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素案に対する意見（学校園意見と教育委員会事務局の考え方） 

No 該当箇

所 

学校園意見 教育委員会事務局 見解 

【（一部）変更】：学校園提案のとおり（一部）変更 

【変更を見送り】：学校園提案の変更を見送り 

修正意見の趣旨、内容等 

＜必須＞ 

修正後の内容（該当箇所抜粋を見え消し）

＜任意＞ 

1 １７ｐ

方策１

－１ 

文言整理 ・・・学力の３要素の育成をめざした評

価の適正な実施と、評価を次の指導に生

かして活かして、評価と指導のつながり

を強化するを一体化することに取り組み

ます。 

また、各教科の適切な進捗管理や教科横

断的で探究的な学び、就学期間を通した

体系的な学びを実現することについてた

めに、各校の特色を生かした活かしたカ

リキュラムマネジメントを通して進めて

いきます。・・・ 

【変更】 

ご指摘のとおり変更します。 

2 １７ｐ

方策１

－２ 

文言整理 ・・・十分な時間を確保するとともに、

学校全体で指導内容の検討を行います。

を検討します。 

【変更】 

ご指摘のとおり変更します。 

3 １７ｐ

方策１

－ ２

（ねら

い） 

文言整理 ・・・集団の一員として、より良い学校

生活や人間関係を形成しながら、自己の

可能性や良さをに気づき、その良さを発

揮できること 

【変更】 

ご指摘のとおり変更します。 

4 ２０ｐ

方策２

－ １

（ねら

方策２－１のねらいの 2 点

目、「人権」、「平和」、「異文化」

がそれぞれ『課題』として挙

げられているが、「異文化」は

 【変更】 

次のように変更します。 

「・・・子どもが国際社会における人権擁護、平和の実現、

異文化理解などについてさまざまな地球的課題に対するグロ
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い） 『課題』とは言えないのでは

