
〇佐賀市教育基本計画について 
 
 
標記の件について，「佐賀市パブリックコメント制度」により市民からの意

見募集を実施した。 
提出された意見を検討した結果，計画案を一部修正し決定する。 

 
 
 
１ 修正個所 
 
第４章 施策体系 施策４ 義務教育の充実 基本事業４ 心の教育の推進 
心身障害児等対応事業の説明文（P73）を次のとおり修正する。 
 

修正前 修正後 
教職員の特別支援教育への理解と対

応のあり方を向上させるため、啓発指
導員・調査員合同会議や特別支援教育
研修会を開催しています。 

教職員の特別支援教育への理解と対
応のあり方を向上させるため、啓発指
導員・調査員合同会議や特別支援教育
研修会を開催しています。平成１５、
１６年度に特別支援教育モデル地区と
して指定を受け、各学校において特別
支援教育コーディネーターを中心に校
内委員会を立ち上げ、個々の生徒への
組織的な対応をするとともに、発達障
害の理解と対応のための研修を実施し
ています。 
また、養護学校や専門機関からの巡

回相談や専門家の招聘など、外部との
連携を行っています。  

 
２ 意見募集結果 
 
意見募集期間 平成１８年１月１日（日）から平成１８年１月３１日（火） 
意見提出者 ７人 
提出方法 電子メール１人、ファックス２人、直接持参４人 
意見数 ３５件 
 



３ ご意見と佐賀市教育委員会の考え方 
 
〇教育基本計画全般  

ご意見（要約） 市の考え方 
佐賀市教育基本計画（案）は、「スポー

ツと文化に関することはこの計画に含まな
い」となっています。 
人がヒトとして育つには教育と文化は切

り離せないと思います。 

教育基本計画は、対象範囲を佐賀市教育委員会が
担当している範囲としていることから、スポーツ
と文化に関することは計画の対象範囲には含めな
いこととしていますが、人づくりをすすめていく
ためには、ご指摘のとおり教育とスポーツや文化
は切り離して考えることはできないと考えており
ます。 
今後も、佐賀市ならではの教育の施策を進めてい
くうえで関係部署との密接な連携を図っていきま
す。 

なお、佐賀市の文化行政の施策については、総
合計画に基づいて進めていきます。 

文科省の下請けとしか思えない。実施体
制、評価項目の設定もよく理解できない。 

１ページの策定の趣旨にも記載しているように、
教育についても地方分権の時代を迎えています。
そのような状況の中、地方自治体による基本計画
の必要性がでてきました。今回の計画は、このよ
うな流れにより策定をしているところです。 
「基本目標・基本方針」に基づき、今後、推進し
ていく佐賀市の教育施策について、「家庭」、
「保育所・幼稚園・学校」、「地域」、「生涯学
習」、「行政」の５つの基本方針を推進するため
に、１０の「施策」、３０の「基本事業」という
構成としました。 
教育委員会の担当部署は、「基本事業」の下に、
１８０以上の個別事業を行っていきます。このよ
うに多くの事業を実施していく中で、実施状況が
「基本目標・基本方針」のためにどれだけの成果
が上がっているのかを検討し、事業のスクラップ
アンドビルドを行う必要があります。数値目標
は、それぞれの施策に設定しています。 

また、重点プロジェクトは教育委員会が行う事
業の中でも、今後５年間で重点的に取り組む事業
を再構成しています。重点プロジェクトに含まれ
る事業は、複数の部署にまたがることから、プロ
ジェクトのリーダーは他部署の事業にも横断的に
指示、命令、指導できることとし、計画の効率的
な推進を図ります。 



基本的に教育は親の問題。親に対する長
期的な社会の教育がなくては何も進展しな
い。 

社会的な問題として、家庭や地域の教育力の低
下とともに学校教育の重要性が叫ばれています。
佐賀市教育基本計画の策定に当たって市民の皆さ
まにアンケートをとったところ、家庭や地域、学
校で役割を分担して子どもを育てるべきだという
意見が多く聞かれました。これを踏まえ、佐賀市
教育基本計画では、「基本的な生活習慣や社会の
ルールを身につけさせるのは家庭の役割」という
基本方針を掲げ、「家庭の教育力の向上」を目指
そうとしています。具体的には、「子育て支援の
充実」「家庭教育の充実」を施策に位置付け、支
援体制の整備や啓発事業を展開していきます。 

