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第３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１０月３日（水） 

開会時間 午後５時５３分～午後７時１分 

出席者 

委員 
伊藤委員長、甲斐副委員長、山田委員、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、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 前原委員 

傍聴者 なし 

報道関係者 なし 

 

午後５時53分 開会 

○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、公開とさせていただきます。 

 まず最初に、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します。 

○事務局 

 それでは、「指摘事項に対する対応状況」と資料２を御準備ください。 

 まず前回、会議の最後に、会議中に解消できなかった疑義等がございましたら質問票でこ

ちらまでお願いしますということでお伝えしておりましたが、御意見等は新たにはございま
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せんでしたので、今回は第２回の会議の中で出ました意見について御報告をさせていただき

たいと思います。 

 それでは、「指摘事項に対する対応状況」の表のまず１つ目が、注釈の追加ということで、

「地域コミュニティ」という言葉がやはりわかりづらいということでした。こちらが一番最

初に出てくるのが、資料２でいきますと２ページ目にございます。下のほうに黄色い網かけ

で示しております。そして10ページ目にも２ページを参照ということで掲載しております。 

 続きまして、対応状況の表の中の施策１、資料でいきますと23ページになります。 

 23ページの１段落目のところで、「確かな学力、豊かな人間性、たくましく生きる～」は

「生きる力」にまとめたほうがよいのではないかというふうな御意見をいただいたものです。

こちらは確かに新学習指導要領においても「生きる力」が用いられているため、黄色の網か

け部分のように「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」」ということで修正

をいたしました。 

 続いての御意見が、23ページ目の３段落目になります。「幼児期は、生涯にわたる」とい

う始まりの文章ですね。この中で、「幼稚園・保育所（園）の連携を深め」というふうにご

ざいますので、末尾についても幼児教育の充実だけではなく保育の充実も加えるべきではな

いかという御意見でした。こちらにつきましては、保育の充実といいますと教育基本計画か

ら外れた内容になって福祉の内容となってしまいます。また、幼稚園教育要領と保育所保育

指針は幼児教育の指針として整合性が図られているものでもあるため、今回文章の修正は

行っておりません。 

 続いて、表の中では３つ目になります。こちらは注釈の追加ということで、特別な支援や

配慮を必要とする児童生徒についての注釈があったほうがいいんじゃないかという御意見で

した。もともと６ページ目に「特別な支援を必要とする幼児・児童生徒」という表現があり

ましたので、こちらには障がい種等の注釈を入れておりました。そのため、24ページにおい

ては特別な配慮が含まれることで対象の違いを注釈で示すようお答えしておりました。しか

し、今回は注釈での違いではなくて、本文中の文章を修正し、特別な支援が必要となる対象

者と特別な配慮が必要となる対象者というふうに分けて記載しております。そちらが24ペー

ジの黄色の網かけ部分になります。まず、特別な支援を必要とする幼児・児童生徒について

記載し、その後の文章で次に、特別な配慮を必要とするＬＧＢＴや日本語指導が必要な児童
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生徒というふうにしております。 

 その上で、下のほうになりますが、注釈も「特別な支援を必要とする幼児・児童生徒」と

いうことで６ページ参照、それと、黄色の網かけしておりませんが、新しくＬＧＢＴの注釈

を入れております。 

 続いての御意見が、24ページの成果指標の分になります。 

 まず、成果指標の不登校児童・生徒についてなんですが、こちらが、ほかが小数点第１位

までの成果指標であるのに対し、ここは第２位までとしているので、その理由を補足したほ

うがよいとの御意見でした。少数点第２位までとした理由については、前回も御説明させて

いただいて、対応状況の表にも記載しているんですが、つぶさに見ていきたいというところ

なんですけれども、小数点第２位までで表記しているのがここだけではなく、この２つ下の

生徒（中学２年）の基礎学力の水準、それから施策４の28ページ、犯罪・触法少年数、こち

らも実は第２位まで表記しております。もし補足を載せていくとしますと、これ以外の指標

についても、市民の方から見たらわかりづらいので載せたほうがいいのではないかというふ

うな御意見も出てくるかなということがございましたので、今回補足をあえて載せないとい

うことで整理させていただいております。 

 続きまして、下から２つ目の成果指標、生徒の基礎学力の水準の設定について、こちらも

わかりづらいとの御意見をいただいておりました。実は、事務局のほうとしてもわかりづら

いのではないかという認識は十分にあったため、大分検討はしました。検討をしてよりわか

りやすく説明しようとすると、どうしても文章のほうが長くなって教育行政に精通されてい

ない市民の方から見るとかえってわかりづらいのではないかなという考えに至りまして、結

果修正はしておりません。 

 続きまして、コミュニティ・スクールの実施校数の成果指標です。こちらはもっと目標値

を高く設定しても佐賀市だったらやれるんじゃないかという御意見をいただきました。ただ、

実情としましては、実体だけのコミュニティ・スクールも多いという話も聞いていますので、

学校長や教師が取り組む意義を理解し、地域との実践につなげていくことが大切だと思いま

すので、実現可能な数字としまして、それ以上の成果を目指していきたいというふうに考え

ております。 

 一気に全て修正の報告をさせていただきます。 

 続いて、資料としましては25ページ目をお開きください。対応状況の表は２ページ目にな
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ります。 

