
東広島市教育振興基本計画（案）に係るパブリックコメントの結果について 

（Ｒ1.5.24  教育総務課） 

 

１ 意見提出人数 ２３人（公表を希望しなかった人数（１名）を含む。）【意見数４９件】 

（１） 性別 

男性１９人 女性４人 

（２） 年代別 

２０代 １人 ４０代 ４人  ５０代 ６人  ６０代 ９人  ７０代 ２人  ８０代 １人 

（３） 地域別 

西条 ７人 八本松 ２人 高屋 １人 福富 ２人 豊栄１人 河内 １０人 

 

２ 分野別内訳及び意見の取扱い 

分    野 件 数 
意見の取扱い 

計画に既に明記 個別計画等で対応 反映し加筆 

ア 学校教育に関すること １２ １０ ２ ０ 

イ 教育環境に関すること １７ １２ ５ ０ 

ウ 生涯学習・社会教育に関すること ３ ２ ０ １ 

エ 青少年健全育成に関すること ５ ４ １ ０ 

オ 文化に関すること ３ ３ ０ ０ 

カ スポーツに関すること １ ０ １ ０ 

キ その他 ８ ５ １ ２ 

 
３ 意見と対応 

整理番号 意見の要旨 教育委員会の考え【回答担当課】 分野 

１ 

今回統合する小学校をモデルケースとし
て、少人数での９年間一貫教育を立ち上げ
ることにより、市中心部に局地集中する現
状も変わるのではないかと考える。 

小中一貫教育の推進に係りましては、施策の
方針「1-1 確かな学力の育成」で、記載して
います。また、今後小中一貫教育の基本方針を
新たに作成し、より明確な方針を定めます。 

ア 

２ 

特殊な部門に秀でた能力を持つ児童を発
掘し英才教育することが必要であると考え
る。 

個に応じた指導の充実を図り、どの子も伸ば
す教育を推進することの重要性を認識してお
り、本計画におきましては、施策の方針「1-1 
確かな学力の育成」「1-6 創造性あふれる人材
の育成」を中心に記載しています。 

３ 

幼児期～小学校～中学校～高等学校～大
学と、「東広島スタンダード」の充実及び実
現を進め社会に貢献できる教育を目指して
もらいたい。 

本計画におきましては、施策の方針「1-2 豊
かな心の育成」に「東広島スタンダード」の内
容を記載しており、所管の幼稚園及び小中学校
において、将来の生き方に通じるよう、取組を
進めます。 

４ 

全国学力・学習状況調査で、正答率４０％
未満の児童生徒の理解を助けるためには、
情報機器の活用が最善であり、教育活動に
最先端の情報と手段を尽くしていくために
も、学校教育の充実に資する予算をかける
必要がある。 

新しい時代に求められる資質・能力を育成す
るための授業改善、及びそのために必要な学習
環境の整備を進めることは重要であると認識
しており、本計画におきましては、施策の方針
「1-1 確かな学力の育成」「3-1 ICT等学習
環境整備の促進」を中心に記載しています。本
方針に基づき、必要な予算化を図ります。 

５ 

全市的な取組としての「東広島スタンダ
ード」は、住民自治協議会にも啓発する等
して定着を図りたい内容である。 

施策の方針「1-2 豊かな心の育成」の中で
記した方針に基づき、今後も、家庭・地域と連
携しながら、「東広島スタンダード」の一層の
定着を図ります。 



整理番号 意見の要旨 教育委員会の考え【回答担当課】 分野 

６ 

 消しゴムの色の指定、冬期期間中の長ズ
ボン着用制限、早い時刻の登校強要等、児
童・生徒のやる気をそぐような厳しい規則
は廃止すべきではないか。 

学校の規則については、学校が教育目的を実
現するために、児童生徒が遵守すべき規律とし
て定めるものであるため、本計画の中で方針を
定めるものと考えておりません。 
今回いただいた意見は、各学校が規則の在り

