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第 1 回 明石市教育振興基本計画検討委員会 会議録 

 

平成 27 年 8 月 28 日（金）午前 10 時 00 分～12 時 00 分 

明石市役所分庁舎 4F 教育委員会室 

 

出席者：10 名（欠席 1 名） 

傍聴者：3 名 

配布資料：資料 1 明石市教育振興基本計画検討委員会設置要綱 

資料 2 第 2 期教育振興基本計画について 

資料 3－1 （仮称）第 2 期「あかし教育プラン」において取り組むべき重点 

項目について（案） 

資料 3－2 第 1 期「あかし教育プラン」の成果と課題について 

資料 3－3 社会の現状 

参考資料 1 （仮称）第 2 期「あかし教育プラン」 統計資料 

参考資料 2 あかし教育プラン 平成 23 年度～27 年度の主な実績・成果 

参考資料 3 明石市生涯学習ビジョン 概要 

参考資料 4 明石市スポーツ振興計画 

 

◎委員長 ○委員 ●事務局 

 

●事務局 

ただいまから、明石市教育振興基本計画検討委員会を開催させていただきます。 

 今回 11 名の方に当委員会の委員を委嘱させていただきました。 

初めに、教育長より挨拶を申し上げます。 

 

≪教育長挨拶≫ 

  

 次に、就任いただいた委員の皆様に、お一人ずつ自己紹介をお願いしたいと思います。 

 

≪各委員自己紹介≫ 

 

 本日は、委員 11 名中 10 名の方にご出席いただいております。 

 それでは、次第に従いまして、まず、「検討委員会の概要について」ご説明いたします。 

 

●事務局 

 お手元の「明石市教育振興基本計画検討委員会設置要綱」をご覧ください。 
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 教育基本法では、各地方公共団体は国の計画を参考にして、地域の実情に応じた教育の

振興に関する基本的な方針や計画として、教育振興基本計画を定めるよう努めなければな

らないということになっております。 

 明石市でもこの計画をつくっておりますが、計画期間が今年度までとなっておりますの

で、来年度からの新たな計画をつくらなければならない状況でございます。 

 この委員会は、来年度からの教育振興基本計画をつくるにあたり、皆様のご意見をいた

だき、審議していただく場となっております。 

 そして、委員会の組織につきましては、関係各課や市民公募で選ばれた方を含めた 11 名

で検討委員会を進めてまいります。 

 委員の任期につきましては、この計画案の審議が終了するまでとさせていただきます。 

 この後、委員長、副委員長を選んでいただき、委員長を議長として、会議を進めていた

だくことになります。 

 また、この会議につきましては、明石市の市民参画条例に則って、会議録を作成し、公

開とさせていただきます。 

 以上が、本検討委員会の概要でございます。よろしくお願いいたします。 

 

●事務局 

 それでは、次に、委員長、副委員長の選出に移らせていただきます。 

 本委員会設置要綱の第 5 条第 1 項で、委員長、副委員長は、委員の互選により選出させ

ていただくこととなっております。 

 委員の皆様に異存がなければ、事務局の方から提案させていただこうと思いますが、い

かがでしょうか。 

 

○委員 

 異議なし 

 

●事務局 

 ありがとうございます。それでは、事務局からの提案といたしまして、委員長につきま

しては兵庫教育大学の廣岡委員、副委員長につきましては中学校長会の大前委員にお願い

したいと思いますが、委員の皆様いかがでしょうか。 

 

○委員 

 異議なし 

 

●事務局 

 ありがとうございます。それでは、委員長を廣岡委員に、副委員長を大前委員にお願い
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いたします。 

 では、廣岡委員長と大前副委員長は、お席を移動していただけますでしょうか。 

 早速ですが、一言ずつご挨拶をいただきまして、その後の議事の進行をお願いいたしま

す。 

 

≪委員長、副委員長あいさつ≫ 

 

◎委員長 

 会議次第に基づきまして、協議事項 1 の「第 2 期教育振興基本計画について」、お手元の

資料により事務局から説明をお願いします。 

 

●事務局 

 「第 2 期教育振興基本計画について」ご説明をさせていただきます。 

 資料 2 をご覧ください。 

 国、兵庫県、明石市の状況でございます。この教育振興基本計画ですが、平成 18 年に教

育基本法が改正され、教育の振興に関する施策の基本的な方針や計画を定めたものとして

作成することとなりました。 

 まず、国の方で平成 20 年に教育振興基本計画をつくり、5 年間の目指すべき施策等が示

されました。 

 兵庫県の方も、それから 1 年遅れの平成 21 年に兵庫教育総合プランを策定しております。 

 それぞれ、計画期間の 5 年が経過し、国の方では平成 25 年に、兵庫県の方では平成 26

年に第 2 次計画をつくっています。 

 明石市におきましては、平成 23 年に計画期間を 5 年間とする現計画を作成しております。

今年度で計画期間が終わることを受け、来年度からの 5 年間の（仮称）第 2 期あかし教育

プランを作成しようとしているところです。 

 次に、大綱との関連性について、お話しをさせていただきます。 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律が今年の４月に改正されており、市の教育に

