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第１回 佐賀市教育振興基本計画策定委員会 会議録 

 

開会日 令和元年６月２６日（水） 

開会時間 午後５時５５分～午後７時５２分 

出席者 

委員 
伊藤委員長、甲斐副委員長、山田委員、前原委員、豊田委

員、髙橋委員、北島委員、佐藤委員、南里委員、山口委員 

事務局 

東島教育長 

百崎教育部長、宮崎教育部副部長兼教育総務課長、松島学校

教育課長、百﨑学事課長、山口社会教育課長、横田文化振興

課長、江頭図書館長他 

議 事 

 

佐賀市教育振興基本計画－第四次佐賀市教育基本計画－について 

 

欠席委員 なし 

傍聴者 なし 

報道関係者 なし 

○委員長 

 それでは、議事に入りたいと思います。 

 議事の前に、佐賀市審議会等の会議の公開に関する規程第４条第１項の規定により、本日

の会議の公開について委員の皆様にお諮りします。 

 本日の会議を公開としてよろしゅうございますか。 

    〔「賛成」と呼ぶ者あり〕 

○委員長 

 それでは、賛成ということでございますので、そういった形でさせていただきます。 

 それでは、本日の議題は佐賀市教育振興基本計画についてということでございますので、

皆様方のお手元に事前に資料が配付されていると思いますが、事務局のほうから説明をお願

いします。 

○教育部副部長兼教育総務課長 

 それでは、資料１のほうをごらんいただいてよろしいでしょうか。この緑色のパワーポイ
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ントの資料です。 

 計画の全体概要につきまして、この資料を使って説明をさせていただきたいと思います。 

 １枚めくっていただいて、１ページのほうに計画策定の根拠を示しております。 

 策定の根拠法といたしましては、教育基本法第17条第２項ということになりますが、ペー

ジの中ほどに記載のとおり、国が定める計画を参酌し、地方公共団体が地域の実情に応じて

教育振興に関する基本的な計画を定めるよう努めるとされているところです。 

 本市におきましては、平成18年４月に佐賀市教育基本計画を策定して以降、現在まで三次

の計画を策定しておりまして、現在、第三次の教育基本計画の期間中でございますが、今年

度いっぱいで計画期間を終了しますので、今年度中に第四次の計画の策定を行うということ

でございます。 

 ２ページのほうには、教育基本法の概要を示しております。 

 この中で、教育の基本理念といたしましては、右側に囲いで示しておりますとおり、知・

徳・体の調和がとれ、自立した人間、国家・社会の形成に主体的に参画する国民、国際社会

を生きる日本人、この育成を目指すということとされております。 

 ３ページをお願いします。 

 こちらに計画策定の背景や課題ということで、社会潮流の変化、教育をめぐる状況変化を

記載しております。また、３のところに教育に関連が深いと思われる法律の制定、改正とい

うことで、上３つが人権に関する法律になります。一番下の出入国管理法の改正ということ

ですが、これによりまして今後、在留外国人がますます増加することが見込まれますので、

外国人との共生ということが課題になってくると思っております。 

 次の４ページですが、計画の位置づけを記載しております。 

 この教育振興基本計画の上位計画は佐賀市総合計画となります。総合計画につきましては、

先ほど教育長の挨拶の中でもありましたが、今年度10年間の計画期間の５年目ということで、

現在中間見直しを行っているところでございまして、ただ、中間見直しということですので、

基本構想の部分の見直しは基本的に行わず、基本計画につきましても、社会潮流の変化に対

応する部分のみの見直しということになっておりましたので、教育振興基本計画につきまし

ても、同様の方針として原則、第三次計画を継承することとしております。 

 ５ページをごらんください。 

 計画の範囲でございますが、第三次の計画と現計画と異なる点といたしまして、今回は教
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育委員会所管の範囲に特化するということで、市長部局のほうに移管しております児童福祉

の分野とスポーツ分野については計画の対象範囲に入れないということとしております。 

 具体的には下の表にあるとおり、児童福祉に関しましては、子育て支援部を創設し、子ど

も・子育てに関する施策を総合的、効果的に推進することとしておりますし、スポーツにつ

きましては、地域振興部に位置づけられ、スポーツを生かした地域づくりや地域活性化を進

めるということで取り組んでおりますので、教育振興基本計画の対象の範囲とはしないこと

としております。 

 次の６ページですけれども、今回、対象の範囲としない児童福祉分野・スポーツ分野につ

きましては、計画への直接の書き込みはしませんけれども、教育との関連は非常に深いとい

うことがありますので、日ごろから各課同士の連携ですとか、総合教育会議を通しまして具

体的な取り組みが継続できるようにしてまいります。 

 ７ページをお願いします。 

 計画の構成についてです。こちらは現在の第三次計画同様、「基本計画」と「実施計画」

の二部構成としておりまして、内容については記載のとおりでございます。 

 ８ページ、計画の期間でございますが、令和２年度から６年度までの５年間。 

 実施計画については、前期３年、後期２年としております。 

 ９ページをお願いします。 

 ９ページには、基本計画の見直しの方向性ということで記載をしております。 

 国の計画や市の総合計画の方向性を受けて見直すということになりますので、まず、市の

総合計画の基本構想には変更がなく、将来像も変更されないことから、第四次佐賀市教育基

本計画は基本的に第三次計画を踏襲する形で、大幅な見直しは行わないことといたします。 

 四角囲みの一番下の市の第四次教育基本計画の中に、赤文字で「縦軸」「横軸」の理念、

生涯学習の構築は継承としておりますが、この「縦軸」「横軸」というのは、教育・学習に

おける「縦軸」「横軸」ということで、「縦軸」は、市民一人一人が若年期から高齢期まで

の生涯を通じて行うため、ライフテージに応じた教育・学習が行えるような環境を整備する

ということ。 

 「横軸」につきましては、教育の当事者である家庭・地域・企業など社会全体の構成員が

連携・協働して、地域の教育力を高めるための環境整備をあらわしております。 

 11ページの図を見ていただくと、今私がお話ししたことのイメージが湧きやすいのかなと
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思っております。 

 なお、第３期の国の計画では、この教育・学習の「縦軸」「横軸」について明記をされて

いないのですが、内容がわかりやすいということで、ここは踏襲することとしておりますし、

生涯学習社会の構築という部分につきましては、国の第３期計画にも継承されておりますの

で、市の計画においても継承したいと考えております。 

 さらに、社会潮流の変化、教育を取り巻く環境変化に伴って対応が必要なものについては

取り入れていくこととしたいと思っております。 

 次の10ページのほうに、少し部分的なことを記載しておりますけれども、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」。 

 基本方針の「教育・学習の縦軸」「教育・学習の横軸」、これについては継承して、施策

体系については、第２次総合計画と整合性を図りながら基本事業部分について再構築をしま

す。もしよろしければ、現計画の冊子をお持ちでしたら、36ページのほうをちょっと見てい

ただいてよろしいでしょうか。 

 36ページ、そちらのほうに施策体系というのが示されておりまして、今基本事業というの

をこのようにしたんですけれども、一番右側、そこの部分が基本事業ということになります。

御参考までにということで。 

 11ページは、先ほど言いました全体のイメージ図になります。パワーポイントのほうに戻

りました。 

 12ページに施策の体系を示しておりますが、ここに記載をしております施策というところ

ですが、これは上位計画であります佐賀市総合計画における施策と一致をさせております。 

 最終的には、先ほど冊子の36ページで見ていただいたように、それぞれの施策の下に施策

を実現するための取り組みが基本事業としてぶら下がる形となってまいります。 

 最後に、13ページのスケジュール、パワーポイントのほうになります。 

 こちらですが、今月から策定委員会を３回開催する予定です。その中で、委員の皆様から

御意見をいただき計画の内容を詰めてまいります。 

 10月までには素案を完成させ、その後教育委員会への説明と市議会への報告をいたしまし

て、１月ぐらいにパブリックコメントを行って、２月の教育委員会で最終案を諮りたいと考

えております。 

 なお、本日説明はいたしませんが、資料２と資料３のことです。 
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 資料２につきましてはＡ３の紙ですね、資料２と資料３がＡ３の紙になっておりますが、