どのような子ども観、人間観に基づいて
基本計画を考えられるのか。 

子ども観や人間観は、基本的に個々人がそれぞ
れにもっているものだと思います。ご意見の中で
例示されている子ども観もその中の一つだと考え
ます。ただ、子どもが人としてもつ権利や自由が
守られること、子どもが生まれながらにしてもつ
個性や可能性を大人が育んでいくこと、これらは
共通にある理念だと思います。 

佐賀市教育基本計画は、このようなことをふま
え、子どもたちの姿をアンケート等で把握した上
で、今後５年間で行うべき教育のあり方を考案し
たものです。佐賀市教育委員会では、郷土に誇り
をもち、これからの佐賀市を担う人づくりが、子
どもたちの教育を担う家庭､学校、地域にかせら
れた緊急かつ重要な課題だと考え、本計画の基本
目標に「新しい“さが”を担う責任と自覚をもつ
人づくりをすすめます」を掲げることにしまし
た。 

家庭・学校・地域・生涯学習・行政が一
体となりとありますが、それぞれが投げか
けるだけでなく、きちんと受け止め、本当
の連携が必要です。 
大人が変わらなければ、子どもたちは変

わりません。子どもたちが安心して育つ環
境づくり、社会づくりを早急に進めてほし
い。 

ご意見にあります「本当の連携」とは、それぞ
れの組織が共通の目的を持ち、各自の特性を活か
しながら対等に協力して働く「協働」だと考えま
す。 

実効性のある協働事業を目指して、教育基本計
画では、『市民総参加子ども育成プロジェクト』
を重点プロジェクトに挙げています。これまで
個々の組織が行ってきた取組みを１つの運動にま
とめ、企業や事業所も巻き込み、参加団体に付加
価値を付ける仕組みづくりを行います。 

この運動により、すべての市民が子どもの教育
に関心をもち、地域社会全体で子どもを育んでい
こうとする気運を高めていきます。 



すべての施策において、「子どもたちを
第一」に考えてほしい。 
学校や組織を守ることが第一にならない

ように望みます。 

今回の計画では、教育委員会の目指す方向（基
本目標）を、郷土を担う責任と自覚をもつ子ども
の育成としました。佐賀市の将来には人づくりが
何より重要だと考えたからです。その実現に向
け、教育委員会が行う全ての事業が、どの部分に
関わっているのかを体系的にまとめました。これ
まで行ってきた事業も新たに行う事業も、基本目
標、基本方針を念頭に入れて、実施していきま
す。 

また、住民の皆さんと直接対話する機会や市民
満足度調査などを通して、学校や教育委員会内部
だけではなく、市民の方々の意見を教育行政に反
映していくこととしています。 

重点プロジェクトⅠ、Ⅲ、Ⅳは従来のや
り方で実施できるだろうが、何も成果を期
待できない。 
事業の推進を考えるなら、事業は完全に

ボランティア団体等に委託し、監査はして
も一切口出ししないなど大胆な方針が必要
（成果を期待してはいけない。どうせ自分
達では何もできないのだから）。 

教育に関して、学校や教育委員会の力だけでは
限界が来ており、地域や市民団体等との連携が不
可欠となっているのは、ご指摘のとおりです。 

連携の例として、重点プロジェクトⅠでは学校
ボランティアや社会体験活動のサポート役を、Ⅲ
では子どもが市民の一員としてまちづくりに参画
する体験活動の企画づくりを、Ⅳでは教育行政や
学校経営への参加等を地域や団体の方々に担って
いただきたいと考えています。 

まずは、各団体と共通認識をもち、お互いの特
性を活かした役割分担を行った上で、積極的に働
きかけを行っていきます。 

  
〇基本目標、基本方針  
【「保育・教育の質の向上」について】  
名称は「学校力の向上」の方が身近に捉

えることができる。その上で、「保育・教
育の質の向上」は方針の中に入れた方がよ
り具体的になり、身近になるのではないだ
ろうか。 
一般的に「保育・教育の質の向上」に寄

