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第２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８月７日（水） 

開会時間 午後５時５５分～午後７時４８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、

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、村上公民館支援課長 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 髙橋委員 

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、本日の会議を公開としてよろしゅうございますか。 

    〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長 

 では、公開といたします。 

 それでは、前回の会議を受けて修正した箇所について、事務局から説明をお願いできます

でしょうか。 

○事務局 

 それでは、「指摘事項に対する対応状況」の表と、資料２の素案を御準備ください。 

 表のほうから確認してまいります。 

 全体的に通じる部分としまして、前回「子供」の「供」の字を平仮名にしたほうがわかり

やすいのではという御意見をいただきましたので、今回平仮名に統一することといたしまし
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た。 

 そして、家庭、地域などの並びについては、前回の御意見を踏まえましてまなざし運動の

並びに統一し、「家庭、地域、企業等、学校等」という並びにしました。 

 それから、超スマート社会を含めまして、わかりづらいと思われる語句につきましては極

力注釈を入れるように対応しております。 

 続きまして、施策１の修正につきまして、あわせて資料２の８ページをごらんください。 

 課題の中の「環境の整備」について、ハードなのかソフトなのかということを明確にした

ほうが課題解決につながりやすいという御意見を賜りました。それに基づきまして、まず青

字部分のところなんですけれども、不登校、いじめと、その下にありますインクルーシブを

前回は１つにまとめて書いていたんですけれども、分けることで環境整備の対象をわかりや

すくしております。 

 また、８ページの一番下から２番目、赤字部分のところですけれども、「安全で快適な教

育環境の整備」としていたものを「安全性の確保」と修正いたしました。そのことで学校施

設にも避難場所に対しても通じる表現に変更しております。 

 さらにその下です。こちらは登下校時の安全確保に関する課題が前回ございませんでした

ので、新規で追加しております。 

 表に戻りまして、外国籍の子どもに対するケアということで御意見を賜りました。その分

につきましては、８ページの課題の真ん中あたりに赤字で示しております。「近年日本語指

導が」というところで、日本語指導が必要な子どもに対するケアを追加しております。 

 青字の部分が何かと申しますと、総合計画も今見直し中でございますので、そこの整合性

を図る上で、内容はそのままにより明確にわかるように修正を加えております。 

 続いて、施策２です。11ページです。課題の「多様化する市民のニーズ」、それから「担

い手づくり」について、内容を明確に示したほうがよいという御意見をいただきましたので、

まず「多様化するニーズ」につきましては、その背景となる社会情勢を追記しております。

そのことで学ぶ内容であったり学びたい時間帯、所要時間など、当然変化が生じ、多様に

なっているのではないかということが読み取れるようにしております。 

 その下が「担い手」になりますが、「担い手」はまだ地域活動に参加していない、今ある

地域活動を支える大人、それから未来の地域を支えていく子どもの両方を指したものになり

ますので、それが読み取れるように修正をしております。 
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 続きまして、施策５、15ページです。こちらは子育ての対象年齢を整理したほうがよいと

いう御意見でした。課題の１つ目だけは対象が小学生に限定されておりますので、その旨を

追記しております。 

 続いて、施策６、外国籍の子どもへのケアは先ほど申し上げたとおりです。 

 企業の力の活用については、この後の施策の方針のほうで記載しております。 

 ニート、ひきこもり、不登校の子どもたち等に対する支援機関の連携について、改善の内

容をより具体的にという御意見につきましては、18ページに分野ごとの専門機関を明記し、

機能の充実に取り組むとしております。 

 続きまして、基本目標です。 

 基本目標につきましては、社会潮流と学校教育の内容を分けて記載したほうがよいという

こと。それから当事者意識を持つための「主体的に」という表現を追記したほうがいいとい

うこと。それと「社会に開かれた教育課程の実現」を追記したほうがいいという御意見をい

ただきましたので、それらを踏まえまして、全体的に構成を見直しております。 

 最後になります。基本方針です。22ページになります。 

 縦の接続の部分で、義務教育後に「生涯にわたって活躍し自己実現できるように」という

ことと、それから「仲間とつながりながら楽しく学び続ける意識を醸成します」ということ

を追記しております。これによって、生涯学習に対する佐賀市の思いと施設を拠点に意識醸

成を図っていくということを示しているものです。 

 また、横軸につきましては、前回は「豊かで安心して暮らせる社会を目指し」としており

ましたが、御指摘いただいたとおり「さが」というふうにしまして、佐賀ならではの計画と

して示していけるように変更しております。 

 前回いただいた御意見に対し修正した箇所は以上になります。 

○委員長 

 委員さん方、今の説明に対して何かございませんでしょうか。お願いします。どうぞ。 

○委員 

 １つだけ教えていただきたいのが、８ページの④課題の丸ポツ５つ目の「小学校低学年か

ら学校になじめない子どもがいることや」ということを消していらっしゃると思うんですが、

これはどういった意図でここの部分を消されたのか、もう一度教えていただけませんか。 

○学校教育課長 
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 これは前回、御指摘がありましたように、成果指標②のところに「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」というところがございます。

実績値としまして100％、これは保育幼稚園課のほうでのアンケートで100％ということで、

学校の教員としては円滑に接続ができているということになっておりますけれども、この文

章表現として「小学校低学年から学校になじめない子どもがいる」ということは、ここの整

合性がとれていないのではないかという御指摘を受けまして、実際の問題として確かにここ

にあるところで整合性が非常に難しいというところで、ここを削除させていただいて、実際

問題として、低学年だけではなくて、集団での学校生活、学校全体のところでの文章表現に

させていただいております。 

○委員長 

 よろしいですか。 

○委員 

 ありがとうございます。 

○委員長 

 私たちは事務局の案をもとにしながら、自分たちがつくっているという感じでございます

ので、お答えいただいているんだけど、自分たちの考えというか、それが反映されていると

いうふうに考えていったほうがよろしいかなと思います。 

 そういった意味で、いろんな疑問点とかを出されたほうがいいような気がします。 

 ほかございませんか。大体よろしいですかね。 

 「地域コミュニティ」という言い方ですが、これの説明はしましたかね。新しい言葉で、

合理的配慮とかインクルーシブ教育とか、そういう中に「地域コミュニティ」という言い方

が１つの単語としてあるならば、それは注釈を入れたほうがいいかなという気がしましたけ

ど、いかがですかね。 

○事務局 

 はい、注釈を入れるようにしていきます。 

○委員長 

 わかりそうでなかなかわからないですよね。 

 後はよろしいですか。振り仮名を打ったほうがいいところとか、随分御苦労してあります

ので。 
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 それでは、ほかに質問がないようでしたら、前回の指摘事項に対する確認はこれで終わり

たいと思います。よろしゅうございますか。 

    〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長 

 次に、各施策の基本方針について、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、資料２の24ページからになりますので、こちらのほうをごらんください。 

 これから各施策の取組方針について御説明をしてまいります。 

 第１回の策定委員会でも説明をしておりますけれども、教育振興基本計画の構成としまし

ては、基本計画と実施計画の２部構成となっておりまして、これから説明するのが基本計画

の中の施策の取組方針ということになります。 

 したがいまして、文字通り方針ということを記載しておりますので、個別具体的な取組に

ついては実施計画の中に記載するということになりますので、そのことを踏まえて、取組の

方針や方向性がこれでいいのかという視点で御審議をいただければと思っております。 

 なお、これから説明する施策１ですが、他の施策と比べると内容が多岐にわたっておりま

してボリュームが大きくなっておりますので、少し説明の時間が長くなるということと、記

載している内容の一部については説明を割愛させていただきますので御了承いただきたいと

思います。 

 それでは、説明に入ります。 

 24ページをごらんください。施策１「就学前からの教育の充実」です。(1)目指す姿、施

策の目標として記載のとおり「子どもたちは、楽しく学校に通い、意欲的に学んでいる」と

いうことを掲げております。 

 (2)施策の取組方針といたしまして、まず基本目標にも掲げておりますが、今日の社会は

先の予測がつかない時代となっており、子どもを取り巻く環境も変化し、子どもの命が危機

にさらされるような深刻な状況も出てきている中、子どもたちは地域社会の一員として、ま

た国の内外で活躍できるよう生活習慣や社会のルールを身につけるということ、確かな学力、

豊かな人間性、たくましく生きるための健康や体力を育成することが重要であるという前提

のもと、義務教育の修了までに身につけたい力として示しております「佐賀市の目指す子ど

も像」、これは「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
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常識」を身につけた子どもということになりますけれども、その実現のためにゼロ歳から15

