
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「子どもを育む大人の役割に関する条例（仮称）」（案） 

に係るパブリックコメントの結果について（報告）

平成１９年８月２７日（月） 

定例教育委員会資料 

【青少年課】 



 

平成１９年６月１４日（木）から平成１９年７月１３日（金）まで実施した「子

どもを育む大人の役割に関する条例（仮称）」（案）に係るパブリックコメント

の結果について、下記のとおりご報告いたします。 

 

 

記 

 

 

１．意見募集結果 

意見募集期間 平成１９年６月１４日（木）から平成１９年７月１３日（金） 

意見提出者 ２人、２団体（提出者ごとに整理し、個別に郵送） 

提出方法 持参１人、郵送０人、電子メール１人・２団体、ＦＡＸ０人 

意見数 ３２件（※） 

※意見数について 

公表する意見３２件（賛同意見７件含む）に加えて、条例のパブリックコ

メントに直接関係しない意見を５件いただいている。これらについては、い

ただいた意見とそれに対する市の考え方は公表せず、非公表とした理由を付

して個人宛に回答する。 

（詳細は、「６．公表しなかったご意見と市の考え方」参照） 

 

２．結果公表日 

平成１９年８月３１日（金） 

 

３．パブリックコメント結果の公表先（実施時と同じ） 

青少年課、情報公開コーナー、生涯学習課、教育総務課、各支所教育委員

会出張所教育課、市立公民館（旧佐賀市）、市ホームページ 

 



４．政策等の案の修正箇所 

（１）条例の名称について 

仮称であった「子どもを育む大人の役割に関する条例」を「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」とする。 

 

（２）企業の定義について 

修正前 修正後 

（前半省略） 

・企業…事業活動を営むすべてのもの 

（以下省略） 

（前半省略） 

・企業等…事業活動を営むすべてのもの 

（以下省略） 

修正理由等：「企業」という文言だけでは、営利を目的としない法人や官公庁等を含んでいるこ

とがわかりにくいことから、「企業」を「企業等」に改めた。 

 

（３）「地域の役割」を以下のとおり修正する。 

修正前 修正後 

地域は、子どもに市民としての自覚を促

すために、次の役割を果たすように努める

ものとします。（以下省略） 

地域は、子どもに地域社会の一員として

の自覚を促すために、次の役割を果たすよ

うに努めるものとします。（以下省略） 

修正理由等：地域とのかかわりを強く表現したほうがよいとの意見を受け、「市民」を「地域社

会の一員」と改めた。 

 

（４）「学校等の役割」を以下のとおり修正する。 

修正前 修正後 

（前半省略） 

・子どもに情報や健康に関する正しい知識

を身に付けさせるとともに、子どもの安

全を確保すること。 

（前半省略） 

・子どもに情報や健康に関する正しい知識

を身に付けさせるとともに、子どもの安

全を確保すること。 

修正理由等：学校等の役割について、「子どもに情報や健康に関する正しい知識を身に付けさせ

ること」と「子どもの安全を確保すること」とは、性質が異なるものであり、同項

にすべきではないとの意見があったこと、また、学校等の役割については、「子ど

もに対して何かを身に付けさせること」に主眼を置いて明記しているため、後段を

削除した。 

 

（５）「市の役割」を以下のとおり修正する。 

修正前 修正後 

【市の役割】 

（以下省略） 

【市の責務】 

（以下省略） 

修正理由等：４つの育ちの場の「役割」とこの条例の目的を達成するための市の「役割」と同じ

「役割」という文言を用いており、その性質の違いが分かりにくいこと、また、こ

の条例の目的を達成するための市の姿勢を強く打ち出すために、「役割」を「責務」

に改めた。 



５．ご意見と市の考え方 

○○○○「「「「子子子子どもをどもをどもをどもを育育育育むむむむ大人大人大人大人のののの役割役割役割役割にににに関関関関するするするする条例条例条例条例（（（（仮称仮称仮称仮称）」（）」（）」（）」（案案案案））））全般全般全般全般    