与することは難しいと考える人が多いと考
えるが、「学校力の向上」なら協力しやす
いのではないでしょうか。 

佐賀市教育委員会の特徴として、市長の職務権
限である保育所の運営等の児童福祉に関すること
を委任され、担当していることがあります。この
ことは、幼稚園、保育所から小学校への接続期の
教育を充実し、「子どもの育ちの連続性」を保障
することが佐賀市の教育行政の強みと考えていま
す。 

このようなことから、学校力を含んだうえで
「保育・教育の質の向上」を基本方針の１つとし
ています。 

幼稚園（保育園）、学校は、子どもたち
が主人公であってほしい。 
一人一人の子どもと心から向き合う教師

であってほしいと思います。それが教師の
資質の向上の一番であってほしいと思いま
す。また、先生たちが週５日制になったこ
となどにより忙しすぎることも問題と思い
ます。 

幼稚園・保育園・学校は、子どもたちが主人公
であり、子どもたち一人一人がもっているよさや
可能性を最大限伸ばすことが教師の使命であると
考えます。 

そのため、市教育委員会及び各学校は教育基本
計画に掲げた様々な取り組みにより、教師の資質
の向上を図っていきます。 

また、教師が忙しすぎるという現状について
は、学校の事務改善などを行いながら余裕をもっ
て子どもたちとかかわれるような環境づくりを行
っていきます。 

  



 
〇重点プロジェクト  
【重点プロジェクトⅠについて】  
小・中一貫校の導入をブロック別に推進

し、地域性、社会性などに連帯感を身に付
けることが大切ではないか。 

小中一貫校は、平成１８年度４月から蓮池地区
芙蓉小中学校で運用を始める予定です。この学校
が一貫校として開校できるのは、「両校が同じ敷
地内にある」「中学校入学は一つの小学校からの
み」などいくつかの理由がありますが、中でも最
も大切なのは、両校が「小中連携教育」を長く続
け、実績をあげていることです。小中一貫校は、
６－３制の学校を９年制の学校に変えるというこ
とです。「小中連携」は、小学校、中学校が独立
したなかで、両校でしっかり協力して子どもを育
てていく取組みです。小中一貫芙蓉校の開校は、
この連携の土台の上で初めて可能になりました。 

教育基本計画には、佐賀市全ての小中学校で
「小中連携教育」を充実させていくことを明記し
ています。「小中連携教育」は、子どもたちの健
やかな成長には必要不可欠ですし、市内どの学校
でも実施可能なものです。ご意見をいただいた小
中一貫校は、この事業を進めながら実績を積み重
ね、その他の様々な条件を勘案して、今後の導入
を検討していきたいと思います。 

（ご意見を送られた方の地元の小学校で
は）多くの児童（小６）が県立の中高一貫
校を受験しました。 
（少人数の学校では、）少人数ならでは

の密度の濃い指導を受けられる反面、課外
活動ではかたまった内容になってしまいま
す。もう少し融通のある対処はできないの
でしょうか。 

県立の中高一貫校は、独自の特色をもった学校
づくりを進めていますので、佐賀市立の学校も、
それぞれが魅力をもった特色ある学校づくりを進
めています。 

ご意見のように、小規模の学校が増え、少人数
ならではのきめ細かな指導を行い成果も上がって
います。課外活動については、小規模校同士が合
同で部をつくり試合等に出場できる制度もあり、
児童・生徒が自分の興味・関心で課外活動を選択
できるように工夫していきます。 



少人数学級によって基礎学力向上と基本
的生活習慣を身に付けつつ、高学年で理解
に差ができやすい教科を複数教科担任制と
することで、学ぶ喜びが実感できるのでは
ないか。 

現在、佐賀県では、小学校１、２年で１クラス
36 人を越える場合、少人数学級かＴＴ（ティーム
ティーチング）を選択できるようになりました。
この制度は、教師一人当たりの児童数を少なくす
ることで、基礎学力の向上と基本的生活習慣の定
着を目指すものです。佐賀市でも、昨年度からこ
の制度を活用し成果をあげてきているところで
す。また、算数等では、以前から、低学年だけで
なく中学年高学年でも少人数授業やＴＴを取り入
れ、確かな学力を身につけさせる努力を行ってい
ます。 

