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第３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１０月１５日（水） 

開会時間 午後６時００分～午後８時００分 

出席者 

委員 

伊藤委員長、香川副委員長、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 田口委員 

傍聴者 なし 

報道関係者 なし 

 

○事務局 

 それでは、冊子の３ページをお願いいたします。 

 まず冒頭の基本目標「ふるさと「さが」を協働でつくる個性と創造性に富む人づくり」と

いうことで、基本目標を設定させていただいています。 

 本文になりますが、２行目の佐賀市の将来像を『策定中』と書いてありますけれども、お

手元に追加で配付をしております１枚紙をご覧ください。将来像については、現在審議会か

ら２案が提示をされております。１番目が「豊かな自然とこどもの笑顔を育むまち さが」、

それと２番目が「豊かな自然とこどもの笑顔が輝くまち さが」ということで、現在答申を

されている状況です。10月24日に議会の全員協議会において一本化をして提示する予定とい

うことで、今決定をしている状態ではございません。策定中という本文の中の部分について

は、この１番、２番、どちらかが入ってくる形になろうかと思っております。ご了承をいた

だきたいと思います。 

 続きまして、２段落目の赤字の部分ですが、１回目に提案した内容に戻しております。
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「教育基本法には、教育の目的として」という部分と、括弧以降の「教育は、」というとこ

ろで、これは教育基本法の条文を引用しているものでございます。 

 それから、下のほうに行きまして４段落目になります。「たくましく生きるための健康や

体力とした資質」という部分は、学習指導要領に合わせている内容でございます。 

 それから、２行下に行っていただきまして、「家庭だけでなく学校、地域、企業等」とい

う部分で、ここの順番についてご意見がございました。これは新総合計画の家庭、地域、企

業等の教育力の向上の施策の取り組み方針を引用して、今回の赤字のように合わせているも

のでございます。 

 それと、そこから２行目「このことを踏まえ」からの①、②、③という部分ですけれども、

この部分は身につけさせたい３つの力について順位づけがあるような誤解を招くというご意

見ございましたので、括弧で区切るような形で提示をしております。 

 それと、５段落目になりますけれども、「さらに」以降の部分は削除をいたしまして、さ

らに２行目下の「人づくり」を「市民づくり」に変えております。 

 ４ページをお願いいたします。 

 両括弧の部分につきましては、この部分は残すということになりましたので削除をしてお

ります。また、ふるさと「さが」を括弧で区切るということになりましたので、赤字で追記

をしているところです。ここまでが確認の内容でございます。 

 続いて、その下の部分ですけれども、審議をしていただく部分ということで、図の差しか

えの提案をさせていただきたいと思っています。これは第２次の教育基本計画の中では、下

の図を掲載しておりまして、今回の計画でも継承を予定しておりました。 

 大幅に内容が変わるものではございませんけれども、「確かな学力」のみ説明の記述があ

るということと、「豊かな人間性」、「健康・体力」という力についても説明があればとい

うご意見がございました。それと、新学習指導要領の解説やパンフレットでも上の図が一般

的に使用されていることもございまして、上の図に変更を提案するものでございます。どち

らも使われておりますけれども、上が基本と考えているところです。 

 事務局からの説明は以上です。 

○伊藤委員長 

 まず３ページの文言につきましてはいかがでございましょうか。 

 教育基本法は、2006年の12月に改正されましたよね。いわゆる教育基本法というのは、そ
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の前のものから改正されたわけですけど、この改正教育基本法というふうに使う場合と教育

基本法というふうに使う場合と、分けなくてもいいのかなという疑問があったんですけど、

どうでしょうか。 

○事務局 

 基本的には、第二次の中でも使い分けはしていない状況ですので、二次を踏襲するとすれ

ば、この形でも問題はないと事務局では考えています。 

○伊藤委員長 

 わかりました。あとはよろしゅうございますか。 

    〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○伊藤委員長 

 ４ページの前回提案の部分じゃなく上のほうを使うということでございますが、非常にわ

かりやすい形にはなっているかと思います。色はこの色なんですかね。 

○事務局 

 ホームページ上はこの色を使われているんですけれども、少し見やすいように色を変える

ことは可能です。 

○伊藤委員長 

 少し生きる力は弱くなっていませんか。白っぽくて。わかりやすくはなっていると思いま

すが。 

○事務局 

 この部分は幾らでも変更は可能です。確かに生きる力がぼやけているような形になってい

ますので、この部分は色を変えるなり、大きさ、文字を変えるなりということで、わかりや

すい内容にしたいと思います。 

○伊藤委員長 

 ほかに質問がないようでございましたら、基本目標は了承ということでよろしゅうござい

ましょうか。 

    〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○伊藤委員長 

 次に、基本方針の修正箇所の説明を事務局からお願いします。 

○事務局 
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 それでは、５ページをお願いいたします。 

 まず、基本方針ですけれども、「『ふるさと「さが」を協働でつくる個性と創造性に富む

人づくり』」ということで、協調という意味と括弧が重なることもございまして、この部分

については二重括弧を使わせていただいております。 

 それと、佐賀市の将来像につきましては策定中ということで、ここは空欄のままにしてお

ります。 

 あと、図の中では、基本目標の部分につきましては前回確定をしましたので、「ふるさと

「さが」を協働でつくる個性と創造性に富む人づくり」ということで、こちらのほうに記載

をしているところです。 

 基本方針のイメージ図ですけれども、製本のときにイラストについては修正を予定してお

りますけれども、前回のご指摘を踏まえて、固定観念が出ないように変更を考えているとこ

ろです。 

 それと、大きなところでは「還元」という文字が、「活用」という言葉に変わるという部

分と、一番下矢印が文字にかからないようにというご意見がございましたので、その辺は注

意して修正をしたいと思っております。 

 ６ページをお願いいたします。 

 ご指摘があって追加の修正をしているところですけれども、一番上の「切り拓く」ですけ

れども、新教育振興基本計画、国の計画の中では開拓の「拓」を使われておりますので、こ

れに引用、合わせているところです。 

 それと、３段落目ですけれども、「次に小・中学校では」という部分ですけど、目指す子

ども像が二重括弧になっておりましたので、この辺は括弧を整理するという意味で、一重の

括弧という形にさせていただいています。 

 それと、「ふるさとを誇りに思い愛着をもつ心情」ということで、この３つの力の部分に

ついては、体言止めということで統一をさせていただいています。 

 次の「基礎的・基本的な知識及び技能」という部分では、学習指導要領を引用した形で変

更をしているところです。あと３つの力、この部分は削除をしております。 

それと、下から３段落目ですけれども、図書館についてはの部分ですが、「・」を整理しま

して、「、」という形に変えさせていただいております。 

 一番最後の段落ですけれども、ここの部分「還元」という言葉を使っていましたので、イ
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ラストとあわせて「活用」という言葉に変更をしているところです。 

 ７ページをお願いいたします。 

 横軸の部分になりますけれども、一番冒頭の「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」ということで、否定的な内容を初めにするのではなくて、肯定的な内

