
市民意見聴取（パブリックコメント）での
「意見の内容」と「市の考え方」

No. 意　　見　　の　　内　　容 市　　の　　考　　え　　方

1-1

　この基本計画を本市のどれだけの人が
目にするのでしょうか？市民の多くが自
分に関係することにしか興味・関心を持
たず、おそらく市政でさえトピックスと
してか自分の問題となったときに初めて
関心を持ったり真剣に考えたりするので
はないでしょうか。この計画についても
きっと多くの市民が一度も読むことなく
その期間を過ぎてしまうのではないかと
思います。これまでと何が変わり、私た
ちの生活にどう大切なのかを理解しても
らう工夫がいると思います。教育につい
ては学校に通う子どもを持つ家庭だけで
なく私たち市民に対しても多くのサービ
ス（施策）が提供されていることをもっ
とアピールされてはいいかがでしょう
か。

　ご意見のとおり、この計画の趣旨や内
容を市民の方々に広く知っていただくこ
とは、今後、本市の教育施策の推進にお
いて非常に重要であると認識していま
す。
　そこで、計画策定後には、「広報あか
し」への記事掲載や各学校園での教職員
に対する説明を予定しているほか、本市
の教育について、市民の方々に広く考え
ていただく契機となるイベントの開催を
予定しています。
　ご意見の内容も踏まえ、今後、市民・
教育現場の双方においてこの計画に対す
る理解が深まるよう、さまざまな工夫を
行っていきたいと考えています。

1-2

　この計画ではいろいろな施策が目標と
して掲げられていますが、財政面の不安
を感じずにはいられません。市の財政が
厳しい中、教育予算を増額することは票
につながらないのであまり実現しないと
いうようなことを聞いたことがありま
す。明石市議会や市役所の中でこの計画
はどれぐらいの重要度を持つのかが率直
な疑問としてあります。

2-2
　お金がない中、どのように実現してい
くのでしょうか。施策には優先順位のよ
うなものがあるのでしょうか。

5-1
　市の財政難ではあるが、次世代の明石
を担う子ども達のため、教育予算だけ
は、増額できないのか。

○ 計画全般について

　ご指摘のとおり、この計画に基づく施
策を推進するためには、多くの財源を必
要とする一方、市の財政が非常に厳しい
のも現実です。
　そこで、各施策の実施に際しては、計
画素案の3ページ「計画の性格」にも記
載しているように、「アクションプラ
ン」を毎年度策定し、その時々に応じた
財政状況や社会の要請に応じて、重点的
に取り組むものを明らかにする予定にし
ています。

※ 「No.」の表記は、「意見提出者番号-意見項目番号」を表す。
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市民意見聴取（パブリックコメント）での
「意見の内容」と「市の考え方」

2-1

　この計画は明石市のものですが他の市
とはどんなふうに違いますか。明石市が
将来どんな街をめざし、教育がどう関係
しているのでしょうか。

　計画素案の19ページ「基本理念」にも
あるように、この計画は、各施策の推進
を通じて、「地域ぐるみで人を育てる」
社会を実現するとともに、「ふるさと明
石に愛着と誇りを持つ人を育てる」こと
を目指しています。
　また、現在策定作業中の第5次長期総
合計画においても、「人もまちも豊かに
育ち続ける」ことを目標としており、
「人の育ち」に焦点をあてたまちづくり
をしようとしています。
　この点からも、この計画に基づく各施
策の推進を通じて、「ふるさとに対する
愛着や誇りを持つ人を育てる」ことが、
今後のまちづくりにおいても重要になる
ものと考えています。

No. 意　　見　　の　　内　　容 市　　の　　考　　え　　方

1-3

　学校教育について多くの取組を読みま
した。子どもの学力が低下しているとい
われますがその原因は何なのでしょう
か。家庭の問題なのか、教育内容の問題
なのか、教師の資質が落ちているのか、
子どもの能力が下がっているのか。原因
が一つとは限りませんが、昔と比べて教
師や子どもの資質がそんなに劣っている
とは思えないのですが…。学校教育につ
いて言えば「生きる力」を確実につける
ことも子どもの安全もお金と人手（これ
もお金ですが）をかけることで多くは解
決できるのではないでしょうか？工夫や
努力も必要ですがそれはこれまでも行わ
れてきたように思われます。

