
◎分科会対応等　一覧表（子育て教育分科会） 資料１
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章
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1 質問 81 5 1

安心して子育てできる環境

の充実

【取組方針】5-1-1

「子育てと仕事の両立に対する事業主の理解の促進を図り

ます」の担当部局はどこか。どのような取り組みや対応を

しているのか。

具体的に事業主への指導という

のはできるものなのか、働きな

がら子育てをしている女性の相

談なども対応しているのか。

直接指導というのは権限がなく、で

きない。

⇒個別の対応がどこまでできるのか

は、次回回答。

【取組方針】5-1-1（概要）

・・・子育てと仕事の両立に対する

事業主の理解の促進を図ります。

【取組方針】5-1-1（概要）

・・・事業者に対して、子育て支援

の取組について働きかけを行いま

す。

保育幼稚園課 角会長

2 質問 84 5 2 就学前からの教育の充実

ふるさとに愛着を持つ取組として、今後どのような取組を

想定されているのか。

小学4，6年生を対象に、社会科もし

くは総合学習の授業で活用できる市

内の歴史的史跡や警察署等への見学

バス代を支援している。

学校教育課 千手委員

3 意見 84 5 2 就学前からの教育の充実

第5章のタイトルにある「ふるさとに愛着と誇りを持ち」

の部分を、具体的な取組方針の中にぜひ記載すべき。

「ふるさとに愛着と誇りを持

ち」というのは5章のテーマであ

る。また、この文言を記載する

ことで、予算化にもつながる。

4 意見 84 5 2 就学前からの教育の充実

地域の文化財に関して、何らかのカリキュラムや学校行事

に取り入れることにより、子ども自身の意識化につなげる

ところまで記載した方が良いのかもしれない。

知ることができる場が多くなる

ことが必要であり、特に義務教

育では意識的にでも行っていく

べき。

5 意見 84 5 2 就学前からの教育の充実

【取組方針】5-2-2

概要に「コミュニケーションの能力を図る」という言葉が

あればありがたい。

自分の子どもが体験したＩＴ授

業やホームステイの経験から、

コミュニケーション能力を育む

ことが重要ではないか。

学校教育課 田中委員

6 意見 84 5 2 就学前からの教育の充実

【取組方針】5-2-2

概要の「ＩＣＴ環境整備」だけでは不十分と感じる。

学校教育課 角会長

7 意見 84 5 2 就学前からの教育の充実

【取組方針】5-2-2

背景と概要の対応関係が明確になっていないようなので、

文言を追記することで分かりやすくすることができるので

はないか。

学校教育課 角会長

8 意見 85 5 2 就学前からの教育の充実

【取組方針】5-2-3

「心の教育」等の文言が必要ではないか。

学校教育課 小森委員

9 意見 85 5 2 就学前からの教育の充実

【取組方針】5-2-3

いじめをしない教育だけでなく、いじめが起こったときに

それを回避するような教育についても含めて検討をお願い

したい。

学校教育課 角会長

10 意見 85 5 2 就学前からの教育の充実

【取組方針】5-2-5

「食育」が他の章（施策）にも記載されているのであれ

ば、「食育」は福祉の分野に記載されいることが分かるよ

うにできないか。

⇒巻末に掲載している参考資料の用

語集をベースに、見やすく修正して

整理を進めることとしていたが、

「食育」以外の用語についてはどの

分野においても同じ使われ方をして

おり、全体として整理するまでの必

要はないと考え、基本計画内の文章

を他施策との関連が分かるように修

正することで対応したい。

P84【課題】

教育の一環として食の安全に関する

知識を学ぶなど、学校における食育

の推進とともに、学校給食における

衛生管理の徹底や設備の充実が求め

られています。

P84【課題】

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

しい知識を身につけさせるなど、学

校において積極的に食育に取り組む

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。

学事課 池田委員

教育総務課

小森委員

千手委員

角会長

⇒事務局にて検討

【取組方針】5-2-3（概要）

いじめ、不登校、問題行動等の予防

策の研究と迅速な対応を行うととも

に、相談体制の充実や家庭、学校、

地域が連携することによって問題発

生の予防を図ります。

【取組方針】5-2-3（概要）

いじめ、不登校、問題行動等 の予防

 策の研究と迅速な対応を行うととも

 に、相談体制の充実や家庭、学校、

 地域が連携することによって問題発

 生の予防を図ります。については、

相談体制を充実し、学校、家庭、地

域、関係機関が連携して対応及び解

決に取り組むとともに、未然防止の

ために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。

子どもたちの「生き抜く力」のひと

つがコミュニケーション能力であ

り、5-2-2概要「社会の一員として心

豊かでたくましい児童生徒の育成を

図ります」という中に含めている。

ＩＣＴはツールであり、使い方を考

えながら進めていかなければならな

いが、環境整備は必要であるため記

載している。今後は、ＩＣＴの負の

部分の教育も図っていくことは考え

ている。

⇒5-2-2義務教育の充実の概要前段の

子どもの将来像の部分に「コミュニ

ケーション能力」を含めた記載を検

討する。

【取組方針】5-2-2（概要）

さらに、小中学校におけるＩＣＴ環

境を整備し、その特性を活かした教

育の充実を図ります。

【取組方針】5-2-2（概要）

さらに、 小中学校における他者との

多様な関わりや体験活動の充実を図

るとともに、ＩＣＴ環境を整備し、

その特性を活かした教育の充実 を図

 りに取り組みます。

⇒計画素案の訂正の際に手違いで削

除してしまっている。ご意見を踏ま

え、文言を追加する。

【取組方針】5-2-2（概要）

小中学校の義務教育では、基礎学力

の定着とともに、社会の一員として

心豊かでたくましい児童生徒の育成

を図ります。

【取組方針】5-2-2（概要）

小中学校の義務教育では、基礎学力

の定着とともに、社会の一員として

心豊かでたくまし いく、ふるさと佐

賀に愛着と誇りを持った児童生徒の

育成を図ります。
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11 意見 85 5 2 就学前からの教育の充実