 施策２「自ら学ぶ生涯学習の推進」の部分になります。 

 25ページの１行目の「学習の機会や場に結びついていない」の表現が非常に行政的なので

はないかというふうな御意見をいただきました。事務局においても随分と検討はいたしまし

た。 

 私どもとしましては、今現在、家庭の都合や仕事の状況で生涯学習ができていない人も、

生涯学習のことを知らずにできていない人も、また興味・関心すら持っていない人も、どれ

も結果的には学習の機会や場に結びついていないということで、「結びついていない」とい

う言葉が最もしっくりくる表現なのではないかというふうな議論をしました。 

 ただ、前回いただいた御意見の行政的な表現ということは新たな気づきでありましたので、

今回「結びついていない」の表現に加えまして、「出会えていない、または参加できていな

い」の２案で再度御審議いただきたいというふうに思っております。後ほどこちら御意見を

賜りたいと思います。 

 続いての御指摘内容が施策２の２つ目になりますが、施策２の目指す姿の学んだことを社

会生活に活かすに対して、25ページの施策の取組方針の５行目の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すという点について、レベルが高過ぎるとか、気楽に

生涯学習に取り組めないというふうな御意見をいただきました。目指す姿の社会生活に対す

る取組方針の本文中の地域のまちづくりや課題解決というのが確かに大き過ぎるのではない

かなというふうには思いましたが、我々としましては、行政課題として、地域のまちづくり

に一人でも多くの市民に参加してもらいたいというのが切実な思いでございます。そのため、

個人の生きがいづくりや自己啓発を図る仕組みづくりとともに、その学びがやがて地域づく

りや地域課題につながっていく持続可能な地域社会、そういった仕組みづくりを行政として

必要不可欠な取り組みとして掲載したいなと思い、修正を行っておりません。 

 続きまして、施策３「未来につなげる文化の振興」になります。 

 こちらは「文化芸術」という表現に対して「文化・芸術」分けて表記するのが正しいので

はないかというふうな御質問をいただきました。この施策は文化芸術基本法に基づくもので、

その法の中では「文化芸術」と一くくりに表現されております。よって、「文化芸術」とい

う表記にしたいと思います。そのため、成果指標の中ポツは誤りでしたので、そちらを修正

させていただいております。 
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 続きまして、施策４です。 

 御意見の内容が、目指す姿の「責任を自覚している」の主語が「子ども」ということであ

れば、子どもの成果を測る指標がないのではないかというふうな御意見でした。これについ

ては、新たな指標として28ページになります。 

 「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」というものを追加しており

ます。地域行事に参加するということは、社会の一員であるという認識や責任の自覚にもつ

ながると思いますし、自覚するからこそ参加するということも読み取れるのではないかと思

い、こういった指標を追加しております。 

 続きまして、27ページのほぼ黄色い部分で埋め尽くされている部分になるんですけれども、

こちらがまず「家庭」における「“命”の大切さ」という表現が強過ぎるし、家庭だけでな

く当然地域の関わりも必要という御意見や、「企業」については、子育てしやすい職場環境

の整備が第一義なのではないかというふうな御意見をいただきました。また、施策名が「家

庭・地域・企業等の教育力の向上」としているのに対して、学校等の役割を記載していたこ

とや、「学校」、それから「学校等」などと混在したような表現もありましたので、その点

について御指摘をいただきました。 

 これにつきましては、まず「家庭」「企業」の役割について記載内容を大きく見直しまし

た。「家庭」につきましては、「命のつながり」という表現にしまして、それ等を含めて、

家庭における自立のための基本的生活習慣を身に付けさせることということで２点を表記し

ました。 

 また、「企業等」については、職場体験等に対する支援と子育てしやすい職場環境づくり

の支援としています。 

 「学校等」というふうな表現も前回ございましたが、そちらは削除しまして、「家庭」

「地域」「企業等」が「学校等」を中心に連携・協働しながら、子どもたちが安心できる居

場所づくりを進めていくというような表現で変更しております。 

 そして、指摘事項に対する対応状況の表でいきますと３ページ目、最後になりますが、こ

ちらは施策名、目指す姿、取組方針、成果指標にそれぞれ齟齬があるというような御意見で

した。確かに、総合計画との兼ね合いでどうしても変更できない部分等がございましたので、

御指摘はごもっともな部分でございました。今回、この黄色の部分や成果指標を見直すこと

で少なからず対応できたのではないかなというふうに思っております。 
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 前回の指摘事項に対する報告は以上となります。 