容を先にというご意見がございましたので、本文でその中身については説明するようにいた

しました。 

 ２段落目、「核家族化の進展」という部分を「核家族の増加」というふうに変えています。

それと「共働きの増加による」という部分は、簡潔にするためにここを削除しております。

そこから２行下がった部分が、最初の冒頭の子育てに不安感がなくという部分を表現してい

る部分で、「保護者が子育てにおける不安や孤立感を抱えている現状があります」という部

分を加えているところです。その段落の一番最後、「だれもが誇りと喜びを感じ」という部

分は、これは生かしたいというご意見がございましたので、ここに入れて表現をしていると

ころです。 

 ３段落目ですけれども、括弧の整理をしているところです。まず、子どもへのまなざし運

動の部分の括弧を削除している部分と、４つの教育の場という部分、二重括弧と一重括弧に

なっていますので、この部分は両方とも統一的に外して削除をしております。 

 最後の注釈の部分ですけれども、４つの教育の場という部分ですが、家庭の定義がないと

いうところで、何か定義ができないだろうかというふうなご意見ございましたけれども、家

庭というのが非常に定義がしづらい状況でございました。条例でも家庭を除いて定義をして

いることもございまして、この４つの場に示す内容は文章でも表記をしておりますし、認知

をされていると考えて、４つの教育の場の注釈については、全部削除をさせていただいてお

ります。 

 事務局の説明は以上です。 

○伊藤委員長 

 きっちり直っているようでございますので、それでは、基本方針ですけど、５ページから

お願いしましょうか。何かございませんでしょうか。 

 修正が確認されればよろしいかなという気がいたしますので、５ページはよろしゅうござ

いますかね。 

    〔「はい」と呼ぶ者あり〕 
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○伊藤委員長 

 次６ページに行きます。切り拓くということで、今ご説明がありましたところでございま

す。何かないですか。 

 私は、この２段目の「子どもたちの」の部分、ここだけ「子どもたち」になっているんで

すね。大体、子どもは複数だという気がするんですけど、そこだけ子どもたちにするという

ところがどうですかね。ほかのところはほぼないと思うんですね。だから、「たち」は抜け

てもいいかなという気がするんですけど、いかがですかね。 

○香川委員 

 「未来を担う子どもたちには、」って３ページにありますよね。 

○伊藤委員長 

 「たち」が３ページにあります、ちょっと戻って申し訳ない。語呂というか、これは「た

ちには」というのがいいような気もするんですけど、「子どもたち」と「子ども」が混在し

ていることで、その意味合いがはっきりしていればいい。根拠があればいいけど、委員さん

方のご意見はどうでしょうか。 

○千手委員 

 そう言われてみると、３ページのところでも「子ども」と「子どもたち」というのは混在

しているんですね。事務局では、この辺については何かの考えがあってのことでしょうか。

それともたまたまこうなったと。 

○事務局 

 そこまで意識して書いているつもりはなかったんですけれども、３ページのほうは、全体

という意味合いでいくと、「子どもたち」のほうがすごく語呂がいい形だと思います。ただ、

６ページについては、委員長が言われているような「子ども」でも、意味合い的には通じる

のかなという感覚を持っています。 

○香川委員 

 「子ども」というと、割と一般的で抽象的であるけど、「子どもたち」になると、佐賀に

いる子どもたちという具体的なニュアンスがあります。統一したほうがいいのかよくわかり

ませんけど、何か気持ち的にはわかる気がします。３ページで、２回「子どもたち」は出て

くる。「未来を担う子どもたち」と、あと「子どもたちが、「生きる力」を身に付ける」、

これは佐賀の子どもたちみたいな、より具体的な感じなのかなと思います。 
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○伊藤委員長 

 いかがでございましょうか。 

○香川委員 

 いろんなニュアンスなりを踏まえて書かれているということだったら、６ページだけ「子

どもの豊かな感性」、この「たち」は要らないですね。 

○伊藤委員長 

 ３ページのほうは「子どもたち」というところで、６ページのほうは「子どもたち」の

「たち」を取るという、今事務局からご提案でございましたけど、よろしゅうございますか。 

６ページはあと何かございませんでしょうか。還元が活用になったということで、なか

なか読みやすくなった気はいたしますね。よろしゅうございますかね。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○伊藤委員長 

 ７ページに行きましょう。この４つの教育の場というのは、確かに家庭が定義しにくいと

いうことでございますので、それはこれでよろしいかなという気もいたしますね。 

では、７ページまでは了承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〕 

○伊藤委員長 

 では、ほかに質問がないということで、基本方針は了承ということで次に進みたいと思い

ます。施策につきまして８ページから、事務局説明をお願いします。 

○事務局 

 まず、施策についてですけれども、各施策の共通事項としまして、９ページにありますよ

うに、(1)の施策の目標と(3)の目標達成のための成果指標については、市の総合計画との整

合をとる必要がございますので、確認事項とさせていただきたいと思います。 

 ただ、成果指標につきましては、独自の項目の設定もございますので、追加でこういう指

標が入ればというような検討は可能かなと思っているところです。 

 今回の審議箇所は、破線で囲んでおります取り組みの方針の部分をお願いしたいと思って

おります。 

 構成としまして、各施策の最後に施策に直結する写真を10ページのような形で挿入をさせ

ていただいています。あわせて、可能であればイラスト等も利用できればと考えているとこ
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ろです。 

 ９ページをお願いいたします。 

 まず、「施策１ 就学前からの教育の充実」ということで、施策ごとに審議をしていただ

くということでよろしいでしょうか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○事務局 

 まず、「施策１ 就学前からの教育の充実」ですけれども、施策１では、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つけさせた上で、生きる力をはぐくむ、育成するこ

とが重要であるとしまして、幼児教育、義務教育の充実の部分、さらにはいじめ、不登校、

問題行動等の対策や、特別支援教育の充実、命や健康、食に関する教育の充実とともに、教

育環境の整備について明記をしているところでございます。 

 施策１の取り組み方針についてご審議をお願いしたいと思います。 

○伊藤委員長 

 では、施策１につきまして、どうぞ。 

○坂本委員 

 一番最後の段落なんですけど、「次代を担う子どもたちの健全な育成を促すため、命や健

康……」の部分ですね。この後、施設に関することを書かれているんですよね。ここは、子

どもたちの指導の部分は、真ん中の段落に「小・中学校では、中学校修了時までに」という

ところに持っていったほうがいいんじゃないかなと感じました。 

○伊藤委員長 

 具体的には。 

○坂本委員 

 具体的には、真ん中の段落の３行目の「基礎学力、倫理観・社会常識を身に付ける教育を

充実します。」で終わっているんですけど、教育の後に「命や健康及び食に関する教育指導

の充実をします」でいいのかなと。ここにこの部分を差し込めば、子どもたちの指導方法を

まとめてここで表現できるのかなと思ったんですが。 

○伊藤委員長 

 いかがでしょうか。１段目は方針、２段目は幼児期、３段目が連続性か。その命とか健康

とか食に関する教育と、それから施設とか一緒になって読みにくいということですかね。 
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○坂本委員 

