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第１回 佐賀市教育振興基本計画策定委員会 会議録 

 

開会日 平成２６年７月３０日（水） 

開会時間 午後６時～午後７時５５分 

出席者 

委員 

伊藤委員長、香川副委員長、田口委員、松田委員、竹内委員、

坂本委員、千手委員、一ノ瀬委員 

事務局 

東島教育長 

こども教育部：貞富部長、古田副部長、中村学校教育課長他 

社会教育部：西川部長、中島副部長、棚町図書館長他 

議 事 

 

佐賀市教育振興基本計画－第三次佐賀市教育基本計画－について 

 

欠席委員 平川委員 

傍聴者 なし 

報道関係者 なし 

 

○千手委員 

 公民館長会の代表の千手と申します。今回初めての会議ですので、既に話があっているか

もしれませんが、教えてください。 

 ８ページです。教育長さんの御挨拶にもありましたけれども、教育委員長と教育長を一本

化すると。これは首長が直接任命・罷免をするとありますが、これは例えば、市長選挙があ

って、市長さんが代わったような場合、そのときはどうなるのですか。今は教育長さんの任

期は４年ですか。 

○東島教育長 

 今、４年です。 

○千手委員 

 ちょうど任期半ばで市長選があって、全然違うことを言う市長さんが選ばれたような場合、

あなた、やめてくれんねとか、そういうこともあるのですか。それとも教育長さんの任期ま

では務めることになるのですか。 

別紙１ 
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○東島教育長 

 来年度から移行期になっておりまして、いわゆる前に任命を受けた教育長は、教育委員会

で互選で選ばれているわけです。ですから、首長は教育委員として任命しているわけなんで

すね。だから、途中でよほどの何か失策がない限り罷免することはできない。ただし、今度

の新教育長は一本化されて任期が３年になります。ほかの教育委員さんは４年です。今まで

４年でいたのが、新教育長は３年間と。しかも教育長として直接的に首長が任命する。教育

委員も首長が直接任命する。ですから、当然ながら教育長に対する罷免権も首長が持ってい

ると。だから、仮に首長さんが代われば、代えるということはあり得ると。ところが、今の

教育委員会制度の中でいけば、教育長そのものの任命を首長から受けていませんので、これ

は基本的に現状ではできません。 

○伊藤委員長 

 よろしゅうございますか。 

○千手委員 

 いいものか悪いものか、何かちょっとわからないですね。 

○伊藤委員長 

 教育基本法第13条は、「連携・協力」じゃなくて、「連携協力」になっていると思うんで

すね。そのポツをした意味というのがもしあるんだったらですけど、もしなければ教育基本

法第13条にそろえていったほうがいいような気が私はしますけどね。 

○事務局 

 教育基本法第13条では、「学校、家庭及び地域住民等の相互の連携協力」というふうにな

っています。 

○伊藤委員長 

 そうですよね。「連携協力」が続いていますよね。 

○事務局 

 続いています。 

○伊藤委員長 

 その形でお願いしたいと思います。 

○香川委員 

 連携と協働はこれはポツが入っている。連携協力はポツなしだけど、連携と協働、これは
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ポツが入る。 

○事務局 

 国の第２期教育振興基本計画のほうですね。教育基本法第13条はそのままの「連携協力」

という一文、ポツは入らない形になっています。ただ、４ページのほうの国が示している共

通理念の部分については、「連携・協働」というポツがついている状態になっています。 

○伊藤委員長 

 それで、３ページの上から５行目に「学校・家庭・地域の連携協力」のところは当然つい

ていないですね。 

○事務局 

 ついていないです。 

○伊藤委員長 

 ところが、３ページの先ほど言った社会全体で教育の向上に取り組むというところは、今

度は「地域の連携・協力」になったわけですね。合わせたほうがいいと思います。簡単なこ

とですけど。根拠があるならいいと思いますけど。「児童・生徒」になっているところあり

ますよね。普通、学習指導要領には「児童生徒」というふうにポツがないというふうに思う

んですけど、そちらのほうもそろえたほうがいいような気がします。 

 そして、子どもと児童・生徒というのを分けて書いているのか、それとも児童・生徒と子

どもはイコールで書いているのか。わざと分けて書いているのかというところも合わせられ

るなら合わせたほうがいい気がします。 

○千手委員 

 文言のこといいですか。６ページの９番、策定の趣旨、ここの１行目のところですよ、

「グローバルや」となっている。これは「グローバル化」か、あるいは「国際化」とかいう

言い方じゃないかと思うんですが、22ページを見たら、22ページの基本目標、この２段落目

の４行目では「グローバル化」と書いてある。だから、「グローバル化」のほうが正しい使

い方じゃないかなと思いますが。 

○事務局 

 はい。これは修正いたします。 

○伊藤委員長 

 ２ページの教育の目的で○というのと◇は、特に意味合いありますか。生涯学習の理念の
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ところは。 

