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第 4 回 明石市教育振興基本計画検討委員会 会議録 

 

平成 28 年 2 月 18 日（木）午後 3 時 00 分～4 時 50 分 

明石市役所市議会棟 2F 第 4 委員会室 

 

出席者：9 名 

傍聴者：0 名 

配布資料：資料１ 「第２期 あかし教育プラン（明石市教育振興基本計画）」素案への意 

     見募集結果について 

     第２期 あかし教育プラン（明石市教育振興基本計画）（案） 

第３回検討委員会以降の主な修正箇所（参考） 

参考資料 明石市教育大綱（最終案） 

 

◎委員長 ○委員 ●事務局 

 

 

●事務局 

ただいまから、第 4 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 

それでは、会議次第に基づきまして、「第２期 あかし教育プラン素案への意見募集結果

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 

私の方から「第２期 あかし教育プラン」素案への意見募集結果について報告させていた

だきます。 

資料 1 をご覧ください。 

平成 27 年 12 月 1 日に開催した第 3 回明石市教育振興基本計画検討委員会でお示しした

「第２期 あかし教育プラン」素案に対する委員の皆様のご意見を踏まえ、修正を行った「第

２期 あかし教育プラン」素案について、意見公募手続（パブリックコメント）を平成 27

年 12 月 16 日から平成 28 年 1 月 15 日の期間で行いました。 

なお、委員長、副委員長に修正内容のご確認をいただいた素案の修正版については、第 3

回の協議内容をまとめた資料とともに 12 月 11 日付で皆様に送付させていただいておりま

す。 
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意見募集結果についてですが、9 名から 25 件のご意見が寄せられました。 

まず、ご意見を受け、実際に「第２期 あかし教育プラン」の修正を行った 3 件の意見に

ついて説明させていただきます。 

資料 1 の 1 ページ、通し番号 3 をご覧ください。 

意見の概要が、「放課後に子どもたちに無料の学習支援を行うことで家庭の負担を軽減し、

基礎学力の向上や強化につなげることができるのではないか。また、確かな学力の育成を

図るため、無料で放課後や休日に参加できるような学習教室の拡大、充実の検討もお願い

したい」という内容のものでした。 

市の考え方は記載のとおりですが、「第２期 あかし教育プラン」の基本的な方策「１ 確

かな学力の育成」において、これに関連した内容を挙げるべきと判断し、表題を追加する

ことといたしました。 

ここで、「第２期 あかし教育プラン」案の 15 ページをご覧ください。一番上の表題（学

習意欲の向上）の部分が新たに追加した箇所となります。 

次に資料 1 にお戻りいただき、2 ページの通し番号 7 をご覧ください。 

意見の概要が、「「学校での行事の充実」についての内容を記載する必要があるのではな

いか。各学校園で計画されている様々な行事とその取組や活動が子どもたちにいろいろな

力をつけており、友達と助け合い協力してひとつのものを創りあげる喜びや達成感など、

人間形成にも大きなプラスの影響を与えていると思う。」という内容のものでした。 

市の考え方は記載のとおりですが、「第２期 あかし教育プラン」の基本的な方策「２ 豊

かな心の育成」について、表題（体験学習の充実）に学校行事に係る内容を追加すべきと

判断し、表現を改めました。 

こちらは「第２期 あかし教育プラン」案における 15 ページの一番下の部分となります。 

それでは資料 1 にお戻りいただき、3 ページの通し番号 9 をご覧ください。 

意見の概要が、「「中学校給食」についての内容は記載しないのか。」という内容のもので

した。 

市の考え方は記載のとおりですが、「第２期 あかし教育プラン」の基本的な方策「３ 健

やかな体の育成」について、表題（「食」に関する教育の推進）に中学校給食に係る内容を

追記すべきと判断し、表現を改めております。 

こちらは「第２期 あかし教育プラン」案における 17 ページの上段となります。 

まず、意見募集を受け、「第２期 あかし教育プラン」の修正を行った 3 件の意見につい

て説明させていただきました。 

次に、資料 1 の 1 ページの通し番号 2 をご覧ください。 

意見の概要としまして、「全ての基本的な方策について、計画を立てて終わりではなく、

繰り返し子供の成長を検証し、見直しをすることが重要ではないか。」というものでした。 

また同じく、5 ページの通し番号 22、23 の意見についても、計画の推進を着実に行って

ほしいという趣旨のご意見でしたので、教育プランに基づく毎年度の具体的な取組をアク
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ションプラン（実行計画）として別途策定することで、計画の進行管理を行っていくこと

