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１ 計画策定の趣旨                          

今日の社会は、少子高齢化の進展による生産年齢人口の減少やグローバル化の進展、超スマー

ト社会の実現に向けた人工知能（ＡＩ）やビックデータの活用などの技術革新や高度情報化とい

った急速な社会構造の変化の中にあり、社会の変化を正確に予測することが難しくなってきてい

ます。さらには、経済格差や教育格差に伴う子供の貧困、ライフスタイルや価値観の多様化によ

る地域コミュニティの弱体化などの課題があります。 

また、子供を取り巻く状況については、スマートフォンをはじめとしたインターネット接続機

器などの普及によるネット依存やＳＮＳ1利用に伴い犯罪に巻き込まれる事態、重大ないじめや

差別につながる危険な事案などが生じています。 

そのような中、平成 28 年には、「障害者差別解消法」「ヘイトスピーチ対策法」「部落差別解消

推進法」の３つの法律が制定され、人権教育の一層の推進が必要とされています。さらに、近年

は訪日外国人観光客の増加に加えて、留学生や技能実習生などの在住外国人がますます増加する

ことが見込まれるため、教育の面においても、外国人との共生社会の実現が求められています。 

このような激動の中、未来を切り拓く多様な人材を育成するためには、これまでと同様の教育

を続けていくだけでは通用しない時期を迎えています。 

教育基本法では、教育の目的は、「教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社

会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければな

らない。」としています。 

 国は、教育基本法のもとに、前述した状況を踏まえて、第２期教育振興基本計画において掲げ

た「自立」「協働」「創造」の３つの方向性を実現するための生涯学習社会の構築を目指すという

理念を引継ぎつつ、2030 年以降の社会の変化を見据えた教育政策のあり方を示す、「第３期教育

振興基本計画」を平成 30 年６月に策定しました。 

 佐賀市教育委員会では、これまで国の動きと並行して、佐賀市ならではの教育施策を進めてい

くためには、０歳から義務教育修了時の 15 歳までの「子供の育ち」を念頭に入れた中期的な視

点で教育の方向性を定める必要があるとの認識のもと、平成 18 年３月、初めての中期計画であ

る「佐賀市教育基本計画」を策定しました。その後、平成 23 年４月に第二次佐賀市教育基本計

画、平成 27 年４月に第三次佐賀市教育基本計画を策定して、将来を展望した教育施策を総合的

に推進してきました。 

 令和元年度で第三次佐賀市教育基本計画が最終年度となることから、これまで実施した様々な

成果と課題を検証した上で、上位計画である第２次佐賀市総合計画を踏まえながら、佐賀市の教

育行政の基本的な方向性を示す「佐賀市教育振興基本計画－第四次佐賀市教育基本計画－」を策

定し、今後５年間の取組を推進していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  
1 SNS：ソーシャルネットワーキングサービス（Social Networking Service）の略。友人同士や、同じ趣味を持つ
人同士など、登録された利用者同士が交流できる Web サイトの会員制サービスのこと。 
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２ 計画の位置づけ                                               

 この計画は、上位計画である第２次佐賀市総合計画2の教育に関わる分野を担うもので、教育 

基本法において、地方公共団体が定めるよう努めなければならないとされています。 

教育分野には様々な個別計画3があり、それらの計画との整合を図り、各分野との連携を重視

する必要があります。計画策定にあたっては、目指すべき教育の姿を明らかにして、その実現に

向け各施策や事業に取り組むための佐賀市の教育振興に関わる総合的な計画として策定します。 

佐賀市教育振興基本計画
令和２年度～令和６年度

第２次佐賀市総合計画

平成27年度～令和６年度

＜国策定＞

第３期教育振興基本計画
平成30年度～令和４年度

＜教育分野の個別計画＞

○教育情報化推進計画
○文化振興基本計画
○図書館サービス計画

○子どもの読書活動推進

計画

○社会教育の指針
など

即す 参考にして長所

を取り入れる

即す

整合

教育委員会
点検・評価

市

民

意

見

反映

 

 

 

 

 

３ 計画の範囲                                     

 就学前教育、学校教育、社会教育、文化芸術、文化財保護、教育行政事務など、教育委員会が

所管する分野を対象とします。 

（条例により、教育委員会の職務権限に属する事務のうち市長が管理及び執行することと定める

スポーツに関する事務を除く） 

 

 

                                                  
2 佐賀市総合計画：「佐賀市まちづくり自治基本条例」に策定が位置付けられており、市民参加や協働などのまちづ

くりのルールなどを示す本条例と事業展開の基本方向示す「総合計画」は、相互補完の関係にある。 
3 個別計画：佐賀市総合計画を具現化するために、政策分野ごとに策定する個別の計画。 
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平成 平成 平成 平成 令和 令和 令和 令和 令和 令和 令和
27 28 29 30 元 2 3 4 5 6 7

