
- 1 - 

第２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８月２７日（水） 

開会時間 午後５時５８分～午後８時１６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、平川委員 

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 なし 

傍聴者 なし 

報道関係者 なし 

 

○事務局 

 それでは、冊子になっております佐賀市教育振興基本計画（案）をお願いいたします。 

 ページは５ページをお願いいたします。 

 まず、基本目標に入る前に５ページの上段、５番目、第二次佐賀市教育基本計画の総括で

すけれども、前回の資料におきまして、全体の総括及び各施策の振り返りや課題について記

載をしておりました。この部分につきましては、第１回の策定委員会の資料と同様の内容で

ございますので、第２回の資料については省略をさせていただいております。ご了承をお願

いしたいと思います。 

 その下の６、基本目標に入ります。 

 まず、案１－①と案１－②をご覧いただきたいと思います。同一の文言でございます。違

いにつきましては、ダブルクォーテーションマークと鍵括弧でございます。前回、ご意見が

ございましたダブルクォーテーションマークにつきましては、明確な使用のルールはござい

ませんでした。市の総合計画におきましては、引用も含めて強調とともに使用をされており
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ます。ただし、文部科学省の公的な文書につきましては、使用された例につきましては、確

認した範囲ではございませんでした。案１－①につきましては、「ふるさとさが」が平仮名

で並ぶために強調する必要がございますので、ダブルクォーテーションマークをとって「さ

が」としまして、個性と創造性の鍵括弧を外しております。あわせて、前回、「協働」

「絆」というキーワードをご意見としていただきました。その点を含めて、「つくりだす」

が漢字で、つくるにはいろいろな意味があるということもございまして、平仮名にしており

ます。 

 次に、案１－②ですけれども、ダブルクォーテーションマークをそのまま残して、協働や

つくるを変更しているものになります。つくる、つくりだすの平仮名は、前回の会議でも平

仮名でという方向性は確認できた点かと思っております。 

 次に、案２ですけれども、「絆と協働で」を頭にしまして、文字を小さくしたものです。

協働、絆というキーワードを頭にした提案になります。ここでは案２の１つしか記載をして

おりませんけれども、案１と同様に、案２の①と案２の②があると考えていただければと思

います。「さが」を鍵括弧とする場合とダブルクォーテーションマークの場合があると考え

ていただければと思います。 

 最後に、案３ですけれども、「ふるさと“さが”をつくりだす「個性」と「創造性」に富

む人づくり」という、「つくりだす」という部分を平仮名にいたしまして、前回提案した目

標とそのほかは変えていない内容になります。これも案３－①、案３－②があると考えてい

ただければと思います。事務局としましては、前回の審議を踏まえまして、ダブルクォーテ

ーションマークを外して、協働というキーワード、そしてつくりだすという漢字が平仮名で

ある案１－①でご提案したいと思っているところです。この部分のご審議をお願いしたいと

思います。 

 次に、６ページをお願いいたします。 

 ６ページが本文になりますけれども、朱書きの部分が前回提案した内容から修正を行って

いる箇所になります。最後から２段落目に協働という内容を追記をしていること、最後の段

落では、「市民として（の責任と自覚を醸成し、）」という部分を括弧にしております。第

二次佐賀市教育基本計画の目標にございましたこの部分については、教育目標から今回外し

ております。「絆を強め、協働して、」という文章を入れることによりまして、括弧を外し

ても社会性という面が入りまして、意味合いが通じるのではないかと考えているところです。
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ただ、二次の佐賀市教育基本計画を踏まえた三次の今回の計画ということ、それと、責任と

自覚が土台にあるということもございますので、括弧の部分を残す方向で提案をしたいと思

います。この部分についてもご審議をお願いしたいと思います。 

 それと最後に、「生きる力」ということで下のほうに図を入れております。一目でわかる

ように挿入しているところです。 

 ７ページは、前回、最初に委員の皆様に提案した内容を６ページと比較ができるように再

度掲載している内容になっておりますので、あわせて見ながらご審議をいただければと思っ

ております。 

○伊藤委員長 

 それでは、委員の方々にご意見お願いしたいと思います。まず、最初の５ページの案の１、

２、３から決めていきましょうか。 

 どうしても案１－①でダブルクォーテーションマークは、私は奇異に感じるものがござい

ましたので、括弧で「さが」というのを入れると、ぴたっとくるような気が私はするんです

けど。松田委員、どうですか。 

○松田委員 

 事務局から案１－①ということがありましたけれども、やっぱり②になると、ダブルクォ

ーテーションマークと鍵括弧と、ちょっとしつこいなという感じもしますので、①のほうが

いいと思います。 

○一ノ瀬委員 

 私も賛成です。１－①がいいと思います。 

○伊藤委員長 

 ほかの委員の方、いかがでございましょうか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○伊藤委員長 

 次は６ページにいきましょうか。お願いします。 

○香川委員 

 「市民として（の責任と自覚を醸成し、）」、これは残したままがいいんじゃないでしょ

うか。絆と協働はあっても、責任と自覚を持った市民の協働と絆ということで、括弧もつけ

ずにそのまま文章として残しておいたほうが。 
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○伊藤委員長 

 「市民としての責任と自覚を醸成し」と、そのままですね。 

○香川委員 

 ええ、括弧を外して「市民としての責任と自覚を醸成し、」ということで。 

○東島教育長 

 ここの「“さが”」のほうも、先ほど主題が決まりましたので、ダブルクォーテーション

マークがないほうを使うというふうになるだろうと思いますので、よろしくお願いします。 

○伊藤委員長 

 私からですが、５行目に「教育の目的は、」からですね、主語と実は対応しないんですね。

ここは教育基本法に「教育は」という主語があると思うんですよ。だから、この「教育は、

人格の完成を目指し」というところでして、教育の目的についてはとか、何かそういうふう

なフレーズのほうがすんなりいくような気はするんですけど、いかがでしょうか。 

○香川委員 

 そう思います。目的はとして、ありますになっているので。 

○事務局 

 教育基本法の第１条の教育の目的として、頭に「教育は、」という形では入っております。 

○伊藤委員長 

 入れたほうがいいですよね。 

○事務局 

 確認ですけど、７ページの「教育には、教育の目的として」で、鍵括弧の中に「教育は」

が入るという形でしょうか。 

○伊藤委員長 

 ７ページの５行目で、「教育基本法には、教育の目的として「教育は人格の完成を目指

し」」というところでおかしくないですかね。流れていきませんか。 

○香川委員 

 もとの意味は、教育基本法には、教育の目的としてこのように記載されていますという、

そういう意味の引用じゃないかなと思うので、目的としてというふうになるならば、前回の

提案でいいんじゃないかと思ったんですけど。 

○竹内委員 
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 括弧の中に「教育は」を入れたら、字面として教育、教育、教育と続くような気がして、

教育基本法には、「教育は人格の完成を目指し、」のほうがすっきりするのかなと思います

が、いかがでしょうか。 

○伊藤委員長 

 なるほど、「教育の目的」というのは、ちょっとしつこいというというわけですね。 

○千手委員 

 ここの６ページの５行目は、やはりちょっとくどくなっていますので、先ほどからも出て

きているように、もう少しすっきりしたほうが、やっぱり読みやすいし、わかりやすい。 

○伊藤委員長 

 そうですね。いかがでしょうか。 

○香川委員 

 こういう中の修正は、前回の審議を踏まえてというわけではないんですかね。 

○東島教育長 

 実は私、読み返してみて、できるだけ伝わるようにという思いで書き直しをしたわけでご

ざいます。 

○一ノ瀬委員 

 くどくなるようであれば、教育基本法という言葉を、一番最後の括弧が終わった後に教育

基本法にありますというふうに、基本法を後に持ってきたらくどくならないと思います。 

 教育の目的は、「教育は人格の完成に……」と云々と括弧を閉めて、教育基本法にありま

すというふうに持ってきたら、少しはくどくならないかなと思うんですが。 

○香川委員 

 もし、６ページをこれを生かすとするならば、「教育の目的は」は取って、教育基本法に

「教育は人格の完成を目指し……」と伊藤先生のおっしゃった、前文を入れて、「とありま

す」というのがすっきりするように思いますね。 

 でも、あえてここで「目的は、」にまず述べておきたいというお気持ちだと思うので、７

ページの表現のほうがするっとくるような気がするんですけど。 

○伊藤委員長 

 ７ページの、教育基本法には、教育の目的として教育の何とかとあります。これですっき

りするような気もしますけど、ただ、「教育」というのは何回も出るという、しつこいとい
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うことですかね。 

