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第 3 回 明石市教育振興基本計画検討委員会 会議録 

 

平成 27 年 12 月 1 日（火）午後 3 時 00 分～4 時 55 分 

明石市役所分庁舎 4F 教育委員会室 

 

出席者：9 名 

傍聴者：1 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 前回協議事項（主な意見） 

第 2 期 あかし教育プラン（明石市教育振興基本計画）素案 

参考資料  明石市教育大綱 素案 

 

◎委員長 ○委員 ●事務局 

 

●事務局 

ただいまから、第 3 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 名中 9 名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たいと思いますので、委員長、進行をお願いします。 

 

◎委員長 

今日の審議をもちましてパブリックコメントを募集することとなりますので、ぜひとも

いろんなご意見をいただいて、ある程度満足できるものを出したいと思っておりますので、

ご協力よろしくお願いします。 

それでは、会議次第に基づきまして、「検討委員会における審議状況及び今後の予定につ

いて」、事務局から説明をお願いします。 

 

●事務局 

私の方から「検討委員会における審議状況及び今後の予定について」説明させていただ

きます。 

説明は資料 1-1 に沿って行わせていただきます。 

まず上段にこれまでの審議状況をまとめたものを記載しておりますのでご覧ください。 

本検討委員会はこれまで 2 回開催させていただいておりまして、第 1 回の審議において

は、本市が策定しようとしている教育振興基本計画とは何かということで、その根拠とな

る教育基本法、参酌することとなっている国・県の計画、平成 27 年 4 月 1 日の法改正に伴

い策定することとなった明石市教育大綱との関連性等について説明させていただきました。 

また、平成 23 年度から 27 年度の「あかし教育プラン」のふりかえりとして成果と課題
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をまとめたものをお示しし、直近の社会情勢についても説明を行った後、本市の教育に関

連したテーマを無作為に列挙し、委員の皆様からご意見を伺いました。 

第 2 回の審議においては、第 1 回より引き続き、直近の社会情勢についてご意見をいた

だくとともに、「第 2 期 あかし教育プラン」の基本理念・基本方針について、明石市教育

大綱の当時の素案に沿って説明をさせていただきました。 

また、本市の教育に関連したテーマについても、3 つの基本方針ごとにグループ分けを行

ったものについて、委員の皆様より再度ご意見をいただきました。 

さらに、当時は重点目標という名称になっていましたが、計画の推進のために目標を置

くことについて説明をさせていただきました 

続きまして、資料 1-2 をご覧ください。 

こちらは、第 2 回検討委員会で委員の皆様からいただいた主な意見を抜粋したものとな

っております。時間の関係上、個別のご意見につきましては、この後改めて説明させてい

ただきますが、事前に送付しております「第 2 期 あかし教育プラン素案」はこれらの意見

を受け、事務局内で内容を再度検討したものとなっております。 

以上がこれまでの審議状況となります。 

次に、資料 1-1 下段の「今後の予定」をご覧ください。 

今後の予定といたしまして、本日第 3 回検討委員会を開催した後、いただいた意見を基

に素案を修正し、それらを委員の皆様にお送りしてご確認いただいた後、12 月 16 日から意

見公募手続を行う予定です。 

そして、意見公募手続でいただいた市民の皆様からのご意見を受け、第 4 回で再度、案

の検討を行います。 

なお、第 4 回検討委員会につきましては、来年 2 月の開催を予定しております。 

以上が今後の予定となります。 

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 

ただいま、資料 1-1、1-2 について事務局から説明を受けましたが、ご質問などございま

せんでしょうか。 

特に資料 1-2 につきましては、実際の素案のところでご説明があるだろうということです

ので、何もなければ次へ行きたいと思います。 

私の方から、今後の予定の中で、一方で教育大綱の策定があるわけですが、今日いただ

いた教育大綱素案の中で平成 27 年 何月という部分が抜けているのは、教育大綱の一部見

直しがあるかもしれないということでしょうか。 

 

●事務局 

教育大綱につきましては、この後第 3 章の基本理念の説明でも触れる予定ですが、現在、
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素案を作りまして意見公募手続を行っているところです。 

それを踏まえて今後、もしかしたら修正があるということも考えられます。 

 

◎委員長 

多少変動があるかもしれないということをお含みいただいて、ご審議いただければと思

います。 

何かご意見はありますか。 

無いようですので、先へ進みます。 

次に、「第 2 期 あかし教育プラン（明石市教育振興基本計画）素案について」、事務局か

ら説明をお願いします。 

 

●事務局 

引き続き私の方から「第 2 期 あかし教育プラン（明石市教育振興基本計画）素案」につ

いて説明をさせていただきます。 

まず、第 1 章から第 5 章の全体的な構成について、これまでの検討委員会での審議を受

け、どのように事務局内で精査したか、説明させていただきます。いったん全体構成の説

明を終えた段階で、説明は終わらせていただき、各章の内容に係る部分につきましては、

この後改めて章ごとにご協議いただければと考えております。 

まず、第 1 章「計画策定にあたって」については、「策定の趣旨」、「計画の位置づけ」、「計

画期間」、「策定体制」の 4 項目で構成されております。こちらについては基本的にこれま

での検討委員会で説明した内容通りですが、第 2 回検討委員会にてお示しした骨子案にお

いて第 1 章の前に「はじめに」という項目が入っておりました。こちらはもともと、教育

長からのメッセージや計画の趣旨といったものをイメージしておりましたが、第 2 回検討

委員会の後、事務局内で再度検討した結果、第 1 章の中でまとめることができましたので

除くこととなりました。 

次に、第 2 章「現状と課題」についてですが、「第 1 期 あかし教育プランのふりかえり」、

「子どもたちを取り巻く社会の現状を踏まえた本市の課題」の 2 項目で構成されておりま

す。こちらについても基本的にこれまでの検討委員会で説明させていただいたとおりです

が、素案の中では、「第 1 期 あかし教育プランのふりかえり」において出てきた課題が、「第

4 章 今後 5 年間に取り組む基本的な方策」にどのようにつながるかをはっきりと示すため

に、どこに対応しているかを斜字で表しております。 

次に、第 3 章「基本的な考え方」についてですが、「基本理念」、「基本方針」の 2 項目で

構成されており、こちらも、検討委員会で説明させていただいたとおりです。ただし、基

本理念等について、明石市教育大綱の基本目標の影響を受けることに伴い、今回お示しし

ている案につきましても前回から変更があります。後程第 3 章の協議の中で、経緯等につ

いて補足説明をさせていただきます。 
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次に、第 4 章「今後 5 年間に取り組む基本的な方策」についてですが、これまでの検討

委員会で「重点的な取り組み」としていたものを修正しております。前回の検討委員会ま

では、今後 5 年間に取り組む項目のうちから重点的に取り組むものをピックアップして第 2

期あかし教育プランの中にまとめていくイメージでした。しかし、取り組みに優劣をつけ

るのは実際難しく、また、項目として出ているものについては全て力を注いでいきたいと

考えていること等から、事務局内で再度検討し、このプランにおいては、3 つの基本方針に

対して、9 つの基本的な方策を掲げ、今後 5 年間における取り組みを網羅することとしまし

た。後程こちらについても補足説明をさせていただきます。 

最後に、第 5 章「計画の推進のために」についてですが、前回重点目標としていたもの

を参考指標と改めております。第 2 回検討委員会で説明したように、計画の着実な推進を

行うため、「第 2 期 あかし教育プラン」すなわち 5 年間の全体的なふりかえりを行う目安

とする指標及び数値目標として参考指標を置くものです。後程こちらについても補足説明

を行います。 

説明は以上です。 

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 

まず目次をご覧いただいて、全体構成から「はじめに」があって「おわりに」がないと

いうご指摘もあったようですが、「はじめに」は第 1 章に組み込んでいただいて、こういう

形で構成を整えたというご報告でした。 

第 1 回、第 2 回の我々の意見は反映していただいていると思います。 

具体的な中身を見ていかないとなかなか意見も出ないと思いますので、続いて章ごとに

ご意見があれば伺うこととします。 

第 3 章、第 4 章が特に中心になるかと思いますので、第 1 章、第 2 章につきましてはま

とめて事務局からご説明をお願いします。 

 