関する総合的な施策の目標や根本となる方針について、市長が教育委員会と総合教育会議

において協議し、大綱を新たに定めることとなりました。 

 なお、国からの通知では、各市町村がつくった教育振興基本計画を大綱としても良いと

されております。 

 また、新たに大綱をつくった場合、それまでつくっていた教育振興基本計画と、その大

綱が大きく異なる場合は、大綱に則して計画を直すことが望ましいと国から通知がきてお

ります。 

 明石市では、今年度、総合教育会議でこれから大綱をつくっていく方針であり、今回、

皆様にご審議いただく第 2 期あかし教育プランは、その大綱の方針と同じ方向性を持った
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ものでないといけないということになってまいります。 

 また、あかし教育プランは市の個別計画ですので、市の長期総合計画と整合性を図りな

がら策定していくということになってまいります。 

 続きまして、2 ページをご覧ください。 

 こちらは、国と兵庫県の第 1 期、第 2 期計画の概要でございます。 

 それぞれの第 2 期計画は、社会情勢が第 1 期計画策定時から変化していることや第 1 期

計画の政策課題等を踏まえて、若干、理念と方向性が変更されております。 

 例えば、国の第 2 期計画では、「1．社会を生き抜く力の養成」、「2．未来への飛躍を実現

する人材の養成」、「3．学びのセーフティネットの構築」、「4．絆づくりと活力あるコミュ

ニティの形成」というものを基本方針としております。これらは国の少子高齢化に伴う生

産年齢人口の減少やグローバル化、厳しい経済情勢の中での社会的格差の問題や、社会の

繋がりが希薄化しているといった社会情勢の変化を受けて、基本方針を出したと計画に記

載されております。 

 また、兵庫県の第 2 期計画の基本理念では、第 1 期計画にはなかった「自立」という言

葉が付け加えられております。 

 これは、変化の激しい時代にあって、自ら課題を見つけ、その解決策を考え実行し、そ

の責任を取ることが出来る自立した人間として、たくましく生き抜いていけるように子ど

もの教育を進めていくことが重要だと考え、「自立」というキーワードを付け加えたと記さ

れております。 

 明石市の第 2 期計画につきましても、社会情勢の変化や、第 1 期計画の成果や課題を踏

まえて、検討していく必要があると考えております。 

 次に、計画の対象についてご説明いたします。 

 資料の 4 ページをご覧ください。第 1 期あかし教育プランの全体の構成図です。 

 基本理念、基本方針、施策の方向、施策という構成になっているわけですが、施策の方

向の中で、「4．生涯学習社会づくりの推進」につきましては、現在、市長部局で明石市生

涯学習ビジョン、明石市スポーツ振興計画など、既に計画策定が行われ、進められている

ところでございます。 

 本日の資料には、参考資料としてそれぞれの計画の概要を付け加えさせていただいてお

ります。この「4．生涯学習社会づくりの推進」の中の生涯学習分野につきましては、各計

画に委ねることとさせていただき、これから皆様に審議いただく第 2 期計画では、その部

分を除いた 18 歳までの子どもの教育を対象とさせていただきたいと考えております。 

 計画の期間につきましては、第 1 期計画と同じく 5 年間、平成 28 年度～平成 32 年度ま

での計画とさせていただきます。 

 最後に、計画策定の審議のスケジュールでございますが、5 ページをご覧ください。 

 本日、第 1 回の検討会を開催させていただいております。今後、記載のとおりに検討会

を進めさせていただきまして、途中、市民の意見公募ということで、パブリックコメント
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を実施し、市民の意見を伺ったうえで、来年の 1 月には素案を作り上げていきたいと考え

ております。 

 以上が、第 2 期教育振興基本計画についての説明でございます。 

 

◎委員長 

 それでは、ただいまの説明につきまして、ご質問やご意見はございますでしょうか。 

 

 全体として、教育大綱との関わりでありますが、教育の大元というものはそう変わって

おりませんので、並行して第 2 期プラン策定の検討を進めながら、市長のご意見や市全体

の動きを受けて、調整していけるのではないかと思います。 

 

 例えば 2 ページで、国の基本方針・方向性は 4 項目で、兵庫県は 6 項目となっておりま

すが、これは、兵庫県がこれまでやってきたことを整理したいという思いで、特に体験教

育を含め精査した結果、こういった数になったのだと考えられます。 

 

 社会教育については、どういった扱いをされるのでしょうか。 

 

●事務局 

 本来、生涯学習が社会教育も学校教育も、全てを網羅するという形に理念上なってこよ

うかと思います。 

 そういった面で、生涯学習ビジョンは、全ての世代に対する教育や学習といったテーマ

になっております。 

 その中で、教育委員会におきましては、第 2 期プランにおいて学校教育は当然なのです

が、18 歳未満の子供たちにむけての社会教育、例えば地域で子どもたちを育てるといった

ことも含め検討していきたいと考えており、本日、関係の皆様にお越しいただいておりま

す。子どもを対象とした社会教育的な地域活動、PTA 活動や家庭教育等については、この

教育プランの中の対象の範囲に含めさせていただくということで、進めていただければと

考えております。 

 