○香川委員 

 いや、これは、この中に「教育の目的として」、その上にまたその次に「教育は」と入れ

るとしつこくなるけど、これは入っていなくて、目的としてこのように掲載されていますと

いうので、７ページはすっきりしていると思うんですよ。 

○坂本委員 

 「教育基本法には、目的として」というふうに、「教育」を省いてしまっても目的という

のは伝わると思うんですね。ここの「教育」という字をなくすだけで、これが目的なんです

よというのを前もって自分で受けとめながらこの文章を読めるので、「目的」というのを残

したままでいくんであれば、この「教育」というのを消すだけで大分読みやすくなるんじゃ

ないかなと思うんですけど。 

○伊藤委員長 

 「教育」を消す。 

○坂本委員 

 「教育基本法の目的として」って。 

○伊藤委員長 

 教育基本法の第１章第１条は、括弧して「教育の目的」とかちってはまっているんですね。

ただ、教育基本法の目的じゃなくて、１条は教育の目的、次の２条は教育の目標になってい

るんです。この教育の目的、「教育」が抜けることは、趣旨から少し厳しいかもしれません

ね。 

○平川委員 

 今いろいろ議論されている中で、市のほうが教育基本法の中の教育の目的というところを

きちっと市民に知らせたいというのでしたら、７ページが一番すっきりしますけれども、教

育の目的というものに対しての思いを伝えたいといえば、「教育の目的として」というやり

方がいいと思うんですが。 

○伊藤委員長 

 やっぱり教育基本法の「教育の目的」は外せないでしょうね。学校教育と家庭教育と生涯

教育と全部入っておりますね。このためにしているようなものですから、これは大事にした

いということですよね。 
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○千手委員 

 前回、審議をした上でこういうことを言うのもおかしい話ですが、私は７ページ、このも

ともとの案のほうがやはり６ページよりもすっといくかなと。 

 それから、やはり法的なものを述べようとするときには、何々法にはこう書いてあるとい

うふうにしたほうが、通りはいいかなと、最後に持ってくるよりもですね。これにこう書い

てあります。だから我々はこのように考えて行動しようとしていますというような順序にな

ると思いますので、７ページのほうがいいかなと思っています。 

○伊藤委員長 

 いかがですか。やっぱり息をするところというか、法的なものがこうあるので、こうやっ

ているんですよという、そういう筋論をきっちりしていたほうがよろしいでしょうね。 

○事務局 

 確認ですけれども、７ページは、教育基本法には、教育の目的として「教育は……」とい

う形で続けてよろしいということですね。 

○伊藤委員長 

 そうですね、そうなりますよね。条文だから、主語のところを外すというのはできないと

私は思いますが、いかがですか。 

○香川委員 

 あったほうがいいと思いますね。明確ですよね。 

○伊藤委員長 

 ほかのところは何かございませんか。特に６ページでございます。その下の「生きる力」

をぜひ入れていただきたいんですけれど、これの説明が何かちょっと不足かなという気がす

るんですけどね。何かぼんと入っているような感じがするんですけど、どうですか。 

 簡単に言いますと、フレーズ目の４つ目、「子どもたちが、「生きる力」を身につける」

ということで、確かな学力、豊かな人間性、健康・体力といったものの説明をこの図でして

いるということでございますから、私はあったほうがいいんですけど、つなぎというか、置

き方というか、何かもう一工夫できたら、知・徳・体が生きる力ですよということを言って

いるわけですね、簡単に言うと。実際、確かに学力というのは、見える学力というのが知

識・技能とか、見えにくい学力というのが思考力、判断力、表現力、だけど、その見えにく

い学力を大事にしているんですよというところを強調しているというところだったんですね。



- 8 - 

どなたが見られてもわかるものにしていったほうがいいかなと思います。是非ご意見を。 

○香川委員 

 それは解説を入れるということですかね。 

○伊藤委員長 

 そうですね、これだけぽんと入っていますと、唐突じゃないけど、前を読めばわかるわけ

ですけどね。 

○香川委員 

 何かスペース的にも窮屈な感じですよね。文科省のほうはそのままですよね。 

○千手委員 

 ここの「生きる力」のところですね。ここの確かな学力、豊かな人間性と、形容詞プラス

の名詞。それで次のところが、名詞が中ポツで健康・体力と並んでいるのが、どうにかなら

ないかなと。 

○伊藤委員長 

 正しくは文科省は、心身ともに健やかな健康・体力とか、そんなフレーズがあるはずです。 

○千手委員 

 少し長いわけですね。 

○伊藤委員長 

 これは文科省の図式なんですけど、それを長かったもので、自分たちで健康・体力と短く

している。だから、あんまり変えることはできないです。本当は、心身ともに健やかな健

康・体力という、何かそういうフレーズになっているはずですね。 

○千手委員 

 出典であれば、そこのところは長くても入れんといかんような気もしますし、これが佐賀

の考え方、佐賀方式的な考えなら、この出典のところを取って、ここを佐賀でつくったよう

な言葉で埋めるということもできますよね。 

○伊藤委員長 

 今のご指摘は当然ですよ。それだけぽっぽっと入っていますね。健康・体力というのは。 

○香川委員 

 変えるなら、文科省をもとに佐賀版に変えましたって書かなきゃいけないですよね。 

○千手委員 
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 事務局、何か名案ないですか。出典を外した場合、こう書いたらどうだろうとか。 

○東島教育長 

 基本的には、教育基本法が根底にあって、文部科学省の教育方針たる生きる力の定義があ

るということですから、どうしてもこれはベースに置かざるを得ないというところがござい

ます。だから、佐賀方式で書くという手はないでもないですが、一般的に全国通用する図式

であるというふうに捉えますと、なかなかこれを崩してどういうふうにするかと、ちょっと

難しいところがあります。ただ、この中で、確かな学力だけは小さく要素を分けて説明に書

いてありますよね。ところが、豊かな人間性と健康・体力については、説明がここには全然

なされていません。だから、この部分をちょっと加えるということでできないことはないの

かなという思いはあります。 

 例えば、確かな学力を右側のほうに点々と出したとします。豊かな人間性って何なのとい

うのをこういうふうな形で取り出すということは、できるかもしれません。ただ、少なくと

も文科省が言っているこのことを崩してしまうことは、ちょっと正直言って好ましくないの

かなという思いがありますので。 

○千手委員 

 わかりました。これで通っているということであるなら、これでいったらどうですか。 

○香川委員 

 文章の中に説明を入れられたらいいんじゃないですかね。確かな学力、豊かな人間性、健

康・体力、そこのところに真ん中のほうの文章を入れられたら。ここは引用というよりも、

佐賀市の一応の解釈というか、やはり佐賀市民の文章でしょう。例えば、伊藤委員長が言わ

れたような、健康・体力の心身ともにの説明を入れたらどうでしょう。 

○伊藤委員長 

 そうですね。だから、上のほうに、例えば確かな学力や豊かな人間性、健康・体力、ここ

のところに心身ともにとか、そういうことを入れておくと全体がやわらかくなるかもしれま

せんね。そして、納得いくものになるかもしれないですね。 

 本当に突き詰めていえば、例えば、課題発見能力と問題解決能力はどんなふうに違うのか

とか、結構専門性のある単語にはなっておりますね。本当は少し、いわゆるここで言う課題

発見能力とは何かとか、問題解決能力とは一体何なのかということを文部科学省的に定義を

少し入れておくとわかりやすいものになっていくのかもしれませんけど、あんまりそれをし
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出すと大変になりますよね。 

○香川委員 

 「生きる力」の中身をわかるように示したということが前回よりずっといいんじゃないか

なと思います。 

○伊藤委員長 

 １回省いていたものを、私がこれは前回のやついいですよねと言ったので、事務局のほう

で入れていただきました。７ページと６ページを見られて、絵が入ったのと入っていないの

と、竹内委員はどうでしょうか。 

○竹内委員 

 絵が入っているほうがわかりやすいです。 

○伊藤委員長 

 そうですよね。だから、そういう図が入るというのは、結構一目でわかるというのがある

ような気がしますね。 

○竹内委員 

 一つ一つの言葉をこれだけのスペースで説明してしまおうとすると大変なことになるので、

抽象的な表現になるのは全体として仕方ないのかなとは思いますけど。 

○伊藤委員長 

 本当にもう少し勉強してみようと思ったら、文部科学省のホームページか何かで引いてく

れば、それはわかるということでございましょうからね。全ては難しいかもしれませんね。

ちょっと窮屈な感じはしますか、先ほど香川委員のほうからの指摘ですが。 

○香川委員 

 でも、入ったほうがいいと思います。 

○坂本委員 

 この図が入った場合、基本目標は一番上には入らないでしょうね。 

○事務局 

 入ります。ページの関係で２ページにまたがるような形になるのかなと思いますけれども、

冒頭に当然大きな形で本文につなげて、スペース的に入らなければ２ページで、その下のほ

うに図があるというような形になろうかと思います。 

○坂本委員 
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 この文章を読みながら、「生きる力」のところを読んだときに、ぱっとこの図のほうに目

