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基 本 計 画 

第５章 

 

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 

 

資料４ 
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５５５５----１１１１        安心して子育てできる環境の充実 

 

施策統括責任課 

保育幼稚園課 

 

■ めざす姿（成果目標） 

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。 

 

 

■ 成果指標と目標値 

成果指標 単位 

現在 

基準値（2013） 

将来 

目標値(2019) 

将来 

目標値（2024） 

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 40.0 

合計特殊出生率 人 1.56 1.66 1.71 

 

 

■ 背景と課題 

【背景】 

・本市は、合計特殊出生率が全国平均より高くなっていますが、依然として少子化が進んでいま

す。 

・核家族化の進行や地域のつながりの希薄化などにより、子育て家庭を取り巻く環境が変化し、

子育て世代が子育てに大きな不安や負担を感じています。 

・保育所（園）や放課後児童クラブ等の待機・入会待ち児童が毎年度発生しており、その待機状

況も深刻化しています。 

【課題】 

・共働き家庭やひとり親家庭の増加に伴う保育ニーズの増加や多様化に対応した子育て支援サー

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社会的に社会的に社会的に求められていま

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。 
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■ 取組方針 

子どもだけでなく親も自らの社会性や人間性を高め、子どもと一緒に成長できるよう、家庭、

地域、企業等と連携したきめ細かな子育て環境の充実に取り組みます。 

 

施  策 取組（基本事業） 概    要 

5-1 

安心して子育てで

きる環境の充実 

 

5-1-1 

子育てと仕事の両立のため

の支援 

働きながら子育てをしている家庭の育児負

担を軽減するため、待機児童解消のための環待機児童解消のための環待機児童解消のための環待機児童解消のための環

境整備を含めた境整備を含めた境整備を含めた境整備を含めた保育サービスの充実など子

育て家庭のニーズに対応した支援を行いま行いま行いま行いま

す。す。す。す。また、また、また、また、事業者に対して、子育て支援の取事業者に対して、子育て支援の取事業者に対して、子育て支援の取事業者に対して、子育て支援の取

組について働きかけを行います。組について働きかけを行います。組について働きかけを行います。組について働きかけを行います。 

5-1-2 

子育て家庭の負担軽減 

子育て時期における経済的支援とともに、

個々の家庭の状況やニーズに応じたきめ細

かな支援を行います。 

5-1-3 

子育て環境の整備 

子育て家庭からの気軽な相談や、児童虐待な

ど専門性と長期的対応が必要な相談にも対

応できる体制の整備を図ります。また、乳幼また、乳幼また、乳幼また、乳幼

児の早い時期から親の子育てに対する不安児の早い時期から親の子育てに対する不安児の早い時期から親の子育てに対する不安児の早い時期から親の子育てに対する不安

を解消するために、親同士の交流の場づくを解消するために、親同士の交流の場づくを解消するために、親同士の交流の場づくを解消するために、親同士の交流の場づく

り、学ぶ機会の提供などに取り、学ぶ機会の提供などに取り、学ぶ機会の提供などに取り、学ぶ機会の提供などに取りりりり組みます。あ組みます。あ組みます。あ組みます。あ

わせて、子育てサークルや地域の子育て支援わせて、子育てサークルや地域の子育て支援わせて、子育てサークルや地域の子育て支援わせて、子育てサークルや地域の子育て支援

に関わる団体等の育成を図り、地域で見守りに関わる団体等の育成を図り、地域で見守りに関わる団体等の育成を図り、地域で見守りに関わる団体等の育成を図り、地域で見守り

支え合う子育て・親育ちを支援します。支え合う子育て・親育ちを支援します。支え合う子育て・親育ちを支援します。支え合う子育て・親育ちを支援します。 

 

 

■ 関連する計画 

子ども・子育て支援事業計画 

教育振興基本計画 

ひとり親家庭等総合支援計画 
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５５５５----２２２２        就学前からの教育の充実 