ごごごご意見意見意見意見（（（（要約要約要約要約））））    市市市市のののの考考考考ええええ方方方方    

1 条例としての体裁や語句の制限がどのくら

いあるのかはよく分からないが、すべての大

人に理解と共感を得られなければ、制定して

も形骸化してしまうのではないか。中学生が

読んでも理解できる程度の平易な語句で条文

を作ることはできないだろうか。 

できるだけ市民の皆様が読んで分かりやすい条文にな

ることを主眼において、検討してまいりましたが、条例

という性質上、また、理念を謳った条例でもあるため、

分かりにくい部分や、イメージしにくい部分もあるので

はないかと思います。 

必要であれば条例の逐条解説や、子ども向けに編集し

たものなどを作成したいと考えております。 

2 この条例が、あくまでも子どもの成長を見

据えた大人のための条例であることから、現

代の子どもの課題を明確にしておく必要があ

ると考える。 

この条例は、「すべての大人が子どもの育成に関心を持

ち、かつ、主体的にかかわる社会を構築する」ことを目

的としています。したがって、子どもの個々の問題や課

題そのものを解決することを目的としているわけではあ

りません。 

ご意見のとおり、課題等を明確にする必要はあるとは

思いますが、そのことを条例に盛り込む必要はないと考

えております。 

3 子どもが、命の大切さを感じ、他者とのか

かわりを深め、自立していくには、優れた文

化芸術に触れることが非常に大切である。「子

どもが優れた文化芸術に触れることのできる

環境づくりをすること」を盛り込んでほしい。

家庭では文化芸術に目を向け、地域や学校等

では積極的に取り組み、企業では助成するこ

とができ、市は積極的に推進してほしい。 

ご意見のとおり、子どもが、文化芸術に触れることは

大切なことではありますが、それ以外にも色々な分野が

考えられます。 

また、条例の中で、個別具体的な事柄を取り上げ、過

不足なく条文に盛り込むことは困難であるため、原案ど

おりとします。 

4 子どもの権利条約に基づいた、「子ども条

例」もぜひ作ってほしい。 

子どもの権利条約に基づいた「子ども条例」を制定し

ている自治体も見受けられます。 

しかしながら、子どもの権利等を謳う条例も、子ども

の育成に対する大人の意識が欠けていれば効果がないの

ではないかと考えられます。 

今の時代や社会において、子どもを育むためには、ま

ずは大人の意識を変えることが先決だと考えておりま

す。 

この条例、そして、この条例を後ろ盾とした市民運動

の普及・浸透に全力を注ぎたいと思っております。 



 

○○○○「「「「子子子子どもをどもをどもをどもを育育育育むむむむ大人大人大人大人のののの役割役割役割役割にににに関関関関するするするする条例条例条例条例（（（（仮称仮称仮称仮称）」（）」（）」（）」（案案案案））））のののの名称及名称及名称及名称及びびびび前文前文前文前文についてについてについてについて 

ごごごご意見意見意見意見（（（（要約要約要約要約）））） 市市市市のののの考考考考ええええ方方方方 

5 経済大国日本の豊かさの余り、日本の文化

が置き去りにされ、忘れられたのではないか。

人の「理性」と「教養」が･･･そのことが「子

どもを育む大人の役割」に関わってくるので

はないか。前文で、「理性」と「教養」にかか

わる表現ができないか。 

この条例では、４つの幅広い視点から大人の役割を定

めております。その視点の中に「理性」や「教養」も含

まれるものと考えます。 

6 「子どもへのまなざし“１００％”」という

理念は、子どもへの監視強化や過保護に向か

う危惧もあるため、子どもの自立心を養うこ

とへの言及も入れるべき。 

この条例における「まなざし」とは、「あたたかく見守

る」「愛情を注ぐ」「関心を高める」などの意味合いで用

いています。 

また、子ども自身の自立については、子どもを育む４

つの視点の中に含めており、大人が子どもの自立を意識

しながら「まなざし」を注いでほしいと考えております。 

7 条例の名称は「子どもがあこがれる大人をそ

れぞれが目指す条例」というような、大人の

生き方を考え直すきっかけとなり、かつ個性

の多様さをも認める名称が望ましい。 

条例の名称は、若干長くはなりますが、その名称を見

て、この条例がどのようなものなのかという内容がイメ

ージできるものが良いのではないかと考え、「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」と

します。 



 