●事務局 

引き続き私の方から第 1 章及び第 2 章について補足説明をさせていただきます。 

まず、第 1 章についてですが、2 ページをご覧ください。 

上部に記載のとおり、生涯学習やスポーツ振興関連分野については、「第 2 期あかし教育

プラン」ではなく、「明石市生涯学習ビジョン」や「明石市スポーツ振興計画」等に基づき

施策の推進を図ることとなっておりますので再度ご確認ください。 

次に、第 2 章についてですが、4 ページをご覧ください。 

第 1 期 あかし教育プランのふりかえりについては、これまでも検討委員会で説明させて

いただきましたとおり、第 1 期 あかし教育プランにありました 4 つの施策の方向に沿って

成果と課題をまとめています。 
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4 ページ上部からが「(1)学校園・保育所での教育の充実」、5 ページ下部からが「(2)時代

の要請に応じた教育の推進」、7 ページからが「(3)地域、学校園・保育所及び家庭の連携と

協力」、8 ページ上部からが「(4)生涯学習社会づくりの推進」についての成果と課題となっ

ています。 

なお、各課題について「第 4 章 今後 5 年間に取り組む基本的な方策」のうちどれに対

応しているか記載がありますが、「(4)生涯学習社会づくりの推進」については、先程説明さ

せていただいたとおり、「第 2 期 あかし教育プラン」に取組がないため、記載はされてお

りません。 

次に、子どもたちを取り巻く社会の現状を踏まえた本市の課題について説明させていた

だきます。10 ページをご覧ください。 

こちらは、検討委員会でも説明させていただいたとおり、「(1)少子高齢化社会への対応」、

「(2)多様性社会への対応」「(3)子ども・家庭への支援」、「(4)グローバル化及び高度情報化

への対応」、「(5)国の教育改革への対応」の 5 項目で構成されております。 

検討委員会においては、社会の現状についてご審議いただきましたが、素案を作成する

にあたっては、第 1 期 あかし教育プランのふりかえりと同じく、現状を受けた課題という

形でまとめております。 

また、第 2 回検討委員会の意見を受け、(2)多様性社会への対応においては、多様性のポ

ジティブな面を追記しております。(3)子ども・家庭への支援については「手厚い支援」と

していたのを、どの取り組みについても手厚くやっていきたいという中で、「支援」と表現

を改めました。また、(4)グローバル化及び高度情報化への対応については「これまで存在

した国、地域の境界を越え」とあったのを、やや意図が通りづらいというご指摘がありま

したので、「これまで存在した国、地域の境界を越え」という表現から、「国や地域の境界

を越え」に改めました。 

説明は以上です。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 

それでは、委員の皆様、第 1 章についてご意見などございませんでしょうか。 

2 ページの一番上で、教育大綱との関係ですが、2 行目で「この大綱の基本目標や基本方

針を教育プランに反映しています。」とありますが、13 ページを見ますと、「内容を踏まえ」

となっています。 

誰かの意見を聞いて、反映するというのと、踏まえるのと、どちらがより意味があるの

かなというと、ここはやはり大綱の基本目標や基本方針を「踏まえて」教育プランを策定

しているとするほうが、「反映する」よりも良いのかなと思います。 

但し、語感は人それぞれのところがありますので絶対というわけではありませんが、後

で「踏まえ」と出てくるなら、ここも「踏まえ」としていただいて、そうしたら中ほどの

「3 計画期間」の図の矢印の下「大綱の基本目標、方針を反映」というところも、国が使
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っている「参酌」という言葉にして「大綱の基本目標、方針を参酌」という形で矢印の説

明がつくのかなと思っています。参酌にも反映の意味はあるんですが、言葉が重くなるか

なと思います。 

他の委員のみなさんからもご意見があれば、お願いします。 

次に、第 2 章についてお気づきの点があればご意見をお願いしたいと思います。 

これは無くてもいいかなとも思いますが、第 1 期が円滑に進捗してきたという表現を、4

ページ 4 行目の「以下のような取組を進めてきました。」の後に「各年度ごとの取組につい

ては、事務事業評価において点検評価に努めて、第 1 期については順調に進捗してきたも

のとの評価を得ている」といったような、点検評価の方向性を、「なお」の上に 2 行ほど入

れていただくと、読んでいただいた方には第 1 期は順調に進捗してきて推移しているんだ

なということがストレートに伝わるかなというふうに思います。 

さらに、気がついたことを言わせていただくと、「(1)学校園・保育所での教育の充実」の

（生きる力を育む学校教育の充実）の 1 行目の「子どもたちの学びと育ちをスムーズに連

続させる」といったときの「スムーズに」という言い方は、「円滑に」とするべきなのか。

口頭ではスムーズにいっていますと言いますが、これもニュアンスですので、事務局で検

討いただいたらいいかと思います。 

それから 5 ページの（安全・安心で質の高い教育環境の整備）の 3 つ目の段落の「⇒確

かな学力の育成（ICT（情報通信技術）の活用）」で、こういうときに二重カッコはあまり

使わないかなという気がします。 

もう一つ気になるのは、確かな学力の育成が、ICT の活用だけと読み取られかねない。

もっと他の部分、全体で進めているわけですが、だとしたら ICT の活用の部分は文章に入

れ込んで、というのは難しいですか。 

 

○委員 

第 2 期における取組が色々なところに散らばって表記されていますね。 

細かく表記するのも、これはこれで良いのかもしれません。 

 

●事務局 

第 1 期におけるそれぞれの課題について、個別に第 2 期のどの取組に対応しているかと

いうことを示そうという意図ではあるんですけれども、分かりづらいというご意見もある

ようですので再度検討させていただきます。 

 

◎委員長 

「安全・安心で質の高い教育環境の整備」で（学校施設の整備）とあるのはよく分かり

ます。 

「確かな学力の育成」は全ての教育活動で目指すものですが、（ICT の活用）だけに特化
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しているようにとられるのではないかとは思います。 

このままでもいいというご意見もありましたので、またご検討いただきたいと思います。 

 

●事務局 

今の段階では素案ということもあって、それぞれの第 1 期の課題について、ここで第 2

期はこういう方策がありますよということでさせていただいていますが、最終の計画書の

段階ではそのあたりをもう少し分かりやすくなるように工夫していきたいと考えておりま

す。 

 

◎委員長 

8 ページの「(4)生涯学習社会づくりの推進」（生涯学習環境の整備と成果の活用）の 1 行

目、これも言葉にこだわって申し訳ありませんが、「市立図書館及び西部図書館において貸

出冊数が増加したほか、定例や季節毎のイベント等を実施しました。」というところで、貸

出冊数が増加したこととイベントを実施したことの内容は違いますので、「貸出冊数が増加

したほか、定例や季節ごとのイベント等を実施し、多くの参加者を得ました。」といった表

現にすれば、取組の結果、貸出も増えたし来館者も増えたということが読み取れますので、

ちょっと考えていただければと思います。 

ここで初めて新しい図書館に関する記述が出てきます。現在の段階では準備に取り組ん

でいますとしか書きようがないのかなとは思いますが、ここも「準備に取り組むとともに、

その後の活用について検討を進めています。」と、準備だけではなくて、準備とその後の活

用についての検討を進めているようなことを書いていただければと思います。 

 

