
1 

 

香川県教育基本計画（素案）について提出されたご意見と 

それに対する県の考え方 
 

問い合わせ先 

教委総務課企画・広報グループ 

〒760-8582 高松市天神前 6番 1号 

電話:087-832-3736/FAX:087-806-0233 

E-mail:kyoisomu@pref.kagawa.lg.jp 

 

 令和３年７月２日から令和３年８月２日までの１カ月間、香川県教育基本計画（素案）

について実施したパブリック・コメント（意見公募）では、１５名・団体から６２件のご

意見が寄せられました。ご意見をいただきありがとうございました。 

 これらのご意見について、適宜要約・集約して整理し、それらに対する県の考え方とあ

わせて以下に示します。 

 なお、賛否の結論だけを示したご意見や案と直接関係のないと考えられるご意見につい

ては、公表していません。 

 

 〈ご意見の提出者数〉 

  個人  １３名 

  団体   ２団体 

   合計  １５名・団体 

〈提出されたご意見の数〉 

  教育施策の推進に関すること １９件 

  「第１章 教育をめぐる現状と課題」に

関すること         １３件 

  「第２章 基本理念、重点項目、施策体

系」に関すること      １０件 

  「第３章 施策の推進」に関すること 

２０件 

    合  計           ６２件 
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ご意見（要約） ご意見に対する県の考え方 

教育施策の推進に関すること 

インターネットやゲームには有用な面も

有る。ネット・ゲーム依存予防対策として、

インターネットやゲームの利用時間を規制

したり、ゲームの有用性を否定することは

あってはならない。 

（同趣旨ご意見他 10件） 

インターネットやコンピュータゲーム

は情報収集やコミュニケーションの手段、

また生活にうるおいを与えるものなどと

して、多くの有用な面があると認識してお

ります。 

県教育委員会では、子どもたちが、イン

ターネットやコンピュータゲームの過剰

な利用により、日常生活や社会生活にさま

ざまな支障を生じる依存状態に陥ること

を予防するため、正しい知識の普及啓発や

家庭でのルールづくりの推進、依存状態に

陥りつつある児童生徒の早期発見・早期対

応などの予防対策が重要と考えておりま

す。 

 

ネット・ゲーム依存に科学的根拠はなく、

教育基本計画において取り上げたり、ネッ

ト・ゲーム依存対策を実施するべきではな

い。 

（同趣旨ご意見他 6件） 

県教育委員会では、子どもたちが、イン

ターネットやコンピュータゲームの過剰

な利用により、日常生活や社会生活にさま

ざまな支障を生じる依存状態に陥ること

を予防するため、正しい知識の普及啓発や

家庭でのルールづくりの推進、依存状態に

陥りつつある児童生徒の早期発見・早期対

応などの予防対策が重要と考えておりま

す。 

なお、本計画で用いる「ネット・ゲーム

依存」についての用語解説を追加いたしま

す。 

 

追加箇所 

P16 図表の次 

「●ネット・ゲーム依存 

 インターネットやコンピュータゲ

ームの利用が生活の中心となり、日

常生活や社会生活にさまざまな支障

を生じてもなお、過剰使用をやめら

れない状態」 

 

新省庁設置を検討されているこども政策

や、デジタル庁によるデジタル政策の最新

の動きに対応した教育基本計画にしてほし

い。 

 

国の動きも注視しながら、引き続き、本

県の教育施策を推進してまいります。 
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ご意見（要約） ご意見に対する県の考え方 

「第 1章 教育をめぐる現状と課題」に関すること 

「２ 子どもたちを取り巻く現状」に関すること 

(P15) (1)子どもたちの現状 ■いじめ、

暴力行為等問題行動と不登校、ネット・ゲ

ーム依存について 

P16に掲載されている「ネット・ゲームへ

の依存傾向(香川県)」に用いられている「ス

マートフォン等の利用に関する調査」につ

いては、その質問項目が不適切であり、科

学的根拠がない。 

（同趣旨ご意見他 3件） 

 