 そうですね。子どもの指導方法は真ん中の段落で書いてあるのに、わざわざここに別項目

でもう一度別の指導内容を書かれているので。 

○千手委員 

 そうした場合には、下の「命や健康及び食に関する教育指導の充実を図る」というところ

を抜き出して、上に持ってくるということですよね。 

○香川委員 

 幼児期の目標、小・中学校の目標、それでちょっといじめなどに触れているけど、次代を

担う子どもたちからは、ＩＣＴは小・中学校ですけれども、幼、小かかわらず、命や健康、

食に関する教育指導というのは幼も含めて全体的にまたがっているのかなと思ったりするん

ですけど。 

○千手委員 

 今、抜いた場合に、あとの残ったのをつなげようとしたときに出だしのところの「子ども

たちの健全な育成を促すため、小・中学校におけるＩＣＴ環境の整備……」というのは、何

かつながらんですね。 

○香川委員 

 そうですね。 

○千手委員 

 言葉の意味としてちょっと違和感がありますよね。そしたら、「次代を担う子どもたちの

健全な育成」という、ここも取らんばいかんということになりますかね。 

○坂本委員 

 今言われたように、小・中学校の段落にこれを持っていくと、幼稚園、保育園では命や健

康、食に対する教育は行わないというふうな表現になってしまうので、そういう意味では、

今のまま残したほうがいいのかなと今教えていただいて感じたところでした。 

○伊藤委員長 

 佐賀市教育委員会は、これは大事ですよって書いて、次は、幼児期は、次は小・中学校で

は、そして最後は、特別な支援もありますけど、次代を担う子どもためのためにはというこ

とで、形は非常に整っているような気はしますけどね。確かに今言われるように、幼児期も

当然、命とか健康、食に関するというのはございますので、これはいいかなという気がしま
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すけどね。 

○千手委員 

 流れと言葉の意味がうまくつながっていますよね。 

○伊藤委員長 

 確かに、流れていますね。教育委員会はこんなふうに考える、だから幼児期では、だから

小・中学校ではという意味にはなっていますね。網羅されている分はきっちりなっているの

で、このままでもいいような気はいたしますけどね。何かございませんか。 

○香川委員 

 最初の文章が、教育委員会は考えますだと思うんですけど、それが次代を担う子どもたち

に身につけさせた上でとか、子どもたちに身につけさせる、社会の一員として健やかで、心

豊かに育ち──育つのは子どもたちが育つわけですよね。だから、上で、子どもたちが社会

の一員として、最初のところは「子どもたちが」が目的語になっていて、身につけさせると、

次は豊かに育ちって主語になっているんだけど、そこで主語が入れかわっているみたいな感

じで、ここのところが何か違和感があるなと思うんですけど。 

 「確かな学力とたくましく生きる力を育成する」というのは、そこはつながるんですけれ

ども。 

○伊藤委員長 

 「心豊かで」、「で」にするとおかしいですか。確かな学力とたくましく生きる力を育成

することが重要であると考える。「心豊かに育ち」、「に育ち」があるから、ねじれてくる

わけでしょうしね。 

○坂本委員 

 「健やかに、心豊かで」ではどうでしょうか。 

○千手委員 

 「健やかに、心豊かで」、なるほどね。「社会の一員として健やかに、心豊かで、確かな

学力」と。 

○伊藤委員長 

 もうはっきり、４ページの確かな学力と豊かな人間性と健康・体力と、そのまますぽっと

入れたらどうですかね。結局、その３つでしょう。これ、どこかの文章を持ってこられたの。 

○香川委員 
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 これ、佐賀市の目指す子ども像ですよね。 

○事務局 

 これは、前の総合計画を生かしている部分がありまして、引用している部分がございます。 

○伊藤委員長 

 確かな学力とたくましく生きる力を──生きる力というのは、知・徳・体の確かな学力と

豊かな人間性と健康・体力を生きる力ですよって言っているので、その３つを合わせて生き

る力を育むことが重要であると考えますのほうがいいかもしれないですね。確かにこのまま

ではちょっとまずいかな、いかがですか。 

○香川委員 

 「身に付けさせた上で、」というのも、何かすごく強制的なニュアンスですよね。 

○伊藤委員長 

 「佐賀市教育委員会は、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、」がいいかな。「社会の一員として健やかで、心豊かで」はおかしいですもんね。確か

な学力、豊かな人間性、これはたくましく生きるための健康や体力ですね。たくましく生き

る力じゃないですね、たくましく生きるための健康や体力ですね。４ページの言葉をそのま

ま用いたほうがいいような気がしますけどね。 

○事務局 

 身につけさせ、社会の一員として確かな学力、豊かな人間性、たくましく生きるための健

康や体力を育成することが重要である。 

○伊藤委員長 

 うん、そしたらすっきりしますね。 

○香川委員 

 そのほうがわかりやすいですね。 

○伊藤委員長 

 そしたら、前とも連動しますよね。やっぱり「たくましく生きる力」というのが、余りよ

ろしくないかもしれませんね、よろしいですか。あと、９ページ。 

○香川委員 

 「幼児期は、生涯にわたり」、「生涯にわたり」はいいんですけど、「人間として健全に

成長する」、人間として健全に、それは高齢期になっても健全に成長してもらわなきゃいけ
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ないけれども、通常は健全に成長というのは割と子どもが健全に成長するというふうなこと

で使いますよね。だから、そこまで言わなくても、「生涯にわたる人間形成の基礎を育む」

でいいんじゃないかなと思って。 

○伊藤委員長 

「生涯にわたる人間形成」ですか。 

○香川委員 

 「生涯にわたる人間形成」、そういう言葉が前にもありますよね。「生涯にわたる人間形

成の基礎を育む」でいいんじゃないかと思って。 

○事務局 

 先ほど香川先生のおっしゃられた部分については、第２次の佐賀市の総合計画の取り組み

方針にはまさにその文言で入っています。「幼児期は生涯にわたる人間形成の基礎が培われ

る重要な時期です」という一文が入っています。 

○伊藤委員長 

 ということは、その「人間形成の基礎を育む」でも、すっきりしてよろしいということで

すかね。 

○事務局 

 問題はございません。「基礎が培われる重要な時期であることから」ということでよろし

いでしょうか。 

○伊藤委員長 

 はい。ほかには、ございませんでしょうか。 

○平川委員 

 文言よりも内容的なことでなんですが、総合計画との整合性があってでしょうけれども、

前回の二次計画のときは二次計画なりに、特別支援のところでは特別支援コーディネーター

を中心にとか、また、後半のほうには、学校フリー参観デーや外部評価制度と、二次計画な

りの目玉になるような佐賀市の施策というのがここの中にあったんですが、この三次計画の

中で、きちっとまとまっていて、何をするのかというのが非常に見えてはくるんですが、三

次計画の中で、何か目玉になるものが絶対に必要とは思わないんですけれども、ＩＣＴでの

環境整備とか、インクルーシブ教育というのが、佐賀市も打ち出しているところがあります。

それと、この基本計画の５章の課題の中に、「小学校低学年からインクルーシブ教育の構築
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を目指し学校環境を整える」という言葉があるけれども、ここの中にも、次の計画の中にも、