○委員長 

 それでは、今の意見について──もういいんですか、委員さんから意見をいただいても。 

○事務局 

 はい。 

○委員長 

 いかがでございますか。１つしなければいけないのがありますよね、そっちを先にします

かね。25ページの施策２の再度御審議くださいというのがありますが。それとも24ページか

ら１つずつしていきますか、そっちがいいですかね。 

○事務局 

 お願いします。 

○委員長 

 24ページはいかがですかね。23、24ページ一緒でいいですね。 

○事務局 

 はい。 

○委員長 

 どうぞ。 

○委員 

 ＬＧＢＴのことを追加されてわかりやすくなったと思うんですけれども、そのＬＧＢＴの

前に「学校生活に不安を感じている」というふうに断定的に書かれているので、これはやっ

ぱりちょっと、もちろん不安は感じているんですけど、不安を感じているというふうにここ

で断定してしまうのはよくないんじゃないかなと思うので、もう「ＬＧＢＴや」というだけ

でいいんじゃないでしょうかと思ったんですけど。実際に感じているし、確かにそうなんで

すけど、ここに書くべきことでもないかなと。 

○事務局 

 わざわざ書かなくても推測できる部分ではありますね。 

○委員 

 推測できるし、ＬＧＢＴがみんな不安を抱えていると限定してしまうことのほうが、むし

ろ波紋を呼ぶんじゃないかなと。 
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○事務局 

 そうですね。 

 わかりました。じゃ、この部分については削除させていただきます。 

○委員長 

 ほかの委員さん方はよろしいですか。 

    〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長 

 23、24ページありませんか。どうぞ、委員。 

○委員 

 「生きる力」のところなんですけれども、これもよく現場では「確かな学力、豊かな心」

という言い方をしています。「人間性」だと思うんですけれども──というところでの指摘

ですけど。 

○事務局 

 注釈の部分に「生きる力」を入れておりますので、そちら確認をして、「豊かな心」が正

確であれば、そちらに修正をしたいと思います。 

○委員長 

 この注釈の根拠といいますか、エビデンスというか、それは文部科学省の……。 

○事務局 

 はい、文科省のホームページあたりから探してはきております。 

○委員長 

 じゃ、大丈夫ですね。わかりました。 

○東島教育長 

 文科省は「豊かな人間性」と使っていました。（「そうですか」と呼ぶ者あり） 

○委員長 

 じゃ、「心」じゃなくて「豊かな人間性」というところでいきますか。この辺はちゃんと

照らし合わせてやっておかないと、どこからとってきたのみたいなことを言われてもですね、

これは大事かなという気がいたします。 

 じゃ、23、24ページよろしいですか。一回見ていただいておるということなのでいいのか

な。いいですか。 
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    〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長 

 じゃ、25ページの１行目の再度御審議くださいのところをちょっとしましょうか。いかが

でしょうか。はい、どうぞ。 

○委員 

 ここ何遍読んでも何か読みにくくて、行政としての気持ちはすごくわかるんですけれども、

わざわざ、今そういう機会がない人にということをまず強調して書かれているんですけど、

これはすごく長くなっているので、もうここばっさりとって、２行目の生涯学習の機会をよ

り効果的にというところから始めてもいいんじゃないかなって思ったんですけど。もし書く

とするなら、「環境づくりを行います」の次に、特にまだ学習の機会を得られていない市民

に対してより取組を行いますとか、入れるとすれば、そういう形のほうがいいんじゃないか

なって思ったんですけど、どうでしょうか。もう何か読んでも読んでも長いなって思ってい

たところでした。 

 熱意等はこの前御説明いただいたし、よくわかっているんですけど、先にちょっと全体的

なことを言ったほうがいいんじゃないかなという気はしたんですけど。 

○委員長 

 ほかの委員さん方いかがですか。 

 じゃ、そういったところですっきりさせますかね。これを入れたいんだと、行政のほうか

らあればですけど。 

○社会教育課長 

 先ほど説明がありましたけれども、私どもとしましては、平成26年４月に佐賀市まちづく

り自治基本条例というものが施行された経緯がありまして、その自治の基本理念として、安

心して暮らし続けることができる地域社会を実現するため、市民等、いろいろな社会教育団

体を含めてになりますけれども、まちづくりを行うことというふうに規定をしております。 

 また、その具体的な活動方法として、市民の皆様につきましては身近な地域の課題を共有

して、その解決を図り、当該地域の活性化を図ることを目的とした自主的な活動を行うこと

に努めるものと規定されて、あわせて教育委員会としても、この市民参加によるまちづくり

を推進する義務があるということは規定されております。 

 そういうことを受けまして、総合計画にもこの文言、特に後半部分、「生きがいづくりや
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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

せる仕組みづくりを図っていきます」ということは総合計画でも盛り込んでいるところでご

ざいまして、今結びついていないというところの協議をしていただいておりますけれども、

この部分につきましては、繰り返しになりますけれども、あわせて行政としましては意図的

にこの言葉を使いまして結びつけるという必要性があると考えまして、この言葉を使ってい

るところでございます。 

 今、委員が言われる全部を削除してというところを、その場で判断するということは非常

に…… 

○委員 

 「市民などに対し」という１行目のところだけですよ。２行目の「生涯学習の機会をより

効果的に」というところはもちろん残します。こっちの趣旨のほうが本来大事なのに、得ら

れていない人を結びつけるというところにこだわり過ぎて、せっかくの後半部分が生かせて

いないんじゃないかなというふうに思ったというだけの話。そのばっさりと言ったのが言い

方悪かったですよね。 

○社会教育課長 

 文章を前後することにつきましては、当課としましてはその旨でいいかと思います。 

○委員 

 だから、先にそっちが大事であって、今まだ結びついていない人はこれから取り組みをし

ていきますというのを後半に書けばいいんじゃないかなというふうに思ったということです。 

 機会や場とあっているのも、もう機会の中に場も含まれるんじゃないかなと思って、あん

まり長くなるよりも、機会を得られていないという形にしたほうがもっとすっきりする。言

いたいことが、先に言わなきゃいけないことがわかりやすくなるんじゃないかなと思っただ

けです。もう熱意は十分伝わったので。 

○社会教育課長 

 学習の機会や場につきましては、最初の機会だけでもいいかと思います。 

○委員 

 ちょっと御検討いただければ。 

○委員長 

 ほかの委員さんどうですか。行政の心意気を感じながらですね。 
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 意見を言って、あとは行政の方でお任せしますということでもよろしいですか。 