○事務局 

 意味はありません。項目出しで修正が漏れています。申しわけございません。 

○伊藤委員長 

 ＩＣＴはＩＣＴでよろしいですか。一応最初だけ括弧書きするとか、何かそういったのは。

意外に書けない、わからないですよね。試験に出しても学生は書けない者もいますから。Ｉ

ＣＴ利活用と書いていたように思いますけど。これはＩＣＴの活用になっているので、その

辺はちょっと整理したほうがいいと思います。 

○香川委員 

 英語で入れて、日本語にして括弧の中に入れてＩＣＴ（英語、日本語訳を書く）。イノベ

ーションの創出というのが、わかるようなわからないような。これも何か書いていてほしい。

これは国が書いていることの引用ですか、この３ページ、４ページは。こちらでまとめてい

るわけですか。国の教育振興基本計画の概要とありますよね。 

○事務局 

 はい、国の概要版からまとめています。 

○香川委員 

 それなら、市民の目で見てやっぱりわかりやすい計画という点で、ＩＣＴ、イノベーショ

ン創出も、解説みたいなものがあったほうがいいと思います。 

○一ノ瀬委員 

 ９ページの12の計画の構成及び期間の表を見ていまして、佐賀市教育委員会のその他の計

画というのがあるんですよね。その中でいろいろ計画があるんですけど、このほかにも計画

がありますか。これは全部網羅されているんですか。 

○事務局 

 毎年度更新しているような方針もありますので、そこまで入れるとほかの計画もあるとい

う御回答になると思います。 

○一ノ瀬委員 

 私が気になったのが、子ども読書活動推進計画がないので、予定はありますか。何かそう

いう計画も考えてもらいたいなというのはありますね。網羅されていないのかな、どっちな

のかなというのがちょっとわからなかったので。 
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○伊藤委員長 

 ほかはいかがでございましょうか。教育委員会制度はどこかから出典があるんですか。自

分でつくられたんですか。 

○事務局 

 基本的には新聞記事とかニュースから見やすいものをまとめている状態です。この参考の

教育委員会制度という部分については、あくまでも参考でこの計画の策定委員の皆様に御説

明するために掲示をしている状態ですので、本編のほうに載せるというわけではございませ

ん。 

 

○千手委員 

 20ページです。20ページのこの背景の木はどういう意図でこの背景の大木があるんでしょ

うか。 

○事務局 

 １つの幹になっているという考え方で、この木がなくても全然構わないですけれども、そ

ういう一連の流れになっているという、大きな幹になっているという見せ方をしています。 

○千手委員 

 現行のところですけど、見直しの方向性については、私もこれで賛成だと思いますが、施

策体系のところの現行ですね、これが下のほうの基本事業（36事業）から施策６項目、基本

方針２項目、矢印が下から上に上がっていっているのはどういう意味ですか。 

○事務局 

 25ページをお開きください。個別事業の目的が基本事業になりまして、基本事業の目的が

施策になります。施策の最終的な目的が基本目標だったり基本方針だったりという形になり

ますので、それを示した形が先ほどの下から上にいっているような矢印の考え方になります。

この施策でいいますと、基本事業が施策を達成するための手段でありますので、その手段を

もとに施策の目標に引き上げていくという流れになりますから、下から上に矢印を向けてい

るような形になっているということです。 

○千手委員 

 私の感覚では、基本方針があって、それをもとに施策が述べられ、そして基本事業があっ

てというふうに思ったので、何かこの背景の大木と関係があって、下の根のほうからだんだ
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んだんだん上のほうに大きく、何か意図があるのかなと思っていましたが。 

○伊藤委員長 

 確かにおっしゃるとおりですね。基本方針を決めるということを中心にすれば、下から上

がってくるという考え方はできますけどね。確かに大項目とかということをいえば、上から

のスタートが先かもしれないですね。 

○古田こども教育部副部長 

 個別事業をやっていく中で、最終的にいろんな事業を総合して施策目標なり基本目標なり

を達成していくというイメージがあるものですから、こういう書き方になっています。 

○東島教育長 

 今、千手委員さんのおっしゃられるのはもっともだなと思って聞いておりました。確かに

第二次ではそういうふうな仕組みをつくっておりますので、これは修正できないというふう

にいたしましても、今後の第三次に生かしたときに、私が思うのは、これはやっぱり双方向

だろうと思うんです。上からだけ来るんじゃなくて、上からも来て、下からも見直さないと

いけない。だから、これを第三次では双方向で持ってくればどうかなと思っているんですが、

委員の皆さん方はどうでしょうか。 

○千手委員 

 双方向は理解しやすいですね。 

○伊藤委員長 

 どなたが見てもいろんなとり方ができないというところが大事だと思うんですね。やっぱ

り共通理解ができるということが大事だと思います。 

○坂本委員 

 双方向にしていただけると、こういう目標があるからこういう事業を展開していきますと

いうところにつながっていくと思うんで、双方向というのに矢印をしていただいたほうが皆

さん理解はしやすい。 

○伊藤委員長 

 どっちからでも考えはできますからですね。考え方としてはですね。あと何かございませ

んか。 

○田口委員 

 20ページのほうの見直しの方向性の一番下の、進捗管理については評価方法を検討すると
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いう、あいまいというか、漠然とした書き方なんですが、もう少し詳しくお話ししていただ