を市の考え方として示しております。 

こちらについては、既に「第２期 あかし教育プラン（明石市教育振興基本計画）」25 ペ

ージの中で説明を行っている部分で、現在アクションプランについても事務局で策定に向

け作業を進めております。 

その他の意見については、基本的に「第２期 あかし教育プラン」案の各章についての意

見、要望等となっており、現在の市の取組や今後の「第２期 あかし教育プラン」における

考え方を示す形で回答させていただきました。 

なお、この後「第２期 あかし教育プラン」案の内容について協議するにあたっては、そ

の他修正を行った主な箇所について、改めて説明させていただきます。 

「第２期 あかし教育プラン」素案に対する意見募集結果の報告は以上です。 

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 

ありがとうございました。 

それでは資料 1 について、ご説明いただきましたが、ご質問やご意見などがありました

らお伺いしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

私の方から、4 ページの 12 について、（少人数教育の推進）ということで「30 人学級と

はっきり記載しないのか」という質問に対して、回答が「小学校 1 年生を対象に 30 人学級

編成を導入し」とはっきり答えておられるのに、質問は「記載しないのか。」なのに、回答

が記載する、しないになっていないんですね。 

実は前回の討議で、これは書かないでおこうということで話が進んだと思うんですが、

回答でこんなに明確に「30 人学級編成を導入し」と書いてしまっていることと、「記載しな

いのか」について、「少人数学級の検証をしつつ、推進していく」という答えだったらいい

んですが、ちょっと答えになっていないのかなと思います。 

指摘された方がこの回答をご覧になって、聞いたことと答えが違うとなりかねないと思

いましたので、文言を考えていただくか、回答で「30 人学級を導入し」と書いていますの

で、記載するのが良いのかどうか、事務局でご検討いただくとして、答えにずれがあるな

という気がしました。 

それから同じく、13（特別支援教育の推進）のところで、回答の 2 行目で「配置が限ら

れており」というのは、必要がないと思います。 

やはり明確な基準の判断が非常に難しい中で、市としては配置を適宜行っている中で、

初めから人数が決まっていて、そこからオーバーフローしたら当てられないという読み取

りをされると、それは教育委員会の趣旨とは違ってしまいかねないので、「配置が限られて

いる」というのは取っていただいて、事実として「希望している方全てに十分な配置を行

うことができていない現状です。」でいいと思います。 
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15 の「共働き家庭への配慮として、預かり保育時間の延長を検討してほしい。」に対する

答えは、「教育・保育が一体的に受けられるよう整備していきます。」ということで、どこ

かに「時間の延長も含めて」ということを入れていただいた方が、答えとしてはつながる

のかなと思いました。ただ、私の受け取りが違っているかもしれませんので、その場合は

そちらで考えていただいたら結構です。 

それから、5 ページの 18、明石商業高校の件ですが、「県立であっても、市内にある高校

全てで行うこと」という、ちょっと市教委の範疇外のことを指摘されているんですけど、

これも答えになっていない。というのは、そのことに対する記載が無いんですね。例えば、

市内 6 校で交流会をしていますね。そうすると、「一定の効果があると考えております。」

の 2 段落目のところで、「市内の 6 校交流会などを通して、明石商業から伝えていきたい」

といったような流れで書くと、答えは整合するという気はしています。 

要するに、県立高校も含め、何か手立てを考えてもらいたいという意見に対して、答え

の書きようがないので、6 校交流会などで明石商業の取り組みを伝えていくという表現をし

ていただくと、分かりやすいのかなと思ったということです。 

ただ、そうなると明石商業にそれを広報してもらわないといけないことになると思いま

すのでご判断ください。 

私が気になったのは、そのあたりでした。 

他に、何かご意見がございましたら、お願いしたいと思います。 

 

○委員 

極めて文言の微々たるところなんですが、5 ページの 19（開かれた学校づくり）のとこ

ろで、回答のところに、「学校評議員会の役割の多様性が求められている」という感じが、

何となくニュアンスとしてしっくりこなくて、「多様な役割」くらいの表現の方が、この学

校評議員を表現するのに向くんじゃないかと思ったところです。 

 

◎委員長 

「評議員会の多様な役割が期待されます。」という感じでいいでしょうか。 

 

○委員 

「学校評議員会」というのが、明石市では普通の表現かもしれませんが、法的なことで

いくと「学校評議員」であり、学校評議員をそもそもどのように運用されているかなとい

うことにも関連する意見かなと思うので、「会」という言葉を敢えてここで使う必要もない

かなと思ったりします。 

ただ、相手が「評議員会」という表記で聞いてきているので、合わせてもいいのかもし

れません。 
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◎委員長 

個々の学校評議員の役割の多様性といった表現にしてはどうでしょうか。 

 

○委員 

回答の最後は「学校評議員の在り方についても検討」と言っているから、その手前で、

言葉を揃えるくらいでいいんじゃないかと思います。 

 

◎委員長 

では、また文言整理をお願いいたします。 

 

○委員 

17（ふるさと教育の推進）のところで、例えば鷹匠町に明石城の外堀が埋められて、そ

のまま道になっているところがあります。立札一つないというような、非常に寂しい現状

でございます。 

あれは、もう少し丁寧な案内板が必要ではないかと思います、築城 400 年ももうすぐ来

ますので。 

それに関連しまして、明石の顔であります今の中堀で、明石小学校の前のあたりの堀の

景観が非常に悪い。文化博物館へ行くところの堀の整備についても具体的な文言が欲しい

ですね。 

 