高学年への教科担任制を導入するには現在の教
員数では足りないというのが実状です。しかし、
「教育の質を向上」させるため、教科担任制のよ
さを少しでも取り入れるよう各学校で工夫をして
いきたいと考えています。例えば、「小中連携教
育」の中で、中学校の教員が小学校に教えに来る
ということが考えられます。また、高学年の教員
がより専門性を生かせるようにお互いの授業を交
換するという取り組みも可能です。各学校が子ど
もや教職員、地域等の実態を十分にふまえ、授業
形態、方法等を工夫できるよう教育委員会として
も取り組んでいきたいと考えています。 

教職員の採用・人事異動・研修などの方
法の改善が急務と思う。 

市町村立小中学校の教職員は、都道府県が給与
を負担し任命権を行使する県費負担教職員制度が
採られています。 
その制度によって、採用は県で行われます。 
なお、人事異動に関しては、学校ごとの教職員

の配置等について市町村教育委員会の裁量を拡大
し学校の実情に応じた教職員配置ができるように
改善されております。 
また、研修などは県が行う研修内容等を吟味

し、必要に応じて佐賀市独自の研修なども行いな
がら教職員の資質向上に努めているところです。 
今後もご意見の趣旨を踏まえ、学校における教

職員の教師力を高める方策を県とともに推進して
いきたいと思います。 

教職員にも「正しいお箸の持ち方」、
「正しい鉛筆の持ち方」、「鉛筆の削り
方」等を求めてほしい。 
これらのことを正しくできない親が多

く、十数年後には相当の人が「正しい箸の
持ち方」ができなくなると心配していま
す。 
生活の基本で本来は家庭ですべきことで

はありますが、教職員もまずは正しく持っ
てほしい。 

「正しいお箸の持ち方」、「正しい鉛筆の持ち
方」等については、家庭の協力を求めていく必要
はありますが、小学校への新入学説明会で図解を
示して保護者に説明したり、入学後に子どもたち
に指導したりしています。 

もちろん、子どもたちに指導するからには、教
職員が正しい箸の持ち方や正しい鉛筆の持ち方を
身に付けるべきだと考えます。 

  



 
【重点プロジェクトⅡについて】  
重点プロジェクトⅡは、今までのやり方

では教育委員会は何もできない。首長がリ
ーダーシップをとらないと何ら進展は期待
できない。 

このプロジェクトについては、教育委員会のみ
ならず市役所はもちろん市民全体で取り組んでい
かなければ期待する成果は挙がりません。推進体
制については、１８年度中に当運動の準備検討会
議（仮称）及び佐賀市青少年問題協議会等の中で
検討を重ねていく予定ですが、教育委員会としま
しても首長がリーダーシップをとれるような推進
体制の確立へ向けて調整を図っていきたいと考え
ています。 

重点プロジェクトⅡの項目が実現できれ
ば素晴らしい 
誘発する事業を実施するにあたり、ただ

の行事消化、予算消化で終わらないことを
期待します。 
「自ら取り組む意識」は、家庭で育まれ

た自己の確立が原点と思います。 

このプロジェクトを成功へ導くためには、家
庭・地域・学校・行政それぞれの役割を明確に示
し、その上で企業や事業所も巻き込んだ取り組み
やすいシステムを作っていかなければならないと
考えています。この運動を広め、市民が自主的・
自発的に取り組むことを原則としながら推進を図
っていきたいと思います。またご指摘の家庭教育
についてですが、教育委員会といたしましても重
要な課題として位置付けており、その機能の向上
へ向け事業を実施しています。様々な環境の変化
により、家庭環境も様変わりし、同時に親の意識
も千差万別ですが、いかなる時代であっても家庭
での教育は重要な役割を担うことには違いありま
せん。教育委員会でも継続して取り組んでいきま
すが、地域や職場のサポートも必要不可欠ですの
で、今後はそういった方面への働きかけを強化し
ていきたいと思います。 

総監視社会にならないように。みんなに
見張られているような感じになったら最悪
です。子どもがほっとできる時間と場所の
確保をしてください。 
総参加は軍国主義みたいで強制のイメー

ジがつきまとうので自主参加を基本にして
ください。参加したくなるような取り組み
をしてください。また、一体と言う使い方
も止めて有機的つながりとかにしてくださ
い。 

