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第 2 回 明石市教育振興基本計画検討委員会 会議録 

 

平成 27 年 10 月 27 日（火）午後 3 時 00 分～4 時 30 分 

明石市役所分庁舎 4F 教育委員会室 

 

出席者：11 名 

傍聴者：3 名 

配布資料：資料 1－1 検討委員会における審議状況及び今後の状況について 

資料 1－2 （仮称）第 2 期あかし教育プラン（明石市教育振興基本計画）骨子案  

資料 2－1 前回協議事項 

資料 2－2 社会の現状（修正版） 

資料 2－3 本市の教育に関連したテーマ 

資料 3   基本理念・基本方針について 

資料 4   （仮称）第２期「あかし教育プラン」における取り組み項目について 

参考資料  （仮称）明石市教育大綱 

当日配布資料 主な取り組みについて 

 

◎委員長 ○委員 ●事務局 

 

●事務局 

ただいまから、第 2 回明石市教育振興基本計画検討委員会を開催いたします。 

本日は委員 11 名全員の方にご出席いただいております。 

それでは、これより議事に移りますので、委員長、進行をお願いします。 

 

◎委員長 

それでは、会議次第に基づきまして、「（仮称）第 2 期あかし教育プラン（明石市教育振

興基本計画）骨子案」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 

「（仮称）第 2 期あかし教育プラン（明石市教育振興基本計画）骨子案」について説明さ

せていただきます。「資料 1-2（仮称）第 2 期あかし教育プラン（明石市教育振興基本計画）

骨子案」をご覧ください。 

こちらは、県・国・他市の計画、また本市の第 1 期計画を参酌して、今回作成いたしま

す基本計画の骨子について、事務局として考えている案になります。 

具体的には、最初に「はじめに」として、趣旨等を述べた後、第 1 章では計画の位置づ

けとして、計画策定の根拠となった教育基本法や国や県の計画との関係、それから明石市
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教育大綱との関係、その他市の個別計画であります「明石市生涯学習ビジョン」や「明石

市スポーツ振興計画」との関係、また計画の対象や期間などについてまとめるということ

で考えております。 

第 2 章では本計画を立てるにあたっての明石市の教育を取り巻く現状や課題を提示する

ということで、第 1 期計画のもとでの取り組みの成果や課題のふり返り、そして近年の社

会の状況から課題をまとめてこちらに記載していきたいと考えております。 

第 3 章として、そういう課題の解決のために、今後施策に取り組んでいくにあたって、

その根本となる基本的な理念や方針をまとめてまいります。 

そして第 4 章で、その理念・方針に基づいて実施していく主な施策や取組についてまと

めていきます。 

そして最後の第 5 章として、計画した取り組みの推進を図っていくために、計画の目標

や執行状況の管理、また、5 年の計画でございますので、その途中での見直し等について、

どうやっていくのかというところをまとめていこうと考えております。 

以上が第 2 期あかし教育プランについての構成案として、事務局が考えている案でござ

います。 

次に、資料 1-1 をご覧ください。表題が「検討委員会における審議状況及び今後の予定に

ついて」という資料でございます。 

この資料は、先ほどご説明させていただきました、あかし教育プランの骨子案のどこを

どの資料に基づいて協議をしているのか、検討委員会で今どの部分を検討しているのかと

いうところを分かりやすく説明するために添付しております。 

上の方から、「計画の位置付け」に矢印をつけて（第 1 回）としておりますのは、計画の

位置付けについては第 1 回の会議で資料について説明をさせていただきました。 

次の「第 1 期「あかし教育プラン」のふりかえり」についても、第 1 回の会議で「あか

し教育プラン」の成果と課題ということで、ご説明をさせていただきました。 

3 つ目の「社会の現状」については、第 1 回の会議でご議論いただき、また本日の第 2

回検討委員会で、資料 2-2 を使ってご説明、ご議論いただくということになっております。 

そして、本日第 2 回の会議では、資料 2-3、資料 3、資料 4 に基づき、「重点的な取り組

み」や「基本理念・基本方針」の説明をしていくということになります。 

そして、今後の予定としましては、本日の会議を経た後、次回第 3 回の会議では、計画

の素案をお示しし、皆様に検討していただくこととしております。 

そして検討いただいた後の素案について、意見公募手続として市民からのパブリックコ

メントを実施し、ご意見をもとに、第 4 回会議で素案を最終的に作成していくという予定

になっております。 

以上が、「（仮称）第 2 期あかし教育プラン（明石市教育振興基本計画）骨子案」と検討

委員会の審議状況についてでございます。 

一度ご確認のほどをよろしくお願いいたします。 
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◎委員長 