当該質問については、厚生労働省研究班

による生活習慣についての全国調査（平成

29年度）を基に作成しております。 

「いじめ、暴力行為等問題行動と不登校、

ネット・ゲーム依存について」では、不登

校等に続けてネット・ゲーム依存について

記載しているが、ネットが不登校等の原因

ではないため、分けて記載すべきである。 

（同趣旨ご意見他 2件） 

 

本項目については、いじめや暴力行為、不

登校及びネット・ゲーム依存といった、本

県における児童生徒の課題について記載

したものであり、それぞれの因果関係を示

すものではありません。不登校には様々な

要因があると考えております。 

 

(P16) (1)子どもたちの現状 ■体力、運

動能力について 

体力・運動能力を高めるためには、スポー

ツジムのように教師がマンツーマンで正し

いフォームや正しい筋肉の使い方を体育の

授業で指導するべきである。 

 

ＩＣＴ機器等を活用するなど、引き続

き、体育の授業において、正しいフォーム

等についての指導にも努めてまいります。 

(P23) (3)家庭や地域 ■家庭や地域の教

育力 

保護者において悩みの度合いが高まって

いるものとして、「子どものテレビ・ゲーム・

ネット等、メディアの利用」が書かれてい

るが、あわせてインターネットは悩みの解

決にもつながる旨の記述を求める。 

 

当該箇所は、県教育委員会が実施した平

成 30 年度家庭教育状況調査において、保

護者の悩みの度合いが高いものを列記し

た箇所であります。 

「４ 生涯学習について」に関すること 

(P28) (2)子どもの読書の現状 

政府の策定した「子供の読書活動の推進に

関する基本的な計画」では、子どもの読書

について「電子書籍等の情報通信技術を活

用した読書も含む。」としている。 

したがって、第 3章６-２-①「子どもが読

子どもの読書活動推進に当たり、今後電

子書籍の利活用を検討していくほか、デジ

タルライブラリー化や読書バリアフリー

化など、通信技術を活用した取組みを進め

てまいります。 
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ご意見（要約） ご意見に対する県の考え方 

書に親しめる環境づくり」などでは、情報

通信技術を活用した読書や、電子書籍によ

る読書も対象に含み、施策を進めるべきで

ある。 

（同趣旨ご意見他 2件） 

 

「週 1 回以上本を読んでいる子どもの割

合」には電子書籍が入っているのか。入っ

ていなければ、電子書籍を読むようになっ

たことが調査結果や分析に反映されていな

いのではないか。 

県教育委員会では、子どもの読書活動の

現状を把握するため、アンケート調査を実

施しています。回答に当たっては、「本には

電子書籍を含む」としており、調査結果は

電子書籍を含めた状況を捉えたものであ

ると考えております。 

引き続き、子どもが読書に親しめるため

の環境づくりに努めてまいります。 

 

「第２章 基本理念、重点項目、施策体系」に関すること 

「２ 重点項目」に関すること 

(P33)「重点項目２. 心の育成」 

自己肯定感とは「自らの在り方を積極的

に評価できる感情、自らの価値や存在意義

を肯定できる感情などを意味する言葉」で

ある。 

「重点項目２. 心の育成」の基本的方向

の「豊かな心、多様性を尊重する心の育成」

「共感的理解に基づく生徒指導の充実」な

どにおいて、「学習させる＝与えること」が

先行しすぎており、子どもの自主的な関心

の発露によって関心をもって社会の様々な

問題を知ることを逆に阻害する恐れがあ

る。 

 

自己肯定感・自己有用感の育成には、子

どもたちの自主的・自発的な活動を尊重す

ることは必要不可欠であり、その他の教育

活動においても子どもたちの自主性・自発

性を重視していきます。 

 「優れた文化や芸術にふれることで、感

性を磨き、豊かな情操を培う」という旨の

基本的方向を実現するに当たり、優れた文

化や芸術にふれる手段として、インターネ

ットやＶＲなどの最新技術の活用を記載す

るべきである。 

 