資料２のほうは、国の教育振興基本計画の変遷です。資料３は県の計画の変遷、これをまと

めたものになりますので、後ほど御参考にごらんいただければと思います。 

 資料４のほうをごらんいただいてよろしいでしょうか。 

 こちらも内容については詳しく御説明いたしませんが、先ほどパワーポイントの資料１の

資料を御説明した内容につきまして、この資料４の２ページ以降、計画策定の趣旨、計画の

位置づけ、計画の範囲、計画の構成及び期間として記載をしております。こちらが実際の計

画書になったときのイメージというふうに捉えていただければと思います。 

 説明は以上になります。 

○委員長 

 今の御説明に対して何かございませんでしょうか。よろしいですかね。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長 

 じゃ、続いて資料４ですね。 

 ５、第三次佐賀市教育基本計画の総括の審議に入りたいと思います。 

 事務局から説明をお願いします。 

○教育部副部長兼教育総務課長 

 それでは、御説明いたします。 

 資料４をごらんください。 

 ページ数は５ページ以降、第三次佐賀市教育基本計画の総括ということになっております。 

 説明の仕方をあらかじめ言っておきたいと思いますけれども、７ページから、施策１から

17ページ、施策６までについて、まず施策ごとに説明をした後に、戻って５ページ、６ペー

ジ、全体の総括の説明をさせていただきます。 

 各施策の説明ですが、７ページのほうをごらんいただければと思います。 

 各施策とも構成としては共通をしておりまして、まず、施策の目標がありまして、次に目

標達成を図るための成果指標を表で載せております。 

 次に、振り返りでは、目標達成のための取り組みの内容や、それが指標の実績値としてど

のようにあらわれたのかなどについて記載をしておりますが、説明につきましては、第三次

の計画の期間中に何か変化があったですとか、特徴的な点について絞って説明をさせていた
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だきます。 

 その後、課題がありますけれども、これにつきましても同様に継続する課題の説明は割愛

させていただきまして、新たな課題や重要な部分のみの御説明とさせていただきます。 

 それでは、７ページの施策１「就学前からの教育の充実」でございます。 

 施策の振り返りといたしましては、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ており、子供たちが期

待感を持って進学ができています。このことは、成果指標の数値にもあらわれております。

成果指標の表、この上から２番目から４番目の指標が対応する指標になってきます。 

 一方で、成果指標の一番上、「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」については、目標値と実績値に開きがありますが、基準値となっている25

年度の数値が非常に高くて、その後が上昇、下降を繰り返しておりまして、ここ３年ぐらい

は少しずつ数値が上がってきているという状況で、この実績値になっております。 

 また、特に不登校児童生徒への支援につきまして、学校、家庭、適応指導教室との連携な

どを図りながら継続的に行っておりまして、改善傾向も多く見られる一方で、全国や県の傾

向と同様に、佐賀市でも増加傾向にございます。 

 このことは、「不登校児童生徒の全体に占める割合」という成果指標の実績値にもはっき

りあらわれておりまして、平成30年度1.78％となっております。さらに、インクルーシブ教

育の理念に基づく対応ですとか、ＩＣＴ機器の導入、支援員の配置など、子供の特性に応じ

た指導ができるような体制を整えるとともに、空調の整備などを行って良好な教育環境を確

保しております。 

 課題のほうに行きます。 

 課題のほうは継続の部分が多いですけれども、特に振り返りのほうで出ましたように、不

登校の子供が増加しているということから、いじめの問題などを含めた取組の強化が必要で

あるということ。また、最近社会全体としても働き方改革ということが言われておりますが、

教師の負担等が指摘をされる中、教師自身の働き方に対する意識改革も含め、教師の負担軽

減を図り、児童生徒と向き合う時間を確保していくという課題がございます。 

 施策１については以上でございます。 

○社会教育課長 

 続きまして、９ページ、10ページ、施策２「自ら学ぶ生涯学習の推進」でございます。施
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策の目標につきましては記載のとおりでございます。 

 成果指標につきましては５つの指標を掲げておりますが、それぞれの項目は未達成の状況

でございます。 

 まず、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」、「きっかけがつかめない」というような状況になっております。 

 一方、社会環境の変化に伴い、課題解決のための学習等、多様な学習機会の提供を望む市

民の割合は増加しており、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おります。また、公民館の指針に掲げております４つの機

能・役割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きたいと思っ

ております。 

 図書館につきましては、成果指標は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

価をされております。ただ、来館者数、貸出点数は減少しております。このため、新たな来

館者を呼び込むため各種イベントの充実を図っており、平成31年４月に策定しました「子ど

もの読書活動推進事業計画」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おります。 

 最後に課題でございますが、成果指標の推移を見ますと、目標値を達成できておらず、多

様化する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ると思っております。 

 具体的には、他の生涯学習機関との連携による生涯学習の機会の充実、また活動や学び合

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。そして、社会教育施設の

機能拡充を進め、生涯学習の拠点や交流の場所として活用していく取組が今後の課題と考え

ております。 

 施策２につきましては以上でございます。 

○事務局 

 続きまして、施策３につきましては、スポーツの分野になっておりまして、次期計画の対

象から外れますので、事務局のほうから説明をさせていただきます。 
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 施策３「誰もが親しめる市民スポーツの充実」につきましては、トップレベルの団体の合

宿を誘致し、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ん

できました。また、川副スポーツパークや勤労者体育センターなどの老朽化した施設を改修

し、スポーツに親しみやすい環境づくりを推進してきました。さらに、平成28年２月には、

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、心身の健全な育成を図ることを

目的に「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。 

 このような取組に加えまして、2020年には東京オリンピック・パラリンピック、それから、

2023年には国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会佐賀の開催内定が決定をしておりま

す。これにより市民のスポーツへの関心が高まってきています。しかしながら、成果指標の

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につきましては、なかなか達成し

ていない状況にございます。 

 そのため、課題としましては、基本的に継続なんですけれども、一番上のほうにビジネス

パーソンや女性、子育て世代などスポーツ実施率が低下しているため、スポーツへのかかわ

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だと考えております。 

 以上です。 

○文化振興課長 

 続きまして、施策４「未来につなげる文化の振興」でございます。 

 施策の目標は記載のとおりでございます。 

 施策の振り返りといたしまして、文化財につきましては、平成28年に東名遺跡が国史跡に

指定され、三重津海軍所跡につきまして、「明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼、造船、

石炭産業」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」を含む10件の国指定重要無形民

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

ました。 

 文化芸術につきましては、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、佐賀市民芸術祭を継続して開催しております。 

 このような施策なんですけれども、成果指標につきましては４つありますけれども、一番

上の「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」、それと一番下の「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」、この
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２つの成果指標につきましては目標を上回っておりまして、２番目、３番目の成果指標につ