○委員 

 はい。 

○委員長 

 委員どうぞ。 

○委員 

 うまく説明できるかどうかわからないんですけれども、やはり「学習の機会に結びついて

いない市民などに対し」ということをぽんと最初に持ってこられると、結びついていない市

民が悪いというのを全面に出されているような印象を受けます。本当はそうではなくて、ま

だ学習の機会を得られていない、つくることができていない人たちに行政としてはこういう

手立てをしたいんだよということを本当は一番におっしゃりたいのかなと思った場合に、や

はり書く順番を変えるとか、結びつけたいという思いから結びついていないという言葉に多

分思いを乗せていらっしゃるんでしょうが、何でしょう、そこが結びつけることができてい

ない市民、行政としてはまだそこを結びつけられていないというような表現に変えていただ

くと、まだすんなり入るかなというふうに感じています。 

 もうあとはお任せします。 

○委員長 

 何とか変えれそうですか。 

○事務局 

 はい、先ほど担当課のほうから変更が大丈夫ということでしたので、委員からいただいた

御意見のように、まず生涯学習を前に持ってくる。そうすると委員の御意見にも沿いますし、

その後にどうしてもやっぱり学習の機会に結びついていない、ちょっと表現はあれなんです

けど、学習の機会を得ていない市民ということは、最終的にやっぱり地域活動とかに持って

いきたいという思いはございますので、そこはその後に記載をさせてもらうという形で整理

を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。じゃ、そういった形で。 

○教育長 

 今の件で意見よろしゅうございますか。甲斐先生がおっしゃられた上２行の左までのとこ
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ろを切ったということになると、社会教育課は前の市民に対しての提供という意味合いで

しょう、これ。要するに、結びついていない人への提供という断定した言い方よね。結局、

結びついていない人に対して効果的に提供するよという言い方になっておるわけやろう。そ

いぎ、頭をぽんと外してしまうとぼさっとなってしまう。 

 だから、例えば、市民一人ひとりにとか書いて否定文を使わないと。──いうふうな方法

がよくないかなと思うんですね。 

○委員 

 そうです。実はその下に「市民一人ひとりが」とあるんですよね。これを上に持ってくる

といいなと思ったんですよね。教育長さんがおっしゃるような形にちょっとアレンジしても

らえるとよりいいかなと思います。 

○事務局 

 そうですね、はい。 

○委員長 

 よろしいですか。じゃ、そういったところでお願いいたします。 

 25、26ページよろしいですか。 

    〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長 

 じゃ、27、28ページ、この黄色がいっぱいあるところ。どうぞ。 

○委員 

 28ページの成果指標を新たに加えておられるんですが、「地域行事、社会体育活動などの

活動への子どもへの参加状況」と。ここで非常に、１つは子どもたちに地域行事に参加をし

ていただいて自己有用感を高めてもらいたいという気持ちが私も現場の中では強くあります

けれども、ここに社会体育活動を入れたのは何か意図があるんですか。ここら辺の部分が私

がよく読み取りきらんとですよ。地域行事はわかるんです。地域行事の中で子どもたちがい

ろいろやって、よう頑張ったねというのはわかるんですけど、社会体育活動のところを何で

入れたかをお示しください。 

○事務局（王丸） 

 今回新たに成果指標に加えております先ほどお話があった件なんですけれども、教育委員

会には毎年、佐賀市内の児童生徒、またその保護者さん、一般市民の方にアンケートの協力
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をお願いしているところでとっている項目の一つでございます。 