が行くかどうかで、その理解力とか変わるかなとは感じるんですよね。小さ過ぎてもこっち

に気づかないまま読み飛ばしていってしまうような気もするので、余り窮屈でも読みづらい

かなとは思うんですけど。 

○事務局 

 今回はレイアウト的な部分がありまして、図を圧縮しているような形で載せていますので、

窮屈なイメージを持ってしまうんですけれども、その辺は事務局のほうで考えて、見やすい

内容にはしたいと思っています。 

○伊藤委員長 

 その辺は事務局のほうにお任せするというところでよろしいですかね。 

 あとはいかがでしょうか。事務局のほうから言われたことについては、括弧のところを残

すということと、「ふるさと“さが”」のダブルクオーテーションを普通の括弧の「ふるさ

と「さが」」にするというところで、この辺はよろしいんですね。確認はできておりますで

すよね。 

○事務局 

 先ほどの市民としての後の括弧は外すという形でよろしいでしょうか。 

○伊藤委員長 

 よろしゅうございますね。〔「異議なし」と呼ぶ者あり。〕 

○竹内委員 

 あと１カ所よろしいでしょうか。５段落目の「さらにその上に立って、市民としての大人

として、自立したひとりの人間として、心豊かに生きていく」云々とあるんですけど、もと

もと、「として」と赤字で書いてあるということは、ここで前回話し合って「として」を入

れたのかなとも思うんですが、初めの当初の７ページを見ると、「市民としての大人は、」

ということで、主語が佐賀市民の大人はこうなんだよということが書いてあるのが目的なの

かなと思うんですけど、何か大人としてとなると、改定した６ページのほうでは何か主語が

なくなって、結局、誰がというのが何か、そこが「として」にすると伝わらなくなってしま

っているのかなと感じました。 

○香川委員 

 私もちょっと読みづらかったのは、この行ですね。 
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○竹内委員 

 ４段落目では子どもたちがどうするということが書いてあって、この５段落目は、大人は

どうするということが伝えたいのかなと、そういうことでしょうか。 

○香川委員 

 前は「市民としての大人は、」なんですよね。 

○竹内委員 

 だから、大人がこうするんだということがここに書いてあるんだなということがわかりま

したけど。 

○伊藤委員長 

 「さらにその上に立って、」というのも、ちょっとしつこい気がしますね。何か「市民と

しての大人は、」とすっきり書いたほうがわかりやすいのはあるかもしれませんね。 

○香川委員 

 多分、「さらにその上に立って、」というのは、学校教育で育んだものの上に、大人にな

っても生涯というふうな意味で書かれているんだろうと思うんですけれども、少しこの文章

は長いし、途中でわかりにくくなっているような気がします。 

○伊藤委員長 

 市民としての大人は目指していきますになるんですよね、対応させるなら。 

○香川委員 

 目指していくのは誰なのかということですよね。 

○伊藤委員長 

 少しねじれているのかな。目指していくのは、これは教育委員会はじゃないですか。 

○東島教育長 

 前回は確かにおっしゃられるように、市民としての大人がこういうことをやることが必要

ですという書き方をしていました。こういうふうにして施策を組んでいきますという意味合

いで、主語は教育委員会なんですね。そういう大人にしていきますと。ところが、７ページ

の前の分では、大人はそういうことが必要ですよという、言うならば願望的な書き方をして

いたもんですから、教育委員会の積極性を見せる意味で、こういうふうに書きかえたんです

が、今、意見をお聞きしていたら、正直言って言い方は、言うならば願いは同じところにあ

るんですけれども、どちらのほうがいいかというのはご意見をお願いしたいと思います。 
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○竹内委員 

 主語は、教育委員会がですね。 

○東島教育長 

 教育委員会がです。さらにその上に立って、こういう大人を目指しますと。 

 だから、今、ご指摘いただいたように、表現が非常にくどくて主語が見つけにくい、ここ

では完全に主語は外してしまっているということがありますけれども、どちらがいいのか。

こういう大人になることが必要ですという言い方で教育委員会の積極性が見えるとするなら

ば、それでも、前はそれでいいなと私は思っていたんですけれども、よくよく読んでいくと、

子どもたちからさらにその先を見通したときに、どういう積極姿勢を見せられるかな、どう

表現すればいいのかなという観点で言い直してみたんですね。ですから、委員さん方のお考

えでは、ここは意味合い的には同じように思っております。 

○竹内委員 

 「市民としての大人として、」を一回外して、「自立したひとりの人間として、心豊かに

生きていくために生涯にわたって学び続け、地域社会に主体的に関わりながら地域の絆を強

め、協働してふるさとをつくる意欲に満ちた市民づくりを目指していきます。」と、そこに

市民を入れたらどうでしょうか。 

○伊藤委員長 

 「人づくり」じゃなくて、ここを「市民づくり」。 

○竹内委員 

 はい。そうですね、「市民としての大人づくり」でもいいですかね。「意欲に満ちた市民

としての大人づくり」。 

○東島教育長 

 私の言いたかったところもそこなんです。ですから、今の表現のほうがなるほどなと思い

ます。 

○伊藤委員長 

 「教育委員会としては、」とかいう、そういう主語を入れますか、それともなくて。 

 今、竹内委員が言われたように、「人づくり」を「市民づくりを目指していきます。」と。

それでは、どこが目指すのかといったときは、これは教育委員会はということは暗黙の了解

ですかね。 
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○東島教育長 

 基本的には教育委員会の目標と、それに対する総括的な考え方ですから、常に主語は教育

委員会というふうな見方をしております。 

○一ノ瀬委員 

 ただ、一番下の段に網羅されていますよね、今、言われていることは。「教育委員会で

は、」ということできちんと書いてある。 

○伊藤委員長 

 わざわざ「教育委員会は、」とかいうことも必要ないということになりますね。 

○一ノ瀬委員 

 最後の段で全部伝わってくるのかなと思います。 

○事務局 

 確認ですけれども、「さらにその上に立って、」の次の「市民としての大人として、」を

削除して、それから３行目下の「意欲に満ちた人づくり」を「意欲に満ちた市民づくり」に

変えるというような案でよろしいでしょうか。 

○竹内委員 

 「市民づくり」なのか、「市民としての大人づくり」なのか。もともとの文言を生かそう

と思ったら、「市民としての大人づくり」になるかもしれないですね。 

○香川委員 

 「市民づくり」でいいんじゃないですか。 

○千手委員 

 ここの「さらにその上に立って、」という「さらに」というのは、やっぱりこれは必要な

んですかね。これをとったら、ふぐあいか何か出てきますか。「その上に立って、」だけで

はいけないんですかね。「さらに」というのは、前の段落等を受けて「さらに」でしょうが、

「その上に立って、」でも前の段落等を受けている表現になっているんじゃないですかね。 

○伊藤委員長 

 そうですね。「さらに」と「その上に立って、」と同じような意味合いですよね。「その

上に立って、」というのは、何か連続性みたいのが薄まるような気がしますので、「さら

に、」でもいいのかもしれないなという気がするんですけどね。 

○坂本委員 
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 「さらに、」のほうが私も前の文面をそのまま受け取れて、続いていて読みやすいような