ないか。 

ーバルな視野を持ち、課題を解決するための素養を育んでい

ること 

5 ２０ｐ

方策２

－２ 

文化・芸術について触れられ

ていない。豊かな心を育むた

めには必要ではないか。 

 【変更】 

方策２－２（ふるさと教育の推進）に、文化・芸術教育に関

する内容を次のとおり追加し、方策のタイトルを（ふるさと

教育及び文化・芸術教育の推進）に変更します。 

「・・・協働する機会を充実させます。 

さらに、文化・芸術にふれ、体験する機会を充実させていき

ます。」 

6 ２０ｐ

方策２

－２ 

「・・協働する機会を充実」

とあるが、何を協働するのか

がはっきりしない。 

 【変更】 

次のように変更します。 

「・・・交流し、協働する協働のまちづくりに参画する機会

を充実させます。」 

7 ２０ｐ

方策２

－ ２

（ねら

い） 

方策の「ねらい」で記述する

べきなのは、学校や教育委員

会を主語とした文書ではない

か。 

・子どもがふるさと明石に愛着や誇りを

持っていること持てるようになること 

・子どもが地域の一員であることを自覚

し、主体的に地域活動に参加できること

参加を促すこと 

・子どもが自分の地域や伝統文化につい

て理解が深まっていることを深めること

【変更見送り】 

各方策の「ねらい」については、方策により実現したい姿の

うち、最上位のものを記載しています。方策によっては、学

校や教育委員会の姿が主語となることもありますが、多くは

子どもがどのような姿になっているかを目標としたいと考え

ているところです。ここでも、教育がどうあるべきかという

姿のさらに上位に、それによって目指したい子どもの姿を描

くことができますので、主語を子どものままとします。（以下

の項目でも同じ） 

8 ２１ｐ

方策２

－ ４

（ねら

まずは知識を身につけること

が前提 

・子どもがＳＤＧｓについての十分な知

識を持つこと 

・子どもが気候変動や貧困などさまざま

な地球規模の課題をわがごととして捉え

【変更】 

ご指摘のとおり変更します。 
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い） るようになること 

・子どもがＳＤＧｓについての十分な知

識を持つこと・・・ 

9 ２２ｐ

方策２

－ ５

（ねら

い） 

方策の「ねらい」で記述する

べきなのは、学校や教育委員

会を主語とした文書ではない

か。 

・子どもが文章や情報を正確に読み解き、

筋道立てた考え方ができること授業を展

開すること 

【変更見送り】 

上述のとおり、主語は子どものままとします。 

10 ２２ｐ

方策２

－ ６

（ねら

い） 

方策の「ねらい」で記述する

べきなのは、学校や教育委員

会を主語とした文書ではない

か。 

・子どもに国や社会の問題を自己の問題

として捉え、自ら考え、判断し、行動す

る主権者となる意欲や態度を持つこと持

たせること 

【変更見送り】 

上述のとおり、主語は子どものままとします。 

11 ２３ｐ

方策３

－１ 

文言整理 ・・・家庭におけるＩＣＴを使用活用し

た学習環境の充実の支援に取り組みま

す。 

【変更】 

ご指摘のとおり変更します。 

12 ２３ｐ

方策３

－ １

（ねら

い） 

文言整理 ・子どもの学習状況、生活態度などにつ

いて、学校、家庭が、子どもの学習状況、

生活態度などについて情報を共有できて

いるとともに、育みたい子どもの姿を共

有し、相互に理解しあっていること 

【変更】 

ご指摘のとおり変更します。 

13 ２４ｐ

方策３

－ ２

（ねら

い） 

文言整理 ・子どもが読書を好きになり、自主的に

本を読むことが習慣化することしている

こと 

【変更】 

ご指摘のとおり変更します。 
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14 ２４ｐ

方策３

－ ３

（ねら

い） 

「学習意欲」の「底上げ」で

は文意が通らないのではない

か。 

 【変更】 

次のとおり変更します。 

「・学習習慣の定着や学習意欲について底上げが図られてい

ることすべての子どもたちが学びへの強い意欲を持ち、学習

習慣を身に付けていること」 

15 ２５ｐ

方策４

－ １

（ねら

い） 

方策の「ねらい」で記述する

べきなのは、学校や教育委員

会を主語とした文書ではない

か。 

 【変更見送り】 

上述のとおり、主語は子どものままとします。 

16 ２５ｐ

方策４

－２ 

「提案」の目的語がないため

文意が通らない 

 【変更】 

次のとおり変更します。 

「・・・子どもに十分な睡眠や早寝・早起きの生活習慣の重

要性を伝え、生活の実情に応じた生活習慣改善の提案を行い

ます。」 

17 ２６ｐ

方策４

－ ２

（ねら

い） 

文言整理 ・子どもと保護者が、食についての正し

い知識を子どもと保護者が身に付けてい

ること 

【変更】 

ご指摘のとおり変更します。 

18 ２７ｐ

方策５

－ １

（ねら

い） 

文言整理 ・子どもたちの決まり、ルールを自ら進

んで守ろうとする意欲や態度が育ってい

ること 

【変更】 

ご指摘のとおり変更します。 
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19 ２８ｐ

方策５

－５ 

トライやるウィークやトライ

やるアクションについて記載

する方がよい 

 【変更】 

ご指摘のとおり方策５－５を次のとおり記載します。 

「・・・各教科の内容を実社会とつなげて提示することなど

に取り組みます。また、トライやる・ウィークやトライやる・

アクションの実施やその振り返りを通して、さまざまな職業

や活動を実体験する機会を作っていきます。」 

一方、「トライやるウィーク」については、方策２－２（ふる

さと教育の推進）にも記載があります。プランにおいては、

重複記載を避けること必要がありますので、方策２－２の記

載は次のように変更します。 

「・・・活用や、中学校における「トライやる・ウィーク」

の実施など、地域の文化遺産や遺跡などに子どもが直接触れ、

地域の歴史や伝統文化を知り、体験できる教育活動を推進し

ます。」 

20 ３０ｐ

方策６

－ １

（ねら

い） 

学校の資源という表現が分か

りづらい。 

 【変更】 

次のとおり変更します。 

「学校の教育資源（人、物、お金、情報、時間など）」 

21 ３２ｐ

方策６

－５ 

小学校と中学校の取組みが混

在してわかりにくくなってい

る。 

 【変更】 

次のとおり変更します。 

「また、県の新学習システムにより、小中学校において次の

取組を進めていきます。小学校高学年においては、高学年で

教科担任制と少人数学習集団編成の組み合わせによる兵庫型

教科担任制を活用し、活用するほか教科担任制の対象教科の

拡充など、よりきめ細やかな指導について検討していきます。

中学校においては、学級を分割した少人数教育を実施します。
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さらに、教科担任制の対象教科の拡充など、よりきめ細やか

