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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（Society 5.0）1の実現に向けた人工知能（ＡＩ）やビックデータの活用等の技術革新

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どもの貧困、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2の弱体化等の課題があります。 

また、子ども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

機器等の普及によるネット依存やＳＮＳ3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等が生じています。 

そのような中、平成 28 年には、「障害者差別解消法4」「ヘイトスピーチ対策法5」「部落差別解

消推進法6」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等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「子どもの育ち」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、社会情勢の変化や国の教

育振興基本計画を念頭に置きながら、これまで実施した様々な施策の成果と課題を検証し、上位

計画である第２次佐賀市総合計画を踏まえた上で、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 超スマート社会（Society 5.0）：サイバー空間（仮想空間）とフィジカル空間（現実世界）を高度に融合させた 

システムにより、経済発展と社会的課題の解決を両立する人間中心の社会。 
2 地域コミュニティ：地域住民一人ひとりの共同体で、より安全で安心なまちづくりを目指す地域社会のこと。市民

の信頼関係や共同意識を生み出す。 
3 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。 
4 障害者差別解消法：障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成 28 年４月１日施行） 
5 ヘイトスピーチ対策法：本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律（平成 

28 年６月３日施行） 
6 部落差別解消推進法：部落差別の解消の推進に関する法律（平成 28 年 12 月１６日施行） 

１ 計画策定の趣旨 
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 この計画は、上位計画である第２次佐賀市総合計画7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。 

そこで、佐賀市の目指すべき教育の姿を明らかにした上で、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。なお、教育分野には 

様々な個別計画があり、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。 

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

 

 

 

 

 

                                         

 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） 

 

 

 

 

                                                  
7 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を示す「総合計画」は、相互補完の関係にある。 

２ 計画の位置づけ 

３ 計画の範囲 
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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

 

 

                      

○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。 

   

４ 計画の構成及び期間 
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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 

子ども 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 2,000 

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。 

５ 第三次佐賀市教育基本計画の総括 
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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 年度から令和元年

度（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、特別な支援を必要とする幼児・児童生徒8に対する個別の教育支援計画9や指導計 

画10の作成、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11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、子ども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12の取組により、地域全体で子どもを育む環

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市民の割

合やまなざし運動の認知度は未だ目標値に達していません。 

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、子どもの

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、子どもが

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。 

 

 

 

 

                                                  
8 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幼児・児童生徒。 

9 個別の教育支援計画：他機関との連携を図るための長期的な視点に立った計画。一人ひとりの障がいのある子ども 

について、幼児期から学校卒業後までの一貫した長期的な計画を学校が中心となって作成。作成に当たっては関係 

機関との連携が必要。また保護者の参画や意見等を聴くことなどが求められる。 

10 個別の指導計画：指導を行うためのきめ細かい計画。幼児児童生徒一人ひとりの教育的ニーズに対応して、指導 

目標や指導内容・方法を盛り込んだ指導計画。 
11 不登校児童生徒：何らかの 心理的、情緒的、身体的あるいは社会的要因・背景により、登校しないあるいはした 

くと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による者を除いたもの。 
12 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25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

 

 

③施策の振り返り 

   子どもの育ちの連続性の観点からは、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、子ども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、家庭、学校、適応指導教室13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14の理念に基づき、特別な支援を

必要とする幼児・児童生徒15に対して個別の教育支援計画や指導計画16を作成し、タブレッ

ト等のＩＣＴ17機器の導入や生活指導員18の配置により特性に応じた指導ができるよう物的

及び人的な環境整備に努めています。 

                                                  
13 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。 
14 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。 
15 特別な支援を必要とする幼児・児童生徒：Ｐ６参照 
16 個別の教育支援計画や指導計画：Ｐ６参照 
17 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 
ける技術・産業・設備・サービスなどの総称。 
18 生活指導員：佐賀市立小・中学校で発達障がい等により支援の必要な児童生徒に対して、対象児のニーズに即した

支援を提供する。 
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小・中学校においては、平成 30 年度までには、普通教室（特別支援学級を含む）及び特