方を考える貴重な材料として承ります。 

ア 

７ 

 小学校の英語指導において、児童の発音
が悪い場合は直すべきではないか。 

本計画におきましては、施策の方針「1-5グ
ローバルに活躍する人材の育成」の中で、英語
指導（外国語教育）に係る記述をしています。
ご指摘にあった発音指導も含め、本方針に基づ
き、適切な英語の指導が小学校で行われるよう
努めます。 

８ 

 「グローバル社会を生きる人材育成」に
ついては基本理念として位置づけているに
しては、施策が少ないように感じる。アク
ティブ・ラーニングなどの視点も取り入れ、
自分で考え、自分の意見を他人と議論しコ
ミュニケーション・コラボレーションして
いく力が必要だと思う。 

グローバル社会を生きるためには、自ら考
え、知識や情報を統合して新しい価値を創り出
す力や多様な他者と共働できる力等を身に付
ける必要があると認識しており、このことにつ
きましては、施策の方針「1-1 確かな学力の
育成」「1-2 豊かな心の育成」を中心に記載
しています。これらを施策の方針 1-5に示して
いる取組と併せて進めることで、グローバル社
会を生きる人材の育成に努めます。 

９ 

 個々の体形、筋力、体力が違う中で、人
を支えたり背中にのせたりする組体操は危
険であるため運動会において廃止すべきで
はないか。 

組体操につきましては、施策の方針「1-3 健
やかな体の育成」で記した方針に基づく取組の
一つと捉えていますが、校内において組織的な
指導体制を構築し、児童生徒の体力等の状況を
踏まえて段階的・計画的に指導すること、活動
内容に応じた安全対策を確実に講じること等、
国及び県の指導を踏まえ、教育的価値や安全面
の配慮を学校全体で共通認識し、指導を行って
います。今後も、安全に十分配慮し、運動会に
おける表現活動を実施するように努めます。 

10 

小中学校の授業で、各校区における昨年
度の豪雨災害の災害場所や災害原因を教え
る等、防災教育を行ってもらいたい。それ
により、地域の防災意識も向上するととも
に、災害の記憶が残り、将来に備えられる
と考える。 

本計画におきましては、施策の方針「1-7 地
域の未来を考える人材の育成」を中心に防災教
育の方針について記載しています。本方針に基
づき、未曽有の被害をもたらした昨年度の豪雨
災害の教訓を踏まえ、危機管理意識の醸成につ
ながる防災教育の充実、組織的な安全体制の構
築を図ります。 

11 

 人口減少及び高齢化が進んでいること、
社会構造等の地域間格差が生じていること
を考慮し、様々な地域の良さをしっかりと
学習させてほしい。また、地域を支える次
世代の育成という視点を計画の中に位置付
けてほしい。 

 本計画におきましては、施策の方針「1-7 地
域の未来を考える人材の育成」の中で、地域を
知り、地域を誇りに思い、地域の思いを発信す
る各学校の取組への積極的支援及び地域貢献
への意欲醸成等について記述しています。本方
針に基づく学校等での具体的な取組が、地域を
支える次世代の育成につながるよう努めます。 

12 

 子供たちが自分の力を生かせる場を、地
元にも求めていけるよう、地元へ目を向け、
地元にも自分の力が必要だと感じる機会を
もっと学校教育の中で設けてもらいたい。
現在の計画では、歴史・文化の継承や文化
財の保存は出来るかもしれないが、実際の
農業や生活文化の継承が難しいと感じられ
る。グローバル社会に対応する力を子供た
ちに身に付けさせるためにも、生き方・考
え方・生活の洋式なども含めた昔から大切
にしてきた目に見えないものを大切にして
自らの文化を尊重する態度を養ってほし
い。 

 本計画では、「1-7 地域の未来を考える人材
の育成」を新たに設け、地域を理解し、地域を
誇りに思い、地域の思いを発信する学校の取組
を積極的に支援するとしています。また、「1-2 
豊かな心の育成」で、各学校における「一校一
和文化学習」の充実を図ることを通して、日本
の伝統や文化の持つ素晴らしさに触れ、継承
し、郷土に誇りを持つことができるようになる
ことを目指すとしています。更に、「2-2 地域
と学校との連携・協働の推進」で、地域ととも
にある学校づくりを進めることも方針に掲げ
ました。これら方針に基づき、子供たちがしっ
かりと地域に目を向ける教育を推進します。 
 