歳までの「育ちと学び」の連続性を確保し、円滑に移行するため幼、保、小、中の連携を推

進します。 

 まず、幼児期においては、人間形成の基礎が培われる重要な時期であると位置づけ、家庭

と幼稚園・保育所（園）との連携を深めます。 

 小・中学校では、学習指導要領が示す資質・能力を身につけるとともに、社会に開かれた

教育課程を実現する手段の一つとしてコミュニティ・スクールの導入を推進し、先ほど申し

上げました「佐賀市の目指す子ども像」の実現を図っていきます。 

 このような教育を進めるためには、教師が児童生徒と向き合う時間を確保することが必要

ですが、課題のところでも上げましたように、近年、教師の多忙化が問題となっております。

そのため、教職員自身の働き方の見直しとともに、人的配置やＩＣＴ機器の有効活用を図る

こと、また家庭、地域、企業等との連携・協働により、社会全体で子どもを育む体制を整備

します。 

 次に、いじめ、不登校の問題になりますけれども、いじめについては低年齢化が進んでい

ること、不登校が増加傾向にあるなどの課題がありまして、相談体制の充実や組織としての

対応により解決を図ってまいります。特に、いじめに関しては、全国的にはいじめを苦にし

た自殺なども起きておりますので、子ども自身が命の大切さを学んだり、自分と他者との違

いを受け入れ、互いを尊重する心を育むなど心の教育の充実を図るとともに、佐賀市いじめ

防止基本方針に基づいて取組を強化してまいります。 

 不登校対策としましては、学校復帰に向けた支援を行うとともに、学習支援員による別室

での学習やＩＣＴを活用した自宅学習など、多様な学びの提供に努めてまいります。 

 25ページに入りますが、特別な支援や配慮を必要とする児童生徒はますます増加しており、

教育のニーズもさまざまでありますので、個別の教育支援計画を作成し、校内支援体制を充

実してインクルーシブ教育を推進してまいります。 

 また、日本語指導を必要とする児童生徒も増加傾向にあるということで、今回新たに課題

にも追加しておりますが、こちらについても一人一人状況が違いますので、個別の教育支援

計画により対応してまいります。 

 最後の段落になりますけれども、児童生徒の安全確保ということで、ハード面、ソフト面

を書いております。特に、通学の安全・安心のために、通学路の安全点検や不審者対策の実
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施、安全点検で上がってきた危険箇所等の改善などを進めていく旨記載をしているところで

ございます。 

 次に(3)施策の成果指標と目標値になります。 

 冒頭説明がありましたように網かけをしているところ、ここで言うと５つの指標になりま

すけれども、これは総合計画の指標と共通のものになっておりまして、施策の目標である

「子どもたちは、楽しく学校に通い、意欲的に学んでいる」、この達成度をはかる指標とし

て設定をしております。現計画、教育振興基本計画、第三次教育基本計画でも掲げていたも

のになります。ただし、基礎学力の水準ということについては、指標の名称はこれまでとほ

ぼ同じですけれども、指標のとり方を今回変更しております。これまでは佐賀県の５教科平

均の正答率を１とした場合の佐賀市の比率としておりましたが、今回から県が設定している

目標到達基準である「十分達成」の正答率を１とした場合の佐賀市の到達度というふうに変

えております。 

 網かけのない２つの指標ですが、これは教育振興基本計画のみで掲げている指標になりま

す。 

 １つ目は、小学校から中学校への接続がうまくいっているかをはかる指標で、これは現計

画でも使っておりまして、計画策定時の基準値は平成25年度実績で68.5％でした。その後、

順調に率が上がってまいりまして、平成30年度実績はそこに書いておりますように72.3％に

なっておりますので、さらに令和６年度までに毎年0.5ポイントずつ上昇することを見込ん

で75％の目標設定をしております。 

 最後のコミュニティ・スクールの実施校数につきましては、今回新たに追加した指標にな

ります。国では、全ての公立学校にコミュニティ・スクールを導入するという努力目標を掲

げておりまして、本市においても推進の方向でございますが、最新の佐賀県の総合計画で設

定された目標値が実施校の割合、こちらは割合になっておりますが、26％となっておりまし

たので、これを参考に本市においても令和６年度にはそれを超えるようにということで今回

14校としております。これは率で言うと26.4％になります。 

 施策１の説明は以上でございます。 

○委員長 

 １つずつしていきますかね。 

 委員の皆様いかがでございましょうか。 



- 8 - 

○委員 

 それでは、まず私のほうからお話をさせていただきます。 

 私もいわゆる学校運営協議会、コミュニティ・スクールをやっている者としましては、本

計画の中にコミュニティ・スクールの導入によって「佐賀市の目指す子ども像」の実現を

図っていくというところが入っているということで、大変私も喜ばしく思っております。 

 その中で、施策の成果指標と目標値に新たにコミュニティ・スクールの実施校数というと

ころで加えていただいたところも非常に私も評価すべきところだと思っておりますけれども、

確かに、国は全ての公立校ということで、県が26％を参考にということで14校、これが全体

の26.4％ということなんですけれども、どうなんでしょうか。ちょっと私の気持ちから言わ

せていただければ、ここはもう少し頑張ってこの目標値が上がっていければどうかなという

気が私はします。 

 というのも、ずっと私いろんなところでお話をしているんですけれども、市内でいろんな

校区で、いわゆる子どもたちの安全・安心というところで活動しておられる団体、相当数お

られます。その中では、非常に地域の皆様方の意識というのは高いものがございまして、そ

ういった中で、その地域の盛り上がりというのは今どこの校区もいろんな活動をしながら

やっておられます。そういった中で、やはり私は地域の情熱、それともう一つ大事なことは、

学校の学校長のやっぱりやる気、この２つがあれば、私はどこの校区でもできるんじゃない

かなというところがあると思います。やはりつくった中では佐賀市内相当ポテンシャルが高

いんじゃないかなということと、今後、そういったコミュニティ・スクールの導入に関して

のいろんな啓発をしながら各校区でやっていこうという機運をどんどん醸成していければ、

まだまだこの14校よりももっとできるんじゃないかなという気がしますけれどもいかがで

しょうか。 

○委員長 

 はい、お願いします。 

○教育部副部長兼教育総務課長 

 御意見ありがとうございます。確かに、国の目標から言うと、もうちょっと頑張らないと

いけないのかなと思っているんですけれども、ただ、ちょっと聞いた話ではありますけれど

も、全国的にやはり国がそういう目標を掲げた、努力目標と言っているということもあって、

かなりコミュニティ・スクールが全国的にはふえてきているということですが、ちょっと悪
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い側面といいますか、形だけ整えて中身がちょっと薄いというふうな学校もあるやに聞いて

おります。 

 また、学校にとっても短期的にはやはり教職員の皆さんの負担が大きくなるというところ

も、そういう側面もありますので、働き方改革を推進する立場である教育委員会からやれや

れと言うのもちょっとどうかなと。逆に成果が上がらないというふうにも思っておりますし、

そういう意味では、学校側が本当に必要性を感じていただいた上で取り組んでいただくべき

ではないかなと思っていますので、少し時間をかけたいなと思っているところではあります。 

 それと、先ほど言われましたことなんですが、機運が高まっているのではないかという話

ですね。確かにそうだと思うんですけれども、一方では、６月の議会でもちょっと出たんで

すけれども、まちづくり協議会が結構各校区できておりまして、まちづくり協議会とこれは

どう違うのと、自分たちはまちづくり協議会でもう目いっぱい連携はできているということ

であったり、まちづくり協議会がなかったとしても、学校とはしっかり地域は連携してやっ

ているから、わざわざこの学校運営協議会って必要なのかというふうなことも出てきており

ます。 

 実は、まちづくり協議会とは違う部分があるんですけれども、ここが違んだよということ

を丁寧に説明をしながらやっていく必要があるかなと思っているところではあります。 

 それと、県の率を参考にと申し上げたんですけれども、佐賀県の計画を見ますと、佐賀県

は2018年の実績が、これは率ですが20.3％で、令和４年度計画の終期には26％にすると、5.