な指導について検討していきます。 

22 ３３P 

方策 

６－６

主任児童委員や民生委員との

連携や特別支援に係る保健師

との連携についての記述があ

っても良いと思う。 

 【変更見送り】 

児童委員・民生委員と連携し、地域における子育てを支援す

ることは重要であると認識していますが、他の計画に位置付

けられていることもあり、本プランにおける具体的な記載は

見送ります。 

特別支援に係る保健師との連携については、方策１－３（特

別支援教育の推進）にチームとしての体制づくりとして記載

しています。記載が重複することを避けるため、方策６－６

での記載は見送ります。 

23 ３３ｐ

方策６

－６ 

こども園化に向けての方策が

示されていないことが気にな

りますが、基本計画とは別案

件なのでしょうか 

 【変更】 

ご指摘のとおり、本市の市立幼稚園については、各小学校区

にそれぞれ立地するという特色を生かし、幼稚園としての利

点を活用しながら利用者の利便性を向上させるため、幼稚園

型認定こども園へ移行することについて検討を進めていると

ころです。 

今後の重要な取組みでもありますので、方策６－６（子育て

支援の促進）にその方向性について次のとおり記載すること

とします。 

「 

幼稚園における・・・を行います。また、利用者の利便性の

向上を図るため、市立幼稚園の幼稚園型認定こども園化につ

いて検討を進めます。 

未就園の子どもや・・・」 
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24 ３３P 

方策 

６－６

ふれあいキッズなどの園庭開

放にふれることで未就園児の

子育て支援の施策を紹介して

はどうか 

 【変更】 

方策６－６を次のとおり変更します。 

「・・・未就園の子どもやその保護者に対しては、オープン

スクールやふれあいキッズなどの園庭開放を行い、・・・」 

25 ３３P 

方策 

６－６

子育て学習室の記述が見当た

らないが、就学前教育で触れ

る必要はないのか 

 【変更】 

方策６－６を次のとおり変更します。 

「・・・、就園や発達等の子育て相談も適宜受け付けていき

ます。また、地域による子育て支援の場として、子育て学習

室をすべての市立幼稚園、認定こども園で実施します。」 

26 ３４ｐ

方策７

－１ 

中学校においては部活動のあ

り方が一番の課題であるの

で、そのことも記載するべき

 【変更】 

部活動のあり方の見直しについても具体的に記載します。 

27 ３４ｐ

方策７

－１ 

人員配置の強化が必要。特に

特別な支援を必要とする生徒

が増えているため、そのため

の人員補強についても記載を

した方がよい。 

また、業務のアウトソーシン

グについても進めていくべ

き。 

方策７－１全般において、記

載内容が弱く、教育委員会と

しての改善の姿勢が見えな

い。 

 【一部変更】 

人員配置については、人事権が県教委にあるなどの権限上の

問題や人件費などの予算上の問題があり、容易には市の計画

において方向性を示しがたい部分がありますので、記載は見

送ります。もっとも、今後も引き続き県教委や国への要望な

どを通じて、人的体制の強化について訴えてまいります。 

業務のアウトソーシングやそのほかの改善策については、さ

らに記載内容を充実させますが、具体的な方策については、

アクションプランの中で記載することとし、ここでは抽象的

な表現にとどめます。 

「教育委員会と学校が協議を繰り返しながら、教員の働き方

改革について検討する場を設け、限られたリソースの中で、

子どもたちにより効果的な教育活動を行うために、学校の業

務に優先順位を付け、精選を進めるとともに、業務の役割分

担の適正化、業務の集約化と効率化、専門スタッフや外部人

28 ３５ｐ

方策７

－２ 

熟議では業務改善は難しい。

また、記載する内容では時間

的余裕が生まれるとは言い難
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い。 材の積極的な活用を図ります。特に中学校においては、部活

