
（様式７－②） 

1 

 

「第二次鳴門市教育大綱の策定」について パブリックコメント実施結果 

 

１ 募集結果 

募集期間 令和５年１月４日（水）から令和５年２月２日（木） 

意見等提出者数 1人 

提出件数 

（提出方法内訳） 

20件 

（郵便 ０通、FAX ０通、E-mail 6通、直接持参 ０通） 

意見等の反映状況 

Ａ 意見等を計画等に反映するもの・・・・・・・・・・・・・    ０件 

Ｂ 意見等が既に反映されているもの・・・・・・・・・・・   6件 

Ｃ 意見等を今後の参考とするもの・・・・・・・・・・・・・  1２件 

Ｄ 意見等を反映する見込みのないもの・・・・・・・・・   2件 

 

２ 意見等の分類 

項    目 件  数 

計画全体 ０件 

１ 大綱の位置づけ ０件 

２ 大綱の期間 ０件 

３ 基本理念 １件 

４ 施策の６つの基本目標と基本方針 ０件 

１「自ら学ぶ力を育む教育の推進」 3件 

２「おもいやりの心を育む教育の推進」 ２件 

３「健やかな身体を育む教育の推進」 1件 

４「郷土愛を育む教育の推進」 1件 

５「まちぐるみの教育の推進」 1件 

６「これからの時代に対応する教育の推進」 2件 

  

 その他具体的な課題及び取組に関する意見 9件 
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３ 意見等と市の考え方 

３ 基本理念に関する意見等と市の考え 

No 意見等の概要 市の考え 反映 

1 

理念の「ともに学び 育ち合う 共育の

まち鳴門」内容は素晴らしいが、利己主

義的な思想が広まっている社会ではう

まく伝わらない。 

根本的(基礎的)理念として目指す未

来を設定する。(理念)「明るい未来」みん

なに公平で成長する平和な社会、(戦略)

公平で競争力のある豊かな社会、(戦術) 

「今だけ、金だけ、自分だけ」利己主義的

風潮を諌め、偉い人に子どもは育っても

らいたいこと、偉い人とはなくてはなら

ない人であることをホームページ等で

発信する。 

また、上記について市として、発信に

もっと力を注いでいただくとともに、世

代間の相乗効果が導かれる施策を実施

してほしい。 

「第二次鳴門市教育大綱」におい

て、「子どもを社会の中心に据え、

『子どもの最善の利益』を第一に考え

るまちをつくる」という基本的な認

識のもとで、家庭や学校、地域が、地

域の将来を担う貴重な人材を一緒に

育てる教育に取り組み、子どもたち

が育ち、親が育ち、教職員が育ち、教

育に関わるすべての人とまちが共に

育つ、「共育」を推進することとして

おります。個人のみならず、教育を通

じて多くの人と関わりながら、家庭、

学校、地域が共に成長することを趣

旨としており、ご指摘いただいた意

図は含んでいると考えております。 

頂いたご意見につきましては、今

後の取組の参考とさせていただきま

す。 

Ｂ 

 