ければ。 

○事務局 

 評価方法については、内部の考え方を整理するということで、今、評価方法は施策自体を

評価していただく、そこは変わらないですけれども、私どもの内部管理の部分で見にくい部

分もあるので、その辺は整理をしていきたいという内容で検討をさせていただきたいなと。

よりいいものにしていきたいなと思っているところです。 

○田口委員 

 もう１つ、25ページですけれども、重点事業ということで、生涯学習の推進は、重点事業

４事業と書いてあるんですけれども、私はこの基本事業から幾つかに重点事業としてピック

アップするという考えで見ていたものですから、そうではないということですね。 

○事務局 

 田口委員が言われているとおりです。基本事業から１つずつというわけではなくて、基本

事業の中に複数の事業がさらにまたぶら下がっていまして、その中での重点で取り組む事業

ということを設定させていただいています。生涯学習の推進で、今３つの基本事業から４つ

の事業を抜き出しているということで、どれかが２つの重点事業が挙がっているというよう

な形になっております。 

○田口委員 

 既にそう書いてあるということは、もう内々に重点事業は決まっているということですか。 

○事務局 

 左側が現行なので、第２次の教育計画ではこういうふうに抜き出しをしていますというこ

とで、今度の実施計画の中で重点事業を示すときは、これが何事業になるかというのはまだ

白紙の状態になっています。 

○伊藤委員長 

 田口委員が言われた、例えば生涯学習だったら３つしかないのに４事業になっているとい

うのは、見にくいというか、理解しにくいんじゃないですかね。説明があったからわかった

わけですね。これわかりやすくしたほうがいいかもしれませんね。 

○東島教育長 

 生涯学習の推進の中に３本あって、全部で11項目あるですね。ですから、３つの基本事業
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があって、３つのうちの１の社会教育施設の整備と活用には、６具体的事業があります。公

民館等の事業には、４つの具体的事業があります。図書館の利用には、１つの具体的事業が

あります。その中から重点具体的事業と。この「具体的」を省いているものだから、ちょっ

と紛らわしい、混同しやすいということになりますね。 

○伊藤委員長 

 これは具体的事業じゃなくて、具体的項目じゃないかな、そういうことに変えられたほう

がよりわかりやすいと思うんですよね。 

○田口委員 

 基本目標の、やはり「市民としての責任と自覚を持ち」が外れたような形になり、「さ

が」とか「個性」とか「創造性」に括弧とかをつけてという案なんですけれども、よりバー

ジョンアップしていると思っていいのかなと、最初に思ったときには、個性と創造性という

のだけでいいのかなというふうに思って、今、御説明はそこの中に責任と自覚というのは入

っているからということではありますが、文字にはそういうふうに説明を受けなければ、そ

こに結びつくかなというふうに思ったんですが、そこはどうでしょうか。 

○竹内委員 

 それに関連してなんですけど、僕も今思っていたのが、「ふるさと“さが”を創りだす

「個性」」と、「“さが”を創りだす「創造性」」、２つですよね。この「“さが”を創り

だす「個性」」というのがどういったものなのかとか、「“さが”を創りだす「創造性」」

がどういったものなのかという定義というか、そこをもう少し何か知りたいなとこれを読ん

で思ったんですけど、その中に責任とか自覚とか、個性の中に責任とか自覚も入ってくるの

かなと思ったり考えていたもので、その辺定義というか、その言葉の、「“さが”を創りだ

す「個性」」とは大きく言ったらどういうものなのかという、「“さが”を創りだす「創造

性」」といったら、大きくくくるとどういうことなのかというのを定義づけていただけると

助かるかなと思います。 

○東島教育長 

 非常に難しい問題ですね。というのは、定説がないということが１つございます。純粋に

今考えて個性、子どもたち一人一人の、言うならば学習というのは自立を目指してやってい

るわけですが、自立のためには自分という特性を生かさなければいけませんし、そういう意

味では、それは個性とその人が持っているよさ、これが平たく言えばそういうことになるわ
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けですね。そうしないと、自分の持っているよさを発揮できないことには、当然ながらふる