年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度

国

市

（総合計画）

市教委

計画

その他

関連する

計画 子どもの読書活動推進計画

第二次文化振興基本計画

教育振興基本計画 第３期教育振興基本計画

第２次佐賀市総合計画

前期計画 後期計画

佐賀市教育振興基本計画
－第三次佐賀市教育基本計画－

佐賀市教育振興基本計画
－第四次佐賀市教育基本計画－

ひとり親家庭等総合支援計画 ひとり親家庭等総合支援計画

スポーツ推進計画 スポーツ推進計画

子ども・子育て支援事業計画 子ども・子育て支援事業計画

第２次図書館サービス計画

佐賀市教育大綱

実施計画
（前期）

実施計画
（後期）

教育情報化推進計画

実施計画
（前期）

実施計画
（後期）

佐賀市教育大綱

４ 計画の構成及び期間                                           

○佐賀市教育振興基本計画の計画期間は、令和２年度から令和６年度までの５年間とし、「基本

計画」と「実施計画」で構成します。 

○「基本計画」は、基本目標、基本方針及びこれらを実現するための施策を定めます。 

○「実施計画」は、基本計画のもとに重点的に取り組む具体的な事業計画を示すものであり、時

代の要請に迅速に対応するため、計画期間を前期３年間と後期２年間にわけて、令和４年度に

見直しを行います。 

○計画期間中に法改正及び佐賀市の上位計画の見直しなどが生じた場合は、随時所要の見直しを

図るものとします。 
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５ 第三次佐賀市教育基本計画の総括                       

佐賀市教育委員会では、毎年、一般市民等のニーズ等を教育行政に反映するために「教育政

策市民満足度調査」を実施しています。また、市長部局においても「市民意向調査」を実施し、

各施策の進捗管理を行っています。今回、第三次佐賀市教育基本計画の基本目標「ふるさと「さ

が」を協働でつくる 個性と創造性に富む人づくり」の総括を行うにあたって、佐賀市の教育

政策に関する現状と課題を検証しました。 

 

実施年度 

佐賀市教育政策市民満足度調査対象者 

子供 大人 

小学 4･5･6 

年生 

中学 1･2･3 

年生 

小学 4～中学 3

年生の保護者 

20～69 歳の 

一般市民 

平成 26 年実績 

（Ｈ27.4 月実施） 

配付数 405 396 801 2,000 

回答数 396 385 612 473 

回収率 97.8％ 97.2％ 76.4％ 23.7％ 

平成 27 年実績 

（Ｈ28.4 月実施） 

配付数 400 377 777 2,000 

回答数 390 369 652 458 

回収率 97.5％ 97.9％ 83.9％ 22.9％ 

平成 28 年実績 

（Ｈ29.4 月実施） 

配付数 413 383 796 2,000 

回答数 402 374 617 452 

回収率 97.3％ 97.7％ 77.5％ 22.6％ 

平成 29 年実績 

（Ｈ30.4 月実施） 

配付数 421 382 803 2,000 

回答数 414 369 624 477 

回収率 98.3％ 96.6％ 77.7％ 23.9％ 

平成 30 年実績 

（Ｈ31.4 月実施） 

配付数 409 401 810 2000 

回答数 388 377 584 428 

回収率 94.9% 94.0% 72.1% 21.4% 

※総括を行うにあたって、上記「佐賀市教育政策市民満足度調査」のほか、「佐賀市民意向調査」

などの結果も一部用いています。 
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（１）全体の総括 

  第三次佐賀市教育基本計画（平成 27 年４月策定）においては、平成 27 年度から平成 31 年

度までの５年間を通じて目指すべき教育の姿として教育目標を示し、「教育・学習の縦軸をつ

なぐ」、「教育・学習の横軸をつなぐ」という２つの基本方針を掲げ、各種の施策を展開して

きました。 

  「縦軸」では、幼・保、小、中の連携等の取組による接続期のなめらかな移行ができてい 

ます。また、特別な支援を要する幼児・児童生徒に対する個別の教育支援計画や指導計画の 

作成や特性に応じた指導ができる環境整備に努め、一定の成果が現れています。一方で、不 

登校児童生徒については、改善または改善傾向の児童生徒も多数見られ、学校復帰に向けて 

一定の成果を上げているものの、増加傾向にあり、子供の状況に応じたきめ細かな対応がま 

すます重要となってきています。 

  生涯学習・社会教育については、生涯学習を行っている市民の割合が減少傾向にあります

が、多様な学習の機会提供を望む市民の割合は増加しています。このため、地域づくり等に

重点を置いた施設の役割、機能向上に加えて、地域コミュニティの維持や活性化を図るべく、

市民の社会参加が促進されるような学習機会の提供が重要です。 

  「横軸」については、子どもへのまなざし運動4の取組により、地域全体で子供を育む環境

の醸成に関しては地域に定着してきています。一方で、地域行事に参加している家庭の割合

やまなざし運動の認知度は未だ目標値に達成していません。 

近年の家庭環境の多様化に伴い、子育てについての不安や孤立を感じる家庭や、子供の社

会性や自立心、基本的生活習慣の育成に課題を抱える家庭が増加するなど、地域全体で家庭

教育を支える仕組みづくりが一層求められています。このため、学校や、子育て経験者をは

じめとした地域人材や企業など、地域の多様な人々が主体的に連携・協働して、子供が健や

かに成長できる環境づくりを強化していくことが重要です。今後も、子育て支援を所管する

部署との情報の共有や協働をより一層促進していく必要があります。 

  このようなことから、佐賀市教育振興基本計画－第四次佐賀市教育基本計画－の策定に当

たっては、第三次計画期間中における施策の検証結果を十分に踏まえる必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  
4 子どもへのまなざし運動：正式名称を「市民総参加子ども育成運動」という。全ての queen 大人が子どもの育成