最新技術の活用も含め、児童生徒が優れ

た文化芸術を鑑賞したりする機会の充実

に、引き続き努めてまいります。 
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ご意見（要約） ご意見に対する県の考え方 

「奉仕活動」が教育面での成果や誇りにつ

ながるのは、『当人の矯正・救済として行う

場合』か『満たされた者が満たされし故に

背負う務めのために行う場合』であり、18

歳・高校生以下がやるなら「体験活動」で

あるので、「奉仕活動」という語句は「体験

活動」にすべきである。 

 

植樹などの美化活動や医療機関での話

し相手や読み聞かせなど「人や社会のため

に」という思いをもって働くことを奉仕活

動としてとらえ、体験活動と並記していま

す。 

(P34)「重点項目３. 体の育成」 

「インターネットの過度な利用による視

力低下」だけを取り上げる文意が不明であ

る。視力低下の主な原因は遺伝、勉強、読

書であり、視力低下の原因を誤解させる。

事実に基づいた記述を求める。 

 

当該箇所については、近年多様化する健

康課題の一つとして記載しております。 

ネット・ゲーム依存は心の問題であるた

め、「重点項目３.体の育成」に記載する必

要は無い。 

ゲームやインターネットの過剰な利用

については、心の問題であるとともに、視

力低下などの身体的な健康課題も生じう

ることから、「重点項目３.体の育成」にも

記載しております。 

 

(P35)「重点項目４. 郷土を愛し、郷土を

支える人材の育成」 

主権者教育・消費者教育・金融教育・租

税教育は地域にとらわれない市民を育成す

る概念であり、県外でも適用される教育を

上位概念にすべきである。 

高卒後の県外進学率の高さ、高等教育を

終えた後の県外就職率、県外で活躍する県

民を念頭に置いて、重点項目４の基本的方

向「郷土を支える教育の推進」は、見出し

を「主権者になるための教育の推進」など、

郷土に限定しない文言にすべきである。 

 

県教育委員会では、予測困難な時代にお

いて子どもたちが夢や志を持って生きて

いくためには、その心身を支える基盤が必

要であり、子どもたちが郷土について学

び、愛着や誇りを育むことが、子どもたち

自身の自信や意欲、人生を歩んでいくうえ

で重要な視座の確立につながると考えて

おります。 

また、香川の現状を踏まえながら、主権

者教育や消費者教育等を通じて、社会の課

題を多角的に考え公正に判断する力や、地

域課題の解決に主体的にかかわろうとす

る意欲や態度を育成することが、県外に進

学・就職する場合においても重要であると

考えております。 

こうしたことから、「郷土を支える教育

の推進」の中で取り上げております。 
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ご意見（要約） ご意見に対する県の考え方 

(P39)「重点項目６. 家庭や地域での学び

の環境づくり」 

「就学前からの家庭教育の啓発」を親が

過剰に重視するがために児童虐待につなが

る事例もある。その事実を踏まえた記載に

訂正すべきである。 

また、「学校、家庭、地域が連携・協働し

て、子どもの体験活動や交流活動の充実に

向けた取組みを行う」について、「大人の価

値観だけでよいと認めたもののみ」を押し

付けることを重視するかのようなこの記載

は、子どもののびのびとした感性の育成に

つながらない恐れがある。 

また、ＩＣＴの利活用を除外してはなら

ない。 

 