別教室への空調整備が完了し、良好な教育環境を確保することができています。 

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 

  ○子どもたちの、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「子どもの育ち」を念頭に入れ、家庭、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。 

  ○集団での学校生活に困難さを感じている児童生徒がいることや、小・中学校ともに不登

校児童生徒が増加傾向にあることから、日頃から児童生徒の様子を注意深く観察し、い

じめの問題などを含めたさまざまな取組を強化する必要があります。 

○近年日本語指導が必要な児童生徒が増加し、教育に対するニーズが多様化していること

から、学校生活や学習を多面的に支援していく必要があります。また、インクルーシブ

教育の構築を目指し、児童生徒一人ひとりの困り感に寄り添いながら学校環境を整える

など、合理的配慮19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20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います。就学援助制度などの周知を図り、支援を必要とする子

どもの教育機会を確保すること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、特に子どもたちに対し

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、児童生徒等の学習・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、安全性の確保が求められています。 

  ○登下校時における児童生徒の安全確保のため、警察や地域住民による危険箇所の重点的

な警戒・見守りの実施とともに、ガードレールなどの交通安全施設の設置等、危険箇所

等の改善を進めていくことが求められています。 

                                                  
19 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。 
20 就学援助：経済的な理由により学用品費などの支払いが困難な家庭に対して、その費用の一部を援助する制度。 
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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、子ども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、子ども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、課題に応じ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 

  ○核家族化や女性の社会進出、共働き世帯の増加などを背景に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、他の生涯学習機関等と

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、地域での活動や学び合いを通

してリーダー的人材を発掘するとともに、次代を担う新たな人材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

学習及び地域コミュニティ21活動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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  
21 地域コミュニティ：Ｐ２参照 
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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、成長期にある子どもたちが生涯に

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、子ども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22や東名
ひがしみょう

遺跡23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24」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
み

島
しま

のカセドリ25」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26」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

                                                  
22 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。 
23 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。 
24 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。 
25 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。 

26 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、子どもの人としての

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27等の園舎改築

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、多様化に対応した主に小学校までの

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

                                                  
27 認定こども園：(1) 就学前の子どもに幼児教育・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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ています。 

  ○地域とのつながりの中で子ども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。 

 ○子どもとその家庭、妊産婦等を対象に、実情の把握、子ども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

「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）

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

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28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ども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市民の割合」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29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30、ひ

きこもり31、不登校32等の困難を抱える子ども・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 

○多くの大人が子ども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。 

                                                  
28 子どもへのまなざし運動：P6 参照 
29 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。 

30 ニート：非労働力人口のうち、１５～３４歳に限定し、家事も通学もしていないその他の者。 
31 ひきこもり：仕事や学校に行かず、かつ家族以外の人との交流をほとんどせずに、６か月以上続けて自宅にひきこ

もっている状態。 
32 不登校：Ｐ６「不登校児童生徒」参照 
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  ○ニート、ひきこもり、不登校等の困難を有する子ども・若者やその家族が抱える問題に

対し、教育、福祉、医療、就労等の専門の支援機関が連携して相談機能の充実に取り組

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、ＳＮＳ33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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  
33 SNS：P2 参照 
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佐賀市のまちづくり指針である「第２次佐賀市総合計画34」は、中間見直しを経て、令和２年

度からの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。 

総合計画の基本構想では、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』を掲げており、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」という方向性を示しています。 

 

さて、今日の社会は超スマート社会35（Society 5.0）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。 

一方で、子どもを取り巻く状況は深刻化し、子どもが巻き込まれる事件や事故が増加していま

す。児童虐待や子どもの貧困、いじめの低年齢化、不登校などは社会問題となり、子どもの命が

失われる事態も増えている中、子どもの命をどう守るかが大きな課題となっています。 

 

大人が子どもをどう守るかということと同時に、子ども自身が自らの命を大切にし、他者の命

もまた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んでいくことが重要です。 

また、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ども

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・能力を幼児期の段階から育んで

いくことが必要です。 

 

そのためには、幼児期から家族との関りや地域社会で様々な人と関わりながら多様で豊かな体

験を通して人間形成の基礎を培っていくことが大切です。 

そして、学校教育では、幼児期からの「育ちと学び」の連続性を重視しながら、学習指導要領
36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。 