整理番号 意見の要旨 教育委員会の考え【回答担当課】 分野 

13 

本計画においては、教員を増やすことや
教員確保のために待遇を向上させるという
視点が欠けているように思う。子供の教育
に携わる者の労働環境の実態の把握と改善
は目標に加えるべきである。 

教職員の採用は、国の定める教職員定数に基
づき行われるものであり、本市の計画では方針
を示していません。本市としては、「学校にお
ける働き方改革取組方針」を策定して、教職員
の労働環境の改善に努めます。 

イ 

14 

 各小中学校の「一校一和文化学習」（和文
化教育）は、地域の人材の有効活用や学校・
地域双方の活性化につながるため、各地域
の特色を生かす活動にしてほしい。 
また、資金援助に努めてほしい。 

「一校一和文化学習」については、施策の方
針「1-2 豊かな心の育成」「2-2 地域と学校
との連携・協働の推進」に記載しており、この
活動に対する支援は、各学校の取組や要望内容
に合わせて今後も財政的な支援に努めます。 

15 

 小中学校における部活動への資金・人的
支援をしてほしい。 

本計画におきましては、小学校のクラブ活動
や中学校の部活動は教育活動の一部と捉え、具
体的な記述はしていません。これらの活動につ
きましては、既に財政的支援及び人的支援を行
っているところですが、引き続き、活動が活性
化するよう、具体的な支援の在り方について検
討を進めます。 

16 

東広島市は、学園都市としても恵まれた
環境にあり、学校教育において将来を担う
学生の有効活用が図られると良いと考え
る。 

学校教育に、大学や学生等外部人材を活用
し、教育の質の向上を図ることは、今後より一
層必要なことと考えており、本計画において
は、施策の方針「1-6 創造性あふれる人材の
育成」「2-2 地域と学校との連携・協働の推進」
を中心に記載しています。今後、個別計画で具
体的事業に反映できるよう努めます。 

17 

 「第２節 教育施策推進のための基盤整
備」における「基本的な考え方」の４つ目
「自主的、自律的な学校運営が行われるに
は、その責任者である校長やこれを補佐す
る教頭などの管理職に…」の記述は、管理
職として当然のことであり、その後に具体
的な施策の方針も記されていないため述べ
なくてよいのではないか。 

 現在、主体的な特色ある学校づくりが求めら
れており、学校の権限の拡大が図られている中
で、学校は、自らその権限を責任持って適切に
行使しなければなりません。それを実現するに
あたって、教育委員会は、各学校の実情を踏ま
え、管理職のより一層の適材確保が必要と考え
ており、基本的な考え方に明記しました。 
管理職の適材確保に資する施策は、本計画で

定めた方針に基づき今後も検討を進めます。 

18 

「第２節 教育施策推進のための基盤整
備」における【現状と課題】の２点目に、
「学校現場の支援者要請も同様に増加して
います。」と書かれているが、それに対する
対策や方針が以降の内容に記されていな
い。何らかの方針を示すべきではないか。 

本計画は、基本的な方針を記しているため、
現状と課題を踏まえた施策の方針「2-1 教職
員が働きやすい環境の整備」及び「5-1 特別支
援教育の推進」等を記しています。これら方針
に基づく個別計画で、支援者要請等への対応も
含めた具体的な取組を明確にしていきます。 

19 

教員の負担を軽減し、学校教育に専念で
きる環境整備が必要であると考えるため、
「時間外のクラブ活動の廃止」「家庭教育の
在り方の指導」「体験型学習の外部指導者の
活用」等を進めることが必要である。 

ご指摘のとおり、教職員の働き方改善が必要
と考えており、施策の方針 2-2で、そのことを
記述しています。今後、「学校における働き方
改革取組方針」を策定し、家庭、地域の協力の
もと、業務改善に向けた取組を推進します。 

20 

通学路サイドの草刈り、伐採等してきれ
いな町づくりを進めることが、子供の教育
環境上大切だと考える。 

子供を取り巻くあらゆる生活環境をより良
くすることは、教育を進める上で重要な視点で
あり、施策の方針 2-2で記述している「地域と
学校との連携・協働の推進を図りながら、地域
ぐるみで子供を育てる仕組みを構築できるよ
う努めます。 