県教育委員会では、保護者が家庭教育の

重要性を認識し、子どもの発達段階に応じ

た適切なかかわりができるよう、保護者に

対する学習機会の充実を図っております。 

また、子どもたちは、地域で暮らす人々

とのかかわりを通じて、学校では学べない

ものを学び、身に付けていくことから、学

校、家庭、地域が連携・協働して、子ども

の体験活動や交流活動の充実に向けた取

組みを進めております。 

ＩＣＴについては、各活動の中で利活用

を図ってまいります。 

重点項目６の基本的方向「いつでも学べ

る環境づくり」などにおいて、読書に固執

する理由が不明である。真に「いつでも学

べる環境づくり」を希求するなら、ＩＣＴ

の利活用を明記すべきである。 

子どもの読書活動は、言葉を学び、感性

を磨き、表現力や創造力を高め、人生をよ

り深く生きる力を身に付けていく上で欠

くことのできないものと認識しています。 

また、ＩＣＴの利活用については、今後

電子書籍の利活用を検討していくほか、デ

ジタルライブラリー化や読書バリアフリ

ー化への取組みを進めてまいります。 

 

(P40)「重点項目７. スポーツの育成」 

 レクリエーションスポーツの団体や e ス

ポーツの団体にも、生涯スポーツや障害者

スポーツの観点から茨城県のように支援し

てほしい。 

県教育委員会では、毎年、県民スポーツ・

レクリエーション祭の開催や生涯スポー

ツ指導者の育成等を行い、生涯スポーツ等

の振興を図っております。 

また、障害者スポーツについては、県障

害福祉課において、チャレンジドスポーツ

体験会を開催するほか、香川県障害者スポ

ーツ協会を通じて、レクリエーションスポ

ーツの団体会員を含め、大会開催経費の助

成や運営費補助等の支援をしております。 

引き続き、これらの支援に取り組んでま

いります。 

 

「スポーツに関する部分については、ス

ポーツ基本法第１０条第１項の規定に基づ

き定めるスポーツの推進に関する計画」と

あるが、茨城県の事例などを参考に、eスポ

ーツの普及および施策の推進についても取

り込むべきである。 

現時点では、e スポーツに関する具体的

な施策を予定しておりませんので、ご意見

については、参考とさせていただきます。 
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ご意見（要約） ご意見に対する県の考え方 

「第３章 施策の推進」に関すること 

(P45)１-１-①確かな学力の育成 

「１-１-①-(4)理数教育の充実」は、Ｉ

ＣＴの利活用を含める記載が望ましい。 

特に、ゲームプログラミングは、数学、

物理学、統計学、論理的思考力、問題解決

能力等、理数教育に必要な大半の要素を「楽

しみながら」一挙に学習できる強力な素材

である。 

 

プログラミング教育の推進を含む教育

におけるＩＣＴの活用については、「１-１

-③ＩＣＴを活用した教育の推進」に総合

的に記載しております。 

(P47)１-１-②読解力の育成 

P47「読解力の育成」などにおいて、「活

字離れがＩＣＴツールによって幇助され

た」と記載されているが、根拠が不明であ

る。 

デジタルの世界では、論文アーカイブや

長文の記事、専門情報など、駆使すれば相

応の分量の活字に触れる機会が多い。その

事実を無視した記載は削除すべきである。 

 

分量のある文章に向き合い、時間をかけ

て読む機会の減少に関する認識について

記載しておりましたが、次のとおり修正い

たします。 

 

修正箇所 

P47 現状と課題 

 

○ 近年、読書量や新聞を読む機会は

減少傾向にある一方、スマートフォ

ンなどを活用したＩＣＴ機器の利

用時間は増加傾向にあります。本や

新聞等を通じて、一定量の文章と接

する機会を確保することも重要と

なっています。 

 

障害があっても程度が軽度である児童が

福祉機器に触れる機会を設けるため、第３

章１-1-②-(1)などに記載している「特別支

援学校では、一人ひとりのニーズに応じて、

文字拡大や音声読み上げ、自動ページ送り

等ＩＣＴみの機能を活用する」という取り

組みは全児童に拡大することを検討するべ

きである。 

 

特別支援学校だけではなく、小・中学校、

高校において、タブレットの文字拡大など

ＩＣＴの機能の活用を行っていることか

ら、次のとおり修正いたします。 

 