気がしますけど。 

○伊藤委員長 

 ありがとうございます。ほかはありませんか。小さなところでも丁寧に見ていただいた方

がいい。 

○香川委員 

 家庭、地域、企業等、学校等の順番ですね、佐賀市の総合計画でこの順番も決まっている

わけなんですね。教育だから、やっぱり家庭、学校、地域、企業とかですね、それが普通じ

ゃないかなと思うので、何か企業等の後に学校等が来るというのが違和感があります。 

○東島教育長 

 まなざし運動の並びがこのようになっているものですから、混乱を招かないように、こう

いうふうに書いたんですが、どちらかというと学校を先に書きたい思いはあります。 

○香川委員 

 10ページのまなざし運動ですね。確かに企業の労働観をはぐくむという役割への評価も欲

しいけど、でも、やっぱり第１の場は学校だからですね。 

○千手委員 

 この順序でいかざるを得ん事情があるということなんですね。 

○東島教育長 

 必ずしもそうとは考えなくていいんですが、混乱するかなと。 

○伊藤委員長 

 統一性は要りましょうしね、どっちかスタンスとしてはっきりしておったがいいですね。 

○千手委員 

 私の感覚では、家庭の次に来るのが学校であり、その次が地域であり、企業であり、ある

いは行政であるというようなことになっていくのかなと思うんですけど、そこの辺で、やっ

ぱり表現があれこれ違うというのも、また困りますよね、同じ計画の中にですね。 

○東島教育長 

 そうですね、これが横軸に連動していくもんですから、そこら辺が苦慮したところなんで

すね。 

○伊藤委員長 
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 ８ページの図とか見ましたら、この図で統一性があるかというと、そうでもないですかね。 

 でも、千手委員が言われるように、本当はそうですよね。家庭があって、そして、学校が

あってと、順序性は多分そうだろうと思いますね。変えられるのかどうかというような判断

は私たちができないので、まなざし運動がそうであるなら、やっぱりそうしておくことが大

事じゃないですかね。 

○千手委員 

 18ページとか20ページにやっぱり出てきていますもんね。私は後ろのほうでそれを思った

んですが、一つのルールがあるということであれば、これは余りとらわれんでもいいかなと

思いますけどね。 

○東島教育長 

 直接的な子どもへの教育力というのは、家庭と学校です。あくまでも地域にしても企業に

しても、言うならば外側の応援、支援というレベルです。だから、本当は家庭、学校、地域、

企業という並びのほうがここの段階ではすっきりするんですよね。 

 これはマスタープランのほうも家庭、学校というふうな使い方をしていますので、正直言

って、千手委員のおっしゃったことが的確と思うんです。直接的な教育力は家庭と学校。そ

の支援という視点からは地域と。だから、地域、家庭、学校等は、「等」を入れるかどうか。

あっさり地域、学校。企業等の「等」も外して。 

○中島社会教育部副部長 

 総計の家庭、地域、企業等の教育力の向上の施策、今、たたき上げをしているところなん

ですけど、その取り組み方針の中で、抜粋して言いますけど、「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」という表現をしていますので、まなざし運動

自体は条例上で「家庭、地域、企業等、学校等」という表現をしていますけど、教育基本計

画というのは、まず、家庭と学校がありますので、言葉としてこういう「家庭だけでなく学

校、地域、企業等も」という形で入れ込んだら大丈夫じゃないのかなとは思ったんですけど。 

○伊藤委員長 

 そこは教育委員会のほうで判断していただいて、できれば修正していたほうがよろしいか

なと私も思いますけどですね。ほかの委員さん方もそれでよろしいですか。 

○坂本委員 

 確認なんですけど、本文の中の生きる力のところの健康・体力のところを健やかなる云々
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の注釈は入れるんですか。 

○伊藤委員長 

 そうですね、調べていただいて、健やかな健康・体力とあったと思いますので、それを入

れていただくと、坂本委員が言われるように、すっきりするというところですね。 

○東島教育長 

 それは本文中に文科省がどういうふうな言葉遣いをしているのかを確認してから入れさせ

てもらいたいと思います。 

○伊藤委員長 

 私はですね、この下の中に３つのフレーズに「ふるさとを誇りに思い」と、①、②、③と

書いてあるでしょう。これがどうしても順序性は大事なんでしょうけど、この中に入ると、

１番、２番、３番というのが違和感がないかなという気が私はするんですけどね。。 

○東島教育長 

 ９ページは、全てここを鍵括弧をつけてあるんですよ。これは順序制ではないですので、

そういうふうに誤解を招くおそれは多分にありますから、もし許せば、ダブルコーテーショ

ンをピッと頭に浮かべたんですが、これはちょっと不都合でしょうから、鍵括弧で入れさせ

ていただきたいと思います。 

○千手委員 

 それぞれを鍵括弧でくくるということですね。 

○伊藤委員長 

 よろしゅうございますか。（「はい」と言う者あり） 

では、次、事務局から説明をお願いできますか。 

○事務局 

 それでは８ページをお願いいたします。「７ 基本方針」に入ります。 

 市の総合計画と佐賀市教育振興基本計画の目標と基本方針の関係を図として掲載をしてお

ります。矢印は、前回の会議でもご意見がございました双方向の矢印で関係性を示している

ところです。 

 また、８ページ下の基本方針のイメージ図ですけれども、これについては、第二次佐賀市

教育基本計画を継承しております。一部イラストの変更と、連携を連携・協働にしたいと考

えています。 
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 連携・協働につきましては、国の第２期の教育振興基本計画の社会全体の横の連携・協働

に合わせたいと思っております。８ページは、計画書に掲載するスタイルでございます。 

 ９ページのほうは、佐賀市の教育基本方針の縦軸を明文化したものでございます。 

 10ページは、横軸を解説しております。 

 まず、縦軸の構成としまして、義務教育終了までに、全ての子どもに自立して、社会で生

きていく基礎を育てる必要があり、そのために幼児期での取り組み、小・中学校における取

り組みを明記しております。 

 その次に、義務教育後の生涯学習の部分について、一人一人が多様な個性、能力を伸ばし

て、充実した人生を主体的に切り拓いていくことが必要であること。そのためには、生涯を

通じて必要とする知識・技術を修得できる社会の実現を目指して、公民館や図書館、文化施

設等の取り組みを明記をしているところです。 

 最後に、８ページの図にありますように、知識や経験を家庭、地域、企業等、学校等に還

元をして、市民全体の力を高め、新たな力を創造していくというような締めくくりにしてお

ります。 

 10ページをお願いします。「教育・学習の横軸をつなぐ」になります。ここでは、家庭や

地域、企業等の部分でございまして、後に示す「施策５ 安心して子育てできる環境の充

実」、「施策６ 家庭・地域・企業等の教育力の向上」の部分を示しております。 

 まず、前半部分は、子育てに関する部分で、子育て家庭や子どもの育ちをめぐる環境が大

きく変化をしているために、子育て支援の取り組みを強化していくことが重要であるという

こと。そういった取り組みを通じて、地域全体が子ども、子育ての支援に関して、関心や理

解を深めて、誰もが安心して、楽しみながら子育てできる地域づくりを目指していくという

ふうに記載をしております。 

 後半は、家庭・地域・企業が相互に連携を図ることによって、全ての市民が一体となって

子どもに関心を持つ社会の構築を目指すことが重要であるということを明記しているところ

です。基本方針については、事務局の説明は以上です。 

○伊藤委員長 

 はい、ありがとうございます。それでは、８ページから行きますか。どうぞ、ご意見を。 

○香川委員 

 ８ページのイラストを変更していただければと思うんですけれども、やはりお父さんがど
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っしり座って、お母さんがエプロンでというような、固定的な役割分担になっているので、

「共に」というようなイメージに変更していただいたらと思います。 

○事務局 

 香川委員が言われましたように、固定観念が生まれるというご指摘もございましたので、

イラストのほうは変更をしたいと思っております。 

○坂本委員 

 この一番下の矢印なんですけど、地域企業等と家庭を結ぶところの矢印の間に、《教育・

学習の横軸》という文字が入っているじゃないですか。これが入っているので、家庭と地域

企業がつながっていないように見えるんですよ。なので、これを少しずらして、矢印をつけ

なげていただいて、その下か上に《教育・学習の横軸》というのを入れていただくと、何か

地域企業も家庭とつながっているというようなイメージは持ちやすいかなと。 

○東島教育長 

 その方がいいと思います。といいますのは、上の連携に家庭と学校、学校と地域企業が連

携・協働となっています。そして、今度は企業等と家庭との連携のところが、言葉で切れて

しまっている。そこをつなげる意味合いでこう書いているつもりですが、やっぱりそういう

ふうに見られないというところに問題がある。 

○伊藤委員長 

 大丈夫であれば変更をお願いします。ほかにございませんでしょうか。このイラストその

ものを変えていくんですか、イメージも。そこだけ変えるということですか。 

○事務局 

 そこだけ変えるイメージでいますけれども。 

○伊藤委員長 

 全体は、大体この形ですね。 

○竹内委員 

 もし男女の問題があるんだったら、地域企業等のほうも、今見たら女性が１人しかいない。

どうなんでしょうか。そこをちょっと気にするのであれば加えた方がよいと思います。 

○香川委員 

 そうしていただいたほうがいいと思います。 

○伊藤委員長 
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 私は、例えば、車椅子の方が働いている姿とか、そういうふうなところをちょっと入れて