21 

各学校で、保護者対象の「子供たちが学
ぶ学校のあるべき姿」を問う意見募集を匿
名で行い、その意見を参考にして変えるべ
きところは変えるべきである。 

各学校においては、子供たちがより良い教育
を享受できるよう教育活動等の成果を検証し、
学校運営の改善と発展に努めています。 
また、評価結果等を広く保護者や地域の方に

公表することを通して、学校の状況に関する共
通理解を深め、相互の連携協力を促進すること
にも努めていますので、学校の教育活動等に対
するご意見がございましたら、教育委員会や学
校へご相談ください。 



整理番号 意見の要旨 教育委員会の考え【回答担当課】 分野 

22 

 平成３０年７月豪雨の経験を活かし、学
校の避難場所としての活用の仕方や教職員
の災害時の行動等、学校としての地域貢献
のあり方を考えてほしい。 

 災害時における学校を含めた行政施設の対
応につきましては重要課題と捉えており、検討
を進めています。また、本計画における施策の
方針「2-2 地域と学校との連携・協働の推進」
で記述している内容は、学校における地域への
貢献も含めていると捉えており、その貢献の在
り方についても検討を進めます。 

イ 

23 

 教職員の環境改善はプライオリティを付
けてもっと何をするかを明確にしなければ
厳しいのではないか。 
また、教職員だけでなく、共働き世帯が

増えている保護者の環境改善も必要であ
り、幼保から高校まで学童保育も含めて完
全給食化（無償化）等の取組にも期待した
い。 

今後、学校、家庭、地域等と協議し、学校の
実態に応じた実効性の高い「学校における働き
方改革取組方針」を策定します。その上で、各
学校において、働き方改革に係る取組方針を作
成し、推進します。 
就学上の支援につきましては、予算の捻出等

の課題がありますので、国の方針等に基づき、
今後、検討していきます。 

24 

「基本施策３ 安全・安心で質の高い教
育環境の整備」については、児童生徒の安
全確保や教職員の働き方に係る内容であ
り、計画・実行を進めてもらいたい。 

 学校における教育環境の整備につきまして
は、ご意見にありますとおり、児童生徒の安全
確保及び教職員の働き方改革にも資する内容
であることの認識を強め、本計画での方針に基
づき計画的に整備を進めます。 

25 

全国的にも交通事故や溺死が多く発生し
ている現状を踏まえ、子供を取り巻く環境
を改善するとともに、児童、生徒にも自己
防衛のための教育をしっかりとお願いした
い。 

子供の安全・安心に係る学校環境整備につき
ましては、施策方針「3-2 学校環境の充実」に
基づき計画を進めます。また、学校外の施設に
つきましては、危険個所の的確な把握に努め、
地域住民や関係機関との連携により可能な限
り改善を図ります。 
 安全教育につきましては、施策方針「1-7 地
域の未来を考える人材の育成」に基づき各学校
において適切に実施します。 

26 

「学校を窓口にして福祉機関等の…」「学
校を窓口として、貧困家庭の子供等を…」
と示されているが、学校が持つ危機感に対
して福祉部局の動きが積極的でないと感じ
ている。市として幼児期からの教育の充実
を目指すのであれば、幼稚園・保育所の時
期からの対応や福祉部局との連携の在り方
等示していくことが必要ではないか。 

 今後の学校教育においては、より一層福祉部
局も含めた関係部局及び関係機関との連携が
必要であると認識しており、本計画につきまし
ては、施策の方針「4-2 学校教育における学力
保障、福祉関係機関等との連携強化」や「第４
章 計画の着実な実施のために」等で、それに
係る方針を記しています。今後これらの方針に
基づき、連携の充実を図ります。 

27 

 基本施策「５ 特別なニーズに対応した
教育の充実」の中で記述されてはいるが、
現状の学校の教職員配置数では、障害のあ
る子供の幼・小・中学校への就学数増加傾
向の中で十分に保障することが難しいた
め、さらなる配置数の増を進めてほしい。 