きましては、目標に未達成というふうな状況でございます。ただ、ここはどの指標も横ばい

で増減を繰り返してきたんですけれども、2018年は明治維新150年を契機に佐賀県が肥前佐

賀幕末維新博覧会、市のほうでも明治維新150年事業のイベントを開催したことで、一番上

と一番下の指標を引き上げているのではないかというふうに推測をしているところでおりま

す。 

 この施策はさまざまな取組を行ってきましたけれども、取組の定着が十分でないことによ

り、平成30年度実績値が基準値を下回っている指標もございますので、目標達成に向けての

さらなる努力が必要というふうに考えているところでございます。そのため、課題は全て継

続して変更をしていないところでございます。 

 以上です。 

○事務局 

 続きまして、施策５、こちらも子供分野になりますので、事務局のほうから説明させてい

ただきます。 

 施策５は「安心して子育てできる環境の充実」でございます。 

 これまでの相談体制や見守り体制の充実、それから「ゆめ・ぽけっと」を拠点とした子育

て支援などの取組に加えまして、平成27年４月から子ども・子育て支援制度が開始されてお

ります。これにより、子育て支援の量の拡充や質の向上が図られております。 

 また、令和元年10月から幼児教育の無償化が開始されます。これにより、成果指標の「子

育てに大きな不安や負担を感じている市民の割合」につきましては大きく減少し、目標値を

達成しています。 

 一方で、新制度が開始されました以降は市民の行政に対する期待感が高まりまして、保育

や放課後児童クラブに対するニーズが大きくなっております。保育においては、これに対応

するために、認可保育所や認定こども園などの園舎改築補助、それから地域型保育施設を開

所し、待機児童の多いゼロ歳から２歳の保育の定数の増加を図ってきました。また、放課後

児童クラブにおきましては余裕教室の確保、専用館の新設などにより定数をふやしてきてお

りましたが、潜在需要を喚起する結果となり、保育所（園）、それから放課後児童クラブに

つきましては待機児童が生じている現状でございます。 

 課題につきましては、これまで同様で子育て支援サービスの充実や事業者の子育てに対す



- 10 - 

る理解、それから、子育て家庭への負担の軽減、社会全体での支援などに加えまして、最後

の課題に上がっております子供とその家庭、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

支援業務を行っていくことが重要であると認識しております。 

 以上になります。 

○社会教育課長 

 16ページ、施策６「家庭・地域・企業等の教育力の向上」でございます。 

 施策の目標は記載のとおりでございます。 

 成果指標の中で、「地域の行事や活動に参加している市民の割合」や「「子どもへのまな

ざし運動」の市民の認知度」、「「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」は、運動開始当初に比べ向上はしているものの、目標

値の達成には及んでいない状況でございます。 

 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、また、さまざまな広報媒体により周知・啓発を図った結果、子どもへのま

なざし運動への協力企業はここ数年750社以上で推移しており、地域におきましても、各種

団体が主催して子供の出番をつく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

の機運が醸成されているという状況は見られますけれども、運動の浸透につきましてはもう

一つというところと思っております。 

 その他の成果指標である「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」につきましては、減少傾向にあり目標値を達成しております。平成28年10月には佐賀市

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おり、一定の成果を上げているものと思っております。 

 このような状況から、今後の課題といたしましては、継続ではございますけれども、多く

の大人がさらに子供の育ちを目的とした活動に積極的にかかわるように働きかけると、子供

へのまなざし運動の趣旨、10年目に重要な大人の行動指針の見直しを図りまして、その辺を

含めましてこの周知等に取り組んでいくと。また、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しまして、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。そして、ＳＮＳ等に関連した犯罪、トラブルが増加している
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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方針としております。 

 説明は以上でございます。 

○事務局 

 ６つの施策の説明は以上でございます。 

○委員長 

 そしたら、政策１から行きましょうか。 

 委員さん、どうぞ御意見をお願いします。佐藤委員。 

○委員 

 不登校児童というのは、定義は何でしょうか。前１カ月ぐらい続けて休んだら不登校とか

いうのがあったと思うんですけれども、今はどうなっているんでしょうか。 

○教育部副部長兼教育総務課長 

 一応定義というのがありまして、何らかの心理的、情緒的、身体的あるいは社会的な要因

や背景によって、登校しない、あるいはしたくてもできない状況にあるために年間30日以上

欠席した者のうち、病気や経済的な理由を除く者というふうになっております。 

○委員 

 わかりました。 

○委員長 

 ほかにはございませんでしょうか。 

 今言われたように30日以上なんですか。それから後、復帰したというときには、数として

は不登校のままということになりますので、復帰率というのをやっぱり出して、そして学校

なり頑張っているなというふうなことで出すようにはしているところもあると思います。 

 ほかございませんか。施策１──本当は「しさく」ですか、「せさく」ですか。 

○教育部副部長兼教育総務課長 

 「しさく」が本当です。 

○委員長 

 「しさく」が本当ですよね。でもわかりやすいように「せさく」と言っているんですね。 

 よろしいですか、施策１は。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長 
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 じゃ、ありましたらまた戻ってでもよろしゅうございますので。 

 施策２「自ら学ぶ生涯学習の推進」、９ページ、10ページです。いかがでしょうか。 

 基準値の出し方といいますか、それがもしやんわりとわかればお願いしたいんですが。基

準値をどうやって出したのか。（発言する者あり）ごめんなさい、基準値、目標値、実績値

──実績値はわかりますけど。上に書いてありますか。 

○事務局 

 施策２のことでよろしいですか。 

○委員長 

 はい、どうぞ。そこに書いてあると思いますけど。 

○事務局 

 右側のほうに調査方法ということで記載がございます。大きなものとしては、アンケート

によって毎年とって実績をつかまえているというところがありますけれども、説明の中にも

ありました上位政策の総合計画の達成度を図るために、佐賀市全般としてアンケートを年に

１回とっておるものがあります。施策２でいきますと、一番上の総合計画市民意向調査とい

うところになりますけれども、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

取組をしているか、していないかということでアンケート項目を設けておりまして、その結

果というところをパーセント、割合として示しているところです。 

 もう一つ、１つ飛ばしまして、教育政策市民満足度調査、これは（一般）とか（保護者）、

（子供）という表現が出てまいりますけれども、こちらは佐賀市の教育委員会独自で調査を

しておりますアンケート、これも同じく年１回ございます。 

 小学校５年、６年、中学校１年、２年、３年の子供さんに対してアンケートをとっており

ますものと、また保護者の方にも協力いただいてアンケートをとっております。また、無作

為抽出で、郵送でアンケートをとっておりますのが一般ということになっておりまして、そ

れぞれの設問を設けておりますけれども、この施策２でいきますと、真ん中の生涯学習の活

動を行っている市民の割合、また、活動を行っているという回答をいただいた市民のうち、

そういった学びを活動に生かしていますというふうな方をさらにお伺いしているような設問

であったり、図書館のサービスが充実していると思うかということでしているものがござい

ます。 

 また、それ以外でいきますと、２番目は担当課のほうで集約をしております年間の利用実
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績というところがありますので、まず調査方法というところを一度ごらんいただくと参考に

なるのかなと思います。 

年度がそれぞれ上にありますけれども、今回の今振り返っている計画は平成27年度から５年

の計画になっております。26年度のときにその計画づくりというのを今回皆さんにお願いし

ているような形で当時行っているんですけれども、そのときに把握している直近の最新の数

字ということで、基準年が平成25年度の数値になっております。翌26年に入ってすぐとって

いるアンケートで出ている数字を25年度実績ということで、これを基準に置いておりますし、

この年度は10年間スパンの総合計画の基準年とも合致しておりますので、総合計画の調査計

画というところも同じような形で置いているということになっております。 

 済みません、答弁が漏れておりまして失礼いたしました。 

○委員長 

 ありがとうございます。委員さん方、施策２でございませんでしょうか。はい、お願いし

ます。 

○委員 

 質問ですけれども、課題のところで、例えば一番上のところに「多様化する市民のニーズ

に対し」という言葉があります。それから、もう一つは、２番目の丸のところに「地域の担

い手づくりが重要な課題となっている」という、この２つがあるんですけれども、その前の

結果の中からはどういったことなのかがちょっと見えてこない気がするので、具体的に、例

えば、市民のニーズに対してどのような調査をされたのかとか、どういう具体的な多様性、

多様化というのがあるのかというのと、地域の担い手づくりをどういうふうな、地域の担い

手ってどういう人たちのことを考えておられるのか。後のほうを見ると、子供とかを対象と

しているのかなとは思うんですけれども、生涯学習として考えるとすごく範囲が広いので、

その２つについてもう少し具体的に教えていただければと思います。 

○社会教育課長 

 最初は「多様化する市民のニーズ」というところでございますけれども、社会的に見て核

家族化とか、職業につきましても共働きとか、そういう状況が出ているというところで、基

本的にはアンケート調査みたいな形でニーズをはかるという、個別の学習施設関係でとって

おります。きょうは手元に資料を持ってきていない状況で申しわけございませんけれども。 

 それと、「地域の担い手づくり」という件でございますけれども、基本的には地域の中で
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子供たちを育てていくというところの中で、いろんな分野はあると思います。見守りとか、

