
大分市教育大綱に関するパブリックコメントについて

■大綱策定の趣旨

意見要旨 市の考え方 大綱の修正等

1

　大綱とはどのようなレベルのものであり、どのような流れで草案され
るのか。また、実行計画の一定の内容が検討されて大綱に反映される
べきだと考えるが、そういった手順は配慮されているのか。

　大綱は、教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策について、その目標や施策
の根本となる方針であり、市長が総合教育会議において教育委員会と協議を行い策定す
ることとなっています。
　本市の教育大綱につきましては、本市の最上位計画である現行の「大分市総合計画」
や、その個別計画である「大分市教育ビジョン」を踏まえるとともに、現在策定作業中の新
たな「大分市総合計画」の検討結果も反映するなど、本市の教育関連計画と整合を図りな
がら策定することとしております。
　なお、次期「大分市教育ビジョン」につきましては、新たな大分市総合計画の内容を踏ま
えるとともに、教育大綱の趣旨をも参酌しながら、平成28年度中に策定する予定となって
います。

―

2

　県教委との一貫性・整合性と大分市としてのオリジナリテイが望まれ
る。実行計画では、そこの対比が表現されることを望みます。

　ご指摘のとおり、本市の教育の充実を図る上で、県教委との連携は重要な視点の一つ
です。来年度策定する次期「大分市教育ビジョン」におきましては、県の長期教育計画を
勘案する中で本市の教育課題に根ざした大分市らしい計画となるよう策定し、県教委と連
携を図りながら施策を推進してまいります。

―

■基本理念

意見要旨 市の考え方 大綱の修正等

1

　基本理念「豊かな心とたくましく生きる力をはぐくむ」の「豊かな心」、
「たくましく生きる力」とは具体的にはどういった意味か。「たくましく生き
る力」に「豊かな心」は含まれないのか。

　文部科学省が示す学習指導要領において、「生きる力」とは、知・徳・体のバランスのと
れた力のことであり、「生きる力」の中に「豊かな心」が含まれますが、大綱は、教育、学術
及び文化の振興に関する総合的な施策について、その目標や施策の根本となる方針を
定めるものとされており、学校教育に関する施策に限定されるものではありません。した
がって、社会教育の充実、文化芸術やスポーツの振興を通して、うるおいや生きる喜びを
実感できる取組を進めることも大変重要であることから、基本理念を「豊かな心とたくましく
生きる力をはぐくむ」としております。
　なお、基本理念の本文中に「豊かな心」に対応する箇所が見えにくいことから、右記のと
おり修正いたします。

2

　多様な性を個性として認め、偏見をなくし誰もが安心して充実した毎
日を送ることができるように、小学生の時期から性教育を取り入れるな
ど、成長段階に応じた性教育を学校教育の中に取り入れ、理解を深め
ていくべきである。

　子どもの発達の段階に応じた「性に関する指導」の充実に努めるとともに、教職員研修
等で性同一性障がいに関しての理解を深め、個別の事案に応じて、子どもたちの心情等
に配慮した対応ができるように努めてまいります。
　なお、多様な個性を尊重する趣旨を踏まえ、基本理念について右記のとおり修正いたし
ます。

■７つの目標

意見要旨 市の考え方 大綱の修正等

1

　「教育施策を進める上で福祉や子育て、地域振興など、様々な分野
との連携が求められている」の「福祉や子育て、地域振興」中に、健や
かな体を育む予防教育の観点からも、幼少期からの食育や家庭にお
ける健康管理は包括的に教育とも結びつくので「保健」の文言も追加し
たらと思います。

　教育施策を進める上で、保健における分野との連携も大変重要でありますことから、一
般行政との密接な連携が必要となる分野として追加いたします。

教育施策を進める上で、福祉・保健、や子育て、地域振興など、
様々な分野との連携が求められていることから、市民にとって効
果的な施策となるよう、これまで以上に市長部局と教育委員会が
密接な連携を図りながら一体となって、主に７つの目標に基づき
推進します。

　「未来を担う子どもたちの豊かな人間性や社会性をはぐくむとと
もに、個性を尊重し、や創造性を伸ばすことによって一人ひとりの
可能性を最大限に引き出し、変化の激しい社会をたくましく生きる
力をはぐくみます。
　また、生涯にわたって主体的に学び、文化・芸術やスポーツに親
しむなど、誰もがうるおいや生きる喜びを実感でき、自分らしさを
発揮しながらふるさとに誇りの持てるひとづくりを進めます。」