さとに貢献できるような人間には育たない。 

 それから、創造性というのは、知識基盤社会といわれますけれども、やっぱり知識を知識

として持っているだけじゃなくて、それを活用してつくり出していかなければなりません。

これが創造性だろうと。かつて、個性とは何ぞや、創造性とは何ぞやというこの議論を随分

したことがございましたが、結論的には、余りにも難し過ぎてわからないというのが現状で

ございました。ただ、少なくとも言えるのは、人が人として生きていくためには、自分らし

く生きていく。その自分らしくは、社会と協調をしながら生きていかなければなりませんし、

それを発揮するようなものでないと個性とは言えない。と同時に、創造性はやはり獲得した

知識とか技能とか、あるいはものの考え方とかいうのも、やっぱり組み立てて新たなものを

つくり出していくという意欲を持った、そういう実践的な態度をやっぱり培っていかなけれ

ばいけないというふうに思っているわけなんですね。 

 ですから、これは必ずしも“さが”を創りだすだけではなくて、恐らく人が人として生き

ていくための一つのキーワードの要素であるというふうに私は捉えております。これは定義

をせよと言われれば、学問的に定義をしていただくことも可能かもしれませんが、できるだ

けわかりやすく皆さん方にお示ししたいという思いがあるものですから、そこら辺はぜひ皆

様方の知恵もお借りしながら、どういうふうにこれを解釈するのかというふうに今のところ

は思っているところです。 

○香川委員 

 多分ここは「“さが”を創りだす「個性」」とか「“さが”を創りだす「創造性」」とい

うよりも、「ふるさと“さが”を創りだす」という大きな目標のもとに、個性と創造性を持

った人をつくろうと、そのことを通して佐賀を発展させる、そういうような構造なんだろう

と思います。田口委員がおっしゃったように、前は平たい文章だったのに、今回は括弧をつ

けて「個性」を強調、この括弧は強調でしょうね。そして「“さが”」は、「ふるさと」と

平仮名が続くからだけど、英語のクオーテーションマークで日本語を囲むという用法は、定

着しているものですかね。テレビのテロップなんかではよく出ます、ニュースのテロップで

はですね、ＮＨＫを見ていても。しかし、教育委員会が用いるということは、もう日本語と

してこういう用法を認めていく、公認していく、国語としてということになるので、そこの

ところはどうなのかなと思いまして。この「さが」というのをくくるというのが。 
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○松田委員 

 特にこの「さが」というのは平仮名なので、そこをわかりやすくという意味もあるのでし

ょう。 

○香川委員 

 その意図はよくわかります。 

○伊藤委員長 

 教育委員会が使うということに対してですね。 

○香川委員 

 教育委員会が使うということは慎重にというか、検討したほうがいいと思います。一つの

態度表明みたいなものだからですね、国語的にどうかなと。 

○事務局 

 事務局で調べてみます。 

○伊藤委員長 

 小、中、高等学校、特別支援学校の配慮事項の一番が言語活動の適正化でもございますの

で、その辺を今見てみると、香川先生がおっしゃったのは大事なことかもしれないですね。 

○松田委員 

 先ほど田口委員のおっしゃった、これバージョンアップしているのかという問いかけです

けれども、僕はこれを見たときに、ふるさとという言葉が入っているのが、これわかりやす

いなという、恐らくこれも、定義というところになると、細かいところになるといろんな捉

え方というのがあるんでしょうけど、ふるさとという言葉を入れたというのが非常によかっ

たなと思いました。 

○伊藤委員長 

 私は、個性と創造性というと、どうしても同じラインに乗らないんですよ。レベルが全然

違うように感じるんです。例えば、文部科学省というのは、国の振興計画で、自立、協働、

創造というとぴたっ、ぴたっ、ぴたっとなるんですよ。学校教育であれ社会教育であれ、そ

して家庭教育、先ほど教育長さんおっしゃったように、学校は自立なんだという感じですよ

ね。それを抜けて、協働ですよね。そして、新しいものをつくり出している。ですから、自

立、協働、創造というその３つのキーワードというか、理念というのは同じラインにきちっ

となって、それも発展性があるというのはわかるんですけど、個性と創造性という、その
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「性」をつけたことによって、何か全然アンバランスな感じが見えて仕方がないんですよ。 

○田口委員 

 自分らしさも大事だけど、やっぱりいろんなところで協働していく、コラボしていく、連

携していくというところもすごく大事だから、今おっしゃった自立、協働、創造というとこ

ろの協働的なところがここに入るといいけどなって、それが何か子どもの育ちの中で自分ら

しくあるだけでいいのって、いろいろなことを活用するということだけでいいのって、佐賀

市の子どもたちにもっと、自覚、責任とかまで求めなくても、もうちょっと何か社会化とか

社会性というようなこととかは入れなくていいのと、そういうふうに感じました。前は「市

民としての責任と自覚を持ち」と書いてあるから、そこら辺が社会性みたいなところもある

のかなと思っていたんですけど、これだけでいいとかなって、正直そんなふうに思いはした

んですけれども。 

○事務局 

 個性というのは、やっぱり自由気ままとか、わがままとかいう悪いイメージがやっぱりあ

るんですけれども、自分の行動への責任と自覚という部分は、そういった個性を念頭に置い

た個性という書き方をしているので、何か、そういった悪い部分をイメージした個性という

そういったイメージでは書いてはいないと思います。 

○香川委員 

 個性をマイナスイメージで捉えて言われるんじゃなくて、やっぱり協働とか協調とか、そ

ういうのがあったほうがいいんじゃないかなということを、思いやりのような、人と人とを

つなぐようなものが。 

○田口委員 

 そういうのをもっと前面にわかりやすくしたらいいなと思ったんですけど。きずなとかい

ろんなことが大事と言われているから。 

○香川委員 

 個性と創造って、すごく何か元気がいい感じはするんですよね、前向きな。重要なことだ

とは思いますが、ただ、空洞化しやすいような気もしますよね。 

○伊藤委員長 

 「創りだす」で「創」で入って「創造性」ですね、「創」が２つ入る。 

○一ノ瀬委員 
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 何か、「創りだす」というのがすごくしっくりこなかったんですよね。郷土愛を育てると