この運動が目指す社会は、子どもたちの健やか
な成長をすべての市民が暖かく見守る社会です。
「総参加」の言葉についてですが、強制という意
味で用いているわけではありません。自主的参加
を原則とした、取り組みやすいシステムを作って
いきたいと思います。 

また、この基本計画で言う「一体」とは、「家
庭・地域・行政がそれぞれの役割について責任を
持ち、相互に連携を図りながら、基本目標の実現
へ向けて取り組む。」という意味で用いているこ
とをご理解いただきたいと思います。 

  



 
【重点プロジェクトⅢについて】  
『人づくり』を市民の最重要課題とし

て、また、教育の目標として『さがらし
さ』を大切にしたいものです。 

教育基本計画では、これからの地方行政の主役
は、市民の皆さん自身である、ということを念頭
に置き、生涯学習を通じて、市民の誰もが高まる
ことができるよう「市民性をはぐくむ」ことを目
的に、重点プロジェクトの柱の一つに据えたとこ
ろです。また、市民の皆さんの身近なことを学ぶ
きっかけとするとともに、自分たちが暮らす郷土
のことを、改めて認識し、見直す契機とするべ
く、「さが学（郷土学）の創設」も、柱の一つに
据えております。 

ご意見にありました『人づくり』や『さがらし
さ』についても、この重点プロジェクトに取り組
むことで、反映することができるであろうと考え
ております。 

公民館の配置区分で、旧佐賀市（校区単
位）と旧町村（部落・集落単位）に違いが
あり多方面で問題が生じている。社会活
動・社会運動に不具合があり、協議の必要
があると感じている。 

ご質問にございました、旧佐賀市の校区単位の
公民館は、公立（市立）の公民館で、常勤の市職
員を配置し、日々の公民館業務にあたっておりま
すが、旧町村の部落・集落単位の公民館は、基本
的に、公立（町村立）の施設（公民館）ではな
く、部落・集落（自治会）の皆さんが、自分たち
のために、自らの経費で建設し、自らが運営す
る、私立の施設（通称公民館）となります。 

このように、各々の施設は、その設置者や役
割、運営の状況が、それぞれ大きく相違いたして
おりますので、両者を単純に比較するわけにはま
いりません。 

ただ、旧町村（諸富・大和・富士・三瀬）のい
ずれも、合併以前より、各々公立（町村立）の公
民館を設置いたしておりまして、呼び名は、それ
ぞれ、中央公民館であったり、生涯学習センター
であったり、単に公民館と呼ばれたり、と様々で
すが、少なくとも、各施設が中心となって、旧佐
賀市の公民館と同様に、町村の皆さんを対象とし
た、様々な生涯学習・社会教育に関する事業や取
り組みを行ってきたであろうと思います。 

そういう意味からしますと、多少の相違（校区
単位か町村単位かなど）はあれ、合併前の旧佐賀
市と旧町村で、生涯学習・社会教育の推進体制に
関して、大きな違いがあったとは考えられませ
ん。 

新佐賀市として、全ての公民館を網羅した形
で、生涯学習・社会教育の方針やあるべき姿を定
める必要がありますが、この具体的な取り組み
を、ご意見を頂戴いたしました、重点プロジェク
トの柱の一つである「中央公民館的機能の充実」
の中で行っていきたいと考えております。 



公民館は、私の住む地域（旧町村）で
は、ほぼ機能停止常態に思えます。 
地域での教育活動、生涯学習、高齢者の

生き甲斐づくりなど、住民を活性化させる
ような働きかけをぜひ行ってほしい。 

（住んでいる）地域にはコミュニティー
センターや児童館がありません。 
既存の施設を「ちょっとした話し合いな

どのために気軽に集えるような場所」、
「子どもが自由に集えるような場所」とし
て有効に使えるような仕組みづくりを望み
ます。 

佐賀市では、生涯学習・社会教育推進のための
施設として、また、市民の皆さんが気軽にご利用
いただくための施設として、市立の公民館・生涯
学習センターを設置し、多くの市民の皆さまにご
利用いただいているところです。 
今までも、各公民館ごとに、地域の状況に応じ

