
開会回数

伊藤委員 島田部長 山﨑課長 林所長 湯井課長
内田委員 中曽根部長 小河原課長 牧所長 橘田
老月委員 坂口室長  荒井課長 松崎課長 吉村
君島委員  坂井課長  小岩課長 稲玉所長
峯村委員 笠井課長 小岩（多）課長 滝沢課長

基本計画　素案について（意見・質問のみ）

№ 区分 発言者
回答

部課長
1 質問 委員 歴史文化

財セン
ター所長

2 質問 委員 事務局

3 質問 委員 文化課長

4 委員 文化課長

5 委員

令和3年10月11日（月）
9：30～12：00

開催場所

301会議室AB

出席者　＊欠席者には取り消し線を引くこと

　文化課、教育総務課、学校とも連携して子どもたちが絡む
文化・芸術振興について考えていきたい。

　学校の総合学習の時間において、地域の歴史・文化財に
触れ合う機会を一定程度確保している。指導する側である教
員に対する研修についても教育センターと連携して取組みを
進めている。

　（総合政策課の代理として回答）ご指摘のとおり修正する。

展開

【千曲市総合計画】　第2部会会議録　　（　審議会・策定委員会合同部会　）

2 審議会委員 策定委員

開催日時

事務局

　達成方針5-1において、子どもたちへの直接的
な取組を読み取ることができない。児童、生徒が
歴史文化財にふれあい、学ぶ機会は確保されて
いるのか？子どもたちに対しての積極的な働きか
けもお願いしたい。

　達成方針5-4、110ページ20行目、「子供」を「子
ども」に修正し、第2章と統一を図ったほうがよい
のではないか。

　達成方針5-4、111ページ28行目、文化施設の
統廃合を検討しているということか？市内で魅力
的な活動を行っている小規模文化施設が計画に
記述されていないため心配である。

　文化・芸術は生き死にに直接関係するものでは
ないが、子どもたちに触れられるチャンスは与え
てほしい。小規模施設は子どもたちの居場所にも
なるので活用方法を考えてほしい。

　小規模文化施設について、知らない人が多い。
広報のあり方についてよく考えて進めていただき
たい。

箇所 質問・意見・要望事項等 回答・処理事項

事前意見シート№1(追加提出
分)

事前意見シート№2(追加提出
分)

事前意見シート№3(追加提出
分)

展開

　現有施設の収支構造の改善が図れない場合は、将来的な
統廃合も検討していくが、現在においては各施設の設置目的
に沿い、利用を促進を図る。ご指摘の小規模施設に関する
成果指標への追記を検討する。
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【千曲市総合計画】　第2部会会議録　　（　審議会・策定委員会合同部会　）

基本計画　素案について（意見・質問のみ）

№ 区分 発言者
回答

部課長
6 意見 委員 文化課長

7 委員 文化課長

8 委員

9 意見 委員

10 意見 委員

11 意見 委員

12 質問 委員 こども未
来課長

13 委員 こども未
来課長

展開

第2部会 第1回会議録No.1に
ついて

事前意見シート№4(追加提出
分)

第2部会 第1回会議録No.2、
No.4について

第2部会 第1回会議録No.3に
ついて

第2部会 第1回会議録No.10に
ついて

展開

　前回申し上げた子どもたちの実態を調査、把握
すべきとの意見について、計画の中の文言とすれ
ば、P54及びP56に記載があるとおり、子ども子育
て支援事業計画の中の意向調査において、ニー
ズとしてはカバーできると思われる。また、今回教
育委員会より新たに提示された成果指標の追加
によって、実態把握がかなりクリアになってくると
思われるので了承したい。
　回答に、小学校の空き教室等を使用できるか教
育委員会や学校等と相談しながら引き続き研究し
ていくとあるが、具体的にはどこまで考えている
か。