7ポイントほど上がるということになると思うんですが、佐賀市の今の８校から14校という

のは、率で言うと15％から26.4％でございますので、これでも結構大変かなと思っていると

ころです。 

 以上でございます。 

○委員 

 関連でいいですか。 

○委員長 

 はい、どうぞ。 

○委員 

 コミュニティ・スクールについては、やっぱり私の立場というか、地域という立場ですの

で、物すごく協議があっておりました。 
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 それで、コミュニティ・スクールを今何年かされていると思うんですけれども、やっぱり

成果と課題というのはあろうと思います。しかしながら、国がこのコミュニティ・スクール

を始めた理由としては、やっぱり先生たちの労働時間を少し軽減し、学校に全て任せるん

じゃなくて、地域にもやっぱりそれ相応の骨を折っていただくという形だろうと思うんです

ね。 

 しかしながら、やっぱり今出た話の中では、先生たちコミュニティ・スクールになったら

自分たちの仕事量がふえるんじゃないかという危惧感があるということをおっしゃられまし

たけれども、えっというのが正直な話なんですけれども、これは文科省でいけば学校教育の

事業という形ですけれども、社会教育の側からまた同じように地域学校協働本部等々、そう

いうのがある。 

 そしたら、今運営協議会とまち協の地域の人の不安というのが、その２つだけじゃなくて、

地域のほうからもまた出てきますよと。今佐賀市、あるいは県が本部を立ち上げているかど

うかちょっとわかりませんけれども、そこら辺のこともあると。そしたらやっぱり先生たち

の不安はもっと多くなって、そしたらいざ我々は学校を協力しますよと、地域のほうは協力

しますよと思っていても学校がブロックするとか、そういうふうにならないのかなという不

安もちょっとあります。 

 以上です。 

○委員 

 今、おっしゃたこと重要だと思います。実際、私がコミュニティ・スクールをしていて感

じたことがあります。当初は確かにありました。やっぱりコミュニティ・スクールをやると

きに２カ月に１回とか、委員会やる担当の先生、あるいは全部の先生と時間外でいろんな協

議をせんといかんということで、当初はやっぱり先生方の負担がふえるんじゃないかなとい

うところでございましたけれども、北川副小学校は今10年になるんですけれども、今少しず

つ変わってきています。というのが、先生がずっと子どもたちに授業を行うときに、地域の

人たちがその中に入ってきて、朝の実習とかいろんなところで学習支援を地域の人たちの皆

さんの力を借りながらやっていくわけですね。そうすると、やっぱり先生方がもっともっと

子どもと向き合う時間がそこでとれていくと。その中でやっぱり地域の人の力がそこで十分、

いわゆる私たちは学校を支援していく、学校の困り事を私たちで何とかしていくというとこ

ろがございます。 
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 それと、先ほどの協働推進、いわゆるプラットホームなんですけれども、実際、今年度か

ら北川副小学校はそれを実施しようと思っております。要は、運営協議会でいろいろ議論を

しても、実際に動く人がいないとコミュニティ・スクールとしての機能が果たせませんので、

そういった中で、実際にそれをコーディネートする人たちを、いわゆるまち協とかとの橋渡

し、あるいはさまざまな関係団体との橋渡しをしながら、実働部隊として動く人たちをしっ

かりコーディネートする人をつくりましょうということで今実際やっておりますので、そう

いったところも含めて、先生方の負担が大きいというところは危惧としてあるとは思います

けれども、これはしっかりやっていけば逆に先生方の働き方改革として負担が減っていくの

ではないかなというところを私は実感として感じているところです。 

 以上です。 

○委員長 

 委員さん方よろしいですか。 

 今、私の近くにコミュニティ・スクールをやっていて成果を上げていますけど、今、おっ

しゃいましたように、実働組織というのはきっちりつくって、これは学習の、これは地域な

んだと幾つかに分けて具体的にやっていくと確かに成果は出ます。しかし、それまでにいろ

いろ課題等もありまして、時間は要るかなと。ですから、結果的にはこの目標値14ぐらいの

中でやっていって、スタートとしてはいいかなという気が私はしておりますけどいかがです

かね。もしかしたらふえるかもしれないし、もしかしたら厳しいということになるかもしれ

ません。今のところはそんなところかなという気がします。 

 あと施策１について何かございますか。はい、お願いします。 

○委員 

 幾つかお尋ねしたいんですけれども、１点は基礎学力の水準の基準の御説明を今いただき

ましたけど、よくわからなかったので、もう少し説明をしていただきたいというのがありま

す。 

 まずちょっとそこからよろしいでしょうか。 

○委員長 

 お願いします。 

○学校教育課長 

 まず、ここの中学２年生の基礎学力の水準というのが、以前は県の平均を１としたときの
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目標値としまして、例えば、1.01とかいうような形で設定させていただいておりました。 

 ところが、佐賀市の中学生というのが佐賀県全体の約４分の１以上を占める人数がおりま

すので、佐賀市全体が上がると県も当然上がってまいります。そのようなときに1.01という

目標値がなかなか非常に、こっちが上がると当然こっちも上がるので厳しいものになるとい

うのと、もう一つ平均を超えればいいのかというところが非常に疑問としてございましたの

で、例えば、今回の全国学力・学習状況調査は、中学生の英語というのは非常に全国的にも

低いものでございました。じゃ、その低い平均を超えていればいいのかというところの疑問

もございましたので、県がやっております学習状況調査において、「十分達成」というとこ

ろを１としまして、それに対して迫っていくというような目標値に変えさせていただいたと

ころです。 

○委員 

 この目標値の１というのは、「十分達成」というのは、これまでどのような形で使われて

いたのでしょうか。 

○学校教育課長 

 このテストのたびに県のほうが示すものでございまして、「概ね達成」というところと

「十分達成」というところで、目標値として県が設定をしておったところでございます。そ

れに対しまして、「概ね達成」はほぼ超えているところであったんですが、なかなか「十分

達成」というのは非常にレベルの高い、目標値として高いところでございましたので、なか

なかそこには到達できないんですけれども、そこを目指すべきであろうというところで目標

値としてさせていただいたところです。 

○委員 

 例えば、0.77という数値は、やっぱり市民としてはわかりにくいんですよね、平均値をど

れだけ超えたかというのであればすごくわかるんですけれども、後退しているというか、そ

ういうような感覚に陥りそうなんですけれども、そうではないという明確な基準の上でつく

られているのでしょうか。本当にというか。 

○学校教育課長 

 そうですね。平均というのが非常にわかりやすくはあるんですけれども、目標としたとき

に、例えば、テストのときに隣の○○君に勝ったからいいのか、そこに非常に私としても疑

問を持っておりましたので、やはりそのテストというものに対しては、ある程度ここまでは
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到達してほしいという思いを持ってつくられているものでございますから、やはりそれにど

こまで迫ったかというところで指標を出すべきではないかなというふうに思いましたので、

確かに後退をしたと、わかりにくいと、これが本当に目標として適切なのかというところも

ございますので、もう少しこの説明が必要であれば、どういうものかというところを加えさ

せていただくという形でいかがでございましょうか。 

○委員 

 そうですね、かなりわかりにくい数値というか、基準の置き方になっていると思いますの

で、やはりそこはもう少し明確になるように説明をしていただくということと、それからも

ちろん平均値を超えたらいいのかという考え方はあると思いますけれども、やはり佐賀市で

あれば先ほど４分の１と言われたので、人数も多いので大変だとは思いますけれども、やっ

ぱり佐賀県の中でどこが学力をリードしていくかと言ったら、佐賀市にリードしていただく

という姿勢というのは必要なんじゃないかなと思うので、何も平均値をどれだけ超えたかで

あらわさなくてもいいんですが、この数字が本当にそういったものを基準としてあらわせる

ものなのかというところはもう少し説明をいただいたほうがいいのではないかなと思いまし

た。 

○学校教育課長 

 わかりました。ちょっと検討させてください。 

○委員長 

 ここは扱えるんですか、このグレーの部分は大丈夫なんですか。 

○教育部副部長兼教育総務課長 

 一応この指標自体を変更することはできないです。グレーの網かけの部分が総合計画と共

通の指標ということにしておりますので、この数値をまた平均に戻すというのはできないん

ですけれど、説明する部分は下の用語説明とか、詳しく説明することは教育振興基本計画の

ほうで入れることは可能であると思っております。 

○委員 

 ぜひそれはお願いしたいというふうに思います。 

 それから、もう一つは、令和６年度の目標値で一番上が1.47とか、それから市民の割合87.

6とかというふうに小数点以下の数値までできてくるんですけれども、例えば、５年後、６

年後の目標値にそういう小数点のような細かい数値を目標値として設定することの意味が
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ちょっとよくわからないなと思うんですけれども。 

○教育部副部長兼教育総務課長 

 今言われた２つですね、「不登校児童・生徒の全体に占める割合」が1.47、それから、そ

の３つ下の「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」が87.6、

これなんですが、これは目標設定の理由に関係があります。というのは、まず不登校児童の

ところですけれども、この割合は、佐賀市は国とか県に比べて率がずっと高いということが

ありまして、現時点で最新の国の実績値、平成29年度ですけれども、これが1.47％であると

いうことで、令和６年度には少なくともその水準まで減らしたいということで、それをその

まま使っているという理由です。 

 それから、87.6のところなんですが、これはもともと総合計画が令和６年度までの目標と

なっていまして、87.0という目標だったんですね。ところが、30年度実績でその目標値を超

えてしまいましたので、もともとの87.0に置いておくのはおかしいということで、今の水準

を維持するということで、30年度実績の87.6をそのまま６年度に置いたということに、そう

いう理由でこういう設定になっております。 

○委員 

 根拠としてはわかるんですけれども、目標値を立てるといったときに、例えば、1.47でな

くても1.4まで頑張るのか、あるいは1.5にするのか、それから、87.6は超えたのであればせ

めて88にするのかという考え方です。例えば、１年後、２年後の目標値であれば、現時点の

国の数値が生きてくるという考え方あると思うんですけれども、それを５年後ですよね、か

なり先の目標値として小数点、その作成した年の国のデータがこれだったからという根拠と

いうのは少し薄いんではないかなと。それより大幅に目標値を高くすると大変なことになる

と思うんですが、もう少し数字として、目標とする数値はシンプルな数値のほうがいいんで

はないかというふうに思うんですけれども。 

○教育部副部長兼教育総務課長 

 おっしゃることはよくわかります。ただちょっと、私どもの都合かもしれませんけれども、

後から見たときに、この数値にした根拠というのがはっきりわかるほうがいいなというのが

あるのでこういうふうになっております。 

 それと、大変申しわけないんですけれども、これも網かけ部分でありまして、この目標値

も含めて総合計画のほうで決まってしまっておりますので、ちょっと今回は変更できないと
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いうことになります。申しわけありません。 