基本目標1「自ら学ぶ力を育む教育の推進」に関する意見等と市の考え 

No 意見等の概要 市の考え 反映 

1 

個人の力の追求・向上、自分を超える

ことに主眼を置き、自己実現は他者を

だし抜くことではない。学びを楽しむ心

の育成を追加、力だけでなく心に言及

する。学ぶ力とは、子どもたちを育むだ

けでなく、公正で公平な社会を育むも

のであることを定義する。 

「第二次鳴門市教育大綱」の具体的

な施策を定めた「第二期鳴門市教育

振興計画」において、学ぶ意欲の向

上につながるキャリア教育の充実を

図るとともに、非認知能力を伸ばす

ことにより自ら主体性をもって学ぶ

態度を育み、学びに向かう力を高め

ることとしており、表記については

案のとおりとさせていただきます。 

Ｃ 

2 

学ぶ力は、幼児期に健やかな生活が

過ごせているかに大きな影響があるの

ではないか。子育て支援のため、男女

を問わず職業選択(主婦・主夫も職業と

定義する)ができる支援をしてほしい。 

本市では、令和４年度から７年度

までの４年間を「子育て世帯定住促

進施策の集中実施期間」と位置づ

け、結婚・新生活、妊娠・出産、就学前

から高校、住宅取得の各ステージの

子育て世代を包括的にサポートする

「なるとまるごと子育て応援パッケ

ージ事業」をスタートしています。今

後も本事業をより充実させていきた

いと考えております。 

Ｃ 
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3 

オンライン授業を活用し、集団学習か

ら個別の進捗度に合わせた学習、いつ

でもどこでも受けられる授業を推進し

てほしい。 

「第二期鳴門市教育振興計画」にお

いて、ＩＣＴを積極的に活用し情報活

用能力の育成を図るとともに、オン

ライン授業など、一人１台端末環境を

効果的に活かしたデジタルならでは

の学びを推進することとしており、

頂いたご意見につきましては、今後

の取組の参考とさせていただきま

す。 

Ｂ 

 

基本目標2「おもいやりの心を育む教育の推進」」に関する意見等と市の考え 

No 意見等の概要 市の考え 反映 

１ 
道徳教育として、利他主義の精神を

子供に考えてほしい。 

「第二期鳴門市教育振興計画」にお

いて、人間や自然に対するやさしさ

やおもいやりの心、畏敬の心、規範

意識など豊かな人間性の基盤となる

道徳性を養うことができる心に響く

道徳教育に取り組むこととしてお

り、利他心のみならず、幅広く道徳心

を涵養することを趣旨としておりま

すので、ご理解いただければと思い

ます。 

Ｃ 
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２ 

いじめとは、「陰湿に、悪口をいい、

もだえ苦しませること」力（言葉の暴

力等を含む）によって、自分の正義を

同調圧力等を悪用し、人に強要する行

為で、恥ずかしい行いであることを、 

社会全体のいじめ根絶都市宣言とし

て継続的に発表・広報する。 

他者との競争に勝つことでなく、切

磋琢磨をすることで、今の自分を超え

ることに目を向け、「思いやりのある

偉い人」、周りにとってなくてはなら

ない人を力の有無にかかわらず偉い

人として、みんなの周りの偉い人とし

て発表する場を増やしてほしい。 

いじめが発生するのは、自分の正

義で他人を圧迫することを正義とし

ているからであり、正義が人それぞ

れに違いがあることを理解し認める

こと、人を正義で支配しようとするこ

と、力(権力、暴力、お金、知恵)を利己

的に使うことの危険性(恥ずかしさ)

を子どもたちや大人にも偉い人から

周知してもらう。 

 

「第二期鳴門市教育振興計画」にお

いて、「いじめの未然防止と早期対

応」に取り組むこと、また、すべての

教育活動を通して、規範意識の醸成

と自他のいのちを守り育てることが

できる子どもの育成に努め、いじめ

を見逃さない学校づくりに取り組む

こととしております。頂いたいじめ

問題などについての具体策に関する

ご意見につきましては、今後の取組

の参考とさせていただきます。 

Ｂ 

 

基本目標３「健やかな身体を育む教育の推進」に関する意見等と市の考え 

No 意見等の概要 市の考え 反映 

１ 

授業はオンライン学習を活用すると

ともに、部活動の指導者、個別に児童生

徒を指導する人員を外部人材（退職教

員や高齢者、教育大学生等)として登用

し、教師の負担軽減を推進してほしい。 

 

「第二次鳴門市教育大綱」および「第

二期鳴門市教育振興計画」におい

て、教員の働き方改革を推進するた

め、ICTを活用した授業を進めると

ともに、中学校部活動の地域移行に

ついて、地域や各校の実情に応じた

地域移行のあり方を検討し、部活動

改革を進めることとしており、頂い

たご意見の趣旨につきましては、含

まれていると考えております。 

Ｂ 
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基本目標4「郷土愛を育む教育の推進」に関する意見等と市の考え 