　達成方針5-4について子どもたちへの取組みを
読み取ることができない。子どもたちが、広く文化
芸術に触れ合う機会を確保してほしい。

　学校や教育委員会と連携することはこれまでも重視してき
てきた。教育総務課と協力しながら学校を訪問したり、児童ク
ラブの実態について聞き取りをしたり、希望する児童の人数
や今後の人口等も考慮しながら進めてきた。今後について
も、教育委員会と足並みを揃えて進めることは大事な観点と
認識している。

展開

　次代を担う子どもたちへの取組みを読み取れるよう修正を
検討する。

　細かな部分までは計画に記載できないかもしれないが、と
がびアートプロジェクトのような動きを途切れさせないように
取り組んでいきたい。

　とがびアートプロジェクトの取組は、まさに体験
学習であり、これからやっていくべき学習内容で
はないかと考える。

　回答について了承した。

　回答について了承した。

　とがびアートプロジェクトは他にはない素晴らし
いものであった。このレガシーを千曲市内でもつ
ないでいってほしい。

箇所 質問・意見・要望事項等 回答・処理事項

　学校の空き教室等を児童クラブに貸し出してもらえるようお
願いし、教育総務課や学校と調整していく。児童クラブの実
態についても、各クラブと連携することで把握してきたい。

　今一つ積極性が感じられない。学校や教育委員
会と一体になってやっていく姿勢が必要ではない
か。
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【千曲市総合計画】　第2部会会議録　　（　審議会・策定委員会合同部会　）

基本計画　素案について（意見・質問のみ）

№ 区分 発言者
回答

部課長
14 意見 委員

15 意見 委員 教育総務
課長

教育部長

16 意見 委員

17 意見 委員 教育部長展開

展開

　合計特殊出生率や人口動態に関する成果指標
について、住宅政策や就労政策にもつながる部
分であり、全体の計画と関わることなので、第２部
会の意見として、全体会の中で議論することを提
案したい。

　「知・徳・体」についてはどうしても使いたいので
あれば構わないが、「調和のとれた」という表現に
は第３者の評価が介在し、ひいては無意識のうち
に差別的な意味が潜むことにつながるため、やは
り違和感がある。「知・徳・体」の表現をするという
ことであれば、例えば「知・徳・体」を「得た」という
表現に修正してはどうか。

　前回の部会でも答弁させていただいたとおり、教育基本法
第２条が基となり、現在の学習指導要領においても「知・徳・
体のバランスのとれた」と表現されているので、この表現は残
したいと考えている。委員が懸念されている「知・徳・体」の
「体」の部分について、一般的には健康な身体をイメージされ
ると思うが、現在の学習指導要領から該当部分を引用する
と、「日常生活において適切な体育・健康に関する活動の実
践を促し、生涯を通じて健康・安全である生活を送るための
基礎が養われるよう配慮すること」となっている。身体が健康
体であることを望んでいるわけではなく、生涯にわたり、自分
の体を守れる教育をしていくという趣旨と捉えている。

　平成２０年ころの前回の学習指導要領の改訂の際に、一つ
のキーワードとして「生きる力」という言葉があった。その説明
の中で「知・徳・体のバランスの取れた」という言葉が出てき
た。現在の学習指導要領においても、「生きる力」を育むと明
記されている。「生きる力」については、不易なもの普遍的な
ものとしてとらえており、「知・徳・体」の表現を残していきた
い。

　今の委員からの意見に賛成である。

第2部会 第1回会議録No.12～
14について

第2部会 第1回会議録No.15、
No.16について

　先ほど説明のあった、「知・徳・体」が具体的に
何を意味するか明示するということでは、この問
題は解決できないか。または、「知・徳・体」という
表現を使わないという選択はないか。

　総合計画であるので、全体的な方向性を示す羅針盤のよう
な位置づけとなる。脚注等で説明する形で了承いただけるの
であればそのようにしたい。

箇所 質問・意見・要望事項等 回答・処理事項
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【千曲市総合計画】　第2部会会議録　　（　審議会・策定委員会合同部会　）