○委員 

 数字ももう変更はできないということなんですね。 

○教育部副部長兼教育総務課長 

 数字といいますか、この網かけの部分については、指標そのものと数値、目標値の分につ

いては、網かけの部分については変更できないということです。 

○委員 

 わかりました。 

○教育長 

 委員のおっしゃることよくわかります。 

 ただ、１点目の不登校の割合ですが、これは０コンマ２桁、もっと下まで本来は必要なん

です。非常に微妙なところの数値で動いていますので、だから、その根拠となるものをどこ

に持ってくるかとなったときに、例えば、国は1.47だと言っているときに、私どもがこれを

1.4にするよりも、小数点第二位まで設けておいたほうがむしろ必然性はあるというふうに

考えております。 

 それからもう一つは、２番目の楽しく通っているこのパーセント、88なりでいいかなと

思っていますが、現状では総合計画のほうで、親のほうで変えられない状況になっています

ので、推移を見ながらここら辺はまた判断をさせていただきたいと思います。 

○委員 

 わかりました。 

○委員長 

 そういったところを明記していただいたほうが、確かに委員が言われるように、小数点第

二位、小数点第一位とか、見たときに何だろうなという感じになると思いますので、こちら

はわかっていても見る人がわかるようにしなきゃいけない。そういう配慮が必要かもしれま

せんね。 

 では、施策１のほうはよろしい──はい、どうぞ。 

○委員 

 25ページですけれども、１行目と２行目です。「特別な支援や配慮を必要とする児童生

徒」、これはどういう障がいの子どもさんを想定されているのかというのと、２行目の「環
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境を整えるとともに」と、その「環境を整える」というのは、もう少し具体的にはどういう

ことなのかと、そこら辺をお聞きしたいんですけど。 

○学校教育課長 

 「特別な支援や配慮を必要とする」というのは、障がい者に限定しておりません。全ての

というふうにお考えいただけたらと思います。インクルーシブ教育の推進というところで

あっておりますので。その環境というのは施設、設備面を含めましての環境ということにな

るかと思います。合理的配慮というのが前回出てきたかと思いますが、そのことも含めてと

いうことでございます。 

○委員長 

 よろしいですか。そしたら、書き加えたほうがわかりやすいということですかね。日本語

を母語としないとか、一応配慮事項が３つから４つありましたね。その中の一つで、あくま

で特別支援だけじゃないということだけはありそうですけど、学習指導要領には３つぐらい

出ましたよね。はい、どうぞ。 

○事務局 

 一応７ページのほうで、「特別な支援を必要とする幼児・児童生徒」というところで障が

い種のほうは書いておりますので、先ほどのページは全ての子どもというところだったので、

そこはまた書き分けたような形で注釈を設けたいと思います。 

○委員長 

 ７ページの欄外のところですね。 

○事務局 

 はい。 

○委員長 

 よろしゅうございますかね。 

○委員 

 24ページの表記上の問題なんですけれども、８行目に「幼児期は」というところがありま

して、その次の行に「幼稚園・保育所（園）の連携を深め」と書いてあります。最後のほう

が「幼児教育の充実」になっておりますから、保育園が上げられているのであるならば、

「幼児教育・保育」というような表記にしなくてはいけないのではないかなと思っておりま

すがいかがでしょうか。 
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○委員長 

 いかがですか。 

○事務局 

 はい、検討したいと思います。 

○委員長 

 ほかはいかがですか。 

 表記だけでしたら、24ページの施策の取組方針の２行目ですけど、「確かな学力、豊かな

人間性、たくましく生きるための健康や体力」、これがまさに生きる力ですので、生きる力

をまとめておいたほうがいいかもしれませんね。学習指導要領はそういうふうにしているの

で、わざわざそれを出してというよりも、その３つが生きる力なんだということを指したほ

うがいいかもしれないですね。あとはいいですか。 

    〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長 

 では、施策２の説明を願います。 

○社会教育課長 

 そしたら26ページ、施策２の「自ら学ぶ生涯学習の推進」でございます。 

 まず、(1)目指す姿でございますが、記載のとおりでございます。市民が自分自身の生活

において学びたいと思う知識や技術を公民館や社会施設等で思うように学ぶことができ、そ

のことを自身の生活に役立てたり、地域に波及させて貢献したりするなどして生涯学習を実

践することで、生きがいを持って暮らしている姿を目指しております。 

 (2)施策の取組方針についてでございますが、さまざまな要因により生涯学習の実践に及

んでいない市民に対しまして、さまざまな関係機関や公民館等を中心とした地域との連携を

図りながら、生涯学習の機会を充実する環境づくりを行ってまいります。それにより、市民

の生きがいづくりや自己啓発が図られ、地域のまちづくりや地域の課題解決に活かせる仕組

みづくりにつなげていきたいと思います。 

 公民館におきましては、地域の拠点施設であることから、必要な整備を進め、市民が親し

みやすく、集い、学び、いろいろなつながり、交流の場として活用するよう機能充実を図り

ます。また、さまざまな講座や事業を実施し、地域における教育力の向上、課題解決力の充

実、地域の連帯感の強化といった取組を推進してまいります。 
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 さらに、多くの地域住民の関心が高まるようなさまざまな広報媒体により情報発信に努め

ていきたいと思います。 

 図書館につきましては、市民が自主的に学ぶための各種情報や資料を整備し、生涯学習を

支援するとともに、地域における各種教育・学習活動を支援してまいります。 

 最後に、(3)施策の成果指標と目標値でございますけれども、５つの成果指標を上げてお

ります。 

 そのうち、総合計画の成果指標でもあります１つ目と２つ目の成果指標につきましては説

明を省略させていただきます。 

 ３つ目の「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」につきましては、

さまざまな活動を含めた生涯学習の状況を把握するもので、以前から目標として40％として

おりますが、現状23％にとどまっていることから、そのまま第三次計画の目標値を継続して

まいります。 

 ４つ目の「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」は、学習したことを成果として活かしているかを把握するための調査で、市民の

方の半数以上は活動につなげてもらいたいということから60％を目標としており、こちらも

そのまま第三次計画の目標値を継続していきたいと考えております。 

 ５つ目の「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」につ

きましては、図書館の運営に対し市民がどう感じているのか効果をはかるものでありまして、

こちらも第三次計画の目標値を継続していきたいと考えております。 

 説明は以上でございます。 

○委員長 

 ありがとうございます。 

 では、施策２につきまして何かございませんか。 

 ちょっと私から、「自ら学ぶ生涯学習」という言い方が、生涯学習というのは自ら学ぶん

じゃないかなという気がするんですけど、「自ら学ぶ生涯学習」、何かちょっと私が引っか

かったんですけれども、そうでもないですかね。どうなんですかね、自ら学ぶというのと生

涯学習というのは何か、学習そのものが含んでいるような気もちょっとしたんですけれども、

それは。 
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 この施策２のテーマは変えられないんでしょう。変えられないですよね、このままですね。 

○事務局 

 申しわけありませんが変えられないです。 

○委員長 

 そういうことはできませんね、済みません。 

 それから、高等学校学習指導要領とかには「生涯にわたる学習」というのが、こういう文

言があるわけですね。だから、要するに変えられないんだから、そういうことを言ってもど

うしようもないですね。 

 はい、どうぞ。 

○委員 

 26ページの公民館の段ですけれども、その公民館について「親しみやすく利便性の高い施

設となるよう必要な整備を進め」と、この「必要な整備を進め」の中に、社会教育主事とか

そういうのは含みますか。そこら辺まで言えないでしょうか。 

○委員長 

 はい、お願いします。 

○公民館支援課長 

 ここでは、その前段に利便性の高い施設となるようとしておりますので、大きくはハード

面の整備になろうかと思います。 

 ただ、今おっしゃったような職員の資格の取得ですとかスキルアップ、そういったところ

も当然必要となってまいりますので、そこは必要な業務というか、当然しなければならない

ことと考えておりますので、ここの文章でいうところは、ハード面の整備というところを中

心にお伝えしているところでございます。 

○委員長 

 よろしいですか。 

 ほかは。はい、お願いします。 

○委員 

 私が勉強不足なもので教えてください。成果指標の下から２段目のところで、「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」を調べるこ