○○○○「「「「定義及定義及定義及定義及びびびび基本理念基本理念基本理念基本理念」」」」についてについてについてについて 

ごごごご意見意見意見意見（（（（要約要約要約要約）））） 市市市市のののの考考考考ええええ方方方方 

8 この条例でいう企業には、遊技場や風俗店、

インターネットカフェなども含まれるのか。 

遊技場や風俗店、インターネットカフェなども含まれ

ます。 

9 基本理念の２つ目は「子どもの権利条約」

の理念と同じだと思うので、「子どもの権利条

約に基づき」という言葉をぜひ入れてほしい。 

ご意見にあります基本理念の部分は、確かに子どもの

権利条約の理念とも重なります。 

しかしながら、ご意見の箇所は、この条例では、子ど

もの権利条約に基づいて明文化するのではなく、大人が

子どもに関わる際の前提となることとして明文化するこ

ととしております。 

また、この条例は、子どもの権利等を謳うものではな

く、大人の役割に関する条例ですので、基本理念もその

内容に沿ったものにすべきであると考えます。 



 

○○○○「「「「子子子子どものどものどものどもの育成育成育成育成にににに関関関関するするするする大人大人大人大人のののの役割役割役割役割」」」」につにつにつについていていていて    

・・・・「「「「家庭家庭家庭家庭のののの役割役割役割役割」」」」についてについてについてについて    

ごごごご意見意見意見意見（（（（要約要約要約要約））））    市市市市のののの考考考考ええええ方方方方    

10 家庭の役割についてはこの４つの案のとお

りだと思うが、もう一歩踏み込んで（古い言

葉で抵抗があるかも分からないが）命の尊さ

と「敬神・崇拝」自然の恵みを伝えることを

追加できないか。 

「敬神・崇拝」という言葉は、宗教上の問題にもつな

がり、誤解を招くおそれがあるのではないかと考えます。 

また、「自然の恵み」については、家庭の役割の一つと

して掲げている「基本的な生活習慣を身に付けさせるこ

と」の中に、家庭における食育も含んでおり、明文化の

必要はないと考えます。 

・・・・「「「「地域地域地域地域のののの役割役割役割役割」」」」についてについてについてについて    

ごごごご意見意見意見意見（（（（要約要約要約要約））））    市市市市のののの考考考考ええええ方方方方    

11 「･･･、子どもに市民としての･･･」を「･･･、

地域の住民としての･･･」に変え、地域とのか

かわりを強く表現する。 

ご意見のとおり、ここでは、「地域」について述べてお

りますので、いただいたご意見を参考にし「地域社会の

一員としての」と修正し、地域とのかかわりを強く表現

することとします。 

12 「･･･、子どもとのふれあいを深めること。」

を「･･･、ふれあいを深めるため、あいさつな

ど一声かけ運動を図ること。」と具体的な表現

にする。 

ご意見のとおり、地域の大人と子どもとがふれあいを

深めるためには、お互いが顔見知りになり、あいさつを

交わせる関係を築くことが重要ですので、明文化いたし

ます。 

13 地域の定義は「地域の住民、…ＮＰＯその

他の関係団体」とあるが、役割については自

治会や子ども会などについての内容にとどま

り、ＮＰＯ等の位置づけが不明である。どの

ような団体のどういった活動を想定、または

佐賀市の実態を把握した上での内容なのか。 

ＮＰＯ等と、子ども会などの地域の各種団体とは一線

を画している部分もあり、その役割についても同じ視点

で考えるのは難しいと考えております。 

今後、この条例を後ろ盾とした市民運動を展開してい

くにあたり、ＮＰＯ等の団体の方々と積極的に情報交換

を行い、ＮＰＯ等の条例での位置づけや具体的な取り組