に関心を持ち、かつ主体的に関わる社会「子どもへのまなざし〝100％″のまち」の実現を目指し、市民総参加で子

どもを育む市民運動を展開している。 
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（２）教育・学習の縦軸をつなぐ 

 

 施策１ 就学前からの教育の充実 

 ①施策の目標 

  子どもたちは、楽しく学校に通い、意欲的に学んでいる。 

 

 ②目標達成のための成果指標 

  ※実績値に示す年度は、調査対象年度である 

基準値 目標値 実績値

平成26年度 平成31年度 平成30年度

園児が楽しく幼稚園・保育所（園）に通って
いると感じている市民の割合

94.6% 94.8% 89.7%
総合計画
市民意向調査

幼稚園・保育所（園）から小学校へ円滑に接
続できたと思う小学１年生の学級の割合

96.0% 96.5% 100.0%

保育幼稚園課「学
校（学級担任）ア
ンケート」

児童生徒が楽しく小・中学校に通っていると
感じている市民の割合

84.3% 86.0% 87.6%
総合計画
市民意向調査

子どもたちは小学校から中学校へ不安よりも
期待を持って進学していると思う保護者の割
合

68.5% 72.0% 72.3%
教育政策市民満足
度調査（保護者）

生徒（中学2年段階）の学力水準
（県平均を100とした場合の対県比）

0.99 1.01 0.99
佐賀県中学校学習
状況調査の実施結
果

不登校児童生徒の全体に占める割合 1.24% 1.17% 1.78% 学校教育課調べ

成　　果　　指　　標 調査方法

 
 ※平成２４年度までは全国標準学力検査（ＮＲＴテスト） 

 

③施策の振り返り 

   子供の育ちの連続性の観点から、幼・保、小、中の連携や小中一貫教育の研究推進の取

組が、接続期の円滑な移行に寄与し、子供たちが期待感を持って進学できています。不登

校対策については、学校、家庭、適応指導教室5等の連携を図るとともに、不登校児童生徒

への支援を継続して行っており、改善または改善傾向の児童生徒も多数見られ、学校復帰

に向けて一定の成果を上げています。しかしながら、不登校児童生徒数は全国や県と同様

に増加傾向にあります。また、インクルーシブ教育6の理念に基づき、特別な支援を必要と

する幼児・児童生徒7に対して個別の教育支援計画8や指導計画を作成し、タブレット等のＩ

ＣＴ9機器の導入や支援員の配置により特性に応じた指導ができるよう物的及び人的な環

                                                  
5 適応指導教室：学校に行かなければと思いながらも、登校できない児童生徒やその保護者の支援のために設置され

たもの。佐賀市では「くすの実」がある。 
6 インクルーシブ教育：人間の多様性の尊重等の強化、障がい者が精神的及び身体的な能力等を可能な最大限度まで

発達させ、自由な社会に効果的に参加することを可能とするとの目的の下、障がいのある者と障がいのない者が共に

学ぶ教育。 
7 特別な支援を必要とする幼児・児童生徒：知的・肢体不自由・視覚・聴覚・病弱の障がいだけでなく、LD（学習
障がい）、ADHD（注意欠如多動性障がい）、ＡＳＤ（自閉スペクトラム症）等を含めた障がいのある児童生徒。 

8 個別の教育支援計画：障がいのある児童生徒の一人ひとりのニーズを正確に把握し、教育の視点から適切に対応し

ていくという考えの下、長期的な視点で乳幼児期から学校卒業後までを通じて一貫して的確な教育的支援を行うこと。 
9 ICT：Information & Communications Technology の略。コンピュータやネットワークに関連する諸分野にお
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境整備に努めています。令和元年度までには、普通教室、特別教室及び特別支援教室への

空調整備も完了し、良好な教育環境を確保しています。 

基礎学力の向上については、県平均と同水準の範囲にあります。 

このような取組の結果、施策１「就学前からの教育の充実」では、「園児が楽しく幼稚園・

保育所（園）に通っていると感じている市民の割合」及び「不登校児童生徒の全体に占め

る割合」については、目標値の達成ができていないものの、他の成果指標については、ほ

ぼ目標値を達成しています。 

 

 

 

