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様式 

宗像市学校教育基本計画に関する市民意見提出手続の意見及びその回答  

箇所 意    見 対応 回     答 

４頁 

４宗像市学

校教育の現

状と課題 

 

宗像市学校教育基本計画(案)の「現状」「課題」

（4～7頁）について、その記述を裏付ける具体

的な資料がほとんどありません。そのため、市

民は「現状」が本当に事実なのか検証できませ

ん。「課題」についても、記述されていることだ

けなのか、落ちている項目はないのか、等々が

わかりません。「計画の進め方」（18頁）では、

毎年度「目標の明確化」をなすとされています

ので、その際には、「現状」「課題」について、

抽象論ではなく具体的数値を示すとともに、目

標についても、数値で表すことが大切だと思い

ますが、この認識でよろしいでしょうか。 

原案 

どおり 

現状と課題については、各種研修

会等の協議で出てきた内容や学校

を訪問して得た情報、アンケートの

結果等をもとに整理しております。

毎年度目標を設定する際には、現状

と課題も含めて、数値化できるもの

については、具体的数値を示してい

きます。 

８頁 

５基本構想

以下の項目

（基本的方

向性、重点

施策と取組

み） 

 

教育振興基本計画（平成 25 年６月 14 日閣議

決定）と学校教育基本計画(案)全体に言えるこ

とですが、これらの計画が 100%正しく実現され

れば、日本社会は人類史上初めてという理想国

家になることができるでしょう。しかし、その

ためには、国、都道府県、市町村、地域社会、

家庭、個人が、各々その責任を 100%遂行しなけ

ればなりません。そのことを前提として、「地域」

が担う責任については（第１の意見と関連しま

すが）市民協働の立場に立ち、基本計画の内容

に関し、市内 12のコミュニティ運営協議会及び

その構成団体である自治会（住民一人ひとり）

との合意をつくることが不可欠だと思います。

合意をつくる努力をせずに計画を進めること

は、「行政判断の強制」にほかなりません。平成

27年度の取り組みの冒頭で、これらの「合成形

成」作業を明記してください。また、この基本

計画（案）の作成作業で、市内 12のコミュニテ

ィとどのような意思疎通をおこなってこの案が

できたのか、明らかにしてください。 

原案 

どおり 

本計画は、市としてめざす「地域

像」や「役割」について記載したも

のです。コミュニティとの意思疎通

については、パブコメ前に原案をコ

ミュニティ会長会に示して意見を

お聞きする場を設定しました。今

後、計画を実行していくにあたって

は、学校を通じて、地域に担ってい

ただく役割等について協議する場

を設け、合意形成を図りながら進め

ていきたいと考えます。 

９頁 

５基本構想 

 

めざす学校像→プロデュース、コーディネート

はわかりやすい表現にする（自ら企画提案、調

整力等）か、用語説明を入れた方がよい。 

・「協働した教育活動を主体的に」とした方が分

かりやすい。 

目指す家庭像は→１つの文に内容を盛り込みす

ぎていて分かりにくい。２つの文に分けた方が

よい。「協働しながら」は、望ましい生活習慣の

前に置いた方が、意味が分かりやすい。 

一部修正 

 プロデュース、コーディネートに

ついては用語説明を追加します。 

 

 協働して取り組むことを家庭・地

域に主体的に働きかけるという意

味であり、原案どおりとします。 

 

「学校と協働しながら」を「望まし

い」の前に移動します。 
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１０頁 

６宗像市の

教育の基本

的方向性 

 基本的方向性では３つの枠が示されていま

す。第２の枠では「家庭・地域との協働による

教育活動を充実させます」とされて、家庭・地

域人材の学校教育への参画が謳われています。

第３の枠では「社会全体で子どもを育てる教育

環境・体制づくりを推進します」と書かれてい

ます。このような活動を一括して文部科学省は、

「学校支援地域本部事業」と呼んでいるようで

すが、宗像市学校教育基本計画（案）にはこの

事業名が用いられていません。地域との協働分

野については、玄海小学校で支援ボランティア

組織「匠の会」が、「むりなく、むりせず、おし

つけず、だれでも参加」というスローガンで、

幅広い活動をしています。「学校支援地域本部事

業」という括りでまとめ、具体的な事業を明示

すれば、住民側にも自分たちに期待されるもの

が、より以上解り易いのではないかと思います。

いかがでしょうか。 

原案 

どおり 

１０ページには３つの方向性と

具体的な取組みを例示しています

ので、「学校支援地域本部事業」と

いう具体的な事業名の追記はしま

せんが、今後は、「匠の会」の活動

など、具体的な事例を様々な場面で

紹介することで、実際の活動につな

げていけるように、関係各課と連携

しながら進めていきたいと思いま

す。 

 

１１頁 

７重点施策

と具体的な

取組み 

 

施策１  

家庭・地域

と協働する

小中一貫教

育の推進 

 協働は、ともに力を合わせて行うという意味

だが、責任と権限がともなう。小中一貫教育は

教育行政が主体的に進めるものです。（主体が曖

昧になるように感じる。）また、現状や施策の内

容からも、施策のタイトルは「連携・協力」と

いう表現が分かりやすい。 

 