◎委員長 

 他にないようですので、次に、（仮称）第 2 期「あかし教育プラン」策定の方向性につい

て、説明をお願いします。 

 

●事務局 

 資料 3-1 をご覧ください。 

 （仮称）第 2 期「あかし教育プラン」において取り組むべき重点項目について（案）で
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すが、第 1 期の現在のあかし教育プランの成果と課題、社会の現状を踏まえて、今後、第 2

期あかし教育プランにおいて取りくむべき重点項目について、そのテーマをあげさせてい

ただいております。 

 例えば、「子どもへの支援」として、いじめ・不登校対策、特別支援教育、教育相談、就

学困難な子どもの支援などが必要ではないかということで、こちらに掲げておりますテー

マは、事務局で協議する中で出てきたことを全てあげております。 

 この後、第 1 期教育プランの振り返り、及び、社会の現状について説明をさせていただ

きますが、その中で委員の皆様から、このテーマについて議論をいただきたいと考えてお

ります。 

 それでは、資料 3-2、3-3 に基づき、説明をさせていただきます。 

 

●事務局 

 私からは、資料 3-2 をご説明いたします。 

 「第 1 期あかし教育プラン」の成果と課題について、平成 27 年度までの 5 年間を振り返

る中で見えてきた内容につきまして、主に今後の課題という視点でまとめさせていただい

ております。 

 先ほど、資料 2 の 4 ページで全体の構成図をご覧いただいたと思いますが、こちらの一

番下、A～O までのタイトルが付いております項目に添って説明をさせていただきます。 

 それでは、資料 3-2 の 1 ページをご覧ください。 

 まず、「生きる力を育む学校教育の充実（A）」という囲みの項目からご説明いたします。 

 幼稚園、保育所、小学校、中学校や認定こども園などの連携というテーマが、今後、更

に重要になってくるのではないかと考えられます。 

 「確かな学力」の育成ということで、全国学力学習状況調査結果を踏まえ、更に指導の

充実を図る必要があるのではないかと考えております。 

 体験教育の推進・環境教育の充実ということで、主に体験学習の面ですが、明石市にお

きましては、地域に学ぶトライやる・ウィークなどの体験学習を実施しております。今後、

引き続き地域の中でこのような活動を続けていくにあたり、特にトライやる・ウィークに

つきましては、子どもの希望に応じた受け入れ先の確保が年々難しくなってきているとい

う課題があがってきております。 

 体力づくりとスポーツの振興に関しては、明石市の児童生徒の体力・運動能力が全国平

均値を下回るような結果が出ている状況でございます。参考資料 1 の 8～9 ページに新体力

テスト平均値を載せております。特に目立った項目はありませんが、全体的に下回るよう

な傾向が見て取れるかと思います。 

 次に「幼保の連携強化と就学前教育の充実（B）」に移ります。 

 先ほども申し上げましたとおり、認定こども園の開設など、今後、保育を取り巻く環境

が変わってくることが予想されております。 
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 就学前教育の重要性も一層増してくると考えられますので、そのような状況の変化に応