修正箇所 

P48  １-１-②-(1) 

P68  ２-１-③-(4） 

P119 ６-２-①-(3）※記載はすべて同じ 

 

「特別支援学校では、一人ひとりのニ

ーズに応じて、文字拡大や音声読み上

げ、自動ページ送り等ＩＣＴの機能を

活用し、だれもが読書活動を楽しめる

よう取り組んでいきます。」 
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ご意見（要約） ご意見に対する県の考え方 

(P66)２-1-③豊かな感性や情操の育成 

学校図書館法では「学校には、・・・司書

教諭を置かなければならない」（第五条）と

している。附則の（司書教諭の設置の特例）

で「第五条第一項の規定にかかわらず、司

書教諭を置かないことができる」としてい

るが、１１学級以下の小・中学校への司書

教諭の配置も、必置の原則は変わらない。 

このため、P66 の「２-１-③豊かな感性

や情操の育成」の「現状と課題」７番目に

「学校図書館については、司書教諭を配置

する必要がある１２学級以上の小・中学校

と、すべての県立学校に司書教諭を配置し

ており、」から、「司書教諭を配置する必要

がある」の部分は削除し、その上で、「１１

学級以下の小、中学校へも司書教諭への配

置に努め、」を、「司書教諭を配置しており、」

の後に挿入する方がよい。 

 

司書教諭は学校図書館の専門的職務に

携わっており、子どもの読書活動を推進し

ていくために重要な役割を担っていると

考えております。そのため、１１学級以下

の司書教諭の配置についても、今後充実を

図っていくことが重要と考えております。 

小、中学校学習指導要領の総則には、「学

校図書館を計画的に利用しその機能の活用

を図り、児童（生徒）の主体的・対話的で深

い学びの実現に向けた授業改善に生かすと

ともに、児童（生徒）の自主的、自発的な学

習活動や読書活動を充実させること」とあ

る。 

また、先の「令和２年度学校図書館の現

状に関する調査」でも、「授業における学校

図書館やその資料の活用の項目」が、新し

く加わった。 

学校図書館設置の２大目的の一つは、「教

育課程の展開に寄与すること」であること

から、こうした観点からの「現状と課題」、

「施策」、「数値目標」などを追加すべきで

ある。 

 

学校図書館は、各教科等の学習におい

て、知識や情報を得たり、学びを広げたり

することのできる重要な学習の場であり、

児童生徒の本に関わる機会を保障するた

めにも、今後も学校図書館の利活用を一層

図ってまいります。 

児童生徒は図書館を学習のためにも利用

しているとともに、漫画の中にも歴史等に

関するものもあることから、「数値目標１

１」の「・・・・（教科書や参考書、漫画や

雑誌を除く）・・・・」の（   ）部分を

削除した方がよい。また、対象学年は文部

科学省調査にあわせて、小学６年生と中学

校３年生とした方が良い。 

この質問は、小学校５年生と中学校２年

生を対象に県教育委員会が行っているも

のであり、全国学力・学習状況調査の児童

生徒質問紙（小学校６年生と中学校３年生

で実施）に揃えています。これにより、小

５から小６、中２から中３への変化や、過

去からの推移の把握が可能となります。 

また、本指標については、県教育委員会
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ご意見（要約） ご意見に対する県の考え方 

 が実施する調査結果を用いるため、小学５

年生と中学２年生が対象となっています。 

このため、P68 の数値目標における「小

学６年生」は「小学５年生」の誤記であり、

次のとおり修正いたします。 

 

修正箇所 P68 数値目標 
現状 令和７年度の目標 

小学５年生 ７１．９％ 

中学２年生 ３３．１％ 

小学５年生 ７６％ 

中学２年生 ３８％ 

 
 