原案 

どおり 

小中一貫教育を進めていく主体

は学校を含めた教育行政ですが、そ

の効果をより高めるには家庭・地域

の力が必要なため、今後は連携・協

力から一歩進んで協働の姿を目指

していきます。 

（1）第Ⅱ期小中一貫教育基本方針に基づく教育

活動の推進 

①「地域、保護者の願いに基づく共通の…」の

ところは、誤解を招く恐れがある。「実態を把握

し、共通の教育目標や重点目標を、地域や保護

者の声を聞きながら設定し」にした方がよい。 

一部修正 

「に基づく」を「をもとに」に修

正します。 

①「中学校区の児童生徒の実態や地域、保護者

の願いに基づく共通の教育目標や重点目標を設

定し、小中一貫教育を充実させます」とされて

います。この中の「地域、保護者の願い」は、

どのような方法で集約され、まとめられるので

すか。また、「共通の教育目標や重点目標」は、

誰が、どのような手続きで設定するのですか。 
原案 

どおり 

地域や保護者の願いについては、

各中学校区で実施している保護者

アンケートや学校の日に実施して

いる参観者アンケート、地域のコミ

ュニティ運営協議会の部会等で出

された意見等を参考にしながら、地

域や保護者の代表者が構成員とな

っている学校運営評議委員会で集

約します。集約結果を踏まえて、中

学校区の校長部会で共通の教育目

標や重点目標の原案を作成し、学校

運営評議委員会で協議し、決定しま

す。 

②組織マネジメントがどのようなことかわかり

にくい。わかりやすい言葉に変換する。 一部修正 
組織マネジメントの用語説明を 

入れます。 
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（3）保・幼・小・中・高校・大学との連携推進 

②「高校や大学など地域の教育力を活用した事

業を推進していきます」とされています。「高校

や大学の教育力」とは、具体的にどのようなこ

となのですか。「活用した事業」とは、どのよう

な事業をイメージされているのですか。 

原案 

どおり 

「高校や大学の教育力」とは、高 

校や大学が持っている教員らの専

門知識や施設、学生ボランティアな

どの人的・物的資源を表していま

す。市には高等学校２校と３大学が

ありますので、これらの教育力を学

校経営や人材育成、児童生徒の指導

に生かします。現在、高等学校の先

生に武道の指導技術を学んだり、大

学の教授に講座の講師を依頼した

りしています。また、大学の教授ら

と共同研究を行っています。このよ

うな事業を今後も実施していきま

す。 

（4）家庭・地域・外部機関との連携強化 

②「PTA やコミュニティ運営協議会と連携し、

家庭・地域の教育力を向上する活動を推進して

いきます」とされています。コミュニティ運営

協議会が「地域の教育力を向上させる」ために、

どのような取組みがあると考えられているので

すか。また、「推進していきます」と断言されて

いますが、市内の 12コミュニティの責任者は、

この計画に賛同しているのですか 

原案 

どおり 

地域の教育力を向上させる取組

みについては、現在、各コミュニテ

ィで「子育てに関する講座」等を実

施していますが、その対象を広げた

り、講座の時期や種類を工夫したり

していただくことも考えられます。 

本計画の内容については、コミュ

ニティ会長会で協議していただき

ました。今後、計画を進める中で内

容について疑義が生じた場合は、適

宜付加修正していきます。 

１２頁 

施策２ 

確かな学力

を育む教育

活動の充実 

（1）学力向上プロジェクトに基づく学力の向上 

「学力向上総合プロジェクト」とはどのような

活動なのか、わかりません。説明をつけてくだ

さい。 
一部修正 

 学力向上について、成果指標を設 

定し、その達成のために、各学校に

おいて工夫してほしい内容や方法

等の提示、教育委員会として支援す

る内容や方法等をまとめたもので

す。毎年更新し、年度始めに校長会、

教頭会等で示します。 

内容についての説明を加えます。 

「授業づくりや学級づくりについて、各中学校

区における学ぶ意欲の向上、学力向上の課題に

忚じた具体的な改善策等を提供していきます」

とされています。この提案は、中学校校区に二

つの小学校区が存在する場合、小学校ごとにお

こなわれるのですか。その場合、中学校と二つ

の小学校との調整は誰が行うのですか。 

原案 

どおり 

 中学校区で実施するものと各学 

校で実施するものがあります。中学 

校区には、小中一貫教育を推進する 

組織があり、定例で会議を行ってい 

るので、その場で調整を図ります。 

（学校、家庭、地域間の調整をする 

役を担う学園コーディネータの配

置がある中学校区は学園コーディ

ネータも調整を行います。） 

「家庭・地域と一体となった学力向上の取り組

みについて好事例を紹介し、取り組みを広げて

いきます」とされています。「家庭・地域と一体

となった学力向上」という場合の「学力」の中

身はどのようなものですか。現時点での「好事

例」はどのようなものが考えられていますか。 原案 

どおり 

 どの場合も学力は、①基礎・基本 

的な知識・技能、②知識・技能を活 

用して課題を解決するために必要 

な思考力・判断力・表現力、③主体 

的に学習に取り組む態度の３つで 

定義しています。 

好事例とは、本市や他市等で実 

施している『朝活動』などで、学力

向上につながった事例（課題に忚じ

たプリント作成など）のことです。

これらの情報を収集し、広げていき

たいと考えています。 
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（2）ICTを活用した教育の推進 