　市政の推進においては、「選択と集
中」の考えに基づき、限られた財源を複
数の行政分野に効率よく配分し、全体と
して最も効果的・効率的なまちづくりを
進めていく必要があります。
　そこで、教育分野においても、計画素
案の3ページ「計画の性格」にも記載し
ているように、各施策の実施に際して
は、「アクションプラン」を毎年度策定
し、その時々に応じた財政状況や社会の
要請に応じて、重点的に取り組むものを
明らかにする予定にしています。

○ 施策の内容について

※ 「No.」の表記は、「意見提出者番号-意見項目番号」を表す。
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1-4

　家庭の教育力についてはこれからの大
きな課題になると思います。計画の中に
あったように生活スタイルが多様化して
いるのに、学校や社会が1通りだけの規
範や集団のルールに当てはめるのは不可
能に思います。啓発をするだけではなか
なか意識は変わらないし、どうしようも
ない生活状況もあるのではないでしょう
か。

2-3

　最近母子家庭が増えています。
　中には仕事の都合で夜遅くまで子ども
だけでいる家庭もあるそうです。家庭教
育といってもやりたくてもできない家庭
もあるのではないでしょうか。教育とは
別かもしれませんがなにか支援はあるの
でしょうか。子育て力や教育力の向上と
いうのがありましたが具体的にはどのよ
うなことが行われるのでしょうか。子ど
ものことは気になるけど日々の生活で手
がいっぱいの家庭も多いのではないで
しょうか。

1-5

　生涯学習と生涯スポーツについては、
指導やリーダーとなる人材の育成が重要
だと思います。それぞれの分野において
能力や資質だけでなくボランティアとし
ての意識も求められるので、やりがいを
感じて担っていただける方をどのように
確保するのかは行政の課題だと思いま
す。市民も余暇の過ごし方も多様化し、
市が様々な機会や場所を提供しているに
もかかわらず、それを享受する人が限ら
れた人であるというようなことはないで
しょうか。一方で自分でお金を払って学
んだり民間のスポーツクラブに通ったり
する人がおり、どこが違うのかニーズを
サービスという観点で見直さなければな
らないと思います。

　今後、生涯学習や生涯スポーツに対す
るニーズはますます高くなるものと思わ
れることから、ご指摘にあるように、指
導者の育成や市民ニーズの的確な把握が
重要になると考えられます。
　ご指摘の点につきましては、今後、ア
クションプランのほか、現在策定作業中
のスポーツ振興計画等において具体策を
検討していきます。

　ご指摘のとおり、各家庭が置かれた状
況はさまざまであり、全てを一括りにす
ることはできません。
　そこで、通り一遍の啓発だけではな
く、保護者と子が共に育つ場を実際に地
域に設けたり、保護者と子が向き合う関
係を支え、保護者の子ども理解を助けた
りするなど、今後、効果的な方策を検討
していきます。

※ 「No.」の表記は、「意見提出者番号-意見項目番号」を表す。
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2-4

　地域の連携の大切さは私も感じていま
す。しかし、近所の方と話すことはあま
りありません。このことで私たちの負担
が増すのではないかという思いがありま
す。正直、人のお世話をするということ
はとても大変なことです。お世話になる
ことで自分も何かしなければならなくな
るのではという心配があります。PTAで
さえ役員になった知り合いは仕事が終
わって夜の会合や割り当てのある行事の
参加が大変そうでした。また、安易に人
を信用してはいけないと教える家庭も少
なくないと聞きます。知らない人に話し
かけられたら逃げるように教えなければ
ならないときにどのように連携していけ
ばよいのでしょうか。