あるいは公民館における読み聞かせとか、そういうところで、本当に地域の中で取り組んで

いただける方につきまして考えているところですが、具体的にもっとというところが明確に

御回答できませんけれども、本当に自らいろいろな組織とか、個人でもおられるでしょうけ

れども、いろんな交通安全とか生涯学習とか、いろんな分野で担っていただけるという方た

ちを育成していくということを考えております。 

○委員 

 今回初めて参加させていただいて、非常に資料をもらってびっくりしたんですよ、よくで

きていると言ったらおかしいですけど。基準値とか目標値とか実績値、それをそれぞれ調査

しながらデータが出ていて非常にすばらしいなと思っているんですけれども、本当にそう

思っているんですが、課題となったときに、もう少しやっぱり具体性が見えるようにしない

と、「地域の担い手づくり」とかって割と言いがちなところとか、「多様化する市民のニー

ズ」という言葉はよく使うんですけれども、その中身が具体的にどういうものであるかとい

うところがもし把握されているのであれば、こういったところに書いておいたほうが解決に

つながりやすいんではないかなと思ったところです。 

 その地域の担い手づくりというのが、これだけで読むと、子どもクラブとかサークル活動

とか、そういったことをされている人なのか、あるいは中学生、高校生、大学生、その市民

として地域の担い手に育てていこうとしているのかというふうな幾つかの課題というのがあ

ると思うんですけれども、そのあたりが見えるとよりいいのかなと思いましたので、次回あ

たりもし具体的なことがわかれば教えていただければと思います。 

○社会教育課長 

 了解いたしました。 

○委員長 

 これは教育基本法第３条の「生涯学習の理念」というところをもとにつくっておりますの

で、そういった意味では、そういう根拠みたいなものが必要かもしれません。 

 事務局のほうに聞くということもありますけど、基本的には教育振興基本計画の策定委員

がこのメンバーでございますので、自分たちの意見でつくり上げていくという、そういう姿

勢がまず大事かなという気がいたします。いろんな御意見を言っていただいたらいいかなと

思います。 
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 あと、施策２いいですか。はい、どうぞ。 

○委員 

 質問ですけれども、③施策の振り返りのところの公民館の指針の４つの機能・役割のとこ

ろに、連帯力をつくる、教育力を高める、あとが高める、高めるなので、この「つくる」と

「高める」の違いなんですけれども、例えば、連帯力がないからつくるんだと。また、地域

の教育力はあるけれども、それを高めたいんだと、そういうふうな言葉の使い方なのか、そ

の辺もちょっと確認したいと思います。 

○委員長 

 お願いします。 

○公民館支援課長 

 基本的には、今、委員がおっしゃったようなことで間違いないかなと思います。ただ、こ

の公民館の指針を策定してから相当時間が経過しておりますので、この公民館の指針につい

ても中身とか、その後の地域の状況、公民館を取り巻く状況、公民館に求められるもの、そ

ういったところも刻々と変わっているというところもございますので、改めてこれについて

は検討する時期に来ているのかなというふうには思っております。ただ、この公民館の指針

を策定した時点においては、いろいろ議論した結果、この４つを特に公民館の役割・機能と

して掲げて、そこに持っていくように各公民館で事業展開をしていこうというところで、こ

の４つをつくったということで私は認識しておりますし、だからといって、いつまでもこれ

でいいというふうには思っておりませんので、そのタイミング、状況を見ながら、この部分

については適宜見直しをしていくべきかなというふうに思っているところでございます。 

○委員 

 ありがとうございます。 

 実は、私が最後に勤めた学校の校区は公民館が２つあって、非常にどちらの公民館も活発

に活動されていて、地域の連帯力があったというふうに私は認識しておったもので、この

「つくる」という言葉にちょっとどうかなというようなところで質問した次第でございます。

ありがとうございました。 

○委員長 

 よろしいですか。 

 この法律に基づいてやっている部分があれば、エビデンスみたいなものをきっちりして
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いったほうがいいのかもしれませんね。 

 じゃ、施策３に行きましょうか、どうぞ。──これはどうですか、やったほうがいいです

か。 

○事務局 

 できれば、こちらは割愛でお願いいたします。 

○委員長 

 はい、簡単にお願いします。委員さん一言ずつ何か言っていただいたら。──じゃ、これ

は飛ばします。 

 「支えるスポーツ」という、「支える」というのは言葉としてあるんですか。「するス

ポーツ」「見るスポーツ」はわかるんですけど、「支えるスポーツ」と、この「支えるス

ポーツ」というのは言葉としてどこかにあるんですかね。 

○教育長 

 これは県のほうも使っているでしょう、ボランティアとか。 

○委員長 

 あっ、そういうことですね。 

○教育長 

 いわゆる支え手。 

○委員長 

 わかりました。ありがとうございます。 

 ほか委員さん方いらっしゃいませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長 

 じゃ、いいですかね。 

 施策４「未来につなげる文化の振興」というところに行きましょうか、どうぞ。 

○委員 

 小さなことでいいですか。 

○委員長 

 お願いします。山田委員。 

○委員 
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 小さなことなんですけれども、「さらに平成30年には」、蓮池町の「見島」のところにル