た、様々な事業に取り組んできたところです。 
今後の公民館のあり方につきましては、改めて

検討することとし、重点プロジェクトの柱の一つ
として、「中央公民館的機能の充実」を考えたと
ころです。 
その中で、ご意見にございました、住民の活性

化につながるような事業の展開についても、検討
することになろうと考えております。 
また、この住民を活性化させるような施設の仕

組みづくりを、というご意見に関してですが、こ
の件についても「中央公民館的機能の充実」の中
で、公民館や生涯学習センターの施設自体のあり
方や既存の施設の活用方法についても検討を行う
予定といたしております。 

  
【重点プロジェクトⅣについて】  
パブリックコメント制度による意見募集

が行われていることをもっと迅速に、広く
広報すべきです。 

今回の意見募集については、この制度で決めら
れている案の広報やご意見の募集方法に加えて、
各支所や市内の公民館（旧佐賀市）、佐賀市青少
年センター、佐賀市立図書館等でも計画案の内容
をご覧いただき、ご意見を寄せていただくことが
できるようにしてきました。 

重点プロジェクトにも掲げておりますように、
市民の皆様へ教育情報を積極的に公開し、教育に
対する理解や関心を高めていきたいと思います。 

  



 
〇施策体系  
（施策体系の中で）少子化対策が先走

り、働く女性の子育て環境整備が目につき
ます。 
夫婦、親子の家庭内での在り方が大事と

考えます。その為に地域が支え、関与して
いくのではないでしょうか。 

少子化や核家族化の進行等の社会形態の変化に
より、現在の保護者は子育てに関する悩みなどを
相談する場所や相手もいない状況で、益々孤立化
し、児童虐待や育児放棄につながるケースも見受
けられます。 

具体的には、次世代支援対策推進法の規定に基
づき策定した次世代育成支援行動計画の中で「保
育所の子育て支援センターの充実」や「地域の自
主サークル等の支援の強化」及び子どもに関わる
全ての情報の提供とコーディネートを行う窓口の
設置等を記述しており、平成２１年度における目
標数値を設定して取り組んでいます。 

本計画の第４章子育て支援センター事業の充実
や子育て総合支援策の充実であげておりますが、
子育ての悩みを抱える保護者にサロンを実施し、
交流の場を提供したり、保護者の相談に応じて、
様々な子育て情報の提供を図ることとしておりま
す。 

主に「家庭力」の向上並びに「地域力」
の向上に関して、取組みの実際的な具体案
をより明確にすべきです。 
今日、各家庭の抱える様々な問題、課題

を思うと「家庭力」には相当な格差がある
のが現状であり、「基本的なしつけは家庭
で･･･」という当然といえるべきこともそ
の成果は上がりにくいと思います。 

「家庭力」には格差があるとのご指摘同様、
「地域力」にも地域により温度差があると感じて
います。一方で、地域で子どもたちのために何か
取り組みたいが、具体的に何をすれば良いのか分
からないという声も耳にします。そこで、当計画
の重点プロジェクトの１つである『市民総参加青
少年健全育成運動』の中で、地域の役割を明確
に、また、より具体的に示し、地域が取り組みや
すいシステムを構築したいと考えています。 

経済的にも精神的にも女子が自立できる
ような、男女が対等だと認識できる対策
を。 
心的外傷や虐待を受けた子どもたちのケ

ア及び非行に走った子どもたちの更正。 

女性の自立を支援する事業としては、第４章に
おいて婦人保護相談事業や母子相談事業など子ど
もの権利を守る取り組みとして取り上げていま
す。 

児童虐待防止や非行防止の取組みについては、
第４章の「子どもの権利を守る取り組み」と「青
少年の健全育成活動の推進」の項で具体的な取り
組みを掲載していますが、虐待を受けた子どもに
対するケアや非行に走った子どもの更正について
は、警察や児童相談所などの専門機関においても
事業を担っており、佐賀市で策定する計画では虐
待防止ネットワーク推進事業において、関係機関
との連携により見守り・観察等のケアや支援に努
める考えであります。 