◎委員長 

今のご意見について、この回答に入れ込むことは難しいですね。 

ですから、第 2 期 あかし教育プランの第 4 章の 8 のところで、もう一度検討しなおすと

いうことで、パブリックコメントの回答としてはこのままでいきたいと思います。 

他にありますか。特になければ、後で気がついた段階で伺うということにして、これで

終わりにしたいと思います。 

それでは続きまして、当日配布資料「明石市教育大綱（最終案）」について、お願いしま

す。 

 

●事務局 

昨日、市長及び教育委員会で構成されます総合教育会議が開催されましたので、その内

容について簡単にご報告させていただきます。 

大綱の 2 ページをご覧ください。 

基本目標及び基本方針については、これまでの内容から特に変更はありませんでした。 

基本目標が「ふるさと明石から未来にはばたく」、基本方針が「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
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域ぐるみで子どもの健やかな育ちを支える活動の推進」「４ 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」となっております。 

ここで、「第２期 あかし教育プラン」案の 12 ページ、13 ページをご覧ください。 

12 ページの基本理念は、大綱の基本目標を受けまして、「ふるさと明石から未来にはばた

く子どもを育てる～たくましく心豊かな人づくり～」ということで、特に変更は行ってお

りません。 

また、13 ページの基本方針につきましても、大綱の方針 3 つからそのまま取ってきたも

のとなっておりまして、総合教育会議の結果を受けまして、こちらも特に変更は行ってお

りません。 

昨日開催されました総合教育会議において協議を行った「明石市教育大綱」については、

大きな変更は生じておりませんので、今回提出しております「あかし教育プラン」につい

ても特に変更は行っておりません。 

協議に先立ちご報告させていただきました。 

 

◎委員長 

明石市教育大綱最終案につきまして、基本計画との整合性についてもご説明をいただき

ました。 

ここは、特に審議することもないかと思いますので、次へ移らせていただいて、本文の

方へ入っていきたいと思います。 

それでは改めて、「第２期 あかし教育プラン」について、事務局から説明をお願いしま

す。 

 

●事務局 

それでは、最初に素案に対する意見募集結果について説明させていただきましたが、こ

こでは、平成 27 年 12 月 1 日に開催した第 3 回明石市教育振興基本計画検討委員会以降に、

パブリックコメント以外で修正を行った主な箇所について説明させていただきます。 

「第２期 あかし教育プラン」案と、一枚ものの資料「第３回検討委員会以降の主な修正

箇所（参考）」をご用意ください。 

まず、12 月 1 日の第 3 回検討委員会から 12 月 16 日の意見募集までの期間における修正

について説明させていただきます。 

「第２期 あかし教育プラン」案の 19 ページをお願いします。 

「基本的な方策 ６教職員の資質・指導力の向上」の１つめの表題として、もともと（教

職員の資質・指導力の向上）としていたところについて、同じ言葉が 2 つ並んでいること

に違和感があるとのご意見を受け、表題（教職員の資質・指導力の向上）を（研修・研究

の充実と実践力の向上）に改めております。 

次に、「第２期 あかし教育プラン」案の 25 ページをお願いします。 
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第 3 回検討委員会の際は、こちらの２の部分を「参考指標」としており、豊かな心の育