 ④課題 

  ○子供たちの、他人への思いやりなど豊かな人間性を育てていくとともに、生涯にわたっ

て自分で学ぶ意欲を持ち続けることなど、社会の発展に貢献できる人材を育成していく

ことが求められています。 

  ○社会情勢の変化や教育に対する多様なニーズから生じる教育課題に迅速に対応するため、

０歳から義務教育修了時の 15 歳までの「子供の育ち」を念頭に入れ、学校、地域、企業

等、学校等が連携・協働した教育の施策を進めていく必要があります。 

○学校に求められる役割が増大し、教師の負担増が指摘されています。教師の多忙化・多

忙感を軽減し、働き方に関する意識改革を促すとともに、児童生徒と向き合う時間を確

保し、信頼される学校づくりを一層進める必要があります。 

  ○主体的に学習する意欲や望ましい学習習慣の育成を図り、基礎学力の向上に向け、各学

校の実態に応じて、学習指導を工夫・充実していく必要があります。 

  ○小学校低学年から学校になじめない子供がいることや、中学校１年生で不登校生徒が急

増する問題が顕在化しており、いじめの問題などを含めた取組の強化が必要です。また、

インクルーシブ教育の構築を目指し、学校環境を整えるとともに、児童生徒一人ひとり

の困り感に寄り添いながら、合理的配慮10を行う必要があります。 

  ○経済的格差が進展する中で、就学援助の認定率は小学校で 17％前後、中学校で 20％前後

と高い水準で推移しており、子供の教育機会の確保が求められています。 

  ○食育は、市民全体の健康づくりの観点から取り組む課題ですが、特に子供たちに対して

は、食に関する正しい知識を身に付けさせるなど、学校において積極的に取り組むこと

が期待されています。また、学校給食においては、衛生管理の徹底など安心安全の確保

を図ることが求められています。 

  ○学校施設は、児童生徒などの学習・生活の場であるとともに、避難場所としての役割を

担うことから、安全で快適な教育環境の整備が求められています。 

   

 

 

 

                                                                                                                                                                 

ける技術・産業・設備・サービスなどの総称。 
10 合理的配慮：障がいのある子どもが、他の子どもと平等に「教育を受ける権利」を享有・行使することを確保す

るために、学校の設置者及び学校が必要かつ適当な変更・調整を行うことであり、障がいのある子どもに対し、その

状況に応じて、学校教育を受ける場合に個別に必要とされるものであり、学校の設置者及び学校に対して、体制面、

財政面において、均衡を失した又は過度の負担を課さないもの。 
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施策２ 自ら学ぶ生涯学習の推進 

 ①施策の目標 

  市民は、身近なところで必要な知識や技術を学ぶことができ、学んだことを社会生活に活

かしたり、生きがいを持って暮らしている。 

  

②目標達成のための成果指標 

  ※実績値に示す年度は、調査対象年度である 

基準値 目標値 実績値

平成25年度 平成31年度 平成30年度

仕事や学校以外で、何らかの知識や技術を身
に付けるための取組をしている市民の割合

33.4% 42.4% 27.9%
総合計画
市民意向調査

市立公民館及び生涯学習センターの年度利用
者数

705,469人 730,000人 701,903人 公民館支援課調べ

現在、生涯学習（自分の生活や能力を高める
ための、学習やスポーツ、文化活動［趣味・
教養を含む］、ボランティア活動等）を行っ
ている市民の割合

22.2% 40.0% 23.1%
教育政策市民満足
度調査（一般）

生涯学習を行っている市民のうち、学習の成
果を活かした活動を行っている市民の割合

42.4% 60.0% 47.1%
教育政策市民満足
度調査（一般）

市立図書館のサービス（分館等含む）が充実
していると思う市民の割合

60.5% 65.0% 60.3%
教育政策市民満足
度調査（一般）

成　　果　　指　　標 調査方法

 

③施策の振り返り 

生涯学習に取り組む市民の割合が低く推移している主な要因は、「仕事や家事が忙しくて

時間がない」が突出して多く、次いで「きっかけがつかめない」となっています。一方、社

会環境の変化に伴い、課題解決のための学習など、多様な学習機会の提供を望む市民の割合

は増加しています。このことを踏まえ、公民館等の地域住民の活動拠点施設については、今

後の役割等のあり方について、学習機会の効果的な提供とともに、地域づくりや地域課題解

決に重点を置くこととしています。また、公民館の指針に掲げている４つの機能・役割（「地

域の連帯力をつくる」・「地域の教育力を高める」・「地域の課題解決力を高める」・「地域の情

報発信力を高める」）が効果的に果たされているかを評価し、翌年の事業展開につなげてい

ます。  

図書館については、成果指標である「市立図書館のサービス（分館等を含む）が充実して

いると思う市民の割合」が目標値に達成していないものの、利用者アンケートでは、地域の

情報、生涯学習の拠点として、８割以上の利用者にサービスに満足、やや満足と評価されて

います。しかし、来館者数、貸出点数は減少しているため、新たな来館者を呼び込むための

各種イベントの充実を図っています。平成 31 年４月に策定した「子どもの読書活動推進計

画」では、子供が就学前から本に親しむことができるように、関係課と連携して、読み語り

などの事業を積極的に展開するとともに、子供たちの主体的な学びを促進する事業の推進に

も努めています。 

施策２「自ら学ぶ生涯学習の推進」の成果指標の推移をみると、目標値は一部を除き達

成できておらず、市民ニーズに沿った取組をさらに進めるなど、生涯学習の機会を積極的、

効果的に提供していく必要があります。 
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④課題 

  ○多様化する市民のニーズに対し、より効果的、効率的に対応するため、大学や事業者な

ど、他の生涯学習機関などと連携することで、生涯学習の機会を充実させていく必要が

あります。 

  ○地域の担い手づくりが重要な課題となっていることから、活動や学び合いを通してリー

ダー的人材を発掘し、新たな担い手を育成する必要があります。 

  ○公民館や図書館などの社会教育施設は、利用者のニーズに応じた機能拡充を進め、生涯

学習の拠点や交流の場などとして活用していくことが求められます。 
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施策３ 誰もが親しめる市民スポーツの充実 