いうところにすごく思いはあるのかなって。やっぱり愛する気持ちが全てを、個性も含めて、

創造性も含めて、佐賀に思いを寄せるというのを生涯にわたってと、そういう人たちを育て

たいという思いは伝わってくるけど、「創りだす」というのはちょっと言葉が違うかなと感

じたので、何かいいものがないかなとか思っていろいろ考えたんですけど、礎とか、何か心

の中にしっかり残すというのを、何か言葉がないかなと思って。 

○坂本委員 

 「創りだす「個性」と「創造性」」って、同じ並びに並べるのはちょっと私もうんって感

じるところがあって、個性を生かした創造する力とか、そういうふうな持っていき方をする

と、それぞれの力を、何か佐賀のまちづくりに生かしていこうと、佐賀をつくってこういう

ふうに生かしていけるというふうに何かとれるんじゃないかなと感じています。ただ、現行

を何かうまく短くまとめられているような感じはするんですよね。 

○伊藤委員長 

 ふるさとというのは非常に柔らかさとか、幅広い何かそういうのはできるのかなという気

は確かにしますね。確かに、基本目標、基本方針て、非常に形的にはいいんでしょうけど、

何かちょっと変えたほうがわかりやすいかなという気はしますね。基本目標と基本方針とど

んな違うかなとか思ったときに、伝わるようにやっぱりしないといけないからですね。 

○千手委員 

 これが、例えば早寝・早起き・朝ごはんとかいうのは非常にわかりやすい。そういう子は

勉強が少しできてもできんでも、将来立派な大人に育つだろうというイメージがぽっと浮か

びますよね。ああいうのがあればいいなと思いますが、先ほど委員長が、国が使っている言

葉の自立、協働、創造というのをおっしゃったですよね。そういうものをここに、例えばの

話ですけれども、「ふるさと“さが”を創りだす「自立」「協働」「創造」の精神に富む人

づくり」とかいうような、もう少し整理できたらはまるかなと思っているところなんですけ

れども。「さが」のオープンクオテーション、クローズクオーテーション、これはもう少し

検討するにしましてでも、私は余り違和感は感じないわけですが。やはり個性と創造性とい

うところが、何か先ほどの自立、協働、２文字ずつの自立、協働、創造の気持ちに富むとか

精神に富む人づくりとかいうようなことにしたら、もう少し落ち着くかなというふうには思

います。「ふるさと“さが”」というのは、私としてはとてもとても好きな言葉です。 
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 自立、協働、創造というようなこの３つの単語を入れることによって、あるいはその骨格

がまた幾らか影響を受けたりするようなことになりますか。 

 基本目標と中身が、違うというようなことにならないならいいかもしれませんね。 

○香川委員 

 この「“さが”を創りだす」というのは、いわゆる今言っている地域創成とかそういうふ

うなところですかね。それが入っているんだと思うんです。でも、創りだすということと創

造性というのは確かに同じ言葉なので、「ふるさと“さが”を創りだす「自立」「協働」の

精神に富む」ではどうですか。 

○一ノ瀬委員 

 やっぱり現行との整合性があり、そこは変えづらいところはありますよね。 

○香川委員 

 そうですよね。それでは全体を見てからまた最終的に。 

○千手委員 

 これはきょうはまだ１回目ですから、また２回目事務局が見直し案的なものをつくられる

とすれば、それをさらに検討するというような手順になるんですか。それはどうなりますか。 

○伊藤委員長 

 時間的余裕はございますか。 

○事務局 

 ２回目の予定は、今回出た意見を反映させた上で、それと次の方針、基本方針のほうの審

議という形で進めていこうかと考えています。１つずつクリアしていって、そこで出た修正

は次の時点で修正という考えを持っておりました。委員さんがおっしゃるように、ガサッと

変わると問題がありますが、その部分的な修正はしていく方向性ではおります。 

○伊藤委員長 

 それでは、今のいろいろ出た意見を事務局で検討をしていただいて、これでどうかという

ふうに次回示していただいたら、そうですねというふうなことになるんでしょうか。 

○東島教育長 

 目標から個性、創造性を外すということになりますと、どういう言葉でいくかというのが

決まらないと、後が続かないんですよね。今のところ個性と創造性ということで、いわゆる

市民像をつくっているわけです。目指す市民像なんですよね、これは。その市民になすため
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に、ゼロ歳から、特に義務教育を経て生涯学習に向かわせると、こういう視点を持っている