しかも、これらの資質・能力は、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い

社会を創る”という目標を学校と社会とが共有し、連携・協働により育んでいくことが必要です。 

そのためには、各学校においては「社会に開かれた教育課程」を編成し、個性を伸ばす教育を

推進します。 

                                                  
34 佐賀市総合計画：Ｐ３参照 
35 超スマート社会：Ｐ２参照 
36 学習指導要領：全国のどの地域で教育を受けても、一定の水準の教育を受けられるようにするため、文部科学省で

は、学校教育法等に基づき、各学校で教育課程（カリキュラム）を編成する際の基準を定めたもの。 

新学習指導要領では、予測困難な時代に一人ひとりが未来の創り手となり、よりよい人生とよりよい社会を築いてい

くために求められる資質・能力を育むことを目指し、教育課程の改善を図っている。（平成 29 年文部科学省告示第

62 号、第 63 号及び第 64 号並びに平成 30 年文部科学省告示第 68 号） 

 

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 

６ 佐賀市教育の基本目標 
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就学前教育から義務教育９か年をとおして、家庭、地域、企業等、学校等がそれぞれの役割を

主体的に果たすとともに相互に連携・協働して子どもを育んでいきます。そして、義務教育修了

時には、「ふるさとを誇りに思い愛着を持つ心情」、「基礎学力」、「倫理観・社会常識」を身に付

け、将来にわたって夢と志を持ち、可能性に挑戦する子どもを育てたいと考えます。 

 

さらには、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どもを育む環境の好循環が

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。 

 

 

 

＜新しい時代に必要となる資質・能力＞ 出典：文部科学省 
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豊かな自然とこどもの笑顔が輝くまち さが 

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 

教育・学習の縦軸をつなぐ 教育・学習の横軸をつなぐ 

 

 基本目標に掲げる『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』を実現 

するためには、教育・学習の「縦軸」の接続と「横軸」の連携・協働をさらに充実させること 

が必要です。 

 佐賀市教育委員会では、「教育・学習の縦軸をつなぐ」、「教育・学習の横軸をつなぐ」の２つ 

を基本方針として掲げ、基本目標の達成に向けて教育施策を展開していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

佐賀市総合計画 
＜佐賀市の将来像＞ 

佐賀市教育振興基本計画 

基本方針 

基本目標 

≪基本方針のイメージ図≫ 

７ 基本方針 

 活動 
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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どもの豊か

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、義務教育修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佐賀の歴史や文化等を学ぶことで「ふるさとを誇りに思い愛着をもつ心情」をもつ子ども 

②知識・技能を修得し活用する「基礎学力」をもつ子ども 

③社会をよりよく生きるための「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、生涯

にわたって活躍し自己実現できるように、多様な学習機会や学習情報を提供することで、公民館

や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、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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次代を担う子ども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」等を育み、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

ども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、

子ども・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） 

全ての子ども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「さが」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。 
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佐賀市教育委員会では、基本目標に掲げる『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』を実現するために、「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つの基本方針を設定し、その基本方針を達成するために４項目の「施策」を掲げ、体系

的に施策を展開していくことにより、基本目標の実現を図ります。 

また、これらの施策を展開していくための具体的な事業については、実施計画を策定します。 

 

 

≪施策の体系≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本目標 基本方針

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 教育・学習の横軸

をつなぐ
４ 家庭・地域・企業等の教育力の向上

未来につなげる文化の振興

施　　策

教育・学習の縦軸
をつなぐ

１ 就学前からの教育の充実

２ 自ら学ぶ生涯学習の推進

３

８ 施策 
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施策１ 就学前からの教育の充実 

 

（１）目指す姿 

 子どもたちは、楽しく学校に通い、意欲的に学んでいる 

 