 

施策統括責任課 

教育総務課 

 

■ めざす姿（成果目標） 

子どもたちは、楽しく学校に通い、意欲的に学んでいる。 

 

 

■ 成果指標と目標値 

成果指標 単位 

現在 

基準値（2013） 

将来 

目標値(2019) 

将来 

目標値（2024） 

不登校児童・生徒の全体

に占める割合 

％ 1.24 1.17 1.12 

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 95.0 

幼稚園・保育所(園)から

小学校へ円滑に接続で

きたと思う小学校 1 年

生の学級の割合 

％ 96.0 96.5 97.0 

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 

％ 84.3 86.0 87.0 

生徒（中学2年4月段階）

の基礎学力の水準※ 

- 0.99 1.01 1.01 

※佐賀県平均正答率を１とした場合の対佐賀県比 

 

 

■ 背景と課題 

【背景】 

・核家族化、少子・高齢化の進行、国際化や情報化など、社会が目覚ましく進展していく中で、

子どもたちがその変化に適切に対応し、自分らしさを発揮して未来を切り開いていくための

「生きる力」を身につけることが求められています。 

【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
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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

校等が連携した教育の施策を進めていく必要があります。 

・小学校低学年から学校になじめない子どもがいることや、中学校 1 年生で不登校生徒が急増す

る問題の顕在化、また、いじめの問題などの未然防止を含めた取組の強化が必要です。また、

インクルーシブ教育の構築をめざし、学校環境を整えるとともに、児童生徒一人ひとりの困り

感に寄り添いながら、合理的配慮を行う必要があります。 

・経済情勢の悪化などで家計に深刻な影響が生じており、就学援助などによる子どもの教育機会

均等の確保が一層求められています。 

・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ととと

が求められています。が求められています。が求められています。が求められています。 

・学校施設は、児童生徒などの学習・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、安全で快適な教育環境の整備が求められています。 

 

 

■取組方針 

次代を担う子どもたちに、生活習慣や社会のルールを身に付けさせた上で、健やかに育ち、心

豊かで確かな学力、たくましく生きる力を育成する取組を進めます。 

 

施  策 取組（基本事業） 概    要 

5-2 

就学前からの教育

の充実 

 

5-2-1 

幼児教育の充実 

幼稚園などの円滑な運営、振興に努めるとと

もに、保育・教育の内容を充実させます。ま

た、幼稚園・保育所（園）と小学校との接続

期における「育ちと学びの連続性」を確保す

るシステムの充実を図ります。 

5-2-2 

義務教育の充実 

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

く、ふるさと佐賀に愛着と誇りを持ったく、ふるさと佐賀に愛着と誇りを持ったく、ふるさと佐賀に愛着と誇りを持ったく、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。各学校においては、

教師が子どもと向き合う時間を確保すると

ともに、学校の組織力や教職員の資質の向上

及び、特色のある学校教育の充実を図りま

す。さらに、他者との多様な他者との多様な他者との多様な他者との多様な関わり関わり関わり関わりや体験活や体験活や体験活や体験活

動の充実を図るとともに、動の充実を図るとともに、動の充実を図るとともに、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に取に取に取に取りりりり組組組組

みみみみます。また、「子どもの育ちの連続性」を

確保し、発達段階に応じて円滑な移行が行え

るよう小中一貫・連携教育を推進します。 
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5-2-3 

いじめ、不登校等対策と特

別支援教育の充実 

いじめ、不登校、問題行動等については、相については、相については、相については、相

談体制を充実し、学校、家庭、地域、関係機談体制を充実し、学校、家庭、地域、関係機談体制を充実し、学校、家庭、地域、関係機談体制を充実し、学校、家庭、地域、関係機

関が連携して関が連携して関が連携して関が連携して対応及び解決に対応及び解決に対応及び解決に対応及び解決に取り組取り組取り組取り組むむむむとととととととと

もに、未然防止のためにもに、未然防止のためにもに、未然防止のためにもに、未然防止のために道徳教育や体験活動道徳教育や体験活動道徳教育や体験活動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。を通して心の教育の充実を図ります。を通して心の教育の充実を図ります。を通して心の教育の充実を図ります。あわせ