じて、適切な対応を図っていくことが課題になってまいります。 

 「教職員としての資質と実践的指導力の向上（C）」については、実践的指導力の充実を

図っていくために、今後、研修の充実が必要になってくると思われます。 

 「安全・安心で質の高い教育環境の整備（D）」に関しては、学習環境の整備と充実とい

うことで、学校の設備などにつきまして、計画的に改修などをしていく必要性と同時に、

更に機能を充実させていくために、引き続き検討していく必要があります。 

 学校 ICT 環境の整備として、これまで学校のコンピュータの導入を図ってきました。ま

た、今年度からタブレット端末をすべての学校に配付しており、今後、その活用の方向性

について、十分な検討が必要です。 

 子どもの安全を守る活動の推進では、主に学校園の安全対策として、警備員の配置や防

犯カメラの設置など、新たな方向性を含めて検討していく必要があると考えております。 

 次に、資料 3-2 の 2 ページをご覧ください。 

「コミュニケーション能力の系統的・継続的な育成（E）」の中で、子どもの読書活動の

推進をテーマとして挙げております。 

国際理解教育の推進に関しては、特に英語教育をはじめとした国際理解教育、あるいは、

グローバル化に対応した教育の推進というテーマがございます。 

 「夢と希望を育むキャリア教育の推進（F）」については、兵庫県でキャリアノートとい

うものを作成しており、こちらを有効活用しながら、キャリア教育全般について検討が必

要という内容になっております。 

 「食に関する指導の充実（G）」につきましては、学校給食をはじめとしました食育の推

進が大きなテーマになっております。 

 「手厚い支援が必要な子どもへの教育の推進（H）」は、特別支援学級などの子どもに対

する支援という項目になっております。 

 参考資料 1 の 3 ページをご覧ください。 

 「9．明石市立小・中学校特別支援学級在籍者数の推移」で、年々在籍者数が増えてきて

いることが見て取れるかと思います。 

 教育相談についても、今後、更に充実させていく必要があると考えております。 

 また、就学困難な児童生徒の支援として、主に経済的な事情で通学が難しい子どもにつ

いての就学援助や奨学金の制度についても、今後、検討していくことが課題となります。 

 不登校の対策については、参考資料 1 の 7 ページの「21．明石市立小・中学校の不登校

の現状」をご覧ください。年々、数字が低下してきておりますが、全国平均と比べて不登

校の生徒の割合が高い傾向が続いており、何らかの対策が必要であると考えております。 

 資料 3-2 の 3 ページをご覧ください。 

 「共に生きる心を育てる取り組みの推進（I）」につきましては、児童虐待・子どもの非行

の防止等が課題として挙がっております。 
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 いじめ対策の推進と充実につきましては、参考資料 1 の 7 ページ「20．明石市立小・中

学校のいじめの現状」で、認知件数のデータを掲載しております。 

 道徳教育の充実に関しては、今後、「特別の教科道徳」の導入に向けて、内容の研究を進

めることが必要です。 

 「地域における教育力の再生（J）」につきまして、スクールガード等をはじめとした地

域の方々の協力を得ながら、子どもの安全を守る活動というテーマがあります。 

 また、最近の傾向としまして、主にインターネット等のサイバー空間において、非行や

いじめ等の問題が浮かび上がっておりますので、対策が必要であると考えております。 

 「家庭での教育力の向上（K）」に関して、家庭教育の支援という部分は、第 1 期あかし

教育プランの中で対応が難しかった項目でもあり、就学前の教育と併せて、今後の課題の

一つであると考えております。 

 「子育て家庭を支援する取り組みの推進（L）」については、「放課後児童クラブ」があげ

られております。 

 こちらにつきましては、参考資料 1 の 6 ページ「17．明石市立放課後児童クラブ入所児

童数の推移」をご覧ください。年々、入所児童が増加傾向にあり、高い需要が見て取れる

かと思います。指導員の安定的な確保を図る必要があると考えております。 

 

 第 1 期あかし教育プランにおきましては、この他にも生涯学習やスポーツ振興といった

項目の成果・課題もあがってきておりますが、次期プランでは対象に含めないと考えてい

る部分ですので、割愛させていただいております。 

 

 参考資料 2 の、あかし教育プランの主な実績と成果については、主に実績という側面か

らまとめております。過去 5 年間にこのような活動をしましたという内容です。 

 

●事務局 

 続きまして、資料 3-3 の社会の現状について説明させていただきます。 

 社会の現状といたしまして、大きく 5 つの項目をピックアップしております。 

 まず、（1）少子高齢化社会の到来について、説明させていただきます。 

 今は総人口が、長期的な減少過程に入っており、0 歳～14 歳の年少人口及び 15 歳～64

歳の生産年齢人口の割合が、減少傾向にあります。 

その一方、65 歳以上の老年人口の割合は増加傾向にあり、少子高齢化が進んでいると言

われております。 

ここで、参考資料 1 の 1 ページ「1-1 明石市人口の推移」をご覧ください。 

平成 22年～平成 27年にかけ、明石市の総人口は微増している部分も見受けられまして、

国の傾向とは反する状況といえると考えております。 

しかし、1-2 では、年少人口と生産年齢人口の割合が、国と同様に減少傾向にあります。 
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その反面、老年人口につきましては、国と同様増加傾向であることが見受けられます。 