ビを振ったほうがいいのかなと、地名ですので。間違う人は少ないとは思いますけれども、

以上です。 

○委員長 

 そうですね、入れたほうがいいですね。「見島のカセドリ」の「みしま」ですかね。 

○委員 

 はい。 

○委員長 

 よろしいですか。何かございませんか。いいですか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長 

 じゃ、またありましたら後でも。 

 施策５の「安心して子育てできる環境の充実」というところに行きましょうか、14ページ。

じゃ、お願いします。 

○委員 

 ちょっと確認したいんですけど、ここでの課題等がございますけれども、この部分という

のは、本計画と同時に子ども・子育て支援事業計画も多分今度変えていくんですけれども、

そこら辺とはしっかり、この課題の部分というのは共有するというか、連携していくという

ようなことにはなると思うんですけれども、ただ、１つちょっと気になったのが、そういう

ことになるならば、非常に子育てをしやすい環境づくりの中のいろいろ課題、確かにこうい

う課題があるんですけれども、いわゆる保育現場、保育所などでも、いわゆる保育士不足と

か保育士の処遇改善とか、そういったところがネックになってなかなか、子供を受け入れた

いんだけれども、実は保育の環境が十分整っていないんだよというふうな声も聞かれるんで

すけれども、そこら辺の整理というのはどうされますか。 

○事務局 

 一応こちらの課題につきましては、上位計画であります第２次総合計画でも上げておりま

す課題を抽出して記載しておりますので、子ども・子育て支援計画のほうも上位計画と整合

性を合わせているかと思いますので、現場の意見も反映されているものと認識しております。 

○委員長 
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 よろしいですか。 

○委員 

 これは１つ。 

○委員長 

 はい、どうぞ。 

○委員 

 質問ですけれども、この子育てというところを、子供の年齢としてどのあたりまでを考え

ておられるのかというのがわかれば教えていただきたいんですけど。「子育て中の」とかと

いうときに。 

○事務局 

 計画全般に言えることなんですけれども、「子供」というような表現をまず用いておりま

す。「子供」がどの年齢を指すかと申しますと、おおむね18歳ということで高校生までを対

象として書いております。また、「児童生徒」というような表現も中で用いておりますが、

こちらにつきましては、学校教育法の学齢期、そちらを用いております。なので、子育てに

関しましては児童福祉法では対象年齢が18歳、それから、ひとり親につきましては二十歳未

満というふうな形になりますので、おおむね18歳から二十歳というところを想定しておりま

す。 

○委員 

 わかりました。それで、そういった場合に、いわゆる就学前の子供を考えているのか、小

学生から中学生ぐらいを考えているのか、あるいはそれ以上の18歳ぐらいまでを考えている

のかというような、課題も幾つかいろいろ、その年齢によって変わってくるし、家庭の考え

方も変わってくるので、もう少し何かそういった視点で整理ができると、子育てが生まれて

から18歳ぐらいまでなんだなというのが具体的によくわかるような気がするんですけれども、

割と一緒くたになっているようなところを少し感じました。 

○委員長 

 よろしいですか。 

○事務局 

 担当課のほうにも話をしていきたいと思います。 

○委員長 



- 19 - 

 この施策５で何か、よろしいですか。はい、山田委員どうぞ。 

○委員 

 言葉のニュアンスの問題なんですけれども、施策の目標のところに「子育てに誇りと喜び

を感じ」とありますが、喜びはすとんとくるんですけど、「子育てに誇り」というふうに、

ここが何となく、誇りって何かなと。これはさっきも言いましたようにニュアンスの問題な

んですけれども、ほかの皆さん方はいかがでしょうか。 

○委員長 

 いかがですかね。私は非常にすんなりときたので、言われてみるとそういうのもあるのか

なという気がしますけど。子供を育てるという誇り、喜びもあるかなという気がしておりま

すが、いかがでしょうか。 

○委員 

 育てているぞと。 

○委員 

 喜びは確かにあるんでしょうけど、誇り、どうなんでしょうね。 

○委員 

 個人的に言うと、そこまで誇りを持っているわけではないかもしれないんですけど、次世

代を佐賀市民としてとか、そういう形で育てていくんだという意味でいえば、大きく考える

と誇りを持って子育てをしていきたいという、市民全体として考えていくと悪くないのかな

というふうには思います。 

○委員 

 これも私の個人的な感覚なんですが、私も誇りという言葉はあえて挙げてほしいなと思う

のは、子育ての女性世代は、どうしても子育てをしていることによって仕事が満足にできな

いとか、あってはいけないんですけど後ろめたさを感じているというところもあるので、そ

こはみんなが子育てしているんだからいいよというふうに支えるほうも育ってほしいし、子

育てをしている世代も堂々とそれが言えるような社会になればなということもあり、私は誇

りは賛成です。 

○委員長 

 ほかの委員さん、いかがですか。はい、山口委員どうぞ。 

○委員 
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 先ほどの先生のお話に似ているんですけれども、施策の目標の中に、これもちょっと私が

余りにも敏感に反応し過ぎているのかもしれませんが、「子どもを産み育てたいと思ってい

る人が、出産や育児に」という言葉が、私も最近、里親の会とかの話を聞いていたので、

「産む」というのを最初に持ってこられると、何となく不自然というか、違和感があるなと

思って、産まなくても子育てを頑張っていらっしゃる方というのはいらっしゃるので、この

文言が個人的にどうかなとちょっと気になりました。 

○委員長 

 その辺はちょっと考えていただいたほうがいいかもしれませんね。私も里親とかやってい

ましたけど、やっぱり子供は地域の宝だということでやっていました。自分も子供３人おり

ますので、家内もそういう、南里委員が言われたようなこともあったのかなということを思

いましたし、いろんな思いがありますね。 

 ほか委員さんいかがですか、ちょっとここは考えていただくということでよろしいですか。 

○事務局 

 施策の目標につきましては、上位計画の総合計画から抜いてきているものになりますので、

そしてまた、こちらに関しては前期計画の振り返りになりますので、この目標自体は今回据

え置かせていただきたいと思います。 

 しかしながら、先ほどの御意見などは、当然佐賀市として考えるべきものかなと思います

ので、担当課のほうにも伝えていきたいと思います。ありがとうございます。 

○委員長 

 よろしくお願いします。 

 それじゃ、施策６に行きましょうか。いかがでしょうか、どうぞ。佐藤委員。 

○委員 

 まなざし運動の件なんですけれども、この前、日曜日に私ちょうど大和中学校にいたんで

すよ。そのときに、12時にまなざしの歌が鳴っていたんです。生徒に聞いたら「まなざしの

歌です」と言うから、認知度が大和はすごいんだなと思って、そのほかのところはどうなん

だろうと思ってですね。そのほかのところはどうなっているんでしょうか。 

○委員長 

 よろしいですか。 

○教育長 
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 昨年の推進委員会の折に、まなざしアーチをできるだけ使って啓発をしましょうというこ

とで、皆さんの一致を見ました。そういうことで、各学校では昼休みとかに、あるいは放課

後とかも使っているのかもしれませんが、どれだけかけているかはわかりませんけれども、

以前よりも多くこれを活用しているというふうに私は思っていますし、バスセンターのほう

でもかかっています。そういうことで、できるだけ佐賀市全体でこの啓発活動にまなざし

アーチを使っていくということで取り組んでおりますので、今後もこれは徹底して取り組ん

でまいりたいというふうに考えております。どの程度あるかは、これから調査をさせていた

だかないとわからないところがありますので、御了解いただきたいと思います。 

○委員 

 大和中ではなくて、大和町で鳴っていたんですよ。 

○教育長 

 あっ、町でですね。 

○委員 

 はい、町で鳴っていたんです。学校が休みだったので、日曜日だから。町の放送で鳴って

いたので。 

○教育長 

 町でですね。 

○委員 

 はい、12時だったですね。 

○社会教育課長 

 その辺をまた確認して報告をさせていただきたいと思います。 

○委員長 

 ほかは。はい、お願いします。 

○委員 

 ここでなくて、もうちょっと前のほうで入れるべきかなとも思いつつあれなんですが、

「家庭・地域・企業等の教育力の向上」というところなので、今後、今ももちろんそうなん

ですけれども、こちらのほうに書かれているように、改正出入国管理法という形で外国人が

ますますふえてくると。それで、かなり佐賀市は子供たちへのケアができているなというふ

うに日ごろ思っているんですけれども、これからすごく外国籍の子供たちへのケアというの
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が非常に重要になってくると思います。あとまた、基本のところで希望は出そうとは思って

いたんですが、ぜひここは企業等の教育力にかけたいという思いもあって、お金出してくれ

てもいいじゃないかというぐらいの勢いで、ここに少し外国籍の子供たちへのケアというと

ころを課題なりどこかに入れていただけるといいのかなというふうには思ったんですけれど

も。 

○委員長 

 よろしゅうございますか、それは。 

○社会教育課長 

 ちょっと検討させていただきたいと思います。 

○委員 

 はい。 

○委員長 

 ほかはいかがでしょうか。はい、お願いします。 

○委員 

 これは施策６だけでなくてのことだったんですけれども、まず成果指標が載っていますよ

ね、平成25年度の基準値と実績値の平成30年度とかですね。 

○委員長 

 この１枚物ですか。 

○委員 

 いいえ、ずっとそれぞれに載っていると思うんですけれども、前の第三次の計画を見てい

たら、もう一つ前にも載っているというところがあって、この２つだけを比べるんじゃなく

て、もう一つ前のも比べられたら少し流れが見えてきたところもあるのかなというふうに

ちょっと思ったものですから。 

 もう一つが、こういう課題が丸ポチでおのおのにずっと載っているんですけれども、これ

は、順番は優先順位じゃないんですけれども、何かそういうのがあるのか。それとも、いや、

そういうのは別にないですよという意味なのか、ちょっとそこをお聞きしたかったんですけ

ど。 

○委員長 

 お願いします。 
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○事務局 

 順番は、関係各課で集まって話し合いの中で、どの順番でいくかというふうに決めている

ものです。具体的な基準とかはございません。 

 成果指標につきましては、前回計画の振り返りのところで、同じように基準値として、策

定した前年度の実績値、それから目標とする終わる年度、それから１つ前の、今で言うなら

今現在の実績値という３段階で見比べをしております。今回も同じような形をとってはいる

んですが、検討していただく中で若干わかりづらいかなと思いましたので、資料５を今回参

考として推移をつけさせていただいたところです。 

○委員長 

 ほかはございませんでしょうか。 

 今までのじゃ、施策１から。はい、山田委員。 

○委員 

 課題のところで、ニート、ひきこもり等のその家族が抱える問題に対して、その他の支援

機関が連携して改善に取り組むと書いてございますけど、まさしくそうだろうと思っており

ます。 

 やはり先ほど甲斐先生のほうからも言われましたけど、少し具体的に書くならば、やっぱ

り家族の人も誰かに相談したいと、ひきこもりとかそういうことに対しては。だから、支援

機関が連携して相談機能の充実等の改善に取り組むことがと、そういうふうに１つ目を上げ

ていただくと改善の方向性が見えてくるのかなというような気がいたします。 

○委員長 

 ありがとうございます。よろしいですか。 

○事務局 

 全体を通しまして、もう少し具体的に課題を振り返り直すように検討させていただきたい

と思います。 

 また、次回、各施策の方向性を今度御審議いただくことになりますので、課題を踏まえた

ものとなるように検討していきたいと思います。ありがとうございます。 

○委員長 

 よろしいですか。１から６までで御意見ございませんか。 

 先ほどのところですけど、フリーターとかニートとかひきこもり、その辺、不登校のこと
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もございましたけど、その定義とかがあれば下の語彙の中に入れていただくとよろしいかな