 今回は保護者さんのところから子どもを見たところで、地域の子どもが出ていっていると

いうところが１つの指標になるんじゃないかということなんですけれども、設問といたしま

しては、「あなたは、地域行事、社会体育活動などの活動に子どもを参加させていますか」

というふうな聞き方をさせてもらっております。行事とかスポーツ、体育活動というところ

に限った形じゃなくて、学校以外の地域という広いところで、それはスポーツもあるでしょ

うし、自治会、子ども会行事等もあると思うんですけれども、そういうところの地域に出て

いっているというくくりで言っていますので、この言葉の細かいところに一つ一つ限定が

あって、ここからここまで切り取って使いたいということではなくて、地域に子どもを出し

ているというところの意図をとっているところでございますので、そういった書き方、この

設問上でそういう書き方をさせてもらっているところでございます。 

○委員長 

 これは佐賀市特有の言葉じゃなくて、文部科学省とか、そういった地域行事とか社会体育

活動とかいう、そういうワードがあるわけでしょう。自分でつくったわけじゃないんでしょ

う。 

○事務局 

 そうですね。佐賀市のオリジナルではないと思いますけれども、ただ、学校、地域、家庭

というところの、地域に出ていくところのキーワードとして、言葉とすると、さっき言った

ように子ども会、体育行事いろいろありますので、そこを総じたところで地域行事、社会体

育活動という２つのワードにまとめているような状況だと思います。 

○委員 

 こだわって申しわけないです。いや、私の感じ、社会体育活動と、一般に子どもたちは放

課後にバスケットしたりとか、サッカーしたりとか、何かそういうイメージがある。多分こ

この数字の76.5とか85というのは、そういう地域行事よりもそっちのほうでガーッといって

いるからこれだけ数字が高くなっているんだろうなと。それはそれでいいんですけれども、

私が思ったのは、例えば、これが一番上に「地域の行事や活動に参加している市民の割合」

のところ、例えば、「市民の割合」の「市民」を「子どもの割合」とか、そっちのほうが

すっきりするのかなとちょっと思ったんですけど、私自身がどうもこの社会体育活動という

言葉自体に何か違和感があって、ちょっとすっきり入ってこないところがあったもので質問
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させていただいたところです。 

○委員長 

 一言で整合性を言うなら、「地域の行事」と上は書いているけど、下は「地域行事」と書

いていますよね。じゃ、これはどこが違うんだろうみたいなことを言われたときに、それが

言えなきゃいけないみたいになるかもしれませんね。 

○委員 

 でも同じような表現でもいいのかなという思いがするんですけどね。 

○教育部長 

 お気持ちは重々わかるんですけれども、アンケートをずっととっている中で基準値、基準

年度に数値がないといけないので、そういうことがあって、この辺も選ぶのも、ほかにもい

ろいろと悩んだ経緯があって、でもこれしかないなというところを今あれしているんですね。

だから、この設問項目を変えてしまうと基準値の年度も数値が入らなくなるというのがあっ

て、苦肉の策でございます。 

○委員 

 わかりました。 

○委員長 

 よろしいですか。どうぞ。 

○委員 

 大きく書き直していただいた中に幾つか私が言った意見もあったんですけど、その点につ

いて、よくわかりやすくまとめていただいているなというふうに思いました。企業の役割と、

それから学校等についてはそれを横軸でつなぎとかという、あの図に合わせた形で書いてい

ただいたので、私としてはわかりやすくなったかなというふうに思っています。 

○委員長 

 そうですね、本当にそう思います。いかがですか、ほか委員さん方は特には。 

 今からはやっぱり、さっき出られた自己有用感とか自尊感情とか、この辺の研究というの

は進められていくというふうに思いますので、この辺をどんなふうに地域と一緒に育ててい

くかみたいなところですね。次の課題になってくるような気はいたします。どうぞ。 

○委員 

 そこで感じたんですけど、要は地域の行事に子どもたちが出るというのを非常に最近よく、
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地域も学校も一生懸命そういったところで子どもたちに出させようというところでやってい

るんですけれども、地域の方からこういうことを聞いたことがあるんですよ。子どもたちは

出ようと思っているけれども、そこの親が何というかな、そういう自分の子どもが地域に出

るのに積極的に出す、行けと言う親御さんも結構多いと思うんですけど、中には、もうそが

んと行かんでよかろうもんと、そういう多分自分の家の都合等があってなんでしょうけど、

そんなふうに言う親がいて、なかなか出てきてくれんもんねという地域の方の言葉があった

んですよね。ああ、なるほどなと思って、やっぱりそういう子ども自身も地域に出ていこう

という気持ちは大切なんですけど、家庭の中でもやっぱり、親は家庭からも子どもたちに行

事があるけん一緒に行こうかとか、そういったところをＰＴＡなんかを通じて家庭に働きか

けというか、そんなことがあってもいいのかなというのも、家庭のほうも一緒になって子ど

もたちを外に出していこうという、そういうところがあったらいいかなって、現場で活動し

ていてちょっと思ったところでした。 

○委員長 

 この前言いましたかね、お茶の水女子大学がＳＥＳといいますか、母親の学歴と父親の学

歴と家庭の所得、その３つの要素で子どもたちに、保護者にアンケートをしているんですね。

そんな中で、地域の行事に参加する子どもほど学力が高くなっているということを出してい

るんですよ。 

 だから、今変えなければいけないのは親の意識のほうですね。だから、地域行事に参加し

て、そこで称賛を浴びたり認められたりすることで自信を持って、いわゆる自己有用感です

ね、そんなのを高めることによって、やっぱり自分も結構役に立っているんだみたいなこと、

じゃ、もっと役に立とうみたいなことですね。マズローの自己実現の承認の欲求から、自己

実現で終わらないですね、上は自己超越、やっぱり世のため人のために頑張らなきゃいけな

いんですね。そういうふうになりつつあるのはたしかですので、ですから、親御さんにも

やっぱりこうやってデータとして示している。これは文部科学省が委託している研究ですよ

ね。そんな中でこういう結果が出ているんだ。だから、不利な状況、例えば、お父さんが、

お母さんが大学出ていなくても、やっぱり経済的にだめだったとしても、よく授業参観に来

てくれると非常に子どもはうれしくなると。地域行事に参加すると、そこで褒められるとか、

そういった形に、要するに教育コミュニティといいますか、だんだんみんなで子どもたちを

育てていくような状態になりつつありますので、そういった意味では、非常に佐賀というと
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ころはそれがやりやすいところだと思いますので、ここで学力がついてくると説得もしやす