成に係る指標を不登校出現率としておりました。 

しかし、不登校出現率は本来 0 とすることが望ましい指標であり、豊かな心の育成に係

る指標として適切ではないのではないかとのご意見をいただいたことを受け、事務局で再

度精査し、不登校出現率ではなく、全国学力・学習状況調査における質問紙調査「自分に

はよいところがあると思う」「人の気持ちが分かる人間になりたいと思う」の調査結果に変

更するとともに、この章全体のまとめ方として、子どもたちにこの 5 年間の教育プランを

通してどのように成長してもらいたいかを記した 3 つの成果目標という形で全体をまとめ

直しました。 

ここまでが、第 3 回検討委員会から意見募集までの期間での主な修正箇所です。 

続きまして、12 月 16 日のパブリックコメント以降の修正箇所について説明させていただ

きます。 

18 ページをお願いします。18 ページの一番上の表題については、もともと（就学困難な

子どもへの支援）としておりましたが、より目的を明確に表した表題へと表現を改めまし

て、（学習機会の保障）としております。 

続きまして、14 ページをお願いします。 

「基本的な方策１ 確かな学力の育成」の中の表題（就学前教育の充実）について、よ

り詳細な記述が必要と考え、今後認定こども園を開設するという内容を追記しました。 

次に、28 ページをお願いします。 

第５章の後に資料編としまして、策定経過、設置要綱、委員名簿、市民参画状況、用語

解説で構成されており、素案から追加した部分になっております。 

ここまで、時間の都合上、主な修正箇所のみに絞ってご説明させていただきましたが、

検討委員会におけるその他のご意見や事務局内での修正作業により、文言の修正を行って

おります。 

最後に、「第２期 あかし教育プラン」案については、本日の第 4 回検討委員会でいただ

きましたご意見等を受け、事務局で再修正したものを 3 月 2 日開催の教育委員会会議に議

案として提出する予定としておりますので、本日それぞれの章につきまして、忌憚のない

ご意見をいただければと思います。 

以上、「第２期 あかし教育プラン」案についての説明とさせていただきます。 

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 

ありがとうございました。 

追加修正箇所について、ご説明いただきました。 

これについては、全体を見たいということで、第 1 章、第 2 章と順に進めていきたいと

思いますので、お気づきの点はそこでご指摘いただければと思います。 
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それでは、第 1 章をお開き下さい。1 ページから 3 ページにつきまして、お気づきの点が

あればご指摘いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

 

○委員 

「１ 策定の趣旨」の 2 段落目、「これにより」から始まる段落の最後に、「平成 26 年 3

月に「第２期ひょうご教育創造プラン（兵庫県教育基本計画）」が５年ごとに策定されてい

ます。」で終わっていますが、固有のプランとなるため、「５年ごと」と付けるのはしっく

りきません。「５年ごと」は無くしてもいいんじゃないかと思います。 

確かに、教育振興基本計画は５年ごとというのが一つの区切りにはなるので、おっしゃ

りたい意味合いは分かるんですが、ちょっとここに付けるのは適切ではないかなと思いま

す。 

 

◎委員長 

ちょっと主述が一貫しないということですか。 

「５年ごと」を入れる必要は無いのではないかというご指摘でした。また、精査をして

いただければと思います。 

他はいかがでしょうか。 

これも些末なことなんですが、上から 3 行目で「同法第 17 条の規定に基づき」と書いて

あって、一番下の「２ 計画の位置づけ」の 1 行目「教育基本法第 17 条第 2 項」と、項ま

できっちり書いておられる。これは、別で構わないんですか。 

上は全体だから 17 条でいいのか、下は 2 項ということです、ちょっとこれは、調べてい

ただけますか。もし同じことを言っているのだったら、上も第 2 項というのが要るでしょ

うし、17 条全体でいくんだったら今のままでご検討ください。 

では特に無いようでしたら、続いて、第 2 章 4 ページから 10 ページまでで、お気づきに

なったところでご指摘をお願いします。 

用語説明もきちっとしていただいて、チェックをしていたんですが、4 ページのちょうど

真ん中の段落のところで、「スタートフォロー教員」の用語解説が無かったように思います。

あれば申し訳ないですが、やはり必要かなと思いました。 

それから、その下の段落「体験教育・環境教育については、」のところで、「わくわくオ

ーケストラ教室」は中 1 ですね。「トライやる・ウィーク」は中 2、「環境体験事業」は小 3、

「自然学校推進事業」は小 5、これを、年の順にするか、あるいは実施学年を文中に入れて

いただいた方が、子どものいらっしゃらない方は、この学年でこういうことをやっている

というのが分かりやすいと思いますので、検討願います。もちろん、後ろに注釈もあるの

でそちらを見ていただいたら分かるんですが。 

環境教育は「環境体験事業」だけなんですね。あとは全部体験教育ですので、この順に

並べているのは適当ではないと思います。 
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県の区分は、「自然学校推進事業」は体験教育で、環境教育に位置づけていないと思いま

す。そのあたりも含めてご検討ください。 

 

○委員 

5 ページの一番下の（食に関する指導の充実）のところで、17 ページの第 4 章にも（「食」

に関する教育の推進）があるので、どちらで取り上げたものかなとは思ったんですが、中

学校給食が進められていることについて、そもそもなぜ必要かというのが、さらっと 1 行

で終わってしまっているのが、いいのかどうか疑問に感じました。 

パブリックコメントにも中学校給食の問題が入っていないという意見があったと思うの

で、これではあまりにも簡単すぎるのではないかなと思って、なぜ中学校給食が必要なの

かという文言が入っていた方が、分かりやすいのではと思います。 

ここじゃなくても、17 ページでもいいかなとは思うんですが、ちょっと気になりました

ので。 

 