○委員 

あまり「てにをは」の話に偏ってもいけないとは思いますが、5 ページの（教職員として

の資質と実践的指導力の向上）のところで、「効率的で効果的な」と書いてあって、（安全・

安心で質の高い教育環境の整備）のところでは「効果的で効率的な」となっていて、効率

的と効果的の出現順が違うので、仕上げていくときにこのあたりのルールを徹底していた

だければよいかと思います。 

 

◎委員長 

以前にお話しして、みなさんからも意見が出て、どうすることに決まったか記憶があい

まいで申し訳ありませんが、市民の方がご覧になったら分かりにくい言葉がこのあたりに

出てきます。 

例えば 4 ページの真ん中あたりで「スタートフォロー教員」とある。我々教育に関係し

ているものはイメージで分かりますが、これは何のことだろうというのがあるということ、

あるいは「学力向上推進事業」がどういうものかということについて、注釈があればいい
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ですねという話が出ましたが、そのときにどのような結論になったのでしょうか。 

 

●事務局 

ご指摘のように、用語に関しての説明が必要というご意見はいただいておりましたので、

素案の中で用語説明は無いのですが、プランを今後さらに精査していく中では参考として

用語説明を付ける予定です。 

 

◎委員長 

では注釈については入れていただくということで、よろしくお願いいたします。 

全体の構成のふりかえりになりますが、2 ページのところで生涯学習、生涯スポーツ等に

ついては別の計画で施策の推進を図るという紹介をいただいていて、第 1 期プランのふり

かえりの 8 ページでは「(4)生涯学習社会づくりの推進」という項目が入っている。だけど、

この(4)については第 3 章以降では特にふれられていないということで理解してよろしいで

すね。 

 

●事務局 

はい。 

 

◎委員長 

いつもこういう文章をまとめると担当が困ってしまうのですが、10 ページのまとめの文

章で、例えば真ん中の段落の結びが「大切になっています。」、10 ページの最後の行も「大

切になっています。」、次のページには「必要となっています。」「必要となっています。」「求

められます。」「大切になっています。」と結ばれています。 

これは本当に、書かれる方が苦労するのはよく分かりますので、あえてはっきりどうこ

うとは申し上げませんし、他に適切な表現が見つかっているわけでもありませんので、お

聞き流しください。 

委員の皆様、いかがですか。他にお気づきになった点があればお聞かせください。 

 

●事務局 

第 2 章の第 1 期プランのふりかえりにつきましても、また社会情勢のところにつきまし

ても、読んでいただいたらわかると思いますが、できる限り凝縮するというか短くしてい

きたいという思いがあります。 

第 2 章は教育プランの中における本題の部分ではありませんので、本当はもっと書きた

いこともありますが、特徴的な主だったものを抜粋して書かせていただいております。 

繰り返しにはなりますが、我々としては必要最小限と考えておりますので、もし見てい

ただいて、これだけは抜けていたら困りますといった内容があれば、ご指摘いただければ
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と思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

◎委員長 

第 1 回、第 2 回で出たご意見を踏まえて修正されているようですが、特に欠けていると

ころがあればご意見をお願いします。 

では、特にご意見も無いようですので、今日の中心的な審議の内容になります第 3 章に

つきまして、事務局から説明をお願いします。 

 

●事務局 

「第 3 章 基本的な考え方」について、説明させていただきます。 

ここでは、今回の基本計画を策定するにあたって、どういった理念・方針で教育行政に

取り組んでいくのかということを記載しております。 

なお、これまでも説明しておりますとおり、今年の 4 月に改正された地方教育行政の組

織及び運営に関する法律で、本市が作る教育振興基本計画は、市長と教育委員会が協議し

て別途作る大綱に則した目標や方針となることが望ましいということになっております。 

そこで、本日配布しております、明石市教育大綱（素案）をご覧ください。 

前回にもお配りしていましたが、そのときから若干変更がございます。 

変更がありましたのは、13 ページの「1  基本理念」でございます。 

前回お知らせしたときに大綱の基本目標は『「ふるさと明石」に愛着と誇りを持ち、未来

を担う人づくり』という表現でございました。 

今回はそこから「～ふるさと明石から未来にはばたく～」というふうに変わっておりま

す。 

これは、前回の総合教育会議における『「ふるさと明石」に愛着と誇りを持ち』という表

現についての議論の中で、愛着や誇りを持つことに強制させるようなイメージを与えるの

もどうかというご意見等があった一方で、子どもたちにはふるさとを意識し、育ってもら

いたいというようなご意見もありまして、そういう中で「～ふるさと明石から未来にはば

たく～」というふうに変更になっております。 

現在この案が 11 月 15 日から行っているパブリックコメントの素案となっております。

今後パブリックコメントを受けまして、総合教育会議で最終案を決める予定となっており

ます。 

大綱については、前回の資料から変更となっていることをご認識いただきたいと思いま

す。 

それでは、「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

方ですが、第 2 回検討委員会でもご意見をいただいたように、やはり総合教育会議で決め

る大綱の方針・目標に沿ったものの方が良いだろうと考えております。 

まず基本理念は大綱の目標から引用し、「ふるさと明石から未来に羽ばたく子どもを育て
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る」を理念として掲げております。そして副題としてもう少し具体的に、どういう子ども

たちに育って欲しいかというところで考えましたのが、社会が急激に変わっていく中、自

分の夢や目標を持ってたくましく生き抜く力をつけていくことが大事であると考えまして

「～たくましく心豊かな人づくり～」としております。 

基本方針は、前回お示ししましたとおり、大綱で示された基本方針に合わせるというと

ころで前回と変わらず、「(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」とさせていただいております。 

以上が計画の理念及び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 

それでは第 3 章につきまして、ご意見ご質問がありましたら伺いたいと思います。 

「羽ばたく」の「羽」は大綱に合わせると平仮名ですね。 

それから基本理念の本文の 2 行目のところで、「地域や家庭とともに、学校園が一体とな

って」という部分は、学校園は一体となって、その向こうに地域と家庭があるというふう

に考えたほうがいいんですか。それとも学校園と地域や家庭が一体となって、というニュ

アンスでしょうか。 

今だったら、学校園が一体となって、地域や家庭とやっていきましょうというふうに取

れるので、もともとの狙いが学校園と地域や家庭が一体となってということであれば検討

が必要かと思います。そのあたりどちらかはっきりするようにしてください。これまでの

教育プランの流れでいくと、学校園と地域や家庭が一体となってというニュアンスなのか

なと思いますが。 

 

●事務局 

事務局としては、委員長がおっしゃっていただいたように、学校園だけが一体ではなく、

学校園が地域や家庭と一体となってという意味で使っておりましたので、それが分かる表

現に訂正させていただきます。 

 

◎委員長 

それから気づいたところでは、基本理念の第 2 段落目の教育行政の役割について、「教育

行政には、子どもたちがたくましく生き抜く力を養うことが求められています。」とありま

すが、実際に取り組んでいるのは学校園の先生方、学校園という考え方でいけば、教育行

政にはそういった認識や施策展開が求められているというニュアンスで記載すべきですし、

教育行政が主体となって養うことを求められているという今の表現でも理解はできると思

います。そのあたり検討の余地があるのかなと思ったりもしました。 
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ただ、すっと読んでしまうとこれは意味が通っています。 

 

○委員 

全く同じ意見を持っていて、私の場合は１段落目の終わりの「地域や家庭とともに、学

校園が一体となって、子どもたちの育ちを支える取組を進めてきました。」とある部分で、

このあたりは行政が本来主体となって関わっていることのはずで、次の行との整合性がと

れていない感じがして、しっくりこないという印象があります。 

行政の役割について、どこに重きを置くのか、ニュアンスをもう少し補われる方が、当

事者性を誰に持たせるかという意味においてより良いのかなと感じました。 

 