　人口減少・少子高齢化の進展や地域コ
ミュニティの希薄化等に伴い、これから
は「地域ぐるみで人を育てる」ことが必
要になると考えています。
　その一方で、プライバシー意識の高揚
や社会の安全性の低下等を踏まえ、他人
との関係を築きにくい社会となっている
のも事実です。
　そういった中、今後、ご指摘の趣旨も
踏まえ、効果的な地域と学校との連携方
策を検討していきます。

2-5

　保育園と幼稚園が連携するとはどんな
ことをするのでしょうか。保育園と幼稚
園が一緒になるといううわさは本当です
か。やっていることはそんなに変わらな
いように思うので子どもを預かってくれ
る時間が長くなることはありがたいこと
だと思います。

11-4
　幼・保の連携については、小学校との
連携をふまえ、充実させてほしい。

2-6

　明石の食べ物について勉強するのはと
てもいいことだと思います。魚も野菜も
おいしいものが取れる明石ですから、子
どもたちにもそのありがたさを感じて欲
しいと思います。
　玉子焼きも最近CDがでたりしています
よね。市外の人に自慢できるようになれ
ばいいですね。

　本市は、タイやタコ、ノリをはじめと
する新鮮な海産物が手に入るとともに、
葉物野菜の産地でもあるから、これまで
も「食育」や「地産地消」を積極的に推
進してきているところです。
　そういった状況を踏まえ、今後、より
効果的な方策を検討していきます。

3-2

（小学校・中学校の連携について）
　中学校入学時に、親子共、教師の言動
や意識の違いに戸惑った。小・中学校間
の連携をはかり、実態や教育方針の理解
を共通認識してほしい。

11-1
　校種間の連携を一層強化・充実してほ
しい。

　本市では、学校種に関係なく共通した
視点で子どもたちを育てるため、中学校
区単位で「校区UNIT会議」を設置し、そ
れぞれの校区の実態に応じた教育活動を
推進しているところです。
　このような状況を踏まえ、今後、より
効果的な方策を検討していきます。

　現在、国では「子ども・子育てビジョ
ン」に基づく「子ども・子育て新システ
ム」の構築及びそれに基づく幼保一体化
の議論が進められており、平成25年度か
らの実施を目指しています。
　こういった状況を見据えるとともに、
ご意見の趣旨や保護者ニーズ等を踏まえ
ながら、今後、幼保の連携強化に向けた
具体策を検討していきます。

※ 「No.」の表記は、「意見提出者番号-意見項目番号」を表す。
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市民意見聴取（パブリックコメント）での
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8-1

“いじめ問題について”
　人をいじめるという行為はいかなる理
由があるにせよ卑劣きわまりなくいじめ
られた方は心の傷となり一生消えないと
思う。
　いじめ方も親や先生、又回りの人を欺
きとことんいじめ抜き自殺にまで追い込
むと云う様なやり方を防ぐには、専門的
な人達のサポートと連携が早急に必要だ
と思います。将来性のある子供達の心の
教育がとても重要です。

　本市では、学校におけるいじめ問題に
的確に対応するため、教育委員会事務局
に「いじめ対策課」を設置し、いじめの
未然防止・早期発見・再発防止に取り組
んでいます。
　現時点でも、いじめ問題の深刻さを認
識し、積極的な対応を講じているところ
ですが、ご意見の趣旨も踏まえ、今後、
より効果的な方策を検討していきます。

10-1

　今、先生方は必要以上の研修・報告書
類・雑務等に振り回され子どもと向き合
う余裕がないと感じます。その為、子ど
もの姿を見失い保護者との距離がありト
ラブルへと発展していく事も増加傾向に
あると考えます。できれば、事務処理の
簡素化。無駄なものを省き、余裕ある現
場になるようお願いします。そうすれ
ば、PTA・地愛協・地人協・自治会等々
既存の団体。そして地域の方々との連携
もとれて行けると考えます。人間関係が
希薄になった今だからこそ、各既存団体
を利用し交流を持ち中身ある活動ができ
る事が望ましいと思います。新たなもの
を立ち上げるなら、何かを無くすべきだ
と思います。