 ICT はあくまでも手段であり、個々の児童生

徒の理解度（つまずき）を丁寧に見ていく必要

がある。 

原案 

どおり 

 ICTを活用することが目的ではな 

く、手段であるという考えはそのと 

おりだと捉えております。教員の人 

材育成と併せて、個々のつまずきを 

丁寧に見て、対忚していく人材を育 

成していきます。 

②教員のＩＣＴ活用能力の育成で、忙しい先生

がさらに忙しくなるという懸念はありません

か。そのことが、児童生徒の勉強にマイナスの

効果を与えないように、行政（教育委員会）は

どのような準備をしているのですか。心を病む

先生が増えていませんか。 

原案 

どおり 

操作に慣れるまでは、尐し多忙を

感じる場合も想定されますが、効果

的に活用されれば、教材・教具の作

成にかかる時間等の削減につなが

ることが期待されます。市ではＩＣ

Ｔ機器の導入期に研修を行ったり、

支援員等を配置したりする支援を

行っています。 

（3）グローバル人材の育成 

 この項目が確かな学力の項目に入っているの

に尐し違和感をもつ。豊かな心を育むこととも

大きな関係があると思う。 

 「グローバルな人の育成」に変更してほしい。

人材には才能があり役立つ人物という意味があ

る。才能などではなく、人生を豊かにするもの

という捉え方をしてほしい。 

 語学を学ぶことが一番の目的になっている感

じがする。語学を学ぶことも大切だが、まずは、

日本の伝統や文化を学ぶこと、お互いの違いを

認め尊重することができる人に育てることが大

切。俯瞰的な見方ができ、自尊感情が持てる子

ども育成が重要。エリート教育にならないよう

に留意する。 

 グローバルな人とはどんな人なのか、グロー

バルの像を現場で共有するを加える。 

原案 

どおり 

グローバル人材の育成は豊かな 

心を育むことにつながりますが、語

学力、コミュニケーション能力、自

国文化の理解など、学力の側面での

力量形成も重要であることから、本

計画では、確かな学力の項目に入れ

ています。 

 グローバル人材という言葉は国

の教育振興計画及び宗像市総合計

画でも使われているため、このまま

使用します。 

市がめざす「グローバル人材」に

ついては、「宗像市グローバル人材

育成プラン」に示される予定ですの

で、今後、研修会などの機会を捉え

て、小中学校の教員らと共有してい

きます。 

 