 ２-１-③-(2)の「芸術家育成事業」につ

いては、文化芸術基本法に含まれる舞台芸

術やマンガ・アニメ・ゲームなどの現代視

覚文化、漆芸をはじめとした香川の伝統工

芸等多様な創作活動で実施すべきである。 

 

県教育委員会では、「香川県文化芸術振

興計画」に沿って、学校における音楽や演

劇の発表活動や鑑賞活動、地域における文

化芸術活動など、子ども向けのさまざまな

施策を展開しております。 

(P73)２-２-②不登校児童生徒への支援 

高校は義務教育ではないのに、なぜ登校

にこだわるのか。何歳になっても高校生に

なれるという価値観を広めるべきではない

か。 

 

県教育委員会では、登校という結果のみ

を目標とせず、児童生徒が自らの進路を主

体的に捉え、社会的に自立することをめざ

し、児童生徒の最善の利益を最優先として

支援に取り組んでいきます。 

 

(P75)２-２-③インターネットの適正利用

とネット・ゲーム依存予防対策の推進 

「「令和元年５月に、世界保健機関におい

て、「ゲーム障害」が正式に疾病と認定され

たように、インターネットやコンピュータ

ゲームの過剰な利用によるネット・ゲーム

依存が問題となっています。」との記載が有

るが、世界保健機関が定める「ゲーム障害」

と条例等に記載がある「ネット・ゲーム依

存症」を同一視することは不適切である。 

 

本計画では、ネット・ゲーム依存は「イ

ンターネットやコンピュータゲームの利

用が生活の中心となり、日常生活や社会生

活にさまざまな支障を生じてもなお、過剰

使用をやめられない状態」を指すものとし

て用いております。 

なお、本計画で用いる「ネット・ゲーム

依存」についての用語解説を追加いたしま

す。 

 

追加箇所 

P16 図表の次 

「●ネット・ゲーム依存 

 インターネットやコンピュータゲ

ームの利用が生活の中心となり、日

常生活や社会生活にさまざまな支障

を生じてもなお、過剰使用をやめら

れない状態」 



10 

 

ご意見（要約） ご意見に対する県の考え方 

２-２-③の「現状と課題」において、世

界保健機関において、「ゲーム障害」が正式

に疾病と認定された旨の表記がある。これ

は ICD-11 のことを指していると思われる

が、ICD には疾病以外のものも分類されて

おり、修正が必要である。 

 

ご意見を踏まえて、次のとおり修正いた

します。 

 

修正箇所 

P75 現状と課題 

「令和元年５月に、世界保健機関におい

て、「ゲーム症〈障害〉」が国際疾病分

類の第１１回改訂版(ＩＣＤ－１１)

の「物質使用症〈障害〉群または嗜癖

行動症〈障害〉」のカテゴリーに収載

されたように、」 

 

 成人年齢が引き下げられる中、高校生に

対するネット・ゲーム依存対策として家庭

でのルールづくりが必要として、スマート

フォンの利用に規制をかけることは不適当

である。 

 