①施策の目標 

  市民誰もが、生涯を通じてスポーツに親しむことができ、いきいきと暮らしている。 

 

 ②目標達成のための成果指標 

  ※実績値に示す年度は、調査対象年度である 

基準値 目標値 実績値

平成25年度 平成31年度 平成30年度

日常的に（週１回以上）運動・スポーツをし
ている市民の割合

48.5% 54.5% 50.6%
総合計画
市民意向調査

成　　果　　指　　標 調査方法

 

③施策の振り返り 

   スポーツ体験教室や市民体育大会ほかの競技大会の開催及びその支援により、市民がス

ポーツに関わる機会を創出したほか、トップレベル団体の合宿を誘致し、滞在中に競技体

験会を開催するなどしてスポーツへの関心喚起や競技力向上に取り組みました。また、体

育施設の老朽化に伴い、必要な改修を行うなど、市民がスポーツに親しむことができる環

境づくりを推進してきました。さらに、少年スポーツの望ましい運動量とともに、指導の

質の向上や指導者と保護者のあり方等について協議し、成長期にある子供たちが生涯にわ

たってスポーツに親しみ、スポーツを通して心身の健全な育成を図ることを目的に平成 28

年２月に「少年スポーツのあり方についての取組方針」を策定しました。 

このように、施策３「誰もが親しめる市民スポーツの充実」での、様々な取組に加え 2020

年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催決定、2023 年の国民スポーツ大会・

全国障害者スポーツ大会佐賀開催内定により、市民のスポーツへの関心が高まり、「日常的

に運動・スポーツをしている市民の割合」は増加してきていますが、目標値には達してい

ません。一方で、さが桜マラソンに代表されるように、大会を支えるボランティアや沿道

でランナーを応援するなど、「するスポーツ」だけでなく「見るスポーツ」や「支えるスポ

ーツ」としてスポーツに関わる市民も増えています。 

 

④課題 

  ○ビジネスパーソンや女性、子育て世代のスポーツ実施率が低下しているため、スポーツ

への関わりが少ない世代や関心のない層への積極的な支援が必要となっています。 

○少年スポーツ活動では、子供たちの体力や発達段階を無視した過度の練習や、勝利至上

主義的な競技活動に対して、健康面や教育面での弊害が指摘されています。 

  ○誰もが快適にスポーツに親しむことができる環境の整備が求められています。 
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施策４ 未来につなげる文化の振興 

①施策の目標 

 市民が子どもの頃から文化芸術や地域の歴史遺産に親しむ環境が整っており、市民自ら 

文化芸術活動や歴史遺産の保存・継承活動に取り組んでいる。 

 

 ②目標達成のための成果指標 

  ※実績値に示す年度は、調査対象年度である 

基準値 目標値 実績値

平成25年度 平成31年度 平成30年度

市内で開催された歴史関連のイベントや活動
に参加または自ら取り組んだ市民の割合

17.4% 20.5% 24.6%
総合計画
市民意向調査

市内で開催された文化芸術関連のイベントや
活動に参加または自ら取り組んだ市民の割合

45.1% 54.0% 41.5%
総合計画
市民意向調査

市内の文化財は、適切に保存・活用されてい
ると思う市民の割合

45.9% 52.0% 44.6%
教育政策市民満足
度調査（一般）

文化・芸術に触れる機会が充実していると思
う市民の割合

39.4% 45.0% 46.3%
教育政策市民満足
度調査（一般）

成　　果　　指　　標 調査方法

 
③施策の振り返り  

   文化施策を総合的に展開するため、平成 29 年３月に第二次佐賀市文化振興基本計画を策

定し、計画に基づき事業を展開しています。 

文化財については、国史跡に指定された三重津
み え つ

海軍所跡11や東名
ひがしみょう

遺跡12等の重要遺跡に関

して、発掘調査現地説明会やシンポジウム、体験学習、小学校への出前授業を実施し、遺

跡の重要性について情報発信を行うとともに活用を図りました。また、三重津海軍所跡に

ついては、「明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼、造船、石炭産業13」の構成資産の一つ

として平成 27 年に世界文化遺産に登録されました。 

さらに平成 30 年には、佐賀市蓮池町の「見島のカセドリ14」を含む 10 件の国指定重要無

形民俗文化財で構成される「来訪神：仮面・仮装の神々15」がユネスコ無形文化遺産に登録

されました。 

文化芸術については、学校や福祉施設などで一流の芸術に触れる機会を提供するととも

に、佐賀市民芸術祭を開催し、市民が気軽に文化芸術に親しめる機会の提供と、地元で活

                                                  
11 三重津海軍所跡：洋式船の修理や製造などが行われた佐賀藩の海軍拠点跡。日本初となる実用的な蒸気船「凌風

丸」が建造され、現存するものとしては、国内最古の修理用ドライドック（乾船渠）が確認された。 
12 東名遺跡：約 8,000 年前の日本最古の湿地性貝塚で、縄文時代を代表する遺跡の１つ。集落・墓地・貝塚・貯蔵