②これから生きていく若者がグローバルの視点

を持つことの重要性や、そのための言語力によ

るコミュニケーション力を持たねばならないと

いう情勢判断はそのとおりだと思います。しか

し、「語学力やコミュニケーション能力を身に付

けるとともに、自国の文化を学び、異国の文化

に触れる機会の充実を図ります」とされている、

後段の「自国の文化を学び、異国の文化に触れ

る機会の充実を図ります」という言葉が同じフ

レームで表現されていることに違和感がありま

す。３つに分割するのが適当だと考えます。 

原案 

どおり 

グローバル人材の育成には、語学 

力の育成と自国や地域の歴史や文

化の理解（これの対極に異国の歴史

や文化の理解がある）という２つの

側面があるととらえています。どち

らか片方だけではなりたたないと

いう考えから、この２つを１つにま

とめて表しています。 

③「学校・地域・外部機関等と協働し、様々な

体験活動の場を提供し、国際化に対忚できる人

材の育成に努めます」とされています。国際化

対忚人材育成のために、地域が提供できる「体

験活動の場」とはどのようなものなのでしょう

か。 

原案 

どおり 

 地域の歴史や文化を学ぶ場、地域 

に住む外国の方と交流する場など 

が考えられます。 
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（4）福岡教育大学等との連携推進 

①「福岡教育大学及び教職大学院との連携によ

り、教員の経営力・授業力、学校の組織力の向

上を図り、児童生徒の生きる力を育みます」と

されています。「児童生徒の生きる力」と「教員

の経営力」はどのように関係しているのですか。 

原案 

どおり 

 児童生徒の生きる力、つまり確か 

な学力、豊かな心、健やかな体は、 

学校での学習や日常活動の中で育 

まれます。 

生きる力を育てるには授業をど

のように組み立てていくか、児童生

徒のかかわりをどのように設定す

るかなど、教員の学級経営力が大き

くかかわってきます。 

①学校の組織力とは何を指しているのか。表現

が曖昧。 

原案 

どおり 

 教職員全員が学校長の示す教育

目標を理解し、それを達成するため 

に、それぞれが責任をもって役割を

果たすことで、教育効果がより高ま

ります。そのような教職員集団が発

揮する力のことを指します。 

 このことを端的に表現するため

に「学校の組織力」という言葉を使

っています。 

施策２ 地域の役割 

家庭の役割と並んで、地域の役割として、「地

域の人材、歴史・文化を生かした、地域での学

びの場を提供します」（12頁）とされています。

「地域の人材、歴史・文化を生かす」というこ

とは、具体的には、どのようなことですか。ま

た、「地域での学びの場」とはどのような「場」

ですか。ここで言われた「地域」は自治会です

か。市内の１２のコミュニティですか。サービ

スを「提供」する主体は誰ですか。 

原案 

どおり 

 「地域の人材、歴史・文化」とは、 

各コミュニティ区域内に存在した

り、伝わったりしているもの（神社、

文化財、伝統文化の継承者、祭りの

指導者など）で、「地域での学びの

場」とは、学校やコミュニティセン

ターなどで、講演を聴いたり、体験

したりする機会のことです。ここで

いう「地域」及び「サービスの提供

主体」は、コミュニティ、自治会、

地域のサークルなど、多様に考えら

れます。 

１３頁 

施策３ 豊

かな心を育

む教育活動

の充実 

（1）豊かな心育成総合プロジェクトに基づく心

の力の育成 

 「心の力」とはどんな力なのか、表現が曖昧。 

原案 

どおり 

「心の力」は豊かな心を育むため

に身に付けさせたい、美しいものや

自然に感動する心などの柔らかな

感性、正義感や公正さを重んじる

心、生命を大切にし、人権を尊重す

る心などの基本的な倫理観、他人を

思いやる心や社会貢献の精神、自立

心、自己抑制力、責任感、他者との

共生や異なるものへの寛容などを

指します。これらをまとめて「心の

力」という言葉で表しています。 

「豊かな心育成総合プロジェクト」とはどのよ

うな活動なのか、わかりません。説明を付けて

ください。 

一部修正 

豊かな心の育成について、成果指

標を設定し、その達成のために、各

学校において工夫してほしい内容

や方法等の提示、教育委員会として

支援する内容や方法等をまとめた

ものです。毎年更新し、年度始めに

校長会、教頭会等で示します。 

内容についての説明を加えます。 

①と②について、宗像市の基幹産業の一つであ

る「農業」に取り組むカリキュラムを小・中学

校の全学年で採用することはできませんか。自

然の大切さを体験することで、子どもたちの心

がよりいっそう豊かになると思います。「農」の

効果をもっと有効に使う方法はないでしょう

か。 

原案 

どおり 

 農業については５年生の社会科

で学んでいますが、体験活動を取

り入れている学校は尐ない状況で

す。今後、子どもの発達段階や地

域の実態に忚じてカリキュラムに

取り入れることも検討していきた

いと思います。 
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③「望ましい勤労観」の「望ましい」とは誰に

とってなのか、内容もあいまいなので削除する。 

原案 

どおり 

児童生徒一人一人及び社会の相

互にとって望ましいという捉えを

しています。「望ましい勤労観・職

業観」という言葉は中央教育審議会

答申（平成 11年）で使用されてい

ます。 

（2）地域への愛着を深める学習の推進 

子どもたちが自分の住んでいる土地に愛着を

覚えるためには、家族を含めて、その地に住む

ことでの、現在の生活でのプラス面、人間関係

も含めてその地域に対する何らかの前向き（肯

定的）な感情が必要だと思います。「地域への愛

着を深める学習の推進」で示される「歴史、伝

統、文化、行事、先人の働きや思い」がスロー

ガンにとどまらず住民の日々の生活に精神面も

含めて「ここに住んでよかった」と思う確信が

伴う出来事（実体験）が必要ではないでしょう

か。行政（教育委員会）はどのように判断され、

取り組まれるのか、具体的に示すべきだと考え

ます。 

原案 

どおり 

 地域への愛着を深めるためには、 

地域に対する前向きな感情を育む 

ことが大事です。そのためには、学

校だけでなく、家庭や地域での大人

の子どもたちへのかかわりや繰り

返し地域の良さを感じる活動を取

り入れることなどが大切になって

きます。市では今後そのような体験

の場の設定等について、各学校や地

域の取組みの情報を収集し、スムー

ズに展開していけるよう支援して

いきます。 

①「地域のために役に立ちたいという気持ち」

は、知ることや愛着を持つことで自然発生的に

思うもの。「地域を大切にし愛着をもつ児童生

徒」とした方がよい。 

原案 

どおり 

(2)の項目において「愛着」とい 

う言葉を使っており、その愛着を説

明する言葉として、「地域を大切に

し、地域のために役に立ちたいとい

う気持ちをもつ」と表しています。 

（3）道徳教育・特別活動の充実 

９頁の「自立し、かかわりを深める子ども」

の項目で、「家庭の役割」と「地域の役割」で、

道徳性の育成が求められています。しかし、道

徳は、児童・生徒の周りにいる大人たちが自ら

は実践しないで、子どもたちに押し付けること

は出来ないものだと思います。「こころ」はちか

らによる強制ではまっすぐには育ちません。邪

を正すこと、人間として正しい道を歩くことを

直といい、邪を正すちからを表す漢字「悳」が

できたそうです。そして彳（前に歩いて晋巡察

の意）を加えて「徳」という字になったと伝え

られています。大人たち自らが自発的に「徳の

道」を進むよう、まずは大人を指導する方針も

基本計画に記載してください。 

原案 

どおり 

 本計画の実施にあたっては、大人 

が率先して範を示すことの大切さ 

について、保護者だけでなく教職員 

も含め、折に触れ伝えていきます。 

②「望ましい」とは誰にとってなのか、内容も

曖昧なので削除する。 原案 

どおり 

個や集団相互にとって望ましい

という捉えをしています。「望まし

い集団活動」という言葉は、学習指

導要領で使用されています。 

(4)生徒指導の充実 

②「生徒数」の「数」を削除し「生徒」とする。

人数の増減が、主な関心事になっているように

感じる。 

「自己指導能力」とはどんな力か、説明があっ

た方がよい。 

一部修正 

「数」を削除し、「自己指導能力」 

の用語説明を追記します。 

※「自己指導能力」とは、児童生徒 

自ら現在及び将来における自己実

現を図っていく力のこと。 

③１行目と２行目の「生徒指導」は、意味が異

なるので、文を分けた方がよい。また後者につ

いては、用語説明を入れてほしい。 

一部修正 

「生徒指導」とは「一人一人の児 

童生徒の人格を尊重し、個性の伸長

を図りながら、社会的資質や行動力

を高めることを目指して行われる

教育活動」のことであり、同じ意味

で用いられます。用語説明を加え

て、わかりやすくします。 
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②「不登校・・問題行動・・・・」の文
書は、そのような子どもたちを“問題行
動”を起こす子どもたちと決めつけて、
疎外しているように感じ取れます。表現
に工夫が必要なのでは・・・  

原案 

どおり 

②不登校＝問題行動という解釈

につながらないように、「不登校や

児童生徒の問題行動」という表記を

しています。 

 