【取組方針】5-2-5

「国の衛生管理基準」という表現がわかりにくい。

⇒用語集には入れにくいため、本文

への追記等で対応できないか検討

【取組方針】5-2-5（概要）

また、国の衛生管理基準に沿って、

順次調理施設の改善を図ります。

【取組方針】5-2-5（概要）

また、衛生面・安全面を充実させる

ため、給食施設の改築や設備の更新

などを計画的に実施します。

学事課 小森委員

12 質問 86 5 3

家庭・地域・企業等の教育

力の向上

子どもへのまなざし運動は、どの程度地域に浸透している

のか。

北川副ではまなざしの取組を

行っているが、他地域の取組を

あまり聞かないため、どの程度

浸透しているのかがわからな

い。

市民の認知度は34％で、目標として

は市民の半数に認知して欲しいと考

えている。

「まなざしキラリ賞」の表彰を行っ

たり、まなざし運動への参加企業を

募っている。（25年度は740社程度）

社会教育課 金子委員

13 質問 86 5 3

家庭・地域・企業等の教育

力の向上

具体的に、企業はどのような形でまなざし運動に参加して

いるのか。

建設会社が工事現場等で通学時の子

どもの見守りや、企業では水曜日の

ノー残業デーへの協力、商業等と協

力した低利な融資資金の事業等を

行っている。

社会教育課 金子委員

14 質問 86 5 3

家庭・地域・企業等の教育

力の向上

子どもたちが地域の祭りを企画するということがなくな

り、参加するのみとなっているのが現状ではないか。

地域の祭りなどを子どもたちが取り

組み、褒めてもらうなどの流れを作

る等、地域で子どもたちの出番を作

ることも「まなざし運動」のひとつ

ではないかと考えている。

社会教育課 金子委員

15 質問 88 5 4 自ら学ぶ生涯学習の推進

成果指標「市立公民館及び生涯学習センターの年度利用者

数」は延べ人数が全て入っているのか。

毎年度、公民館から報告されるサー

クルや教室の延べ人数。

コミュニティセンターも含む。

社会教育課 金子委員

16 質問 88 5 4 自ら学ぶ生涯学習の推進 生涯学習センターとは、どこが含まれるのか。

合併時に大和と富士が生涯学習セン

ターとなっていてため、そのまま引

き継いでいる。

社会教育課 金子委員

17 意見 89 5 4 自ら学ぶ生涯学習の推進

公民館の活性化のためにも、公民館に関する記載はもっと

あってもよいのではないか。

公民館が校区全てにあるという

ことは、佐賀県が誇る大きな財

産であり、公民館のセミナーの

ようなことがもう少し書かれて

もよいのではないか。

社会教育課 小森委員

18 意見 89 5 4 自ら学ぶ生涯学習の推進

今後の高齢者の増加を考え、「元気な高齢者」や「元気な

大人」という文言があってもよいのでは。

社会教育課 小森委員

19 意見 89 5 4 自ら学ぶ生涯学習の推進 公民館教育について、もう少し力強く記載して欲しい。

この施策は、成人教育や高齢者

教育に重きを置きすぎており、

就学前や就学期の児童・生徒か

らの連続性が弱いと思われる。

社会教育課 角会長

20 意見 92 5 6 未来につなげる文化の振興 文化遺産等を紹介できるような施設がない。

議会からも同様の意見があるが、財

政状況が厳しく、既存施設の活用で

検討している。

佐野常民記念館では、三重津海軍所

跡の世界遺産登録に向けた来館者へ

のプレゼン等や、赤十字関係の学習

も行っている。