とによって、何がわかるのでしょうかと言うのはおかしいですね、何を求めているかという
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ことで、例えば、(2)施策の取組方針の６行目のところで、生涯学習に取り組むことで、生

きがいづくりとか自己啓発を図るだけではなく、個人の学習の成果を地域のまちづくりやさ

まざまな課題の解決に生かせるような仕組みづくりを行う、その仕組みづくりができている

かどうかをこれで図るんですかね。何かそこら辺が少し、私が読んでいてちょっと曖昧だっ

たなと。 

 例えば、私も生涯学習を始めたんですが、それは自分の生きがいであって、私はまちづく

りまで貢献しようと考えていなかったなというこの自己葛藤の中で済みません、質問でした。 

○委員長 

 はい、お願いします。 

○社会教育課長 

 委員の今御質問の件でございますけれども、第一義的には、やはり自分の生活の充実とい

うところがあるかと思います。ただ、行政としましては、その分を地域とかに生かしていた

だきたいという思いがございますので、実際いろいろな施設で学ばれて、その中でどのくら

い学ばれたことを活かされた活動をしておられるのかというところも把握したいところがご

ざいまして、このような目標値を設定したところでございます。 

○教育長 

 ２つ目の成果指標と３つ目の成果指標を見ると、その区分けというのが見えますかね。１

つ目は確かに今おっしゃられた生きがいづくり、自己啓発でいいと思うんですね。その下か

ら２番目のほうは、いわゆる地域のまちづくり、地域への貢献と、こういうものに生かして

いくというふうなことになるんではないかなと思います。 

○教育部長 

 ちょっと補足ですけど、生涯学習を行っている市民のうちだから、例の自己啓発などをし

ている人のうちに、その先を行っている方ですね。地域のために頑張っていらっしゃる方が

どれぐらいいるかというような見方になるので、23％が自己啓発をしていて、そのうちの4

7％の人が地域に還元しているというような見せ方というか、そういう数値のとり方をして

いるということだと思います。 

○委員長 

 よろしいですか。 

○教育長 
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 読み取りが難しいですね。 

○委員長 

 学生と話しましたが、マズローの自己実現がありますよね。マズローは晩年には自己実現

だけじゃなくて、その上に自己超越というのがあるというふうに書いていました。自己超越

とは何かというと、やっぱり世のため人のためみたいな、自分を超えたところで役に立ちた

いので、そういうのは本能的にあるんだみたいなことを書いていたんですね。そんなことを

考えると、そういうところまでいくと満足感とか、人の役に立ちたいとかいうのがあるのか

もしれないという気はしますけど、わかりませんがね。あとございませんか、施策２は。は

い、どうぞ。 

○委員 

 今のところと関連してなんですけれども、文章のさっき言われた５行目のところに、「地

域のまちづくりや様々な課題の解決に活かせるような」というところが、簡単に言えば大き

過ぎるんじゃないかなという感じもちょっと、その上の目指す姿は、「学んだことを社会生

活に活かしたり」というところを、「その地域のまちづくりや様々な課題の解決」という表

現をされていると思うんですけど、もっと違う、もう少し、レベルで言うと少し低いような

ことも社会生活の中で役に立つこともできるので、この２つが余りにも大きいと感じられた

んじゃないかなというふうに思ったんですけど。 

 だから、あんまり具体的にまちづくりとか、そういうふうに課題解決とまで書かなくても、

学んだことを社会生活に活かせるような仕組みづくりとか、もうちょっと軽くしておいても

いいのではないかなという感じがします。今の委員さんの御質問は、そういう趣旨もあった

のかなというふうに感じたんですけど。 

○委員長 

 何かございますか。はい、お願いします。 

○社会教育課長 

 今の御意見でございますけれども、先ほど申し上げた繰り返しになりますが、私どもとし

ましては、何か役立てていただきたいという思いが強いところはございますけれども、今、

委員のおっしゃっていただいたことにつきましては、ちょっと検討させていただきたいとい

うふうに思います。 

○委員長 
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 よろしいですか。 

○委員 

 済みません、またこれ言葉の問題なんですけれども、一番初めの(2)の施策の取組方針の

ところの冒頭の部分が「学習の機会や場に結びついていない市民など」、「結びついていな

い」、この表現が何となくしっくりこないんですけれども、例えば、公民館がありますよ、

そこで○○教室があっていますよ、こういう相談室もありますよと、そういう学ぶ機会も場

もあるのにそういうのを知らないとか、忙しくて行けないとか、だからそういうのを有効活

用できていないとか、そういう意味なんですかね。そういう意味であるならば、もう少し表

現の仕方が何かないのかなと思って、率直な思いです。 

○委員長 

 言葉を検討していったほうがいいですね。「結びついていない」と言い切ることはできな

いから。よろしいですかね、表現とか。はい、どうぞ。 

○社会教育課長 

 この分については、成果指標の一番上、「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」というところで、27.9％と低い数字になっており

ます。その理由が、仕事が忙しいということと、きっかけがつかめないと、どうやって学ん

だらいいか情報がわからないというようなところで、そこだけで80％ぐらい占めている状況

がございます。そのところを含めたところで、私どもが実施しているような場においでいた

だいていないところをあらわしている形でございます。 

○委員 

 意味はわかるので、もう少し表現…… 

○社会教育課長 

 表現の方法としては、ちょっと検討させていただく形になりますけれども、趣旨としては

そういうところでございます。 

○委員長 

 趣旨は大丈夫でしょう。 

○委員 

 これを聞いたときに、嫌な感じがしたんです。確かにおっしゃるとおり、単純に言うとで

すね。何となく言葉尻からすると、何か嫌な、こっちが受ける印象を持ったのは私も確かに
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思いました。だからどういうふうな言葉がいいかと言われるとなかなか難しかったので。 

○委員長 

 そういうことでよろしいですか。はい、どうぞ。 

○委員 

 ちょっと私が勉強不足で理解がよくできていないので。施策の取組方針の２段目なんです

けど、市民の方が生涯学習に取り組む環境づくりというところで、県とか大学、あるいは地

域との連携ということを書いておられますけれども、私がちょっとイメージが湧かないとい

うか、どういうことが想定されるかなとちょっと思ったんですけど、そういう連携というと

ころで何かありますか。 

○社会教育課長 

 社会教育課のほうにおきましては、佐野常民記念館を維持管理しておりますけれども、そ

こでは佐賀大学と連携しまして、佐野常民伯が当時熱心に取り組んでおられたものづくりだ

とか、あるいは蒸気機関車の復元だとか、医学のほうにも関連がございましたので、そうい

うところのものづくり教室、復元への取り組み、講座の実施等につきまして実施をしている

ところでございます。 

 ただ、この分を生涯学習の機会に結びつけていない人に対してどうしていくかということ

は今後のいろいろな課題として取り組んでいるところでございます。 

○委員長 

 よろしいですか。はい、どうぞ。 

○委員 

 多分、行政的には結びつけていないという言葉は、何の違和感もなく運営する側として

使っていらっしゃるんだろうなというのが今の言葉でわかりましたが、やっぱり違和感は感

じます。学習の機会や場を持ちたくても持てない人もたくさんいると思うし、出会いたくて

も、本当に仕事に一生懸命とか生活に一生懸命でその余裕がない、やはり学習の機会や場と

いうのは、ある程度の経済的な余裕とか時間的な余裕、気持ちの余裕がないとできないもの

ですし、ですから、例えば、学習の機会や場に出会えていないとか、そういった言い方をさ

れるとまだちょっと私は、まだ今はその時期じゃないけれども、いつかは出会いたいなと思

えるんですが、結びついていないと言われると、あなたはその意思がないでしょうと言われ

ているような気持ちもして、もうちょっとやわらかい表現を検討いただけると、これを読ん
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だ人にも受け入れやすいのかなというふうに思いました。 

○社会教育課長 

 検討してまいります。 

○委員長 

 よろしいですね。確かにそうですよね、その思いが伝わるというのが大事ですので、読む

側としていい感じになったほうがいいと思いますね。 

 じゃ、そろそろ施策３に行きましょうかね。お願いします。 

○文化振興課長 

 それでは、施策３「未来につなげる文化の振興」でございます。 

 (1)目指す姿は記載のとおりでございます。「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」でございます。 