ありがとうございます。 

ではご説明に従いまして、「資料 1-2（仮称）第 2 期あかし教育プラン（明石市教育振興

基本計画）骨子案」からご意見をいただきたいと思います。 

いかがでしょうか。 

基本的には、第 1 期「あかし教育プラン」には「はじめに」という項目がなかったと思

います。今回については「はじめに」があるということで、「はじめに」があれば「おわり

に」がどうしても気になってしまいます。 

ちょっと拝見したときに、次の 5 年間についても事務事業評価で検討しながら続きます

ので、ひょっとして「おわりに」のところで来年の事務事業評価に向けて円滑な進捗を図

るというような結びの言葉が終わりにあってもいいかなというのは、「はじめに」に対して

思いつくレベルです。 

「はじめに」があって、「おわりに」があって、他で触れていない事務事業評価について

「おわりに」で触れることができれば収まりが良いのかなという気がしています。 

ただ前段の流れと、前回とのバランスもありますので、そのあたりについては事務局の

方でご検討いただくことになるかと思います。 

他の委員のみなさまからはいかがでしょうか。 

前回の議事をご覧になられたらお分かりのように、第 2 章は第 2 章で大きな 1、大きな 2、

大きな 3 で、なおかつ(1)、(2)という形で提示されることになろうかと思います。 

基本的な構成については第 1 期と同じで、これについても整合性と連続性からいきまし

て、そう大きく変わることはありませんので、基本的にはこの構成でいいのかなと思いつ

つ、それでも他にアイデアがあるようでしたら教えていただきたいと思います。 

第 1 期を押さえて第 2 期になっているという構成に整合性があるんじゃないでしょうか。 

目次だけを見て、なかなか中身のことはイメージがつきにくいですが、全体の構成は大

事ですので、前回との整合性の上でもこういう流れでお願いできればと思います。 

 

○委員 

第 5 章の「計画の推進のために」のところですが、重点目標が先に来て、手段としての

重点項目が来るという流れが一つあるのかなというふうに思います。 

最後の方に目標が出てくるというところが、それにインパクトを持たせるという意味で

したら理解できますが、何となく収まりが悪いかなというふうに思います。 

 

◎委員長 

基本的には第 3 章の基本理念・基本方針、第 4 章の重点的な取り組みで一応の整理をし

た後、第 5 章でまとめというか、計画的な部分の進行管理をするための確認ということで

理解はしていました。 
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○委員 

項目があって、それをどのように達成していくかという意味での指標的に近いもので目

標が置かれて、という意味での目標という使い方になるんでしょうか。 

 

◎委員長 

事務局、いかがでしょうか。 

第 3 章と第 4 章で、「基本理念と基本方針」「重点的な取り組み」と説明されるけれど、

第 5 章の「計画の推進のために」のところで、改めて重点目標ということで出てくる、こ

の意味はどういうことなのかというご質問です。 

 

●事務局 

重点目標ですが、第 1 期の「あかし教育プラン」には大きな目標は掲げておりません。

アクションプラン等でこういう目標を毎年作っております。 

ただ、今回第 2 期を作るにあたって、5 年間でどういう目標を持ってやっていくのかとい

うのを、数字的な目標になるのか言葉で表すのか、それを入れていきたいという思いがあ

ります。 

そこを入れるにあたって、委員の言われた第 4 章の「取り組む重点項目」の前に入れる

のか、一緒に入れるのか、後に入れるのかというところが、事務局側でも検討段階でござ

います。ただ、事務局としては 5 年間の何か目標を入れたいということで、ここに入れて

おりますので、今のご意見等をいただきまして素案の段階ではもう少し検討した上でご提

示したいと思います。 

 

◎委員長 

基本的な構成はこのままで、内容についてご検討いただくということでご了承いただき

たいと思います。 

それでは資料 1-1 について、会議の流れについてのご説明でしたが、何かご意見がござい

ましたらお願いします。 

特にご意見が無ければ次に進ませていただこうと思います。 

では次に、前回協議事項につきまして、ご説明をお願いします。 

 

●事務局 

前回の協議事項とそれを受けての資料の修正点について、ご説明させていただきます。 

資料 2-1、資料 2-2、資料 2-3 をご用意ください。 

まず、前回協議事項ですが、こちらには前回いただいたご意見を、一覧という形でまと

めさせていただいております。 
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内容については、具体的な修正点と合わせて 2 枚目以降で説明させていただきますので、

「資料 2-2 社会の現状（修正版）」をご覧ください。こちらの資料の下線部が前回からの

修正となっております。 

前回の会議でいただいたご意見を事務局で整理しまして、中身を変更しております。 

まず「(1)少子高齢化社会の到来」で、減少傾向、増加傾向という書き方をしておりまし

たが、明らかに増えている、減っているというご意見をいただきましたので、下線部のよ

うに言いきりの形にしております。 

次に「(2)多様性にあふれた社会」ですが、前回の会議で、地域や各関係機関との連携が、

必要・重要ではないかというご意見をいただいておりましたので、下線部のように変更し

ております。読み上げますと、「そのため、地域や各関係機関と連携しながら子どもたちを

見守っていく体制づくりが重要となっている。」という一文でございます。 

また、前回の資料で後半部分に支援に関係する内容がありましたが、こちらにつきまし

ては、前回の会議で、支援というテーマ単体で新しい項目にまとめてはどうかというご意

見をいただいておりましたので、「(3)子ども・家庭への手厚い支援」という項目に移動させ

ていただいております。(3)ですが、前回の資料では、経済状況の変化というタイトルでま

とめさせていただいておりました。先ほど申し上げましたように、支援という項目で内容

をまとめておりますので、前回(2)にありました下線部の「手厚い支援を必要とする子ども

たちについては、互いの個性や能力を認め合えるよう、一人ずつの状況に応じたきめ細や

かな指導・支援を行っていくことが重要である。」という一文を(3)に移動しております。 

また、経済格差に関する部分ですが、こちらについてももう少し踏み込んだ内容を細か

く記載してはどうかというご意見をいただいておりましたので、内容を追加しております。

具体的には下線部分「経済格差の拡大は依然として大きな社会問題となっており、経済的

理由により就学困難な子どもたちへの支援を行うことで」という部分を追加しております。 

さらに、前回のご意見の中で、保育園や認定こども園、0 歳児から 2 歳児までを含めた質

の高い幼児教育といった内容を追加してほしいということをいただいておりましたので、

「学校園はもちろん、保育園・認定こども園においては、待機児童の解消はもちろん、0～

2 歳児まで含めた質の高い幼児教育、家庭・地域と連携した子育て支援等、さまざまな役割

が求められている。」という内容を追加しております。 

(4)、(5)につきましては、基本的に変更点はございません。 

続きまして、資料 2-3 をご覧ください。「本市の教育に関連したテーマ」ということでま

とめさせていただいております。 

下線部分が前回からの言葉の変更点ですが、こちらについては資料 4 で改めて整理をし

ておりますので、表現や内容の精査については資料 4 の方でご検討いただければと思いま

す。 

以上でございます。よろしくお願いいたします。 
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◎委員長 