文化振興課 金子委員

21 意見 92 5 6 未来につなげる文化の振興

「未来につなげる」ということであれば、「子どもの時か

ら」という文言が必要ではないか。

文化振興課 小森委員

22 意見 92 5 6 未来につなげる文化の振興

子ども目線も含めた表現にすると、5章全体がまとまるの

ではないか。

文化振興課 角会長

⇒5-4-1「多様な学習機会の提供」と

5-4-2「生涯学習施設の整備・運営」

に、公民館の内容を盛り込んだ表現

を検討する。

【取組方針】

5-4-1（概要）

県や大学、民間生涯学習事業者等と

の相互連携と役割分担により、学習

機会の充実を図ります。さらに、学

びを通じて得た成果がまちづくり活

動などにつながるような生涯学習を

推進します。

5-4-2（概要）

生涯学習の拠点、交流の場、地域活

動の拠点としての円滑な利用のた

め、地域の実情に応じた施設整備や

適正な維持管理に努めます。

【取組方針】

5-4-1（概要）

県や大学 、民間生涯学習事業者等と

の相互連携と役割分担により、生涯

にわたって自己啓発に取り組むこと

ができるよう、学習機会の充実を図

ります。 さらに、公民館等において

は様々な地域資源の発掘・活用など

に努め、活動や学び合いを通じて得

た成果がまちづくり活動などにつな

がるような生涯学習を推進します。

5-4-2（概要）

＜修正なし＞

⇒めざす姿（成果目標）の中で、記

載を検討する。

【めざす姿（成果目標）】

市民が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。

【めざす姿（成果目標）】

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。
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23 意見 92 5 6 未来につなげる文化の振興

肥前国庁跡や東名遺跡の資料館、歴史資料館などがある

が、人を呼べるような工夫をしないともったいない。

文化振興課 金子委員

24 意見 92 5 6 未来につなげる文化の振興

総合計画の中には盛り込めないが、小学校の社会科の授業

で肥前国庁跡等を取り上げ、見学する等子どもたちが興味

を持つような取組が必要だろう。

文化振興課 角会長

25 質問 92 5 6 未来につなげる文化の振興

三重津海軍所跡は、劣化を避けるために埋め戻している。

世界遺産の調査団が来る時は掘り起こすのか。

発掘調査の報告書や古文書の調査等

で存在することは明らかなので、ユ

ネスコの調査員は専門家であり、掘

り起こさずとも適切な判断をしてい

ただけると考えている。

文化振興課 千手委員

26 質問 92 5 6 未来につなげる文化の振興

日新小学校の給食室の下に遺跡があるのではないかと言わ

れているが、校舎を壊して調べるということがあるのか。

給食室の下にある可能性は非常に高

いが、まずは校舎が建っていないと

ころの確認調査を進めたい。

文化振興課 千手委員

　企画展や発掘調査速報展などを実

施しており、今後も継続していきた

い。また、地域の史跡探訪会や出前

講座等で協力するなど、まず、地元

住民の参加を促進したい。

　肥前国庁跡の学校教育での活用に

ついては、出前授業のメニューとし

て検討したい。
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