No 意見等の概要 市の考え 反映 

１ 

郷土を愛するとは、①として故郷で

人生がすごせる、生きたい場所がある

ことであり、そのためには、収入源(職

業)と消費先(商店や施設等)が必要で

ある。②として、住むところが変わった

としても、郷土を想っていることである

ため、市からの継続的な情報発信と想

いの発揮場所の創出が必要である(ふ

るさと納税の紹介等)。 

教育においては、「第二期鳴門市

教育振興計画」において、身近な地

域の自然や歴史、文化、伝統産業等

に親しむことができる学習機会の充

実を図り、郷土を誇りに思う心や郷

土を愛し大切にする心を育む教育を

推進し、子どものころから、郷土愛を

育む教育を実施することとしてお

り、仕事づくりやふるさと納税等に

ついては、「鳴門市総合計画」におい

て推進をしております。 

頂いたご意見につきましては、今

後の取組の参考とさせていただきま

す。 

Ｂ 

 

基本目標5「まちぐるみの教育の推進」に関する意見等と市の考え 

No 意見等の概要 市の考え 反映 

１ 

現在の学校教育の問題点は、内部か

ら変革することは困難であり、遅延する

点だと考える。一定の国の指針に沿う

形にした上で、アメリカの制度を参考に

し、PTA を生徒会等と連携させ教師の

補助機関ではなく、PTA が教師を雇用

している形態に変更し、子どもの望み

に柔軟に対応できる教育制度にできる

よう組織改編してほしい。また、広く周

知し、保護者の参加を促し、教師と保護

者、住民の協力関係の強化を図ってほ

しい。 

教育制度に関するご意見は学校教

育法などに関わるため実現困難です

が、地域との関わりについては、「第

二期鳴門市教育振興計画」におい

て、市では「学校運営協議会制度」い

わゆる「コミュニティスクール」、学校

と保護者や地域の皆さんがともに知

恵を出し合い、学校運営に反映させ

ることで、一緒に協働しながら子ど

もたちの豊かな成長を支え、「地域と

ともにある学校」づくりを進める仕

組みを推進しております。頂いたご

意見につきましては、今後の取組の

参考とさせていただきます。 

Ｃ 
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基本目標6「これからの時代に対応する教育の推進」に関する意見等と市の考え 

No 意見等の概要 市の考え 反映 

１ 

SDGs は資源を使用時点で無駄に

使わないという一点のみが有効であ

り、過去から日本では行われていたこ

とである。 

持続不可能なものは代替手段を考

える。なぜ今の制度を維持しようとす

るか、外国との約束で決まっている

以外の理由で教えていただきたい。 

また、市として具体的なデータでもっ

て考えを示していただきたい。 

 

「日本的な持続可能社会を目指すた

め、常に自分達で改善してゆくこと」、

「リサイクルは自分の使用している範

囲内で行う、業者や運搬手段、リサイ

クル施設等を使うことでエネルギー

や税金を効率的に使用できているの

かを科学的に検証する。」、「過去の公

害は使用制限(水俣式)ではなく、科

学的な解決策(四日市式)で乗り越え

てきたことで高度成長につながっ

た。」について、追記してもらいたい。 

 SDGsは、先進国・途上国すべての

国を対象に、経済・社会・環境の3つ

の側面のバランスがとれた社会を目

指す世界共通の目標として、17のゴ

ールとその課題ごとに設定された

169のターゲット（達成基準）から構

成されています。それらは、貧困や

飢餓から環境問題、経済成長やジェ

ンダーに至る広範な課題を網羅して

おり、豊かさを追求しながら地球環

境を守り、そして「誰一人取り残さな

い」ことを強調し、人々が人間らしく

暮らしていくための社会的基盤を

2030年までに達成することが目標

とされています。 

 そして、「すべてのＳＤＧｓが教育に

期待している」とも言われ、ＥＳＤは

持続可能な社会の創り手づくりを通

じて、17すべての目標の達成に貢

献するものであり、一層の推進が求

められています。 

 「第二期鳴門市教育振興計画」にお

いて、「ＳＤＧｓ教育（ＥＳＤ）の推進」と

して、ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）

について子どもたちの理解が深まる

よう、各教科等においてＳＤＧｓとの

関係を意識した教育活動を展開する

こととしておりますので、ご理解い

ただければと思います。 

  