という気がいたします。不登校と私たちはわかっているけどじゃなくて、やっぱりその辺の

数字とかははっきりすると。それから、ニートでも15歳から34歳とか実際ありますよね。そ

ういうのはきっちり入れたほうがいいのかもしれませんね。 

○事務局 

 はい、対応したいと思います。 

○委員長 

 よろしゅうございますかね。はい、どうぞ。 

○委員 

 ８ページのところの、施策１の課題の一番最後のところなんですけれども、「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」というところで、今回通して見たときに、ハード面での安全と

か安心とかいうところが余り触れられていない気がしたんです。ですので、こういう書き方

をすると、ハード面で安全・安心なのか。あるいは、例えばいじめがないとか、そういった

意味での安全・安心なのかというあたりが割と一緒くたになっているみたいなところも感じ

ますので、もしできれば、例えば、ブロック塀が倒れてきたとかいう問題もすごくあります

ので、ハード面での施設の点検とか、そういったことがどこかに明確に書かれるのがいいの

かなというふうには思っているんですけれど、そういう視点を少し検討していただければと

いうふうに思います。どこに入れていただいても構わないんですけれども、ここは少し気に

なるところだなと思いました。 

○教育部副部長兼教育総務課長 

 ありがとうございます。今、御指摘いただいたところは、まさにハード面での安全という

ふうなところを書いております。 

 避難場所ということもあるのでということで、地震があるようなときに避難場所になるべ

き場所が損害を受けたりしてはいけないのでというようなことで書いておりますけれども、

この施策１だけじゃなくて、教育委員会として施設もいろいろ持っておりますので、全体的

にどういった形になるのかなんですが、少し整理をさせていただきたいと思います。 

○委員長 

 じゃ、お願いします。あとよろしゅうございますか。ないでしょうか。 
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 ちょっと１つ、言葉で子供たちの「供」と書いているのと「ども」と書いてあるのがあり

ますけど、この辺は、絶対これだということ以外はどちらかに統一されたほうがいいという

ふうに思います。でないと、同じページの中に２つあるというのは余りよろしくないかなと

いう気がいたします。 

○事務局 

 今回、2013年に文科省が「子ども」の「ども」を漢字にしたということで、第四次の計画

からは「子供」、漢字を全面的に用いたいとは思っております。 

 しかしながら、佐賀市におきましても、ここ数年「子ども」の「ども」は平仮名で運用す

る流れがございましたので、既に事業名が、特にまなざし運動なんですけれども、「子ども」

の「ども」は平仮名で表記しております。そういった事業であったりとか、もう既に決まっ

ているような計画名であったりとかはこれまでどおり平仮名を、そして、残りの一般的な表

現については漢字をというふうに思っておりますので、施策６が一番漢字と平仮名が混在し

て非常にわかりづらいところもあるのかなというふうには認識しているところです。 

○委員長 

 確かに学習指導要領は「子供」は２文字の漢字になっているんですけど、ほかのところで

は「子ども」の「ども」は平仮名になっているところもあると思いますので、余り同じペー

ジにいろんなものがないほうがいいのかなという気が私はしたものだからですね。 

 それでは、次に行きましょうか。 

 基本目標の説明をお願いいたします。 

○事務局 

 ちょっと１つございますので、全体の分を１つ触れさせていただいてよろしいですか。予

定している時間が少し、皆さん活発な議論で時間も限られているみたいですので、少し早足

で説明をさせていただきたいと思います。 

 お手元にお配りしている資料４の６ページに全体の総括についてはまとめさせていただい

ております。この第三次計画では、平成27年度から５年間を通じて目指すべき教育の姿とし

て「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」ということを基本目標

に定めておりました。 

 それを実現するために、先ほど来説明しております「教育・学習の縦軸をつなぐ」、また

「教育・学習の横軸をつなぐ」という２つの大きな基本方針を掲げ、この基本方針を達成す



- 26 - 

るために、先ほど御説明しました６つの施策というのをそれぞれ展開してきているところで

ございます。 

 基本方針に沿って総括をいたしますと、まず「縦軸」でございますけれども、幼・保、小、

中の連携の取組により手続のなめらかな移行ができていると。また、特別な支援を要する幼

児・児童生徒に対しても個別の教育支援計画や指導計画を作成するなど、特性に応じた指導

ができる環境整備を進め、一定の成果があらわれております。それとまた、御意見でもあり

ましたけれども、ここで不登校児童生徒については、改善傾向の児童もたくさんおりますけ

れども、一定の成果が上がっているものの、不登校の人数はまだまだ増加傾向にあるという

現状がございます。子供の状況に応じたきめ細やかな対応は今後もますます重要になってく

るということでございます。 

 また、生涯学習・社会教育につきましては、生涯学習を行っている市民の割合が減少傾向

にあるということでございますけれども、多様な学習の機会提供を望む市民の割合は増加し

ているということもございますので、地域づくりに重点を置いた施設の役割、機能向上に加

え、市民の社会参加が促進できるような学習機会の提供が必要となってくるということでま

とめております。 

 また、「横軸」についてでございますが、子どもへのまなざし運動の取組により地域全体

で子どもを育む環境の醸成は着実に地域に定着してきているというところでございますが、

一方で、アンケート結果等を見ますと、まだまだ地域行事へ参加している家庭の割合、また

まなざし運動認知度というのは目標には届いていない状況でございます。近年では地域全体

で家庭・教育を支える仕組みづくりが一層求められており、学校や地域、企業等が連携、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あるということ

で総括まとめをしております。 

 また、今回お集まりいただいております次回の第四次計画の策定に当たりましては、今回

振り返りさせていただいております第三次計画期間中における各施策の検証結果を十分に踏

まえていく必要があるということで考えております。 

 簡単でございますが、説明は以上でございます。 

○委員長 

 今の御説明に対して、御意見ございませんでしょうか。非常にわかりやすいですね、「縦

軸」と「横軸」という形で、ぱっと見てわかるというのは非常にすばらしいなと私は思って
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おります。 

 じゃ、よろしいですかね。またありましたら次にでもお願いします。 

 先ほどの基本目標のところを御説明よろしいですか、お願いします。 

○教育部副部長兼教育総務課長 

 それでは、資料４の18ページのほうをごらんください。基本目標です。 

 基本目標につきましては、冒頭の資料１のほうで説明をしたとおり、第三次計画の基本目

標を踏襲することとしておりまして、「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」というふうにしております。この基本目標が佐賀市の教育が目指すところとい

うことになりまして、この計画においては、基本目標の達成のためにさまざまな取組を行う

ということになってまいります。 

 内容について、少しかいつまんで説明させていただきたいと思います。この説明文の２段

落目に記載をしておりますが、近年、社会構造が急激に変化をしておりまして、先の予測が

非常に難しい時代になっています。そういった中を生き抜いていく子供たちには、これまで

の学校教育で育んできた「生きる力」をより具体化し、自らの人生を自らの力で切り拓いて

いく知識や能力を身につけさせることが必要になってまいります。具体的には、学校教育の

中では育成すべき資質・能力として３つの柱を涵養します。 

 １つ目に、「生きて働く「知識・技能」の習得」、２つ目に、「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つ目に、「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」」でございます。 