◎委員長 

5 ページの一番下の行のところですが、ここは現状と課題ですので、入れるとすれば 17

ページということで、追加していただいた「また、中学校給食を実施し、給食の一層の充

実に取り組みます。」のところに、中学校給食の意義みたいなものを入れていただくという

ことで、お考えいただけますか。 

それから、5 ページの上から 2 つ目の（安全・安心で質の高い教育環境の整備）のところ

で、実は安全・安心に関連した記述が 3 行続いて、ICT になって、また最後の 2 行が安全

対策に関連した記述なんですね。 

間に違うものが割って入っているので、下の 2 行を上に上げていただいて ICT の前に持

ってくる、これで安全のまとまりと、ICT のまとまりになります。今のままだったら、安

全の間に ICT が割って入って、また安全で結んでいるという流れになり、つながりが悪い

ですので。 

それから、（コミュニケーション能力の系統的・継続的な育成）のところで、「学校図書

館図書標準」の説明が要るのかなと思いました。 

それから、「確かな学力」なども用語説明を付けていただいていたので、「ことばの力」

については用語説明はいらないですか。これも鍵かっこ付きで特出しになっていますので、

指導要領で言う「ことばの力」のような説明がいるのかもしれないです。 

もちろん、受け止める側の判断によりますが、鍵かっこを付けた以上、特出しで意味の

ある言葉ということになるのかなと思いますので、ちょっとお考えください。 

最終案ですので、大きな変更は必要ないというふうに読ませていただいて、ちょっと気

になったところを申し上げました。 

10 ページ「（３）子ども・家庭への支援」のところで、これもこだわりと言えばこだわり
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なんですが、2 行リード文があって、図表があって、そしてまた 2 行文章が入っていて、図

表が説明を割ってしまっているんですね。 

図表の下のすぐ 2 行を上に上げていただいて、「こういった子どもたちが、適切な支援や

指導が受けられるよう・・・」という説明文の後に、現状を図表で示して、次の説明文に

いくのがいいのかなというふうに思いました。 

それから、同じく 10 ページの下から 9 行目、「0～2 歳児まで含めた質の高い幼児教育」

のところは、0～2 歳を入れると、「乳幼児」という表記にならないんですか。 

 

○委員 

0～2 歳の教育的な配慮というのも必要とされていますので、全く教育が無いとは言い切

れませんし、入れていただいた方が良いかと思います。 

 

◎委員長 

そうしましたら、「質の高い乳幼児教育」というような表記で、お願いします。 

 

○委員 

同じく 10 ページの 1 つ上の「経済格差の拡大は」という段落で、好みの問題かもしれま

せんが、文章の構成が「子どもたちの支援を行うことで・・・一層の支援が必要となって

います。」となってしまうと、トートロジーというか、「経済的理由により」の前のところ

に、「すべての子どもが均等に教育を受けることができるように、」というのを入れてしま

って、「経済的理由により就学困難な子どもたちへの支援を一層進めていく必要がありま

す。」という文章構造にする方が、意味がすっと通るかもしれません。 

 

◎委員長 

そうですね。 

それから、11 ページの一番上の 1 行目、「SNS（ソーシャルネットワークサービス）」、こ

れも用語の説明が欲しいです。 

11 ページ（５）の上から 4 行目に地方教育行政の法律改正のことが出てきますが、前の

方のところでは、法律は鍵かっこを付けていたと思いますので、ここも鍵かっこを付けて

いただきたいと思います。 

第 2 章につきまして、何かお気づきの点があればお願いしたいと思いますが、特に無い

ようでしたら第 3 章へ移らせていただきます。 

12 ページ、13 ページのところで、何かありますでしょうか。 

小さなことですが、12 ページの基本理念の 3 段落目「今後の５年間においても、子ども

の一人ひとりの個性や能力を尊重しながら」は、「子どもの能力」「一人ひとりの能力」と

来ると、「子ども一人ひとりの個性や能力」が適当で、前の「の」は要らない感じが、個人
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的にはしましたが、特に気にならなければ、そのまま放置していただいても結構です。 

第 3 章が特になければ、第 4 章は 14 ページから 24 ページまであります。 

「１ 確かな学力の育成」の（ことばの力の育成 ‐読む・聞く・書く・話す-）のところ

の 3 段落目、「幼児の話に積極的に耳を傾けたり」これは教職員ですね。「ことばの使い方

を具体的に知らせたりするなど」これも教職員ですね。そして「その育成を図ります。」と

いうのは、ちょっと文章として主述がつながらないんですね。 

例えば、「教職員が、幼児の話に積極的に耳を傾けたり、ことばの使い方を具体的に知ら

せたりするなどの、態度の育成を図ります。」だったら、なんとかつながりますが、今のま

までは意味の通った言葉になりにくいのかなと思いました。 

要するに、教職員に子どもの話に耳を傾けたり、ことばの使い方を教えたりするといっ

たようなことをしてもらうわけですね。その育成を図るのは、ちょっと違うので、育成す

るなら態度を育成するという方向で、ちょっと検討いただければと思います。 

それから、14 ページの一番下、認定こども園は、1 歳児、2 歳児、3 歳児という区分が段

階的にありましたね。明石は「3 歳から教育を受けることができる環境を整備していきま

す。」ということで、3 歳で区切ってしまう。「3 歳」というのがちょっと気になったんです

が。 

認定は 3 段階ありましたね。ここは、「1 園ずつ認定こども園に移行していくことで、」明

石市は「3 歳からの教育を受けることができる環境を整備していく」というそのままの意味

で理解していいんでしょうか。 

 

○委員 

ここで「幼稚園においては、」と始めに書いてありますが、3 歳以上に教育が必要という

のは、幼稚園も保育園も共通してあることではないかと思うんですけれども。 

 