ではそれぞれ前回ご指摘いただいたご意見等を踏まえながら、それがどう落とし込まれ

ているかという点を確認していただいてご意見がおありでしたらお願いいたします。 

皆さんのご意見については、上手く落とし込めていると思います。 

増加傾向・減少傾向は指摘をさせていただいて、県の文書を見ても傾向という言葉を使

っていないようですので、その点では安心しました。 

私の方からは、「(2)多様性にあふれた社会」のところで、1 行目の「これまで培ってきた

文化の消滅」というのが、この文化というのが、日本の文化というような大きなものを指

すのか、消滅ということになると日本文化の消滅というイメージになってしまうんですが、

その 1 行下では「そのため、地域や各関係機関と連携しながら」とありますので、これを

読むと地域文化の消滅、明石地域が昔から培ってきた、人間関係も含めた、そういったも

のが無くなっているというふうに読むと意味が通じるのですが、単純に 1 行で「培ってき

た文化の消滅」となると領域がはっきりしないので、「地域文化」と入れるのがいいのかど

うかというところです。「地域文化の消滅」と入れると、その下で「そのため、地域や各関

係機関と連携」と来るので、「地域」が被ってしまうんですが、「地域文化」とした方が、

重なりの中で、明石市が培ってきた文化という理解でいいのか、その辺ご検討いただけれ

ばと思います。 

それから(3)で、見出しに「手厚い」という言葉がいるのかどうか。すべて我々は充実し

たものでやっていただきたい、手厚くやっていただきたいという思いがありますので、こ

こだけあえて手厚い支援という見出しにする必要があるのかなと思います。 

「子ども・家庭への支援」として、本文の中に手厚い支援とありますので、見出しには

質や量を表す言葉は使わなくてもいいのかなという気がしましたけれども、これも絶対と

いうわけではありませんのでご検討いただければと思います。 

いかがでしょうか。 

 

○委員 

学校だけが支援をするわけではなく、行政と連携をして、子どもたちの貧困家庭に対応

していかなくてはいけないので、あえて手厚いというのは外した方が良いのかなと思いま

す。 

あと文化に関しましては、明石独自の、というような話も出ていましたので、「地域文化」

とする方がふさわしいかなと思います。 

 

◎委員長 

前回気がつかなかったことで申し訳ないのですが、「(4)グローバル化及び高度情報化の進

展」の 1 行目、「様々なケースにおいて、人々はこれまで存在した国、地域の境界を超え緊

密に結びつけられており、」とあるのは、これからは存在しないということになってきます
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が、この表現についてご説明をお願いします。 

 

●事務局 

「これまで存在した」という言葉は「境界」にかかっておりまして、「これまで存在した

境界を超えて、緊密に結び付けられている」という意味で使っております。 

 

◎委員長 

読点の位置で誤解を招く可能性があるので、「これまで存在した、国や地域の境界」とい

うふうにしましょうか。 

 

●事務局 

そもそも、「これまで存在した」という表現が必要かどうかということもあわせて、検討

させていただきます。 

 

○委員 

先ほど話題に上げられた「(2)多様性にあふれた社会」の全体の文章を見てみると、多様

性にあふれたというところにおいては、さっきの「(4)グローバル化及び高度情報化の進展」

のところもそうですが、それそのものが一定の価値を積極的に認めるような価値を持って

いる側面もあって、だから多様性にあふれた社会を目指そうということでしたら、表題と

中身が一致して分かるのですが、表題と中身が不一致になっているのというのが私の今の

感覚です。 

その文章だけ見ていると、どちらかというとネガティブなものが多くて、多様性にあふ

れる社会をなかなか想像しにくいところがありますので、場合によっては、ここ数十年く

らいに起こった変化で、好意的に受け止められるものもあるならそういうことも含めた多

様性云々というふうな書き方にして、高度情報化についての記述のようにプラス面とマイ

ナス面というような書き方にする方が良いのかもしれないと思いました。 

 

◎委員長 

「(2)多様性にあふれた社会」で 2 行目に「意識の低下に繋がっている。」というマイナス

材料になっていて、でも多様性はプラスの要素も多くあるわけで、「繋がっている。」のあ

とに、「一方それぞれの価値観によって、新たな地域づくりに取り組む若者たちも出てきて

いる。」というようなニュアンスで入れていただいて、多様な価値観が地域づくりに出てき

ているといったニュアンスも入れていかないと、多様性はマイナス面もあるけど、実は活

用したい良い面がたくさんありますよ、という内容が伝わらないと思います。 

「意識の低下に繋がっている。」の後に、一方で多様性が評価できる面も追加していただ

くということでご検討いただけますか。 
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それでは資料 2-3 ですが、これは後のところとの関わりも出てきますので、今回は保留し

ておいて、次で一緒に考えていただくということで、次に、協議事項(1)の基本理念・基本

方針について、資料に基づいて説明をお願いいたします。 

 