て不登校児童生徒の学校復帰の実現をめざ

します。 

また、全ての特別な支援を必要とする児童生

徒が円滑に学校生活を送れるよう環境を整

えるとともに、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校内

支援体制の充実を図ります。。。。 

5-2-4 

公平な教育機会の確保 

子どもたちが、経済的状況、地理的理由等に

左右されず、教育の機会を等しく享受できる

よう努めます。 

5-2-5 

安全な給食の提供と 

食育の推進 

子どもたちの健全な成長を促すため、適正な

基準に基づく調理を行うとともに、地域の特

産物などを用いた食に関する教育に積極的

に取り組みます。また、衛生面・安全面を充また、衛生面・安全面を充また、衛生面・安全面を充また、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実させるため、給食施設の改築や設備の更新実させるため、給食施設の改築や設備の更新実させるため、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。などを計画的に実施します。などを計画的に実施します。などを計画的に実施します。 

5-2-6 

教育環境の充実 

小中学校の整備や維持管理を適切に行い、良

好な教育環境の確保に努めます。また、災害

時の地域の防災拠点として、、、、耐震化にあわ

せ、施設の改修等を計画的に実施します。 

 

 

■ 関連する計画 

教育振興基本計画 
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５５５５----３３３３        家庭・地域・企業等の教育力の向上 

 

施策統括責任課 

社会教育課 

 

■ めざす姿（成果目標） 

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。 

 

 

■ 成果指標と目標値 

成果指標 単位 

現在 

基準値（2013） 

将来 

目標値(2019) 

将来 

目標値（2024） 

地域の行事や活動に参

加している家庭の割合 

％ 37.0 46.6 55.0 

「子どもへのまなざし

運動」の市民の認知度 

％ 34.0 43.0 50.0 

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 0.50 

 

 

■ 背景と課題 

【背景】 

・子どもや若者を取り巻く環境が大きく変化する一方で、ますます大人や他者との付き合いやつ

ながりが希薄になってきています。 

・本市では、子ども・若者の健全育成のため様々な取組を行ってきましたが、地域全体で子ども

や若者を見守り育てていく意識が、市民全体に浸透するまでには至っていないのが現状です。 

【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働きかけ、「子どもへのま

なざし運動」の趣旨を自覚し、取り組む必要があります。 

・国や県の機関への、引きこもりやニート等の困難を有する子ども・若者に関する機関への相談

件数が増加しており、その約半数が佐賀市民であることから、このような子どもや若者への対

応も求められています。 
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■ 取組方針 

子どもや若者が地域社会でのルールを守るとともに、市民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を自覚させる取組や、家庭だけでなく学校、地域、企業等も積極的に関わ

っていくための取組を推進していきます。 

 

施  策 取組（基本事業） 概    要 

5-3 

家庭・地域・企業

等の教育力の向上 

 

5-3-1 

「子どもへのまなざし運

動」の推進 

「子どもへのまなざし運動」を推進し、すべ

ての市民が子どもに関心を持つ社会の構築

をめざします。また、「子どもへのまなざし

運動」の中で、子どもの「出番」「役割」「承

認」を創出することで、子どもの地域行事へ

の積極的な参加を促し、「市民性」をはぐく

む意識を醸成していきます。 

5-3-2 

子ども・若者の健全育成 

自然体験・野外体験や異世代との交流活動を

通して、子ども・若者の育成を推進します。 

また、困難を有する子ども・若者へ対応した

相談のネットワークづくりや非行防止啓

発・見守り活動の取組を、国、県、市民活動

団体等の関係機関と連携して実施します。    

 

 

■ 関連する計画 

教育振興基本計画 
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５５５５----４４４４        自ら学ぶ生涯学習の推進 