　ご指摘のとおり、教職員が子どもに向
き合う時間の確保や、地域の方々及び団
体との連携は非常に重要です。
　また、教職員の資質や指導力の向上の
ために、研修は効果的な手段の一つだと
考えています。
　ご意見の趣旨を踏まえ、今後、具体策
を検討していきます。

11-3

　「ふるさと明石を見つめる活動の推
進」の中で「活動を通して記録していく
ことで」とあるが、「記録していくこと
で」の内容が分かりにくい。

　ご指摘のとおりであり、表現を下記の
とおり修正します。

前）「自分たちの住んでいるまちを“見
　　　る”“聞く”“歩く”といった活
　　　動を通して記録していくことで、
　　　子どもたちにふるさと明石への愛
　　　着や誇りを持たせる。」

後）「“見る”“聞く”“歩く”といっ
　　　た活動を通して、自分たちの住ん
　　　でいるまちの良さを再発見・認識
　　　させることで、子どもたちにふる
　　　さと明石への愛着や誇りを持たせ
　　　る。」

11-8
　家庭のしつけ、地域のやくそく、学校
のきまり、三つの最低守るべき約束事を
市内共通として作ってほしい。

　子どもたちが社会一般の規範意識を身
に付けることは、「生きる力を育む」た
めの一つの要素として、非常に重要であ
ると認識しています。
　ご指摘のような点につきましては、今
後、中学校区単位で設置している「校区
UNIT会議」での取り組みを通じて実現し
ていきたいと考えています。

※ 「No.」の表記は、「意見提出者番号-意見項目番号」を表す。
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13-4

（いじめ対策の推進と充実）
　「いじめは絶対に許さない」という記
述があるが、「いじめの心を育てない教
育」に変えてはどうでしょう。
　いじめる心を根底から生まれない様な
人間に育てていく教育。

　「いじめは絶対に許さない」という表
現は、いじめをなくすことへの本市の強
い思いの表れであり、本市教育委員会が
進めるいじめ対策のキャッチフレーズと
して用いているものです。
　ここでは、現行表現のとおりとさせて
いただきます。

4-1

（教職員としての資質と実践的指導力の
向上について）
　とても大切なことだと思うし、必要な
ことだと思うが、学校まかせにするので
なく、市としてのカリキュラムを練っ
て、具体的な提案をしないと現実のもの
とはならないと思う。

4-3

（手厚い支援が必要な子どもへの教育の
推進について）
　明石養護学校を、センター的機能の充
実を図るように支援するとはどういうこ
とか。市内の特別支援学級に向けて、
もっと専門的なアドバイスや提案をして
いってほしい。

5-7
　給食での地産地消をもっと広く広報し
てほしい。

5-8

　大規模校では、社会とのふれあいなど
の体験活動が、人数の制限などで大変や
りにくいので、どのような具体的な手立
てができるか。

5-9
　市役所も学校もIT化やICTが進んでき
ているが、その活用方法などの講習の充
実や全クラスへの配備を望む。

5-10
　校区毎に子どもの育ちに違いがあるよ
うに思えるので、学校間交流などの場が
あった方がいいのではないか。

5-12
　食育への具体的な取り組み方法や学年
による課題をはっきりさせていけば、取
り組みが進むのではないか。

5-14

　ふるさと明石への愛着を持たせるため
に、明石広め隊や明石学などといったよ
うな明石の良さを啓発として、市に住む
どの子も分かって自慢出来るようになる
ために、啓発隊などで学校や地域や他県
へ発信することはできないか。

　ご指摘の内容を踏まえ、今後、具体策
を検討していきます。

※ 「No.」の表記は、「意見提出者番号-意見項目番号」を表す。
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7-1

　今最も関心を持っているのは、来年度
以降、具体的に何をどうするのかです。
目に見え、体感でき、心踊らされ、喜び
を分かち合える、市民にもわかりやすい
取組を提示していただきますよう大きな
期待をしています。

