
第２期宗像市グローバル人材育成プラン（案）に関する市民意見提出手続の意見及びその回答 

箇所 意    見 対応 回     答 

P1 計画の策定には時間とお金がかか
りますので策定の必要性について
丁寧な説明が必要です。「何故策
定しなければならないのか」どの
ような課題（多くの市民にとって
影響すること）があって、「いつ
までにどのようにして解決する必
要があるのか」市民に分かりやす
い表現で説明をしてはどうでしょ
うか。 

原案どおり  P1「プラン策定にあたって」に記載し
ておりますとおり、グローバル化によ
り、日本を取り巻く環境は急速に変化し
ています。これらに対応できる人材を育
成するために本プランを策定し、明確な
ビジョンを持って事業を行っていきま
す。 
 課題として、P4に記載しておりますと
おり、目指すべき人材像に向けた事業目
的の整理、より多くの参加者への事業提
供、積極的な周知などがあります。 
 これらを解決するため、令和 6年度ま
での 5ヵ年計画で、産学官民が連携して
事業を行っていきます。 

P1 位置づけについては「総合計画を
補完する個別計画として位置づけ
ています」との説明ですが、宗像
市のホームページ各種計画のペー
ジには第 1期プランは不掲載とな
っています。パブコメのためには
現状のプランが公開されていなけ
れば、比較などができないのでは
ないでしょうか。本計画が重要な
計画であれば掲載しておいた方が
よいのではないでしょうか。 

原案どおり 第 1期プランが、不掲載でしたので、市
ホームページ「トップページ→市政情報
→各種計画」へ掲載しました。 

P2 計画は社会情勢や市民ニーズの変
化によって適宜見直しを行うとの
説明がありますが、見直す場合の
根拠となる条件が不明ですので、
明示する必要があるのではないで
しょうか。曖昧のままでよいので
しょうか。 

原案どおり  本プランとは別にアクションプランを
作成し、別途指標を定め、進行管理
（P12）を行っていきます。進行管理の過
程では、第三者機関である宗像市グロー
バル人材育成協議会へ、毎年度実績報告
を行い、指標に基づき、各事業の改善及
び見直しを図っていきます。 

P4 

 

 

課題にも挙げられていますがグロ
ーバル人材と謳っているゴール
は？どういう状態になったことを
グローバル人材と呼ぶのか。によ
って、現状のプログラムで十分な
のかがかなり変わってくるかと思
います。ある一定の数値基準など
を定めないと判断が難しいです
ね。 

原案どおり  グローバル人材に必要な資質は、「お互
いを尊重し、そうぞう力を持って、世界
とコミュニケーションができる」人と設
定し、各事業を実施します。 
 各事業を通して、この人材像にどの程
度迫ることができたかについては、本プ
ランとは別にアクションプランを作成
し、その中で事業ごとに指標を定め目指
すべきグローバル人材像に対する達成度
を測ります。 

P4 今後、子ども達は英語力を求めら
れる機会が増えると予想されるの
で、今後の方向性として「すべて
の児童生徒に対して」学ぶ機会を
提供するという点は評価できま
す。ただし、子ども達の英語力は
家庭の経済力も含め差が大きいの
で、どの子どもも楽しく体験でき
るように配慮をお願いします。 

原案どおり  ご指摘の通り、家庭の経済力の差を問
わず、すべての児童生徒が参加できる機
会を保障することは大切です。そのた
め、イングリッシュ・キャンプや宗像国
際育成プログラムをはじめ、グローバル
アリーナに宿泊する外国人による学校訪
問や、宗像市少年少女海外派遣研修（ニ
ュージーランド研修）で交流している学
校による学校訪問など、学校と連携（基



本施策Ⅰ）し、学校の教育課程において
実施する事業の充実を図っています。 
 また、各事業の内容については、英語
力の個人差によらず、どの子も楽しめる
内容となるようより一層の工夫を重ねて
いきます。 

P4 
 

課題と今後の方向性の中で「基本
施策として設定していきます」
「事業の位置づけを推進していき
ます」などの表現がありますが、
「設定します」「推進します」で
よいのではないでしょうか。 

一部修正  ご指摘の箇所については、「設定しま
す」「推進します」に修正します。 
 

P6 P6最下段「本市の魅力や価値を高
めていきます」とありますが、魅
力や価値を高めたことをどのよう
に評価する考えですか。根拠とな
る現状値を示した方がよいのでは
ないでしょうか。（例えば、市外
の子育てランキング、市外アンケ
ートの結果等。） 