今後の人口推移につきましては、2-1、2-2 にありますとおり、国と同様の傾向が続いて

いくと推計されております。 

それでは、資料 3-3 にお戻りください。 

（2）多様性にあふれた社会について説明させていただきます。 

まず、価値観の多様化により、人々は集団よりも個を重視する傾向が強くなっていると

いう分析があります。それに伴い、これまで培ってきた文化の消滅等の問題が発生してい

るというご意見がございます。 

 また、多様な個性を尊重した教育を行っていく必要がある中で、適切な支援を必要とす

る子どもたちが、本市の学校園にも多く在籍しております。 

 先ほどご覧いただいたように、特別支援学級に在籍する明石市の児童生徒数は、増加傾

向にあります。 

 続きまして、（3）経済状況の変化について説明させていただきます。 

 一時期の不況の底は打ったと言われておりますが、人々の生活格差の拡大は、依然とし

て大きな社会問題となっておりまして、すべての子どもたちに均等な教育機会を与えるこ

とができるよう、本市においても支援を行っているところです。 

 また、雇用につきましては、非正規職員の増加や定職につかない若者の問題が叫ばれる

中で、女性の社会進出が進んでおり、共働き世帯が増え続けております。 

 ここで、参考資料 1 の 6 ページ「16.共働き世帯数の推移」をご覧ください。 

 共働き世帯数は、現在 1 千万世帯に増え、なお、増加しておりまして、子育て家庭の支

援が求められる現状がわかるかと思います。 

 それでは、資料 3－3 にお戻りください。（4）グローバル化及び高度情報化の進展につい

て説明させていただきます。 

 先ほど申し上げました、多様性の部分とも関連してくるところではございますが、様々

な場合におきまして、人々はこれまで存在した国や地域の境界を超え、緊密に結びつけら

れており、子どもたちに、グローバル化の波が押し寄せております。 

 また、スマートフォン等に代表されます、ICT の発展によりまして、インターネットは

大人から子どもまで、誰もが簡単に触れることができるツールとなりました。 

 ここで、参考資料 1 の 10 ページをご覧ください。 

 「23.全国インターネットの利用者及び人口普及率の推移」についてですが、平成 22 年

～平成 25 年にかけまして、インターネットの利用者は増加の傾向を示しており、1 億人を

超えております。 

 また、「24.青少年の携帯電話・スマートフォンの所有率の推移」ですが、こちらも年々増

加の傾向にあり、小学生でも携帯電話、スマートフォンを所有している方が多くなってい

るといった現状が見受けられます。SNS を用いたいじめの問題等が、それに伴い発生して

おりまして、子どもたちが適切にインターネットを利用できるよう、啓発していく必要性
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が高まっている現状がございます。 

 資料 3－3 にお戻りください。 

 最後に、（5）国の教育改革について説明させていただきます。 

 先ほど説明した部分と重複している部分がございますが、地方教育行政の組織及び運営

に関する法律との関連といたしまして、法改正により、直近の多様化した教育課題に対応

できるよう、教育長と教育委員長を一本化する教育委員会制度の改正、市長と教育委員会

により構成される総合教育会議の設置、市長による大綱の策定等が新たに定められました。 

 その他、一部検討中であるものも含みますが、直近の教育改革の主だったところといた

しまして、小・中学校における道徳の教科化や、小学校における英語教育の拡充強化、小

中一貫教育を実施する「義務教育学校」の制度化、選挙権年齢の引き下げに伴う主権者教

育等がございます。 

 以上、社会の現状につきまして、本市の教育と関連する主な項目を抜粋して説明させて

いただきました。よろしくご審議賜りますよう、お願い申し上げます。 

 

◎委員長 

 ありがとうございました。 

 まず、資料 3-3 につきまして何かご意見はありますでしょうか。 

 

○委員 

 今、直面している問題を踏まえて、3-3 の資料をあげていただいていると思います。 

 特に、グローバル化及び高度情報化の進展など技術が先走ってしまい、いろいろなもの

が置き去りにされているので、今の時代に合ったことが書かれていると思います。 

  

○委員 

 経済状況の変化で、女性の社会進出が進み、共働き世帯が増え続けている現状とありま

して、資料 3-1 の就学前教育のところにも認定こども園を入れていただいております。 

 認定こども園についても、3、4、5 歳のみならず、0、1、2 歳も視野に入れて考えていた

だければ、保護者としても非常に使いやすいプランになるのではないかと思います。 

 あと、12 年間とおっしゃっておりましたが、就学前を教育として捉えるという意味で、

就学前 3 年間、小学校 6 年間、中学校 3 年間と捉えておられるのではないかと思いますが、

保育所は 6 年間を非常に大切にしておりますので、12 年間という限定ではなく、0 歳から

のことも含めて考えていただけたらと思います。 

 

◎委員長 

 資料 3－3 の（3）経済状況の変化について、就学前の保育所の状況について、もう少し

補足をしていただけたらありがたいと考えてよろしいでしょうか。 
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○委員 

 保育所と幼稚園の認定こども園化は、おそらく女性の社会進出をさせるという意味で考

えておられるのではないかと思いますので、今、実際に考えておられる 3、4、5 歳の認定

こども園化のみならず、0、1、2 歳という形での認定こども園化ということを視野に入れて

いただきたいと考えております。 

 

◎委員長 

 「多様性にあふれた社会」の中で、多様な子どもたちへの支援の必要性が記載されてい

る一方、「経済状況の変化」の中で、手厚い支援を必要とする子どもたちが出てきていると

いう部分もあり、分散した書き方に読み取れてしまうかもしれません。多様性にあふれた

社会をイメージした時に、例えば、外国人の居住者が増えている、人権に様々な問題が出

てきているというような考え方もありますし、多様な支援が必要だという考え方もあるの

で、まとめ方が難しいところだと感じます。 

 最終的には、事務局でご判断いただければと思います。 

 

○委員 

 （3）「経済状況の変化」は、特に深刻で、貧困家庭があります。 

 その貧困家庭におこる子どものネグレクト等の問題を含めて、子どもを受け入れる先が

少ないと思いますので、そういった意味では、受け入れ先の確保等というのは、福祉の関

係になるのかもしれませんが、もう一歩進んでサポートしていただけたらと思います。 

 

◎委員長 

 「不況の底を打ったと言われているものの」という説明がありましたが、新聞では就職

率が上がってきたという内容も記載されており、5 年先の状況については不明な部分もあり

ますので、一般論として表現された方が良いのではないかと思います。 

 また、「少子高齢化社会の到来」で、減少傾向、増加傾向とありますが、傾向という段階

ではなく、明らかに減少、増加しており、少子高齢化が進んでおります。 

  