 (2)施策の取組方針でございます。貴重な歴史遺産や伝統芸能について適切に保存すると

ともに、積極的に情報発信し、活用を図ることは引き続き行っていきたいと考えております。

今回、「そのために必要な施設等の整備や耐震対策の実施」という文言を加えております。

これは国史跡であります三重津海軍所跡や東名遺跡のガイダンス施設の整備に取り組むとい

うことと、昨今の地震におきまして、全国的に多くの文化財が被災していることを踏まえま

して、耐震対策を実施しながら未来へ継承できるように努めていくというものでございます。 

 また、文化施設につきましては、適切に整備、運営していくことに変わりございませんが、

特に佐賀市文化会館については関係機関と連携して周辺施設の一体的な整備を進めるととも

に、文化芸術活動の拠点として活用していきますということを書いております。 

 これは現在、佐賀県が整備しておりますＳＡＧＡサンライズパークＳＡＧＡアリーナと

ハード面、ソフト面、両方について連携を図っていくということでございます。 

 施策の成果指標と目標値につきましては、上２つにつきましては総合計画の指標でござい

ます。市内で開催された歴史関連、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

んだ市民の割合の２つの指標と、白枠の教育政策市民満足度調査で実施しております「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」、それと「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」の２つを設定しているところでございます。 

 このうち、上から３番目の指標の「市内の文化財は、適切に保存・活用されていると思う
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市民の割合」におきましては、第三次計画期間中も横ばいで推移しており、目標を達成して

おりませんので、第三次計画と同じ目標値をそのまま据え置いているところでございます。 

 また、一番最後の「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」につきま

しては、第三次計画時点で毎年計画期間で５％増の目標を設定しておりました。この目標を

達成しましたので、第四次計画の目標値をさらに５％増加させるという目標値を設定してい

るところでございます。 

 説明は以上です。 

○委員長 

 ありがとうございました。 

 いかがでございましょうか。「未来につなげる文化の振興」ですね。はい、お願いします。 

○委員 

 先ほど言われた理由は大体わかりましたけれども、「特に佐賀市文化会館については」と

いうのを今回追加されていますよね。最初はその理由を聞いていなかったものですから、何

で文化会館だけ追加されたのかなというのがありました。そういう理由があるにしてもです

けれども、この取組方針の中にあえて文化会館だけを入れる必要があったのかなというのは

ちょっと疑問に思ったところなんですけれども。 

○委員長 

 書いていますけどね。いかがですか。 

○文化振興課長 

 先ほど説明させていただきました、佐賀県が今新たにアリーナ建設を進めてございます。

8,000人規模のアリーナ建設を予定されております。これにつきましては、もちろん佐賀で

新たな音楽やスポーツを見る機会がふえてくる、そうなりますと、もちろん佐賀の経済の活

性化につながるということがございまして、あの辺のエリア一帯の活用が今後変わってくる

と思われます。ですので、今まで佐賀文化会館で担ってきた役割が今後アリーナができるこ

とでまたちょっと変わってくるのではないかということは取組方針として掲げて、県と十分

な連携をとりながら新たな市民の文化のサービス向上に努めていかなければならないという

ことで、あえて外出しして記載しているところでございます。 

○委員 

 あまりこだわりませんけれども、「特に佐賀市文化会館については」と書くよりも、文化
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会館の周辺を整備するというような記載の仕方であれば、ああ、そうか、あそこの一帯があ

るんだなというのは感じるんですけれども、文化会館についてはというのをぽんと先に出さ

れると、何となく文化会館だけ何で載せたのかなというような気がするということで、もし

可能であれば、少しそこの言葉尻を変えられたほうがいいのかなという気がしたんですけど、

これも、じゃ、どういうふうに変えてくださいというのを私もなかなか言えないんですけれ

ども。 

○委員長 

 いかがでしょうか。 

○文化振興課長 

 確かに文化会館周辺についてはというので、どうしても県のほうが整備する部分がござい

ますので、なかなか市の取組として書けない部分がございますので、市ができることという

ことで文化会館というのを書き出しているところです。 

○委員長 

 いいですか。 

○委員 

 はい。 

○委員長 

 どうぞ。 

○委員 

 言葉の問題なんですけれども、「文化芸術」ってつながっているんですが、文化と芸術な

わけなので、実はこの数値目標の(3)のところには「文化・芸術」となっているんですが、

上のほうの文言は「文化芸術」となっているんですよね。「文化芸術活動」はいいと思うん

ですけど、「文化・芸術や地域の歴史遺産」という感じなのか、そこを少し整理したほうが

いいのではないかなと思いました。市民から言うと、文化と芸術はやっぱり別なので。でも、

「文化芸術活動」と言ったり、そういうことは言うので、そこはいいと思うんですけれども、

少し整理をしてもらったほうがいいのかなというふうに思いました。 

○委員長 

 いかがですか。 

○文化振興課長 
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 指標のところが「文化・芸術」にですね。 

○委員 

 そっちのほうが正解なんじゃないかと思うので、文章の中で、「文化芸術活動」はいいん

ですけど、市民が文化や芸術というものに触れていくということなので、やっぱり文章の中

の幾つかには中ポツがあったほうがいいのではないかなというふうに思ったんですけど。少

し整理をしていただいたらいいのかと思います。 

 いや、もしかしたらこれでいいのかもしれないんですけど、検討していただいて──意識

をされているのかなという。 

○委員長 

 はい、どうぞ。 

○文化振興課長 

 ちょっと済みません、はっきりしたことではないんですけれども、私もこちらの施策の中

で、歴史文化、文化財とか、そっちの分野と芸術の分野がございまして、そこで「歴史文

化」という言い方と「文化芸術」というような言い方をしていたものですから、そういった

「文化芸術」という単語をここでは書いているところでございます。 

○委員 

 だから、文化芸術という考え方はいいんですけど、例えば、「市民が子どもの頃から文化

芸術や地域の歴史」と言うんじゃなくて、やっぱり「文化・芸術」じゃないかなと思うんで

すよ。 

 そこはだから、ちょっと整理していただいて、いや、このままのほうが本当はいいんだと

いうことであれば、全然私はこだわるつもりはありませんけど、下の指標のほうの「文化・

芸術」のほうが触れる機会とかというときには、こっちのほうがいいんじゃないかなと思っ

た次第です。 

 「文化芸術」とか「文化芸術活動」とかっていうのは正解だと思うので、それはそれとし

ていいんだけれども、使う場所によってはポツがあったほうがいいのかなというふうに

ちょっと思ったので、確認していただいたらそれでいいと思います。 

○文化振興課長 

 整理させていただきます。 

○委員長 
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 あとはよろしいでしょうか。 

    〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長 

 じゃ、施策４をお願いします。 

○社会教育課長 

 28ページ、施策４「家庭・地域・企業等の教育力の向上」でございます。 

 (1)目指す姿は記載のとおりでございますけれども、この目指す姿に記載していることは

子どもへのまなざし運動の目的と合致するものですが、全ての大人が子どもに関わり、それ

により子どもたちが自己有用感を持ち、社会の一員であると認識し、責任を自覚することを

目指しております。 

 (2)施策の取組方針についてでございますが、教育学習の横軸をつなぐために、この子ど

もへのまなざし運動を引き続き推進し、全ての市民が子どもの育成に関心を持ち、主体的に

関わる社会の構築を目指していきたいと思います。 

 子どもへのまなざし運動では、引き続き「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んでいきますが、平成30年度に社会情勢等を踏まえ見直しま

した、家庭、地域、企業等、学校等の４つの場における具体的な「大人の行動指針」につき

まして、市民の皆様への周知を図るとともに、特に重点としまして、「家庭」におきまして

は命の大切さ、「地域」におきましては子どもの自己有用感につながる取組や、ながらボラ

ンティアの普及、「企業等」におきましては、企業が持つ特技や特徴を生かした取組の拡大、

「学校等」におきましては家庭、地域、企業等との連携を図り、地域とともにある学校の構

築に取り組んでいきたいと思います。 

 また、子ども・若者の健全育成を推進するために、子ども・若者を孤立させず、ニート、

ひきこもり、少年犯罪などに対し、行政、子ども・若者の育成支援に関わるさまざまな団体

や機関と連携・協力し、相談機能を充実させ、子どもを犯罪や有害環境等から守るための取

組の強化を図ってまいります。 

 (3)施策の成果指標と目的値でございますが、５つの成果指標を掲げております。総合計

画の成果指標でもあります１つ目と２つ目の成果指標は説明を省略させていただきます。 

 ３つ目の「「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」につきましては、この運動の大きな目的の一つであります大人の子どもへ
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の関わりを測るもので、第三次計画の目的値をそのまま継続しております。 

 ４つ目の「佐賀市が好きと回答した割合」につきましては、もう一つの子どもへのまなざ

し運動の成果として、子どもが郷土に愛着と誇りを持つということがございますので、今回

新たに追加をしております。目標値につきましては、同様のアンケートを新成人を対象に実

施しており、その結果を参考に設定をしたところでございます。 

 ５つ目の「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、総合計画の成果指標でございますけれども、近年、減少傾向にありまして、目標値を