 また、近年、子供が巻き込まれる事件や事故が増加しておりますし、貧困や虐待、いじめ

の問題等が顕在化しておりまして、子供の命をどう守るかということが大きな課題となって

おります。子供自身も自らの命を大切にし、同様に他者の命も大切に思い接する心を育む必

要がありますが、こういった子供の資質や能力を育むためには、地域社会の中でさまざまな

人とのかかわりや体験をしていくことが重要になります。さらに、学校教育を通じよりよい

社会を創るという目標を学校と社会が共有し、その実現を図っていくことが必要になります。 

 したがいまして、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していく、相互に連携・協力することが重要であります。 

 そこで、義務教育９年間において、佐賀市の目指す子ども像、そして掲げております「ふ

るさとを誇りに思い愛着を持つ心情」、「基礎学力」、「倫理観・社会常識」を身につけ、
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可能性に挑戦する子供を育てたいと考えます。また、義務教育後も自立した１人の人間とし

て、心豊かに生きていくために、生涯にわたって学び地域社会に主体的にかかわるとともに、

多様な他者と協働して将来をつくり出していけるような人材の育成が必要になります。 

 以上のような考え方のもと、佐賀市教育委員会では就学前から学校教育、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」を協働でつくり出していく人づくりを目指して、冒頭の基本目標を

設定するものでございます。 

 説明は以上になります。 

○委員長 

 いかがでしょうか。お願いします。 

○委員 

 基本目標大変しっかりできていると私は思います。これを見て本当に感心しました。 

 ただ、ちょっと私が今コミュニティ・スクールということで地域で、もうことしで学校指

定を受けて10年、私も会長として６年目なんですけれども、その中で、１つお願いというか、

盛り込んでもらいたいというのが、18ページの下から３行目です。「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」とい

うところなんですけれども、実際、私コミュニティをやっていて感じたのは、それぞれの家

庭とか学校、地域がやはり当事者意識を持って、やっぱり熟議と討議をしないといけないと

思っております。そして、学校とか地域の課題とか目標、それをしっかり共有しようじゃな

いかというようなところを持っております。というのが、例えば、学校にああしてください、

地域にこうしてくださいじゃなくして、家庭として何ができるか、それは学校も同じですね、

地域もそうなんです。相手にこうしてください、こうしてくださいじゃなくして、それぞれ

の役割において自分が何をせんばいかんかというようなところを、いわゆる主体的にという

か、主体性を持ってやっていくことも必要かなというところを感じていますので、そういっ

た意味では、学校とか家庭、地域というのは関係性が対等だと思いますし、双方向的である

ことが必要じゃないかなと感じております。 

 そういったところを踏まえて、「家庭、学校、地域、企業等がそれぞれの役割」、ここの

ところに何か当事者意識、あるいは主体的にというふうな、多分この主体的にというのは後

段でも文言が出てきておりますけれども、何かもっと、要は他人任せじゃなくて自分たち自
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身で考えんばいかんよというふうなところで、そういった言葉がどこかに入ればいいのかな

と、ちょっと感じたところでした。 

○委員長 

 例えば、どんな言葉を。 

○委員 

 そうですね、ですから、さっき言った「家庭、学校、地域、企業等が主体的にそれぞれの

役割を果たす」とか、あるいは「当事者意識を持って」とかいう話で、そんな言葉があると

もっといいのかなってちょっと感じたところですけど、皆さんいかがでしょうか。 

○委員長 

 いかがでしょうか。コミュニティ・スクールにその辺はきっちり書いていたような気がし

ますので、そういう文言があれば、それを拾っていただければいいかなという気がします。

大変申しわけないんですけど。 

 ほかございませんか。北島委員。 

○委員 

 小さいことで大変申しわけないんですけれども、「家庭、学校、地域、企業等」と、この

順番というのは何か意味があるのか。順番がちょっと違うというところもありますし、ちな

みに、８ページの真ん中あたりですけれども、「学校、地域、企業等、学校等」と、ここら

辺はまた学校等というのもありますけれども、その学校等というのは何かなとか、そこら辺

ちょっと意味を教えていただければ助かります。 

○委員長 

 学校等というのは、園とかというのが入るということでしょう。 

○教育長 

 そういうことです。役所なんかも企業等の中に入るということで。 

○委員 

 順番等は。 

○教育長 

 順番は、これはまなざし運動では「家庭、地域、企業等、学校等」の順番になっています。

ただ、これ学校教育という視点を置いたときに、学校と家庭というふうな視点があったもの

ですから、「家庭、学校、地域、企業等」というふうな並びかえをしているわけですが、そ
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こはもう委員さん方がどういうふうにお考えになるかによって、同じように統一したほうが

よかったら統一いたしますし、それはもうどちらでも結構でございますので。 

○委員 

 私が公民館におりますので、社会教育のあれからいけば３つ、企業はなくて地域で、「学

校、家庭、地域」とか、そういう感じで書いてあるのをよく目にしますので、ここら辺を

ちょっと、やっぱり学校の視点というものがあったり、あるいは家庭のほうからの視点とい

うのがあるのかなとか、そういうのはちょっと思っていましたけれども。 

○委員長 

 北島委員さんが言われますように、学校、家庭、地域、社会というのは一般的には、教育

長さんも言われましたけど、それなんですけど、ただ、まなざし運動についてはというのが

上につきますとそうなるのかなと。ですから、その辺をわかりやすく書いておけばいいかな

という気がします。 

 コミュニティ・スクールというのは、結局子どもと関わり、見守り、支え、応援していく、

地域社会と連携した学校づくりという、この３行で終わっておりますので、そういった意味

では、そんなに難しくは考えなくてもいいかもしれませんけど、やっぱり統一性みたいなの

はあったほうがよろしいかなという気はいたします。 

 ほかはないですか。はい、どうぞ。 

○委員 

 今日の社会のキーワードというのが超スマート社会ということなんです。ここはやっぱり

私だけかもしれないんですけど、超スマート社会って何なのという注釈を下のほうにつけて

いただくとありがたいかなというふうに思います。 

○事務局 

 はい。 

○委員 

 これ中身については非常にいいと思うんですけれども、書く順番というのがすごく混在し

ているような気がします。 

 まず、先ほどの超スマート社会の下のほうに「複雑で将来の予測が難しい」ということで、

「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」と。それで、これって全体の人づくり、子供のことであるはずなのに、
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ちょっと唐突に、「そのためには、これまで学校教育で育んできた」という形の、学校がこ

の間に入ってきてしまっている。その次のフレーズの「そこで、学校教育では」ということ

が入ってきているんですけど、これは確かに学校教育を主軸に考えていく今後必要があるだ

ろうから、大事な中身ではあるんですが、その後また「一方で、子供を取り巻く状況は」と

いう形で出てきています。なので、せっかく佐賀市が就学前から学校をうまくつないでいく

というところを大きな１つの目標にされているにもかかわらず、それが見えてこないという

のがちょっとあるんじゃないかなと思うので、あと検討していただかなければならないし検

討していただきたいんですけど、そのためには、「学校教育で育んできた」とか「学校教育

では」というところをちょっと後にして、スマート社会と、それから子供を取り巻く状況の

深刻化というのを先に出していったほうがわかりやすいんじゃないかなというふうに思うん

ですけれども。気持ちは私も学校にあるので学校なんですが、せっかく就学前からつないで

いくという、そして18歳まで、佐賀市として生まれて18歳までを責任持ってやっていきたい

という非常に高い目標を置かれているのが見えてこないなという気がしましたので、御検討

いただければというふうに思います。書きぶりの問題です。 

○委員長 

 ほかいかがですか、よろしいですか。 

 私から２つだけ入れていただきたいのは、やっぱり「社会に開かれた教育課程」の実現と

いうのは、文言としてきっちり入ったほうがいいというふうに思いますし、着地点として、

どのように社会と関わりよりよい人生を送るかというのがありますので、その辺も入れてお

かないとなかなかこう、全体としてふるさと「さが」を協働でつくるということに対しては

やっぱり、学習指導要領がいいかどうかはわかりませんけど、きっちり入っているのが、要

するによりよい学校教育を通じてよりよい社会をつくるという、そういう理念は何かという

と、学校と社会が共有してというふうなことがありますので、「社会に開かれた教育課程」

ともう一つあれは入れていただければというふうに思いますけど。 

 じゃ、いいですかね。次の御説明をお願いしてよろしいですか。またありましたらお願い

します。どうぞ。 

○事務局 

 それでは、20ページをごらんください。 

 20ページが、最初のパワーポイントのスライド11でお示ししておりました「縦軸・横軸」
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のイメージ図を明文化したものになります。また、11ページのイメージ図は今後も継承して