○委員 

 現在、認定こども園に向けて、保育所と幼稚園がいろいろすり合わせながら考えていっ

ているところですが、0、1、2 歳に関しては先ほどお話があったと思いますが、3、4、5 歳

については、学校教育としての幼児教育のあり方という部分で、すべての子どもに均等な

教育機会、質の高い幼児教育を入れていただきたいです。 
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◎委員長 

 幼児教育と言いますのは、非常に大きな課題にもなっておりますし、国も様々な方向性

を出していますので、そのあたりを踏まえた表現をしていただければと思います。 

 

○委員 

 私がいる地域には、地域づくり協議会があり、各種団体にも参加していただく行事があ

る中で、色々な問題もあります。 

 スポーツクラブ 21 の中でも和太鼓があり、多くの方に参加していただいておりますが、

子どもが非常に少なく、集団よりも個別に色々な行動に走っておられるような傾向ですの

で、ケアしていき、出来る範囲でやっていくようにしております。 

 

◎委員長 

 地域課題につきましては、地域自身も対応しているという部分を、社会の現状の中で、

学校地域や各関係機関が連携しないとやっていけないというような内容を入れていただく

ことで反映できると思います。 

 資料 2 の 4 ページの施策で A～L までの 12 項目あったものを、資料 3-1 では、10 の柱で

整理をし直されたと理解しておりますが、テーマのまとめ方を含めて、中身についてそれ

ぞれご議論いただければと思います。 

 

○委員 

 この中で、福祉教育という部分がないように思います。 

 合理的配慮という言葉がありますが、障害のあるお子さんに対して、こういった配慮を

していますといったことが、どこかにあってもいいのかなという印象を持ちました。 

 以前の教育においては総合教育という 4 つの柱の中で、福祉が大きな課題として捉えら

れていたように思いますが、最近、その辺りが少し薄くなった印象が私にはあります。 

 福祉体験を通して、子どもたちが感じることは大きいと思いますので、言葉でなくても、

どこかにそういったことを意識してほしいと思いました。 

 

◎委員長 

 文科省も時代の流れの中で、さまざまな領域との兼ね合いで、より現代的な課題につい

て打ち出している部分があると思いますが、福祉教育の視点といったことについて、ご検

討いただきたいと思います。 

 

○委員 

 就学前教育の部分ですが、幼保の連携、小中との連携、認定こども園といった形だけの

ように思います。 
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◎委員長 

 ここは、見出し的な部分ですので、今いった内容につきましては、説明のところで触れ

ていただくことは可能だと思います。 

 今回は、「聞く・話す・読む・書く」という部分で、明石市の指導要領の方向性をまとめ

ていただいております。学びの内容について、違った表現をされているということもあり

得ますので、その点を再度ご確認いただければと思います。 

 

○委員 

 前回の教育プランですが、この 5 年間の成果について、資料 3-2 で説明をいただきまし

た。その中で、この 5 年間にさまざまな変化があり、平成 23 年には予想できなかったこと

が成果として出てきていると思いました。 

 資料 3-1のテーマですが、12項目から 10項目に減っているという数の話はいいのですが、

重点項目ということで、一番左上に「子どもへの支援」をあげていますが、これを明石市

の一番の重点項目として考えられているのか、それとも、単に羅列しているのか、表記の

仕方について何か意味があるのでしょうか。 

 

●事務局 

 重点項目の優先順位ですが、こちらにつきましては、左上が一番といったような意味合

いではなく、単に項目を列挙させていただきました。委員の皆様からご意見をいただきな

がら、重点的な項目が上にくるような形でまとめていきたいと思います。 

 

○委員 

 「こころ」の中で、共生のこころがありますが、共生というのは、障害者を含め共に生

きるということであれば、人権学習の中に含まれると思うのですが、福祉教育もそこにあ

たると感じました。 

 共生のこころというのは、どのような意味合いであげておられるのでしょうか。 

 

●事務局 

 広い意味で使わせていただいております。 

 おっしゃるとおり、人権や福祉の部分と重複する部分はございます。 

 

◎委員長 

 共生と福祉という形で並ぶのはおかしいのでしょうか。 

 

○委員 

 人権というのは多様化しており、人権課題が多くありますので、そういう意味では障害
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者や高齢者も含まれると思います。 

 道徳教育はルールやマナーであると思いますが、人権教育は相手を思いやる気持ちだっ

たり、生きる権利、個人の権利を守るための学習なので、そのあたりが混乱しがちです。 

 

○委員 

 資料 2 の 4 ページの O.「ふるさと明石に対する理解促進」で、明石市が平成 31 年に 100

周年と同時に、明石城が出来て 400 年という節目の年を迎えます。 

 今年のトライやる・ウィークで、月曜日は事業所が休みのため、児童 25 名を連れて、明

石城を含めた歴史の話を、朝 6 時から 15 時まで歩きながら説明したのですが、あまりにも

何も知らない子どもたちが多いので、明石の歴史をもう少し教えていただく機会があれば

と思います。 

 