くなるんじゃないかという気がするんですね。だから、地域行事に参加すると簡単に言うけ

ど、私も秋田も回ってみて福井も回ってみると、地域行事に中学生がよく参加しているんで

すよね。これはやっぱりびっくりします。だから、そういったところを今からぐっと押して

いかなきゃいけないという気は確かにします。 

 いいですか、27、28ページよろしいですかね。委員よろしいですか。 

○委員 

 はい。 

○委員長 

 じゃ、指摘事項に関する確認はこれで終わりたいというふうに思います。 

 基本計画の進捗管理ですか、事務局から説明してください。 

○委員 

 済みません、前のほうで今まで気づかなかったんですけど、ずっと読んでみて気になるこ

とがあるんですけど、今可能ですか。 

○事務局 

 はい。 

○委員 

 11ページ、④課題のところに「ビジネスパーソンや女性」と書かれているんですけど、ビ

ジネスパーソンというのは、使い方としてビジネスマンとビジネスウーマン等を含んだビジ

ネスパーソンで、それで、この書き振りはちょっと変えたほうがいいんじゃないかなという

ふうに思ったので、ビジネスパーソンと書く意味があるのかというのと、じゃ、書いたん

だったら女性をそこにあえて置くと整合性がとれないというのがあるので、これはちょっと

後で御検討いただいて修正をかけてもらえるといいかなと思いました。行政的に対応してい

ただいていいと思うんですけど。 

 それと、もう１カ所あったんですけど、14ページのところで、施策の振り返り、真ん中あ

たりなんですけれども、「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」と。今から開始されるんですけど、ここだけ

だったらいいんですけど、このような制度のおかげで大きく減少し、平成31年度目標値を上

回る結果となっていますとなっているんですよ。だから、結果は前のなのに制度をここに入
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れてしまうと完全に整合性がとれないというのがありました。ですので、もし書くとするな

ら、子育て支援制度が開始されましたというところで一旦切って、このような取組や──そ

の前に取組もあるからですね。制度でこういう31年度目標値を上回る結果となっています。

さらに、令和元年10月には幼児教育の無償化が開始され、今後期待されるところですという

感じにしないと整合性がとれていないなというふうに思いました。 

 それと関連して、その次の「一方で、新制度開始以降」とあるんですけど、これが本当に

必要かどうか、今よく言われているのは、幼児教育の無償化になって預けるところがないと

かと言って、いろんなことが出ているからこういう文章になってきているのかなと思うんで

すけど、それだけではないですよね。なので、「新制度開始以降」というのはとってもいい

のかなというふうに思ったんですけど。これはどちらでもいいんですけど、その前のところ

は、結果と整合性がとれていないというのが非常に気になりましたので、修正をかけていた

だければと思います。 

○事務局 

 意味合いとして、ここは確かにおっしゃるように整合性とれていないんですけど、新制度

が始まりますよというようなニュースで市民の方が安心感を感じて成果が上がってきている

ということだったので、修正を加えていきたいと思います。 

○委員 

 そうですね。だから「31年度目標値を上回る結果」は、やっぱり結果ですからね、そこは

ちょっとおかしいかなと思います。ちょっと整理をしていただければいいかと思います。た

だ、無償化とかそういったことは入れていったほうがいいと思うので。 

 以上です。 

○委員長 

 本当ありがとうございます。 

 じゃ、よろしいですか、事務局。 

○事務局 

 はい。 

○委員長 

 では次、進捗管理についてお願いします。 

○事務局 
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 そしたら、29ページをお願いいたします。 

 まず、こちらは初めて今回提案する内容になります。「基本計画の進捗管理」について記

載しております。 

 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」によりまして、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

価を行って、報告書を作成して議会へ提出するとともに公表するということが義務づけられ

ています。 

 図がございますが、一番右側に第三者評価とございます。佐賀市教育委員会では、学識経

験を有する方々の知見を活用するためにこの評価委員会を設置しています。左側にあります

が、教育委員会による自己評価や事務局による自己評価に加えまして、この評価委員会に

よって第三者評価を行い、そして事業の継続的な改善を図っています。 

 下のほうにございますが、水色の教育政策市民満足度調査の実施ということで、毎年2,00

0人の市民と800人の児童生徒、そしてその保護者を対象に調査を実施しております。その結

果を、市民の御意見を反映するように努めております。これが進捗管理になります。 

 続きまして、30ページ目、佐賀市教育委員会のＰＤＣＡサイクルを載せております。 

 プランの部分です。こちらが今まさしく皆様に策定していただいております教育振興基本

計画に基づいて、具体的な事業であったり重点的に取り組む事業の企画立案をしております。

その企画に基づきまして、計画に定める基本目標「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」、そして、前回までに報告いたしました各施策の方針の目標を達成