いただくと、いろんな方がかかわっているんだというところがでてくると思います。 

○香川委員 

 地域企業で入れるならば、これを見ると真ん中の人がお医者さんみたいですね、男性で。

何かちょっと職業に関しても、そういう男女の固定観念がないようにお願いします。 

○伊藤委員長 

 幾つかの男女の比率とか、障がいを持っている人等とのかかわりとかですね。お年寄りの

方も少ない。この辺を考えていただければですね、非常に幅広くよくなるという気がします。 

○東島教育長 

 障がい者、男女比、職業、高齢者、今の社会状況を反映するような形に地域をつくり上げ

るということですね。 

○伊藤委員長 

 ぜひお願いしたいと思います。 

○事務局 

 ３回目の委員会ときに、ここに丸印で変更しますという形でよろしいですか。 

○香川委員 

 縦軸の自己実現のところに、結構若い人ばっかりになっているような感じなので高齢者が

入ってもいいかもしれない。 

○松田委員 

 このイメージ図の中の還元というところなんですが、何かわかったような、わからないよ

うなところがあるんですけれども、還元というのは、文章にして説明すると、何をどういう

ふうに還元、どこに還元していくのか、説明いただけますか。 

○事務局 

 ９ページの最後の段落なんですけれども、「生涯教育を通じて、市民が得た知識とか経験

だとか技術とかを家庭、地域、企業等に、そういった経験を循環させるようなイメージで書

いています。それによって、市民全体の力を向上、アップさせるというような書き方をして

います。 

○伊藤委員長 

 私も松田委員と同じで、還元という言葉は、別のわかりやすい言葉があれば。やっぱり世
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のため、人のために自分の持っているものを返していくみたいな、そういうところでしょう

から、言葉として何かあれば、そういうのがいいかなと。ぽんと還元というよりもやっぱり

いいかなと私も思いましたですね。 

 連携というのも、確かに連携でもいいんですけれども、何かもうちょっとないかなあとか

思いながら、言葉が浮かばんですね。 

 本当に伝えようとしたら、やっぱりシンプルでクリアでないとなかなか伝わらないという

ことですよね。伝わるために何か言葉を選ぶというのは大事なのかもしれないですね。意味

合いはよくわかるんですけれどもね。 

○香川委員 

 学んだ成果を生かすということですよね。 

○伊藤委員長 

 そういうことなんですよ。 

○坂本委員 

 基本目標のところに、「ふるさと“さが”をつくる人づくり」を目指しているので、地

域・家庭をつくる力を戻すところなんですけど、そこがうまく出てこないというところです

ね。 

○伊藤委員長 

 何かないですかね。事務局のほうからでも。一ノ瀬委員、何か言うことはないですか。 

○一ノ瀬委員 

 何か今の話を聞いていて、結局、底力が、底上げというところにつながってくるんだろう

なと思って、そういう意味合いのことが何か底力の向上とかね、何かそういうのがわかりや

すいのかなあというのを思います。還元は、やっぱりちょっと意味合いが違ってくると思う

んですよね。でも、９ページに書いてありますよね、還元と連携と。 

○香川委員 

 活力。 

○伊藤委員長 

 活力というのもある。 

○田口委員 

 ６ページには「環境の好循環を実現できるものと考えます。」と書いてあるんですが、循
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環というのも何かちょっと。 

○香川委員 

 全体が循環になっていますね。 

○事務局 

 最初、事務局のほうで考えていたところでは、フィードバックとか貢献とかですね、そう

いった文字を考えていたんですけど、前の図で還元という言葉を使ってあったところで、今

回の縦軸の中で「還元」という文字を起こして、図に合わせたところです。一番最初考えて

いたのはフィードバックですが、横文字が出ることに対して、少し違和感を感じたので。 

○坂本委員 

 でも、貢献という言葉はいいかなと思います。 

○田口委員 

 それで、私もすぐ貢献と出たんですよ、初めは。でも、何か貢献をする主体として貢献だ

から、何か社会として貢献しろってどうなのか、と思って言えなかったんですけれどもね。 

○伊藤委員長 

 フィードバックよりも還元のほうがいいのかな。 

○平川委員 

 先ほどのイメージの図を考えると還元よりも、伊藤委員長が言われた活力とか、底力とか

言われたように、この活力というような言葉だと、似たイメージとして意欲につながるよう

ですね。だから、後ろの９ページの言葉とすると、還元しという言葉ではなく、何か学校と

の活力に何とかするとかいうふうな言葉とか、何かそういうイメージのほうが何か見ている

人が意欲につながるのかなと、底力と活力という言葉がいいなあと私も思ったところでした。 

○伊藤委員長 

 活用とかいう言葉はどうですか、活用。還元より活用がいいかと思う。要するに自分の力

を活かすということです。 

○坂本委員 

 ここの図の言葉というのは、９ページの一番下のところの言葉と一緒に変えるという意味

になるんですか。 

○千手委員 

 この図というのは結局、今のところ還元ですけど、還元があり、隣やまた地域企業等との
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家庭や、双方向のつながりがあるということですよね。ということは、これはある意味で水

車のようにぐるぐる回っているというように考えていいんですかね、この図は。還元という

たら、あなたにあげるよと、あげっぱなしみたいな感じもするわけですが、この図を見てい

たら、ぐるぐる水車のように回っているならばですね、循環とか、先ほどの坂本委員の意見

では、双方向にというのが見えてないよというのがあってですね、そうだなと思ったわけで、

活用としても後ろの方で「学校等で活用し」とすれば、これは通るわけで、還元よりもやは

り活用とか循環とかいうのがわかりやすいのかなという気はしますね。 

○坂本委員 

 この図でいったら、自分の自己実現をして、自分が得た力を活用するというのが一番自分

の力を活かして行けるような感じは受けられるんで、私は活用がいいかなと感じてます。 

○伊藤委員長 

 いかがですか。それでいきますかね。９ぺージ、10ページいきましょうか。９ページの文

言が変わります。事務局もよろしいですね。９ページ、私がちょっと気になったところがで

すね、「切り開く」の「開く」を、文部科学省は「拓」を書いているんですね。私はそっち

にそろえたほうが「開閉」の「開」というよりもよろしいかなと。 

○千手委員 

 10ペーシの一番上、「横軸をつなぐ」の次の小さな文字ですが、「だれもが子育てに不安

感がなく」という書き方してありますが、これは何かに不安感がなくというような書き方が

あるんでしょうかね。あるんだったらそれでも結構ですけれども、私は何かこれはいわゆる

不安感がなくという、否定形になっているわけですね。要するに安心感があるということで

すよ。そうならば、やっぱり肯定的な書き方で、例えばですが、「安心感を持ち」とか「安

心感があり」とかいうような、「不安感がなく」よりも「安心感」があるという肯定的な書

き方が、特にこういう表題のところにはよりいいのかなと思いますが、いかがなもんでしょ

うか。それとも、何かにこういうふうなのが他に使われているかどうかですけど。 

○事務局 

 先ほどの不安感がなくという部分は、今、総計が審議されていますけれども、そこの子育

ての目標の中に、子育て世帯が大きな不安や負担感を感じることなくという、目標として入

っていましたので、そこを引用しておりました。ただ、委員がおっしゃられているような肯

定感という部分で前面に押し出しても問題はないかなと思っています。 
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○千手委員 