一部修正  ご指摘の、「本市の魅力や価値を高めた
ことの評価」は、グローバル人材育成事
業だけではなく、本市の他の施策による
ものも多いため、市の総合計画の中で行
うこととします。そのため、P6及び P9
の「本市の魅力や価値を高めていきま
す」の文言は削除します。 
 本プランでは、グローバル人材育成事
業について広く発信するために、ＳＮＳ
や様々な媒体を活用する仕組みづくりを
行っていきます。 

P6～7 学校教育との連携強化はとても素
晴らしいと思いますが、そもそも
グローバル人材を育てる先生方が
グローバル人材でしょうか？全体
へのアプローチと引き続き希望者
への特化型プランもあっていいと
思います。義務教育では試験・入
試の問題もあるのでカリキュラム
に組み込むのは難しいと思います
が、英語で最低英語の授業をする
など。 

原案どおり  教職員については、その職責を遂行す
るために絶えず研究と修養に努めている
ところであります。グローバル人材育成
事業の推進役として、重要な役割を果た
す教職員に対し、今後も外国語教育担当
者研修会や福岡教育大学との連携事業を
通して、資質・能力の向上を図っていき
ます。 
 事業の実施にあたっては、学校の教育
課程の中で、すべての児童生徒に学びの
機会を提供していくとともに、これまで
同様「学校以外の場所でも、もっと学び
たい、体験したい」と願う子どもを対象
に希望制の事業を提供していきます。 

P7(2) 
P8(2) 

宗像国際育成プログラムの欄に再
掲、拡充とあります。もし仮に一
度廃止された事業が復活して拡充
されたのでしたら、「課題克服の
ためにどうしても必要」「費用対
効果がとても大きい」などの理由
があるのだと思いますが、根拠が
書かれていない状況です。市民が
理解しやすいように根拠を追記し
ていただけないでしょうか。 

一部修正  宗像国際育成プログラムは、廃止した
事業ではありません。これまで、希望制
で参加者を募り実施してきました。 
 そのため限られた児童生徒にしか学び
の機会を提供できていないことが課題で
した。次期プランでは、この課題を解決
するために学校教育と連携を図ることを
基本施策の一つとしています。そこで、
学校の教育課程の中で実施する出前講座
版宗像国際育成プログラムを新設するこ
ととしたため、＜拡充＞と記載しており
ます。 
 また、施策ごとに事業を分けて掲載し
ているため、本事業を施策Ⅰ（P7）およ
び施策Ⅱ（P8）に二度掲載していること
から、＜再掲＞を記載しております。 



 ただし、ご指摘のとおり、不明確な表
現のため、＜再掲＞の記載を削除しま
す。 
 

P8 P8(1)大規模国際大会キャンプ地
誘致事業について 
この数年、市が行なったこの事業
については、非常に経費がかかっ
ており、市民や議員の中から批判
が出ている。財政が厳しい本市に
おいて、今後は費用対効果を充分
検討し、関係事業については、よ
り慎重に判断する必要があると考
える。 

原案どおり  キャンプ地誘致事業により、外国人が
本市を訪れることで、都市ブランドの向
上および市民向け交流事業を実施できて
おります。ご指摘のとおり、財政状況を
鑑みて、担当課との連携を図りながら、
事業の在り方について検討を行います。 

P12 進行管理について「各施策の進捗
において、事業実施前に協議し、
指標を設定したうえで実施、実施
後には効果検証を行う。」とあり
ますが、指標については現在設定
されていないのでしょうか。設定
されているのでしたら現状値とし
て計画書の後のページで明示して
おいた方が市民や職員が確認しや
すいのではないでしょうか。 

一部修正  本プランとは別にアクションプランを
作成し、別途指標を定め、進行管理を行
います。 
 第三者機関である宗像市グローバル人
材育成協議会において、アクションプラ
ンに記載した指標に基づく実績報告、審
議を経て、プランの見直しを行ってまい
ります。 
P12の進行管理についての記載を、「各施
策の進捗においては、第三者機関であ
る、宗像市グローバル人材育成協議会に
おいて、別途、毎年度作成するアクショ
ンプランに記載した指標に基づき、実績
報告、審議を経て、適宜各事業の改善及
び見直しを図ります。」に修正します。 

