「生駒市教育大綱（案）」に対するパブリックコメントにおける意見及び市の考え方
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「Ⅰ ２ 生駒市 "協創・いこまびと"といった新しい言葉がある一方で、
ご意見のとおり、基本方針２において、「個々人の違
1 教育大綱・４つの 別の形で表現されているのは理解できますが、「人
権」という言葉がありません。今日まで学校教育や社 いや多様性を理解し、認め合うための具体的な学び
柱」について
会教育の柱として「人権教育」が果たしてきた役割と の機会を確保し…」という表現において、人権の重要
1
成果を考えたとき、このままでは人権教育の理念が徳 性を示しており、今後も人権教育を推進していきたい
「Ⅱ １ 基本理 目的な言葉として遠くに追いやられていくような気がし と考えています。
3
念」について
ます。

2 3

3 3

「Ⅱ １ 基本理
念」について

感想ですが、基本理念である『「遊ぼう」「学ぼう」「生き
よう」みんなでいこまを楽しもう』は、スローガンやキャッ
チフレーズのような印象を受け、教育理念であれば、
注釈にある「いこまびと」の方が「理念」に適当ではな
いですか。

「いこまびと」は、「こんな人になりたい」「こんな人であ
りたい」という生駒市民の理想（目指す姿）であり、この
「いこまびと」を育てるために、本市の教育に関する基
本的な考え方を定めたものが基本理念です。
このことから、理想である「いこまびと」を育てていくた
めに、基本理念・基本方針に基づいた事業・施策を
実施していきたいと考えています。

「Ⅱ １ 基本理
念」について

生駒市に期待されているのは、人口減少や過疎化に
悩んでいる他の多くの自治体の手本となって、日本の
地方行政をリードすることではないかと思います。
基本理念に示されている「いこまびと」は、大人だけで
なく、100歳までのすべての層を含み、乳幼児の層、
児童学生の層、成人社会人の層、それに新たに高齢
者の層が加わり、4層によって構成され、それぞれの
層が互いに響き合って全体として活気元気熱気あふ
れる「いこまびと」が生まれると考えます。
また、この4つの層が互いに育み、育まれ、支え支えら
れ、生かし生かされ、融合循環連鎖していく中から、
生駒市が「ひとづくりはまちづくり」を合言葉として、理
想と現実が繋がる日が必ず訪れると思います。

本市では、小学校低学年における少人数学級の実施
や全小・中学校への専任の図書館司書の配置など、
全国的にも先進的な教育施策に取り組んでいるところ
であり、今後も積極的に基本理念の実現に資する事
業を進めていきたいと考えています。
ご指摘のとおり、本大綱（案）については、学校教育
だけでなく、就学前教育や生涯学習、スポーツなど、
教育に関連するあらゆる分野、乳幼児から高齢者の
市民すべてを対象とするものであり、それぞれの分野
と世代が繋がり合うことによって、「ひとづくりはまちづ
くり」を柱とする基本理念を実現し、「いこまびと」を育
てていくことができるものと考えています。

子育てを楽しめるかどうかについては、「個人」の問題
であり、行政はあくまでも「支える・見守る・受け皿を保
証すること」を第一に発信する方が分かりやすいので
はないですか。

ご意見のとおり、行政の役割は施策等を通じて安心し
て子育てができる環境を整備することですが、子育て
世代の保護者が孤立せず、地域で子育てを支え合う
ために、まずは子育てを楽しめる地域づくりを目指し
ていきたいと考えていることから、本表現となっていま
す。

「Ⅱ 基本方針１
子育てを楽しめ
4 4
る地域づくり」に
ついて
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「Ⅱ 基本方針１
「男性の育児参加を促す取組を進め、・・・」とあります
ご意見のとおり、男性も育児への責任を担うべきもの
子育てを楽しめ
が、育児は「参加するもの」ではなく、責任をともに担う
5 4
と考えていることから、表現を改めることとします。
る地域づくり」に
ものであることから、本表現は再考いただきたいです。
ついて