●事務局 

では、資料 3 と参考資料「（仮称）明石市教育大綱（素案）」をご覧ください。 

今回、基本計画を策定するにあたりまして、教育行政を行うにあたって、どういった理

念・目標・方針で取り組んでいくのか、まず理念等を検討していく必要があると考えてお

ります。 

今回策定しております第 2 期あかし教育プランは、明石市が教育行政を推進していくう

えでの基本となる計画ですが、一方、今年 4 月に地方教育行政の管理及び運営に関する法

律が改正されておりまして、その中で各地方公共団体が作る教育振興基本計画については、

市長と教育委員会が協議して作る教育の大綱に則した目標や方針となる事が望ましいとい

う通知が、国の方から来ております。そういったことで、まず明石市教育大綱からご報告

をさせていただきます。 

現在、明石市では、教育大綱につきまして、市長と教育委員会で協議を行っております。 

お手元の資料は、10 月 9 日に開催された総合教育会議で市長と教育委員会が協議したと

きの、教育大綱の素案でございます。 

当日の会議では様々な意見が出ておりまして、この大綱についてもいくらか修正が必要

となる可能性がありますが、概ねこの素案をもとにまとめていく方向で進んでおります。 

教育大綱の 1 ページ目「1 位置付け」ですが、先ほど申し上げましたように、平成 27

年 4 月 1 日に法律が改正され、教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱を

市長が定めることとされました。 

これを受け、新たに設置した市長と教育委員会で構成する「明石市総合教育会議」にお

いて協議・調整した上で、本市の教育の基本目標や方針などを定めた「明石市教育大綱」

を策定します。 

なお、本市には、関連する計画として「明石市第 5 次長期総合計画」、「あかし教育プラ

ン（明石市教育振興基本計画）」などがあります。 

今回策定する大綱は、本市の教育の大きな方向性を示すものであり、教育行政に係る今

後の具体的な取り組み等については、次期あかし教育プランの中で、大綱の基本目標や方

針を反映して決定するというように定めております。 

下の図は、第 1 回検討委員会でも資料として出させていただきましたが、あかし教育プ

ランの位置付けでございます。本市の長期総合計画、それから市長と教育委員会で現在協

議しております「明石市教育大綱」を受けての「あかし教育プラン」ということになって

まいります。 

次に、2 ページをご覧ください。 
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教育大綱として、市長と教育委員会で 10 月 9 日に検討した際には、基本目標として「「ふ

るさと明石」に愛着と誇りを持ち、未来を担う人づくり」を掲げ、基本方針として、方針 1

から方針 4 までが素案として検討されました。 

基本目標及び方針について教育委員や市長からいろいろ意見が出ましたが、特に基本方

針については概ねこういう方針で進めていってはいいのではないかと、当日の会議で結論

をいただいております。 

では、資料 3 にお戻りください。 

下の方に第 1 期あかし教育プランの、基本理念・基本方針を載せております。 

現在のあかし教育プランでは、基本理念として、「地域ぐるみで人を育てる～ふるさと明

石に愛着と誇りを持つ人を育てる～」、基本方針として 2 つ、「①たくましく未来を拓き、

夢を持って生きる人づくり」「②人のきずなを深め、明るく活力ある地域づくり」という、

この 2 つの基本方針をもって計画とさせていただいておりました。 

そこで、今回第 2 期あかし教育プランの基本理念・基本方針について、事務局の考え方

をご説明させていただきます。 

この第 1 期あかし教育プランというのは、もともと 10 年を見据えた計画でございます。

そして、社会情勢や経済状況など教育を取り巻く環境の変化に伴って、取り組むべき具体

的な施策は、多少見直しはあるかもしれませんが、計画の根本となる基本的な理念・方針

というのは、そう大きく変わるものではないと考えております。 

また、県の計画でも第 1 期から第 2 期で大きく変えてはおらず、第 1 期を踏まえたうえ

で、若干の修正を第 2 期でしているというのが現状でございます。 

また先ほどの、明石市教育大綱との関係から言いますと、基本理念・基本方針は、大綱

の目標や方針に沿ったものであるという必要が出てくると思っております。 

そういったところから、基本理念・基本方針を提案させていただきます。 

具体的には、基本理念として、明石の子どもが、どういった子どもに育ってほしいのか

というところで、第 1 期あかし教育プランから引き継いで、基本理念としては「たくまし

く未来を拓き、夢を持って生きる人づくり」とさせていただいております。 

その下の波線で空白がありますが、こちらは具体的な内容や思いを副題として記載する

のもいいのではないかというところで、今の段階では空欄にさせていただいております。 

次に基本方針ですが、基本方針では大綱で示された基本方針に合わせるということを考

えております。 

まず、「一人ひとりに応じたきめ細やかな教育の充実」です。 

子ども一人ひとりの個性や能力はそれぞれ異なっております。その子どもたちの多様な

個性や能力が最大限発揮できるよう、そして一人ひとりの状況に応じた適切な指導や支援

が受けられるような、きめ細やかな教育を行うというのが一つ目の方針です。 

次に、「子どもが安心して学べる質の高い教育環境の実現」です。 

子どもたちが、置かれている環境にかかわらず、安心して学んで、「確かな学力」「豊か
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な心」「健やかな体」という、生きていく力を育むことができるように、質の高い教育環境