◎委員長 

 学校教育で、「明石で暮らし、明石で生きていこう」とする子どもの育成を図っているの

に、ふるさと学習に関する教育がないという矛盾をご指摘いただいたと思います。 

 そのあたりは、「社会」のテーマに入るのでしょうか。 

 

○委員 

 ため池や神輿等、昔から行われているものを、社会科の授業に入れるという方法もある

のではないかと思いました。 

 子どもたちがあまり明石の歴史を知らないように感じます。 

 

◎委員長 

 「社会」のテーマが、現代的課題の対応になっておりますので、ここへ入れていただく

のがいいのではないかと感じます。 

 テーマが重複するところもあって、例えば「子どもへの支援」と「家庭、地域」の中で、

児童虐待・子どもの非行防止、あるいは放課後の子どもの居場所づくりは、子どもへの支

援の部分と重なりがありますので、楕円が重なったところに両方共通する部分を入れてお

くという構造をとれば、1 回の表記で済み、理解もしやすいと思います。 

  

○委員 

 体験学習が「こころ」のテーマの中にありますが、これを「社会」のテーマに含めれば、

体験として地域の方の話を聞いたりできると思います。 

  

◎委員長 

 そうしますと、体験学習がふるさとの学びだけと理解されてしまう可能性があると思い



- 15 - 
 

ますが、いかがでしょう。 

  

○委員 

 体験学習については、こころを大事に育むという目的があるところから、ここに入って

いると理解しております。 

 今までの振り返り、社会の情勢等からこのような 10 本の柱が出てきているというのは、

よく分かりますし、どれも必要だと思います。 

ただ、現場としましては、いかにシンプルにまとめていけるのか、重点項目に整理して

いくにあたってのことも考えないといけないと思います。 

 

◎委員長 

 とりわけ重点という部分でお考えいただき、全体を見ていただければと思います。 

  

○委員 

 「からだ」で、体力づくり、「食」に関する教育がありますが、早寝・早起き等の生活習

慣の面は、家庭教育とは違うのでしょうか。 

 

◎委員長 

 学校でも、早寝・早起き運動について理解をし、子どもたちにそういった生活をするよ

うにといった指導はしていますので、そういった文言をここでいれなくてもいいようにも

感じますが。 

 

●事務局 

 体力づくりという言葉の中で、生活習慣をしっかりすることが、当然体力につながって

いくので、大きなテーマとしてみていただければと思います。 

 

○委員 

 早寝・早起きと体力づくりは、違うものだとは感じます。 

 

◎委員長 

 今あがっている点について、家庭教育へ落とし込んでいくことが可能であれば、そのよ

うに進めていただければと思います。 

 学校力という言葉は古いようで新しい言葉だと思いますが、今回は、学校力という言葉

は消えており、中学校区 UNIT の活用といった内容も消えてしまったのでしょうか。 
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●事務局 

 UNIT という言葉ではないのですが、資料 3-1 の「学力」の中で、校種を超えて連携した

教育という部分で、小中あるいは幼保、高校も含めて連携教育の必要性ということをテー

マとしてあげさせていただきたいと考えております。 

 

◎委員長 

 そこについては、こだわりません。 

 資料 3-1 に示されたようなくくりで、展開していただくことで特にご異議がなければ、こ

れをベースに進めていただく、あるいは、途中で違った方向転換があれば、また理由を示

していただいて、我々の意見を踏まえたうえで進めていただくということで、今後お願い

できればと思います。 

 

○委員 

 「家庭、地域」のテーマの中で、家庭教育や子育て家庭の支援、地域の教育力という言

葉がありますが、その中には、もちろん親育て等、そういったことも含まれているという

認識でよろしいでしょうか。 

 自分の反省も含めて、大人が未熟だと感じることが多いですし、せっかく学校で子ども

たちにいろいろな教育をしていただいても、肝心の保護者がそれをきちっと受け止めなけ

れば何もならないので、とても大事なことだと感じます。 

  

○委員 

 保護者の方が子どもの教育に関して、いろいろなことに協力していただければ、子ども

たちもその親の姿を見て、何かを感じると思います。 

 

○委員 

 よくわかるのですが、学校にそれを求めるのは難しいと思います。 

 ただ、この中でいえば、教職員の資質、指導力を上げるという意味で、先生方にしっか

りサポートしていただいて、懇談の場で保護者の方と子どもさんを含めて指導、助言すれ

ば、保護者の方も育つと思います。また、保護者は子どもとともに PTA 活動や学校を通じ

ていろいろ学ぶことも多いと思います。そういった意識を持っていただき、魅力ある PTA

活動を行っていただければと思います。 

 

◎委員長 

 個人的な感想や、関わる組織での思いをお話しさせていただいたものを含めて、また何

らかの文章で表現できないか検討していただければありがたいと思います。 
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●事務局 

