
地区別ワークショップ
「意見の内容」と「市の考え方」

(H22.1.14 衣川中学校区)

No. 意　　見　　の　　内　　容 市　　の　　考　　え　　方

B-2

　人と人のきずなを深めるために「あっ
たらいいな」と思う「ものやこと」につ
いて、皆の意見を出すと、ほとんどが
「人のきずなを深め、明るく活力ある地
域づくり」に繋がった。
　きずなを深めるために、お祭りや神相
撲、年中ラジオ体操、盆踊りなど、今
やっていることや新たにやって欲しい行
事についての意見が出た。これらは結
局、人の繋がりやきずなを深めるために
やっているんだということ。

　ご意見のとおり、「教育」とは人づく
りであり、「人と人との繋がり」が非常
に重要です。
　そういった点も踏まえ、計画案では
「地域ぐるみで人を育てる」ことを基本
理念に据えています。

No. 意　　見　　の　　内　　容 市　　の　　考　　え　　方

A-1

　タコ釣りの話で盛り上がった。昔なが
らの伝統的な釣り方では、名人なら8本
ぐらいの竿で微妙な加減をしながら釣っ
ていくと聞いて、感心しながら聞いてい
た。「ああそうなんだ。子どもに教えよ
う」みたいな。
　学校の「総合的な学習」の時間に、地
域の人をゲストティーチャーに呼んで、
こういった話を聞くチャンスがあると良
い。

D-2

　明石には豊かな自然があるので、その
恩恵を子どもたちに教えることによっ
て、豊かな心を持った子どもや大人が育
つのではないか。その結果として、人と
人のきずなが深まると思う。

D-3

　明石は城下町なので、旧町名がたくさ
んあり、歴史的に有名な碑なども建って
いる。そこで、既に小学校なんかで取り
組んでいるかも知れないが、三世代の人
たちが一緒に、歩きながら歴史を学ぶよ
うなことをすればどうか。

E-2
　明石の自然が素晴らしいので、大事に
したい。

E-3

　この地区は、結構古くて歴史的なとこ
ろ。そこで、子どもが「自分はどういう
地域に住んでいるのか」ということ、源
氏や平家の話から宮本武蔵、戦争など、
いろいろな話を聞けたら良い経験になる
のではないか。

　子どもたちが、ふるさとに愛着と誇り
を持ち、自信を持って成長していくため
には、地域特性や自然環境、歴史的背景
等、自分の住んでいる地域についてよく
知る必要があります。
　そこで、計画案では「ふるさと明石に
対する理解促進」を施策の一つに掲げ、
ふるさと明石を見つめる活動の推進やま
ちの歴史・伝統文化への理解促進等に取
り組む予定にしています。
　詳細につきましては、ご意見の趣旨も
踏まえ、今後検討していきます。

○ 基本理念・基本方針について

○ 施策の方向・施策等について
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C-3

  学びやスポーツに親しむ機会、その成
果を発表する機会は、コミセンやスポー
ツクラブ21、子ども会など、地域の活動
拠点がある。

C-4

  子どもが何でも自慢出来るような大会
を新しくつくれないか。かけっこでも
ボール投げでも、あるいは箸での小豆掴
みでも良いので、全ての子どもが何かで
1番になれる大会。それを記録として残
してあげたら、良い思い出になるのでは
ないか。

D-1

　子どもたちが、将来「明石で育って良
かった」と自信を持って言えるために必
要なことは、全体的なイベント。小学校
区単位で全体的なイベントをやったらど
うか。

F-2
　校区のふれあい交流行事で、力を入れ
たいものは、夏祭りとかクリスマス会、
三世代交流会などの世代交流。

F-1

　学校で教えてくれない大切なものは、
親の愛とか家族の愛、家庭における世代
交流やしつけ、宗教的なことが意見とし
て出た。

　子どもの成長において家庭の果たす役
割は非常に大きなものがあります。
　そこで、計画案では「家庭での教育力
の向上」を施策の一つに掲げ、家庭や地
域での子育て力・教育力の向上や、家庭
教育の支援等に取り組む予定にしていま
す。
　詳細につきましては、ご意見の趣旨も
踏まえ、今後検討していきます。

F-3

　王子地区では、今年和太鼓を造った。
その結果、三世代の人たちが同じことに
取り組め、いろんな話も出来るように
なった。また、ボランティアとしていろ
いろな方とのふれあいが出来、子どもの
教育上も非常に良かったと考えている。

　個々具体の取り組みは、学校園・保育
所、家庭、地域が中心になって取り組む
こととなりますが、「地域」の方々の関
わりも非常に重要です。
　そこで、計画案では「地域における教
育力の向上」や「共に生きる心を育てる
取り組むの推進」を施策に掲げ、青少年
の健全育成の推進と充実等に取り組む予
定にしています。
　詳細につきましては、ご意見の趣旨も
踏まえ、今後検討していきます。

　ご意見の趣旨も踏まえ、今後、具体的
な施策を検討する際の参考にさせていた
だきます。
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G-1

　子どもたちが、将来「明石で育って良
かった」と自信を持っていえるために必
要なことについて、「食べ物」という意
見にまとまった。明石で獲れるおいしい
魚を食べることで、骨太の人間が出来て
いくのではないか。