別紙資料１ 



大分市教育大綱に関するパブリックコメントについて 別紙資料１ 

●基本方針１　生きる力をはぐくむ学校教育の充実　
◎目標１　次代を担う人材育成

意見要旨 市の考え方 大綱の修正等

1

　全国学力テストや体力テストの結果が向上したことは評価できる。 　学力向上については、全国学力・学習状況調査等の結果を分析し、児童生徒への教育
指導の充実や学習状況の改善等に役立てるなど、今後とも確かな学力の定着・向上に向
け、取り組んでまいります。
　体力向上については、子どもたちの体力向上傾向を維持し、確実なものとするため、運
動の楽しさや喜びを味わう体育活動を充実させながら、学校の教育活動全体を通じた組
織的な取組によって体力向上を図ってまいります。

―

2

　環境教育について記述がないが、子ども期からの地球温暖化教育
やＥＳＤ（持続可能な開発のための教育（Education for Sustainable
Development））は重要である。「子どもたちの環境教育（地球温暖化学
習）の標準化、ユネスコスクールも視野に入れ」を大綱に盛り込むこと
を提案する。

3

　「大分市教育大綱（案）」に「環境教育」に関する記載がないが、現在
策定中の「大分市総合計画」第６部において環境教育、環境学習の必
要性が説かれているほか、「大分県教育大綱」においても基本方針１
の主な取組の中で環境教育が盛り込まれている。さらに、現在、市民
意見募集中の大分県の「第２次環境教育等行動計画（素案）」でも、環
境教育の重要性と学校の役割、市町村の役割などが盛り込まれてい
るほか、文科省や環境省では、かねてよりＥＳＤの重要性を唱えている
など、持続可能な社会づくりにおいて、この自然豊かな大分市の次世
代を担う人材づくりのために環境教育の実践は必要不可欠ではない
かと考える。「大分市教育大綱（案）」の基本方針１の中で「環境教育の
重要性」を記述するよう検討願いたい。

4

　諸外国に比べ日本は自尊感情の低い子どもが多いと報じられ久し
い。文中の「自らを律しつつ、他者と協調し、他人を思いやる心や感動
する心等をはぐくむ」に、「自分を大切にする心」も明記してほしい。ま
たは「自尊感情」について触れている箇所がないため検討願います。

　「自分を大切にする心」等についてですが、未来を担う子どもたちが変化の激しいこれか
らの社会をたくましく生きていくためには、自他の生命の尊重、自尊感情や他者への思い
やり、人間関係を築く力等をはぐくむことが重要であると考えております。
　本大綱中「７つの目標」の本文中、「子どもたちの「確かな学力」「豊かな心」「健やかな
体」をバランスよくはぐくみ、人権尊重を基盤とした教育活動を展開」することとしており、
「自分を大切にする心」等を含めて、子どもたちの豊かな心の育成に努めてまいります。

―

5

　部活の顧問は学校の先生に担当していただくことが一番だが、部外
者の採用など検討いただけないか。

　運動部活動の外部指導者の活用につきましては、平成２７年度より、専門的な技術・指
導力を備えた地域の人材を外部指導者として活用できるよう、「外部指導者人材バンク」
を設置し、市立中学校運動部活動の実施体制の整備・充実に努めています。
　本大綱中「目標３　質の高い学びを実現する教育環境の整備」の中で、「専門スタッフが
チームとして適切に役割分担を行う」こととしており、運動部活動の外部指導者の活用も
含めて、「チーム学校」の取組を進めてまいりたいと考えております。

―

　子どもたちに環境問題や環境と人間とのかかわりについての理解を深め、環境の保全
やよりよい環境づくりのために主体的に行動する実践的な態度等を育成することは重要
な課題であると考えておりますことから、環境教育の重要性を踏まえ、右記のとおり修正
いたします。

子どもたちの学習意欲の向上と職業観を醸成するため、企業
との連携を図り、一人ひとりの社会的・職業的自立に向けた
キャリア教育の推進や環境を大切にする心をはぐくむを推進
するとともに、急速な情報社会の進展に対応するため、ICT
を活用した教育を推進します。



大分市教育大綱に関するパブリックコメントについて 別紙資料１ 

●基本方針２　子どもたちの学びを支える教育環境の充実　
◎目標２　学びのセーフティネットの構築

意見要旨 市の考え方 大綱の修正等

1

　用語解説に「大分市学校問題解決支援チーム」や「大分市子どもの
貧困対策専門部会」を追加する必要はないか。

　用語解説に「大分市学校問題解決支援チーム」及び「大分市子どもの貧困対策専門部
会」を追加いたします。

※大分市学校問題解決支援チーム
　専門的見地から指導助言等による適切かつ迅速な対応を行うこ
とで、学校に対する保護者・地域からの相談・苦情等の解決が長
期化・複雑化することを防止し、子どもたちの学びと育ちを保障す
る実践を進めるため、弁護士等により構成された組織。