（6）人権教育の充実 

①、②で人権教育の大切さが謳われています。

人間の権利で一番大切なのは、生きる権利です。

集団的な人権侵害の最たるものが戦争です。だ

から戦争をしないことが最低限の人権擁護であ

ると思います。それは、中東をはじめ世界各地

の紛争地域の子どもたちの現状をみれば明らか

です。2015年８月は第２次世界大戦の敗戦から

70年です。日本人がともすれば忘れがちな戦争

と平和について、教育の場で教え、伝えること

は最大の人権教育だと思います。しかし、宗像

市学校教育基本計画では、平和についての言及

がありません。平和と人権について、この基本

計画に明記すべきだと思いますが、市長、教育

委員会は人権・平和・教育について、どのよう

に理解されているのでしょうか。「鬼畜米英を討

つ」と、学校の校庭で竹槍訓練をした昭和 20年

の小学生にぜひとも教えてください。 

原案 

どおり 

 人権教育は、学校の教育活動全体 

を通じて行うもので、各学校で年間 

計画を立て、実施しています。平和 

教育は人権教育の１つであると捉 

え、本計画では広い意味での「人権 

教育」として示しています。 

 

①「確かな」は不要。「意欲」をもって人権を守

るものではないので「意欲」を削除する。 

一部修正 

「確かな」を削除します。 

「意欲」については、国が示して

いる「人権教育の指導方法の在り方

について［第三次とりまとめ］」に

おいて、定義されている文言である

ため、原案どおりとします。 

家庭の役割→親が読書する姿を見せることや、

お互いが読んだ本の話をすることも大切だと考

えるので、「家族の」を追加して「家庭での読み

聞かせや家族の読書時間の確保に努めます」と

する。 

原案 

どおり 

「家族の読書時間」とすると、全

員そろって時間を確保するという

解釈につながる可能性もあるため、

原案どおりとします。 

家庭・地域の役割→「（さまざまな体験の場を共

有し）、一緒に活動するように努めます。」を加

える。（同じ時間を共有することが大切だと思う

ので。） 

原案 

どおり 

 体験の場を提供することは、そこ 

に至る過程で活動に参画すること

になります。 

１５頁 

施策４ 健

やかな体を

育む教育活

動の充実  

 

 施策４では、地域の役割として「様々な体力

づくりの場を提供します」とされています。施

策４でいう「場」は、具体的にはどのような機

会を指すのでしょうか。一般的には、夏休みの

ラジオ体操を思い浮かべますが、昔、子どもた

ちが里山でつくっていた「秘密基地」なども対

象として考えられるのでしょうか。 

原案 

どおり 

 限定はしていませんが、体力づく 

りには、体をしっかりと動かして遊 

ぶことが大事です。その意味で、ラ 

ジオ体操や秘密基地づくりなどは、 

理想的な体力づくりの場であると 

考えます。 

(1)体力向上総合プロジェクトに基づく体力の

向上 

②周知を削除し、「家庭・地域と一体となった体

力向上に取り組み、良さを広げます。」とする。

良さを伝えることが周知につながると思う。 

原案 

どおり 

各学校で取り組んでいる内容に 

ついて他の学校に伝えることを意

図しています。  

(2)食育の推進などによる健康な体づくり 

②地場産物を積極的に取り入れることが目的で

はないと思うので「地場産物の積極的な活用を

進め、自然の恵み、勤労の大切さを知り、感謝

の気持ちを持つことができるようにします。」と

する。 

一部修正 

 ご意見のとおり修正します。 
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③安全・安心な給食は全児童生徒に共通のこと

なので、「アレルギー対忚マニュアルに基づき、

アレルギー対忚を進めるとともに、安全・安心

な学校給食を提供します。」とする。 

一部修正 

 ご意見のとおり修正します。 

地域の役割→体力づくりだけでなく、健康な体

づくりも含めて「体力づくりの場」を「様々な

体をつかう場」としたほうがよい。 
一部修正 

体力づくりには健康な体づくり 

を含めてとらえていますが、そのこ

とが伝わるように「体力づくり」を

「健康な体づくり」に修正します。 

１６頁 

施策５ 教

育的ニーズ

に応じる特

別支援教育

の充実 

 