　子どもたちが、ふるさとに愛着と誇り
を持ち、自信を持って成長していくため
には、明石のまちの特色の一つである
「食べ物」にも着目する必要がありま
す。
　そこで、計画案では「食に関する指導
の充実」を施策の一つに掲げ、健康につ
いて自ら考える姿勢や意欲の育成、学校
給食における地産地消に取り組む予定に
しています。
　詳細につきましては、ご意見の趣旨も
踏まえ、今後検討していきます。

G-4

　小学校入学までに子どもに身に付けさ
せたいことについて、ほとんどが「挨
拶」という意見であった。また、しっか
り遊ばせることが必要。遊ぶことは、挨
拶に結びつくし、友達とのコミュニケー
ションにも繋がる。

　挨拶をはじめとする基本的な生活習慣
の習得は、「人と人との繋がり」を築く
上で非常に重要なものです。
　また、近所の子どもや異年齢の子ども
と一緒に遊ぶことは、子どもの成長に非
常に有益です。
　そこで、計画案では「コミュニケー
ション能力の系統的・継続的な育成」や
「共に生きる心を育てる取り組みの推
進」を施策に掲げ、「ことばの力」の育
成や青少年の健全育成の推進と充実等に
取り組む予定にしています。
　詳細につきましては、ご意見の趣旨も
踏まえ、今後検討していきます。

－

　計画構成図の施策に「手厚い支援が必
要な子どもへの教育の推進」とあるが、
「手厚い」という言葉は弱者とか身体障
害者という意味か。

　特別支援だけでなく、様々な意味を込
めて使用しています。
　それぞれの子どもに応じた教育を施す
必要があり、「支援の必要な全ての子ど
もに手厚く」ということです。

No. 意　　見　　の　　内　　容 市　　の　　考　　え　　方

B-1
　昔から明石の人が多いので、海だとか
魚だとかの話では、「ああ、分かる分か
る。」みたいな感じで盛り上がった。

G-5
　最近は、「口うるさい近所のおばちゃ
ん」が居なくなった。

　ご意見の趣旨も踏まえ、今後、具体的
な施策を検討する際の参考にさせていた
だきます。

○ その他
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C-5

　この校区で自慢出来るのは、やはり海
の産物。明石の産物はおいしいと思える
ことで、それがふるさと明石への誇りに
繋がるのではないか。
　また、スクールガードが自慢であると
いう意見もあった。これは、スクール
ガードの方の努力に対して感謝したい、
という気持ちから出たもの。

E-1

　この校区で自慢出来るのは歴史。凄く
深い歴史があるし、お寺もいっぱいあ
る。
　また、他の地域にはないような、人の
温かさも自慢。これは、交流や地域での
行事にとっては大事なこと。

No. 意　　見　　の　　内　　容 市　　の　　考　　え　　方

A-2

　悩んだことは、「子どもに見せたい、
明石の原風景はありますか。」という設
問。昔から明石に住んでいるわけではな
く、昔の明石がどうだったかを知らない
ので、答えに悩んだ。

C-1

　グループでの議論を途中で切られてし
まうと、結局、何をしたかったのかが良
く分からない。また、各グループで話し
合っているテーマがそれぞれ違うから、
同じレベルで比べられない。消化不良で
ある。

C-2

　「子どもたちが将来、「明石で育って
良かった」と自信を持って言えるために
必要なことは何ですか。」という設問に
ついて、各メンバーの捉え方にかなり差
があった。
　結論として、大局的に捉えた場合は、
基本理念や基本方針に関する意見になる
が、具体的に捉えた場合は、施策に関す
る意見になる。これは当然のこと。

G-2

　「「昔は良かった」という言葉に込め
られた思いは何ですか。」という設問が
あるが、昔も、良かったことばかりでは
ないという意見があった。

　ご意見いただきありがとうございまし
た。
　今後の参考にさせていただきます。

　子どもたちが、ふるさとに愛着と誇り
を持ち、自信を持って成長していくため
には、地域特性や伝統行事、歴史的背景
等、自分の住んでいる地域についてよく
知る必要があると同時に、明石のまちの
特色の一つである「食べ物」にも着目す
る必要があります。
　そこで、計画案では「ふるさと明石に
対する理解促進」を施策の一つに掲げ、
ふるさと明石を見つめる活動の推進等に
取り組む予定にしています。
　また、「食に関する指導の充実」を施
策の一つに掲げ、健康について自ら考え
る姿勢や意欲の育成等にも取り組む予定
にしています。
　詳細につきましては、ご意見の趣旨も
踏まえ、今後検討していきます。

○ ワークショップについて
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G-3
　自然環境に関する意見について、計画
構成図の中で該当する適当な場所が見当
たらなかった。

　これまでも、小学校では環境体験学習
に積極的に取り組んできましたが、今
後、ますます重要になると思われます。
　そこで、計画案では「生きる力を育む
学校教育の充実」を施策の一つに掲げ、
環境教育の充実等に取り組む予定にして
います。
　詳細につきましては、ご意見の趣旨も
踏まえ、今後検討していきます。
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