（２）施策の取組方針 

これからの子どもたちには、佐賀市を担う一員として、さらに日本や国際社会で活躍する一員

として、予測困難な社会においても、自ら課題を見つけ、自ら学び、自ら考え、判断して行動

し、それぞれに描く幸せを実現していくための「生きる力」37生活習慣や社会のルールを身に付

けさせ、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

であると考えます。 

０歳から義務教育修了の 15 歳までの「育ちと学び」の連続性を確保し、発達段階に応じた円

滑な移行に向け、一層、幼・保、小、中の連携を推進していきます。そして、義務教育修了時ま

でに身に付けたい力を、「佐賀市の目指す子ども像」として示し、「ふるさとを誇りに思い愛着を

持つ心情」、「基礎学力」及び「倫理観・社会常識」を身に付けた子どもを育成します。 

幼児期は、生涯にわたる人間形成の基礎が培われる重要な時期であることから、家庭と幼稚

園・保育所（園）の連携を深め、子どもたちが健やかに育つ環境づくりを目指し、幼児教育の充

実を図ります。 

 小・中学校では、学習指導要領が示す資質・能力である「知識・技能」の習得、「思考力・判

断力・表現力等」の育成、「学びに向かう力・人間性」の涵養、そしてコミュニティ・スクール

の導入等によって、「佐賀市の目指す子ども像」の実現を図っていきます。まず、佐賀の歴史や

文化、自然や企業の技術力等に関する学びを通し、ふるさとへの深い認識と誇りを生み、佐賀の

将来の創り手としての意識を育みます。次に、基礎学力においては、論理的思考力と読解力を養

い、主体的・協働的に学ぶことで、生涯にわたる探求力を育みます。さらに、学校生活等におけ

る多様な人々との関わりを通じて、多様性を認め合う心や、他者を思いやる心、物事を成し遂げ

る力などを養い、自らの生き方を考えることができるように導きます。 

また、このような教育を進めていくためには、教師が児童生徒に接する時間を十分に確保しな

がら、自らの授業を磨くとともにその人間性や創造性を高め、児童生徒に対し効果的な教育活動

を行うことが必要です。そのため、スクールカウンセラー38や生活指導員39などの人的配置や学

習に必要なＩＣＴ環境のさらなる充実や効果的な活用を支援します。さらに、教職員の働き方を

見直し、長時間労働を縮減する環境の整備や家庭、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。 

いじめ、不登校、問題行動等については、相談体制をより充実させ、家庭、地域、学校、関係

機関が連携して対応及び解決に取り組むとともに、子ども自身が自他の命を大切にし、多様性を

尊重する心を育むことができるよう、人権・同和教育及び道徳教育や体験活動を通して心の教育

の充実を図ります。特に、いじめについては、「佐賀市いじめ防止基本方針40」に基づき、早期

                                                  
37 生きる力：確かな学力、豊かな人間性、健康・体力の知・徳・体のバランスのとれた力。 
38 スクールカウンセラー：臨床心理士、精神科医、心理学系の大学の常勤教員など、臨床心理に関し高度に専門的な

知識・経験を有する者であり、心の専門家として、専門性を有しつつ、教員等と異なる立場として、児童生徒へのカ

ウンセリング、教職員及び保護者に対する助言・援助を行う。 
39 生活指導員：P７参照 
40 佐賀市いじめ防止基本方針：いじめ防止対策推進法（平成 25 年 9 月 28 日施行）を受けて、国・県の方針を参

酌し、更なるいじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進することを目的として法第 12 条の規定に基づ
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発見、早期対応のため、報告体制を改善し、いじめ根絶に向けての取組をさらに強化していきま

す。不登校対策についても、学校復帰に向けた支援や多様な学びの提供に努めます。 

特別な支援や配慮を必要とする幼児・児童生徒41については、円滑に学校生活を送ることがで

きるよう環境を整えるとともに、個別の教育支援計画等を作成し個々のニーズにあった支援がで

きるように専門機関と連携しながら幼・保、小、中と切れ目のない校内支援体制の充実を図るな

ど、インクルーシブ教育42を推進していきます。また、学校生活に不安を感じているＬＧＢＴ43や

日本語指導を必要とする児童生徒についても、一人ひとりに応じた個別の指導計画を作成配慮す

るように努めていきます。 

経済的に困窮する児童生徒については、就学援助などの認定を進めるなど、全ての子どもの教

育機会を確保します。 

さらに、次代を担う子どもたちの健全な育成を促すため、健康及び食に関する教育指導の充実

を図るとともに、小・中学校の施設・設備の適切な維持管理や、関係機関と連携した通学路の安

全点検及び改善、不審者を想定した防犯訓練などを実施し、安全確保に努めます。特に学校施設

は、災害時の地域の防災拠点としての機能を果たすため、施設の改修等を計画的に実施し、安全

性を確保します。 

 

