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 はじめに 

常任委員会は，その部門に属する事務に関して調査を行う権限を持っている。所管事務調査は市から提案され

た予算案や条例案などの議案を審査するのとは異なり，常任委員会が自主的にテーマを設定し，調査を行うもので

ある。 

本委員会では，平成27年８月の委員会において，「学校防災」について所管事務調査を行うことと決定し，以

後計８回にわたり継続して調査を行った。 

 また，平成28年８月からは，「学校における諸課題」について所管事務調査を行うことと決定した。その中から発

達障害に関する事項を重点調査項目として選定し，以後計６回にわたり継続して調査を行った。 

調査期間 

平成２７年８月～平成２９年３月 

調査委員 

委 員 長  中 田 光 政 

副委員長  藤 原    広 

委 員  奥 田 和 夫 

委 員  山 上 文 恵 

委 員  田 中 みわ子 

委 員  渡 辺 一 照 

委 員  梶 山 治 孝 

委 員   加 藤 忠 二 
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 学校防災 

平成２７年８月１１日 

委員間討議（調査項目の選定） 

各委員から提案された調査項目案のうち，①防災教育について，②子どもの貧困，③いじめ・不登校問題につ

いて当局から呉市の取り組み状況に係る報告を受けた。 

その後の委員間討議の中で，将来を担う子供たちにしっかりとした防災教育を実施することは喫緊の課題といえる

ことから，委員会として子供たちにとって本当に必要な防災教育とは何かを調査研究し，当局に対して防災教育の

充実を求めるべく，調査項目として選定した。 

 

平成２７年８月２６日 

委員間討議（論点の決定） 

所管事務調査を行うに当たり，論点をどこに置いて調査を進めていくかについて協議した。 

協議の結果，「将来的な防災教育」，「自助を前提とした教育」，「授業の中での防災」及び「地域間の差と地

域等との連携」の４点を論点として調査を進めることに決定した。 

 

平成２７年９月１５日 

委員間討議（参考人招致に向けて） 

地方自治法第１１５条の２第２項で「普通地方公共団体の議会は，会議において，当該普通地方公共団

体の事務に関する調査又は審査のため必要があると認めるときは，参考人の出頭を求め，その意見を聴くことができ

る。」とされている。 

そのようなことから，利害関係がある住民や専門的な知識を持つ人の意見を聞き，調査・研究内容を深めるため，

参考人招致制度を活用することを決定した。 

 

平成２７年１１月２６日 

委員間討議（論点の協議，参考人招致に向けて） 

論点に基づき，委員間討議を行った。 

また，参考人招致については，地盤工学を専門とし，広島県内を中心に土砂災害や地震災害の調査を続けて

おられる呉高等専門学校の加納誠二教授を参考人とすることに決定した。 
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平成２７年１２月１５日 

委員間討議（県外視察に向けて，参考人招致） 

学校防災に関する取り組みの先進事例を研究するため，平成28年１月に岐阜県岐阜市，千葉県浦安市，

千葉県市原市を視察することに決定し，視察先における取り組みの概要を委員長が説明した。 

その後，呉市が抱えている課題や問題点を把握した上で視察に臨むため，委員それぞれの思いなどについて意見

交換を行った。 

また，呉工業高等専門学校の加納誠二教授を参考

人として招致し，学校防災について講義いただいた。 

意見交換では，災害発生時における子供たちの避難

行動や教職員の防災教育へのかかわりかたなどについて委

員から質問が出され，それらに対し専門家としての知識と

経験に基づく回答や助言をいただいた。所管事務調査を

進めていく上で，今回の参考人招致は大変有意義なもの

であった。  

 

平成２８年１月１４日～１６日 

県外視察 

【岐阜県岐阜市】 

岐阜県岐阜市は，防災教育への取り組みとして学校防災マニュアルを策定し，各学校で現状に即した内容に

改定し，運用していた。家庭や地域と連携した防災教育を実施しており，自治会や保護者，消防などと合同で

避難訓練を実施していた。また，児童や保護者とともに，校区の危険箇所を記した「安全マップ」を作成し，児

童・生徒に対し周知している。 岐阜市立合渡小学校では平成24年度に岐阜県防災教育推進校の指定を受け

て，それ以降積極的に防災教育に取り組み，地域と合

同防災訓練を実施し，積極的に連携を取り合っていた。 

本年度は「防災キャンプイン合渡」という，小学校６年

生を対象とした１泊２日の宿泊型防災訓練を行ってい

る。この防災訓練は，保護者はもとより自治会や消防団，

民生委員児童委員協議会などの関係諸団体との密接

な連携のもと実施され，児童への教育効果はもちろんの

こと，地域の防災力を高めることにも貢献していた。 

【千葉県浦安市】 

千葉県浦安市では，防災教育において「育てたい力」及び「指導のポイント」や学習の流れについて系統立てて

教育できるよう，就学前を含めた幼保小中学校で一貫して活用できるプログラムをつくっていた。 

「ふるさとうらやす立志塾」は市内中学生から意欲のある生徒を募集し，宿泊型防災研修や東日本大震災の

被災地訪問を実施するなど，将来を担うリーダーを育成する事業である。この立志塾は，防災教育を主眼に置い

たものではないとのことであったが，将来地域を担う子供たちを育成するといった観点から大いに参考になった。 
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【千葉県市原市】 