そのインクルーシブ教育という言葉自体が入っていないので、何かそういう三次計画ならで

はの、市民が読んで，ああ、こういうことを佐賀市はやろうとしているんだなというものが

あったほうが、読んだときに非常にいいなと、新しい何かを感じるんじゃないかなというと

ころをちょっと感じたところです。そういう文言も入れてもらうと、三次計画なりの目新し

い施策につながっていくのかなと感じます。 

○伊藤委員長 

 特別支援の教育については学校全体で、6.5％から6.7％が特別な支援を要する児童・生徒

がいるということでしたけど、実際には、もう10％近くいるということでございます。とい

うことは、もう10人に１人はいるということですので、やっぱりここの３行のところは、あ

と１、２行ふやして、そういったところが見えるような形というのも大事かもしれませんで

すね。 

○平川委員 

 教育長さんや課長さんから学習環境・授業のユニバーサルデザイン化を推進して、インク

ルーシブ教育に力を入れているというのはいつも言われておりますので、それを市民にもわ

かるようにすると、何か、佐賀市民として嬉しいんじゃないかなと。それは、いじめや不登

校とか、この数値目標にもそれはつながっていきますので、きのうも北川副小学校の学習公

開を見たときに、本当にすばらしい研究が佐賀市は佐賀県を代表して進んでしているところ

ですので、アピールも含めて入れてもらうとありがたいかなと思っております。 

○伊藤委員長 

 私は９日に鳥栖市の弥生ヶ丘小学校に行きましたけど、非常に特別支援教育に力を入れて

いて見えるものもございました。こんなにきっちり対応なさっているんだというのを思いま

したので、それはそういった市教委として、アピールするためにはそれが必要かもしれない

ですね。ぜひ入れていただければ。 

○香川委員 

 「環境を整えるとともに」というところを、もう少し膨らませて、具体的に書かれたらで

すね。教員の研修とか何か、子どもたちの理解とか何か、そういったのを入れたら、もう少

しふやしたらどうですか、内容的にも、量的にも。 

○千手委員 
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 今、伊藤委員長さんから10人に１人というような話があって、私この間読んだ文章を思い

出したんですけれども、ある女性の保健師さんが、３歳児健診で約半分ぐらいがどうも学習

障がいがあるようだと、疑わしいと。疑わしいということですけれども、半分もとびっくり

したわけですけれども、それをさらに半分にしてでも25％というようなことになると怖いな

と思ったわけですが、以前、うちの子どもは40歳過ぎているんですけれども、この子なんか

のころによく言われていたのが、テレビに子守りをさせたらだめと。なぜかというと、自閉

症になる可能性が出てくると。それで最近は、スマホに子守りをさせるなというのがあった

ですね。母親が授乳とかミルクなんかをやるときに、赤ちゃんは親のほうを見ているんです

よね。しかし、お母さんの目は、片手でスマホとか、携帯なんかのほうに行っていると。赤

ちゃんと母親の目が交錯していないというようなのが言われておって、後にも出てきますけ

れども、親育ちというようなのが非常に大事だなと思ったことです。ここの内容には直接関

係ないですけど、非常に怖い時代になってきたなというふうな印象を持ちました。 

○事務局 

 先ほど平川委員のほうからおっしゃられました特別支援の部分ですけれども、インクルー

シブ教育の部分を、できるだけ平易な言葉でということで、この２行の中であらわしている

ところなんですけれども、例えば、生活指導員の充実とか、そういった言葉を加えることは

可能かなと思っています。できるだけ、余り個別の事業をここの中で載せないような形で整

理をしていたものですから、おっしゃられるように、よく言えばまとまっているけれども、

目玉がないというような中身になってしまったのかなと思っています。 

 先ほど申し上げたように、個別な事業をできるだけ載せないで網羅できるようにというこ

とと、あと、総合計画の取組方針の部分が明記がされていますので、そことの整合性を図り

ながら記載をしていたものですから、そういう形になっています。ただ、先ほども申し上げ

たような生活指導員の充実とか、そういった文言とかを加える部分は可能かなと思いますの

で、その部分については、今すぐに御提示はできませんけれども、少し検討をさせていただ

けないかなと思います。 

○教育長 

 生活指導員にしても、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーというのは、

これは個別の事業の中で出てきてもいい文言だろうと思うんですね。ですから、ここで大局

的に見たときには、施策の基本方針で目標ですから、「一方で」というところの中には、１
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つは、キーワードとして、いじめ防止対策推進法が出ました。それによる、よりいじめ防止

に向けた強化というのが図られなければなりませんので、ここちょっと盛る必要があるなと。 

 それからもう１つは、やはり先ほど言った生活指導員とかいう個別のものじゃなくて、イ

ンクルーシブ教育の推進という言葉をどこかに入れ込みながら書けば、総括的なものがいえ

ると。そして、それが個別の事業の中で、例えば生活指導員の問題であったりとか、あるい

は特別支援体制の充実であったりとか、こういうものにつながっていくのかなと思いますの

で、そこら辺ちょっと担当の政策係のほうと検討をしながら、「インクルーシブ教育の推

進」というふうな文言を差し込みたい。それから、いじめについても、校内体制、市も当然

ながらいじめ防止基本方針を今皆さん方に問うているところでございますので、そういうこ

とも今回の話題の中には出てくるであろうというふうな想定ができますので、その２つは入

れ込みたいというふうに思います。 

○伊藤委員長 

 それではそういった形でお願いします。最終的には、市と協議することになりますか。 

○事務局 

 今回が最後と思っておりましたので、申しわけございませんけれども、最終的な調整の分

については伊藤委員長と調整をさせていただければと思います。よろしいでしょうか。

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○伊藤委員長 

 よろしくお願いいたします。 

 それでは、施策１についてはよろしゅうございますか。この写真が入ったことで非常に見

やすくなった気はいたしますね。施策２にお願いできますか。 

○事務局 

 施策２、11ページをお願いいたします。 

 施策２ですけれども、まず、学習機会の充実とともに、学びを通して得た成果を生かす生

涯学習を推進していくということと、生涯学習の拠点としまして、地域の実情に応じた整備

や維持管理をしていくという内容の部分を記載しております。御審議のほうをよろしくお願

いいたします。 

○千手委員 

 ここの第１段落が、これ４行になっておるんですよね。４行はいささかやっぱり長くない
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かなと。どこかでこれ２文に分けることができないかなと。私も、若いころ先輩から随分、

当時は指導を受けて、長くても３行ぐらいがいいぞというような指導を受けました。そして、

17ページも最初が５行、それから３段落目が４行といささか長いので、どこかで丸で１つ区

切るようなことができたら、読むほうは読みやすいというふうに思います。文言としてはこ

れでいいかなと、私は11ページの場合、これでいいかなと思っておりますが。 

○香川委員 

 「図ります」で切ったらどうですか。何か、１つの文章に余りにもたくさんのことが入っ

ています。 

○伊藤委員長 

 「利用促進を図ります」、例えばですね。 

○香川委員 

 ええ。機会を提供していくために既存の利用促進を図ります。 

 次が、どうしたらいいのかなと。私もここは文章がたくさんあり、読みにくいなと思って。 

○千手委員 

 「ここで」が切りやすいかなと私も思っていたんですが、そして「なお」とするのか、

「さらに」するとか、「また」とするのか、その辺の接続詞でつないだらどうかと思います。 

○伊藤委員長 

 やっぱりちょっと５行は長いので「利用促進を図ります」、「これらの活動や学び」、何

かそういうのですか、「また」がいいですか、どんなもんでございましょうね。 

○松田委員 

 「これら」のほうがいいですね。 

○香川委員 

 前の文章に、具体的なこれだというような活動は入っていないですね。前の文章は機会を

提供する、利用促進を図るという市の施策で、この活動というのは生涯学習の活動をしてい

る人だろうと思うんですけど。 

○教育長 

 ここの部分は、「図ります」でやっぱり切っていただいたほうがいいと思っております。

ただ、ここで指しているのは、いわゆる公民館や図書館など、既存の生涯学習施設での活動

を指しているわけですから、つなげるとするならば、「そこでの活動や学び合いを通して」
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というふうになるんじゃないかなというふうに思いますが。 