（３）施策の成果指標と目標値 ［基準値に示す年度は、調査対象年度である］ 

成果指標 調査方法 
単

位 

基準値 

平成 30年度 

目標値 

令和 6年度 

不登校児童・生徒の全体に占める割合 学校教育課調べ ％ 1.78 1.47 

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 

総合計画 

市民意向調査 
％ 89.7 95.0 

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 

保育幼稚園課 

「学校（学級担

任）アンケート」 

％ 100.0 100.0 

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 

総合計画 

市民意向調査 
％ 87.6 87.6 

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 

教育政策市民満

足度調査 

（保護者） 

％ 72.3 75.0 

生徒（中学２年）の基礎学力の水準（＊） 

佐賀県中学校学

習状況調査の実

施結果 

－ 0.77 0.83 

コミュニティ・スクールの実施校数 教育総務課調べ 校 8 14 

（＊）佐賀県学習状況調査における「十分達成」（目標到達基準）を１とした場合の佐賀市の到

達度  

                                                                                                                                                                 

き策定（平成 27 年２月）した方針。 
41 特別な支援を必要とする幼児・児童生徒：Ｐ6 参照 
42 インクルーシブ教育：Ｐ７参照 
43 ＬＧＢＴ：Lesbian（レズビアン、女性同性愛者）、Gay（ゲイ、男性同性愛者）、Bisexual（バイセクシュアル、

両性愛者）、Transgender（トランスジェンダー、性別越境者）の頭文字をとった単語で、セクシュアル・マイノリ

ティ（性的少数者）の総称のひとつ。 
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 施策２ 自ら学ぶ生涯学習の推進 

 

（１）目指す姿 

 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）施策の取組方針 

 学習の機会や場に【①結びついていない  ②出会えていない、または参加できていない】市

民などに対し、生涯学習の機会をより効果的に提供していくために、県や大学等の関係機関及び

地域との連携により、市民が主体的に生涯学習に取り組むことができる環境づくりを行います。 

 市民一人ひとりが生涯学習に取り組むことで、生きがいづくりや自己啓発を図るとともに、個

人の学習の成果を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仕組みづくりを図っ

ていきます。 

 公民館については、地域の拠点として、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、市民が集い、学び、つながる場としての機能向上を図ります。あわせて、市民のニーズ

や社会的課題に対応した講座や事業を実施するとともに、地域団体と連携した活動を展開するな

ど、地域の教育力、課題解決力及び連帯力を高めるための取組を推進していきます。 

 このような取組を、これまでに公民館を利用したことがない人も含め多くの地域住民の関心を

高めるために、公民館報やチラシ回覧に加え、ホームページやＳＮＳ44など各種媒体を活用した

情報発信を行います。 

図書館については、市民が生涯にわたって自主的な学習を行うための情報や資料等を整備し、

市民ニーズに沿った運営を行っていきます。また、地域・公民館等での人づくり・地域づくりに

関する教育・学習活動を支援していきます。 

 

（３）施策の成果指標と目標値 ［基準値に示す年度は、調査対象年度である］ 

成果指標 調査方法 
単

位 

基準値 

平成 30年度 

目標値 

令和6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 

総合計画 

市民意向調査 
％ 27.9 50.0 

市立公民館の年度利用者数 
公民館支援課

調べ 
人 701,903 750,000 

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 

教育政策市民

満 足 度 調 査

（一般） 

％ 23.1 40.0 

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 

教育政策市民

満 足 度 調 査

（一般） 

％ 47.1 60.0 

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 

教育政策市民

満 足 度 調 査

（一般） 

％ 60.3 65.0 

                                                  
44 SNS：P2 参照 
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 施策３ 未来につながる文化の振興 

 