◎委員長 

そうすると、「1 園ずつ認定こども園に移行していくことで、」の結びつきが、明石の中学

校区に 1 園ずつの認定こども園は、3 歳未満は受け入れないという理解でいいわけですか。 

そのあたり、整合するように文章をお願いします。 

15 ページの追加していただいたところの、「数学・英語応援団」と「わくわく地域未来塾」

については、用語説明が必要です。 

例えば、大学生のボランティアが来てくれているのか、地域の人が来てくれているのか

という部分が分かりにくいので、お願いします。 

それから、市の計画については、ほぼ鍵かっこ付きで表示をされていましたので、16 ペ

ージの（子どもの読書活動の推進）の 4 行目「新たな子どもの読書活動推進計画に位置付

け、」は「新たな「子どもの読書活動推進計画」に位置付け、」となるのがいいのかなと、

思いました。 
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17 ページのところでは、先ほどご指摘がありましたように、食育の部分の「また、中学

校給食を実施し、」のところに、ちょっと食育についての目的を入れ込んでいただくという

ことでご意見がありました。 

同じく 17 ページ「４ 安全・安心の学習環境」の（いじめ対策の推進）の 3 行目、「市内

の児童生徒の自治的活動による」とあるのは、具体的に何を指しておられるのでしょうか。 

 

○委員 

生徒会や児童会ですね。 

それが集まって、会議を開いています。 

 

◎委員長 

「市内の」とあるので、何となく地域でやっているような読み方になってしまうんです

かね。 

 

○委員 

各学校の生徒会が一堂に会して、会議をしています。 

 

◎委員長 

そういうふうでいくと、この「市内の児童生徒」は、散らばった地域の子どもたちでな

くて、各小中学校の生徒会や児童会ということですね。 

 

○委員 

「市内の児童会・生徒会」の方が分かりやすいかなと思います。 

 

◎委員長 

そうですね。「市内の児童会・生徒会等の自治的活動による」としていただくと、分かり

やすいですか。 

明石は地域の子どもで、そういうことをやっているのかなと思いました。 

 

○委員 

「自治的活動」というのは、確かに違和感があります。 

 

◎委員長 

それから、用語の説明で、（不登校対策の推進）のところで、2 段落目で「スクールカウ

ンセラーや中学校生徒指導相談員」という言葉と、6 ページあたりでは「生徒指導相談員」

という言葉があって、これが同じ人を指しているのか、あるいは中学校だけに生徒指導相
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談員があるのか、分かりにくく感じました。 

重なりがあるのかないのか、ちょっと分かりにくかったので、検討いただいて、必要で

あれば訂正いただくということと、（教育相談の充実）で、「教育相談員」という言葉がこ

このみに出てくるようなのですが、この教育相談員というのはどういう立場の人なのかな

というのが分からなかったので、用語説明を確認したところ、そちらにも教育相談員とい

うのは無いようです。 

もし、日常的に使っている言葉が異なった形で出てきているなら統一していただいて、

整理をしていただけたらと思います。 

それから、18 ページ（特別支援教育の推進）の、上から 3 行目に「専門指導員」という

言葉が出てきます。この「専門指導員」という言葉も他に出ていないか探したんですが、

どの人のことなのか、ちょっと分かりにくく感じました。 

「生徒指導相談員」「中学校生徒指導相談員」「教育相談員」「専門指導員」といった言葉

の定義をお願いしたいと思います。 

 

○委員 

同じところで、この 4 月からの障害者差別解消法の施行に伴って、合理的配慮というこ

とが大変重要になってくると思います。 

この（特別支援教育の推進）という中には、もちろんそのことが含まれていると思うの

ですが、明確な言葉として入れていただく方が、より分かりやすいのではないかなという

印象がありました。 

 

◎委員長 

入れるとすれば、どのあたりですか。 

 

○委員 

4 行目の「関係機関と連携した取組を推進していきます。」のあたりとか、どこかに合理

的配慮を意識したことをちょっと入れていただくと、より分かりやすいのかなという印象

です。 

  

○委員 

どこが適切かという判断はお任せしますが、これからそういう配慮をしていくんですよ

という姿勢を出していただくと、とても分かりやすいと思います。 

 

◎委員長 

（特別支援教育の推進）の中で、合理的配慮というのをどこかへ入れ込んでいただいて、

流れをよくしていただくということでお願いします。 
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他にお気づきの点があれば、お願いしたいと思います。 

小さいことですが、19 ページ（若手教職員の育成）のところで、あかし若手教師塾とい

うのは固有名詞ですので、鍵かっこを付けていただいて、「あかし若手教師塾」としてくだ

さい。用語の説明もありますので。 

20 ページ（子どもの虐待・非行の防止）の、3 段落目「要保護児童対策協議会（こども

すこやかネット）」とあるんですけれど、これが 6 ページでは「児童健全育成支援システム

（こどもすこやかネット）」になっていました。 

この協議会がシステムを動かしていると思いますが、二つが並んでしまうとちょっと分

かりにくいですね。 

 