 また、ご意見いただいた追記内容

についてですが、市の環境施策に関

係するものであると考えられ、今後

の取組の参考とさせていただき、表

記については案のとおりとさせてい

ただきます。 

Ｄ 
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2 

自動翻訳機能が完成しつつある現在

において、外国語教育・国際理解教育は

全く別の存在である。語学教育は学問

として外国語を理解する上で必要です

が、国際(外国)を理解する教育には無

駄な努力である。 

受験勉強として必要なものだけに、

一部選択科目として授業数を増加させ

ること、外国に興味を持つためのきっ

かけとしてだけの意味しかないのでは

ないではないか。 

 

「第二期鳴門市教育振興計画」にお

いて、「外国語教育・国際理解教育の

推進」として、グローバル化が進展す

る未来を生きる子どもたちに、確か

な英語力や異文化の理解、豊かなコ

ミュニケーション力を育むことが求

められている中、未来にはばたく子

どもたちが、確かな英語力と豊かな

コミュニケーション力を身に付ける

ことができるよう、発達段階に応じ

た外国語教育・国際理解教育を推進

することとしており、外国語教育と

国際理解教育が相反するものではな

く、相互に教育すべきと考えており

ますので、表記については案のとお

りとさせていただきます。 

C 

 

 その他具体的な課題及び取組に関する意見と市の考え 

No 意見等の概要 市の考え 反映 

１ 

行政として施策ごとに最善を尽くすだ

けではなく、相乗効果を見込める施策の

検討してほしい。 

教育施策において、市の各課、各

関係機関等と協議し、各施策が推進

されることで相乗効果が図れるもの

と考えております。 

B 

2 

教育改革と高齢者の人生の充実を両

立できる政策の検討、予算を若年層へシ

フトし、若年層の支援を高齢者が行うこ

とで、高齢者の収入増加や人生を豊かに

する政策の実施してほしい。 

高齢者等の教育の担い手としての現

役化促進制度を創設してほしい。 

「第二期鳴門市教育振興計画」で

は、高齢者施策、人生100年時代に

おいて、これまでの経験や能力を生

かし、地域教育を支える貴重な人材

として活躍していただける場を提供

するなどに取り組むこととしてお

り、頂いたご意見につきましては、今

後の取組の参考とさせていただい

きます。 

Ｃ 
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3 
鳴門市で納税することで返済不要と

なる奨学金制度を設立してほしい。 

「なるとまるごと子育て応援パッ

ケージ事業」において、「子育て応援

手当」として、高校生相当の子どもを

養育する家庭に対し、一人あたり年

間3万円を給付することとしており

ます。また、同事業の一つとして、就

学援助を受給できる世帯における高

校入学前の中学３年生を対象に、奨

学金１０万円を支給することとしてお

り、市民の皆様の高校進学を支援し

ており、今後も子育て支援施策の充

実に取り組んでまいります。 

C 

4 

個別学習の導入により能力を育てる

ことと、職業訓練を早期導入してほし

い。 

中等教育の目標を明確に、社会人にな

るための教養・人格の形成に設定してほ

しい。 

 教養・人格の育成のために学業に興味

を持たせるための授業を主体としてほ

しい。 

「第二期鳴門市教育振興計画」にお

いて、「学力向上の推進」として、発達

段階に応じた学びの自覚化を図る授

業改善を進めるとともに、個別最適

な学びの充実や基本的な学習習慣の

確立を図り、学力の確実な定着に取

り組むこととしております。 

また、「学びに向かう力の育成とキ

ャリア教育の推進」として、学ぶ意欲

の向上につながるキャリア教育の充

実を図るとともに、非認知能力を伸

ばすことにより自ら主体性をもって

学ぶ態度を育み、学びに向かう力を

高めることとしております。 

頂いたご意見につきましては、今

後の取組の参考とさせていただい

きます。 

Ｃ 
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5 

算数や数学、物理学を早く深く学ぶた