（１）目指す姿 

 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）施策の取組方針 

 市内における歴史的風致45の維持向上のため、貴重な歴史遺産や伝統芸能については、調査等

を行いながら適切に保存するとともに、積極的に情報発信し、活用を図ります。また、そのため

に必要な施設等の整備や耐震対策の実施なども行い、未来へ継承できるよう努めます。さらに、

各地域で伝統的に行われている地域文化活動が歴史的背景とともに世代間で確実に継承される

よう支援し、伝統文化の継承者育成や保存に努めます。 

 文化芸術に関しては、佐賀市民芸術祭を充実、発展させることで、市民が文化芸術に触れる機

会や発表の場を提供し、地元で活動する芸術家の発掘や支援につなげます。 

 文化施設については、適切に整備、運営し、市民が安心して安全、快適に利用できるような環

境整備を進めます。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との一体的な

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。 

 

（３）施策の成果指標と目標値 ［基準値に示す年度は、調査対象年度である］ 

成果指標 調査方法 
単

位 

基準値 

平成 30年度 

目標値 

令和 6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 

総合計画 

市民意向調査 
％ 24.6 25.0 

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 

総合計画 

市民意向調査 
％ 41.5 50.0 

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 

教育政策市民

満足度調査 

（一般） 

％ 44.6 52.0 

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 

教育政策市民

満足度調査 

（一般） 

％ 46.3 50.0 

 

 

 

 

 

 

                                                  
45 歴史的風致：城や神社仏閣を始め歴史上価値の高い建造物と周辺の歴史的建造物等が相まって形成される歴史的街

並と、そこで行われる伝統的な工芸品の製造・販売や祭礼行事など地域の歴史や伝統を反映した人々の活動が一体と

なって形成される良好な市街地の環境のこと。 
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 施策４ 家庭・地域・企業等の教育力の向上 

 

（１）目指す姿 

 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）施策の取組方針 

 子どもや・若者に、地域社会でのルールを守ることや、社会の一員として将来の佐賀市を担っ

ていくための役割や責任についての自覚を促すためには、家庭だけでなく地域、企業等、学校等

も積極的に関わっていくことが必要です。 

 本市では、教育・学習の横軸をつなぐために、家庭、地域、企業等、学校等そして行政が一体

となって子どもへのまなざし運動46を推進し、全ての市民が子どもの育成に関心を持ち、かつ主

体的に関わる社会の構築を目指します。 

 その構築に向けて、具体的な「大人の行動指針47」を掲げ、運動の周知・啓発に取り組みます。

教育の基礎となる場の「家庭」に対しては“命”の大切さについて、地域の各種団体や学校との

連携を通して、きめ細かな啓発に努めます。「地域」に対しては、子どもの“自己有用感”に繋

がるような取組や、“ながらボランティア”の普及に努めます。「企業等」に対しては、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よう理解

と取組の推進を求めていきます。「学校等」に対しては、家庭や地域、企業等との連携を図り、

地域とともにある学校を構築するよう支援していきます。また、それぞれの場と協働しながら子

ども達が安心できる居場所づくりを進めます。命のつながりのほか、子どもの自立を促すことを

目的とした基本的生活習慣を身に付けさせることが重要であり、このことについて地域の各種団

体や「学校等」と連携を図りながら、きめ細かな啓発に努めます。人間関係の学びや経験の場と

しての「地域」に対しては、“ながらボランティア48”の普及のほか、子どもの“自己有用感49”