●事務局 

児童健全育成支援システムに統一させていただきます。 

 

◎委員長 

整合性さえ取っていただければと思います。 

それと、最初に出てきた話と重なるんですが、（開かれた学校づくり）21 ページと 22 ペ

ージの上の 2 行のところで、学校評議員あるいは学校関係者評価が出てこないんですね。 

開かれた学校づくりの中で学校評議員の役割は大きいですし、学校関係者評価も進めて

いかなければなりません。そこで、ここに引き続き「学校評議員の学校参画を期待し」と

か「新たな役割を」とかあるいは「学校関係者評価を通じて、学校改善を図っていきたい」

という記述を、1、2 行で入れていただければと思います。 

 

○委員 

このあたりの書きぶりは難しいところで、国は施策としてコミニュティ・スクール、学

校運営協議会の導入ということを、私たちが審議を行っている 12 月に言ってきていますの

で、明石市としてどのようにやっていくのか、教育委員会としての議論が必要なところが

あるというところでいうと、現段階で学校評議員をあまり表に出し過ぎても、ちょっと難

しいのかなという感じがします。 

学校評議員を書いてしまうと、なぜそれを選択したかというところまで、このプランの

中で書き込まないといけないのではないか、そこまで踏み込んだものとするのはいかかな

ものかという課題はあると思います。 

 

◎委員長 

ただ、文部科学省はそういったことを言っているけれど、ほとんどの教育委員会は対応

していないですよね。 
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○委員 

今後についてもあまり読めないですね。 

地教行法がどのように改正されるのか否かという、中教審の答申にもよると思いますの

で。 

 

◎委員長 

そうすると、「今後、学校運営協議会等に関する国の動向を見定めながら」という表現に

なるんですかね。 

 

○委員 

おそらくそうなるかと思います。 

今回、これはいろいろ考えながら書いたのかなと思うところは、22 ページの「地域住民

と学校教育の目標を共有化」するのと「協働した取組を進める」というところが、2012 年

頃の国の流れということは受け止めたうえで、その点について頑張るということは言って

おり、このあたりの協働した取組や仕掛けということの中に、学校評議員、あるいはコミ

ュニティ・スクールを今後どう考えるかということが含まれていると考えるならば、この

文面である程度触れているという理解になるかなとは思いました。 

 

◎委員長 

書いてないと具合が悪いし、書くと既に決定した事項なのかとなり、難しいというご指

摘がありましたので、その辺の国の動き等も改めて調べていただいて、どういうふうに教

育プランに落とし込むかというのを事務局の方で判断していただければと思います。これ

は明石の今後の教育委員会のスタンスになりますので。 

他に何かありましたら、お願いします。 

私が見た限り、後はほぼ問題はなく、言葉の使い方とか用語の整合性が気になった程度

です。 

 

○委員 

21 ページ（ふるさと教育の推進）のところで、あくまで委員としての個人的な意見とい

うことになりますが、ふるさと教育を今後頑張っていかれるということで、文面を見てい

くと、様々な行事への参加等により理解や愛着を深めるといったことが言葉として並んで

いるのですが、全体に今後の国の流れでいう「創造」に関連した文脈であるとか、兵庫県

の教育プランの中にある「地域への貢献」ということを、明石市の教育プランにも入れ込

むべきではないかと感じました。 

明石市の場合、市立高校もありますので、貢献という文脈をどの範囲まで意識し使うの

かについては、やや難しいところもあると思いますが。 
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様々な地域の風物から学んだり、それに愛着を感じてもらえるような取組の方向性はあ

るにしても、ふるさと明石をより良くしていこうということであったりとか、社会に対す

る参加に関連した内容が、この書きぶりで十分押さえられているかなというところを少し

感じたところです。 

ただこれは委員の一意見ですので、採択されなくても構いません。 

 

◎委員長 

高校生を対象として考えると、明石商業高等学校に関連したところで「地域の人々との

繋がりを深めるとともに、地域に貢献する態度の育成を図ります。」あるいは「社会参画を

進めます。」くらいがよろしいですか。 

あるいは、「トライやる・ウィーク」等の社会体験活動に関連した記述の後に、「地域に

参加する態度を培う」を追加してもよいかもしれません。 

 

○委員 

これも、これまで明石市立の学校で取り組まれてきた様々な経緯を受けたものかと思い

ます。教育大綱もありますし、そことの整合性を図りながら、検討いただければと思いま

す。すでに現状のプランで、私の申し上げていることが含まれているという解釈でも納得

はしますが、そこは少し見定めたほうがよいと思ったところです。 

 

◎委員長 

それと、先ほど委員より、ふるさと教育をするにあたっては、もっと施設だとかに明確

にプレートなどを設置する等の整備を行うべきだとのご提案もありましたので、（ふるさと

教育の推進）の 1 行目「子どもたちの参加等を推進し、」の後に、何らかの記述を追加され

ますかね。 

地域の遺跡等を尊重する気持ちについての記述が一つ必要というのと、もう一つは地域

社会に参画するという記述が必要ということですね。 

 