修正内容
箇所

内容

基本方針１
説明箇所 ２段落目
「また、現在は十分と
P.4
いえない男性の育児
参加を促す取組を
…」

「また、現在は十分
といえない男性の
育児を促す取組を
…」

基本方針２
説明箇所 １段落目
P.4 「義務教育における
基礎的・基本的な学
力を向上させる・・・」

「義務教育における
基礎的・基本的な
学力・体力を向上さ
せる…」

「生き抜く」という表現については、生駒市学校教育の
目標で掲げている子ども像、「自ら学び、考え、行動
「Ⅱ 基本方針２ 「生き抜く」という表現は、「弱肉強食」や「サバイバル」
する子ども」「豊かで温かい心をもつ子ども」「自他の
21世紀を生き抜 という印象となってしまい、むしろ今求められているの
生命と体を大切にする子ども」を育成することで、「生
6 4 く優しくたくましい は、「弱者に寄り添い、すべての子どもが個として尊重
きる力」を身に付け、２１世紀を生きてほしいという考え
人づくり」につい され、長所や能力をのばす機会と安心できる居場所
に基づくものであり、ご意見の求められるものについ
を持てること」ではないですか。
て
ても大綱の基本理念や基本方針、上記の学校教育の
目標に包含されているものと考えています。

「Ⅱ 基本方針２
21世紀を生き抜
7 4 く優しくたくましい
人づくり」につい
て

学力・能力を伸ばすことが示されていますが、「体力」
が抜け落ちているのではないですか、H22年度に奈
良県から出されている報道資料では中学校の暴力発
生件数が少ない地域では体力が高いと発表されてお
り、必要なのは、運動能力ではなく、きちんと立てる・
姿勢よく座れるなどの基礎体力です。バーチャルテク
ノロジーの現代において、体で実感する能力は必須
と考えます。

今回の教育大綱（案）には示されてはいませんが、
「確かな学力の育成」「豊かな人間性の育成」「たくま
しい心身の育成」を学校教育の重点目標と定め、「生
きる力」を身につけた子どもを育てたいと考えていると
ころであり、「体力」も重要と考えていることから、ご意
見の趣旨を踏まえた内容に修正します。
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「グローバル時代に対応する語学力やプレゼンテー
ション能力」「他者と協働するためのコミュニケーション
能力」などを育成する新しい学びを創造していくこと
で、他者や異文化を理解する・受け入れることにつな
げていきたいと考えており、このことは、大綱の基本方
針２及び３においてもその趣旨が含まれているところ
です。
国際化とは、英語やプレゼンがうまくなることではな
また、国際化に関する施策の具現化として、次代を担
く、他者を受け入れること・異文化を理解することであ
う子どもたちが、互いに異文化を理解し、ともに生きる
り、国際化に資する団体等の公的な支援が非常に限
8
「Ⅱ 基本方針３ 定的なものとなっています。子育て支援に対する施策 社会を目指して、外国人と日本人、また外国人同士
すべてのライフス は充実されてきているが、国際化に関する施策の具 が互いの文化や歴史に触れ、交流することを目的に、
「国際交流のつどい わいわいワールド」を実施すると
テージで、楽しみ 現化を図ってもらいたいです。
ともに、平成２７年度からは、年齢、性別、障がいの有
5 ながら学び、地
無、国籍や文化の違いに関わらず、ダイバーシティ
域とつながる機
(多様性)の視点に立ち、「みんなが一緒にいきいきと
会づくり」につい
暮らせる社会とまちづくり」の実現を目指すことを目的
て
とした交流イベントとして、「ユニバーサルキャンプ」を
開催するなど多様性を認め合う学びや体験の場を提
供しています。
「Ⅱ 基本方針２
21世紀を生き抜
4 く優しくたくましい
人づくり」につい
て

「Ⅱ 基本方針２
21世紀を生き抜
「いじめを許さない学校づくり」とあるが、「いじめを生
9 4 く優しくたくましい
まないこと」をまず考えていただきたいです。
人づくり」につい
て