◎委員長 

これまでの意見を踏まえて、先程指摘のあった 1 段落目と 2 段落目を少し練っていただ

けますでしょうか。 

 

●事務局 

事務局としまして、ここで言う教育行政というのは、学校園の取組も含めてという意図

で、学校園と教育委員会事務局を区別したわけではなく、公が行う教育という広い意味の

つもりではありましたが、そういうふうに受け取られる可能性も確かにあると思いますの

で、再度十分精査いたします。 

 

◎委員長 

我々は行政と学校現場を分けて考えてしまいがちですので、先程ご説明いただいた解釈

であればそれはそれで収まっているかと思います。ただ細かいことを言えば、行政が学校

園に支援を行うといったこと等もあるのかなと思いますのでそのあたりも含めてご検討く

ださい。 

 

○委員 

1 段落目を読んでいくと、最初に「本市では」とありますので、やはり 2 段落目の整合が

とれていないように感じます。 

市の教育行政が一丸となって取り組んでいきたいという思いは表れているんですが、誰

が読んでも分かるような言葉としての整理があるとより良いのかなと思います。 

 

◎委員長 

基本方針の(1)、(2)、(3)につきましては、大綱からそのままですので、これはこのままい

くとして、あとは何かお気づきの点がありましたら、お願いします。 

あとは、先程申し上げたとおり、平仮名表記と漢字表記を大綱と同じように揃えていた
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だいたらと思います。 

それでは、第 4 章に進みます。第 4 章につきまして事務局から説明をお願いします。 

 

●事務局 

素案の 24 ページをご覧ください。 

24 ページには、「「第 4 章 今後 5 年間に取り組む基本的な方策」に係る体系図」という

ことで、全体の構成を示しております。これに基づいて説明させていただきます。 

先ほど説明させていただきましたとおり、3 つの基本方針に対して、9 つの基本的な方策

を掲げております。 

9 つの基本的な方策については、これまでの検討委員会では、基本方針 1 にあたるものは

これ、基本方針 2 にあたるものはこれ、というように、3 つの基本方針ごとにグループ分け

したものをお示ししてきましたが、基本方針ごとに明確なグループ分けを行うのは教育の

性質上やはり困難であるということから、1 から 9 と並べてお示しする形を選択しました。 

事務局として、順位付を行う意図はないのですが、計画を策定する都合上、知・徳・体、

すなわち「確かな学力の育成」「豊かな心の育成」「健やかな体の育成」に 1 から 3 の番号

をふり、明石市の教育の指針の中で知・徳・体とともに 4 つの柱として記載されている「安

全・安心の学習環境」に 4 の番号をふりました。5 以降については、明石市教育大綱の内容

等も踏まえ、並べております。 

また、9 つの基本的な方策にはそれぞれ取り組み項目を下部に列挙しております。 

こちらについては、検討委員会での意見を参考に、9 つの基本的な方策のどの方策にどの

取組が最も合致しているのか事務局内で再度精査を行いました。 

本来、一つ一つの取り組みについて、説明を行うべきですが、時間の都合上割愛させて

いただき、第 2 回検討委員会を受け、修正した部分のみピックアップして説明させていた

だきます。 

まず、「2 豊かな心の育成」については、「人権教育の推進」、「道徳教育の推進」、「体験

学習の充実」、「子どもの読書活動の推進」の 4 項目を挙げました。第 2 回検討委員会にお

いて、「道徳教育の推進」が取り組みから消えているが、必要ではないかとのご意見をいた

だいたことを受け、再度記載しております。 

次に「3 健やかな体の育成」については、「子どもの体力づくり」、「「食」に関する教育

の推進」、「基本的生活習慣の確立」の 3 項目を記載しました。第 2 回検討委員会において、

「基本的生活習慣の確立」を項目として追加してはどうかとのご意見を第 1 回に続き再度

いただいたことを受け、追加しております。 

また、「8 地域・家庭・学校の連携」については、「子どもの安全対策の推進」、「ふるさ

と教育の推進」、「防災教育の推進」、「開かれた学校づくり」の 4 項目を記載しました。「ふ

るさと教育の推進」は学校が主体となって行うとの考え等から別のグループ分けをしてい

ましたが、子どもたちが「ふるさと明石」の良さに触れ、理解し、愛着を持てるようにす
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るためには、地域との連携が不可欠であるとの考えのもと、こちらに記載しています。ま

た、「防災教育の推進」についても同様に地域との連携が非常に重要であるとの理由からこ

ちらに記載しました。 

さらに、「9 社会情勢の変化への対応」については、「グローバル化に対応した教育の推

進」、「キャリア教育の充実」、「環境教育の推進」、「主権者教育の推進」の 4 項目を記載し

ました。第 2 回検討委員会にて、「主権者教育の推進」が取り組みから消えているが、必要

ではないかとのご意見をいただいたことを受け、再度記載しております。 

また、全ての基本的な方策、取組項目について言えることですが、これまでの検討委員

会の中では、例えば「2 豊かな心の育成」に関する部分では、「こころ」といったように

単純にキーワードを基に話を進めていました。第 2 期あかし教育プランの中で、子どもた

ちへどのような教育を行うことを目指すのかを明確にするため「豊かな心の育成」といっ

たような表現に改めております。 

説明は以上です。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 

まず 24 ページの体系図につきまして、何かお気づきの点がありましたらご意見をお願い

いたします。 

これが教育プランの全体像ということになります。 

個人的な意見かもしれませんが、この表は上下に幅がありますので、1 から 9 までの方策

を上から下へ並べて、具体的な取組項目を右へ持っていくと、大項目から中項目、小項目

と横並びになって錯綜がないように思うのですが、それは難しいのでしょうか。 

全体的な構図で見たイメージだけですが、そうしていただいた方が関係性が分かりやす

いのかなと思います。 

これだけ上下に幅があれば、1 から 9 まで縦に入ると思うし、文字の大きさもある程度同

じレベルで合わせられるかと思います。 

 

●事務局 

対応可能かと思いますので、検討させていただきます。 

 

○委員 

「3 健やかな体の育成」に（基本的生活習慣の確立）とありますが、基本的生活習慣の

確立というのは、どのテーマにでも関係してくると考えられる中で、果たして「3 健やか

な体の育成」の取組項目でいいのかどうか。 

17 ページの説明文には、「幼児が主体的に体を動かして遊べる環境作りや」とありますが、

無理にこのテーマに入れているような感じがします。 
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◎委員長 

「3 健やかな体の育成」の取組項目で 3 つ目の（基本的生活習慣の確立）に無理がある

のではないかというご指摘をいただきました。 

どのテーマへ持っていくかとなると、どこがいいのでしょうか。 

 

○委員 

パッと思いつくのは、全国学力・学習状況調査の中では、基本的生活習慣と学力との関

連性は大きいのですが、やはり家庭との関係性が強いのかなと思いますので、「7 子ども・

家庭への支援」ということもいけるかなと思います。 

 

◎委員長 

「7 子ども・家庭への支援」に持っていくと、17 ページの書きぶりが変わることになり

ますね。 

家庭でまず基本的生活習慣を子どもたちにつけていく、それについての支援を行い、学

校でも基本的生活習慣について指導する、というような書きぶりにすると、こちらへ持っ

てくることは可能かと思います。 

あとは、取組項目の数のバランスだけですが、「5 一人ひとりに応じた教育」は 2 つだ

けですから問題ないかと思います。「基本的生活習慣の確立」を確立に向けて学校園が支援

をしていくと同時に家庭にもきちっと家庭の役割について認識していただきたいというよ

うな趣旨でいくと、「子育て家庭の支援」の下か、それとも「7 子ども・家庭への支援」

の一番上がよいのでしょうか。 

基本的生活習慣の確立は家庭に始まる。学校園においては・・・、という書きぶりにし

て、「7 子ども・家庭への支援」への移動についてもご検討いただければと思いますが、

ただバランス上ここはどうしてもこのままいきたいということであれば、それもやむを得

ないかなと思います。 

 