千葉県市原市での取り組みは，毎年６月11日を基準日として保幼小中一斉防災訓練を実施している。児

童・生徒及び教職員の防災意識向上や，異校種との連携した訓練実施など，一定の成果を上げていた。 

市原市立白金小学校における防災教育への取り組みであるが，地震や火災，風水害などに対する備えや心

構えを，標語とイラストにして作成した「白金防災トラ

ンプ」や，小学５，６年生が「白金防災宝箱」という

携帯型防災行動マニュアルを作成し，児童や保護者

へ配付している。また，白金防災宝箱は地域でも活

用されており，防災以外にも地域とのきずなを深めるの

に役立っている。さらに，完成した白金防災宝箱を，

児童が英語やタガログ語に翻訳を行い，外国人にも

内容が理解できるように工夫していた。 

 

平成２８年２月１日 

委員間討議（県外視察の感想） 

１月に実施した県外視察について，各委員がそれぞれの思いや気づきなどを述べ，意見交換を行った。 

 

平成２８年２月１０日 

委員間討議（論点の協議） 

論点に基づき，委員間討議を行った。 

 

平成２８年３月４日 

委員間討議（施策提案） 

これまで調査・研究した内容について，改めて施策提案という形で，それぞれの委員が提案した。 

 

【将来的な防災教育】 

地域とのかかわりも深めていける防災リーダーとなるよう子供たちを育成してはどうかといった意見や，子供たちの現

在と将来を考え，さまざまな災害に対しての教育を実施し，防災知識の下地をつくるべきといった意見が出された。

【自助を前提とした教育】 

東日本大震災における釜石での中学生の行動から，平時から防災教育を実施し，災害時に状況判断ができる

子供に育てていくことの大切さや，学校の中で地域における歴史や地域性を学び，また土砂災害・津波などの災害

が発生したとき子供たちがどのように判断，行動したらよいかを自ら考えさせるような学習をすべきといった意見が出た

一方，災害時に子供が独自に判断したら，教員が避難指示するに当たり混乱するおそれがあるといった意見もあっ

た。また視察先の市原市では携帯型防災マニュアルの作成や，マニュアルを外国語に翻訳する活動をしており，呉

市でも導入してはどうかとの意見が出された。 
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【授業の中での防災】 

災害から身を守る方法を授業などの中でしっかりと押さえていくべきという意見や，子供のみでなく教員に対する防

災教育の充実をどのように図るかという教員への研修の必要性や，全教科で災害のメカニズム及び理解を系統立て

て学習していく必要があるのではないかといった意見が出された。 

【地域間の差と地域等との連携】 

学校と地域の合同防災訓練が開催されている地域もあるが，地域で動きがないところには，子供が発信源になっ

てもらいたいといった意見が出された。 

 

平成２８年６月１日 

委員間討議（報告書の確認） 

各委員が出した意見を正副委員長が取りまとめた報告書案について，内容の確認を行った。 

 

平成２８年６月１３日 

委員長報告 

所管事務調査の経過について，本会議で委員長報告を行った。 

なお，報告のまとめとして次のとおり提案を行った。 

 

［まとめ］ 

学校防災を所管事務調査項目とし，県外視察や委員間

討議，議会報告会や呉工業高等専門学校教授との意見

交換を行ったことにより，今後実施すべき防災教育について，

なすべきことが見えたのではないかと考える。 

まず，子供たちが正しい防災知識を学び，また災害に遭遇した場合，自身が適切な避難行動を選択し，

地域の人たちとも助け合うことができるよう，自助と共助の精神を育てるべきである。 

それを達成するために，義務教育期間の９年間を前期，中期及び後期の三つに分け，それぞれの段階に

応じた防災教育を実施することや，防災への関心が高い生徒を集めての防災リーダー育成研修や全教科にお

いて計画的な防災教育の実施を提案する。子供たちの自助共助の精神が十分発揮されるよう，公助面の充

実も要望する。 

また，子供たちが住む地域における過去の災害状況を調査・学習し，その成果をＤＶＤなどの記録媒体に

収録し，将来においても使用できる副教材を作成することを提言する。 

さらに，現在各地域で行われている合同防災訓練の発展形として，岐阜市が実施していた宿泊型防災キ

ャンプを取り入れることを提言する。岐阜市では地域や保護者が学校と一体になり実施することで，相互の連携

と児童への教育効果や地域の防災力強化に役立っていた。呉市においても同様の効果が見込まれる。 

今後は，現在教育委員会が作成している土砂災害等対応マニュアル及び「呉市防災教育のための手引き」

の状況や，今後の呉市における防災教育の進展具合を確認しつつ，子供たちが現在及び将来において，正

しい防災知識を身につけ，災害から自分の身を守りつつ，地域においても防災の担い手となっていくことができる

ような教育が実施されるよう，当局の取り組みを注視していきたい。 
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 学校における諸課題 