「Ⅱ 基本方針２
21世紀を生き抜
10 4 く優しくたくましい
人づくり」につい
て

「子育て・教育」の方針に関することで、自分が学校
（社会）でかけがいのない大切な存在であるという自
覚、自尊感情を育む視点が必要ではないですか。
説明に「人を思いやる優しい心を育成します」とありま
すが、前提として、自分を大切にして、初めて人を思
いやる優しい心が生まれると思います。
以上のことから、「自他ともに大切にする心を育てる」
などの文言を追加してはどうですか。

「いじめを生まないこと」を現実的に実現することは困
難であり、むしろ「いじめはどの子どもにも、どの学校
でも、起こりうる」という認識の下、「いじめは絶対に許
さない」、「いじめは卑劣な行為である」との意識を持
ち、いじめ防止等に関して、それぞれの役割と責任を
自覚していかなければならないと考えていることから、
現在の内容となっています。

基本方針２
「…具体的な学び
ご意見のとおり、自他を大切にする心を育てていくた
説明箇所 ２段落目
の機会を確保する
めには、自己有用感を持てるような教育は大切である
「…具体的な学びの
P.4
と考えています。
ことで、自他ともに
機会を確保し、人を
このことから、ご意見をいただいた趣旨に沿った文言
大切にする優しい
思いやる優しい心を
に修正させていただきます。
心を育成します。」
育成します。」
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大綱（案）で示された基本理念をスローガンだけに終
わらせないためには、中心となる核（人又はグループ）
が必要と考えます。中心となる核、市長、教育長、教
「Ⅲ 教育大綱策 育委員会などと職員が常に高い意識（志）と情熱を持
ち続けなければ、基本理念はたちまちスローガン化
11 6 定後の進行管
し、名ばかりとなってしまうと思います。
理」について
そのためには、PDCAサイクルは絶対に欠かせないも
のであり、大綱（案）にも示されている基本方針やアク
ションプランを推進していただきたいと思います。

意見に対する市の考え方
大綱で掲げている基本理念及び基本方針は、市の教
育方針の根幹となるものであることから、積極的に推
進していくこととしており、市長、教育委員会をはじめ
とする市職員が大綱の内容を理解した上で事業を実
施していくことが重要であり、市民の皆さまにも大綱の
内容をご理解いただき、共に力を合わせて大綱の実
現に取り組んでいきたいと考えています。
また、大綱の進行管理については、大綱（案）でも示
しているとおり、今後策定するアクションプランで示す
具体的な事業を通じて行っていきたいと考えていま
す。

12

大綱（案）は、市民の皆さまにも参加いただいたワーク
ショップや、市長と教育委員会で構成される総合教育
大綱（案）の内容は、市民にも具体的で分かりやす
会議における協議を経て、市民の皆さまに親しみや
い、優しい言葉で書かれており、市民目線の温かさを
すい内容となるように策定しています。
その他大綱に関
感じました。
今後策定を予定しているアクションプランについても、
することについて
今後の具体的な取組を示すアクションプランに期待し
「何を、いつまでに、どのようにするのか」を明確にし、
ます。
大綱（案）に基づく具体的な取組を掲げていきたいと
考えています。

13

現在も地域ぐるみの児童生徒健全育成事業、学校地
域パートナーシップ事業、学校評議員、スクールボラ
ンティア、出前授業等の活動を中心に地域との連携
を進め、各校のホームページ等により情報発信を行っ
ています。
また、青少年指導委員の活動を通して、自治会・ＰＴ
Ａ・学校等と連携して、街頭巡回指導、有害環境の浄
化、広報啓発活動等の見守り活動を行なっていま
す。
ご意見の「学校と地域でつくる学びの未来」のウェブ
サイトには本市の取組が掲載されていませんが、本市
といたしましては、今後も積極的に地域と連携した学
校運営を進めていきたいと考えています。

H20年の改正社会教育法では、学校・地域住民など
の連携協力の促進が奨励されていますが、本市では
逆行しているように思われます。（地域のスポーツ団
体や指導者に対して「学校からの委託」としての活用
教育分野全般に
や放課後の校舎利用、ボーイスカウトによる公民館の
関することについ
利用等）
て
学校と地域との連携を意識され、スクールボランティア
や出前授業などの取組がなされていますが、国の「学
校と地域でつくる学びの未来」のウェブサイトに本市
が記載されていないのは残念です。
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