○伊藤委員長 

 わかりました。「そこでの活動や学び合いを通して」というところで。 

 これ神野（じんの）公民館というんですかね。（「こうの」と呼ぶ者あり）そういうとこ

ろに振り仮名とかを振っていただくと優しいかな。「かみの」と読むのかなとか、当然と思

っている中にちょっとあったらですね。 

○事務局 

 固有名詞等には少し気をつけて見ていきたいと思います。 

○伊藤委員長 

 他に施策２についてはどうですかね。 

 施策２と書いて、(1)施策の目標、目指す姿って全部ありますよね、施策の目標とか要る

かなと思うんですね。しつこく書くなら施策２の目標とかですね。何か、全部(1)が施策の

目標になっているでしょう。これはもう決まっているんですね。 

○事務局 

 この施策の目標（目指す姿）というここの部分は変えることは可能です。 

○香川委員 

 それぞれの施策について目標と取組方針と成果指標というようになっていますよね。 

○事務局 

 施策のという部分をとったほうがよいということですか。 

○伊藤委員長 

 私はそっちがいいかなと思うわけですけど。委員さんが、いや、こっちがいいということ

であれば問題はありませんが。 

○事務局 

 ちなみに総合計画の中では、目指す姿（成果目標）というふうになっています。 

○伊藤委員長 

 施策の目標とかいうのはこのままいきますか。それとも少し整理しますか。いかがですか。 

○香川委員 

 施策がないほうがすっきりしてわかりやすいですね、目標だけのほうが。 

○伊藤委員長 
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 目標というのは結局目指す姿ですよね。目指す姿でもいいかなという気はしますけどね。 

○事務局 

 総合計画は一番最初は目指す姿です。（成果目標）というふうになっています。おっしゃ

られるように、目指す姿で総計と統一するという手法はあるかなと思っています。 

○千手委員 

 平たく言えば、目指す姿と言いよるわけでしょう。そんなら目指す姿のほうがすっきりい

きますかね。 

○事務局 

 目指す姿に統一するということで。 

○伊藤委員長 

 よろしゅうございますか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○伊藤委員長 

 では、施策２はそういったところで。施策３のご説明をお願いいたします。 

○事務局 

 施策３、誰もが親しめる市民スポーツの充実ということで、内容につきましては、市民の

ライフステージに応じたスポーツに接することのできる環境づくりに取り組むということと、

競技力の向上のほかに施設の整備ですとか、積極的なスポーツ施設からの情報発信、学校体

育施設の有効活用に努めていきますという内容の記載をしております。ご審議をお願いいた

します。 

○坂本委員 

 これ今、ＰＴＡのほうで問題になっている部分も含まれるんですよね。少年スポーツ、社

会体育の指導者が子どもたちの指導に関して勝利至上主義みたいになっていて、ルールも守

らないような状態で子どもたちを指導しているんですよね。学校施設というのは運動場とか

は日没までの使用とかなっているんですけど、そこから保護者たちが車のライトを使ってさ

せたりとか、ひどいところになると、１週間全部グラウンドを押さえて子どもたちが毎日練

習している。土日は試合というふうなのがあって、適正な指導をできる指導者がいないと感

じているんですよ。ですから、スポーツ指導者、保護者対象の研修会を開催することにより

適正な指導のできるスポーツ指導者の資質向上を図りますというふうにしていただいたほう
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が、ちゃんと適切な指導ができる指導者を育成していきますというふうにとれるかなと思っ

たんですね。先生方から、子どもたちが月曜日ぐったりしているとか、保健室に行って寝て

いるとかいう話も結構聞くんで、いき過ぎな部分を改善していく方法として、ここに指導者

の指導というところをお願いしたいところなんですが。 

○伊藤委員長 

 適正な指導のできるスポーツ指導者の資質向上を図りますというふうにしたほうがよろし

いということですね。 

○坂本委員 

 そうですね。 

○伊藤委員長 

 文自体はそんなに変わらないので、よろしいかなと思いますけどね。確かに勝利至上主義

とかというのはどこでも問題にはなっておりますでしょうからですね。 

○山口スポーツ振興課長 

 今提案いただいた内容については、私どもも課題として積極的に取り組みはしているんで

すが、文章にしたときに適切な指導ができるというものをスポーツ指導者の前につけると、

資質向上の中にそれは当然適切な指導ができるというのが含まれておりますので、文章に重

複が出るというような感じなので、そのあたりの文章のつくり方が少し難しいかなと。 

○伊藤委員長 

 確かにスポーツ指導者の資質向上というのはそれも含まれますね。 

○山口スポーツ振興課長 

 ただ、確かに言われるような課題がありますので、それを明確にしたいというのは気持ち

としてはわかります。 

○伊藤委員長 

 何かいい文章ございませんでしょうかね。 

○山口スポーツ振興課長 

 少年スポーツにかかわる部分の文章の「また、適切な指導による」と書いておりますが、

そこに例えば、少年スポーツの過熱化という課題があるような、そういったものの現状を入

れ込むということもできるかなとは思います。 

○教育長 
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 過熱化を例えば、私は入れてもいいと思っているんですね、今の現状を見たときには。

「過熱化する少年スポーツの適正な指導を図るために」、そこに持ってくると資質向上とつ

ながっていくんじゃないかなと。 

 そういうふうな表現でいくと、特にＰＴＡの方が今非常に懸念されていることもこれに盛

ることができますし、市民が課題として持っている問題意識も明確になってくるというふう

には思いますけれども。 

○伊藤委員長 

 そういった文言を入れるというところで済むんじゃないですかね。 

○坂本委員 

 はい、ありがたいと思います。 

○伊藤委員長 

 あと、文章は事務局で調整をしてください。ほかにはございませんか。 

○竹内委員 

 細かい表現のことなんですけど、下から３行目のところですね、「積極的な」というのを

情報発信の前に持ってきたほうがすんなり、すっきりいくんじゃないかと。 

○千手委員 

 私も一緒です。これは情報発信を積極的にやりたいということでしょうから、積極的なと

いうのは情報発信の前に持ってきて、「スポーツ施設からの積極的な情報発信」というのが

わかりやすいかなと思います。 

○伊藤委員長 

 これはそうですね、よろしゅうございますかね。 

 では、施策４をお願いできますか。 

○事務局 

 施策４になります。未来につなげる文化の振興ということで、中身的には、市内にありま

す歴史遺産ですとか伝統芸能を適切に保存、継承しながら活用を図っていくということ。そ

れと市民文化活動の創造と施設につきましては、適切な整備、運営を行って環境整備を進め

ていきますという内容の記載にしております。ご審議をお願いいたします。 

○千手委員 

 ここの１行目の「歴史的風致」という言葉はどこかにあった言葉ですかね。 
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○福田文化振興課長 