県教育委員会では、子どもたちが、イン

ターネットやコンピュータゲームの過剰

な利用により、日常生活や社会生活にさま

ざまな支障を生じる依存状態に陥ること

を予防するため、高校生においても、正し

い知識の普及啓発や家庭でのルールづく

りの推進などの予防対策が重要と考えて

おります。 

(P84)４-１-①郷土に誇りを持つ教育の推

進 

「４-１-①郷土に誇りを持つ教育の推進」

については、推進すべきか疑問である。郷

土に誇りを持つことを植えつけるより、自

然と誇りを持てるような風土を形成するこ

とが重要であると考える。 

県教育委員会では、予測困難な時代にお

いて子どもたちが夢や志を持って生きて

いくためには、その心身を支える基盤が必

要であり、子どもたちが郷土について学

び、愛着や誇りを育むことが、子どもたち

自身の自信や意欲、人生を歩んでいくうえ

で重要な視座の確立につながると考えて

おります。 

こうしたことから、「４-１-①郷土に誇

りを持つ教育の推進」において、郷土香川

の自然、歴史、伝統文化、産業、地域で生

きる人々の営みなどを学び、郷土に対する

誇りを育むことを通して、香川で育ったこ

とが、人生のゆるぎない礎となるようにし

たいと考えております。 

(P88)４-1-③キャリア教育の推進 

職業教育の充実は職業学科に限定せず、

総合学科・普通科・定時制を含めた全高校

で推進すべきである。 

「４-１-③キャリア教育の推進」の[現

状と課題]にありますように、職業学科以

外の高校においても、生徒が望ましい職業

観や勤労観を身に付けられるよう、インタ

ーンシップや社会人講師による出前授業

等の実施に努めております。 

また、職業学科における職業教育の充実

は、主な施策の一つとして記載しておりま

す。 
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ご意見（要約） ご意見に対する県の考え方 

進学校での就職指導や専門学校への進学

指導は重要であり、公立高校の改革として、

①進学校における就職や専門学校への進学

に関する取組みの強化、②進学校の普通科

における就職・公務員コースの新設、③進

学校の大学進学率は６０％を上限とするこ

と、の３点を追加としてほしい。 

 

普通科高校においても、キャリア教育の

充実を図り、社会人講師を招へいしての出

前授業や就職ガイダンス等の機会を設け、

大学の進学指導のみに特化せず、生徒の適

性や希望に応じた進路指導に努めており

ます。 

なお、県教育委員会では、令和３年度か

ら１０年間の計画である「魅力あふれる県

立高校推進ビジョン」を策定しており、こ

のビジョンに基づき、地域のニーズや生徒

の多様な学びのニーズに応えられる、魅力

ある高校づくりをより一層推進してまい

ります。 

 

社会福祉士、心理職、キャリアコンサル

タントなどで構成される東京都のユースソ

ーシャルワーカーの運用を参考に、高校中

途退学者や卒業生のフォロー、就労支援に

努め、その旨明記する必要がある。 

県教育委員会では、社会福祉等の専門的

な知識・技術を有する者をスクールソーシ

ャルワーカーとして県立高校に配置し、教

育相談体制を整備するとともに、高校を中

途退学した場合については、関係機関と連

携して就労支援に努めており、ご意見につ

いては参考にさせていただきます。 

 

(P113)６-１-①家庭の教育力の向上 

児童生徒に対する多様性の尊重も記載さ

れている中、６-１-①-(1)に記載されてい

る「早寝 早起き 朝ごはん」は、特定の生

活スタイルのみを是としており、基本計画

にふさわしくない。 

（同趣旨ご意見他 1件） 

 

県教育委員会では、「よく体を動かし、よ

く食べ、よく眠る」といった子どもにとっ

て必要不可欠な基本的生活習慣を身に付

けることで、子どもたちの学習意欲や体

力、気力の向上につながることをめざして

取り組んでおります。 

(P118)６-２-①子どもが読書に親しめる環

境づくり 

読書が嫌いな子もいる。強制的に読ませ

ることはあってはならない。 

 

子どもが読書に親しむためには、自主

的、自発的に読書ができる環境づくりが必

要であると考えております。 

ビブリオバトルや「２３が６０読書運

動」への取組みは、子どもの読書への興味

や関心を高める取組みとして実施するも

のであり、読書を強制するものではありま

せん。 
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ご意見（要約） ご意見に対する県の考え方 

(P125)７-２-①トップアスリートをめざ

し、競技力を高めることができる環境づく

り 

スーパー讃岐っ子育成事業については、

トップアーティストの育成も対象とするべ

きである。 

（同趣旨ご意見他 1件） 

 

県教育委員会では、文化芸術の振興施策

として、かがわ未来のアーティスト育成事

業を実施し、文化芸術の担い手を育成する

ため、児童・生徒等が文化芸術に親しむ機

会を提供するとともに、指導者の資質向上

を図っております。 

 