○委員 

基本的生活習慣の確立が話題に上りましたが、文章の流れを見ていると、子どもたちの

人生の最初の自立の基礎であるということで、幼児のところに主眼を置きすぎているので、

発達段階に合わせた指導というニュアンスをもう少し含んでくださる方が良いんじゃない

かと思います。 

 

◎委員長 

取組項目の場所は「7 子ども・家庭への支援」で構わないと思います。 

 

○委員 
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はい、問題ないかと思います。 

学校園と言われたので、学校に入った就学段階でも基本的生活習慣の確立を行うという

ことであれば、そういった内容がもう少し分かるようにお考えいただければと思います。 

 

◎委員長 

では特になければ、14 ページ、15 ページに戻っていただきまして、小さなことでも構い

ませんので、ご意見をいただければと思います。 

 

○委員 

15 ページの（就学前教育の充実）の 2 行目、「就学前教育・保育の質の水準を高めていき

ます。」というところが、質と水準というフレーズは意味が重なり過ぎている感じがします

ので、質か水準かどちらかがあればいいのかなと思います。 

 

◎委員長 

「質を高める」でも良いし、「水準を高める」でも良いので、どちらかにしてはというこ

とです。 

私からは、同じページの（ことばの力の育成 ‐読む・聞く・書く・話す-）の 2 行目で、

「レポートの作成、説明及び論述等」のところを「説明・発表及び論述等」として、作成

したものをきちっと発表できるというような視点で、言語活動の内容を表現してもらえれ

ばと思います。 

16 ページのところで気になる文章があったんですが、「2 豊かな心の育成」（人権教育の

推進）の 1 行目、「子どもに豊かな人権感覚を育むことができるよう、各学校で人権教育の」

とある、これは教員が主体になっているということですが、子どもを主語に「子どもが豊

かな人権感覚を育むことができるよう、学校園では」ということになるのかなとも思った

りします。 

教員がつけてやるんだということになると「子どもに」ということになりますが、子ど

も自身の主体的な活動とかを含めると、「子どもが豊かな人権感覚を育むことができるよ

う」という、「が」を使った方が良いのかなと思いました。ただこれも私の主観ですので、

他の委員さんが「に」の方が良いということであれば流してもらってもけっこうです。 

 

○委員 

「子どもが」になると、「豊かな人権感覚を身につける」という表現の方が良いかもしれ

ません。 

 

◎委員長 

「子どもが豊かな人権感覚を身につけることができるよう、各学校では」となりますね、
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それと学校に「園」はいらないですか。広い意味での人権教育は園から行うと思いますが。 

 

○委員 

やはり人権感覚は小さいころから培うものなので、もちろん親の意識もですが、「園」を

入れていただく方がよいかなと思います。 

ただそうすると保育所はどうなるんだとも思うのですが。 

 

 

◎委員長 

よくやるのは「各学校園等で」と「等」をつけます。 

「保育所も含め、各学校園で」と書いていただく分にも構わないですが、行政の方で教

育委員会がどこまで関われるかという問題がありますので、ちょっと判断はしかねますが。 

 

●事務局 

事務局内で案として持っている段階ではありますが、保育所等も含めて全てを指したい

ときに、「学校園」や「学校」という言葉で全て含めて表せたらと考えています。 

先ほど参考資料として用語解説をつけるという説明をいたしましたが、こちらについて

も統一した表現になるように、この後改めて精査させていただきます。 

 

◎委員長 

（道徳教育の推進）の 3 行目、『検定教科書導入後も使用される「兵庫版 道徳教育副読

本」を積極的に活用した』というのは、「特別の教科 道徳」の検定教科書という意味です

か。 

つまり、教科道徳が始まるにあたり、検定教科書が入ってくるのですが、以前からある

兵庫県の道徳教育副読本も使っていきますという意味でよろしいですね。一瞬全て新しい

教科書になってしまうのかな、というふうに受け止めてしまったのですが。 

市民の方がご覧になった時に、『今後導入される検定教科書とともに「兵庫版道徳教育副

読本」』と改めていれば、道徳の教科書で両方使うのかなということは読み取れますね。 

ただ、そうすると後に記載している方を積極的に活用するというふうにとられてしまい

ますか。 

『「兵庫版道徳教育副読本」も併せて積極的に活用した』としても良いですし、上手く理

解がされるよう、ちょっと検討いただければと思います。 

（体験学習の充実）の 2 行目のところで、『地域の中で主体性を尊重したさまざまな社会

体験活動「トライやる・ウィーク」』とありますが、主体性が誰かはっきりしないので、「地

域の中で生徒の主体性を尊重したさまざまな社会体験活動」としていただくほうが良いの

かなと思います。 
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地域が主体になるのか、あるいは事業者が主体になるのかという視点もありますが、や

はり今は生徒の主体性を尊重したということを一番に動いていると思います。 

それから、同じところの 3 段落目「次代の親育成及び児童虐待の早期防止を図るため」

というので、非常に大きな概念である「次代の親育成」と、大きな問題ではありますが一

部の現象である「児童虐待防止」が並列になっていますので、「次代の親育成及び児童虐待

の早期防止を図ることも含め、次代の親たるべき中高生等を対象に」といった形にしてい

ただくと、次代の親育成は大事なんだなと、その中で特に児童虐待も課題なんだなという

ニュアンスも出てくるのかなと思います。 

今の表現を参考に検討してみてください。 

それと、伝統や文化というところがふるさと学習やふるさと明石のニュアンスに含まれ

ているかと思いますが、全体を見たときに（体験学習の充実）の中ではそういった内容が

無かったと思います。この（体験学習の充実）に 4 段落目を作っていただいて、「ふるさと

学習を通して明石の歴史や文化といったものについての体験を深める」といったようなこ

とを入れておいていただくと、良いのかなと思います。新しい学習指導要領でも伝統や文

化について含まれていたかと思います。 

17 ページの上のところで、読書活動はこれから大事な一つの柱となりますが、新図書館

活用がありません。生涯学習とかそういった部分については市長部局で行うといった意図

は分かるんですが、教育委員会で学校園に対して教育プランを示す中で、新図書館と学校

との連携を十分に活用できますよというものが入っても良いのかなと感じています。上手

く文章が流れるかどうかは分かりませんが。 

「3 健やかな体の育成」（子どもの体力づくり）のところで、1 行目「体育科教育の充実」

の体育科という言い方は一般的にあるのでしょうか。 

 

○委員 

特に違和感はないんですが、やはり私も先ほどお話があった市民目線という点では麻痺

してしまっているのかもしれません。 

 

●事務局 

他にふさわしい言葉があればそれを使えるように、調べてきます。 

 

○委員 

一般的な意見としては特に違和感はなかったです。 

 

◎委員長 

保護者の方が子どもを通じて情報が入っていてこのことばで理解できるということでし

たら、それで結構です。 
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○委員 

（子どもの体力づくり）の内容のことではなくて、細かい表現のことですが、1 行目「活

性化を図るとともに」、3 行目「「新体力テスト」を実施するとともに」とありますが、この

教育プランの中で「～するとともに」という表現が本当にたくさん出てくるんです。 

この表現はよく使うし、違和感のない表現ですが、ただそれがいろんなところに次から

次に出てくるとどうかと思います。 

特に一番思ったのは、21 ページ（子どもの安全対策の推進）で、4 行目「意識を高める

とともに」、6 行目「向上に努めるとともに」、10 行目「指導を行うとともに」と、このよ

うにそれぞれの項目に必ず一つは出てくる表現になっているので、ちょっと読んでいった

ときに、普通はあまり何も思わない表現ですが、あまりに多く出てくるとどうだろうか、

というところは感じています。 

 