に繋がるような取組の普及・啓発に努めます。「企業等」に対しては、働くことの意義を伝える

職場体験などの子どもの育成に関する活動に対して支援するほか、安心して子育てできる職場の

環境づくりを支援していきます。 

 「家庭」「地域」「企業等」については、「学校等」を中心に横軸で繋ぎ、それぞれの場が連携・

協働しながら子どもたちが安心できる居場所づくりを進めることで、それぞれの場における教育

力の向上を目指します。特に、「地域」や「企業等」の教育力向上の観点から、地域人材や企業

が持つノウハウ等を活かした「地域とともにある学校」を構築できるように、小・中学校を支援

していきます。 

 また、次代を担う子どもや・若者の健全育成を推進するために、地域住民一人ひとりの取組や

参加を促すことにより、子ども･若者を孤立させず、地域全体で支えていくことが重要です。こ

のため、ニート50、引きこもり51、少年犯罪などの多様で複合的な問題に対して、行政、子ども・

                                                  
46 子どもへのまなざし運動：P6 参照 
47 大人の行動指針：子どもへのまなざし運動では、子どもを育む４つの場「家庭」「地域」「企業等」「学校等」に

おいて、「命」「自立」「他者とのかかわり」「子どもを取り巻く環境」の４つの視点をもとに「大人の行動指針」

を提案しています。 
48 ながらボランティア：子どもを見守ることを兼ねて、散歩や買い物の時間を児童生徒の登下校の時間に合わせるこ

となどを言う。 
49 自己有用感：他人の役に立った、他人に喜んでもらえたなど、相手の存在が前提の自尊感情の一つ。 
50 ニート：P16 参照 
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若者の育成支援に関わる団体・機関等が専門の垣根を越えて連携・協力し、相談機能の充実等の

改善を図るとともに、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ります。 

 

 

（３）施策の成果指標と目標値 ［基準値に示す年度は、調査対象年度である］ 

成果指標 調査方法 
単

位 

基準値 

平成 30年度 

目標値 

令和 6年度 

地域の行事や活動に参加している市民の

割合 

総合計画 

市民意向調査 
％ 42.2 55.0 

「子どもへのまなざし運動」の市民の認

知度 

総合計画 

市民意向調査 
％ 36.1 50.0 

「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 

教育政策市民満足

度調査（一般） 
％ 34.4 45.0 

佐賀市が好きと回答した割合（小学４年
生から中学３年生） 

教育政策市民満足

度調査（子ども） 
％ 89.5 92.0 

地域行事、社会体育活動などの活動への
子どもの参加状況 

教育政策市民満足

度調査（保護者） 
％ 76.4 85.0 

犯罪・触法少年数52が市内の小学生から

20 歳未満の数に占める割合 

佐賀北警察署及び

佐賀南警察署の統

計データ 

％ 0.19 0.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                 
51 引きこもり：P16 参照 
52 犯罪・触法少年数：Ｐ16 参照 
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（１）進捗管理の方法 

 教育委員会は、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」により、教育委員会の責任体制

の明確化の一方策として、学識経験者の知見を活用し、その活動状況の点検・評価を行い、その

報告書を作成して議会へ提出するとともに公表することが義務付けられています。 

 これを受けて、佐賀市教育委員会では、教育に関し学識経験を有する者の知見を活用するため

に、評価委員会を設置し、教育委員会による自己評価に加え、評価委員会による第三者評価を行

い、事業の継続的な改善を図っています。また、毎年実施している「教育政策市民満足度調査」

の結果を施策に反映させることで、市民の意見を反映した教育施策を進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育委員会の 

活動状況 

教育振興基本計画 

実施事業 

教育委員による 

自己評価 

事務局 

による自己評価 

評価委員による 

第三者評価 

指摘を受けた改善 

意見 

教育政策市民満足度調査の実施 

市民の意見を反映 

９ 基本計画の進捗管理 

評価委員からの指摘 
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基本目標や施策の目標達成を目

指した具体的な取組を実施 

 

 

 

明確で具体的な重点事業や 

具体的な事業の企画立案 

 

 

評価の実施  

・自己評価  

・第三者評価  

・教育政策市民満足度調査 

 

 

 

・評価結果を受けた 

具体的な取組 

・改善方策の検討 

 

（２）佐賀市教育委員会のＰＤＣＡサイクル 

 この計画は、計画（Ｐｌａｎ）⇒実施（Ｄｏ）⇒点検・評価（Ｃｈｅｃｋ）⇒改善（Ａｃｔｉ

ｏｎ）のサイクルで進捗管理を行い推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

計画 実施 

点検・評価 

改善 

積極的な 

情報提供 