施策５では地域の役割として、「遊び、学び、

就労の場を提供するなど、共生社会の実現に努

めます」とされています。施策５の地域の役割

とされる「就労の場」の提供は、一般的には既

存の企業にお願いすることになりますが、地域

での、例えば、農業の６次産業化、産業誘致・

創業と福祉とのつながりでの就労の場の確保

は、学校教育基本計画案でどのように予定され

ていますか。 

原案 

どおり 

 ここでは、障害の特性を理解した 

上で、働く場を提供できないかにつ 

いて考えていただくことから働き 

かけます。 

「就労の場」は、既存の企業だけ

でなく、農業や福祉などが考えられ

ますが、本計画では具体的な場まで

は想定していません。 

ニーズという言葉の使い方。本人の必要とし

ているものだけでなく、客観的な視点での必要

性も含め、「何が必要か」などの言葉に置き換え

る。 
一部修正 

 教育的ニーズという言葉は文部 

科学省の「特別支援教育の推進につ

いて」でも使用されている言葉で

す。具体的施策の中で「ニーズ」と

表記している箇所については「教育

的ニーズ」に修正します。 

１７頁 

施策６ 

教職員の人

材育成・学

校の組織力

の向上 

（1）教職員の資質向上 

家庭・地域の役割として、「学校から発信され

る情報に関心を持ち、学校の教育活動を理解し、

協力します」とされています。しかし、一般の

住民へ学校から発信される情報は限定的です。

対忚するための組織を持たない自治会も多いと

思われます。この情報発信と、受信から行動に

移る組織の構築について、宗像市の行政（教育

委員会）はどのように理解されていますか。 

原案 

どおり 

 学校からの情報発信は、各自治会

の回覧板、学校のホームページ、

市の広報紙等を通じて行っていま

す。今後はより多くの方に学校の

教育活動を知っていただき、具体

的な行動（参画）につなげていた

だけるよう方策を検討します。 

（1）教職員の資質能力向上に向けた計画的・体

系的な研修の推進 

学校の先生たちは雑用で忙しく、子どもたち

の教育に集中できないと聞いたことがありま

す。施策７の（2）②でも触れられていますが、

先生たちが本来の任務に集中できるよう（個別

の先生の力量も必要ですが）担任の子どもの数

を尐なくして、個別児童の状況に忚じた、きめ

細かい育成が出来ないものでしょうか。同時に

先生たちの「雑用」を肩代わりする地域の支援

体制（学校・先生支援或いは学校支援地域本部

事業）は、どうすれば出来るのでしょうか。市

民活動（協働）を担当する部署の意見も聞きた

いと思います。 

原案 

どおり 

 教師の多忙感を軽減するために 

市では、教材作成の支援や配慮を要

する児童生徒の支援、尐人数での指

導等を行う学力向上支援教員、特別

支援教育支援員等を配置していま

す。今後は、教職員一人一人の力量

向上、学校の組織力の向上と併せ

て、ＩＣＴ機器導入による学級事務

の効率化、外部人材の活用による部

活動支援など、様々な面からの対策

を検討していきます。 

１８頁 

７ 安全・

安心な学校

づくり 

(3)学校規模の適正化 

地域や家庭とともに一緒に考えることが重

要。ともに検討することを明記したほうがいい

と思う。 

原案 

どおり 

当事者である地域や保護者と充

分に協議を行いながら検討してい

きます。 

家庭の役割→「災害が起きた時の対忚について

家族で話し合いをします。」とした方が分かりや

すい。 
一部修正 

ご意見のとおり修正します。 
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１８頁 

８ 計画の

進め方 

 

(1)進捗状況の管理・評価 

「本計画を効果的かつ着実に推進するため、

毎年度の目標を明確にし、事業や取り組みを推

進します。また、目標の達成状況を検証し、そ

の結果を次年度の事業や取組みに生かします」

とされています。6 頁の「学校経営について」

の 

<現状>では、ＰＤＣＡという文言が使われて

いて、施策８の表現はＰＤＣＡそのものですが、

ＰＤＣＡという文言がありません。なぜでしょ

うか。 

原案 

どおり 

 現状と課題については、端的に表 

すためにＰＤＣＡという言葉を使

いましたが、進捗状況では、どのよ

うに管理・評価するのかを具体的に

示すためにその過程も含め表記し

ています。 

(2)関係各課及び関係機関との連携 

「宗像の未来を創り出す子どもを育成するた

めには、社会全体で子どもの成長を支えていく

必要があります。本計画の推進に当たっても、

より効果的な取組みとなるよう関係各課及び関

係機関との連携を図ります」とされています。

「社会全体で支える」ということは「市民で支

える」ということになると思いますが、この覚

悟について、市民との意思疎通をどのように進

めるのですか。 

原案 

どおり 

 学校を通じて、保護者や地域の 

方々に粘り強く発信していくこと

が大事であると考えます。また、コ

ミュニティ運営協議会の会長会、Ｐ

ＴＡ会長会議など様々な機会を通

じて発信したり、関係各課と連携し

た協働の事業を推進したりする中

で、意思疎通を図っていきます。 

「関係各課との連携を図る」とされています。

しかし、宗像市の場合、「行政のタテ割り」が壁

になるのではないでしょうか。この宗像市学校

教育基本計画（案）も、その内容を読む職員は

限定されると思います。職員への教育基本方針

の説明はどうされるのですか 

原案 

どおり 

 行政の縦割りが、子どもたちの健 

全育成の弊害とならないよう、関係

各課との連携は重要なため、本計画

の内容についても、策定段階から協

議し、かかわりを持っています。今

後も関係職員全員で内容を共有で

きるよう周知を図ります。 

「関係機関との連携を図る」とされているが、

関係機関の中には、市内 12のコミュニティは含

まれているのでしょうか。 

原案 

どおり 

含まれています。 

グローバルな子どもたちを育てる目標がある

のだから、宗像という狭い範囲でなくもっと広

くとらえることが必要。「宗像の」を削除し「未

来をつくり出す」にする。 

原案 

どおり 

 グローバル人材育成に向けて、ま 

ずは故郷となる「宗像」の未来を創

り出す子どもを育成していくこと

が大事だと考えます。 

その他 

“協働”の用い方に違和感を感じます。 
連携や協力という言葉と混在している
ように思います。もう尐し、整理が必要
なのでは・・  

授業にタブレットを使用する際に、
「メディア教育」をセットにして、日常  
忘れがちな「メディアリテラシー」を思
い起こす工夫を授業でお願いしたいと
思います。また、メディアが子どもに与
える影響も充分考慮して、 IT 教育を進
めていく必要があるので、これらの部分
にも触れて頂きたい  

「学校・家庭・地域」は今後本当の意
味で一枚岩となることが必要だと思い
ます。そのためにも形だけではなく、今
後は本音で語り合える場の構築が必要。 
「学校・家庭・地域」の連携のあり方も
示唆が必要かも・・・・。  

原案 

どおり 

国の教育振興基本計画及び第２

次宗像市総合計画で目指している

「協働」に向けて、これまで取り組

んできた連携、協力から一歩進めて

いくことを目指します。 

施策２（２）で示している「情報

活用能力」にはメディアリテラシー

の育成も含んでいます。また、施策

３の（４）生徒指導（６）人権教育

でも、具体的な文言としては示して

いませんが、発達段階に忚じて取り

組んでいきます。 

学校・家庭・地域の協働について、

関係各課と連携した上で、様々な機

会を活用し、提案していきます。 



- 10 - 

 