○委員 

リード文の中では、委員長がご指摘いただいたように、子どもたちの行事への参加を推

進するということになっていますが、その後、細かなところを見ていくと、ふるさと明石

を理解したり恵みに触れたりというところまではあるのですが、そこで止まっている感じ

がします。 

 

◎委員長 

そうですね。 

愛着を持つためには「行事を開催し、将来ふるさとに貢献できる」といったような文章
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を最後の 2 行の後に追加する必要がありますかね。 

そうすると、「人生の原体験を得る幼児期には」とのつながりもスムーズな気がします。 

 

○委員 

先ほどの（開かれた学校づくり）のところと一緒で、市としてのこれまでの現状を確認

いただきながら、今後どうしていくのかというところを、確認するといったような手順で

検討いただければいいのかなと思います。 

 

◎委員長 

明確にこうだという話にならなくて恐縮ですが、今の議論の要旨を汲んでいただいて、

可能な範囲で記述を改めていただくということで、ご検討いただければと思います。 

 

○委員 

今のお話ですが、確かに教育プランの中で大きな部分を占める重要な話であるかなと感

じています。 

しかし、逆に細かいところを、あれもこれもと教育プランの中に入れこんでしまうと、

現場としては道が狭くなるというか、身動きの取りづらくなる印象を受けますので、実行

計画であるアクションプランの中でこういった部分があるのはいいのですが、教育プラン

にそこまで入れてしまうと、ちょっと現場として動きにくいところが出てくるのではない

かというのは感じています。 

 

○委員 

23 ページの主権者教育のところにもすでに関連性のある内容が含まれているので、先ほ

ども申し上げましたとおり、あくまで個人的な一意見として受け止めてくだされば結構で

す。委員のお話を聞かせていただき、現場の声が少しでも分かった気がしておりますので、

こだわるつもりはありません。事情はよく伝わりました、ありがとうございます。 

 

◎委員長 

それでは、あくまで事務局の判断にお任せするという結論でいきたいと思います。 

24 ページには第 4 章の体系図があります。 

この体系図の基本的な方策の右側に、より具体的な取組が来ることで、ほぼ明石の教育

に関連した取組が網羅できるということになるのだろうと思います。 

24 ページで特に何かお気づきの点がありましたら、お願いします。 

何もないようですので、第 5 章へ進ませていただいて、25 ページから先について何かあ

りましたらお願いしたいと思います。 

ここも前回議論いただいて、対応していただいて、落ち着くところに落ち着いたという
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ふうに感じています。 

これは数値に関連した部分でもありますし、特にご意見なければこのままで良しとした

いと思います。 

次は資料編ということで、策定の経過、要綱、それから用語解説、委員名簿、それから

パブリックコメントの記述がありますが、どうでしょうか。 

これだけ用語説明をつけていただきますと、本当に丁寧に作業いただいたということが

伝わってきますし、用語解説だけ読んでいても、今の明石の教育はこんなふうになってい

るのだということが、ある程度理解できますね。 

特に何も無ければ、各委員からこれまでの審議をふり返って、感想なりご意見なりをい

ただきたいと思います。 

 

≪各委員所感≫ 

 

◎委員長 

 本日出たご意見につきましては、事務局の方で訂正いただくのですが、教育委員会への

提出が非常に逼迫しておりますので、ご容赦いただけるようであれば、私と副委員長と事

務局とで最終のまとめをさせていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

 

○各委員 

 異議なし 

 

◎委員長 

 それではそのようにさせていただきます。 

 本当にありがとうございました。 

 いつも自分か関わったら一番いい計画を作ろうと思って取り組んでおりますので、細か

いことも含めていろいろ注文が多かったかもしれませんが、このようなかたちで事務局の

方々が教育の全体像を考えるというのは非常に重要なことで、この教育振興基本計画を策

定する法改正までは各部署の計画を単純に寄せ集めてという動きになっていました。そう

いう面では市教委を挙げて全体で構成を考えて出来たという点では意味が大きいし、それ

を市民目線からあるいは学校目線から、いろんな角度で検討できたことは非常にありがた

いと思っております。 

 もちろん教員研修も含めまして、有意義に活用していただければと思っております。 

 それでは事務局へお返しいたします。 

 

●事務局 

委員長、進行ありがとうございました。 
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委員のみなさまにも、ご議論いただきましてありがとうございました。 

本日の検討委員会はこれで終了とさせていただきますが、今日いただいたご意見をもと

に、最終の修正をさせていただきまして、教育委員会へ最終案を提出させていただきます。 

教育プランの完成版については、委員の皆様にもお配りさせていただきますので、また

ご確認のほどよろしくお願いいたします。 

最後に教育長からごあいさつをお願いします。 

 

≪教育長挨拶≫ 