の整備を図っていく必要があると考えます。 

最後は、「地域ぐるみで子どもの健やかな育ちを支える活動の推進」です。 

子どもたちは、発達段階を通して家庭、学校、地域の中で育っていきます。そのような

中、子どもたちが地域での温かい交流を通じて、「ふるさと明石」に愛着と誇りを持って育

つように、地域、家庭、学校が互いに連携・協力して、地域ぐるみで子どもたちの健全な

育成を支える活動を推進していくものでございます。 

こちらは大綱の基本方針と同じになっております。 

ただ、大綱の方針は 4 点ございました。「生涯を通じて学び、その成果を生かすことがで

きる環境の充実」という方針がありましたが、こちらについては生涯学習の部分を含んだ

方針になりますが、前回の検討会で申し上げましたとおり、生涯学習の部分につきまして

は、明石市では個別計画として「明石市生涯学習ビジョン」や「明石市スポーツ振興計画」

を策定し、文化・スポーツ部で計画を立てて推進していっていますので、今回の教育振興

基本計画にはこちらの方針は入れておりません。 

以上が、事務局から提案させていただく計画の基本理念・基本方針についての考え方で

ございます。 

よろしくお願いいたします。 

 

◎委員長 

ありがとうございます。 

では資料 3 と大綱の 2 ページを並べていただきまして、比較しながらお気づきの点やご

意見があればお伺いしていきたいと思います。 

大綱の方はまだ確定ではないということを前提に、仮にということでお考えいただけれ

ばと思います。 

大綱の基本目標の文言が、教育プランに全く出てこないで、いきなり教育プランの基本

理念が出てくるのは、ちょっと流れとしては悪いかなと思います。 

別冊があって、そちらを見てくださいというような言い回しになってしまう部分があっ

て、大綱の基本目標を踏まえて教育プランでは基本理念を設定しましたという流れになる

ように思いますが、このあたりはどうされますか。全く別冊の格好であっても、教育委員

会は大綱を踏まえて基本理念を検討しているので、十分わかったことなんだという形でさ

れるのか。ただし、一見すると大綱との関係性が見えにくいかなと言う気もしますが、い

かがでしょうか。 

ただそうなってきますと、大綱の方の基本目標はもっと大きな、教育・生涯学習を総括

するような文言にならないといけないのかなと思います。「ふるさと明石に愛着と誇りを持

ち、未来を担う人づくり」という大綱の基本目標に対し、教育委員会の基本理念を「たく

ましく未来を拓き、夢を持って生きる人づくり」にすると人づくりが重なるが、ふるさと
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明石について内容に差異が生じますので、方針について、ある程度大綱をプランの中に引

用していくのかしないのかということは、事務局の方で明確に線を引かれた方が良いと思

いますので、ちょっとご検討いただければと思います。 

それから、第２期あかし教育プランの基本方針 1、2、3 については、大綱の基本方針と

同じものを重ねて使うというのは、全く問題が無いと思います。 

文言等につきまして、もっとこうすればわかりやすいだろうということがありましたら、

お聞かせください。 

こういう大きな目標は、教育委員会のみなさんが口をついて出るようなものでないとい

けないという話もさせていただきました。 

 

○委員 

一つだけ少し引っ掛かっているところがありますが、基本方針 2 のところで、「安心して

学び、「確かな学力」「豊かな心」「健やかな体」をはぐくむことができるよう、」とありま

すが、例えば生まれながらに障害がある方とか生まれながらに病気を持っている方にとっ

て、私たちは普段何気なく健やかという言葉を使っていますが、それに何の引っ掛かりも

ないのかなというのが気になりました。とはいえそれに代わる言葉も見つからなかったの

ですが、なんとなく漢字で「健やかな」と言ったときに、少し引っ掛かりをもったもので、

ご意見をいただきたいと思いました。 

 

◎委員長 

ハンデを背負いながらも、そのハンデを持ったうえで健やかに生きるということを表す

ため、「それぞれの発達の状況に応じて」というような言葉を用いることはあります。 

ただし、通常こういう文章では、国も県もこういう表現をしており、内容で詳しく対応

しているということがあるようです。 

 

○委員 

基本方針の一つ目に「すべての子どもたちが、その多様な個性や能力を最大限に発揮し」

とありますので、あえてここでそれにこだわる必要は無いんじゃないかなと思います。 

 

◎委員長 

そうですね。 

基本方針の 1 を踏まえていますので、このままでいいかと思います。 

基本理念の言葉遣い、それからサブテーマ、もし何かご意見があれば、いくつかいただ

いておけば事務局で検討されるときの参考になるかと思います。 

 

○委員 
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そもそも第２期あかし教育プランの基本理念にこの言葉を持ってきた思いや意図は何に

なるのでしょうか。形式的に言うと、第 1 期あかし教育プランの基本方針①が格上げされ

た形になっています。 

もう一つの基本方針②もあって、その二つが融合されたような基本理念になるのが通常

という流れでいくと、今回基本理念で前回の基本方針の一つ目だけが来るというのは、形

としてはなんかスッキリしないところがある。ただそれが、明石のこれまでの教育におけ

る文脈の中で、ことさら大事にしたいということで生まれてきたのであれば、これはこれ

で大切なことだとも思います。 

対外的な説明にも関わってくると思いますので、背景があればと思ってうかがいました。 

 

◎委員長 

大綱が出てきたので、影響を受けてずれが生じた部分もあると思います。 

大綱が無ければ、基本理念が「たくましく未来を拓き、夢を持って生きる人づくり」に

なってもそこまでおかしくないように思いますが、「ふるさと明石に愛着と誇りを持つ」と

いうのが大綱の基本目標の中にきてしまっているので、第１期あかし教育プランのサブタ

イトルが大綱のメインタイトルになっているのかということになってしまいます。 

これらも市としてはこうだ、教育委員会としてはこうだという説明がつけばいいのかも

しれませんが、「はじめに」のあたりで説明を入れる必要があるかもしれないです。 

 