できるように、具体的な取組を実施していきます。 

 先ほどの29ページで御説明いたしました進捗管理の手順で、チェックの部分で点検・評価

を行います。 

 評価結果を受けた具体的な取組や改善方策の検討をアクションの部分で行い、さらに次の

事業の企画立案に反映させていきます。 

 このような流れのもと、教育振興基本計画の目標を達成できるように進めてまいりたいと

思っております。 

 以上になります。 

○委員長 

 何かこのことについて委員さん方から御質疑とかございませんか。 
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 佐賀市がこれをやって特色を出しているみたいなところは特にはないんですね。 

○事務局 

 教育政策市民満足度調査で毎年2,000人に教育関係に関することを調査している部分です

ね。あと児童生徒合わせて800人、そしてその保護者という。基本的には教育振興基本計画

の成果指標にも用いているというところが特色になるかなというふうに思っております。 

○委員長 

 そのＰＤＣＡで、Ｒ（リサーチ）というか、その今言われたところがＲ（リサーチ）にな

ると、ＲＰＤＣＡとかよく言いますけど、その辺は入れなくてもいいんですね。必ず調査し

ているというところは根拠になるかなという気がするんですけどね。それをいつもＲＰＤＣ

Ａとか余り言わないので、普通ＰＤＣＡですよね。それはいいのかなという気がするんです

けど。 

 委員さん方何かございませんか。よろしいですか。 

    〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長 

 じゃ、意見がないということで了承といたします。 

 では、これまでの策定委員会３回を通じて、改めて基本計画について気になる点とかござ

いましたら、どうぞここでお願いいたします。 

 一回読んできていただいていますので、大体いいですかね。 

    〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長 

 じゃ、御意見がないということでしたら、全項目については了承ということで次に進みま

す。 

 次に、実施計画の施策体系について、事務局から説明をお願いいたします。 

○事務局 

 では、資料３、第２章「実施計画編」をごらんください。 

 こちらの実施計画編は第１回目の会議で御説明させていただいておりましたが、教育振興

基本計画は、基本計画編と実施計画編の２部構成になっておりまして、策定委員の皆様には

基本計画編の大もとの部分を御審議いただいております。実施計画編は、教育委員会の担当

者のほうで作成していく部分になりますので、今回は御紹介までということになります。 
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 実施計画は、基本計画のもとに個別の事業の中身や、その中でも重点的に取り組む事業計

画を示すものとなっております。 

 まず、１ページ目をごらんください。 

 実施計画の概要です。こちらは基本目標を実現するために縦軸、横軸の基本方針と４つの

項目の施策を体系的に展開していきます。実施計画の中では、施策を展開するために27の基

本事業を設定していきます。それが２ページ目の体系図のほうでお示ししている部分になり

ます。 

 続いて、２番目の実施計画の期間です。 

 基本計画は令和２年から令和６年度までの５カ年の中期計画ですが、実施計画は今後の社

会情勢等の変化を迅速に反映して、具体的事業の展開に生かしていくために、計画期間を３

年間と２年間に分けております。前期実施計画が令和２年度から４年度まで、後期実施計画

が令和５年度から６年度までの２カ年となります。 

 ３番目、実施計画の構成です。 

 ２ページ目のとおり、４つの施策に27の基本事業がぶら下がる形になります。その後、さ

らに27の基本事業の下に具体的な事業、つまり個別の事業がぶら下がる形になります。その

中から、前期３年間で何に注力していこうかという協議をしまして、重点事業を決めていき

ます。 

 なお、具体的事業であったり重点事業は、今後の予算編成と並行して整理していく予定と

なります。このため、今回表示しているのは施策体系と基本事業のみになっております。 

 ３ページ以降をごらんください。 

 こちらが各施策の下に位置する基本事業と、その基本事業の概要をお示ししております。

基本事業は施策実現のため、具体的な事業の達成の指標となる基本的な取組内容を示してい

るものです。今後、これらの基本事業の下に個別の具体的事業をこの中にもぶら下げて記載

をしていくこととなります。このような形で施策目標を達成するための事業を進めていきた

いと思っております。 

 事務局からの説明は簡単ですけれども、以上となります。 

 済みません、説明が漏れておりましたが、２ページ目をごらんください。 

 施策の体系図の中で、基本事業で赤色で示しているものが３点ございます。それが「ＩＣ

Ｔ教育環境の整備・充実」、それから「働き方改革の推進」、そして「地域と学校の協働活
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動の推進」の３つになります。こちらはやはり今の社会情勢などを受けまして、教師の方々