み等について明確にしていきたいと考えているところで

す。 

ここに掲げる地域の役割について、ＮＰＯ等でもそれ

ぞれの活動の中で一翼を担っていただきたいと考えてお

ります。 

14 「地域社会における有害な情報及び環境の

改善を図る」のは、地域の住民が注意を促す

ことはできても、「改善を図る」のは企業や行

政の役割とも感じる。 

ご意見のとおり、最終的に改善を図るのは企業や行政

ではありますが、それぞれの地域にお住まいの皆様にも、

身近に有害な情報や環境が存在することをまずは認識し

ていただき、その上で悪質なものなどについては、関係

機関へ連絡等を行っていただくことが、改善を図ること

にもつながるものと考えております。 

15 定義にはあるが、ここでも地域にはＮＰＯ

等も含まれることを明記したほうが分かりや

すい。 

定義規定には、条例の中に複数回出てくる用語に対し

て定義をすることで、条文が長文化するのを防ぐ役割が

あります。 

したがって、条例では、一度定義をした用語について、

再度定義等の説明を加えることはできません。 



 

・・・・「「「「企業企業企業企業のののの役割役割役割役割」」」」についてについてについてについて    

ごごごご意見意見意見意見（（（（要約要約要約要約））））    市市市市のののの考考考考ええええ方方方方    

16 「環境に配慮すること」はもちろん、「環境

の改善」についても企業の役割に加えてほし

い。 

企業の事業活動とのバランスを考え、このような表現

にしたところです。 

参考として、「佐賀県青少年健全育成条例」では、有害

図書等の販売制限や罰則規定等が謳われております。 

17 企業の役割として若者の離職対策も含まれ

るのでは。就職以前の指導・教育の責任もあ

るが、採用した以上、職業人として育てると

いう企業の責任も大きい。「子ども」の範囲を

超えてはいるが、ニートやフリーターの増加

をみると、企業側にも「やめさせない職場・

育てる職場」という覚悟を期待したい。その

際、企業努力に対して「表彰制度」や「入札

の便宜」など、大人の都合を持ち出すことは

やめてほしい。（子育て支援企業のシール等を

作って名刺に貼る、などのアピールは必要。） 

この条例で、ご意見としていただいた部分までも、企

業側に求めていくのは難しいと思います。 

また、ニート・フリーターの問題は、企業側の努力だ

けで解決できる問題ではなく、社会全体で取り組むべき

問題です。 

この条例では、子どもの時期から勤労観や職業観を身

に付けるといったことに主眼を置くことといたしまし

た。 

また、企業努力に対する付加価値（いわゆるメリット）

については、いただいたご意見も踏まえて、今後検討し

ていきたいと考えます。 

18 企業の役割を条例の中で言及していること

は、非常に大きな意味を持つが、「地域や学校

が行う、子どもの育成に関する活動に協力す

ること」というだけでは企業は動かないので

はないか。企業がもっと主体的に子育てに関

する役割を考えるためには、「企業側のメリッ

ト」も必要だろう。そのために、企業のそう

いった活動や取組などを、第三者的に評価・

公表し社会的に見えるようにしていくシステ

ムが必要になるのではないか。（例：「子育て

ミシュラン」など）    

ご意見のとおり、条例に謳っただけでは実際の行動が

伴わない場合も想定されます。 

実際の行動を起こすために、すべての大人が取り組む

市民運動をこの条例で明文化いたします。 

どうすればこの運動が企業に浸透し、広まっていくの

か、という具体的な方策については、企業側のメリット

も含めて、今後検討していきたいと考えています。    



 