●事務局 

先ほど申し上げましたように、大綱の基本目標・基本方針をそのまま第 2 期あかし教育

プランの基本理念・基本方針にするという案も事務局では考えました。 

ただ、現実に大綱についての協議の中で、基本目標については引き続きの協議となりま

した。一方基本方針というのは、こういう方針でいいでしょうという想定になりましたの

で、基本方針は市長と教育委員会のコンセンサスが取れているという意味で、あかし教育

プランにも同じものを入れていきたいというのが事務局の思いです。 

大綱の基本目標が決まっていないからという理由で、今日の資料の基本目標欄を空白で

出すというのも、一つの方法ではありますが、事務局で協議したところ、第 1 期あかし教

育プランからの継続性を考慮したときに、第 1 期あかし教育プランの基本理念が大綱の基

本方針の 3 番目にきており、理念と方針の位置が逆転しているかもしれませんが、第 2 期

あかし教育プランの基本理念はどういう子どもに育ってほしいかを強く打ち出したいとい

う中で、第 1 期では基本方針であった内容を、なりたい自分になれるように夢を持って育

っていっていただきたい、ふるさと明石にも愛着を持っていただきたいというところで、

第 2 期の基本理念として持ってきました。 

もちろん、総合教育会議で大綱の基本目標が決まったら、教育プランの基本理念がそれ

により変わるという可能性もございます。 
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◎委員長 

多分変わらざるを得ないでしょう。 

見た目の整合もありますし、「人づくり」が並ぶとあまりきれいではないので、大綱の方

でいい基本目標を作っていただくということをお願いしたいです。 

 

●事務局 

大綱が決まれば、みなさまには何らかの形でお伝えしますので、今日の段階でもしある

ようでしたら、こういう理念を持った方がいいのではないかというご意見をいただければ

結構かと思います。 

 

●事務局 

第 1 期のプランでの基本方針②「人のきずなを深め、明るく活力ある地域づくり」には、

もちろん地域で子どもを育てるという意味もありましたが、生涯学習の部分をかなり意識

したものがありました。 

前回ご説明させていただいたように、生涯学習の分野については、第 2 期プランからは

全く外してしまうわけではありませんが、薄くということで考えておりまして、主に子ど

もの学校教育及び就学前が中心となってまいりますので、子どもをこういう人に育てたい

という部分を基本理念に持ってくるのが良いのではないかという思いもあって、こういう

形にしております。 

今日、ご意見をいただいて、大綱も定まってまいりますので、そのあたりも見極めなが

ら検討しますが、ただ意味合いについてはそのような意味合いですので、そのあたりのご

意見をいただければと思います。 

 

◎委員長 

県もそうですが、生涯学習や社会教育の部分が教育委員会から外れてしまっているので、

基本計画からどうするかというのがずっとついて回ります。かといって、社会教育も含め

て教育委員会との関わりも大きいので、この方針のように全く基本計画から落としてしま

うのがいいのか悩ましいところです。 

今は直接扱う予定はないようですが、文化・スポーツ部でまとめている計画の概略のよ

うなものは基本計画に参考として入れておく必要があるのかなという気もしますが、そう

なると他の部分も入れ込むところが出てくるかもしれませんので、逆に煩雑になるかもし

れません。 

細かい文言については、3 回目の会議でもお話しできると思いますので、アバウトな部分

で結構ですので、何かご意見があればお願いします。 

基本方針につきましては、ほぼ教育全体を網羅していただいていますので、これでいい
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だろうとは思っています。 

それでは次に、協議事項(2)「（仮称）第 2 期「あかし教育プラン」における取り組み項目

について」、事務局からご説明をお願いします。 

 

●事務局 

「（仮称）第 2 期「あかし教育プラン」における取り組み項目について」説明させていた

だきます。 

資料 4 と資料 2-3 をご用意ください。 

資料 4 をご覧ください。 

3 つの図形についてですが、これらは第 2 期あかし教育プランの基本方針として先程提案

させていただいた 3 つの基本方針を示しております。 

「1 一人ひとりに応じたきめ細やかな教育の充実」「2 子どもが安心して学べる質の高い

教育環境の実現」「3 地域ぐるみで子どもの健やかな育ちを支える活動の推進」となってお

り、各図形の中に記載されている項目についてですが、第 1 回会議においてご協議いただ

いた本市の教育に関連したテーマを整理したものでございます。第１回会議からの繋がり

を明確にするため、前回の表現は可能な限りそのまま使用しました。 

このテーマの分類につきまして、委員のみなさまよりご意見を頂戴できればと考えてお

ります。 

次に、当日配布資料をご覧ください。 

ただいま、本市の教育に関連したテーマを基本理念・基本方針を基に整理したものにつ

いて説明させていただいたところです。 

第 2 期あかし教育プランの本編を策定していくにあたりましては、テーマを確定させた

後、取り組みや目標を検討していくことになりますが、次回に素案をご提出する予定で進

めている中、テーマの表現だけでは具体的なイメージが湧きづらい部分もあるかと思いま

すので、主な取り組みの一例として参考までにお示しさせていただきました。 

テーマからこういったところまで飛躍させたいと考えております。 

以上、資料 4 及び当日配布資料について説明させていただきました。 

よろしくお願い申し上げます。 

 

◎委員長 

ありがとうございます。 

前回にたくさんご意見をいただきましたが、グループ分けをしている内容と他の整合性、

あるいは両方にかかっていくようなもので、例えば〈こころ〉の中の「少人数教育」は〈こ

ころ〉にも係っていますが、むしろ〈学力向上〉のほうで捉えられている傾向が強い気も

します。 

そういう点で、グルーピングについて、再掲することが可能なのかどうか、表現も含め
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て思いついたところで何かご意見をお願いしたいと思います。 