わけですので、あくまでもここは子ども像じゃないんです、市民像なんですね。ですから、

そういうことを考えて、仮に、自立、協働、創造性という視点が望ましいということで、そ

ういうふうになりましたらそれで書けるんですが、今の意見だけでは、どういうふうに転ん

でいいかわからないと。だから、個性、創造性を生かすという視点であれば、その文言修正、

さっきの見直しというのはききますけれども、そもそもの目標が不安定でしたら、極めて書

きづらいというところはございます。 

○伊藤委員長 

 意見を伺いましょうか。ちょっと変更することは可能なんですか、どうですか。できれば

変更しないほうがより望ましいとかということがあれば。 

○東島教育長 

 変更はやぶさかではないと思っていますが、ただ、一次、二次、三次というつながった、

いわゆる継続性ということがそこにありますので、大幅な変更というのは、これはやっぱり

余り望ましくない。だから、仮に目標の表現が変わっても、言うならば基本姿勢はもう180

度転換するということはこれはあり得ないというふうに思っていますので、そこら辺を考慮

していただいて、御意見をいただけると助かります。 

○坂本委員 

 個性を含めた上での何か新しい文言であれば、二次の基本計画を踏まえた上でさらに変え

ていけるんですね。23ページに見直しの考え方というのは一番上に図が載っているんですけ

ど、一次で責任と自覚、それを踏まえて個性と創造性というふうに持ってこられているので、

個性と創造性を踏まえて、さらに何か新たな考え方というのであればできますか。 

○東島教育長 

 個性と創造性の先に行くというふうな考え方に立ちますと、極めて難しいだろうと私は思

っています。したがいまして、個性と創造性の先という考え方じゃなくて、いわゆる教育基

本計画の考え方の神髄はそのまま引き継いで表現できればというふうな思いがあるんですね。

ですから、ちょっとこれ以外の言葉というのがどういうふうになっていくのか、これをベー

スにしながら個性や創造性──個性というのはやはり、私たちの学校教育の中でも子どもた

ちの個性を生かした事業の取り組み、あるいは個性を尊重すると同時に個性を伸長するとい

うことは学校教育の務めでもあるんですね。 
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 ですから、子どもたちから大人までという、大きな生涯の教育を眺めたときには、個性と

いうことは、やはり仮に言葉を外しても、これは内容的には外せない。創造性はやっぱり今

から先、非常に重要になってくる内容であるといったときに、これが並列に並ぶか並ばない

かというのは非常に今、委員さんの意見を聞きながら違和感を感じるということでありまし

たので、そこら辺を踏まえて、いわゆる目指す市民像というのがどうあったらいいのか、二

次を踏まえながらということになりますので、何かいい文言等があって、これがつなげられ

ればという思いがします。 

○坂本委員 

 眺めるときに違和感を感じるというか、個性がそれぞれあってそれぞれの創造性というの

が生まれてくるのかなと思うので、個性が生かされた創造というのができるような何か文言

にできればなと。 

○伊藤委員長 

 ここに教育長さん書いてありますけど、結局、地域づくりに積極的にかかわる主体的な担

い手として個性と創造性を発揮する人づくりが必要ですと書いてありますので、それはこの

一文で説明をしているんじゃないかという気がします。ただ、一次、二次、三次とあって、

３次で急に自立、創造とかと変わっていくというのもあるのかもしれませんね。 

○一ノ瀬委員 

 この「創りだす」と「創造性」の「創」が同じ漢字なので、「つくり出す」を平仮名にす

るとかいうことでもいいのかもしれないですけどね。「つくり出す」はいろんな意味がある

ので、これだけじゃないので、そこを平仮名にすると、少し流れとしてはいいのかなと。 

○伊藤委員長 

 平仮名ですね。それはよろしいでしょう。できますか。 

○東島教育長 

 それはできます。「つくる」というのを、やっぱり創造してつくり出すこともありますし、

つくるときもありますしね。 

○一ノ瀬委員 

 人によってというのもあるし、いろいろとれるので、これだけの「創り」ではないので、

２つ同じ文字があるというのがすごくやっぱり強調されているので、そこは少しやわらかく

表現するというのもいいのかもしれない。 
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○田口委員 

 もし基本目標が大幅に変更難しければ、やっぱりここでもう少し内容のところで個性とい

うことが先ほど言ってくださったようなこと、個性とは何ぞやというようなところは、もう

ちょっと読んだ方に、ああ、そういうことなんだ、この中に、原稿にある市民としての責任

と自覚を持っているということも含めて個性というようなことがちゃんと伝わっていかない

と、何かポップな感じですごく弾んだ、前向きな感じになっているんだけれども、それだけ

で本当に今の子どもの人づくりっていいのかなって思ってですね。でも、これってやっぱり

個性というか、一人一人を自分らしく生きていくというのは物すごく外せないから、余りみ

んなのために力を発揮する人をつくっていくということだけでもいけないと思うんですけれ

ども、個性、創造性、協働性とか、市民としての責任と自覚を持ちというところの意味合い

を何か別の言葉でプラスして、これに足すみたいなことでも、例えば、見直ししたというふ

うに見ることはできるかなとかですね。協働性という言葉なのか、市民性という言葉なのか、

もう少し連携して何かみんなでやっていくという意識を持った子どもたち、自分の能力の発

揮とか自分らしさだけではなくて、みんな、やっぱりそういう視点を持って生きていくこと

が地域づくりにもなるのかなとか、何かそこら辺が目標の中で、もしなかなか反映できなけ

れば、内容でしっかりそこは書いていただけるといいかなと。 

○香川委員 

 前の計画では、市民性というのは結構強調されていなかったですか。確かにこのスローガ

ンの中に入っていないですね。内容的にも事業的にも目標がなくなったわけじゃないですよ

ね。 

○東島教育長 

 例えば、個性と創造性をつなぐ言葉としてのいわゆる協働という視点、これを中につなぎ

として、つなげていくとどんなふうになるんですかね。結局は、自分らしさの発揮とともに

つくっていく力、それは１人では成り立ちません。市民相互に協働し合ってこれは当然して

いくべき中身ですという、その協働をすることによってそれができるという、そういうふう

なニュアンスを内容の中に盛りこむというふうにすると、個性と創造性をつなぐ、いわゆる

中身が一つ出てくると。これを内容の中に盛り込めばどうかなというふうな今、御意見を聞

いて、それでいいものかどうか。 

○伊藤委員長 
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 実際、22ページの下から３行目にそういうこと書いてありますよね。「就学前の教育から