・・・・「「「「学校等学校等学校等学校等のののの役割役割役割役割」」」」についてについてについてについて    

ごごごご意見意見意見意見（（（（要約要約要約要約））））    市市市市のののの考考考考ええええ方方方方    

19 「心の教育・倫理観」というものは、家庭

の中で育つものである。「今の親は、家庭

は･･･」という声が聞こえるが、だから学校で、

というのではなく、大人が家庭で範を示そう

という意識の喚起は必要である。教師が子ど

もに接する時間を割くほどの仕事に追われて

悲鳴をあげているのに、その上「心の問題」

まで求められるから教師が心を病んでいく。

学校は、家庭ではできない集団生活と、生き

るための知恵・知識を学習するところである。 

ご意見のとおり、「心の教育・倫理観」についても家庭

が担うべき部分は大きいと考えています。 

したがって、この条例でも、「家庭の役割」において、

「子どもに対するすべての教育は家庭教育の上に成り立

つこと」と明記いたします。 

ここでは、家庭の代わりに学校がその役割を担うとい

うことではなく、「心の教育・倫理観」についても、学校

だからこそできる部分もあると考え、明文化したところ

です。 

例えば、道徳の学習などは「心の教育・倫理観」その

ものであると思いますし、学校での集団生活から学ぶこ

とも多いのではないかと考えております。 

20 「子どもに情報や健康に関する正しい知識

を身に付けさせる」ことと「子どもの安全を

確保する」ことは、１つの項ではくくれない

問題であり、別項にすべき。 

いただいたご意見をもとに、再度検討いたしました。 

学校等の役割については、「子どもに何かを身に付けさ

せること」に主眼を置いた役割となっているため、後段

の部分は削除することとしました。 

21 学校からは「多忙だ」という話をよく聞き、

確かにそうだと思うが、その割に外からの支

援の働きかけに対してはかなり強いガードが

ある。本当の意味で「学校を開いていく」必

要があるのでは。条例の中でも学校の公開性

について言及することで、地域や企業との連

携の後押しになるだろう。 

ご意見の「学校を開く」とは、「学校が地域や企業など

と連携・協働する」ことであると解します。 

子どもを育む４つの場がそれぞれの役割を果たすため

には、連携・協働は重要・不可欠であると考えています。 

具体的な連携・協働のあり方については、今後、市民

運動を推進していく中で検討していきたいと考えていま

す。 



 