 第２次佐賀市総合計画、10月１日の審議された中に、歴史的風致維持向上計画という欄外

の説明がございまして、社会教育部としては、この単語の説明を別個したほうがいいなと思

っているところでございます。 

 ３行ですから、概要をちょっと読ませていただきますと、歴史的風致維持向上計画、

「「地域における歴史的風致の維持向上に関する法律」に基づき、佐賀城下町地区（計画で

定める重点地区内）において、歴史的風致の維持及び向上に資する事業を行うための計画。

歴史的風致とは、地域における固有の歴史や伝統を反映した人々の活動と、活動が行われる

歴史上価値の高い建造物及び周辺の市街地とが一体となって形成してきた良好な市街地の環

境のこと」ということで、いわゆる建物と活動ということでございます。 

○教育長 

 下のほうに注釈をマスタープランと同じように入れましょうか。これだけ見た人はわから

んかもしれませんね。 

○伊藤委員長 

 そうですね、入れていただくと非常によろしいですね。 

○伊藤委員長 

 この16ページのほうは、もうちょっと写真を張る予定ですかね。それとも２枚で。 

○事務局 

 写真は今２枚で統一していますけれども、余りに寂しいようでしたらイラストとか写真を

入れて、少し体裁を整えていこうとは思っております。 

○伊藤委員長 

 伝統芸能とか、もうちょっとアピールしていいところは、やっぱり写真は見るからですね、

もうちょっとされてもいいかなという気はいたします。 

○香川委員 

 語呂的に、３行目、「伝統文化の保存や継承者育成」じゃないかなとか思いますが、どう

ですか。「伝統文化の継承者育成や保存」ですかね。 

○伊藤委員長 

 「伝統文化の保存や継承者育成に努めます」のほうがよろしいかなと思います。実際子ど

もたちが出前授業とかで見て、佐賀ってとてもいいんだなとか、そういう感想とかが入れら
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れたら、コラム的に入れると何か誇りに思ったり、佐賀がいいなと思うような、何かそうい

う声というのも拾っていただいたがいいような気もしますけどね。いかがでしょうかね。余

りやわらか過ぎますかね、そうなってくると。子どもたちの気持ちを育てるといいますか、

そんなところも大事かなという気がします。 

○香川委員 

 この空欄は空白のままなんですか、でき上がりも。ここには何か入る予定がありますか。 

○事務局 

 その写真とかイラストとか利用して、できれば両面で見られるような形で統一をしていこ

うと思っていまして、余りに空欄があるところは少し整理をしていきたいと思っています。

できれば書き込めるような形で少し空白もあったほうがいいかなというふうに事務局では思

っていますので、そこら辺を調整しながらと思っております。 

○香川委員 

 コラムみたいな感じで、伊藤先生おっしゃったような、子どもたちの声なんかを入れても、

対話があっていいですね。 

○伊藤委員長 

 多分何かいろいろ感想とか書いているんでしょうね。施策４はよろしゅうございますか。 

 それでは施策５をお願いいたします。 

○事務局 

 施策５をお願いいたします。安心して子育てできる環境の充実ということで、中身としま

しては、子育てと仕事の両立のための支援に取り組むということと、子育てに関して不安や

悩みを持っている、負担感を感じている部分について解消するための取り組みを充実してい

くという内容の記載にしております。ご審議をお願いいたします。 

○坂本委員 

 これは本当に問題を抱えているところ、家庭とかをきちんと支援していきますよというふ

うな文章を書かれているんですけど、一番最初にいきなり「障がいや虐待など」というふう

にきているんですね。普通の一般家庭には充実した施設とかは来ないのかなというふうな感

じに受け取られるので、２行目の「すべての子どもや子育ての家庭を対象として」を１行目

に持ってきていただいたら、まず一番最初に全ての子どもたち、それで、その中でも問題が

あるところを個別にこのように対応していきますよという文章になるのかなと思ったんです
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よね。普通に問題を抱えていないとみなされる家庭はそこの２行目の、ここの一部分しか出

てこないんでですね。 

○竹内委員 

 そこの全ての子どもという、ここは障がいや虐待の理由がある全ての子どもという全てじ

ゃないですかね。だから、全ての子どもにはなっていないんじゃないかなと私は読んだんで

すけど。障がいや虐待などの理由により社会的な支援の必要性の高い子どもやその家族を含

めた全ての子どもという意味かなと捉えましたけど。 

○香川委員 

 目指す姿で書かれていることはそういうことですよね。とりわけここで特別いろいろ支援

が必要な子どもたちを重点的にというふうなことを、それに特化してうたっているわけでは

ないですね、ここは。そこにも支援をしますよということが書いてあるけど、子育てが安心

してここでもってできるように、不安なくということが姿で、おっしゃるようにそれをまず

初めに書いて、それからあと、いろんな困難があるにしてもこんなふうに対応しますよとい

うふうな書き方のほうがいいのかもしれません。 

○伊藤委員長 

 さっき千手委員が言われたように、ここも５行になっていますよね。ちょっと長いですね。

だから、これ２つに切ったほうがいいような気がしますね、文章は。 

○千手委員 

 １段落目が５行で、３段落目が４行ですもんね。二分にできるだけしたほうがいいんじゃ

ないかというのもありますが、３段落目の右端の児童虐待の括弧書きのところ、身体的、ネ

グレクト、心理的、性的となっていますが、これはネグレクトだけが英語の表記で、あとは

的がついた日本語ですよね。これは何かどっちかに整理したほうが、的でいって、最後にネ

グレクトと持ってくるのか、そこは整理したほうがいいような、見やすいかなと。あるいは

ここのところで何か順序制みたいなのもあるんですかね。 

○香川委員 

 ここはこんなことまで具体的に種類まで取組方針のところに書かなきゃいけないですかね。 

○古田こども教育部副部長 

 「児童虐待などの子どもへの不適切な」で、括弧書きは全部注釈のほうに持っていって、

それぞれ身体的虐待だとかネグレクトだとか心理的虐待という説明を後のほうに入れるとい
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う形ですると、すっきりなっていいのかなと思いますが。 

○伊藤委員長 

 児童虐待のところはそうしていただきましょうかね。その形でよろしゅうございますね。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○香川委員 