いきたいというふうに思っております。 

 これまでの第３期の考え方を踏襲しながらも、今回は「縦軸・横軸」の文章を非常に簡潔

にまとめております。 

 まず、「縦軸」からなんですけれども、「縦軸」については、国の基本方針にも基本計画

にも「自立」「協働」「創造」の３つの理念の実現に向けた生涯学習の構築が継承されてお

ります。もちろん佐賀市においても生涯学習は重要だと考えておりますので、その部分は継

承しております。 

 その上で、リード文の前半は、「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」としております。

こちらはやはり2030年以降の社会の展望を踏まえました、今現在でもＡＩなどが目覚ましく

発展している社会も来ますので、人間ならではの感性や創造力を発揮したいという思いで書

いております。 

 内容につきましては、まずこれまでとの大きな違いで、佐賀市教育委員会が携わるライフ

ステージを大きく３つに分けて枠囲みで段階ごとに表記しております。 

 まず、幼児期なんですけれども、生涯にわたる人間形成の基礎が培われる重要な時期とい

うことで、学習意欲や学習態度の基礎となる好奇心や探究心を培い、学びの芽を育むとして

おります。 

 続いて、小・中学校の義務教育期間につきましては、平成18年の一番最初に佐賀市で教育

基本計画を策定したときに、義務教育における目指す子ども像というのを定めました。それ

が「ふるさとを誇りに思い愛着をもつ心情」、それから「基礎学力」、そして「倫理観・社

会常識」の３点になります。 

 今回は、この目指す子ども像を佐賀市教育委員会の職員、それから教職員、そして市民の

方々にも共通認識としてより意識していただきやすいようにということで、枠組みでくくっ

て、さらにリード文をつけて目立つようにしております。義務教育９年間でこれらの資質・

能力を育む子供を育てていきたいというふうに考えております。 

 そして最後になります。 

 義務教育後につきましては、これまでの学びを生涯学習に向かわせるために、各種社会施

設を情報拠点や生涯学習の拠点、そして交流の場として学習機会や学習情報を提供していき
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たいというふうにしております。 

 続きまして、「横軸」のほうも説明をさせていただきます。 

 「横軸」につきましては、先ほどからたびたび説明に上がっておりますように、家庭、地

域、企業等、学校等がそれぞれの立場において連携・協働し、社外全体の教育力の向上に努

めることが重要であるというふうにしております。その前の文章のほうでは、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、各種が連携しながら教育力の向上

に努めたいというふうにしております。 

 本文につきましてが３段落に分かれておりますが、１段落目では、「横軸」において育て

たい人材を書いておりまして、多様な他者との関わりや地域社会におけるさまざまな体験の

中で、先ほどの目指す子ども像の一つである「ふるさとを誇りに思い愛着をもつ心情」を育

み、その郷土愛がやがて子供が佐賀市に誇りを持って何か還元したいとか、学んだものを社

会に還元していくような人材につながるのではないかという思いを込めて、地域の将来を担

う人材を育成していくというふうに結んでおります。そのような人材を育む土壌として、家

庭、地域、企業等、学校等のそれぞれが教育の場であるというふうに捉えて、全ての市民が

子供の育成に関心を持ち、そして主体的に関わる社会の構築を目指したいとしております。 

 そして最後に、「横軸」が今後も持続・発展していくためには、まず国や県の関係機関と

連携しながら、誰もが社会の担い手となれるような教育や学習活動の機会を提供していくこ

とで推進していきたいというふうに締めております。 

 説明は以上です。 

○委員長 

 よろしゅうございますか。いかがでしょうか。お願いします。 

○委員 

 基本方針の１つ目のところですけれども、幼児期、小・中学校の義務教育期間、それから

義務教育後という形で、生涯にわたってということで、そのステージごとに書かれていると

いうのは非常にわかりやすいなと思います。 

 ただ、義務教育後というところがちょっと余りにも、９年間終わった直後ぐらいの雰囲気

しか伝わらないので、やっぱりここは目標、網かけのところにあるように、生涯にわたって

学習できるという、それから生涯学習に向かわせるということは非常に必要ですし、ここは

とてもいい文言だと思うんですけれども、それを継続して年とってからの生涯学習としての
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役割もここに書いておかないと、これでは読めないなという感じがしますので、生涯にわ

たって豊かな自己実現をするためにとか、やっぱりそういう言葉を入れていただけたらいい

かなというふうに思います。 

 それからもう一つは、義務教育後のところがどうしても受け身のような、提供しますとい

う、提供していますからどうぞという感じがどうしても見えるので、受け手の市民のほうか

らやっぱり豊かになれるというような気持ちを醸成していくとか、ちょうどこちらのほうの

基本計画の見直しの方向性のポンチ絵のほうには、生涯を通じて学ぶ意欲、その下に自己実

現という言葉もあるわけですね。だからやっぱり、そういったことをこの３番目の義務教育

後のところにはぜひ入れていただいて、教育委員会の範疇と言ったらおかしいですけど、学

校教育だけではなく、生涯にわたった生涯学習ということも非常に重要視しているんだとい

うふうなものが見えたほうがいいかなというふうに思いました。 

○事務局 

 ありがとうございます。 

○委員長 

 いかがでしょうか。 

○事務局 

 次回の委員会の際にまた回答させていただきたいと思います。 

○委員長 

 ほかございませんか。山田委員。 

○委員 

 小さなことなんですけれども、小・中学校の義務教育期間のところの文言で、「義務教育

終了」、ここの終了は「終わる」なんですよね。２ページと８ページは「修める」を書いて

あるんですが、何か使い分けされているのかなと思いまして確認です。 

○事務局 

 済みません、こちらにつきましては整理してまた次回に提出させていただきます。 

○委員長 

 よろしくお願いします。ほかございませんか。 

○教育長 

 山田委員さん、今のは「修める」のほうがいいとおっしゃられたいわけでしょう、そうで



- 35 - 

もないですか。 

○委員 

 いや、使い分けをされていて修了、修了、最後に終了と書いてある、３回目を「終わり」

としてあるのかなと。 

○教育長 

 時間経過からいくとこの「終了」でもいいと思うんですが、やっぱり内容面で言わないと

いけませんから、これは「修了」のほうが基本的には正しいと。ちょっと検討させてくださ

い。 

○委員長 

 ほかにないでしょうか。この横の接続のところで、ちょっと僕はあれですけど、「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」と書いていますけど、これ

が「佐賀」ではだめなんですかね、「佐賀を目指して」とかいうことではだめなんですかね。

いや、急に何か大きく「社会づくり」になったんだけど、そこは「佐賀」という言葉を使っ

たらどうかなと、これはもう本当に個人的なところですけど。 

 あとございませんでしょうか、よろしいですか。またありましたら次のほうにでもあれし

ていただけますか。 

 一応こういう形で了承ということでよろしゅうございますか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長 

 ありがとうございました。では戻します。 

○事務局 

 伊藤委員長ありがとうございました。皆様、御審議いただきどうもありがとうございまし

た。 

午後７時52分 閉会 