○○○○「「「「市市市市のののの役割役割役割役割」」」」についてについてについてについて 

ごごごご意見意見意見意見（（（（要約要約要約要約）））） 市市市市のののの考考考考ええええ方方方方 

22 支援とは、援助の意味も含まれているので、

地域の団体が困っているときは助けることを

忘れてはならない。事が起きて、支援をお願

いすると「○○は任意団体だから･･･」と逃げ

ることが多い。また、行政間の横の連携を十

分に取っていただきたい。 

ご意見は、市に対する要望と解します。 

ご意見にありますように、地域の各種団体において、

この条例に基づく取組がなされる場合につきましては、

積極的に支援を行うとともに、部局間等の横の連携も十

分にとって対応していきたいと考えています。 

23 行政の役割は、横断的に連携を結ぶことが

重要となるが、行政の縦割り体質でうまく機

能するかどうか疑問。もっと行政の役割を明

確にするとともに、ＮＰＯ等との協働を随所

に明記していく必要があるのではないか。 

現段階では、教育委員会が中心となり準備を進めてい

ますが、市として条例を制定し、運動を推進していくた

めには、市役所内部の調整、市役所全体として推進して

いく体制作りが必要であると考えております。 

ただし、この条例や運動は行政主導のものではなく、

市民の皆様一人ひとりが主体となって推し進めていくこ

とを目指しておりますので、条例自体もそのことを意識

したものとしています。 

ご意見にありますＮＰＯ等との協働については、より

具体的な表現になると思われますので、条例として明文

化するのではなく、市民運動の取り組みの中で推進して

いきたいと考えています。 

24 市はこの条例を率先して進めていく立場に

ある。「男性の育児休業取得」や「一人二役運

動」などの具体例を示して、市が高い意識で

取り組むことが求められる。市（の職員）が

率先して取り組む姿勢を条例に明記すること

で、社会的影響力が増すと考えられる。 

この条例では、市も企業の１つとして、率先して企業

の役割に取り組むように位置づけていますし、この条例

に基づく運動が市民運動である以上、市職員も、それぞ

れ家庭や地域の役割を果たすように努めなければなりま

せん。 

市民運動として全市的に子どもを育むための大人の運

動に取り組むことから、市や市職員のみ、具体的に条例

に明記する必要はないと考えます。 

25 市も子どもを育む場の１つとして位置づ

け、４つの場と同等に役割を明確にしてほし

い。 

この条例では、市も企業の１つとして、率先して企業

の役割に取り組むように位置づけていますし、この条例

に基づく運動が市民運動である以上、市職員も、それぞ

れ家庭や地域の役割を果たすように努めなければなりま

せん。 

４つの育ちの場の「役割」とこの条例の目的を達成す

るための市の「役割」と同じ「役割」という文言を用い

ていたため、その性質の違いが分かりにくいことから、

この条例の目的を達成するための市の「役割」について

は、「責務」と修正することとしました。 

また、この条例に基づく運動は市民運動であります。

この趣旨からも、市の役割（責務）としては、この２項

としたいと考えております。 



 

○○○○賛同意見等賛同意見等賛同意見等賛同意見等（（（（７７７７件件件件）））） 

・すばらしい条例（案）に期待大であるが、過去このような約束ごとが作文されても、実行性に疑問を感じた

ことが多かった。私も地域住民の一人として頑張りたい。 

・大人が自らの姿勢を見つめなおすという点で、今回の条例制定へ向けての動きは「やっときたか」という感

じがしてうれしかった。 

・今の子どもたちを大人に育てるために、今の大人が責任の取れる大人として育つことが必要な段階に来てい

ると考えると、今回の取り組みの意義を感じることができる。 

・大人が子どもに限りなくやさしいまなざしを向け、その心のありように寄り添っていける社会が、子どもだ

けでなく大人にとっても暮らしやすい社会であることは言うまでもない。 

・「大人の役割を考える」という視点は、まさしく大人の意識改革が必要だという社会の課題をあらわしてお

り、共感できる。こういった条例で基盤を整備することで、さまざまな子どもへの取り組みの後押しにもな

るだろう。 

・家庭の役割として「子どもを有害な情報及び環境から守ること」があり、「パソコンや携帯電話の正しい使

い方」を視野に入れているのは、現代に応じた言及だと思う。 

・このような条例を、佐賀市民みんなで考え合っていくことは、非常に有意義なことだと思います。社会全体

で子育てをし、社会全体で教育がなされたら、子どもたちはどんなに生き生きと子ども時代を過ごすことが

できることでしょう。こらからも、行政と市民が一緒になって子どものことを考えていけたらと思います。 



６．公表しなかったご意見と市の考え方 

○○○○「「「「子子子子どものどものどものどもの育成育成育成育成にににに関関関関するするするする大人大人大人大人のののの役割役割役割役割」」」」についてについてについてについて    