11-5 　「学校力」の表現は、指標がほしい。

11-7
　キャリア教育の研修や、キャリア教育
のプログラムを作成してほしい。

No. 意　　見　　の　　内　　容 市　　の　　考　　え　　方

11-2
　外国語活動（英語）の取り組みについ
て明示してほしい。

　ご指摘の内容を踏まえ、今後、具体策
を検討していきます。

11-6
　「おれんじキャップ」や「スクール
ガード」と分けずに、一本化の名称も考
えてほしい。

　ご指摘の内容につきましては、今後の
事業展開等に併せて検討していきます。

12-1

１．小学校の給食の内容について
⑴　完全ご飯食、身土不二（地産地消）
　明石は食の宝庫だと思います。どんど
ん、地域の協力を得て明石の学校給食が
地元の産物中心に日本人が長年食べてき
た米・味噌・醤油などの粗食に戻そうで
はありませんか。宮沢賢治の「雨ニモマ
ケズ」です。
　このままの食生活を今の子供達が送っ
ていると、本当に親が子供の葬式を出す
時代はすぐにやってきます。地域から子
供の食生活を見直していかなくてはなり
ません。
　その先端が学校給食だと私は思いま
す。

　本市は、タイやタコ、ノリなどに代表
される海産物だけでなく、葉物野菜を初
めとする農産物も新鮮なものが手に入る
環境にあります。こういったこともあ
り、本市では、これまでから、学校給食
における地産地消に積極的に取り組んで
います。
　ご指摘の趣旨も踏まえ、今後、より効
果的な方策を検討していきます。

4-2

（手厚い支援が必要な子どもへの教育の
推進について）
　明石市は、特別支援学級に「介助員」
という配置をしており、大変すぐれた体
制だと思う。しかし、市職員としての立
場から5年を限度としているため、経験
を積んだ頃には辞めざるを得なくなる。
経験が物を言う仕事であり、専門性を重
視して正規のポストにするべきだと思
う。

　ご意見の内容につきましては、今後の
参考とさせていただきます。

　ご指摘の内容を踏まえ、今後、具体策
を検討していきます。

○ 個別事業について

※ 「No.」の表記は、「意見提出者番号-意見項目番号」を表す。
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市民意見聴取（パブリックコメント）での
「意見の内容」と「市の考え方」

12-2

１．小学校の給食の内容について
⑵　牛乳の自由化
　この数年医学会でも牛乳が人間の身体
にとって害を与えていると言っているに
もかかわらず、未だに学校給食では牛乳
が固定となっています。
　廃止とまでは強く主張しませんが、飲
みたい子供達だけ飲むように、牛乳の自
由化を強く求めます。

　ご意見の内容につきましては、今後の
参考とさせていただきます。

3-1

（教職員としての資質の向上について）
　現場の教職員は、時間のゆとりがな
く、研修などに取り組む時間が取れな
い。専科の教員や管理栄養士を増やすな
ど、何か対策を具体的に示してほしい。

　ご意見の内容につきましては、必要性
や緊急性、費用対効果、社会情勢等を総
合的に勘案し、今後、実施すべきかどう
かを判断していきます。

5-2

　県や市によっては、すでに実質35人学
級などの実現がなされているところもあ
るので、個に応じた指導の充実に向け
て、明石市でもできるだけ早く全学年で
実現してほしい。

6-1
　少人数学級の全学年での実施と、学年
に1名でも良いので副担任の配置を希望
します。

5-3
　学校のバリアフリー化に向けて、全
小・中・高等学校にエレベーターの設置
してほしい。

5-4

　ADHDやLDなどの認知が進み、特別支援
を要望する子どもの増加に対応できるよ
うに、教員や特別支援などの更なる増員
を望む。

5-5
　学校の図書館の充実のために、現在配
置されているブックサポーター制度を、
今後もしっかり継続していってほしい。

5-6
　ブックママの活動への助成はできない
のか。

5-11
　小学校においても、英語専科が必要で
はないか。

5-13
　読書活動の推進として、市の図書館を
インターネットや郵送による貸し出し返
却の実現をしてほしい。

5-15

　子ども会活動をスポーツ21と合体させ
て、子ども会主催をはずして全児童が陸
上大会など、市の後援事業に参加できる
ようにできないのでしょうか。

　ご意見の内容につきましては、必要性
や緊急性、費用対効果、社会情勢等を総
合的に勘案し、今後、実施すべきかどう
かを判断していきます。

※ 「No.」の表記は、「意見提出者番号-意見項目番号」を表す。
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市民意見聴取（パブリックコメント）での
「意見の内容」と「市の考え方」