 

施策統括責任課 

社会教育課 

 

■ めざす姿（成果目標） 

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。 

 

 

■ 成果指標と目標値 

成果指標 単位 

現在 

基準値（2013） 

将来 

目標値(2019) 

将来 

目標値（2024） 

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 50.0 

市立公民館及び生涯学

習センターの年度利用

者数 

人 705,469 730,000 750,000 

 

 

■ 背景と課題 

【背景】 

・生活水準の向上と自由時間の増大により価値観や生活意識が多様化し、ゆとりや生きがいなど

精神的な豊かさへの欲求が強くなっており、市民の生涯学習に対する関心が高まっています。 

・本市では、多様化する市民ニーズに対応するため、公民館や生涯学習センター、図書館などを

中心として、学習機会の提供や学習環境の整備などを行い、生涯学習の推進を図っています。 

【課題】 

・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

の生涯学習機関などと連携することで、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、活動や学び合いを通してリーダー的

人材を発掘し、新たな担い手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。 
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■ 取組方針 

市民一人ひとりの生きがいづくりや自己実現を図るとともに、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、地域と行政が連携した講座を充実させ、市民ニーズ

に応えられる生涯学習の実現に取り組みます。 

 

施  策 取組（基本事業） 概    要 

5-4 

自ら学ぶ生涯学習

の推進 

 

5-4-1 

多様な学習機会の提供 

県や大学等との相互連携と役割分担により、

生涯生涯生涯生涯にわたって自己啓発に取り組むにわたって自己啓発に取り組むにわたって自己啓発に取り組むにわたって自己啓発に取り組むことがことがことがことが

できるよう、できるよう、できるよう、できるよう、学習機会の充実を図ります。公。公。公。公

民館等においては様々な地域資源の発民館等においては様々な地域資源の発民館等においては様々な地域資源の発民館等においては様々な地域資源の発掘・活掘・活掘・活掘・活

用などに努め、活動や用などに努め、活動や用などに努め、活動や用などに努め、活動や学び合い合い合い合いを通じて得た

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。 

また、図書館が担う役割を明確にし、利用価

値を高めていきます。 

5-4-2 

生涯学習施設の整備・運営 

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。 

 

 

■ 関連する計画 

教育振興基本計画 

図書館サービス計画 

社会教育の指針 
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５５５５----５５５５        誰もが親しめる市民スポーツの充実 

施策統括責任課 

スポーツ振興課 

 

■ めざす姿（成果目標） 

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。 

 

 

■ 成果指標と目標値 

成果指標 単位 

現在 

基準値（2013） 

将来 

目標値(2019) 

将来 

目標値（2024） 

日常的に（週に 1 回以

上）運動・スポーツをし

ている市民の割合 

％ 48.5 54.5 60.0 

 

 

■ 背景と課題 

【背景】 

・スポーツは、市民の心身両面にわたる健康の保持増進に大きく貢献するとともに、青少年の健

全育成、地域コミュニティ形成などにつながることが期待されています。本市では、さが桜マ

ラソンのフルマラソン化や天然芝を使用したサッカー・ラグビー場を新設するなど、競技や施

設の充実を図ってきました。 

・2020 年（平成 32年）の夏季オリンピック・パラリンピック競技大会の東京開催決定により、

スポーツへの関心が高まってきています。一方、本市では、日常的にスポーツを行っている市

民が半数に留まっています。 

【課題】 

・生活の利便性が更に向上し、日常生活の身体活動の低下が見込まれるため、意識的に身体を動

かし、体力低下や健康不安を自ら解決していくことが必要です。 

・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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■ 取組方針 

市民のライフステージに応じた健康、体力づくりを進めるため、誰もが、いつでも、どこでも、

いつまでもスポーツに接することのできる環境づくりに取り組みます。 

 

施  策 取組（基本事業） 概    要 

5-5 

誰もが親しめる市

民スポーツの充実 

 