 いろいろご意見いただきありがとうございます。 

 資料 3-1 につきましては、タイトルにありますように、本市の教育に関連したテーマを、

たたき台としてあげさせていただいているという位置づけでございます。 

 おっしゃっていただいたように、この中には課題として取り組むべきものがあれば、そ

れを解決する施策として取り組むべきものがあると思います。 

 まだ、事務局で、新しい第 2 期の教育プランの構成については、考え方もまとまってお

らず、確定しておりませんが、ご意見いただいたところで、課題の中でじっくり整理させ

ていただき、もう少しまとまった段階で見ていただき、ご意見をいただければと思います。

ありがとうございました。 

 

○委員 

 明石の教育プランを見せていただいたときに、いつも高校のことが書かれていないと不

満に感じていたのですが、今日、参加させていただき、明石の教育ということを皆さんが

真剣に考えていらっしゃるのを見て、ある意味納得したところもございます。 

 ただ、例えば、本校も生徒たちの教育、成長を考えており、小学校に行って電卓を教え

たり、国際会計科では英語について、小学校と調整しながら出前授業をやっております。 

 資料 3-2 の生きる力を育む学校教育の充実のところと関連しますが、中学校区 UNIT の

小・中だけで終わらず、高校も絡めるところは絡んでいきたいという気持ちがあります。 

 また、ふるさと明石ということですが、明商には明石外の生徒がたくさん来ております。 

 まず、明石のことを知ってもらわないと、明石の良さはわからないと思いますので、理

解してほしいと思います。 

 いろいろ授業がありますので、生徒全体というのは難しいのですが、例えば、課題研究

というような授業があり、明石学という講座を設けており、試みではありますが取り組ん

でおります。その辺りも少し考えて作っていただければと思います。 

 

◎委員長 

 明石学について、第２期教育プランの方向性で書いてある部分はありましたでしょうか。 

 

○委員 

 市立の高校が一校しかありませんし、それが商業高校ですので、明石の教育といったと

きに絡みにくいということは感じております。 

  

◎委員長 

 もし無いようでしたら、どこかに一定の枠で、明石学について取り上げていただければ

と思います。 
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○委員 

 「話す・聞く・読む・書く」がありますが、明石の図書の充実を意識して出しているの

かなと思いますが、この部分だけが異質だなと感じております。 

  

◎委員長 

 新図書館と絡めて特色として打ち出している意図なら、表現を変えることもできると思

います。 

 

○委員 

 親の意識の差も関係するのかもしれませんが、小学校間に学力の差や環境の差があるよ

うに感じますので、中学校に上がった時に差が出ているように感じます。 

 勉強についていけない子どもが、集団からはじかれてしまう場合もありますので、それ

をフォローできる環境があれば良いと思います。 

 いずれにせよ、そういった地域間の差は感じるところですので、その辺も検討していた

だければと思います。 

  

○委員 

 私の学校も中学校区で、小学校同士連携し合い、中学校へ行っても困らない学力をつけ

ていこうということを取り組んでいるところです。 

 完全に問題がなくなることは、簡単ではないと思いますが、そういった取組は、現在、

明石でも進んでおります。 

 

◎委員長 

 時間も迫ってきましたので、本日の審議を振り返ってまとめていただきたいと思います。 

 

○委員 

 平成 23 年からの第 1 期の成果について、いろいろなことがあったと感じます。 

 裏を返せば、5 年後の平成 32 年に、またいろいろな動きが出ているのだろうと思います。 

 余談になりますが、先日、神戸の井吹台中学校に夏休みに行きましたところ、生徒が登

校しており、既に授業が始まっておりました。 

 校長に聞きますと、夏休みの生徒を登校させ、授業日数に入れているとのことで、身近

なところでそういった動きがあることや、先ほど、社会の現状ということで、一番下の教

育改革で道徳の教科化があったり、小中一貫教育といったところも、今後、出てくると思

います。 

 外国語教育について、小学校や中学校で英語の授業については、日本語を使わず英語で

授業するという動きが出てきております。 
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 そういった中で、今後 5 年間で先が読み切れないようなことが起きたり、今までの学校

というものがどうだったのかというところも、大幅に変わっていくことが予想されます。 

 そういったことをふまえながら、難しいプランになると思いますが、今後の明石の教育

を考えていかなければならないと思います。ありがとうございました。 

 

◎委員長 

 それでは、事務局からお願いいたします。 

 

●事務局 

 本日は、熱心にご議論いただきましてありがとうございました。 

 今回、計画を策定するにあたりまして、第 1 回目の会議ということで、今の明石につい

て考えていかなければならない課題を提示させていただきました。 

 そんな中で、ふるさとの教育、0 歳～3 歳までの教育等、多くのご意見をいただきました

ありがとうございました。 

 本日いただいたご意見を参考に、次回には、この課題に対してどういう理念や方向性で

計画を進めていくかというところをお示しできるところまで、やっていきたいと思ってお

ります。 

 次回の会議につきましては、スケジュール案にありましたとおり、10 月の中旬を予定し

ておりますが、日程は確定しておりません。 

 決まり次第ご連絡させていただきます。 

 本日は、長時間にわたり、ありがとうございました。 

  