穴がそろって発見され、当時の生活や文化を知りうる貴重な遺跡であるとして平成 28 年に国史跡に指定された。 

13 「明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼、造船、石炭産業」：九州・山口を中心とする 8 県 11 市に存在する製

鉄・製鋼、造船、石炭産業の重工業分野の産業遺産や、現役で稼動する工場等 23 の資産を、ひとつの価値を有する

群としてまとめたもの。幕末から明治にかけての極めて短期間に、西洋から非西洋への産業化移転が初めて成功した

過程を証言したものとして、平成 27 年に世界文化遺産に登録された。 
14 見島のカセドリ：佐賀市蓮池町の見島地区で行われている小正月の来訪神の行事で、笠をかぶり、藁蓑をつけたカ

セドリと呼ばれる青年 2 人が、夜に地区内の家々を順番に訪れる。カセドリは、手に持った青竹を激しく畳や床に打

ち付けて悪霊を祓い、その年の家内安全や五穀豊穣を祈願するもの。平成１５年に国重要無形民俗文化財に指定され

た。 

15 来訪神：仮面・仮装の神々：仮面･仮装の異形の姿をしたものが、「来訪神」として正月などに家々を訪れ、新

たな年を迎えるに当たって怠け者を戒めたり、人々に幸や福をもたらしたりする年中行事。国指定重要無形民俗文化

財の 10 件を構成要素としてグループ化したものが平成３０年に無形文化遺産に登録された。 
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動する芸術家の発掘や支援を行うことによって、文化・芸術に触れる機会は着実に増加し

ていますが、取組みの程度は世代間で差があると思われ、現段階では成果指標の実績値へ

の十分な反映は見られていません。 

このように、施策４「未来につなげる文化の振興」では、様々な取組を行ってきました

が、取組の定着が十分でないことにより、いずれの指標も実績値は増減を繰り返した結果、

平成 30 年度実績値は基準値を下回っているものがあるため、目標達成へ向け更なる努力が

必要です。 

 

④課題 

  ○市内にある歴史遺産や伝統芸能について、その存在や重要性を多くの市民が知り、保存

や継承のための活動が活発になるように取り組んでいく必要があります。 

  ○市民が暮らしの中で多様な文化芸術に触れたり、自ら取り組んだりしやすい環境づくり

が求められています。 

  ○文化施設については、老朽化により建物自体の改修や設備の更新を要するものがあり、

安全で快適な利用環境を提供していくための対応が必要です。 
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（３）教育・学習の横軸をつなぐ 

 

 施策５ 安心して子育てできる環境の充実 

①施策の目標 

 子育て世代が、大きな不安や負担を感じることなく子育てに誇りと喜びを感じ、これから 

子どもを産み育てたいと思っている人が、出産や育児に不安を感じていない。 

 

②目標達成のための成果指標 

  ※実績値に示す年度は、調査対象年度である 

基準値 目標値 実績値

平成25年度 平成31年度 平成30年度

子育てに大きな不安や負担を感じている市民
の割合

54.6% 46.0% 44.5%
総合計画
市民意向調査

合計特殊出生率 1.56人 1.66人 1.54人
厚生労働省「人口
動態統計」

佐賀市は子育てしやすいまちだと感じる市民
の割合

80.6% 84.3% 82.4%
教育政策市民満足
度調査（一般）

成　　果　　指　　標 調査方法

 

③施策の振り返り 

子育てに関する不安解消のため、相談体制の充実や子育て情報誌ＨＵＧ等を活用した子育

て支援策の情報提供に努め、特に子育て支援センター「ゆめ・ぽけっと」を拠点とした家庭

保育の世帯や子育てサークルへの支援を推進してきました。また、子供の人としての権利や

自由を守るため、関係機関と連携し家庭訪問を行うなど見守り体制を充実して問題解決への

支援に取り組んできました。さらに、平成 27 年４月から子ども・子育て支援制度が、令和元

年 10 月には幼児教育の無償化が開始されました。このような取組や新制度開始の結果、「子

育てに大きな不安や負担を感じる市民の割合」は大きく減少し、平成 31 年度目標値を上回る

結果となっています。 

一方で、新制度開始以降、保育及び放課後児童クラブのニーズが大きく増加している状況

にあります。これに対応するため、保育においては認可保育所や認定こども園等16の園舎改築

補助や地域型保育施設を開所し、特に待機児童の多い０～２歳の、保育定数増を図ってきま

した。また、放課後児童クラブにおいては余裕教室の確保、放課後児童クラブ専用館の新設

などにより定員を増やしてきましたが、潜在需要を喚起する結果となり、保育所（園）や放

課後児童クラブの待機児童が生じています。 

 

④課題 

  ○共働き家庭やひとり親家庭の保育ニーズの増加や多様化に対応した子育て支援サービス

を充実させるとともに、育児休業の取得促進や労働時間の弾力化など、職場環境の充実

                                                  
16 認定こども園：(1) 就学前の子供に幼児教育・保育を提供する機能（保護者が働いている、いないにかかわらず

受け入れて、教育・保育を一体的に行う機能）(2) 地域における子育て支援を行う機能（子育て家庭を対象に、子育

て不安に対応した相談活動や、親子の集いの場の提供などを行う機能） を備える施設。 

 急速な少子化の進行や家庭・地域を取り巻く環境の変化に伴い、保護者や地域の多様化するニーズに応えるために、

平成 18 年 10 月から創設された。 
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に向けて事業者の理解も必要です。 