教育振興基本計画（平成 25年６月 14日閣議

決定）の「基本施策 18、学習や社会生活に困難

を有する者への学習機会の提供など教育支援」

では、以下の記述がなされています。宗像市学

校教育基本計画(案)は、国の教育振興基本計画

とは「方向性を同じくしている」（１頁の「はじ

めに」に記載）とされています。 

子どもの貧困対策の推進に関する法律も平成

26年１月 17日に施行されました。 

以下に示された国の政策を、宗像市学校教育

基本計画（案）では、どのように実行されてい

るのか、よくわかりません。「基本的考え方」と

「主な取組み」ごとに、協働の分野を含めて教

えてください。 

［基本的考え方］ 

○教育格差解消、へき地の子どもたちの就学支

援、被災した子どもたちへの支援 

○挫折や困難を抱えた子ども・若者等への支援 

○暴力行為、いじめ、不登校など児童生徒の問

題行動等の状況の改善に向けた支援 

［主な取組み］ 

１８－１ 経済的、地理的条件が不利な子ども

たちに対する支援について 

１８－２ 「貧困の連鎖」防止等に向けた多様

な主体と連携した学習支援等について 

 

原案 

どおり 

教育振興基本計画の基本的理念 

である「自立」「協働」「創造」と本

計画の「自立」「かかわり」という

めざす子ども像について、方向性を

同じくしているととらえています。 

国の教育振興基本計画は、生涯学

習も含め教育全体にかかわる内容

を示しています。それに対し、本計

画は、学校教育に特化したものと位

置づけています。 

子どもの貧困についても学校教

育と大きくかかわるものですが、そ

れは、学校教育振興事務や子どもの

権利救済事業などとして、「宗像市

子ども・子育て支援事業計画」の中

で示しています。 

いじめ等の問題行動改善の支援

については、施策３（４）生徒指導

の充実、（７）教育相談体制の充実

に示しています。 

１８－１については、施策２（１）

で進めていきます。 

１８－２については、「宗像市子ど

も・子育て支援事業計画」で示して

いる部分もありますが、不十分な点

については今後検討していきます。 

１、これらの国の計画を宗像市学校教育基本計

画（案）ではどのように取り扱おうとしている

のでしょうか。具体的に教えてください。 

２、「貧困の連鎖」という言葉が宗像市学校教育

基本計画（案）には見当たりません。「貧困の連

鎖」は宗像市の教育現場や地域では考える必要

のない事項なのでしょうか 

原案 

どおり 

 子どもの健全育成は、学校教育だ 

けで達成できるものではありませ

ん。「計画の位置づけ」で示してい

るように、第２次総合計画を上位計

画とした、様々な計画との関連を図

りながら進めていきます。 

その他 

※小・中学校に「経営」という概念が適切なの

か疑問です。必要だとするのなら、目標が達し

ない場合、一般の企業では経営者が「責任」を

履行することになります。市長や教育長は、そ

の自覚と覚悟をお持ちなのでしょうか。お尋ね

します。 

原案 

どおり 

 学校では、学校経営、学年経営、 

学級経営という言葉を使います。学 

校（学年、学級）の教育目標を立て、 

それを実現するために人材、予算、 

教育課程などの計画を立て、実行 

し、評価、改善を図っていくことを 

経営と捉えています。 

 各学校の経営については、校長が 

一義的な責任をもちます。また、市

立小中学校における教育活動全般

については、設置者である教育委員

会、教育委員会事務局を総括する教

育長、市政運営のトップである市長

が責任を負っています。 

 

その他意見・要望等           

県立学校は宗像市の行政が関与できることではありませんが、地域にとっては行政との協働の対象となる同じ

子どもです。県立中学校の創立に係る問題について宗像市はどのように考えているのか教えてください。 
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グローバル人材の育成は、教育特区を使い、以下のシステムは出来ないでしょうか。学校は宗像市立とし資金

