回 目です。
湯 﨑 知 事： 第３回 ですか。
経 営 企 画 監： はい。 イメージ を今 のところ持 っており ます 。
湯 﨑 知 事： 「大綱 」を決定 する のはいつで すか。
経 営 企 画 監： この議 論の進 み具合 だとは思っ ており ますが，２回ない し３回 の会議 がいいのか なと
いうように は思って おり ます。あと，これ，今日 を除いてで すね。２回な いし３回か な
と。
湯 﨑 知 事： ２回な いし３回 。
経 営 企 画 監： はい。
湯 﨑 知 事： その辺 について の御 意見もあれ ば。いや いや，３回もい らないよ とか，３回じゃ 少な
いとか。まだ ，分かり ませ んけれど。今 のとこ ろはそ ういう想定 であると いう 感じです。
ひょっとす ると，細 かく ね，出てく るとかな り。
中 村 委 員： そうで すね。ボ リュ ーム次第か なという よう には。
佐 藤 委 員： これ，ちょっと 質問な んですけれ ど，今日 ，論じ ているのは「教 育に関す る 大綱」。
「教
育，学術及び 文化の振 興に 関する総合 的な施策 の大 綱」の参考資 料がつい てま すけれど。
本来，正しいの はこの「教育に関す る」，今更な が らと言った らおかし いん ですが，「教
育に関する 大綱」とい う ことでよろ しいんで すか，それとも，この 学術・ 文化の振興 も
関わってく るんです か。
湯 﨑 知 事： そこは ですね，事前 に我々も議 論したと ころ があるんで すけれども。 それこそ， 学術
というのは ある程度，入 ってくる場 はあると 思い ますが。あるい は文化と いうところま
で大きく入 れていく とで すね，少しちょ っと範囲 が広がりす ぎるのか なと 。その点につ
いては，比較的 任意であ るというように理解 をし てますので。取 りあえず は教育とい う
ところにフ ォーカス する と。教育に関わ る学術と いうのは，多少 関わって くるかもし れ
ませんけれ ども。そ うい うふうに，一応。
佐 藤 委 員： はい，分かりま した 。それと，もう１点 。先 ほど，広島 市の教育 長さ んを有識者 の中
にというお 話があり まし たけれど。市町 の各教 育 委員会もそ れぞれ「大 綱 」を作られる
にあたって，県の「大綱 」を参照しな がら作ら れ るというこ とであり ますけれども。や
はり，地方地方，地域地 域の現場で の問題，課 題 というのも 県のトー タル の課題に関 す
るところが あると思 いま すので，決して 全てをと いうことじ ゃなくて，お 選びいただ い
て，何人か の市町の 関係 者の方にも有識者と して 参加してい ただけれ ばと 思います。
湯 﨑 知 事： はい。 その他，何か ございます か。よろ しい ですか。
（
湯 﨑 知 事：

な

し

）

それで は，あり がと うございま した。大 変，活発に御議 論をいた だき まして，内 容に
ついては，また ちょっと 改めて整理 をさせて いた だきたいと 思いますけれ ど。いろいろ
と広島らしさということでですね，その多様性についてであるとか，いろいろな議論，
それから社 会も巻き 込ん でというよ うな点と かで すね，大きな論 点，いくつ かあったと
思います。そう いうと こ ろもまた，整理 をして，次回の御提 示をさせ てい ただきたい な
というよう に思って おり ます。次回は，一応，「 大綱」の素案 というこ と でね，提示を
させていた だく予定 にな っておりま すけれど も。これも，ちょっ と我々 も ，本当に作っ
たことがな いので，ちょ っとどこま で書き込 むか というのは，本 当にちょ っと悩まし い
ところで。場 合によっ て は，少し，また，御相談 をさせてい ただくこ とも あるかもし れ
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ませんが，その際には，よろしくお願いできればと思います。それじゃあ，取り急ぎ，
以上でよろ しいです かね 。あと，事 務局のほ うか ら何かあっ たらお願 いを します。
経 営 企 画 監： それで は事務 局のほ うから重ね てにな ります が，第２回 は８月 の下旬 ということ で改
めて通知を させてい ただ きたいと思 っており ます 。本日は ，これで 議事のほ うは終わり
ということ になりま す。
それでは 以上を持 ちま して，平 成 27 年 度の第１ 回広島県総 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。
会
場： ありが とうござ いま した。
湯 﨑 知 事： どうも ，ありが とう ございまし た。
以
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上