※大分市子どもの貧困対策専門部会
　子どもの貧困対策につながる効果的な施策の検討を進めるた
め、貧困の子どもとその家庭にかかわりが大きい福祉保健部と教
育部の関係課で構成する組織。

2

　スクールソーシャルワーカーは福祉機関(サービス事業所等)との連
携も多いため、用語解説の表記は「福祉・医療機関」または「医療・福
祉機関」の方が良いと思う。

　ご指摘のとおり、福祉機関との連携も多いことから、「医療や福祉などの関係機関等」の
表記に変更いたします。

※スクールソーシャルワーカー
　医療や福祉などの関係機関や行政機関等と連携して貧困や不
登校、いじめ、虐待など子どもを取り巻く環境を調整する福祉専門
職。

3

　「福祉部門」の語句が少し違和感がある。他に適切な語句はないか。
また「接続」も「連携」に変えた方が良いのではないか。単につなぐだけ
でなく、継続的に行動連携、情報連携が必要なことが多い。福祉だけ
では現状把握が難しいが、学校は貴重な平素のモニタリングの機会を
有している。相互に「連携」することがセーフティネット（網の目）からこ
ぼれる子どもも減らせると思う。

　内閣府による「子供の貧困対策に関する大綱」において、「貧困家庭の子供たち等を早
期の段階で生活支援や福祉制度につなげていくことができるよう、地方公共団体へのス
クールソーシャルワーカーの配置を推進し、（略）ケースワーカー、医療機関、児童相談
所、要保護児童対策地域協議会などの福祉部門と教育委員会・学校等との連携強化を
図る」こととしており、本大綱中の「福祉部門への円滑な接続を図るなど、早期の段階で各
種支援につなげる」ことは、「貧困家庭の子供たち等を早期の段階で生活支援や福祉制
度へつなげていくこと」を表しています。
　学校現場において支援が必要な家庭の早期発見に努め、福祉部門との連携を一層深
めてまいります。

―

◎目標３　質の高い学びを実現する教育環境の整備
意見要旨 市の考え方 大綱の修正等

1

　塾に行っている子どもが多く、学校の勉強って何なのかと疑問になる
ことがある。塾の先生に負けないくらい工夫した、子ども達を惹きつけ
るような授業をしてもらいたい。

　現在、各学校では、学力調査結果等の分析・考察に基づき、授業改善や補充指導等の
個別指導を組織的・計画的に進めております。今後とも、主体的・協働的な学びであるア
クティブ・ラーニングを重視した学習活動を充実するなど、指導方法の工夫・改善に努めて
まいります。

―

2

　「スクールカウンセラー」も加えた方がよい。文部科学省のチーム学
校素案にも、ＳＣ、ＳＳＷとも明記されており、実際中学校現場には配
置されているため。

　ご指摘のとおり、文部科学省による「チームとしての学校の在り方と今後の改善方策に
ついて」（チームとしての学校・教職員の在り方に関する作業部会　中間まとめ）の中で、
「チーム学校」を実現するための視点とその方策として、スクールカウンセラー、スクール
ソーシャルワーカーの法令への位置付けを提案していることから、「スクールカウンセ
ラー」について表記いたします。

「多様化、複雑化する子どもの状況への対応に伴い、教職員の多
忙化が課題となっていることから、様々な課題へ対応するため、
教職員や補助教員、図書館支援員、スクールカウンセラー、ス
クールソーシャルワーカーなどの専門スタッフがチームとして適切
に役割分担を行う「チーム学校」の取組などを進めることで、教職
員が子どもと向き合う時間の確保に努めます。」

3

　「コミュニティスクール」の記述がないが今後の方向性は。 　学校運営協議会制度、いわゆるコミュニティ・スクールにつきましては、学校と地域住民
等との信頼関係を深め、共に児童生徒の豊かな学びと育ちを創造することを目的としてお
り、基本方針２の「子どもたちに質の高い学びの場を提供するための家庭、地域及び関係
機関との連携強化」に含まれる取組です。
　本市といたしましては、今後とも地域とともにある学校づくりを推進するため、学校評議
員制度の一層の活用を図るとともに、学校や地域の実情に応じ、現在５校あるコミュニ
ティ・スクールを計画的に増設してまいりたいと考えております。

―



大分市教育大綱に関するパブリックコメントについて 別紙資料１ 

●基本方針３　社会教育の推進と生涯学習の振興　
◎目標４　生涯学習支援体制や家庭教育支援の充実

意見要旨 市の考え方 大綱の修正等

1

　東海市、名古屋市などで実施されている環境大学等の取組を参考に
勉強してください。

　本市では、平成２１年度から４年間、「おおいた市民環境大学」を開催してきていました
が、申込者の減少から平成２５年度より休止しています。現在は、市内の環境保全活動を
推進するため、市民環境団体等を「大分市環境保全活動団体」として登録し、団体間での
ネットワーク化を図っているところです。今後は他都市の状況も参考にしながら、団体や事
業者等との連携・協働も視野に入れながら、環境教育の取組を進めたいと考えています。