の一部は外国も含めて外部から募集し、運営は民間に委託します。 

◇幼稚園、小学校（通学方式） 

◇中学校、高等学校（スーパーグローバルハイスクールＳＧＨ）（全寮方式） 

◇大学 ＳＧＨと既存の大学（例えばＩＣＵなど）との連携 

これらの運動には、地方創生及びクールジャパン戦略も取り入れます。 

地区公民館に置かれていたブランコ、滑り台等々が、自己の責任を追及されることから撤去されています。私

自身かつて「カブトムシの杜」づくりで、子どもの事故に備えて救急車が通れる道を里山に敷設しなさいという

ご指導をいただいたことがありました。子どもたちが里山や小川などの自然環境の中で身体を作ることは、心を

育てることでもあり、施設でのそれとは違った効果があると思いますが、地域が協働で参加する場合、怪我など

の責任を負うことが前提だと、腰が引けます。このような問題を、宗像市の行政（教育委員会）は、どのように

理解されていますか。 

宗像市子ども基本条例は第７章第 27条で、子どもの権利の保障状況の検証を定めています。ハッピークローバ

ーの活動報告も市長に届けられていますが、その内容は公開されていません。個人情報として秘匿すべき内容が

含まれていることは理解できますが、どのような対忚をしたのかは、何らかの方法で活動関係者に告知すること

は考えられないでしょうか。 

 家庭の経済状況によって高校や大学教育を受けられない教育格差が、その後の仕事による経済格差となり、貧

困の再生産・固定化が社会問題になっています。国の第２期教育振興基本計画でも基本的方向性の一つに取り上

げていますが、本市の学校教育基本計画では、何も記述がありません。本市でも高校の奨学金制度があるので、

今後の方向性など学習機会の保障の観点から、施策のいずれかに取り上げることを要望します。 

 現代は、様々な情報にあふれています。急激な技術の進歩によりインターネットやスマートフォンや携帯端末

などの新しい形態のメディアが登場し、こうした新しいメディアの利用にまつわるいじめやトラブルや混乱も頻

発するようになっています。子どもの育ちにおいても様々な影響が報告されています。各メディアの本質をよく

理解し適切に利用する能力である「メディアリテラシー教育」は重要になります。施策のいずれかに取り上げる

ことと、家庭での取り組みについても施策のいずれかに取り上げることを要望します。 

国の現状認識は、宗像市学校教育基本計画（案）の上位規範である第２次宗像市総合計画のどこで示され、解

決に向けての方針はどのように提案されているのでしょうか。 

私見。アベノミクスと呼ばれる社会・経済政策は、必然的に「格差」を拡大する思想である
と判断しています。結婚したくともできない、子どもを持てない、年収 200 万以下の若者が、
「雇用の多様化」という労働政策で増え続けています。有期労働契約の無期限化義務について
も風穴が開けられました。日本創生会議が尐子化対策の切り札として掲げた若年非正規労働者
賃金倍増計画（若者・結婚子育て年収 500 万円モデル）は、だまし絵のような、夢のまた夢の
プランで終わるでしょう。この国家政策のひずみを地方自治体のちからだけで正すのは至難の
業です。この点について、宗像市学校教育基本計画（案）の作成に関わった宗像市関係者はど
のような「答え」を計画（案）の中で用意されていますか、お示しください。  

国の教育振興基本計画が指摘する問題の解決に、地域コミュニティがどのような関与をする
ことが可能であると行政（教育委員会）が理解されているのか、特に、教育現場での偏差値競
争から落ちこぼれる子どもたちへのセーフティネットへの地域コミュニティの関与について
の考え方を教えてください。  

宗像は、「センセイ」と「鶏卵」が有名だったと聞いて育ちました。軍靴の響きが強まる中、
平和を大切にして、センセイと子どもの学ぶ環境を大切にしてください。  

私は、中学校職場体験の受け入れを、１０年以上させて頂いていますがいろんな学校からい
ろんな生徒が来ていますが各学校のカラーもあるし、もちろん個人の性格も様々で、私自身の
勉強にもなります。  
来る生徒は、毎年２年生で、私との年齢差を実感し生徒も１０年前に比べるとかなり変わった
ように思います。  
 その中、特に感じるのが、挨拶ができない、返事ができない、敬語を使えない子が以前に比
べると増えたように思い生徒たちと話すと、怖い存在が無いのかな？昔で言う、隣の頑固おや
じ、怒ると怖い学校の先生など今の時代このようなことを求めるのは無理ですが、かたち  
を変え高年齢者の方との接する場をもっと増やせば尐しは感じ、変わるような気がします。  
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小中一貫教育を進めて、小学校と中学校の先生同士が交流し、仲良くなるということは素晴

らしいことだと思います。中学校で子どもに何か問題が起きた時小学校での様子を聞いたり、

小学校で気になることを早期に中学校の先生と相談しながら対忚したりすることが気軽に出

来るためには、お互いが顔見知りになり、理解しあうということが何よりも大切だと思います。

小中一貫教育で、現場でそんな場面が見られるようになったことは成果だと思います。  

もし、宗像市が小中一貫教育をこれからも進めていこうと考えているならば、小学校・中学

校を自由に行き来できる兼務教員を中学校区に一人でも多く配置し、橋渡し的な役割をする教

員を育てていくとよいと思います。ただ授業をお互いに公開し合って終わりという研修では、

負担感ばかりが教員の中に残ってしまうような気がします。「小学校の先生方と話をしていて、

中学校の授業に○○を取り入れてみようと思った。」とか「中学校の○○先生に是非この授業

の時に来ていただいて専門的な話をしていただこう。」など、楽しくワクワクするような取組

みみが出来たらいいなと思います。私の個人的な意見ですが、中 1 ギャップは、子どもをより

大きく、たくましく成長させるためには、必要なものではないかなと思います。教師レベルで

の小中一貫教育が出来たら最高です。  

新聞掲載の中教審の大学入試改革についての記事で考えたことがありましたのでお伝えし

ます。記事では、作文、面接、部活動、ボランティア活動などのキーワードが目につきました。

また、アメリカ合衆国の大学入試制度のこともあったと記憶しています。小職がフィラデルフ

ィア補習授業校在職時に生徒や保護者、 UCLA 教授で入試担当から聞いた話で記憶にある部分

をお伝えします。もし、アメリカ合衆国程度の入試になれば、小中での学力テストの重要性が

ますます注目をされるところだと考えます。保護者や社会は、小中の学力テストの成績から高

校の成績と結びつけると想像します。「学力テスト」のための学力向上がいわれてくるのでは

ないでしょうか。  

別途、ボランティア活動についてですが、これは宗像市全体で企画運営することも期待され

るでしょう。USA では、ボランティアの活動内容の評価の一つとして「どこが募集したボラン

ティアか」ということが問われる場合があります。自治会等の清掃活動 (高校入試時には内申

書に今でもよく記載されていますが )、市町村が募集する活動、国や財団などが募集する活動

などいろいろあると思いますが、宗像市に限らず都道府県や国のレベルでもボランティア活動

の場の設定が必要になると思います。  

宗像市では、いち早く取り組みの企画を市役所全体に広げて、多くの活動の場を設定するこ

とが望まれるのではないでしょうか。さらに、ボランティア活動が単なる無償の労働奉仕では

なく、人の役に立つと同時に自分自身が人間関係や社会のあり方を学習する場であるというよ

うな啓発活動も必要になってくると考えられます。２０２０年度からの大学入試改革で現在の

小６から対象になっていくようです。次年度以降で、宗像市の長期計画あるいは中期計画に取

り入れることも視野に入れてみることも必要になるかとも考え述べさせていただきました。  

 