学校教育、そして社会教育を通して、市民としての責任と自覚を醸成し、ふるさと“さが”

を創りだす資質として、「個性」と「創造性」を備えた市民づくりを目指します。」と書い

てあります。ですから、これは非常にいいキーワードというか、文章だというふうに私は、

わかりやすい文章だと思いますので、それにそういうもし一つでもつなぐようなものが入れ

られれば、結局市民づくり、人づくりと言って、今度、もうちょっとわかりやすく市民づく

りというふうに段階を追っていますので、そういったところで全体的な、やっぱり一次、二

次、三次ですので、やっぱり基本目標そのものをばっと変えるというのは難しいかもしれま

せんので、そこをちょっとお含みいただいて考えていただくというようなことでは、かえっ

ていいのかなと思います。 

○松田委員 

 そうですね、田口委員のお話を伺って、何かもう１つ単語が、キーワードがあってもいい

のかなというのはあったんですが、先ほどお話にありましたとおり、内容のほうできちんと

フォローをしていくということと、恐らく田口委員の思われているところというのは、まず、

単語ではないんですが、ふるさと“さが”をつくりましょうというところで、やっぱり協働

なり社会性というか、これは１人でできることではないので、単語ではないけれども、ここ

ら辺に含まれているというふうに理解をして、内容でフォローをしていくと、そういった形

でどうかなと思いますが。 

○千手委員 

 賛成です。 

○香川委員 

 協働してふるさと“さが”をつくり出すということですよね。協働して「ふるさと“さ

が”を創りだす」、「個性」と「創造性」に富む人づくり。 

○千手委員 

 やはり先ほど教育長さんからもありましたけれども、ここのところで大きく変えるという

ことは、やっぱりそうはいかんのだということであるならば、やはり、これはこのようにし

て、そして、中身でそこのところをきちっと我々委員のいろんな出た意見の思いを中身で盛

り込んでいただいたら、それでいいんじゃないでしょうか。 

○竹内委員 
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 一番最後の、22ページの文章で、個性の捉え方でちょっと読み方違ってくるのかなと思い

ながら、「ふるさと“さが”を創りだす資質として、「個性」と「創造性」を備えた市民づ

くり」、個性の捉え方なんですけど、個性といったら、みんなが備えているものが個性なの

かな。だから、個性を備えるといったら、個性はそもそも備えているものなのかなとちょっ

と思ったりしたんですけれども、どうでしょうか。個性の捉え方によるのかなと思うんです

けど。 

○東島教育長 

 潜在的な人間としての資質は持っていると思います。それが個性としての発揮ができるか

どうかというのは、これはやはり教育がないとだめだと思っています。したがいまして、せ

っかくいいものを持っているのに、それを引き出し切らない。引き出していくというふうな、

これが教育だろうと思っていますから、「個性を創りだす」というのは、これは、学校教育

でいえば教員の責任でもある。だから、つくり出すというか、見つけて引き出してやって伸

ばしていく、これがその人の持っている特性となっていくというふうに捉えていますので、

もともと潜在的には持っているでしょう。しかしながら、それを見出して引き出して、そし

て、それを育てていくことが、伸ばしていくことができるかどうか、これが教育の力にかか

っているのかなと私は解釈しています。 

○伊藤委員長 

 個性を育てるという言い方をしますね。 

○香川委員 

 個性豊かなとも言います。多分、基本方針をぐっと短くしてインパクトをというような趣

旨で、前のよりも短くなっているんだと思うんですけれども、わかりやすいのは、それこそ

「協働してふるさと“さが”を創りだす、「個性」と「創造性」に富む人づくり」。案の１

つですけど、いかがでしょうか。 

○東島教育長 

 頭につけるわけですね。 

○伊藤委員長 

 「ふるさと“さが”」って本当にわかりやすくなったんで、あとそこをちょっと整理して、

大きくは変更しないでやっていけるかなという気がいたしますけどね。 

○香川委員 
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 最初の「創り」は、おっしゃったように平仮名がいいんじゃないかなと思います。 