 一番上ですけれども、最初の文章ですね。「佐賀市子ども・子育て支援事業計画に基づき、

一人一人の子どもの健やかな育ちを等しく保障することを目指し、幼児期の学校教育・保育

及び子ども・子育て支援の量的拡充と質的改善を図ります。」、事業計画はそれでいいんじ

ゃないですかね、子ども・子育てに関しては。それで、あとのいろんな説明、障がいとかを

含めたというのは、その次に書いたらどうですかね。もし書かれるならば。 

 子ども・子育て支援事業計画というのは、基本的には幼児期の学校教育・保育、子ども・

子育て支援の量的拡充と質的改善というのが子ども・子育て支援事業計画じゃないですかね、

趣旨は。だから、間にあるこういった注釈みたいなのは、とりあえずここでは外して、文章

としてはですね。そのほうがすっきりしますよね。 

○千手委員 

 それで、障がいや虐待はどがんなるとですか。 

○伊藤委員長 

 何かとってつけて言っているような気がしますね。３段目にありますよね。 

 ちょっとしつこいかなというか、今、香川委員が言われたような形ですっきりしていいん

じゃないでしょうか。その形でいきましょうかね。 

○香川委員 

 「障がいや虐待」のことも後ろにありますし、「子どもや子育て家庭のおかれた状況や実

情を踏まえ、」というのは、その後ろに具体的に「働きながら子育てしている」「特別な支

援を」というふうにそれぞれ書かれているからですね、個別的な状況を踏まえることは。 

○香川委員 

 それで、３番目の「特別な支援」のところですけれども、「児童虐待などの子ども」、こ

れは「児童虐待を受けた子ども」ですよね。「特別な支援を必要とする園児児童への状況に

応じた対応や、児童虐待を受けた子どもへの不適切な対応の防止、ひとり親家庭の子育て相

談や家計負担の軽減」。 
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○伊藤委員長 

 「の」が要りますね。「家計負担の軽減」ですね。 

○香川委員 

 それから、「未就学児童の育児支援等、」、次にまた「支援を必要とする子ども」という

ふうに出てくるので、「困難を抱える子どもや家庭」かな。「困難を抱える子どもや家庭へ

の支援のための」。「支援を必要とする子どもや家庭への支援のため」って、余りにも「支

援」がでてくるので、こちらは「困難を抱える子どもや家庭への支援のための取組を関係機

関と連携しながら進めていきます。」。 

○伊藤委員長 

 そっちがわかりやすいですね。支援がちょっと多過ぎるみたいですね。気持ちはよくわか

りますよね。 

○事務局 

 １番目の「児童虐待などの」という部分は、児童虐待を受けた子どもだけではなくて、子

どもへの不適切な対応という意味で「など」という形で書いているんじゃないかと思うんで

すけれども。児童虐待など、いろいろな子どもへの不適切な対応の防止という意味で担当課

のほうは書いていると思います。 

○香川委員 

 児童虐待を不適切な対応と言ってしまうのは何か。子どもへの不適切な対応というと、例

えば、ほかには何ですかね。児童虐待以外で。 

○東島教育長 

 児童虐待と明らかなものと微妙にそれが判断しにくいものとあるんですよね。そうしたと

きに、児童虐待であるという断定というのは極めて難しいと。児童虐待などの、言うならば

不適切な対応、これは受けた子もそうだし、それに近い子もそうだし、ひょっとしたら芽が

あるという部分もそうだし、それら全てを防止したいという思いがここにあって、香川先生

のおっしゃることもよくわかるんですが、ちょっと幅が広いと。 

○伊藤委員長 

 そういう趣旨であるならば、このままでいきますかね。 

○事務局 

 先ほどのそこから１行下がった「育児支援等、支援を必要とする」という部分が「支援」



- 26 - 

が重なるというところで、先ほどおっしゃられたのは「困難を有する」、そういう文言でよ

ろしいでしょうか。 

○香川委員 

 「困難を抱える」。 

○伊藤委員長 

 「困難を抱える」という言い方はしますね。 

○香川委員 

 それで対応というのが２回出てきて、上は「児童への状況に応じた対応」なんですね。２

度目は子どもへの親の対応、不適切な扱いというか、この対応という言葉が何か違った内容

のことを同じ言葉で言っているので、「子どもへの不適切な行為」というか。児童虐待、そ

れに類した行動ということですよね。 

○伊藤委員長 

 かかわりじゃおかしいですか。 

○香川委員 

 そのほうがまだいいですね。「子どもへの人権侵害」とか、「不適切なかかわり」のほう

がいいですね。 

○伊藤委員長 

 ちょっと弱くなりますけどですね。松田委員、何かいい言葉がないですか。 

○香川委員 

 親が子どもにするのに、対応とは余り言わないですよね。何か事態に対して対応するのが

対応なので。 

○松田委員 

 強くなるかもしれないですけど、行為というのは強くなります。 

○香川委員 

 行為ですよね、「不適切な行為」。 

○伊藤委員長 

 行為ということで、不適切な行為の防止。よろしいですか。 

○松田委員 

 目指す姿のところで、以前、先般も横の連携のところで指摘があったんですけれども、結
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局、最後の終わり方が「不安を感じていない」という否定形なので、やっぱり目指す姿とし

ては肯定的なところでいければなと思いました。 

○伊藤委員長 

 目指す姿ですからね、「感じていない」じゃ、やっぱりこれは確かによろしくないですね。

「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

も子どもを産み育てたいと思っている。」ですか。 

○平川委員 

 二次の「子どもを産み育てたいと思っている人が、安心して子どもを産み育てることがで

きる」というふうに書いてありますが、変えなくてよければ、このままでも問題はないのか

なと。 

○伊藤委員長 

 こっちのほうがいいでしょうね。やっぱり目指す姿で、こういう形で持っていったらよく

ないかもしれないですね。 

○一ノ瀬委員 

 ここはマスタープランの確認事項になっていますよね。ここは検討事項じゃないので。 

○事務局 

 これがマスタープランの目標と一致をさせているので、一番市の大きな計画と合わせてい

るものですから、ここだけずらすということはやりにくいかなと事務局としては考えている

ところです。 

○藤田保育幼稚園課長 

 総計のときにこの議論が当然ありました。やっぱり前向きの形で明るい子育てができるよ

うなところが望ましいんじゃないかと。ただもう一方では、やはり現実のところを考えると

きに不安感とか悩みを持たれている保護者の方が大部分だというところで、まず現状を踏ま

えてから考えていきましょうというところで議論をなされた結果であります。 

○伊藤委員長 

 わかりました。これでいくということでよろしいですね。施策６をお願いします。 

○事務局 

 施策６．家庭・地域・企業等の教育力の向上になります。 

 中身としましては、市民の一員として自覚を促すには、家庭だけでなくて、地域、企業等、
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学校とも積極的にかかわっていくことが重要であるということ、そのためには引き続き子ど

もへのまなざし運動を推進しながら、また、次代を担う子どもや若者の健全育成を推進しな

がら関係機関との連携によって取り組みの強化を図っていきますというような記載の仕方を

しています。御審議をお願いいたします。 

○坂本委員 

 ２行目の最後のほうの「家庭だけでなく、地域、企業等、学校等」となっているんですけ

ど、基本目標で「家庭だけでなく、学校、地域、企業等」というふうに順番を変えたんです

よね。なので、そちらに合わせたほうがいいのかなと感じました。 

 その２行後も「家庭、地域、企業等」となっているので、「家庭、学校、地域、企業等」

としたほうがよいと思います。 

○事務局 

 前回、坂本委員がおっしゃられていました縦軸の部分ですけれども、この部分は学校の縦

軸として、学校よりも家庭が先にあったほうがいいということで、この順番で総計の引用を

した形で、家庭だけでなく、学校、それと地域と企業という形にさせていただいています。 

 19ページのほうは、この並びというのが条例上の並びを使っているのかなと思います。 

○中島社会教育部副部長 

 この分のまなざし運動の推進という形で整理をしておりまして、先ほど私も基本方向のと

ころで見たときに違うなと思っていたんですけど、この順番がまなざしのほうの条例の中で、

家庭、地域、企業等、学校等を子どもの４つの場というような整理をしておりましたもんで、

我々社会教育課としては、取組方針のほうはそういう形の順番を尊重して整理をしたところ

でございます。 

○伊藤委員長 

 施策６も「家庭・地域・企業等の」とありますよね。これに合わせないといけない。特に、

まなざし運動でしょうからですね。 

○東島教育長 

 先ほど坂本委員のご指摘あったのは、もっともだと思うんですよね。ですから、第１フレ

ーズ、第２フレーズを見たときに、第２フレーズは「本市では」というのは、これはもう条

例上でいかざるを得ないと。だから、順番に「家庭、地域、企業等、学校等」、これはきち

っと並べにゃいかんだろうと思うんですよね。 
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 ところが、上のリード分は「家庭だけでなく」となっていますから、家庭だけでなく、基