既に達成しているところから、令和６年度の目標値につきましては、当初0.54から0.18に変

更しております。 

 説明は以上でございます。 

○委員長 

 ありがとうございました。 

 じゃ、施策４につきまして、「家庭・地域・企業等の教育力の向上」ということでござい

ますが、いかがでございましょうか。はい、どうぞ。 

○委員 

 真ん中あたりの「その構築に向けて」からのところで、「具体的な「大人の行動指針」」

というのがあって、「「家庭」に対しては“命”の大切さについて」、何か「「家庭」に対

しては“命”の大切さ」がぼんと来て、非常に家庭でも、もちろん命は大切だと思うんです

けれども、それをぼんと出されると、何かちょっときついなという気が正直言って受けて、

ほかのところと比べると、地域に対しての「子どもの“自己有用感”に繋がるような」云々と

か「“ながらボランティア”」、企業は云々というそのバランスが、家庭が命というのがぼん

と出過ぎているような気がちょっとしたんですけど。 

○委員長 

 はい、どうぞ。 

○社会教育課長 

 今、委員からの御指摘ですけれども、先ほど申し上げました、まなざし運動の「大人の行

動指針」につきましては、家庭の中で取り上げる視点としまして、命のつながりを伝えると

いうことも「大人の行動指針」として取り上げております。 

 今回、おととしにまなざし運動が10年目を迎えましたので、各場における達成度といいま
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すか、それを図る上でアンケート調査を実施いたしました。なかなか難しいところだと思う

んですが、一番悪いところがここでございました。 

 佐賀市におきましても、毎月１日は「佐賀市いじめ（命）を考える日」ということで設定

をしておりまして、まずは一番は人としてといいますか、人間として大事な命ということを

ぜひ考えていただきたいということで掲載したところでございます。 

 ちなみに、この部分におきましては、新たに安心・安全な居場所である家庭をつくる、子

どもの成長を手助けする食事を心がけるとか、今までは余り考えられないような行動指針も

新たに設定しているところでございます。 

 以上でございます。 

○委員長 

 はい、どうぞ。 

○委員 

 実は私も同じような印象を受けまして、実際、私も家庭におりますけれども、家庭の中で

の命の大切さを伝えるというのは、本当に基本的なものだと思っております。 

 ところが、いろんなお話を聞いたり、私が聞かれたり、問われたり、答えたりする場の中

で、いつも思うのが、親子の関係がうまくいっていない家庭もたくさんございます。関係が

うまくいっていたならばということもたくさんお話を聞きます。 

 なので、私は実は、親や家庭だけではなくて、その地域の大人の方、周りの大人の方たち

が子どもたちを見守る、命の大切さを伝える、その子自身を人として尊重していただけると

いうのが、今からとても大切なのではなかろうかと思っておりまして、もちろん、ごもっと

もな話だとは思いますけれども、もう少しやわらかく全体的な部分でこの命というところを

持っていただければよろしいかなと思いましたのでお話ししました。 

 以上です。 

○委員長 

 いかがですか。これからつくるということでしょう。 

○社会教育課長 

 そうです。済みません、今配付がおくれまして、新たにつくりましたパンフレットでござ

います。上段に４つの場と左側の４つの視点というところで、平成30年度に中身を検討いた

したところでございます。 
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○委員長 

 僕はその命の大切さじゃなくて、命のつながりというふうになるとわかるんですよ。とい

うのは、「自分の番 いのちのバトン」で、「父と母で二人 父と母の両親で四人 そのま

た両親で八人」と、相田みつをの詩であったじゃないですか。だから、そういった意味での

命のつながりについてはやっぱり家庭でしたほうがいいのかなという気はちょっとしていた。 

 だけど、今さっき言われましたように、そういう言葉に、命の大切さになってくると、自

殺とかなんとか、そっちのほうへばっと来るから、余り言葉としてはよろしくないけど、つ

ながりだったら合うかなというですね。「二十代前では──？なんと百万人を越すんです」

100万人の命があって今の自分があるんだよという、命のつながりという意味では、家庭で

それをやる意味はあるのかなという気は、私は個人的にはしていましたけどね。大切さは余

りそぐわないような気がしますけどね。 

 はい、どうぞ。 

○委員 

 ４つの視点に「命」「自立」「他者とのかかわり」「子どもを取り巻く環境」、多分同じ

ような意味合いを持っていると思うので、確かに命というところも大事だと思うんですけど、

私がずっと思いよったのは、やっぱり子どもというのは、まずは家庭でしっかりとしつけを

しないといけないという私の持論があって、いわゆる基本的な生活習慣をしっかり身につけ

て、大人として成長する、その前段としてまず家庭教育が一番というのが、私はずっと思い

よったとですけれども、ここに今、命のつながりというふうなことも含めてですけど、そこ

に、いわゆる大人としての自立という、基本的生活習慣というのがそういった言葉なのか、

あるいは大人として自立できるような部分というのも実は家庭教育の中で一番大切なところ

じゃないかなと思うとですよね。その命という部分も大事なんだけど、これから大人になっ

ていくためには、まずは家庭でしっかり子どもたちを自立させるような教育というのも、い

わば学校任せ、地域に任せる、当然学校とか地域が支援するのは当たり前ですけれども、一

義的にはまず家庭でしっかりとやらんばいかんじゃなかろうかという気がするので、ここら

辺のところを、命のつながり、大切さと同時に、何かそこら辺の、大人として自立するとい

うところの意味合いのところにも入ってくると、どうなのかなというのを、ちょっと最初こ

れを見たときに、ちょっと私も感じたところでしたけれども。 

○委員長 
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 どうぞ。 

○社会教育課長 

 今、御意見いただきました大切さと、２番目の家庭教育の重要性、しつけの重要性、その

辺につきまして、ちょっと言葉の文言につきましては検討していきたいと思います。非常に

両方とも大事なことだと思いますので、検討させていただきたいと思います。 

○委員長 

 よろしいですか。 

○教育長 

 １点よろしゅうございますか。この子どもを育む４つの場と４つの視点ですが、これは時

代が変わっても普遍的なものという意識を持ってつくり出されているもので、しかも「命」

「自立」「他者とのかかわり」「子どもを取り巻く環境」というふうになっていますが、こ

の中身についてはそれぞれの専門部会でつくられたものなんですね。 

 ですから、先ほどおっしゃられました命の大切さを、命のつながりという、こういう表現

でやわらかくすることは当然できたとしても、今の児童虐待とか、あるいは子どもの貧困に

よる云々とか、こういうものに対しては、やはり命がいかに大切かというのは、根本的には

家庭、そして周りもという、共同でというふうになるわけでございますけれども、そこら辺

はちょっと考えさせてもらいたいんですが、それがあって次の自立につながっていくという

こともございますので、これは何本もここに書いていたら、またぼんやりしてきますので、

今一番大事なものは何かと言ったら命のつながりだろうと、あるいは命の大切さだろうとい

うふうに思うんですね。 

 ただ、誤解を招くのは、これは家庭だけではないと。当然地域でも学校でもとなりますか

ら、そこら辺の家庭に対してはという部分については、もう一度検討させていただきたいと

思います。 

○委員長 

 それでよろしゅうございますか。はい、どうぞ。 

○委員 

 「企業等」に対してというところなんですけれども、「各々の企業が持つ特技や特徴を生

かした取組が他の企業にも波及し、やがて全市的な取組となる」と。その気持ちはわかるん

ですけれども、それぞれの企業の特徴を出すというのを書いていて、それがほかにも波及し
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て全市的な取り組みというのは、何となくどこかに矛盾があるような気がするので、少し言

葉の整理をしていただいたほうがいいんじゃないかなというふうに思いました。 

 それから１つ、目指す姿というところなんですが、ここは変えられなかったんでしたっけ。 

○事務局 

 はい。 

○委員 

 変えられないので言ってもあれなんですが、ここの施策そのものが、「家庭・地域・企業

等の教育力の向上」というところなんですが、この目標が「責任を自覚している」という最

後のフレーズは、誰が責任を自覚しているのかなという感じが。責任を自覚している子ども

が育つということを目標とされているのか、教育力の向上なので──というような感じで少

しわからないなというところがあるんですけど、これはちょっと変えられないというところ

なんですが。 

○社会教育課長 

 「責任を自覚している」というところは、子どもですね。 

○委員 

 ３者ですかね、家庭・地域・企業ですかね。 

○社会教育課長 

 この運動の大きな目的が、子どもたちに市民の一人であるという意識を持っていただくと

いうことも大きな目標でありまして、そのことで、基本的には子どもたちは、自らが社会の

一員と認識して、責任を自覚しているというのは、子どもたちに係る部分というふうに考え

ております。 

 それと、「企業が持つ特技や特徴を生かした」と、ちょっと表現がわかりにくいというと

ころでございますが、意図的には、例えば、私どもも毎年いろいろ地域で活動していただき

ました企業にまなざしキラリ賞ということで表彰をさせていただいております。 

 その中で１つ事例を挙げさせていただきますと、建設業をされている方は、学校に花壇を、

重機等を使ってしていただくというところもございました。あと企業の、自分の事業所の前

で子どもたちの見守りをするとか、そういうところでございます。 

 ただ、企業の皆様にいろいろまなざし運動を推進するというのは、なかなかそれぞれの企

業活動の部分がございますので、私どもも非常に進め方に苦慮しているところでございます
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が、とにかくいろいろな情報は提供しながら呼びかけもしていくと。この前も栄の国まつり