 

○委員 

前回のときに、資料 3-1 というところで、重点項目がありまして、あまりたくさん出過ぎ

ると結局何もつかめないというような状況になってしまうということをお話しさせていた

だきましたが、ただ今回の資料 2-3 のところで、〈こころ〉の部分から「道徳教育」が無く

なっていて、そのつながりの中で資料 4 の「1 一人ひとりに応じたきめ細やかな教育の充実」

にも「道徳教育」が無くなっている。このあたりは、減らしてはいいと言いながらも、ち

ょっとどうなのかなというのは感じました。 

また、前回では〈社会〉の中に「主権者教育」がありましたが、今回はそれが無くなっ

ています。 

今の状況のなかで、18 歳から選挙権が得られるということは非常に大事な話で、例えば

小学校 6 年生であればもうあと 6 年経ったら投票にも行くようになるんだという意識は非

常に重要なことだと思います。 

その中で、今の子どもたちには、今自分たちが決めたこと、選んだことがどのような形

になって具体化していくのかというところを考えることに少し弱さみたいなものを感じま

すので、項目を減らせと言いながらも、これはすごく大事じゃないかという思いを持って

おります。 

 

◎委員長 

道徳は〈社会〉へ入れるよりも〈こころ〉の領域に入れる方が、今の流れでいくといい

んでしょうか。 

前回も申し上げましたが、〈社会〉というくくりが、非常にアバウトなんですね。地域社

会かというとそうでもない。 

当日配布資料を見ると、〈教育を取り巻く社会情勢の変化への対応〉となっているのはぴ

ったりわかるんですね。現代的課題という意味でキャリア教育などは入っていますが、〈社

会〉とすると一瞬、教科の社会の領域かなという気もしますし、地域社会かと思うと別に

〈地域〉という領域がありますので非常に煩雑です。〈社会情勢の変化への対応〉としても

良いですし、例えば〈変化への対応〉としても、これから子どもたちが身につけていかな

いといけない時代の変化の中で、という部分で収まりどころはいいと思います。しかし資

料 2-3、資料 4 の表のように〈社会〉とくくってくると意味が分かりづらいのかなという気

はしています。 

これは言いだすときりがないんですが、「防災教育」も〈安全・安心の学習環境〉へくく

れるかなと思います。それから、「就学困難な子どもへの支援」は〈子ども・家庭への支援〉

の方へ、移した方が分かりやすいかもしれない。 

当日配布資料にあるような取り組みの記載が上手くいくかどうかという部分も関係して
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きますので、こっちへ移したほうがいいということも、事務局で整合し手入れしていただ

ければと思います。 

今、出てきているのが、「少人数教育」を〈こころ〉へ入れるか〈学力向上〉へ入れるか、

「道徳教育」を〈こころ〉へ入れるか、「主権者教育」を再度入れるのか、「就学困難な子

どもの支援」を〈子ども・家庭への支援〉へ持っていくのか。 

出てきた範囲で思いつくのはこのあたりかなと思います。 

〈学力向上〉のところで、前回「聞く」「話す」「読む」「書く」という独立したセクショ

ンがあって、表現力の重視という点で非常に大事なところと思っていましたが、見出しか

ら消えてしまっています。 

〈学力向上〉の「ことばの力」の横にハイフンを入れて「-聞く・話す・読む・書く-」と

いうことで残していただくとありがたいと思います。 

これについては、明石の特色になり得るのでいいような気がしていましたが、飛び出し

にしたのには図書館がスタートすることで、いろんな取り組みが学校図書館で可能になる

ということでうまくカバーできるかなと思ったためです。いずれにしても、消えるのは惜

しいなという気がしています。 

資料 2-3、資料 4、当日配布資料の整合の中で、何かご意見がありましたらお願いします。 

 

○委員 

体力と食について、今、幼稚園で保護者との関わり方が随分変わってきて、子どもの寝

る時間が遅くなってきて、それで生活が乱れるのは学力に繋がっていくということを伺い

ました。基本的生活習慣の確立というような内容がどこにも見当たらないので、そういう

ことが入っていてもいいような気がします。 

 

◎委員長 

生活習慣は健康のベースになるので、その意味で学力に関わってくるという点で、〈から

だ〉のところに「基本的生活習慣」若しくはそれに類する言葉を入れていただけるようで

あれば、ご検討いただきたいと思います。 

最終的な言葉の使い方ですが、資料 2-3 の就学前教育のところの「保・幼・小の連携」の

「・」が非常に微妙です。 

その下の「小中との連携」には「・」が使われていないので、「保幼小」として「・」を

取ってしまう方がきれいだと思います。 

 

○委員 

「就学前教育」では、「保・幼・小の連携」となっていて、「認定こども園」は別に書か

れているというのは何か意味があるのでしょうか。 
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◎委員長 

認定こども園は別途飛び出しで書かれているので、連携の関係が見えにくいということ

ですね。 

あるいは認定こども園が、今、大きな課題になっているので、別に飛び出しにしたとい

うふうに考えるのか、そのあたりいかがでしょうか。 

 

○委員 

認定こども園との連携について、二見地区には認定こども園ができる予定ですので、そ

の連携を指すのでしょうが、なかなか難しい部分もあるかなと思います。 

そもそも認定こども園であろうとなかろうと、校種間の連携はしていかないといけない。 

 