子どもの権利を守る取組みが子どもへの
不適切な対応の防止と相談体制しか載せて
いないのが残念です。 
子ども一人一人に違いがあって当たり

前。その違いを個性として生かし自分らし
さに自信を持ち生きていきていけるように
育む・・・そんな教育を望みます。 

本計画では、あらゆる項で子どもの権利に関わ
る取り組みを行なっております。このため第４章
の「子どもの権利を守る取り組み」の項ではご意
見のとおり不適切な対応と相談体制を中心とした
事業の掲載にとどめております。 

子どもの権利条約の内容は佐賀市においても生
かしていく必要があります。義務教育を受ける権
利を守るための就学援助制度や障害児に対する事
業などについては、他の施策で行っております。 

「幼・保・小の連携」と「後期中等教育
並びに高等教育の充実」に関して次の連携
も付記してほしい。 

①幼（公）幼（私）と小（公） 
②幼（公）幼（私）と小（私） 
③小（公）小（私）と中（公） 
④小（公）小（私）と中（私） 
⑤中（公）中（私）と高（公） 
⑥中（公）中（私）と高（公） 

具体的な留意点と対応面を挙げてほし
い。 

幼保小の連携については、教育基本計画の第３
章２）教育ネットワークの強化の項目で記載して
いるように小学校と幼稚園・保育園の接続期での
問題を解消するために、その時期における育ちの
連続性を重視した指導内容と方法を研究すること
としています。具体的には、第４章 基本事業２ 
幼保小の連携の項目に揚げておりますとおり、幼
保小の接続期の教育推進事業に取り組み、幼稚
園・保育所から小学校への接続期における育ちの
連続性を重視したプレスタディ、ソフトプログラ
ム等の施策を公立・私立を問わず、すべての小学
校、幼稚園、及び幼稚園に限らず保育所において
も、取り組んでいただき、連携の充実を図ってい
るところです。 
ただ、私立の幼稚園、保育園、小学校に関して

は、強制力はありませんので、協力をお願いして
いるところです。 

尚、ソフトプログラムに関しては、3 月完成を
目指し、現在作成中です。これは、全部の公立の
小学校で実施予定です。 

小・中学校の連携については、児童・生徒の学
習状況・生活指導・特別支援教育等、多方面での
連携を進めていますが、私立の学校については、
各学校で独自の教育を進めており、市教育委員会
の管轄ではないため、市として具体的な連携は行
っていません。 

ただ、生徒指導に関しては、中・高生徒指導協
議会を年２回開き、中学校と高校（私立を含む）
の連携を図っています。 

特殊教育の普及奨励について、具体的な
取組みの実態を明記してほしい。 
アスペルガー症候群、ADHD 等の高機能自

閉症に関する取組みをより分かりやすく示
してほしい。 
病気の特性などを正しく理解することが

適切な対応にもつながっていくと思いま
す。 

佐賀市では、平成１５、１６年度に特別支援教
育モデル地区として指定を受け、各学校において
特別支援教育コーディネーターを中心に校内委員
会を立ち上げ、個々の生徒への組織的な対応をす
るとともに、発達障害の理解と対応のための研修
を実施しています。 

また、養護学校や専門機関からの巡回相談や専
門家の招聘など、外部との連携を行っています。 

来年度、発達障害の取組みをより充実するため
に、発達障害の児童・生徒を対象とした通級教室
を佐賀市内へ設置予定(申請中)です。 



教える内容の本質を理解させ、さらに、
その奥深くへと学びの意欲を推し進めてい
くような教える内容の充実を。 

子供たちにより良い教育を行うために、教員に
とって、教科教育の内容や教授法等の研究は必要
なことです。 

そのため佐賀市では、校内の研修会・学校の研
究公開・個人研究発表・教育研究所での課題研究
等を行い研究を深めています。 

いじめや体罰など、学校からどうやって
暴力をなくしていくのか。一人ひとりの子
どもが一人の人間として尊敬される対策
を。 

いじめや体罰の問題は学校における重要課題で
す。そのため各学校においていろんな機会をつか
って人権教育を進めると共に、教職員の人権に対
する研修に努め、いじめや体罰を許さない人権意
識の向上を図っていきたいと思います。 

不登校について、学校に戻すことだけを
目標としても解決できないこともあるので
不登校の親の会や居場所を作っている人た
ちの意見を反映させてください。 

昨年、ＮＰＯの不登校支援を行っている担当者
や親の会、フリースクールの方に話を聞くことが
できました。何か一緒にできることがないか等、
今後も意見を聞きたい思っています。 