○伊藤委員長 

 「つくり」ですね。つくるはですね。坂本委員、いいですか。 

○坂本委員 

 そうですね、平仮名にして、ほかにいろんな捉え方ができるようにするというのと、「ふ

るさと“さが”」を個性と創造性でつくっていくというふうな文言の順番を変えるのでも、

ちょっと捉え方が変わるのかなと考えていました。何かいいような、韻を踏むようなものに

つくれたら、みんなしっくり来るんじゃないかなと考えていましたが、なかなか出てきませ

ん。 

○伊藤委員長 

 そういったところを整理していただいて。事務局として何かもうちょっといろいろ意見聞

きたいとかありますか。 

○東島教育長 

 今、協働という言葉が非常にクローズアップされています。これをいわゆる市民像の頭に、

目標の中にきちんと、その言葉も入れ込むのか、その言葉は入れ込まないで内容に盛り込む

のか、そこら辺まで検討しながら、２案出してもらいます。 

○伊藤委員長 

 一応事務局に預けていいんですか。 

○東島教育長 

 例えば、先ほど香川委員おっしゃられました「協働してふるさと“さが”を創りだす、

「個性」と「創造性」に富む人づくり」だったですか、こういうふうな基本目標、基本的に

は、もう内容の基本姿勢は変わりませんので、あと、これに基づいて内容を盛り込む、そこ

の部分を盛り込んでいくというのが１つ。 

 もう１つは、基本目標はこのままにしておいて、協働していくというところを内容の中に

盛り込む。恐らくこの２案で今のところ組み立てができるのかなと。 

○伊藤委員長 

 どっちかにしましょうか、事務局の方も大変でしょうから。 

○坂本委員 

 多分、読んだ人の立場でとり方は変わると思うんですよね。私とかだったら、子どもを育
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てているので、子どもをこういう人に育てていきましょうというふうにとるんだけど、多分、

まちづくり協議会とか自分が地域の人間として捉えたときには、地域性で子どもたちを育て

ていこうというふうにとると思うんですよね。そこでちょっと自分の立場で捉え方が変わっ

てくるのかなと、ここを読んでいて感じていました。それをお互い自分たちの立場でよりよ

く、ああ、こういうふうにやっていこうって考え、受け取れるような文章に基本的にはなっ

ていると思うので、そこを何か。 

○伊藤委員長 

 教育長さんが言われた前者、後者というふうになると、前者のほうがいいということにな

るんですか。 

○坂本委員 

 いや、協働というのを入れられると、多分地域の方は、もっと自分たちが子どもたちを受

け入れて、子どもたちを育てていこうっていうふうに捉えていただけるんじゃないかなと思

いますので、多分、協働とかを入れていただいたほうが、子育て世代としても、ああ、地域

の方たちを頼ってじゃないけど、地域の方たちと一緒に子どもを育てていくんだというのも

捉えられるのかなとちょっと感じたのでですね。 

○伊藤委員長 

 前者のほうが、やっぱりよりいいということですか。 

○坂本委員 

 そうですね。 

○伊藤委員長 

 全体的に前者のほうがいいですか、いかがですか。がらっと変わったイメージになると、

ちょっとまずいですけどね。しかし、１つ入れ込んだというぐらいだったらいいんじゃない

かなという気がしますけどね。 

○香川委員 

 そう変わらないですよね。内容的には変わりませんよね。 

○東島教育長 

 内容的にはさほど変わりません。基本姿勢はもう変わらなくなります。ただ、「協働し

て、」を冠につけますと、「ふるさと“さが”」が消えるんですよ。だから、ここを私、今

迷っているんです。だから、仮に入れるならば、「ふるさと“さが”」をやっぱり頭に持っ
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てきたい。となりますと、「ふるさと“さが”を協働してつくる「個性」と「創造性」に富

む」と、こういうふうな表現にしたいなと私の頭の中には、「協働」を先じゃなくて、「ふ

るさと“さが”」を一番頭に持ってきたい。 

○香川委員 

 それはわかります。インパクトが違います。 

○伊藤委員長 

 では、そういったところでまとめていただいてよろしいですか。もう御意見ないですか。 

○千手委員 

 その前の「協働」の文字は、協力の「協働」ですね。 

○東島教育長 

 協力の「協働」です。 

○事務局 

 それでは、先ほどの案を集約しまして、教育長が申し上げたような「ふるさと“さが”を

協働してつくる「個性」と「創造性」に富む人づくり」ということで、中身を少し修正をし

て、また再度、次回の会議の中で御提示をするということと、この「“さが”」の点々がオ

ーソライズされているのかということを調べて、その案についてもお示しをするという形を

修正案としてお出ししたいと思います。 

○伊藤委員長 

 よろしいですよね、皆さん。 

○事務局 

 それでは、先ほどの修正点を修正しまして、次回ですけれども、８月27日水曜日を予定し

ております。同じく時間は18時からということで、場所が変わります。こちらの会場が使え

ませんでしたので、佐賀市の本庁舎の２階の庁議室になりますので、場所のほうお間違えな

いように、また、開催の御案内については御郵送をさせていただきたいと思います。 

 議題の内容ですけれども、今回、指摘を受けました基本目標の修正案について、先ほど申

し上げた内容で御提示をさせていただきたいと思います。 

 それと、縦軸、横軸の基本方向の見直し案について、新しく案をお示ししまして、御審議

をお願いできればと思います。 

 もしお時間がありましたら、各施策の取り組みの方針まで入れればというところで考えて
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いるところです。できれば基本方向の見直し案までは確実に終わりたいというスケジュール

で行きたいと思います。 

 以上で事務局のほうからの御案内という形で終了いたします。御質問ございますでしょう

か。 

○千手委員 

 これは、きょう配られたんですか。 

○事務局 

 はい。きょうお手元のほうにお配りしています。 

 千手委員さんのほうから御質問ございましたけれども、基本計画の第５章ということで、

これが第二次佐賀市総合計画の今、審議をしていただいている教育分野の抜粋になっていま

す。これとの整合性を図りながら、各施策の取り組み方針については記載する必要がござい

ますので、御参考までに配付をさせていただいている状況です。 

 よろしいですか。では、伊藤委員長ありがとうございました。また委員の皆様、８月２７

日第２回目ということで、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。 