めの勉強方法の研究を鳴門教育大学に

委託するとともに、(仮)数理教育研究所

を設立してほしい。また、小中学校での

課外授業や部活動としての連携・活用を

実施してほしい。 

「第二期鳴門市教育振興計画」にお

いて、「鳴門教育大学との連携･協働

の推進」として、地元に教育大学があ

る強みを生かしたこれまでの取組の

さらなる推進・充実に取り組むとと

もに、児童生徒の大学訪問等の「鳴門

ならでは」の新たな連携･協働の取組

を進めることしております。 

また、「学園都市化構想の推進」と

して、鳴門教育大学との連携のもと、

学生・院生によるボランティアを、就

学前教育・保育、学力向上、課外活

動、特別支援教育等様々な教育分野

において、今後も継続・充実し、教育・

保育現場を支援することしておりま

す。 

頂いたご意見につきましては、今

後の取組の参考とさせていただい

きます。 

Ｃ 

6 

鳴門市内の中高を現在のまま一貫校

として定義させ基本的に受験をなくし、

早期に一般的教育を修了させ、受験準

備、専門教育や選択科目の授業時間数を

確保する。現在、高校へほぼ全員が進学

するため、受験制度による足切りは必要

なく、受験勉強に使う時間が不要とな

る。 

ご意見いただいた内容につきまし

て、現状の制度におきましては難し

いこととなります。市としましては、

本市の子どもたちにとって、真に公

平で進路選択の機会が十分に保障さ

れた入試制度が実現するように県に

対して働きかけていくとともに、受

験する子どもたちへの対応につい

て、引き続き適切に実施してまいり

ます。 

Ｃ 
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7 

世帯間収入差による教育格差が発生

してしまうのを軽減するために、抜本的

な制度改革を市民と共に考える場を定

期的に開催してほしい。例えば、子ども

の希望する進学に合わせた個別教育は、

学校における教育では困難であると考

えるため、学校と複数の民間塾等との間

において業務提携することにより、安価

できめ細かい教育を受けることができ

る制度を導入できないか。 

 

「第二期鳴門市教育振興計画」に

おいて、「学力向上の推進」の取組

として、「学力向上実行プラン」の作

成・実施を通じて、学校ごとに教育

活動の検証・改善を一層進めるとと

もに、各種学力向上施策を実施し、

学力の確実な定着に取り組むこと

としており、今後も子どもたち一人

ひとりの学力向上施策に取り組ん

でまいります。頂いたご意見につき

ましては、今後の取組の参考とさせ

ていただいきます。 

C 

8 

学歴でなく、職業適正でより若年で就

職する道を広げることで、生涯賃金の格

差を是正してほしい。職場、学校と職業

安定所を密接に連携させ、職業訓練など

を充実させる。鳴門市内において、若年

で十分な収入を得ることが、有効な少子

化対策につながるのではないかと考え

る。 

各中学校において進路相談等を実

施し、生徒の個別の適正に応じた進

路指導をしており、今後も適切に取

り組んでまいります。頂いたご意見

につきましては、今後の取組の参考

とさせていただいきます。 

C 

9 

市としては、子どもたちの進学先とし

て、県内の大学、専門学校等を有効に活

用することが、費用負担を子供の借金に

しないためにも重要である。 

大学等に働きかけ、県内学生の進学枠

を大幅に増加させる。受験勉強から進学

後の勉強を早く始めるための支援をし

てゆく方が効率的である。 

全教科、早期の高校卒業程度の理解を

目指す、個別の対応としては受験対応も

良いのではないか。 

主としてはインターンシップ等を活用

し、進学・就職先と連携、推薦枠(大学が

欲しい人材と進学した人材のマッチン

グ)により不必要な勉強時間を削減す

る。 

現在の文部科学省主導の教育制度を

他の先進国の教育と比較し、必要性を検

討し、結果について公表する。 

 

 ご意見いただいた施策提案内容に

つきましては、県や国の政策であり、

市として実施していくのは難しいも

のであると考えられます。 

 今後も県や国と協議しながら、より

教育環境づくりに努めてまいりたい

と考えております。 

Ｄ 

 