ご指摘の点につきましては、大きな課題と捉
えているところでございます。「５ 特別なニ
ーズに対応した教育の充実」の方針に基づき、
本市の実態を踏まえ、学校現場のニーズに応じ
た支援に努めます。 

28 

施策の方針「5-1 特別支援教育の推進」
の中にある「基礎的環境整備を進めつつ…」
の基礎的環境整備とは何のことなのか。人
的措置も含むのか。 

「基礎的環境整備」とは「合理的配慮」の基
礎となる環境整備のことで、具体的には施設・
設備の整備や教材の確保、個別の教育支援計画
や個別の指導計画の作成等による指導等、８つ
の視点があげられており、その中に専門性のあ
る教員、支援員等の人的配置も含まれていま
す。 

29 

中学校に通級指導教室の設置を考えると
ともに、特別支援教育の中核をなす人材育
成と組織づくりをしてほしい。 

「５ 特別なニーズに対応した教育の充実」
の方針に基づき、通級指導教室につきまして、
設置に係る課題やその解決方法等について、検
討します。 
また、本市における特別支援教育を推進する

リーダー育成や、各学校における組織的・計画
的な特別支援教育推進体制づくりも進めてい
きます。 



整理番号 意見の要旨 教育委員会の考え【回答担当課】 分野 

30 

著名人による講演会等は費用対効果の面
で疑問がある。 

市民の学習ニーズに合わせた主催講座等の
実施については、大学等の学識経験者や民間教
育事業者などの専門性を有した講師を招聘す
る場合があります。施策の方針「6-1 現代的・
社会的課題に対応した学習機会の提供」につい
ては、講座内容に相応しい講師を選定し、開催
していきます。 

ウ 
31 

まちづくりは、市民の学習だけでは達成
できるものではないので、まちづくりの一
つの手法として学習活動があると思う。計
画が計画のままで終わらないことを祈る。 

まちづくりは、建物や道路といったハード面
の整備や、教育、文化および福祉といったソフ
ト面の改善を図ろうとするなど様々な手法が
あります。ご指摘のとおり、本計画は市民の学
習活動をまちづくりの一つの手法として捉え、 

生涯学習・社会教育の基本目標「生涯学び、活

躍できる環境の整備と豊かなまちづくりの実

現」を「生涯学び、活躍できる環境の整備と学

びを通じたまちづくりの推進」に修正します。 

32 

 誰もが活用でき、誰もが行きやすい場に
なるよう生涯学習関係施設の老朽化対策の
実施と避難所としての機能の強化を進めて
もらいたい。 

 施策の方針「8-2 持続可能な生涯学習施設
の運営」に基づき、計画的な保全に取り組んで
まいります。避難所としての機能強化につきま
しては改修の際などに、どなたでも利用しやす
い設備になるよう検討してまいります。 

33 

「早寝早起き朝ごはん」は学校が中心に
行うのではなく、本来家庭が取り組むべき
ことである。「基本施策９ 健全育成を支え
る環境づくり 9-2又は 9-3」にも入れるべ
きである。 

 ご指摘のとおり、「早寝早起き朝ごはん」の
推進は、家庭教育の中で実現されるべきもので
あり、本計画の中では内容の重複を避け、記述
していないものの、施策の方針「9-2 子供の基
本的な生活習慣の確立に向けた支援」及び「9-3 
家庭の教育力の向上」の中でも実践される内容
と捉えています。 
 本方針に基づく具体的な取組の一つとして
より一層認識を強めます。 

エ 

34 

 地域における児童生徒が安心できる場の
充実に係り、本計画では放課後デイサービ
ス等の福祉施設について触れられていな
い。教育委員会の管轄ではないかもしれな
いが、放課後デイサービスの目的や内容等
も認識したうえで計画に盛り込んでほし
い。 

福祉施設等の施策や方針につきましては、担
当部局等の作成する個別計画で記されており、
今回の計画には記述していませんが、児童生徒
の健全育成のためには、より一層福祉部局を含
めた関係部局及び関係機関との連携が必要で
あると認識しており、「第４章 計画の着実な
実施のために」等で、それに係る方針を記して
います。 