○委員 

就学前という意味でしたら、幼稚園、保育所、保育園、認定こども園がすべて含まれる

と思うので、これをひとくくりにできないのでしょうか。 

就学前全てを含むと思うので、なぜこれがわざわざ分けてあるのかが、ちょっと疑問に

なられたのかなと思います。 

 

○委員 

就学前のくくりの中に認定こども園も入るだろうということですね。 

 

●事務局 

資料 2-3 は、前回いただいた意見をそのまま反映しております。前回資料 3-1 では「幼保

の連携」という項目と「認定こども園」という項目が別々にありました。「幼保の連携」に

ついて、これは小学校と保育所・幼稚園も連携しないといけないというご意見をいただき

ましたので、下線部のとおり追加しました。一方、「認定こども園」についてはそのときご

意見がありませんでしたので、そのまま残っております。 

 

◎委員長 

当初それほど大きな意図もない中で必要な項目についてお書きいただいて、そこで前回

意見が出てきたので、「保・幼・小の連携」というふうに直していただいたということです。 

もちろん、認定こども園との連携も視野に入っているわけです。 

 

●事務局 

資料 2-3 については、前回の材料出しということでワークショップのようなかたちでご意

見をいただいて、それをある程度事務局として整理させていただいて、資料 4 で方針ごと

に仕分けをさせていただいています。 
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これもあくまでも事務局のたたき台ということですが、その辺でご意見をいただければ

と思います。 

 

○委員 

「ふるさと教育」が〈社会〉の枠であるほうが収まりがいいのか、〈地域〉の枠にあるほ

うが収まりがいいのか。 

社会の変化に対応して、ふるさとの誇りを知って、その中で向上できる子どもを育てる

のであれば、「社会の変化に対応する」という文脈ではまるのですが、手段としてふるさと

教育をやっていくときには、地域との連携が主になっていく部分がある。それを重く捉え

るのであれば〈地域〉の中に置いておく方が、連携の具現化の手段という意味でつながり

が出てくるという、この悩ましさがあるのかなと思います。 

今後については、項目の中で内容が重複しているものの関係をよくつかんでいけば、細

かな項目を書くときに、何のためにこれをやっていくのか、これは一つ、二つ以上の関連

になっていきますよということも意識できていいのかなとも思います。 

 

◎委員長 

「ふるさと教育」が〈社会〉になったのは、主体が学校ということだったと思います。 

地域連携の中で、郷土史に精通している方に来ていただくことで人的交流もできるとい

うようなことだったと思いますが、どちらにウェイトを置くか、地域との連携で地域の人

に学校へ来てもらって話をしてもらうなら〈地域〉に持っていくことも間違いではないし、

学校はあくまでも教育として主体的にやっているということであれば〈社会〉に残すとい

うことで。 

よその市などでもしているのは、2 回出てきて、後で出てきた方には「（再掲）」という方

法もありますが、そうすると見にくいですので、事務局の方でより主体の大きいのはどち

らか判断していただいて、お考えいただければと思います。 

資料 2-3 のグルーピングをしていただいたことについては、これでよろしいでしょうか。 

では、資料 4 についてはここで終えたいと思います。 

 

○委員 

本当に細かいところまで検討されているので、だんだんこの会が大変な会なんだなとわ

かってきた気がします。 

 

○委員 

私の住んでいる地域は防災面で弱いところですが、教育委員会との連携がスムーズにい

っていない部分もあります。民生委員さんに住民の確認をしていただいたり、児童生徒も

自主避難しますので、防災面からの意見として、横のつながりができていないということ
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が気になります。 

 

◎委員長 

〈安全・安心の学習環境〉のところで、地域防災と学校連携というようなことを文章で

起こしていただければありがたいですが、ただこれも全体の流れの中でご検討いただけれ

ばと思います。 

 

○委員 

学校を出て明石の外へ出て行く子どもではなくて、地域で育てて地域に残ってくれる子

どもを育てていきたいと思いますので、そういう環境が少しでもできればいいなと思いま

す。 

 

◎委員長 

子どもたちには明日の明石を担う人になっていただければと思います。 

 

○委員 

今日が 2 回目ですが、事務局の皆様、資料を作成していただき、ありがとうございます。 

第 2 期あかし教育プランについての話の中で、第 1 期プランは 10 年を見据えて作ったと

いう説明がありました。 

第 1 期教育プランがあって、今度は第 2 期ということになりますが、そこに教育大綱な

ど新しい要素が出てくる中で、国の教育振興基本計画があり、県の教育振興基本計画があ

り、それを受けて明石の教育振興基本計画があるということですので、明石独自の計画が

できればいいなと思っております。先ほども基本理念とか目標という議論が出ておりまし

たが、第 1 期の基本理念にありました「ふるさと明石」という言葉、特に「明石」という

言葉がでてくるようなことがあればいいのかなと個人的には考えるところもありました。 

今日の内容を受けて、次の第 3 回もまたよろしくお願いしたいと思います。 

 

◎委員長 

繰り返し重複して申し上げましたが、事務局の方で精査して第 3 回へ向けて資料を揃え

ていただければと思います。 

では事務局へお返しいたします。 

 

●事務局 

本日はどうもありがとうございました。 

十分に協議の時間を設けられていないということで、非常に心苦しく思っております。 

次回は、本日いただいたご意見も生かしながら、ある程度かたちにしたもので見ていた
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だいて、トータルの中でご意見をいただく中で成案を仕上げていきたいと考えております。 

できるだけ早めにお届けして、次回の会議でご意見をいただきたいと思っております。 

次回は 12 月 1 日に予定しておりますので、ご出席のほどよろしくお願いいたします。 

ありがとうございました。 

 