◎委員長 

行政用語の特徴ですが、あれも書きたい、これも書きたいというときに、どうしても文

章が膨れてしまうので、「ともに」で片づけてしまうということがあるんだと思います。 

実際にご覧になって、確かにそうだなという部分があって、上手く文章を分けることが

できるのであればご検討いただくということでお願いします。 

それから「身につく」という表現も、漢字で「身に付く」なのか、平仮名で「身につく」

なのか、統一していただければと思います。 

 

○委員 

（いじめ対策の推進）の 1 行目に「いじめの未然防止、早期発見、早期対応に向け、学

校への指導を充実するとともに」の「学校への指導を充実する」という表現では、学校は

一体どのように捉えたらいいのかと思いますので、もう少し表現を考えていただきたいで

す。 

おっしゃりたいことは分かりますが、ちょっと表現を変えていただいた方が良いかなと

思います。 

 

◎委員長 

行政からの指導について、例えば「教職員の研修の充実に努める」というようなことで、

よく精査はされているようですので、こちらもご検討ください。 

 

○委員 

ちょっと気になったのが、19 ページ「6 教職員の資質・指導力の向上」というテーマを

挙げて、続いて（教職員の資質・指導力の向上）と同じ文言が並んでいるんです。 
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教職員の資質・指導力向上のために何をするのかを挙げた方が分かりやすいような気が

するのですが、取組項目名を変えられないのでしょうか。その後に続く（若手教職員の育

成）は違和感がないのですが。 

 

◎委員長 

そうですね。 

他のところは大きな番号付きの見出しと違う取組項目の表現になっているのに、ここは

同じになっているので違和感があるんですね。 

ですから、（教員研修の充実）とか（研究会の充実）とか、そういう表現に変えていただ

いたほうがいいんですね。 

 

○委員 

その方が分かりやすいかなと思います。 

その後の「7 子ども・家庭への支援」も同じく（子育て家庭への支援）と続くんです。 

これも、家庭への支援には何をするか挙げた方が良いように思います。同じ言葉を挙げ

ることにより分かりづらくなると思います。 

 

◎委員長 

ご指摘のとおりで、大きな見出しと小さな見出しが同じになるというのはおかしいと思

います。 

より具体性の強い表現にしていただければと思います。 

 

○委員 

18 ページの（学校施設の整備）というところで、いろんなことが書いてありますが、こ

の間から話題になっている空調、エレベーターの設置といったことが、ある程度方向性が

見えているにもかかわらず、この（学校施設の整備）のところに書いていないんですが、

理由があるのでしょうか。 

それから 19 ページ（少人数教育の推進）のところで、「小学校 1 年生について学級編制

の標準を小集団である 30 人とする等」と具体的な数字が書かれていますが、これは決まっ

ているんですか。 

他にも、「小学校 5 年生で 36 人以上の学級」といったように具体的な数字が出てきてい

る部分があるにも関わらず、既に決まっている空調やエレベーターのことは記載されてい

ない。 

タブレットのことは、（ICT（情報通信技術）の活用）で「タブレット端末を活用し」と

いうことは出ていますが、そのあたりについて、教育委員会事務局としての考えがあって

の表現なのかなと、ちょっと疑問に思っています。 
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◎委員長 

2 カ所ご指摘をいただきました。 

18 ページの（学校施設の整備）について、国や県の方向性もふまえて、ほぼ導入が決ま

っていることについて記載がないのはなぜかということで、単に抜けているのか、書くと

しても書きぶりがどういうふうになるか難しいところかもしれませんが、快適な学習環境

のための空調設備の充実、あるいは障害のある児童生徒のためのエレベーターの設置等に

ついて記載があってもいいのではないかと思いますし、それが実際に前向きな方向で動い

ているのであれば、むしろ次の 5 年間で整備したいといったところまでお書きになっても

いいのかなと思います。 

それから、「小集団である 30 人」という表現についてはどうされますか。 

例えば、「今後学級編成の標準を小集団である 30 人とすることについて検討も含め」と

いうことで、ちょっとぼかした表現にするのか。もしくは、もう 30 人を消してしまって、

「学級編成の標準をより少人数教育の推進に・・・」というような表現にするのか。 

ちなみに今の小学校 1 年生は 35 人学級ですか。 

 

○委員 

35 人学級です。 

 

◎委員長 

ここは事務局の方で検討する必要があるかもしれませんね。 

 

●事務局 

今のところ特に大きな意図はないんです。 

大綱の中でもそういったところに触れている部分もあるので、そのあたりの表現と整合

を図りながらやっていきたいと思います。 

 

◎委員長 

大綱であれば市長の権限になりますので、教育プランは大綱に書いてあるとおり記載し

ているという理屈がたつかもしれません。 

 

○委員 

30 人学級というのは分かるんですが、やはり先ほど言われたようにちょっと内容が細か

すぎると思います。 

 

●事務局 
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確かにちょっと細かすぎる気がします。 

 

◎委員長 

ではこのあたり、もう一度検討していただきます。 

ただし次に審議していただく時間がありませんので、そういったことも含めて事務局と

委員長、副委員長の方で、検討させていただくことでご容赦いただきたいと思います。 

 

○委員 

先ほどご指摘のあった 21 ページ（子どもの安全対策の推進）のところで、「ともに」が

多いというのも一つの課題ですが、それ以外に、安全教育や安全管理に関する活動を誰に

行うのかといったあたりがかなり錯綜している印象があって、学校現場の方々は慣れてい

るから問題ないのかなとも思いますが、今後 5 年間で何に取り組んでいけばいいのかとい

うのが少し見えにくい感じがあって、このあたりを少し整理していただければと思います。 

安全管理的な部分、子どもや教職員の意識向上に係る部分、そして地域との連携に係る

部分が学校安全ということでいけば柱になっていくんでしょうが、そういうところを市民

目線で読んでも分かるよう、柱立ての整理の仕方をしていただける方が、みんなで作って

いくんだなというのがもう少し分かるような感じがして、そこは工夫いただければと思う

のが一点あります。 

それから 22 ページ（開かれた学校づくり）の中身について、明石の内情に適したものが

抜粋されているということであれば構わないんですが、国及び地方公共団体の中で、国側

の教育振興基本計画等々の参酌という観点でいくと、開かれた学校づくりであれば、目標

の共有ということだったり、協働のしかけだったりということが求められていて、コミュ

ニティスクールといった個別施策はともかく、この部分で果たして整合がとれているのか

なと思います。それから明石の教育プランで、これまで地域協働も含めてさまざまなこと

に取り組んできてレベルアップしてきたことからすると、内容としてこの中身で網羅でき

ているのかなというところが少し気にかかりました、 

目標共有とか協働といった考え方が十分に（開かれた学校づくり）の中に十分に盛り込

まれているのかなと感じましたので、明石の学校と地域との関わりの発展の経緯に基づい

て考えていくことが大事になると思います。 

 

◎委員長 

そのあたりはまた事務局に検討していただきます。 

20 ページのあたりから、一つの内容について必ず段落分けをしていたのが、例えば（子

育て家庭の支援）の 2 段落目を見ると、「子育てに関する相談を行うことで、子育て家庭の

不安感や孤立感を解消し、妊娠期から安心して、喜びを感じながら子育てができるよう支

援を行います。」の後に改行して、「各幼稚園区の保護者が自主運営し、」というふうになら
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ないといけないし、その 3 行下の「未就園の子どもやその保護者に対しては」の部分も改