平成２８年８月１０日 

委員間討議（調査項目の選定） 

各委員から提案された調査項目案のうち，スポーツ振興及び学校における諸課題（発達障害，不登校問題，

生徒の問題行動）について，当局から呉市の取り組み状況の報告を受けた。 

その後の委員間討議の中で，学校における諸課題の項目の一つである学校での発達障害を取り巻く現状につい

て，委員から呉市の抱える課題や問題の提起がなされたことから，調査項目として学校における諸課題を選定し，

調査を進めることとなった。 

 

平成２８年８月２４日 

委員間討議（論点の決定） 

所管事務調査を行うに当たり，論点をどこに置いて調査を進めていくかについて協議した。 

協議の結果，学校における諸課題の中から発達障害に関する事項を重点調査項目にすることを委員間で決定

した。そして学校，保護者及び児童生徒間にある，発達障害に関する課題についてを論点として，調査を進めるこ

とに決定した。 

 

平成２８年９月１３日 

委員間討議（県外視察に向けて） 

学校における諸課題に関する取り組みの先進事例を研究するため，１０月に東京都日野市，滋賀県長浜市，

兵庫県伊丹市を視察することに決定し，視察先における取り組みの概要を委員長が説明した。 

その後，呉市が抱えている課題や問題点を把握した上で視察に臨むため，委員それぞれの思いなどについて意見

交換を行った。 

 

平成２８年１０月１２日～１４日 

県外視察 

【東京都日野市】 

東京都日野市は，継続した支援と専門的で総合的

な相談や支援を行うための施設として発達・教育支援セ

ンター「エール」を平成26年４月に開設している。 

ここは福祉部門と教育部門が一体となり総合的な支

援を実施している施設で，発達や教育に関する相談体

制を一本化しており，多様な専門職による総合支援を行っていた。 
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また，連携を生かした切れ目のない一貫した支援体制を構築しており，個別の支援計画「かしのきシート」を利

用し，ゼロ歳から18歳まで継続的な見守りを行っていた。 

 

【滋賀県長浜市】 

滋賀県長浜市では，平成26年度の文部科学省受託事業を受け，ユニバーサルデザインの考え方を取り入れ

た授業づくりの研究を実施していた。障害の有無にかかわらず，どの子供にとってもわかりやすい授業づくりを推進し

ており，互いに学び深め合う授業の構築を目指していた。 

導入後には，理解の遅い子供も一緒になり真剣に

授業へ参加できるようになったことや，発達障害の可

能性のある児童に対する早期支援や手だてを具体的

に打ち出すことができるようになったことなど，一定の成

果を上げたとのことである。 

また，長浜市立長浜小学校の授業見学を行い，

学校関係者がどのように対応しているのかを実際に見

学することができた。 

 

【兵庫県伊丹市】 

兵庫県伊丹市では，特別支援教育を着実に推進していくため，子供たちの障害の有無にかかわらず，ともに

学ぶインクルーシブ教育システムの構築を進めていた。

状況に応じて提供する合理的配慮を実践するとともに，

交流及び共同学習の実施や，域内の教育資源の組

み合わせ（スクールクラスター）を活用した取り組みを

行っている。 

保護者向けにわかりやすいリーフレットを作成し，理

解・啓発にも努めており，そのリーフレットの配布が保護

者への啓発に一定の効果が見られたとのことである。 

 

平成２８年１１月１日 

委員間討議（県外視察の感想） 

実施した県外視察について，各委員がそれぞれの思いや気づきなどを述べ，意見交換を行った。 

 

平成２８年１１月２４日 

委員間討議（論点の協議） 

論点に基づき，委員間討議を行った。 
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平成２８年１２月１３日 

委員間討議（論点の協議，市内視察に向けて） 

論点に基づき，委員間討議を行う中，「学校現場を見学し，勉強してはどうか。」といった意見から，市内の学

校へ出向いて調査することが決定した。 

 