5-16

　子どもの体力が落ちていると言われて
います。そこで、学校の教育だけでな
く、ほとんどボランティアでの指導をし
て頂いている地域やコミセンでのソフト
ボールやバスケットなどのスポーツ振興
に、もっと金銭面や施設面で助成ができ
ないのでしょうか。

9-1

　大型テレビの導入などICT環境の充実
が進んでいますが、4、5クラスに1台の
割合で設置されている現状において授業
のたびに移動させるのが困難です。
　結果的に一部のクラスだけが活用する
ことになり、クラスによって格差が生じ
ています。その現状を少しでも改善して
ほしいです。

12-3

２．中学校の給食設立
　中・高生が一番身体の成長の大事な時
期です。
　その為にも、小学校同様に中学校の給
食があるべきだと考えます。

No. 意　　見　　の　　内　　容 市　　の　　考　　え　　方

5-17

　明石の今や文化財と言ってもいい天文
科学館は、機材も人材も日本中に誇れる
ものなので、もっともっと充実できるよ
うに、人、物、設備への予算増額が望ま
れる。

　ご指摘のとおり、天文科学館は本市の
誇れる資源の一つです。そのため、一昨
年には全面改装を行うなど、一層の機能
充実に努めているところです。
　今後、教育といった観点からも天文科
学館をより活用できるような方策を検討
していきます。

13-1

（13ページ「本市での教育のこれまでの
取り組みと成果」の「⑶ いじめ・不登
校対策の推進」）
　11月を「いじめ防止月間」としている
が、「6月」が漏れている。

13-2

（13ページ「本市での教育のこれまでの
取り組みと成果」の「⑶ いじめ・不登
校対策の推進」）
　「ストップ不登校あかし」について、
「大学の専門家と連携」とあるが、子ど
もたちの心の一瞬の動きを察知できるの
は、身近におられる現場の先生方です。
研修を重ねられた「現職の不登校担当
者」の文言を入れられては、どうでしょ
うか。

　ご意見の内容につきましては、必要性
や緊急性、費用対効果、社会情勢等を総
合的に勘案し、今後、実施すべきかどう
かを判断していきます。

○ その他

　ご指摘の箇所は、本市での教育のこれ
までの取り組みを集約して記載した部分
です。
　ここでは、現行表現のとおりとさせて
いただきます。

※ 「No.」の表記は、「意見提出者番号-意見項目番号」を表す。
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市民意見聴取（パブリックコメント）での
「意見の内容」と「市の考え方」

13-3

（13ページ「本市での教育のこれまでの
取り組みと成果」の「⑺ 文化財の保
護」）
　「重要な文化財を指定することによ
り、適切な保護を実施」について、指定
していただいているが、管理状態が悪い
ものについては、指導することが大切と
思います。「適切な保護・指導を実施」
としたらどうか。

　ご指摘の箇所は、本市での教育のこれ
までの取り組みを集約して記載した部分
です。
　ここでは、現行表現のとおりとさせて
いただきます。

13-5

（17ページ「本市の教育が抱える主要課
題」の「⑽ 生涯学習環境の充実」）
　「市民一人一人」という記述がある
が、「市民一人ひとり」が正しいのでは
ないか。

13-6

（20ページ「施策の方向」の「⑵ 時代
の要請に応じた教育の推進」）
　「子ども一人一人」という記述がある
が、「子ども一人ひとり」が正しいので
はないか。

　広辞苑での表記に倣い、「一人一人」
という記述を採用しています。

※ 「No.」の表記は、「意見提出者番号-意見項目番号」を表す。
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