本目標にあるように、学校、地域、企業等も積極的にかかわっていくことが必要ですという、

ここの部分は、リードはそれでいいと思うんですよ。だから、先ほど坂本委員のおっしゃら

れたことはよくわかりますので、このリードは変えたほうがいいんじゃないかなというふう

に思います。 

○伊藤委員長 

 そういった方向でよろしゅうございますかね。 

○千手委員 

 １段落目の２行目の真ん中あたり、「自覚を促すことには」というのは、ここは「ために

は」かなと私は思いますが、どうでしょうか。 

 それから、下から２段落目の真ん中あたり、左端のところで、「実感できる場を作り出し

ます」となっていますが、「実感できる場を作ります」でいいんじゃないかなと。私はこの

２カ所をちょっと思っていますが、どうでしょうか。 

○伊藤委員長 

 いかがでしょうか。「作り出します」と「作ります」、思いがあって書いてあるんでした

ら、そこを言っていただいたら。「作ります」でよさそうな気もしますね。 

○香川委員 

 「ためには」がわかりやすいですね。 

○伊藤委員長 

 「ためには」のほうがいいですね。２つ変えるということでよろしいですか。異議ござい

ませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○香川委員 

 それで、「作ります」のところ、「作る」も平仮名ですかね。 

役割づくりをしてつくり出します、創出しますという強いお気持ちがあらわれているん

だろうなと思うんです、この「作り出します」というのは。「作り出す」でも悪くはない。 

○中島社会教育部副部長 

 この「作り出す」のところなんですけど、まなざし運動のほうとしましては、ここの表現

は子どもたちで表現をしているんですが、この子どもたちの役割とか、地域の一員であると
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いう実感できる場をつくるというのは、大人たち、地域の役割ということで、そういう形で

「作り出す」というような表現をしておりましたもので、ここについては「作り出します」

というような格好で整理したところです。 

○伊藤委員長 

 思いがあるわけですね。「作り出します」でいきますか。 

○中島社会教育部副部長 

 この「出す」がいいのかどうかがちょっとですね。「作り」のほうがですね。パンフレッ

トのほうも「作る」でつくっているんですけど、違和感はあるなと私個人的には思いますが。 

○東島教育長 

 次回つくるときに、そっちを平仮名にすると。 

○中島社会教育部副部長 

 こっちは平仮名でもいいのかなと思っております。 

○伊藤委員長 

 平仮名がいいかもしれませんね。 

○事務局 

 平仮名で「つくりだします」ということで。 

○伊藤委員長 

 よろしいですか。あとはございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○伊藤委員長 

 そしたら、ここまでが審議事項で、各施策は了承ということでよろしゅうございますです

かね。よろしいですか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○伊藤委員長 

 ありがとうございます。実施計画について事務局から説明をお願いいたします。 

○事務局 

 実施計画についてご説明を簡単にさせていただきます。 

 22ページをお願いいたします。 

 中身につきましては、今まで審議していただいた内容をもとに、事務局で施策の体系をつ



- 31 - 

くり上げて展開をさせていきます。こういった施策とか、基本事業があるという確認のみと

させていただきたいと思います。 

 実施計画は、基本計画のもとに重点的に取り組む具体的な事業計画を示すものでございま

す。いわゆる個別事業の中身を記載していますので、審議の対象外ということで、概要のみ

説明をさせていただきます。 

 実施計画の概要ですけど、基本目標を実現するために２つの基本方針と６項目の施策を体

系的に展開していきます。実施計画の中では、施策を展開するために31の基本事業を設定し

ております。基本事業といいますのが、施策の実現のための取り組みを明記しているもので

す。 

 実施計画の期間ですけれども、基本計画は27年度からの５カ年の中期計画ということです

けれども、実施計画は中身をどんどん変更していくということもございますので、途中の３

年間としまして、30年度に見直しをかけたいと思っております。 

 実施計画の構成ですけれども、施策体系、基本事業、具体的事業と重点事業で構成をいた

します。具体的事業、重点事業は、今後の予算編成と並行して整理をしていく予定としてお

ります。このため、施策体系と基本事業のみを掲載しております。 

 なお、重点事業ですとか具体的な事務事業につきましては、教育委員会の作業部会の中で

整理をしていく予定としております。 

 23ページをお願いいたします。 

 実際の施策体系ですけれども、基本事業も総合計画の基本事業を参考としてまとめ直して

いるものでございます。例えば、１番の「就学前からの教育の充実」という施策の中には13

の基本事業があってというような見方になります。 

 24ページをお願いいたします。 

 基本事業ごとの具体的事業の内容ということで、基本事業というのは、先ほども申し上げ

ましたとおり具体的な事業の達成の指標となる基本的な取り組みということで、それぞれの

基本事業の下に具体的な事業がぶら下がっていくという形になります。 

 事務局からの説明は以上です。 

○伊藤委員長 

 ありがとうございました。審議対象じゃございませんけど、何か。 

 私はこの23ページのですね、例えば「自ら学ぶ」とか「未来につなげる」とか「安心して
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子育てできる」とかいうのが非常にいいじゃないですかね。ですから「就学前からの教育の

充実」とか、前に何かあったがいいかなというですね、そんな気がちょっとするんですよね。

何か夢とか希望とか、何かそういうのがあったらいいかなという気がちょっとするんですが

ね。まあ、それはちょっと無理でしょうからですね。非常にそれがあると、これが生きてく

るようなそんな気がします。 

○事務局 

 伊藤委員長がおっしゃられている「就学前からの教育の充実」、これは基本計画の施策の

中で、施策１の部分と全く同一ということになります。これは非常に変えづらいところがご

ざいます。というのは、総合計画と施策の名称を合わせているものですから、この部分だけ

変えるというところは、事務局としては今考えていないところです。 

○伊藤委員長 

 ありがとうございます。基本計画自体の審議は全て終了したいというふうに思います。 

 進行方、事務局のほうにお返しします。 

○事務局 

 委員の皆様、ありがとうございました。 

 今後のスケジュールですけれども、11月、12月の教育委員会のほうに勉強会の中で審議の

内容についてご報告をしまして、同じく12月議会にこの審議の内容を報告する予定です。 

 それを受けまして、12月末から１カ月ちょっとの中で、審議した内容を市民の皆様に公表

しまして意見を頂戴する予定にしております。 

 その意見について、教育委員会としての考え方を示しまして、それを反映した上で、３月

には教育委員会の議決を受けて公表するというような流れで行きたいと思っております。 

 今後の日程については以上になります。 

 今回、第３回目の中で、ご指摘による修正箇所ですとか、総合計画がまだ並行して、答申

は出ていますけれども、変わる部分があろうかと思いますので、今回の計画の中への反映で

すとか、その他軽微な文言等の修正につきましては、先ほども申し上げましたけれども、伊

藤委員長と調整をさせていただいて、ご了承をいただければと思っておりますので、どうぞ

よろしくお願いいたします。 

  

午後８時 閉会 