全般 いつまでに何を実現するのかを明
確に示していなければ、計画の達
成度の確認ができないのではない
でしょうか。 

原案どおり  本プランとは別にアクションプランを
作成し、別途指標を定め、進行管理を行
います。 
 第三者機関である宗像市グローバル人
材育成協議会において、アクションプラ
ンに記載した指標に基づく実績報告、審
議を経て、プランの見直しを行ってまい
ります。 

全般 財源が潤沢であれば子どもたちに
とって、市民にとって良い効果が
期待できるのであれば上限を設け
ずに推進することもできるかもし
れませんが、将来的に財源が乏し
くなることがわかっている状況で
すので、費用対効果など評価の根
拠を設定しておく必要がありま
す。その点改善ができないでしょ
うか。 

原案どおり  人材育成事業については、費用対効果
での成果判断が適していないと考えま
す。しかしながら、活動指標あるいは成
果指標を用いて各事業の効果検証をして
いくことで、適宜、事業内容の見直しを
行っていきます。 
 そのために、本プランとは別にアクシ
ョンプランを作成し、別途指標を定めま
す。 

全般 子どもたちを取り巻く環境の中で
貧困率の課題があります、グロー
バル人材育成事業の中にも保護者
の収入など経済的な理由によって
子どもが参加をためらっている海
外渡航などの事業があります。海

原案どおり  本プランでは、保護者の経済的な状況
に左右されずに、すべての児童生徒に対
して学びの場を提供していくことを基本
とし、学校教育との連携を強化していき
ます。イングリッシュ・キャンプや宗像
国際育成プログラムをはじめ、グローバ



外に行き研鑽を深めたいと強い意
志を持つ子どもが、保護者の経済
的な状況に左右されずに、参加で
きる仕組みを作ることができない
でしょうか。 
例えば、市内各校で「本をたくさ
ん読んだ」「生徒会役員になっ
た」「いつも元気に挨拶してい
る」「掃除をしっかりまじめにし
ている」「ボランティアを頑張っ
ている」そういった学校生活でほ
かの児童生徒の模範となるような
子どもを各学校から選抜して市民
親善大使として任命し海外渡航、
交流をさせてはどうでしょうか。
すべての子どもたちに参加できる
可能性を与えることで、経済的な
理由で参加をあきらめたり、ため
らっていた子どもたち、保護者に
希望を与えるだけではなく、各校
内での学習態度、意識の向上や切
磋琢磨につながります。また今ま
で以上に多くの子どもたちが海外
や異文化との接触に興味関心を抱
くことにつながり、グローバル人
材の育成にも寄与できるのではな
いでしょうか。 

ルアリーナに宿泊する外国人による学校
訪問や、宗像市少年少女海外派遣研修
（ニュージーランド研修）で交流してい
る学校が宗像市立学校への訪問など、す
べての児童生徒が参加できる事業を行っ
ていきます。 
 また海外派遣研修は、意欲があればだ
れでも参加できるように門戸を広げてお
りますが、申込人数が少ないところに課
題を感じています。現在、学校を通して
対象の全家庭にチラシを配布したり、研
修に参加した児童生徒による報告会で、
周知を行ったりしております。今後は、
これらに加えてより多くの方へ周知でき
る方法を検討し実施してまいります。 
 経済面に関しては、あくまでも希望制
であることから、渡航費や宿泊費などに
ついては一定の自己負担をいただき運営
しております。自己負担額の妥当性や経
済状況に応じた支援については、引き続
き検討してまいります。 
 
  

全般 全体について 
「そうぞう力」や「コミュニケー
ション力」を身につけるには「思
考力」が重要だと思います。今
日、情報化社会の中で、子ども達
の生活へのスマホやゲームの影響
をみると、思考力の低下が心配で
す。大学生の読解力の低下が指摘
されていますが、小中学校での国
語力の定着をもっと重視する必要
があると考えます。 

原案どおり  P5宗像市の目指すべきグローバル人材
像で伸ばしたい能力「お互いを尊重す
る」「そうぞう力を持つ」「世界とコミュ
ニケーションができる」の３つの能力の
基礎は「思考力」だと認識しておりま
す。各種事業では、考える力や人に伝え
る力を向上させる取組ができるよう、事
業内容を組み立てていきます。 
 学校教育においても、国語力の定着に
向けて新学習指導要領の趣旨を踏まえ、
引き続き授業改善に努めてまいります。 

 