  ○子育てに対する経済的負担感が大きく、子育て家庭への負担の軽減が社会的に求められ

ています。 

  ○地域とのつながりの中で子供を産み育てることができ、子育ての誇りと喜びが実感でき

るよう、社会全体で支援していくことが必要です。 

 ○子供とその家庭、妊産婦等を対象に、実情の把握、子供等に関する相談全般からより専

門的な相談対応や必要な調査、訪問等による継続的な社会資源を使った支援業務までを

行うことが求められています。 
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施策６ 家庭・地域・企業等の教育力の向上 

①施策の目標 

 全ての大人が子どもの育成に関心を持ち、かつ主体的に関わることで、子どもたちは、 

自らが社会の一員であると認識し、責任を自覚している。 

  

②目標達成のための成果指標 

  ※実績値に示す年度は、調査対象年度である 

基準値 目標値 実績値

平成25年度 平成31年度 平成30年度

地域の行事や活動に参加している市民の割合 37.0% 46.6% 42.2%
総合計画
市民意向調査

「子どもへのまなざし運動」の市民の認知度 34.0% 43.0% 36.1%
総合計画
市民意向調査

犯罪・触法少年数が市内の小学生から20歳未
満の数に占める割合

0.60% 0.54% 0.19%
佐賀北警察署及び
佐賀南警察署の統
計データ

「子どもへのまなざし運動」を意識して、子
どもと関わるようになったと回答する市民の
割合

35.4% 45.0% 34.4%
教育政策市民満足
度調査（一般）

成　　果　　指　　標 調査方法

 

 

③施策の振り返り 

子どもへのまなざし運動17を基軸として各種事業を実施し、家庭・地域・企業等の教育力

の向上を図りました。特に、子どもへのまなざし運動では、広める事業・紹介する事業・

ほめる事業の３つの事業を柱として取り組みました。また、様々な広報媒体により周知・

啓発活動を行った結果、子どもへのまなざし運動への協力企業は、ここ数年約 750 社以上

で推移しており、地域においても、各種団体が主催して子供の出番を創り出す行事等が開

催されるなど、子どもへのまなざし運動の気運は醸成されています。しかし、成果指標で

ある「地域の行事や活動に参加している家庭の割合」や「子どもへのまなざし運動の市民

の認知度」は運動開始当初に比べ向上しているものの、未だ目標値の達成には及んでいま

せん。 

その他の成果指標である「犯罪・触法少年18数が市内の小学生から 20 歳未満の数に占め

る割合」は、減少傾向にあり目標値を達成しています。平成 28 年度には佐賀市の青少年教

育の拠点として佐賀市青少年センターを移転開館し、少年の非行防止に加え、ニート、ひ

きこもり、不登校等の困難を抱える子供・若者の支援についても、関係機関と連携しなが

ら取り組んでいます。 

 

  ④ 課題 

○多くの大人が子供の育ちを目的とした活動に積極的に関わるように働きかけ、「子どもへ

のまなざし運動」の主旨を自覚し、取り組む必要があります。 

  ○ニート、ひきこもり、不登校等の困難を有する子供・若者やその家族が抱える問題に対

                                                  
17 子どもへのまなざし運動：P6 参照 
18 犯罪・触法少年：犯罪少年とは、罪を犯した 14 歳以上 20 歳未満の少年をいい、触法少年とは、刑罰法令に触

れる行為をした 14 歳未満の少年をいう。 
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し、国、県、市その他の支援機関が連携して改善に取り組むことが求められています。 

  ○スマートフォンの普及に伴い、ＳＮＳ19等に関連した犯罪、トラブル等が増加しているこ

とから、ネットルールを含めた非行防止について啓発を進めていく必要性が高まってい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

19 SNS：P2 参照 
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６ 基本目標                            

 

 

 

 

 

 

 

佐賀市のまちづくり指針である「第２次佐賀市総合計画20」は、中間見直しを経て、令和２年

度から５年間は、後期計画に基づき施策を展開していくことになります。 

ここでは基本構想に、佐賀市の将来像として『豊かな自然とこどもの笑顔が輝くまち さが』

を掲げ、その実現を目指すために、基本政策のひとつとして「ふるさとに愛着と誇りを持ち、魅

力ある人と文化を育むまち」という基本方向を示しています。 

 

さて、今日の社会は、超スマート社会の実現に向けて、人工知能（ＡＩ）やビッグデータの活

用など、技術革新や高度情報化、グローバル化といった急激な社会構造の変化の中にあり、それ

は私たちの予想をはるかに超えたスピードで進展しています。 

複雑で将来の予測が難しい時代の中にあって、これからの社会を創り出していく子供たちには、

自らの人生を切り拓いていくために求められる資質・能力を身に付けさせることが必要です。そ

のためには、これまで学校教育で育んできた「生きる力」をより具体化し、新しい時代に必要な

資質・能力として育む必要があります。 

 