動の地域移行に向けた検証、部活動指導員のさらなる活用な

ど、部活動のあり方の見直しにさらに取り組みます。 

また、・・・」 

29 ３６ｐ

方策８

－１ 

連携先に保健所も明記すべき ・・・り患した子どもの登校再開にあた

っては、あかし保健所や各医療機関、医

師会などとも連携していきます。 

【変更】 

ご指摘のとおり修正します。 

30 ３７ｐ

方策８

－３ 

文言整理 ＧＩＧＡスクール構想により整備した一

人一台の情報端末を最大限活用すること

が出来るできるよう、・・・ 

【変更】 

ご指摘のとおり修正します。 

31 ３７ｐ

方策８

－４ 

減災教育や県の資料「明日に

生きる」の活用も明記すべき

 【変更】 

次のとおり変更します。 

「防災教育や減災教育について、学校における危機管理体制

を強化するとともに、家庭や地域、各関係機関とも連携しな

がら、より実践的な避難訓練等の取組を行います。その中で、

兵庫県の防災教育副読本「明日に生きる」を活用するととも

に、「津波てんでんこ」など・・・」 

32 ３７ｐ

方策９

－１ 

文言整理 教員の不登校に対応する資質能力を向上

させるための研修等を行うほか、・・・ 

学校以外の多様な学びの場や・・・ＩＣ

Ｔなどを活用して学習機会の創出を行う

を確保することなど、・・・ 

【変更】 

ご指摘のとおり修正します。 

 

33 ３８ｐ

方策９

－ １

（ねら

い） 

文言整理 ・児童生徒が不登校が不登校とならない

ようできる限り未然に防止されているす

るほか、不登校の傾向が出現した場合に

おいては早期に発見し、早期の対応が行

われていること 

【一部変更】 

「ねらい」においては、「実施すること」ではなく、「達成し

たい状況」を中心に記述していますので、1 点目の変更のご

提案については、変更を見送ります。 

2 点については、ご指摘のとおり修正します。 
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・不登校対策について、校長のリーダー

シップのもとで、教員や各関係職員、関

係機関が連携し、チームとして計画的に

取り組んでいること 

34 ３９ｐ

方策９

－３ 

文言整理 高等学校等への進学に向けた給付型奨学

金の給付を行うとともに、学習・生活の

サポートをも行います。 

【変更】 

ご指摘のとおり修正します。 

35 ４１ｐ

成果目

標 

すべて学力・学習状況調査の

質問を引用しているが、市独

自に設定するべき指標はない

のか 

 【変更見送り】 

独自で指標を設定することについては、知りたい効果を知り

たいように測ることができるというメリットがありますが、

一方で、数値取得のコスト、設定の困難性、他の自治体の比

較がしにくいといったデメリットもあります。今回はそれら

の点もあわせて、総合的に判断し、国の実施する学力・学習

状況調査の質問紙調査の項目を借用することにしました。 

また、国の指標を借りてはいますが、プランで掲げる「５つ

のちから」に沿った項目であると認識しているところです。 

36 ４１ｐ

成果目

標 

指標の項目として学力・学習

状況調査の質問を引用してい

るが、年度によって質問の内

容が変更されることがありえ

る。その場合はどうするのか。

また、令和 3 年度実施の質問

でなくなっているものもある

が、削除するべきではないか。

 【変更見送り】 

第 3 期あかし教育プランでは、指標の数値がプランの実施期

間中の平均が前期プランの平均値を越えることを目標として

いるので、途中で質問項目がなくなっても問題はないと考え

ています。 

また、仮に質問項目がかなり初期の段階でなくなった場合は、

その指標について、検証を行うことをとりやめるなど、ある

程度柔軟に運用を行うことを予定しています。 

実際、令和 3 年度の最新の調査において、既に質問項目がな

くっているものもありますが、次年度以降、復活する可能性

もあり、また、場合によっては、その項目のみ市が独自調査
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という方法もあり得ますので、現在記載している調査項目に