のパレードを呼びかけて９社ほど参加していただいたというところもございますので、そう

いうところで、実際企業がされているところを紹介して、ほかの企業の皆さんにも、こうい

うところからというところの意図で書いているところでございます。 

○委員 

 地域とか企業の教育力の向上というときに、今、企業がやるべきことというのは、もちろ

んそういうようなことを提供するということもあるんでしょうが、このリーフレットに書か

れているように、子育てしやすい職場環境をつくるとか、働くことの意義を伝えるとか、そ

ういう意味での企業の教育力の向上かなというふうに、この施策名だけを見ると思うんです

が、上げられていることが少し、逆に弱まっているというか、この文章では思いが伝わらな

いなという感じがしたので、少し検討していただければというふうに思いました。 

 それと、目指す姿のところで、責任を自覚しているというのが子どもであると言うのであ

れば、それを見る指標はないですし、数値的なものもないので、少しそごがあるかなと思い

ました。 

 やっぱり子どもが社会の一員であると認識して責任を自覚するというのは、家庭・地域・

企業だけじゃなくて学校での学びとか、全て含めた上でのこの姿だと思うので、目指す姿と

いうところが少し、もう修正きかないんですけれども、上の施策名と目指す姿と、その評価

の項目というのがちょっとずれているのかなという感じがしましたので、できれば文章の中

ででも何か修正できるといいかなというふうに思います。 

○委員長 

 いかがですか。 

○社会教育課長 

 今御意見いただきましたことにつきまして、目指す姿のこの文章は変えることはできませ

んが、先ほどの企業の取組のところの部分も、企業についてはこの特徴を生かした部分の活

動等、先ほど言われた働く姿を見せるとか、ことしはまなざし休暇ということで、子どもの

ためにいろいろＰＴＡ活動とか、そういう方は休みましょうよと、休みをとりやすい環境を

つくりましょうということを進めているところもありますので、中の文言につきましては検

討させていただきたいと思います。 

○委員長 
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 ほかはないですか。 

○委員 

 これも言葉の表記の問題なんですけれども、「「学校等」に対しては」というくだりがあ

ります。中ほどからちょっと下のほうですけれども。「「学校等」に対しては」だから、

「学校等」ですから、学校、幼稚園、保育所、そういうところに対しては「企業等との連携

を図り、地域とともに」、その後が「学校を構築するよう支援していきます」と、そこでは

「学校」と断定してあるんですよね。そこはどうなんですかね。 

○社会教育課長 

 最初の「学校等」につきましては、幼稚園、保育園、保育所等も含むところでございます

が、次の部分の「学校」につきましては、施策１でありましたように、地域学校協働活動、

コミュニティ・スクールとも関連した、そこを踏まえて、私ども社会教育としても進めてい

こうと考えておりますので、具体的にここの学校につきましては「小・中学校」と書くのが

一番正確なんでしょうが、ここの行の「学校を構築する」前の「学校」につきましては、こ

のまま記載をさせていただきたいと思います。 

○委員長 

 いかがですか。 

 「小・中学校」ということは、特別支援学校も入る。 

○社会教育課長 

 単独の特別支援学校については、今のところ考えていないところでございます。 

○事務局 

 市立の小・中学校を対象としていますので、佐賀市立の特別支援学校はございませんので、

そういう意味です。 

○委員長 

 それがわかるようになったらいいですね、これが。 

○委員 

 今の件でよろしいでしょうか。 

○委員長 

 はい。 

○委員 
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 ここは施策名が「家庭・地域・企業等の教育力の向上」なんですよね。目指している施策

は非常にわかりやすくていいんですけど、中に入ると学校が混在してきて、学校は学校の教

育について今までも書いているわけだし、何をしていきますということをしているわけだか

ら、それ以外の教育力を高めますというのがここの大きな狙いだと思うので、そもそも「学

校等」がこういうふうに特出しで出てくるということ自体が少し混在してしまっているので

はないかなと思うんですけど。 

 なので、一番最初の施策名の３つの教育力のアップというところに視点をまた戻して、文

章を少し全体的に練り直されると、より明確につながってくるのかなというふうに思います。 

○委員長 

 いかがですかね。お願いします。 

○社会教育課長 

 正式に申し上げると佐賀市未来を託す子どもを育むための大人の役割に関する条例条例です

けれども、大変申しわけございませんが、条例の中に学校と、そこでの活動もするというこ

とをうたっておりますので、もちろん事業でなく、いろいろなところでここの学校等の４つ

の視点がございますけれども、そこは行っていくというところでございます。 

○委員長 

 大体よろしゅうございますかね。 

○社会教育課長 

 ちょっと検討させていただきます。 

○委員長 

 できるところとできないところあるかもしれませんけど。 

○委員 

 できないときには言っていただいて全然構わないし、こういう趣旨ですということを言っ

ていただいて全然構いませんけれども。一度御検討いただければと思います。 

○委員長 

 よろしゅうございますかね。 

 そしたら、施策４まで終わりましたけど、これで承認ということでよろしゅうございます

かね。 

    〔「はい」と呼ぶ者あり〕 
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○委員長 

 じゃ、一応これでありがとうございました。 

 ほかに異議がないということでございましたら、これで了承ということにいたしたいと思

います。 

 じゃ、お返しします。 

○事務局 

 委員長ありがとうございました。そして、委員の皆様、長い時間、貴重な御意見をいただ

きましてありがとうございました。十分反映したものをまた第３回でお見せできるように努

めてまいりたいと思います。 

 それでは、次第に戻りまして、次回の日程の確認をさせてください。 

 令和元年10月３日、今度は木曜日になります。時間帯は今までどおり18時から20時までの

２時間です。場所も大財別館４－２会議室ということで、こちらの場所となります。 

 そして、本日Ａ４の横１枚の紙をお配りしております。 

 次回が第３回目ということで、予定としては最後の策定委員会となります。短い期間の中

で御審議いただきましたので、十分に御意見がお伺いできていない部分や、こちらが回答で

きていない部分もあるかと思います。疑義が解消されていない点や、後日改めてやはり疑問

に思う点などがございましたら、こちらの様式に御記入いただくか、ベタ打ちでも、電話等

でも結構ですので、事務局までお知らせいただきたいなと思っております。 

 ちょっと短いですけれども、８月30日までに御意見いただきましたら、こちらも１カ月間

検討させてもらいまして、また第３回目にお返ししていきたいと思っております。 

 電話番号と、あとファクスとメールも載せておりますので、様式がもし必要でしたらメー

ルなどでお送りさせていただきます。 

 それでは、最後になりますが、教育長の東島より一言お礼申し上げます。 

○教育長 

 それでは、本当にきょうも長い時間かけて審議をいただきました。我々が出した素案が少

しずつ形になってきているような気がいたします。 

 きょう御指摘いただいたこと、私共もごもっともな意見というふうに受けとめておるわけ

でございますけれども、いかんせん変えられないというのが非常にきついところでございま

して、ただ、その部分については次回にはぜひともと、次の回にはというふうな、いわゆる
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総合計画の中でそこら辺は検討していかざるを得ないと。 

 ただ、委員がおっしゃられましたように、方針の中でそこら辺が十分酌み取れるような書

き方、これも御指摘をいただきましたから、再度そういう目線で読み直しをしていきたいと

いうふうに思っております。 

 また、職員一同これからも今御指摘いただいたことをもとに、これを修正かけるわけでご

ざいますが、願わくば、この意見、質問の中に表現等、こうすればどうかというふうなもの

がありましたら、それも御指摘いただければ検討させていただきたいと。 

 例えば、結びついていない、行政用語じゃないんですが、そういうふうに一生懸命使って

きている。でも、出会えていないとか、なるほどなというふうなことも思うわけですね。そ

ういうことで、市民目線で表現したらどうなるか、こういうことでぜひ私どもも検討してみ

たいというふうに思っております。 

 次回が最終の審議会になる。その後、教育委員会を開いて、パブリックコメントを開いて、

そして最終案をつくり上げるということになりますので、これまでの２回の濃密な意見交換

の中で、本当に少しずつ形が見えてきている。そして、これを具体的な方針の中に生かして

いきたいというふうに思っておるところです。 

 本当に長い時間かけて、きょう御審議をいただいたことに大変感謝を申し上げたいと思い

ます。本当にお疲れさまでした。ありがとうございました。 

午後７時48分 閉会 