そこで、学校教育では「育ちと学び」の連続性を図りながら、学習指導要領に示されている育

成すべき資質・能力の３つの柱、①生きて働く「知識・技能」の習得 ②未知の状況にも対応で

きる「思考力・判断力・表現力等」の育成 ③学びを人生や社会に生かそうとする「学びに向か

う力・人間性等」の涵養を目指します。 

一方で、子供を取り巻く状況は深刻化し、子供が巻き込まれる事件や事故も増加しています。 

子供の貧困や児童虐待、いじめの低年齢化などの問題が見られ、子供の命が失われる事態が増え

ている中、子供の命をどう守るかが大きな課題となっています。大人たちが子供をどう守るかと

いうことと同時に、子供自身が自らの命を大切にし、また、他者の命も自分の命と同様にかけが

えのないものとして接する心を育むことが重要です。 

このように、子供を取り巻く状況が厳しさを増す中、すべての子供たちが、資質・能力を確実

に身に付けるためには、地域社会で幼児期から様々な人との関わりの中で豊かな体験を通して学

ぶことが大切です。 

また、これからの教育課程の理念である“よりよい学校教育を通じてよりより社会を創る”と

いう目標を学校と社会が共有し、連携・協働によって実現を図っていくことが必要になります。 

 

これからは、幼児期から学齢期の子供の成長過程で、家庭、学校、地域、企業等がそれぞれの

役割を果たすとともに相互に連携・協働して取り組むことが一層重要になります。 

そこで、地域社会と連携・協働しながら義務教育９年間の学びを通して、「ふるさとを誇りに

                                                  
20 佐賀市総合計画：P２参照 

 ― 基 本 目 標 － 

ふるさと「さが」を協働でつくる 

個性と創造性に富む人づくり 
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思い愛着を持つ心情」、「基礎学力」、「倫理観・社会常識」を身に付け、夢と志を持って、可能性

に挑戦する子供を育てたいと考えます。 

 さらに、自立したひとりの人間として、心豊かに生きていくためには、生涯にわたって学び続

け、地域社会に主体的に関わり多様な他者と協働しながら新たな価値を創造し、将来を創り出し

ていくことができるような人材を育成することが重要です。 

そのことによって地域社会の自立も促され、社会全体の教育力と子供を育む環境の好循環を実

現できるものと考えます。 

 

以上のような考え方にたって、佐賀市教育委員会では、就学前の教育から学校教育、さらには

社会教育へと連続した取組の中で、市民としての責任と自覚を醸成し、「個性」を生かし「創造

性」を発揮して、ふるさと「さが」を協働でつくりだしていく人づくりを目指して、基本目標を

設定するものです。 
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７ 基本方針                            

 

 

 

 

 

 

幼児期 

 生涯にわたる人間形成の基礎が培われる重要な時期と捉え、多様な活動を通じて子供の豊かな

感性を養うとともに、生涯にわたる学習意欲や学習態度の基礎となる好奇心や探求心を培い、学

びの芽生えを育みます。 

 

小・中学校の義務教育期間 

就学前までに育んだ学びの芽生えを基礎として、義務教育終了時までに身に付けたい資質・能

力を『佐賀市の目指す子ども像』として表し、社会の一員として心豊かにたくましく生きるため

の力を育む教育を進めます。 

佐賀市の目指す子ども像 

①佐賀の歴史や文化を学ぶことで「ふるさとを誇りに思い愛着をもつ心情」をもつ子ども 

②基礎的・基本的な知識及び技能を修得し活用する「基礎学力」をもつ子ども 

③社会生活を営むための「倫理観・社会常識」をもつ子ども 

 

義務教育後 

 これまでの９か年の義務教育を通じて培った学び方や学びの意欲を生涯学習に向かわせるた

めに、公民館、図書館等の社会教育施設を地域の情報拠点・生涯学習の拠点・交流の場とし、多

様な学習機会や学習情報を提供します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

次代を担う子供たちが夢と志をもち、健やかに成長していく過程には、年齢、性別、国籍の違

い、障がいの有無などに関わらず、多様な他者との関わりや地域社会における様々な体験が必要

です。このような体験を通じて、「ふるさとを誇りに思い愛着をもつ心情」を育み、やがて地域

の将来を担う人材となるよう育成していきます。 

また、「家庭」「地域」「企業等」「学校等」のそれぞれが教育の場であり、すべての市民が子

供の育成に関心をもち、主体的に関わる社会の構築を目指します。 

さらに、国や県をはじめとした関係機関と連携しながら、誰もが社会の担い手となれるように、

子供・若者の育成支援や地域における人づくりなどに関する教育・学習活動を推進していきます。 

教育・学習の縦軸をつなぐ（縦の接続） 

すべての子供と大人がともに個性や能力を伸ばし、主体的に判断し、多様な人々と協

働しながら新たな価値を創造する力を育むとともに、生涯にわたって学習できる環境

づくりを進めます。 

教育・学習の横軸をつなぐ（横の接続） 

 一人ひとりが活躍し、豊かで安心して暮らせる社会づくりを目指して、家庭、地域、

企業等、学校等のそれぞれの立場において連携・協働し、社会全体の教育力の向上に

努めます。 