平成２９年１月３０日 

市内視察 

【呉市立白岳小学校】 

呉市の現状を研究するため，呉市立白岳小学校へ現地調査

を行った。  

初めに授業を見学し，その後学級担任から実例を交えた説明

があり，続いて校長から学校の取り組み状況を聞いた。 

意見交換では，発達障害があると思われる児童及びその保護者への対応方法や学校の現状などについて委員

から質問が出された。 

教職員の保護者との信頼関係を築くための努力や，発達障害のある児童への熱意ある取り組みを聞いて，教職

員が児童のために奮闘していることがわかり，呉市における学校現場の取り組みは他市と比べて遜色ないことを確認

することができた。授業を見学する中で，担任をサポートしている学校教育指導補助員（以下補助員）の重要性

を改めて感じた。 

所管事務調査を進めていく上で，身近な現場の意見を改めて伺うことができ，今回の市内視察は大変有意義

なものであった。 

 

平成２９年２月８日 

委員間討議（市内視察の感想，施策提案） 

1月に実施した市内視察について，各委員がそれぞれの思いや気づきなどを述べ，意見交換を行った。 

また，これまで調査・研究した内容について，整理していくこととした。 

 

【保育所，幼稚園，小学校及び中学校（以下保幼小中）の連携】 

就学前からの保幼小中の連携による一貫した支援体制は，発達障害がある子供の健やかな成長と，教育機関

同士のスムーズな連携にとって必要であるとの意見が出された。また，義務教育前の乳幼児期から各種相談体制の

整備を行い，発達障害の早期発見と支援をしっかりと行うべきという発言もあった。 

【部局間の連携】 

日野市では同一施設内において，福祉部門と教育部門の担当課を統括するセンター長のもと，福祉と教育が

一体となり職務をとり行っていた。また，長浜市では特別支援教育推進のために部局横断型チームを設置したとのこ

とであった。呉市でも部局間連携は実施しているが，保護者や児童生徒の立場に立った，より強固な連携関係を

築くべきだといった意見が委員から出された。 
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【学校内における課題】 

委員からは，補助員の勤務時間を拡大すべきといった意見や，学校が希望するだけの補助員が確保されている

のかといった疑問が出された。また，補助員に限らず多様な専門職を配置してはどうかといった提案がなされた。 

このほかに保護者や学校，関係機関が話し合うことのできる場の創出や，子供たちの持つ才能や可能性を最大

限引き出せるような支援が必要だという意見もあった。 

 

平成２９年３月２日 

委員間討議（報告書の確認） 

各委員が出した意見を正副委員長が取りまとめた報告書案について，内容の確認を行った。 

 

平成２９年３月１６日 

委員長報告 

所管事務調査の経過について，本会議で委員長報告を行った。 

なお，報告のまとめとして次のとおり提案を行った。 

 

［まとめ］ 

補助員については委員会の議論でもたびたび取り上げられている。当局は限られた予算配分の範囲において

可能な限りの補助員を確保しており，その姿勢は評価すべきである。発達障害があると診断された児童生徒は

増加傾向を示しており，子供たちに十分な教育をするためにも，現場の意見と状況を勘案し，さらなる補助員

の確保を要望する。また，教職員と補助員が十分な意思疎通と相互連携を図りつつ授業を進行できるよう配

慮し，今よりも多くの時間，補助員が児童生徒と接することができるように努めることを要望する。  

県外視察先では福祉と教育が協力し，積極的に部局間連携を進めていた。連携することは相談窓口の一

本化，行政組織内における情報共有や支援実施の円滑化など，学校，保護者及び児童生徒に対してメリッ

トが大きい。呉市は平成28年２月から新庁舎へ移転し，これまで違う場所で業務に当たっていた部局が同一

建物内で業務をとり行っている。このことを一つの契機として捉え，部局間連携についてさらに強化していただき

たい。この部局間連携は，次に提案する保幼小中連携にも関連しているので，積極的な取り組みを要望する。 

保育所及び幼稚園から小学校へ情報をつなげて，発達障害のある子供を就学前から早い段階で支援して

いくことは大切である。そのようなことから，保幼小中間での相互連携を密にし，児童生徒にとって必要な支援

が途切れない体制づくりを推進するべきである。 

本委員会で実施した議会報告会の参加者には，発達障害が何であるかを初めて知ったという方もいた。発

達障害という言葉は認知されてきたが，その意味をしっかり理解している人は少ないのではないだろうか。呉市に

住む子供たちが健やかに成長するためにも，市民理解はもちろんのこと，児童生徒の保護者，また発達障害

かもしれない児童の保護者に対して，発達障害が何であるのか啓発していくことは非常に重要である。 

全ての子供ひとりひとりの特性を見きわめて，その可能性を最大限伸ばすことは我々大人の責任である。そし

て発達障害のある子供が持っている，無限の可能性を引き出す責任もまた，我々にある。呉市の子供は呉市

の大人が育てるという気概のもと，我々議員も学校における発達障害に正面から向き合い，必要とあれば協

力は惜しまないので，当局におかれては今回の所管事務調査について意を用いていただきたい。 