ついては、第3期あかし教育プランの成果を測るものとして、

もっともふさわしいものと考えているところですので、この

まま掲載いたします。 

37 参考４

⑤ＩＣ

Ｔの活

用 

デジタル指導書、デジタル教

科書の活用が重要となるが、

そのためには、すべての教室

に大型モニターかプロジェク

ターを設置することが必要 

 【変更】 

次のとおり変更します。 

「ＧＩＧＡスクール構想により一人一台タブレット端末が導

入されるとともに、無線ＬＡＮなどの環境も整備され、ハー

ド面での条件整備が進んでいます。しかし、デジタル教科書

やデジタル指導書を活用していくためには、大型提示装置の

全クラス設置など、さらなる環境の整備に努める必要があり

ます。また、今後は、家庭におけるネット環境が十分でない

児童生徒へのフォローなどがなども課題となります。 

38 参考７

成果指

標から

見る成

果と課

題 

中学校のＡＬＴの配置時間が

県内でも最低レベルで、実践

的な英語の活用をできる機会

が少ない。 

 【変更】 

次のとおり変更します。 

「・・・、日常から生徒と英語でのやりとりをする中で、実

際に聞いて応じる活動を積み重ね、体験的に身につけていけ

るようにすることに取り組みます。また、そのためにも、Ａ

ＬＴの配置人数、配置時間の拡充、また授業以外でのＡＬＴ

の活用が課題となってきます。 

39 参考２

４ 

②特別

支援教

育の充

実 

別室指導など特別な支援が必

要な生徒への対応が難しく、

業務量も多くなっている。特

別教育指導員の人的配置の必

要性が高まっている。 

 【変更】 

次のとおり変更します。 

「必要な専門職員の適切な配置により、特別な支援が必要な

児童生徒に対する支援を適切に行うことができています。い

ますが、特別な支援が必要な児童生徒の数も増え、多様化し

てきていることなどから、専門職員の質及び量のさらなる確

保が課題となってきます。また、一方、指導生徒に対する最
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適な支援を行うためには、教職員とこれらの専門職員が情報

共有を密に行い、チームとなって支援に当たることが重要で

あり、情報共有促進のための仕組みづくりや教職員の多忙化

解消などのさらなる取り組みが必要です。」 

40 参考２

５ 

①教職

員の資

質・指

導力の

向上 

研修に参加できる体制づくり

のために働き方改革の必要性

がある。 

 【変更】 

次のとおり変更します。 

「あわせて、子どもをめぐる様々な教育課題に教職員が対応

できるよう、適正な勤務時間管理の実施、業務の役割分担・

適正化を進め、専門スタッフや外部人材の活用なども含めた

チーム学校の実現も今後課題となります。なるほか、教職員

が研修に参加できるよう、学校の働き方改革を進めていくこ

とも課題となります。 

41 参考２

６ 

②若手

教職員

の育成

若手教員を現場で指導できる

ためには、中堅教員の育成と

支援できる時間の確保が必

要。中堅教員が少ない中で、

学校業務の負担が大きくなっ

ている。 

 【変更】 

次のとおり変更します。 

「・・・教職員の年齢層が若手とベテランの二極化が進む中

で、今後若手教職員向けの研修を充実させるとともに、学校

訪問や個別指導を通して、実践的指導力の向上をいっそう図

る必要があります。 

また、学校現場で中堅職員から若手職員への指導が充実する

ことが重要であり、そのためにも、中堅職員の指導育成能力

の向上を図るとともに、学校の働き方改革を進めて、中堅職

員をはじめ、すべての教職員の負担を軽減することが課題と

なります。」 

42 参考２

７ 

②子育

て支援

3 歳児保育の記載に加えて、

就労枠と一般枠に分かれての

募集がなされていることにつ

いての説明も必要ではない

 【変更】 

次のとおり変更します。 

「・・・時間延長を実施 

・就労枠を設け、時間延長した時間帯を優先利用できるなど
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の推進 か、 就労世帯の利用を促進」 

43 参考２

９ 

④子ど

もの虐

待・非

行の防

止 

逆に相談件数が多くなること

で、「こどもセンター」が子ど

もの相談に対して十分に対応

できなくなっているのではな

いか。 

 【変更】 

次のとおり変更します。 

「また、学校園と「明石こどもセンター」との連携強化につ

いては、虐待チェックリストの活用により、学校園からの虐

待についての通告が１０．９％と全国平均７％を上回ってお

り、一定の成果を上げていることが確認できます。その一方

で、ケース数が増加しているため、迅速かつ質の高い対応を

維持できるよう「明石こどもセンター」の体制を強化してい

くことも課題となっています。」 

44 参考３

４ 

①グロ

ーバル

化に対

応した

教育の

推進 

小学校のＡＬＴ配置時間に比

べて、中学校野ＡＬＴ配置時

間が短いことは大きな問題で

ある。 

 【変更】 

次のとおり変更します。 

「今後は、ＡＬＴ活用の効果や課題を客観的調査により把握

することにより、授業改善や施策の改善に活かすことが重要

となります。また、ＡＬＴの配置人数、配置時間の拡充、ま

た授業以外でのＡＬＴのさらなる活用も課題となってきま

す。」  

 