―

◎目標５　地域における子どもの健全育成の充実
意見要旨 市の考え方 大綱の修正等

1

　旭町児童館のような子どもも親も安心して過ごせる場所をさらに増や
してほしい。

　本市には旭町児童館のほか、大在地区に民間のラウラ児童館があり、小・中学生を中
心にご利用いただいております。また、小学生については、共働き家庭の児童の預かりで
ある児童育成クラブや放課後子供教室などを実施するなかで、放課後等の児童育成環境
の充実を図っているところです。今後とも、児童育成クラブの整備をはじめ、子どもたちの
安全・安心な居場所づくりに努めてまいります。

―

2

　児童育成クラブは、子どもを預かるだけでなく、子どもの成長にも寄
与する必要がある。

　児童育成クラブは、保護者の就労等により昼間留守家庭の児童に、放課後に適切な遊
びや生活の場を提供し、児童の状況や発達段階を踏まえながら、その健全育成を図るも
のです。共働き家庭が増加する中、仕事と子育ての両立支援として重要な役割を担って
おります。現在、本市独自の研修の実施や放課後児童支援コーディネーターによる巡回
指導により指導員の資質向上を図っておりますが、今後とも、研修内容の充実や、きめ細
かな巡回指導を進める中で、児童育成クラブのさらなる充実に努めてまいります。

―

3

　「地域子ども活動支援事業」、「おおいたふれあい学びの広場推進事
業」と「放課後子供教室」の事業内容が類似しているが、「放課後子供
教室」に一本化すると理解して良いか。

　文部科学省が進めている「放課後子供教室」として、「おおいたふれあい学びの広場推
進事業」に取り組んでいます。この事業は、放課後や週末等に学校を中心とした身近な場
所で子どもの体験活動等に取り組み、子どもと地域住民の交流を図りながら、子どもの社
会性を養い、地域で子どもを育てる体制づくりを目的としています。
　なお、平成22年度までは、「地域子ども活動支援事業」の名称で実施しておりましたが、
現在は「おおいたふれあい学びの広場事業」の名称で実施しております。

―

4

　現在の「おおいたふれあい学びの広場推進事業」では不十分である
ため、地域の社会教育として本格的な取組を期待する。

　文部科学省が進めている「放課後子ども教室」として、「おおいたふれあい学びの広場
推進事業」に取り組んでいます。この事業は、放課後や週末等に学校を中心とした身近な
場所で子どもの体験活動等に取り組み、子どもと地域住民の交流を図りながら、子どもの
社会性を養い、地域で子どもを育てる体制づくりを目的としています。
　実施回数については、地域の実情に応じて行なっているため週１回から月１回と幅があ
りますが、多くの地域住民が参加する子どもの支援活動となっています。今後とも実施回
数や活動内容等の充実を図るよう努めてまいります。

―



大分市教育大綱に関するパブリックコメントについて 別紙資料１ 

●基本方針５　スポーツの振興
◎目標７　スポーツを通じた地域活性化

意見要旨 市の考え方 大綱の修正等

1

　県民・市民が元気になるためには青少年段階のスポーツ振興が重要
である。県立屋内スポーツ施設の稼働やラグビーワールドカップ大分
開催を目標に大分市が大きく変革することを期待する。

　青少年のスポーツ振興として、スポーツ少年団等の指導者の資質向上に向けた研修会
の開催や市立中学校運動部活動の実施体制整備のため「外部指導者人材バンク」を設
置し、その充実を図るとともに、中学生を対象としたトップアスリートによる実技講習会を
開催するなど、競技力の向上にも努めてまいりたいと考えております。また、県立屋内ス
ポーツ施設の建設やラグビーワールドカップの大分開催により、スポーツに対する関心の
高まりと人や地域の交流の促進が期待できることから、このような大会開催を通して得ら
れるものを一過性のものとせず、本市のスポーツ振興につなげていきたいと考えていま
す。

―

■その他

意見要旨 市の考え方 大綱の修正等

1

 大綱（原案）とその概要版の内容が概ね同一である理由は。 　大綱は、教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策について、その目標や施策
の根本となる方針を定めるものであり、詳細な施策について策定するものではないため、
大綱（原案）と概要版のボリュームに大きな差がないものとなっています。
　概要版につきましては、本大綱の趣旨を市民の皆さんにわかりやすく周知できるよう修
正を行います。

―