35 

 人のモノを隠す、机に死ねと書く、人の
リコーダーを投げたりけったりする等の行
為を学校はきちんとイジメとして認識し、
対応してほしい。また、スクールロウヤー
を置く等して、健全な学校運営をしてほし
い。 

いじめ等への対応の徹底につきましては、施
策の方針 10-1の中で記しています。 
いじめは、どの子供にも、どの学校にも起こ

りうるものであるという認識のもと、組織的な
対応に基づき、教育的配慮の下、毅然とした指
導を行います。 

36 

 いじめが原因での死亡が２０代から増加
している状況を踏まえ、いじめ（ハラスメ
ント）に上手に対応する方法を、児童・学
生にも教育するのが大切ではないか。逃げ
ることを悪とする意識を持たせてしまう
と、社会に出てから対応できないのではな
いかと思う。 

 施策の方針「いじめ等への対応、生徒指導の
充実」に記している方針に基づき、児童生徒の
発達段階に応じて、困難な事態、強い心理的負
担を受けた場合における対処の仕方を身に付
ける等の教育の推進を図ります。 

37 

道徳教育や他校との教育活動等により、
子供自身のマナーやモラル等意識を向上さ
せ、いじめや引きこもりを減らすことがで
きないか。 

施策の方針「1-2 豊かな心の育成」や「10-1
いじめ等への対応、生徒指導の充実」に記して
いる方針に基づき、児童生徒の豊かな情操と道
徳心を培い、心の通う人間関係を構築する能力
の素地を養うことが、いじめ及び不登校の防止
に資することを踏まえて、学校の教育活動にお
いて道徳教育及び体験活動等の充実を図りま
す。 



整理番号 意見の要旨 教育委員会の考え【回答担当課】 分野 

38 

文化芸術基本法等の精神からすると、文
化芸術活動の主体は文化芸術を行うもので
あると考えるべきであるが、「11-1 文化芸
術に親しむ」では、行政が提供すると誤解
を与える表現になっていると感じられる。
「市民が文化芸術に興味をもち、自身が活
動するためには、それら活動の環境整備、
支援体制の構築が必要です。創造力や感性
を高める視点も重視し、地域や学校など、
日常生活の様々な場面において、子供から
大人までの様々な世代の市民が文化芸術を
感じることのできる環境整備、活動支援そ
の他の必要な施策を講じます。また、芸術
文化事業を企画・実施する人材や、それを
下支えする人材の育成のための取組に対し
て支援その他の必要な施策を講じます。」と
する方が良いと考える。 

ご意見のとおり、文化芸術活動の主体者は、
文化芸術基本法に掲げられるように市民を含
めた文化芸術を行う者であると考えます。た
だ、本計画は東広島市が教育の中で目標とする
ものを示すものであり、市民活動の支援はもち
ろんのこと、市の責任で施策を進めるものとし
て、計画（案）の表現としています。市民活動
の支援は、【施策の方針】「11-1 文化芸術に親
しむ」の中で行っていきます。 

オ 

39 

文化芸術基本法では、地方自治体におけ
る地方文化芸術推進基本計画の策定が努力
義務とされているが、これに係る記述が無
い。「専門性のある委員会等を立ち上げ、地
方文化芸術推進基本計画を策定し、具体的
な内容の決定や評価をする」等の明確な記
述を期待する。 

 地方文化芸術推進基本計画の策定につきま
しては、本計画を推進していく中で検討してい
きます。 

40 

一部の青少年音楽活動への公金集中の実
態が感じられており、本市の施策について
は市民に明確に示してほしい。市民による
青少年音楽活動に対しての施策等の記述を
別に設けることを期待する。 

本計画は、施策の方針を示しているものであ
り、具体的な活動を紹介するものではありませ
んので、ご意見として承ります。 

41 

総合型スポーツクラブは、身近な地域で
親しむことができ、多世代、多種目、多志
向の性格を持つとともに、地域住民により
自主的・主体的に運営されるものであるが、
本計画の中でこれについて触れるのが望ま
しいのではないか。また、設立の取組につ
いて東広島市として考慮すべきである。 