中学校の入学式が混合名簿で行われてい
たり、その後の写真撮影で男子生徒が前
列、女子生徒が後列に並ぶなど、学校現場
においても明らかに男性上位の考え方が見
受けられます。 
このようなことがせめて学校教育の現場

だけでも起こらないよう、男女共同参画に
基づいた考えを明記してほしい。 

男女平等についての価値観やジェンダー意識
は、幼児期からの家庭・学校・地域などにおける
生活の中で形成されていきます。学校教育におい
ては「生徒指導や進路指導において、男女の区別
なく能力や個性を生かせるようにする」「学習や
指導の場で、男女平等意識を育てていく」「男女
平等教育の研修を通して教師自身の意識を変えて
いく」など、子どもへ指導する教師自身の指導方
針や意識を含め、幼児期からの男女平等教育が必
要であると認識し、男女平等教育の推進に努めま
す。 

部活等、体や精神が壊れないように、過
剰な競争にならない対策を。 

学校週２日制の導入に伴い、平成１４年に中学
校体育連盟から通知された「※（注）平成１４年
度からの運動部活動の運営について（提言）」を
尊重し、遵守する旨の文書を平成１６年度に各中
学校（旧市）へ通知していますが、併せて、社会
体育を管轄とする市民スポーツ課と連携し、指導
者及び保護者等への研修会等を開催し、適切なス
ポーツ活動についての意識の改善を図ります。 
 
※（注）運動部活動における安全管理の徹底や生
徒の実情に応じた年間計画・練習計画の作成、練
習中の休憩時間及び週１～２回の休養日の設定な
ど、１１項目について各中学校へ通知されていま
す。 

地域の様々な団体がオープンスクール
（フリー参観デー）に訪問できるよう日程
を調整し、依頼してみてはどうでしょう
か。 
子どもにとっては、皆に見られることは

いい意味での緊張感を生みますし、社会の
異世代との関わりを実感し、支援・応援を
感じる良い機会になります。 
特に中学校では「地域の力」をいかにし

て取りれるかが課題と考えます。 

保護者に限らず、地域の多くの方々が学校を訪
問し、授業参観・参加をすることは、「地域の
力」を学校に取り入れる良い機会といえます。 

佐賀市が年２回全小・中学校で一斉に開催する
「佐賀市フリー参観デー」、学校ごとに開催する
フリー参観デーは、学校を地域へ開くことによ
り、より多くの地域の方々の理解と協力を得るこ
とを目的としております。 

地域の多くの方々が参加しやすいようなＰＲの
工夫が必要と考えます。 



生涯学習の推進体制の充実について、高
齢者が終生学べる環境づくりの具体案がほ
しい。 
高齢者の生涯学習へのニーズも様々です

多くのニーズに応えることができるよう連
携体制、協力体制を作ってほしい。 

ご意見いただきました「高齢者の学習環境等の
整備」については、生涯学習という大きな枠組の
中の、個別分野に該当するものだと考えます。 
これらの個別分野ごとに、具体的にどのような

取り組みを行うかについては、今後「生涯学習推
進体制の充実」の、具体的な事業の一つである
「生涯学習実施計画策定」の中で、教育基本計画
の方向性に沿ったかたちで検討することといたし
ております。 
この「生涯学習実施計画」は、市として、今

後、生涯学習のどのような分野に重きをおき、具
体的にどのような事業を実施・展開するかを決定
するもので、高齢者に対する具体的な取り組み内
容についても、今後この実施計画の中で検討する
予定です。 
なお、この実施計画を策定する過程では、公民

館等で行われております各種の事業だけではな
く、市の福祉部門を中心に実施いたしております
高齢者を対象とした各種の事業や講座などについ
ても、当該部門との連携を図りながら、実施計画
に位置付けたいと考えております。 

また、本市は、県庁所在都市として、国・県の
各種施設や大学等の教育機関をはじめ、民間の生
涯学習関連施設等も、充実していると思われます
ので、官民を問わず、広く連携を図り、ご意見に
ありましたとおり、学習情報を一元化するなど、
学習を希望される方々の利便性の向上に努めたい
と考えているところです。 

 
 