 そしたら、それとの整合性のというのも必要になってくるということですかね。 

○東島教育長 

 ただ、意味合いは同じでございます。千手委員が言われることがいいと思います。 

○千手委員 

 こちらはそのようにできるのであれば、私は肯定のほうがいいかなと思っています。 

○伊藤委員長 

 やはり、これは基本方針ですから、基本方針は否定から入るというか、それは余り私は好

ましくないかなという気はするんですけどね。安心・安全のほうを先に持ってきたほうがい

い気がします。 

○香川委員 

 今の文章が感じるとともに、これが子どもへのまなざし運動につながっているんですけれ

ども、文章の構成として、目指しますですよね。目指すのはだれもが安心感を持って子育て

に誇りと喜びを感じるとともに、これ「だれもが」ですよね。子どもへのまなざし運動を基

軸に「それぞれの立場において連携・協力し、社会全体の教育力の向上を目指します」。上

の「感じるとともに」という、何かそれ以降がうまく文章としてつながっていないように思

うんですけれど。感じる仕組みをつくり出すとか、感じるような社会にするとともにという

ことじゃないかなと思うんですよね。 

○伊藤委員長 

 今、香川委員が言われました、第二次計画は「子どもへのまなざし運動を基軸に家庭、地

域、企業等、学校等の連携協力を強化するとともに、だれもが安心して子育てできる社会の

実現を目指します。」だから、こちらのほうが何かすっきりしますよね。 

○香川委員 

 わかりやすいですよね。 

○伊藤委員長 

 「だれもが子育てに不安感がなく」とかいうことを最初に言っていたら、ちょっと難しい

かもしれませんね。この「子どもへのまなざし運動を基軸に」というのをわざわざとられた

のは、意味合いがあるんですかね。 

○事務局 
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 11ページをご覧いただきたいんですけれども、施策の体系の中で、横軸の部分なんですが、

施策の５番目と６番目を前回の計画から入れ替えています。そのつながりがあったもので、

最初に子育てを説明して、その次に家庭・企業の教育力という見せ方をしているものですか

ら、10ページのほうの並びを入れかえたような形にしています。 

○香川委員 

 ここは横軸の説明だから、別に順番になっていなくてもいいのではないですか。 

○事務局 

 優先の順位はないと思っております。 

○香川委員 

 前のほうが簡潔ですね、２行で全部。 

○一ノ瀬委員 

 不安感というところでひっかかったのが、やっぱりマスタープランとかにも書いてあるよ

うに、仕事でも子育て世代のお母さん方とよく話すことがあるんですけど、皆さん思ってい

らっしゃる以上に、ものすごく子育てについて不安が多いです。だからあえて書いてあるの

ではないかなと私は思ったので、余り違和感は感じなかったんですよね。安心して子育てし

たい、そういう子育ての社会を目指すというのはすごくわかるんですけど、本当に思った以

上に不安が多いと思います。本当に子どもを産んでいいのかと思うぐらい悩んである若いお

母さん方が多いという現実を踏まえた上で、やっぱり考えられたほうがいいのかなって、実

はすごくそれを思っています。なので、それほど「不安感がなく」という言葉には意味があ

るのかなと私は思いました。 

○坂本委員 

 そういったときは、「不安感をなくし」とか、今不安感を抱いている若い保護者さんたち

がいらっしゃるということで、その方たちの不安感を払拭するという意味で、「不安感をな

くし」というのはだめなんですか。これから改善していきますよというような文面に変えて

いければ。 

○香川委員 

 子育て支援の必要性が出てくるというのは不安感が大きいから出てくるので、特にそこを

強調するためにここに載せて、前にということである、その意味はよくわかるんですけど、

そうすると、「だれもが子育てに不安感をなくし、誇りと喜びを感じられるように支援する
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とともに」みたいな文章になってきますよね。 

○伊藤委員長 

 やっぱり２行から３行でしょうね。すきっとやっぱり。 

○竹内委員 

 前回の文言と順番が入れ替わっているのが、11ページの施策のところの順番という説明が

あったんですけど、この５番と６番をまた戻すことはできるんですか。 

○事務局 

 そうすることは可能です。優先順位では決してないです。事務局側の提案で書いたんです

けれども、これを考えたときに、子育てから地域という形の順番のほうが自然の流れなのか

なというところで順番を入れ替えたということで、優先順位はないです。 

○竹内委員 

 成長段階としてはそういう順番になりますね。今の説明は、何かすごく５番と６番の意味

合いがしっくりくるなと思いました。 

○千手委員 

 先ほどの私が提案した「不安感がなく」のところですが、私はやっぱりこういう表題の中

は、前向きな書き方がいいんじゃないかなと思います。 

 11ページの５番で、「安心して子育てできる」という書き方をしてあるんですよね。先ほ

どの委員さんの意見は、現実としてはそのような問題がかなり強いと、それはわかりますよ

ね。そしたら、そこの辺を、ここの中の本文といいますか、下の文章の中で現実の問題とし

てそういう不安感を持っている人は多いと。だからこれを何とか解消せんといかんというよ

うな書き方をしたら、そこの意は通るんじゃないかなと思いますが、どうでしょうかね。 

○平川委員 

 ２次計画のほうには、中の文章に「子育てにおいての不安や孤立感を抱える」と実際書い

てあるんですよね。だから今言われたように、上にはそれを書かずに、中にしっかり書いて

いただく、そこで表現をすればいいのかなと。ここは、今のこの計画には、そこの部分は逆

に言うと余り入っていないので、今、千手委員が言われたようにもっと書けると思うんです

ね。 

○田口委員 

 「誇りと喜びを感じる」という言葉は、入れたらもっといいなという気はしているんです
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けれども、あんまり長いのもあれですよね。この「だれもが安心して子育てできる社会の実

現」とすっきり前の文はしているので、同じ文章じゃちょっとあれでしょうかね。だれもが

安心し、誇りと喜びを感じて子育てできる、子育て支援の環境の充実と書いている。この言

葉を生かすといいのかなというふうにも思ったり、「誇りと喜びを感じる」というところは

本文の中に少し入れてもらって、もうそのまま「だれもが安心して子育てできる子育て支援

の環境を充実させ」とか、支援環境を充実、何か「感じるとともに」というのは私も香川委

員と同じように、文章がつながらずに、下のほうが教育力の向上を目指すのであれば、子育

て支援の環境を充実するという、教育委員会が目指す行為を書かないと、感じるというのは

子育て中の親の気持ちなので、そこは少し変える必要があるのかなという気はします。 

○伊藤委員長 

 田口委員言われたように、だれもが安心して子育てできる環境の充実を目指しとか、この

５番の言葉を生かしていったほうがつながっていくような私は気がしますけどね。わざわざ

無理に変えることもないような気はいたしますけどね。 

○松田委員 

 そうですね、先ほどおっしゃったように、安心して子育てできる環境というシンプルな言

葉のほうが、また、まなざし運動の役割というところもわかりやすいのかなと思います。 

○伊藤委員長 

 不安感がなくてとかというところは、下のほうに入れていただいて、その趣旨を間違えな

いようにするということでいったらどうかなと思う。 

○竹内委員 

 第二次基本計画の文言を、５番と６番、今回、11ページの順番に入れかえるだけでも、２

行ですっきりしたものになるのかなと思うんですけれども、いかがでしょうか。例えば、子

どもへのまなざし運動を基軸に、誰もが安心して子育てできる社会の実現と、家庭、地域、

企業等の教育力の向上を目指します。だったら２行で、順番も５番、６番に沿って、大きな

意味の変更もないのかなと思うんですけど。 

○伊藤委員長 

 確かに、前回は２行、２行でぱちっと抑えていますよね。非常に読みやすいですね。すっ

きりという感じがしますよね。 

○竹内委員 
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 今回、この８ページを見ると、前の縦軸のほうも３行になっていますので、そっちも２行

にしていく作業が必要になってくるのかなとは思います。 

○伊藤委員長 

 ３行になっても、そんなにふぐあいはないかもしれないけれども、できればそろえたほう

がいいでしょうね。３、３か２、２か。 

○香川委員 

 「子育てに不安感がなく、誇りと喜び」、これはやはり施策５があるように、乳児、園児、

児童ぐらいの小さい子どもだと思うんですね。なので、子どものまなざし運動はもちろん全

部かもしれないですけれども、そういった子育て支援的なものを全部含まれているんですか。

この文章では、子育てできる環境をつくるということと、それと並立して子どものまなざし

運動、「ともに」なのでですね。今、竹内委員のおっしゃったのだったら、「だれもが安心

して子育てできる」もまなざし運動の中に入ってしまう、入れ込むという表現ですよね。 

○竹内委員 

 そうですね。第二次を見ると、入っているのかなと思うんですけど。まなざし運動は５番

と６番も、安心して子育てする環境の充実も企業等の教育力の向上も両方に携わっているん

ですか。 

○伊藤委員長 

 少なくとも、きょうは基本方針だけはきちっとしていきたいというふうに思います。今、

田口委員が言っていただいたところでおさめて悪くないかなという気はするんですがね。い

かがでしょうかね。 

○香川委員 

 わかりやすいし整合性もとれているし。 

○伊藤委員長 

 そうですね、整合性もありますし、難しくないと思っています。 

○竹内委員 

 確認です。まなざし運動は、６番の施策に対応するもの、それとも５番、６番両方の施策

に対応するものでしょうか。 

○東島教育長 

 概念上は分けざるを得ませんので施策６に位置していますけれども、当然、子育て全体を
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考えたときには、まなざし運動と包摂関係にあるということは間違いないわけですね。です