統合型スポーツクラブについては、本計画書
のＰ２に示すスポーツ推進計画において、クラ
ブの設置数の数値目標等を定めており、地域で
の認知度を高めるための情報提供や設立支援、
身近な場所でスポーツに参加できる機会や活
動する場の増加に向けた具体的な支援を、当該
計画に基づき推進していきます。 

カ 

42 

教育振興については、地域の実態も配慮
しつつ、教育施策の基本計画を周知し、関
係部局は元より地域住民と連携して推進し
ていくことが重要であると考える。 

本計画では、地域と学校の連携、生涯学習を
通じた地域のつながりの推進、地域に根差した
スポーツ振興の推進を掲げており、その実現に
あたっては、各地域の状況を踏まえ、地域住民
の皆様と連携を図りながら進めていきます。 

キ 

43 

絵に描いた餅にならぬよう理念を持って
実行してもらいたい。 

本市の将来を担い、世界にはばたいて、グロ
ーバル社会をたくましく生きる人材を育成す
るとの本計画の理念を実現すべく、一人一人の
「夢と志」を育てる教育を目指し、関係機関と
の連携のもと、本計画と結びついている各種計
画も含め、着実に実行します。 

44 

施策方針を見比べると、大きな方針と、
細かな方針が混在しているように感じられ
る。また、文量についても長いものと短い
ものがあるように感じられるが、簡略化し
た表現の方が望ましいのではないか。 

 本計画は基本的な方針を示しているもので
あるため、可能な限り簡略な表現になるよう心
掛けましたが、策定の意図や明確にしたい内容
の関係上、方針によって文量や具体性に多少の
差異が生じることについてご理解ください。 

45 

今回の計画全般にわたることであるが、
小中学校ばかりで、高校・大学が抜け落ち
ている。県や国に丸投げではなく、東広島
市の考える教育を県や国に求めていく、市
立の高校を設置する等の視点は持てないだ
ろうか。 

教育委員会が、今後５年間に行う施策の基本
的な方針を定めた計画であるため、本市が所管
していない大学及び高等学校の施策は記述し
ていません。広島県や学校関係教育機関との連
携については、「第４章 計画の着実な実施の
ため」で述べているように、相互の成果がより
拡大するよう、一体的な施策推進に努めます。 



整理番号 意見の要旨 教育委員会の考え【回答担当課】 分野 

46 

盛りだくさんな施策があるのはよいが、
どの施策の優先度が高いのか、どこに重点
を置いているのかが伝わりにくい。 

本計画は、「『夢と志』をもち、グローバル社
会をたくましく生きる人材の育成」という基本
理念の実現のため、６つの分野とそれぞれの目
標を設定し、その目標達成に資する各種施策の
方針を定めました。 
そのため、どの施策につきましても、基本理

念を実現するために重要なものと捉えていま
す。 

キ 
47 

全体的には、今の時代に求められる教育
の姿が見えて良いと思うが、学校に求めら
れていることが多いと感じた。教職員が見
て、元気になれる、やる気になれる内容も
入れてほしと思った。 

 本市教育の推進に係わっては、教育現場、取
り分け教職員のモチベーション向上が重要だ
と認識しています。本計画作成においては、学
校に求める内容が多くなりすぎていないかと
いう事について常に意識したところではあり
ますが、本方針に基づく計画を進める際には、
更に意識を高め、学校の働き方改革も同時に進
めながら施策を進めていけるよう配慮します。 

48 
「共働」と「協働」が混在しているが、

「協働」の方がイメージしやすい。 
 「共働」と「協働」につきましては、ほぼ同
義と捉えており、「協働」に統一した表記にし
ます。 

49 

「合理的配慮」「アイデンティティー」「イ
ノベーション」という言葉には、注釈が必
要ではないか。 

「合意的配慮」「アイデンティティー」につ
きましては、注釈を加えます。イノベーション
につきましては、国の作成した資料内で使用さ
れている言葉なので、注釈は加えませんが、「生
産技術の革新のほか、新商品の開発、新市場、
新資源の開拓、新しい経営組織の形成などを含
む概念。」という意味があると理解しています。 

 