行をしてください。 

この前までは全部内容ごとに改行しているんですね。ですから、（放課後の子どもの居場

所づくり）についても 2 行目の「余裕教室の活用等」から改行、3 行目の「保護者の多様な

就労形態」で改行、（子どもの虐待・非行の防止）についても同じく 2 行目の「昨今家庭に

起因する」というところで改行ということで、20 ページ 21 ページについては、もう少しこ

れまでと同じような改行をしていただくと、21 ページの（子どもの安全対策の推進）につ

いてもちょっと見やすくなって、先ほどご指摘いただいた部分も整理しやすくなるのかな

というふうに思います。 

 

○委員 

2 点ほどお願いしたいと思います。 

21 ページ（ふるさと教育の推進）のところで、平成 31 年、すなわち 2019 年は市が出来

て 100 年になる年です。同じく明石城も出来て 400 年ということで、そういう文言を多少

入れても良いのではないかと思うんですけど、具体的なことが書かれていませんので、そ

の辺を明石市としてもうちょっと PR した方がいいんじゃないかと思います。 

それから、その下の（防災教育の推進）のところで、県の防災関連の資料としましては、

今までの通年の被害状況に応じた対応というのが全般にあるのですが、22 ページ上から 3

行目「また、地域の災害特性、近年の津波や大雨の被害等を踏まえ」という文言の間に、

想定外の災害ということが多いですので、ぜひとも「想定外」という文言は入れてほしい

と思います。 

近年の災害は通常の大雨だけではありませんので、緊急性といった言葉も入れてほしい

ということです。 

 

◎委員長 

今ご指摘のあったところで、明石の大きな歴史に関わるところで、21 ページ「8 地域・

家庭・学校の連携」のリード文 2 行のところへ、今言われたことをきちっと押さえこんで

いただいて、子どもたちにも周年意識みたいなものを持ってもらうということを含んでい

ただければと思います。 

他へ入れることも可能ですが、やはり「8 地域・家庭・学校の連携」の中で、市政全体

の関わりみたいなことでまとめていただいたらいいかなということと、（防災教育の推進）

について、22 ページのあたりで想定外の災害といったことを踏まえて、ちょっと文章を考

えていただければと思います。 

 

○委員 

22 ページですが、上から 4 行目「常に子どもたちに理解してもらい」という表現につい
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て、こういう表現はちょっと気になります。（開かれた学校づくり）の 1 行目にも「保護者

や地域の方に知ってもらうため」と同じような表現が出てくるのですが、この表現も改め

てもらったらと思います。 

それから同じ項目の 3 行目「高等学校においてはこれまで蓄積してきた技術やノウハウ

を市民に還元する」とあるのは、何の技術やノウハウを市民に還元するのかという、その

あたりがよく分からないように思います。 

 

◎委員長 

日常的な会話の言葉を引き込んでいる分は、文語調に直していただくということで、「～

してもらう」という表現を変えてほしいということはご指摘がありました。 

それから、高等学校における具体的なキックバック、すなわち還元ということについて

ですが、市民講座などはされていますか。 

 

○委員 

電卓とか家庭科の料理教室はやっています。 

 

○委員 

最後の「9 社会情勢の変化への対応」（主権者教育の推進）のところで、4 行で句点が無

く書いてあるので、文章として読みにくいですので、どこか途中で区切ってもらいたいで

す。 

 

◎委員長 

主権者教育のリーフレットなんかに、大体こんな感じで国の方が書いてあるんですね。 

そういったことも含めて、他の箇所にも長く続いている文章があるかもしれませんので、

あわせてご検討ください。 

「9 社会情勢の変化への対応」のところの（グローバル化に対応した教育の推進）の 1

行目「子どもたちがグローバル化した社会を生き抜けるよう、国境を越えて人々と協働す

るため」という部分について、協働までは行き過ぎですので、「交流・協働」くらいのニュ

アンスに修正をお願いします。 

それから同じところの 3 段落目「多文化共生サポーター派遣事業と連携し」のところの 3

行目「「日本語指導協力者」を派遣し、学習言語の習得や子どもたちの自己実現を支援しま

す」というところについて、「学習言語の習得」ということばの使い方があるのかなと思っ

ています。単に「日本語の習得や」ということで良いのかなと。 

もちろん子どもたちが母国語をもっと堪能になるために学習言語をという使い方であれ

ば分かるんですが、『「日本語指導協力者」を派遣して』なので、日本語の習得という表現

で良いのかなというところと、「子どもたちの自己実現を支援します」という部分で、全て
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どのような子どもたちに対しても、学校教育は子どもたちの自己実現を支援している中で

ここでこのような使い方をしているところが気になります。 

この部分は、外国人の児童生徒たちに日本語を習得してもらい、日常的な生活習慣の中

での学習力をつけてもらうということをもって自己実現としているのか、もっと遠い将来

のことを指すのかといったところで、もう少し身近で具体的なことで支援、あるいは進学

就職への支援だとかいったあたりに改めていただければと思います。このあたりは事務局

内で調整していただいて文言を考えていただく方が良いかもしれません。 

それでは、一旦ここで締めさせていただいて、最後に第 5 章「計画の推進のために」の

説明を事務局からお願いします。 

 

●事務局 

25 ページ第 5 章「計画の推進のために」をご覧ください。 

まず「1 計画の進行管理」ですが、今後 5 年間に取り組んでいく具体的な事業につきま

しては、第 1 期と同じように年度ごとにアクションプランを作成して取り組んでいくこと

とさせていただき、その進行管理につきましても現在行っております「教育に関する事務

の管理及び執行状況の点検及び評価」で毎年の進行管理を行っていきたいと考えておりま

す。 

次に「2 参考指標」ですが、この計画を推進していくためには目標が必要であると考え

ております。 

具体的な取組の目標は毎年度作成するアクションプランでその年の目標を掲げて取り組

んでいくこととなります。 

ただ第 2 期あかし教育プランとして 5 年間の目標も必要ではないかと考えました。そこ

で市民の皆様からも分かりやすい数値的な目標を掲げてはどうかということで、25 ページ

に記載のとおり、子どもの成長として知・徳・体のバランスの取れた子どもの育ちの指標

として、それぞれ(1)全国学力・学習状況調査の結果（確かな学力の育成）、(2)不登校出現率

（豊かな心の育成）、(3)新体力テストにおける調査結果（健やかな体の育成）を指標として

はどうかと考えております。 

以上、第 5 章の説明とさせていただきます。 

 

◎委員長 

では第 5 章について、ご意見を伺いたいと思います。 

「教育に関する事務の管理及び執行状況の点検及び評価」の方でも指標を持ってやって

いただいているということですが、少し気になったのは、確かな学力の育成と豊かな心の

育成と健やかな体の育成について象徴的にこの 3 つの指標を選んだというのは理解できる

んですが、どうしてこの 3 つだけなのかという思いがどうしてもあるんですね。 

なぜかというと、基本的な方策で左側には 1 から 9 まで並んでいるんですね。そうする
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と、期待としては(4)安全・安心の学習環境について、例えば空調施設の充実とかあるいは

エレベーターの設置とかの指標をつけていただくと、他にもさまざまな取組をやっている

んだけど、代表的なものとして一つずつ抜粋して書かれているのかなと腑に落ちるんです。 

でも、これだけずっとやってきて、最後に 3 つだけ出てくると、次のページに(4)、(5)は

無いのかと思ってしまうのが正直な感想です。 

ただそこで検討すべきは、(4)から(9)の指標を掲げるのが難しいかどうかですね。 

例えば「9 社会情勢の変化への対応」といったところでいくと、地域の人を招いてキャ

リア教育の話をしてもらうということを一つ挙げて、各学校何年生でやるとか、そこまで

踏み込むのが難しければ、何か同様のものを一つずつ挙げていただいた方がバランスはい

いと思います。 

ゆっくり読むととりあえず 3 つの大きな視点についてこういう大きな指標を挙げたんだ

という理解もできます。 

他の委員のみなさん、いかがですか。第 5 章につきまして、ご意見をお願いします。 

 