から、だれもが安心して子育てができる環境づくりを目指すとともに、まなざし運動を基軸

に云々、社会の実現を目指すということですもんね。 

○坂本委員 

 私、ＰＴＡで、子どもを育てている人間としては、今、教育長が言われたように、実際行

っているのは、地域とか企業がまなざし運動を実践されているんですけど、安心して子育て

できる環境をそこでつくっていただいているというのが私たちの実感なので、ここはもう同

列で感じているところです。なので、それぞれ別ではないというふうに感じています。 

○伊藤委員長 

 事務局のほう、そういったところでまとめることできますか。 

○東島教育長 

 だれもが安心して子育てができる環境づくりを進めるとともに、子どもへのまなざし運動

を基軸に、とんとんとんといって、社会全体の教育力の向上を目指すと。こういうふうなス

タイルかな、書き出すとするならば。 

○伊藤委員長 

 そういうところでよろしいでしょうか。それでは、一応決着しましょうかね。 

 あと、時間がだんだん押していますが、９、10で何かございませんか。 

○香川委員 

 また括弧の使い方ですけど、普通は１つの括弧で組んであるんですけど、９ページでは、

３番目の段落で『佐賀市の目指す子ども像』というのが二重の鍵括弧になって、それから、

10ページも『４つの教育の場』に関しては二重の鍵括弧になっているので、この使い分けと

いうのはどのようにされているのか。 

○事務局 

 事務局としては、佐賀市の目指す子ども像と３つの像のそれぞれが同じもの、一対一の関

係ではなくて、全体を抱合しているという強調をあらわしていると思っています。ですから、

10ページのほうも、同じく家庭、地域、企業、学校の一つの集合体を強調している４つの教

育の場という形で強調している意味合いで二重括弧にしています。 

○香川委員 

 私もそうなのかなと理解はしましたけど、普通の文章の中で、余りそういうふうな意味で
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の分け方、使い方、二重鍵括弧と鍵括弧は、余り一般的ではないですよね。二重括弧は、本

のタイトルとか、括弧の中にさらに入れるときとかに使って、こういう使い方はしないよう

に思うんですけれども。 

○坂本委員 

 それだったら、下の段落の４つの教育の場も二重の括弧にしたほうが。 

○伊藤委員長 

 そうですね。本当に必要なところに括弧をつけるということで。 

○事務局 

 二重括弧を外したほうがよろしいですか。 

○伊藤委員長 

 そっちのほうがいいような気がしますけどね。絶対そうだというのは、下で説明を注釈す

るかどうかでしょうけど。私は、もう外すか、それかほかのところに入れるか、どっちかで

しょうかね。でも、どうしても教育委員会としての思いがあるということであれば、それは

なされてもいいでしょうが。市民の方に伝わるかとかそんなことを考えたときに、松田委員、

これどうなんですか、使い方としては。 

○松田委員 

 そうですね。きちんと教育委員会のほうで説明ができればいいと思います。理屈をきちん

と持っていればですね。なので、二重括弧がトータル的なものであるという位置づけであれ

ば、もうそれでいいのかなと。 

 そういう意味でいくと、その上の「また、佐賀市の教育委員会では、」で、「子どもへの

まなざし運動」というのは二重括弧になるんじゃないかな。もっと大きなくくりという意味

で言えば。そういうふうに理屈をきちんと整理できれば、どちらかお任せしていいんじゃな

いかなと思いますけど。 

○伊藤委員長 

 ここで入れるのではなくて、教育委員会の方針にお任せするというようなところでよろし

いですか。いかがですか。 

○香川委員 

 ４つの教育の場が10ページの３番目では二重括弧ですけど、次の文章で受けて、「このよ

うな「４つの教育の場」」のときには１つの括弧になっているというふうに使い分けをされ
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ていますよね、またここでも。 

○伊藤委員長 

 「４つの教育の場」は二重と１つとあるわけですね。これは余りよろしくないかな。 

○事務局 

 下のほうは括弧自体を消したほうがよろしいですかね。もう上で二重括弧に区切っており

ますので。 

○伊藤委員長 

 すっきりさせたほうがいいかな。 

○事務局 

 事務局のほうから、10ページの先ほどの「だれもが」からの文章なんですけれども、「だ

れもが」から「目指します」の「連携・協力」の「・」を取らせていただいてよろしいです

か。教育基本法の第13条の中の「連携協力」にポツがないという前回のご指摘もございまし

たので、この分はポツを取る方向でお願いいたします。 

○伊藤委員長 

 はい、わかりました。「連携・協力」の「・」を取るということですね。 

 あと、さっきの二重括弧と括弧について、あと事務局のほうにお任せするということでよ

ろしいですか。意味合いがあるならというところで。何か教育長あられますか。 

○東島教育長 

 確かに４つの教育の場というのは、それぞれの役割を意味しているわけですね。ここを自

覚していただかにゃいかんという、非常に思い入れがあるわけです。家庭、地域、企業、学

校、それぞれが役割を持って教育をしなければいけませんよという意味合いがあるもんです

から、４つの教育の場というのは、きわめて強調したいところなんですね。だから、これを

括弧でするのか、少し太字でするのか、どちらがいいのか。検討をさせていただきます。 

○伊藤委員長 

 私、10ページの一番下の「【学校等】」のところに「学校」って書いてあるでしょう。こ

こ、私は小学校、中学校等とか、何かそういうふうに具体的に入れてもいいかなという気が

するんですけどね。高等学校は「等」でいいと思うんですけど。ただ、「学校等」で「学

校」ってなると、何かちょっとですね。いかがでございますか、その辺は。 

 いわゆる学校というのは、学校教育法の第１条、一条校のことを多分指すだろうというふ
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うに思うんですよね。 

○香川委員 

 「等」が入るということは、学校教育法以外の学校も入れたもので「学校等」なんですか。 

○東島教育長 

 保育所も「学校」に入りませんので、「等」の中に含めていかないといけません。 

○田口委員 

 地域と学校等というところで、その一つ一つの説明をしてあるんですが、４つの教育の場

と書いてあって、ぱっと見たら、家庭がないって一瞬思ってしまったんです。よく読めば、

地域がどういうことを意味しているのかということで、もう家庭はわざわざそうやって文章

にしてあらわす必要がないと判断されて３つだけ書かれているんでしょうけれども、何か家

庭はこういうことも指すみたいなことは、１行で示せなくてもいいのかなとか、そこは思い

ました。わざわざ「４つの教育の場」って書いてあって、家庭の説明がないというのはどう

かなって、思いました。 

○伊藤委員長 

 やっぱり入れたほうがいいですね。家庭、地域、企業等、学校等、この４つを、今、教育

長が強調したいということをおっしゃったので、何らかの対応は要るかもしれないですね。 

○田口委員 

 家庭もいろんな多様性があるので、もし何か書けることがあるのであれば、どうなんでし

ょうか。 

○千手委員 

 家庭と書いてどう説明をするとですかね。 

○田口委員 

 そうなんですけどね。どんな家庭、いろんな家庭があるんですよね。里親もあったり、い

ろいろ本当は。 

○古田こども教育部副部長 

 ひとり親家庭もあるし、いろいろ影響というか、環境を考えると、家庭の部分は書きにく

いなというのは確かにあるんですが。 

○千手委員 

 ここのところの読み方は、家庭についてはこの中の文章に書いてあるので、家庭について
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は特にもう説明をする必要なしと。その点、地域というのはこういうつもりですよ、企業等