の働き方改革の推進ももちろん必要ですし、それとあわせて、新学習指導要領に基づいたタ

ブレットやパソコンの導入であったり、ＩＣＴ関係の整備が必要ということで新規で追加し

ております。 

 それと、「地域と学校の協働活動の推進」も、これまで第３回の中でもたくさん御意見い

ただいておりましたが、コミュニティ・スクールの推進であったり、地域学校協働推進本部

や推進活動の充実を今後していくことで、学力向上にもつながっていくということで、ここ

は新規として見せて注力していきたいと思い、新しく載せております。 

 以上です。 

○委員長 

 新規計画につきましては、この委員会の審議対象ではございませんが、何か質問とかござ

いましたら御質問をお願いしたいと思います。 

○委員 

 本当に、特に私の場合、やっぱりコミュニティ・スクールを推進する立場から言わせれば、

施策４の基本事業２の地域と学校の協働活動というところは、入れていただいたことは大変

うれしく思います。やっぱりこういうところで、コミュニティ・スクールだけじゃなくて、

こういう地域とのコーディネート役をして、実際に活動するのはどうすればいいかというと

ころを実際やらないと、前にも言ったと思いますけれども、ただ単にコミュニティだけじゃ

成果としてあらわれないところがあるので、やっぱりここの協働活動、当然私どもの北川副

は今から取り組んでいくんですけれども、ほかの地域にもこういったところをどんどん取り

入れて、市全体で取り組んでいければさらにいい活動ができると思いますので、非常にこの

基本事業２が新しく入ったというところで私はうれしく思っているところです。感想でした。 

○委員長 

 ほかにございませんでしょうか。よろしいですか。 

    〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長 

 じゃ、基本計画自体の審議はこれで終了したいと思います。 

 進行を事務局にお返しします。 

○事務局 
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 ありがとうございます。３回にわたり佐賀市教育振興基本計画について御議論いただきま

してありがとうございました。ようやく計画の骨子もでき上がりましたので、心より感謝申

し上げます。 

 「今後のスケジュール」についてですが、一枚紙を机上のほうにお配りしております。 

 表の右側をごらんいただきたいんですが、まず、11月の教育委員会研修会の中で、この法

案について報告をしていきたいと思っております。その後、12月の議会においてこちらの審

議内容をさらに報告いたします。 

 これを受けまして、12末から１月中旬ごろまでをめどに、約１カ月の間で審議した内容を

市民の皆様に公表し、意見を頂戴するパブリックコメントを実施したいと思っております。 

 その市民の皆様からの御意見について、教育委員会としてまた考え方を示しまして、それ

を計画に反映した上で２月に教育委員会の議決を受けて公表するという流れで進めてまいり

たいと思っております。 

 本日までの３回の策定委員会の中でおおむねの骨子はでき上がったものと思っております。 

 しかし、今後軽微な文言の修正とかがございましたら、よりよいものにしていきたいと思

いますので反映をさせていきたいと思っております。その際は、委員長のほうに御相談をし

て調整させていただくというような形で進めさせてもらいたいと思います。 

 パブリックコメントを実施します前に、最終案として委員の皆様に素案をお送りさせてい

ただきたいと思っております。 

 パブリックコメントの内容次第では大きな変更もあるかと思います。そういった場合は、

また申しわけないんですけれども、お声かけをして会議を開催することもあるかと思います。

ただ、軽微な修正の場合は、先ほど申し上げましたように委員長との調整とさせていただき

ます。 

 本日の会議の会議録についてもまた後日でき上がるんですが、そちらにつきまして修正が

あるかもしれませんので、また委員の皆様にお送りさせていただきたいと思いますので、修

正がありましたら事務局に御連絡いただくという形にしたいと思いますので、どうぞよろし

くお願いいたします。 

 それでは、最後になりましたが、東島教育長から一言お礼の御挨拶を申し上げたいと思い

ます。 

○教育長 
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 それでは、策定委員の皆様方にお礼を申し上げたいと思います。 

 ６月26日の第１回、これをスタートいたしまして、きょうで３回目と。回を重ねるたびに

混沌としていた、あるいはぼやっとしていたものが明確になってきたような気がいたしまし

た。と同時に、これから令和２年から５カ年間、これに基づいて私どもも実践をしていくわ

けでございますけれども、課題もまた今回の会議の中で生まれております。それは、成果指

標の問題です。 

 これは、本当に総合計画のほうとの整合性があるものですから、変えたくても変えれない

という事情がございましたし、これについては、５年後の総合計画の段階でこれはきっちり

整合性がとれるように、やはり成果指標のことについては見直しを図ってまいりたいという

ふうに思っております。 

 いよいよ第四次佐賀市教育基本計画です。一歩一歩進めているつもりでございますけれど

も、教育課題のほうがそれ以上に膨らんできていると、そういう現状の中にあります。学校

現場も非常に苦労をしながら子どもたちの教育に携わっておりますけれども、幸いにして先

生方のストレスチェックを勧めてしてもらっているんですが、この結果、佐賀市のほうでは

やりがいがあるという先生方の回答がたくさんございました。と同時に、校長を初めとした

管理職がよくフォローしてくれているということで、上司がよく世話をしているということ

が見てとれました。これを見たときに、もう本当に佐賀市の学校は校長先生を中心にしなが

ら、先生方がやりがいを持ってやっていただいていると。あとはやはり勤務時間と仕事の量、

このバランスをとりながらいかにしていくか、このことがまた課題かなと思いながら、スト

レスチェックの佐賀市の統計・集計を見たところでございました。 

 本当に３回にわたっていろいろ御意見をいただきました。いろんな観点から御意見いただ

いて、私どももそのたびに協議をいたしまして、本当に答え切るだけの内容になったかどう

か、これまた疑問点はございますけれども、いずれにしても、これからも皆様方には御指導

いただくことが多いかと思っています。どうか今後ともよろしくお願い申し上げますととも

に、次回の改定のときにもぜひお願いしたいというふうに思うところでございます。 

 本当に３回の策定委員会ありがとうございました。 

午後７時１分 閉会 