○委員 

若干しっくりこない部分は、参考指標の(2)不登校出現率ですね。 

ゼロとすることが必達目標である類のものだから、全国と同程度とするという表現が、

意図は分かるんですがちょっとしっくりとこない感じがします。 

この指標も地域と学校と家庭とでの願いを持った一つの取組で努力していきたいという

ところは見えてくるんですが、ちょっと相対的な感覚に縛られ過ぎている感じがします。

やはり、これはゼロにすべき必達目標だと思うので、ちょっとしっくりこないというのが

印象です。 

 

◎委員長 

「全国の不登校出現率を勘案しつつ、不登校率の削減を図る」といった表現にすると、

一応「勘案しつつ」なので、その数値が一応の指標になっているんだなという受け止めは

できますね。 

「同程度とする」となってくると、それでいいのかという議論があるかもしれないとい

うことですね。 

それから、アクションプランの方で数字的な目標が出てくると思いますが、やはり指標

について分かりやすいものを例えば 5 で一つ、6 で一つというように、出していただいても

良いと思います。 

 

●事務局 

委員長が最初にご指摘いただいた部分について、我々が思っております指標のイメージ

は、本当は一つにしたいと考えているくらいなんです。 
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例えば子育てについていろんな施策を行っていますが、その中で待機児童をゼロにする

という指標を一つ出せば、なんとなく、他にいろんな施策もあるんだけど、トータルとし

て進んでいるんだなというのが分かるかと思います。 

ただ、そうすると指標は学力テストだけでいくのかという話の中で、教育は学力だけと

いうことにもなるので、明石の教育の一番の大きな目標としようとしている、基本理念に

もある「たくましく心豊かな人づくり」に戻るんですが、それを目指してバランスの取れ

た子どもを育てていくんだということで、知・徳・体のところをそれぞれ一つずつ何か目

標を挙げて、それらが上手く進んでいるというイメージで全体の進捗状況を見せたいとい

う思いがあります。ただおっしゃられるように、不登校以外の目標は数値を上げていくの

が目標ですが、これは良い方向の目標ではないので難しいなと思います。他にもちろん、

心に関する部分で何かいい目標があればその数値を取りたいんですが、今我々が思いつく

のはこれだったというのが実情です。ご指摘のとおり「同程度」というのは目標として少

し弱すぎるかなという思いはありますので、そのあたりは検討していきたいと思います。 

参考指標の前文にも説明は書かせていただいていますが、そこのところがもう少し伝わ

るように文章も考えさせていただいて、我々の意図が伝わるようにさせていただけたらと

思っております。 

もしかしたらパブリックコメントで、このあたりについてご意見をいただくかもしれま

せんので、そのあたりも見ながら考えさせていただきます。 

 

◎委員長 

ここまできちっとやってきて、3 つだけにしてしまうと、何となく仕上がりが中途半端な

感じが、若干してしまうんですね。 

せっかく 9 つの基本的な方策を挙げたんだったら、象徴的なものをそれぞれ一つずつ挙

げたらいいのにというのはごく単純な思いです。 

また、全体の体系図と並んで見たから余計にそう思うんですね。並びが違うと、全然別

のものとして受け止めて、象徴的な 3 つをここに書いておられるんだという印象になるの

かもしれませんが、そういった書きぶりも含めてご検討いただくということで、必ずしも 4

から 9 まで続けてほしいという意味ではないですし、不登校出現率が適当かどうかも含め

て、ご検討いただくということでお願いします。 

これで今日の議題につきましては終えたいと思いますが、全体についてここについては

やはり気になるというようなことがありましたらお願いします。 

 

○委員 

17 ページの（子どもの体力づくり）で「思い切り体を動かすような指導を行います。」と

いう指導という言葉の捉え方が、一般の方が読まれたら、小学校の教育と同じような捉え

方をされるのではないかなと思いますので、私たちの立場からすると、「保育活動を行いま
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す。」というような、子ども主体の言葉にしていただける方が、皆さんに理解してもらえる

んじゃないかなと思います。 

 

◎委員長 

17 ページの（子どもの体力づくり）について、「指導を行います。」という表現ではなく

て、保育に合った表現に変えていただくようにお願いいたします。 

 

○委員 

明石の教育といったときに、明商を念頭に置いているのであれば先ほど出た（開かれた

学校づくり）の技術やノウハウ、それから（キャリア教育の充実）の進路指導の資料の充

実や大学等の情報収集とか、そのあたりは問題ないのですが、明石の教育全般を考えた時

に県立高校にもやはり同じようなことをお願いすることになってしまうのかなということ

を考えてしまうのですが。 

 

◎委員長 

各県立高校も地域との交流ということで、地域の幼稚園・保育所や小学校へ行ったりし

ています。でもここで挙げるとすれば明石商業高校の動向だと思いますので、そういった

考え方で書きぶりを合わせていただければと思います。 

 

●事務局 

明石商業高等学校を意識して書いた分については、はっきり明石商業高等学校というこ

とを出して、そうじゃない部分はまた違う書き方でというようなかたちで、書き分けさせ

ていただきます。 

 

○委員 

先ほど言われていた参考指標のところですが、この前の 5 年間で例えば不登校が減った

というようなデータはありませんか。 

そういったものを載せて、成果がすでに出ているということを載せれば、これからさら

に続けていけば改善されるという前向きな方に指標を捉えられるかなと思います。 

例えば虐待などもそうですが、全体として取り組んだ結果、良くなったという具体的な

数字も挙げていればイメージがつきやすいのかなと思いました。 

 

●事務局 

不登校出現率につきまして、不登校やいじめの発生率はゼロにするというのが目標だと

思いますが、ここは数値目標ですので、5 年後に現実的にどこまで指標として、ということ

でこういった表現にしています。 
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残念ながら本市は全国的にも、また全県と比較しても、中学校の不登校出現率が高く、

この数年は減少傾向にありますが、ただ現場として何もしてなくてこうなっているという

ことではありません。現場は努力をした結果こうなっているということですので、あまり

全国と県を上回っている数値を表に出すと、現場としては頑張っているのになぜこんな数

字を出されるのかと感じられないかと思います。 

 

◎委員長 

そういったことも含めて、かなりたくさんのご指摘があった中で作っていただくのは大

変だと思いますが、限られた時間の中で、できるだけ反映していただいてパブリックコメ

ントにかけていただいたらと思います。 

修正作業につきまして、時間もありませんので、事務局と委員長、副委員長とで協議さ

せていただいて、決定するということで、ご理解いただければと思いますので、よろしく

お願いいたします。 

それでは特にご意見が無ければ、事務局の方へお返ししたいと思います。 

 

●事務局 

廣岡委員長、進行ありがとうございました。 

委員のみなさまも長時間にわたりまして、熱心なご議論ありがとうございました。 

本日の検討委員会はこれで締めさせていただきますが、委員長からもおっしゃっていた

だいたように、12 月 16 日からパブリックコメントをさせていただきますので、それまでに

今日のご意見を踏まえて修正させていただいて、出来るだけ早い段階では皆さんのお手元

にお届けさせていただくように致します。ご意見をいただければ、可能な限り対応したい

と考えておりますので、またぜひご一読いただければと思います。 

最初に説明がありましたように、パブリックコメントを受けまして、年明けに第 4 回検

討委員会を開きまして、こちらは教育委員会へ答申する案という形で検討をいただきたい

と考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

今日は本当にありがとうございました。 

 