5-5-1 

生涯スポーツの推進 

定期的なスポーツ実施者数を増やしていく

ために、総合型地域スポーツクラブの育成、

スポーツ教室の開催、ニュースポーツの普及

に努めるとともに、スポーツの効果や魅力に

ついて意識啓発を行います。 

また、様々な条件や時間的制約などがある市

民も、気軽にスポーツに取り組めるような環

境づくりを推進します。 

5-5-2 

競技スポーツの推進 

スポーツ競技会や適正な指導による少年ス

ポーツの充実を図るため、スポーツ指導者の

育成・強化、各種大会への派遣・援助などを

行い、競技力の向上に努めます。 

5-5-3 

スポーツ施設の整備と活用 

スポーツ施設の有効活用と環境整備を図り

ます。また、市内の施設の情報提供を充実さ

せます。 

 

 

■ 関連する計画 

教育振興基本計画 

スポーツ推進計画 
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５５５５----６６６６        未来につなげる文化の振興 

 

施策統括責任課 

文化振興課 

 

■ めざす姿（成果目標） 

市民が子どもの頃から子どもの頃から子どもの頃から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。 

 

 

■ 成果指標と目標値 

成果指標 単位 

現在 

基準値（2013） 

将来 

目標値(2019) 

将来 

目標値（2024） 

市内で開催された歴史関

連のイベントや活動に参

加又は自ら取り組んだ市

民の割合 

％ 17.4 20.5 23.0 

市内で開催された文化芸

術関連のイベントや活動

に参加又は自ら取り組ん

だ市民の割合 

％ 45.1 54.0 60.0 

 

 

■ 背景と課題 

【背景】    

・本市には数多くの歴史遺産が存在しています。特に近年は、7,000 年前の日本最古の湿地性貝

塚で編みカゴが多量に出土した東名遺跡や、幕末佐賀藩の近代化産業遺産に注目が集まってい

ます。中でも、史跡 三重津海軍所跡は、幕末に日本で行われた西洋の船作りや修理の実態を

知ることのできる遺跡として高く評価されており、「明治日本の産業革命遺産 九州・山口と

関連地域」の構成資産にもなっています。 

・本市では、城下町の骨格をなす街路と水路の多くが、当時のまま現在に引き継がれています。

このような空間や景観が城下町佐賀の特徴であり、その歴史的風致の維持向上のため、様々な

事業を進めています。 

・文化芸術の分野においては、活動者の自主性の尊重とともに、誰もが等しく文化芸術の鑑賞、

参加、創造ができる環境の整備が求められる中、本市においては、人づくりやまちづくりの視

点を採り入れながら、総合的に文化芸術の振興を図ることをめざしています。 
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【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。 

 

 

■ 取組方針 

市内に残る歴史遺産や伝統芸能を保存・継承するだけではなく、積極的に活用することで、本

市の歴史や文化に関心を持つ人を増やす取組を行っていきます。 

また、誰もが身近で気軽に文化芸術に触れる機会を提供するとともに、活動できる環境の整備

に努めます。 

 

施  策 取組（基本事業） 概    要 

5-6 

未来につなげる文

化の振興 

 

5-6-1 

歴史遺産等の保存･継承と

整備・活用 

市内の歴史的風致の維持向上のため、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

情報を発信します。 

また、各地域で伝統的に行われている地域文

化活動を支援し、伝統文化の継承者育成や保

存に努めます。 

5-6-2 

市民文化活動の創造 

佐賀市民芸術祭を充実、発展させることで、

市民が文化芸術活動に触れる機会や発表の

場を提供します。また、地元で活動する芸術

家の発掘や支援につなげます。 

5-6-3 

文化施設の運営・整備 

文化施設の整備や設備の改修等を行うとと

もに、適切な運営に努め、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。 

 

 

■ 関連する計画 

教育振興基本計画 

文化振興基本計画 

歴史的風致維持向上計画 