・・・・「「「「地域地域地域地域のののの役割役割役割役割」」」」についてについてについてについて    

ごごごご意見意見意見意見（（（（要約要約要約要約））））    市市市市のののの考考考考ええええ方方方方    

1 地域の核となる組織には、子育て世代の女

性がより多く携わることが大切である。その

ためにも、自治会等の地縁組織のみではなく、

支援組織であるＮＰＯ等の活用も積極的に考

えるべき。 

市民運動を進めていく上での地域の核となる組織に

は、女性はもちろんですが、男女・世代に関わりなく、

多くの大人が参加していただくことが重要です。 

また、地域とＮＰＯ等との連携・協働については、子

育ての分野に限らず、他の分野でも今後ますます重要に

なってくると考えます。 

この条例や条例に伴う市民運動が、そのきっかけとな

るよう、推進を図っていきたいと考えています。 

非公表の理由：それぞれの地域における核となる組織に関する内容は、パブリックコメントの資料に含まれていないため。 

2 子どもと顔の見える関係を築くことが地縁

組織には可能である。特に「子どもの安全を

守る」ことには力を入れてほしい。そのため

には、地域の単位が旧町村では「町村」では

あまりに広すぎる。 

この条例に基づく市民運動の周知を図る際に、エリア

としての地域については、統一した認識が必要であると

考え、旧佐賀市では「小学校区」、旧町村では「町村」と

したところです。 

しかしながら、市民運動を具体的な活動として実践す

る場合、すべてをこの単位で行わなければならないわけ

ではありません。地域（エリア）は、活動の内容に応じ

て、広くなったり狭くなったりすると考えています。 

非公表の理由：条例に基づく市民運動を推し進めるための具体的な内容に関することは、パブリックコメントの資料に含

まれていないため。    

・・・・「「「「学校学校学校学校のののの役割役割役割役割」」」」についてについてについてについて    

ごごごご意見意見意見意見（（（（要約要約要約要約））））    市市市市のののの考考考考ええええ方方方方    

3 教師が専門家として児童・生徒の教育に専

念できるように、教育予算を増やし佐賀市独

自に教員の教室外での仕事をサポートする人

を置いてほしい。きれいな校舎や設備も大切

だか教育に関わる人のためにお金を使ってほ

しい。 

ご意見は、市に対する要望と解します。 

佐賀市は、厳しい財政状況の中、限りある財源を有効

に活用するために、総合的に判断して予算配分がなされ

ているところです。 

教育委員会としましては、まずは、教職員の事務の効

率化を図り、できるだけ教師が子どもたちと向き合える

時間を確保したいと考えております。 

このため、事務改善についてすでに具体的な検討を行

い、実現可能なものから取り組んでいるところです。 

また、地域の皆さんが学校ボランティアとして、学校

の様々な分野で、教職員の教室内外での仕事をサポート

していただいており、こうした動きを支援することも行

政の役割と考えております。 

非公表の理由：今回パブリックコメントに提示した条例案に直接関係する内容ではないため。 



 

○○○○「「「「市市市市のののの役割役割役割役割」」」」についについについについてててて 

ごごごご意見意見意見意見（（（（要約要約要約要約）））） 市市市市のののの考考考考ええええ方方方方 

4 「市の役割」だけが他の４つの場と別章に

なっていることに違和感があった。同じ立場

ではないと言われているような気がする。 

ここでいう「市の役割」とは、この条例の目的を達成

するために、市が果たすべき「役割」について言及して

おります。４つの育ちの場の役割の中では、市も企業の

１つとして、率先して企業の役割に取り組むように位置

づけています。 

４つの育ちの場の「役割」とこの条例の目的を達成す

るための市の「役割」と同じ「役割」という文言を用い

ていたため、その性質の違いが分かりにくいことから、

この条例の目的を達成するための市の「役割」について

は、「責務」と修正することとしました。 

非公表の理由：条例の章立て、条の構成等の詳細については、パブリックコメントの資料に含まれていないため。 

○○○○「「「「子子子子どもをどもをどもをどもを育育育育むむむむ大人大人大人大人のののの運動運動運動運動」」」」についてについてについてについて    

ごごごご意見意見意見意見（（（（要約要約要約要約））））    市市市市のののの考考考考ええええ方方方方    

5 「運動」と「推進本部」について４条にわ

たっているが、第９条の運動の定義の下に項

目としてあげても問題ないのではないか。 

いただいたご意見をもとに、再度検討いたしました。 

「運動」の定義となる部分は、原案どおりとしますが、

「推進本部」については、推進本部の設置に関する規定

とその役割に関する規定をまとめることとしました。 

非公表の理由：条例の章立て、条の構成等の詳細については、パブリックコメントの資料に含まれていないため。 

 