というのはこういうつもりですよというようなことで書いてあるんじゃないんですか。 

○田口委員 

 改めて地域を見ると、「市民、各種団体」にいろいろ入っているんですか。ＮＰＯその他

の市民活動団体を地域というんだと私も初めて理解したわけですけど、もっと地域って違う

イメージで思っていた。 

○古田こども教育部副部長 

 自治会とか子ども会とかも入ります。 

○田口委員 

 それも各種団体としてまとめてあるんでしょうね。 

 こだわらなくてもいいんですけど、ただ、「４つの教育の場」とわざわざ書いて、１つ１

つ書いてあるけど、家庭がない、そういうふうに思いました。気づいただけです。 

○伊藤委員長 

 親、保護者は第一義的責任を負うとかありますので、やっぱり家庭は家庭で何か説明がで

きれば、したほうがいいかもしれません。 

○田口委員 

 ４つのというのにこだわるのであれば、とは思ったんですが、私も、家庭って何て書きま

すかと言われたときに、１行で何をあらわすんだろうと。 

○伊藤委員長 

 多分、辞書で引いたそれなりのものはあるので、それを位置づけることは不可能ではない

でしょうね。ちょっと難しいかもしれませんけど。 

○古田こども教育副部長 

 条例の確認と、それからいろいろいい表現があるかは探してみます。 

○香川委員 

 ９ページの下から３段目の図書館については、ここのところは「情報拠点・生涯学習の拠

点・交流の場」というふうにポツで結んであるんですけれども、これは点ではいけないんで

すかね。普通に、下の「地域の自然、歴史、文化等」と同じように。 

○事務局 

 それでも構わないです。並列的な意味合いで、中ポツをしているような形です。 
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○香川委員 

 「自然・歴史・文化」も並列ですよね。そういう意味では、並列のものがたくさんあるの

で、気持ちはわかりますけど、何でもかんでもポツになると、日本語の乱れといいますか。

統一性がないように思います。 

○事務局 

 点に変えるということですね。 

○伊藤委員長 

 私は、３段目の３つの力というのは、これが括弧してあるけど、なかなか受け取りにくい

んじゃないかという気がする。というのは、１つ目は、「ふるさとを誇りに思い愛着をも

つ」でしょう。「もつ」で終わっておるんですね。２番目は「基礎学力」、これ体言どめで

すね。３つ目は「倫理観・社会常識」、これが３つの力。その一つ一つは力として定義でき

るのかなというか、非常に私は読みにくかったんです、いかがですかね。もうちょっとすき

っと書いて、力であるなら、力としてわかりやすいものにしたほうがいいかなという気はす

るんですけどね。「倫理観・社会常識」という力。 

○竹内委員 

 単純に「３つの力」を抜いて「を身につけた」でもいいのではないでしょうか。 

○田口委員 

 「３つの力」はちょっと要らないかなと。 

○竹内委員 

 それと、３つに区分しているというところで、一番目の佐賀の歴史や文化を学ぶことで

「ふるさとを誇りに思い愛着をもつ」というところで１回「、」を打って、ここも「愛着を

もつ心情」で前のページとそろえたほうがいいのかなと思うのと、２番目のところに、「基

礎的な知識・技能を修得し、」「、」がここに打ってあるがゆえに、一つにつながりにくい

のかなと思います。この「、」を取って「基礎的な知識・技能を修得しそれを活用する基礎

学力、」ですると、そこで２枠目というふうに見やすいのかなと感じます。 

 それともう１個が、基礎学力というところで、「それを活用する、」まで基礎学力に入る

のか入らないのか。入っても全然いいと思うんですけど、そこはどんな感じでしょうか。 

○香川委員 

 今の学力観というのは、活用まで入れて基礎学力。実生活に活用できるから。 
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○伊藤委員長 

 「、」を取ったら、少しそれがつながるので、わかりやすくなるかもしれない。 

○竹内委員 

 一枠ごとで３つに見えるかなと思います。 

○松田委員 

 ほかの領域とも絡むので、いいのかどうかわからないんですけれども、長目の文章を並列

でするときは、新聞ではよく逆三角形を入れます。例えば、「佐賀の歴史や文化を学ぶこと

で「ふるさとを誇りに思い愛着をもつ」」の後に逆三角形を入れて、「基礎的な知識・技能

を修得し、それを活用する「基礎学力」」で逆三角形を入れて、というやり方をするんです

が、ほかに見て、そういう表記がないので、それがいいのかどうかというのはわからないで

す。ただ、並列でわかりにくいものは、そうやって逆三角形を入れたりはします。先ほど、

１、２、３という順番づけがどうかという話もありましたので。 

○事務局 

 先ほどの確認ですが、「ふるさとを誇りに思い愛着を持つ心情」、６ページにあわせて

「心情」を入れるということと、「修得し」の後に「、」を取るですね。それと、「「倫理

観・社会常識」を身につけた」という、「という３つの力」を削除するというようなご提案

でしたけれども、そういう形ですっきりはしたと思うんですけれども。 

○田口委員 

 「修得し、」の「、」をとって、「それを」の「それを」は、やっぱり入れたがいいです

かね。「しそれを」になるなと思って。 

○香川委員 

 「修得し活用する」でいいんじゃないですかね。 

○事務局 

 「修得し活用する」ですね。「しそれ」になりますので。 

○伊藤委員長 

 「基礎的な知識・技能を修得し活用する「基礎学力」」。「基礎的な」と「基礎学力」の

「基礎」が２つあるので、何かここら辺がうわっとなるような気がするね。 

○香川委員 

 最初の「基礎的な」を省いたらどうでしょうか。小中学校だから「基礎的な」を入れたい
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わけですよね。 

○伊藤委員長 

 本当は「基礎・基本を修得し」でいいかもしれないですよね。というのは、６ページの

「確かな学力」の中にあるのは「基礎・基本」ですもんね。だから、「基礎的な」じゃなく

て、「基礎・基本を修得しそれを活用する」、何かそういうふうなのがどうですかね。「基

礎的な」とか、余りそこは「的」とか使わないような気がします。 

○香川委員 

 ただ、「基礎・基本を修得し」では、多分市民にはわからないと思います。「知識・技

能」がないと。 

○伊藤委員長 

 本当のことを言えば、基礎的・基本的知識・技能ですね。それはたしかに入りますので、

「的」が。 

○東島教育長 

 今、委員長がおっしゃられた学習指導要領でも、基礎的・基本的な知識・技能というのも

ありますから、そういうふうに丁寧に書いてあげると、あとは基礎学力ということで、一部

を指しているというのが見えますので、そっちのほうがいいかなというふうな思いがしてお

ります。 

○伊藤委員長 

 そういったことでまとめていただくことでよろしいですか。 

 あと、９ページ、10ページ。基本方針はこれでよろしいですか。ここまではどうしても今

日終わっておかないと、あとの作業が進められないかと思いますけれども。そういったとこ

ろでよろしゅうございますかね。（「はい」と呼ぶ者あり） 

○竹内委員 

 基本方針横軸の２段落目の「核家族化の進展」、どうも「進展」が引っかかるんですけれ

ども。何て言えばいいのか出ないんですけど。 

○伊藤委員長 

 「核家族化や」じゃだめですかね。「化」というのは今、続いているということですよね。 

○千手委員 

 「進展」を取ってつながりますか。「核家族化や地域のつながりの希薄化」では、つなが
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らんでしょう。 

○竹内委員 

 つながると思います。 

○田口委員 

 核家族の結局、増加ですよね。ふえているということは、増加という言い方ですよね。普

通、核家族の増加という言い方しかしない。 

○伊藤委員長 

 「核家族化」じゃなくて「核家族の増加」。「化」を抜けてですか。（「はい」と呼ぶ者

あり） 

 共働きの増加と、また増加が入りますね。それがいいのかな。 

 一応基本方針を了承してもらったということで、よろしゅうございますかね。あと細かな

ことについては、事務局と私との間で調整させていただくことがあるかもしれませんが、そ

れは了承していただくということでよろしゅうございますか。（「はい」と呼ぶ者あり） 

○事務局 

 伊藤委員長、ありがとうございました。 

 今回は基本方針までご了承をいただいたということで、次回ですけれども、10月15日水曜

日の同じ時間帯でお願いしたいと思っております。場所はまた変わります。アイスクエアビ

ルという５階の大会議室になります。委員の皆様につきましては、地図とご案内を差し上げ

るときにわかりやすいように記載をしたいと思っております。 

 次回ですが、今回、修正をした箇所の確認をしていただきまして、各施策に入りたいと思

います。施策が６つございますので、６つの取り組みの方針の部分について、審議をしてい

ただきたいと思っております。 

 あとは、基本計画の全体をつくった上でご提示をするというような形で、どうしても終わ

らない場合４回目という形で、できれば３回目のほうで終了したいと考えております。時間

的にはちょっとタイトかなと思いますけれども、どうぞよろしくお願いいたします。 