基本計画　素案について（意見・質問のみ）

№ 区分 発言者
回答

部課長
18 意見 委員 教育部長

19 意見 委員

20 意見 委員

21 質問 委員 教育総務
課長

22 意見 委員

　5年後の目指す姿に追加する文言については、事前意見
シートに回答したとおりとしたい。

展開

展開

　前回の会議での意見を反映し、成果指標を追加
いただいたことに感謝する。ただ、前回事前意見
シートに対する回答でお出しいただいた、５年後
の目指す姿に追加する文言について、他者との
比較を排する表現を加えていただけないかとの意
見を申し上げ、それに対し修正はしないとの回答
をいただいた。この点について、改めて他者との
比較を排する表現を検討いただけないか。例えば
「～個性を認め、尊重しながら～」の「尊重」の前
に「個々の成長をそれぞれ」を追加する。

　県教委は「知・徳・体」の表現は使わずに「生きる
力」という表現を使っているのであれば、千曲市も
「生きる力」で足りるのではないか。「体」について先
ほどの（小岩課長からの）説明の中で、「生涯を通じ
て～」と説明があったが、今議論しているところは子
どもに対する施策のところなのでやはり違和感がぬ
ぐえない。「知・徳」と「体」は直接結びつかない。従
来から使われているから、または学習指導要領に記
載されているから使いたいということであれば、繰り
返しになるが「調和のとれた」を「得た」としてはいか
がかという意見を申し上げさせていただく。

展開

　長野県の第３次教育振興基本計画には「知・徳・
体」の文言は出てこない。県教委に何故「知・徳・体」
の表現を使わないのか問い合わせたか。

展開

第2部会 第1回会議録No.17に
ついて

箇所

　県の教育振興基本計画にも「生きる力」という表現は出てく
る。子どもたちに対する「生きる力」を育むというテーマに付
随する「知・徳・体」については、不易なものであると考えてい
る。

　「知・徳・体」の後に続く「調和のとれた」という表現
をどうするかということについては、私が部会の意見
をまとめさせていただきたい。教育委員会において
も持ち帰って改めて検討いただきたい。

質問・意見・要望事項等 回答・処理事項

　今の委員提案の文言の追加については、「知・
徳・体」の表現とともに、部会としての対応を検討
する。
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【千曲市総合計画】　第2部会会議録　　（　審議会・策定委員会合同部会　）

基本計画　素案について（意見・質問のみ）

№ 区分 発言者
回答

部課長
23 意見 委員 教育部長

24 意見 委員

25 意見 委員 教育部長

26 意見 委員

27 事務局 生涯学習
課長

28 意見 委員

29 意見 委員

回答・処理事項

　（回答について説明）

展開 　あくまでも総合計画における指標であるので、
今の部長の話のとおり施策の項目に沿った大きく
捉えた指標にせざるを得ないと考える。それを踏
まえて各委員に意見をお出しいただきたい。

展開

第2部会 第1回会議録No.29～
31について

第2部会 第1回会議録No.28に
ついて

　前回の部会の後、老月委員と生涯学習課で個
別に打ち合わせを行った結果を踏まえた生涯学
習課の回答を提出します。

展開

達成方針【2-2】の指標の追加
について

展開

箇所

　不登校に関する指標は設定できないか。また、
市の工夫によって集団生活の中でのICTを活用し
た学びの成果を評価できるような仕組みはできな
いか。

　ギガスクールにおけるICTの活用は大きな変革である。イン
ターネットを活用した情報収集スキルの向上や、端末の中に
必要な情報を保存しそれを振り返ることや情報の共有を通
じ、最適な学びを提供できるようになると考えている。この取
り組みは始まったばかりであるため、指標にどうやって表して
いくかについては個別計画や委員会等で検討していきたい。

　指標についてはもう少し綿密にできることできな
いことについて整理し議論することが必要と考え
る。

　今回追加提出された成果指標について、部会
員の意見を一度集約し、必要に応じて議論するこ
ととしたい。

　今回お示しした成果指標については、達成方針【2-2】の3
つの項目の達成を測る物差しとしてふさわしいものを検討し
お出しした。総合計画の中で、細かい部分すべてを成果指標
として設定することは困難であることはご承知いただきたい。

質問・意見・要望事項等

　回答について了解した。

　会議録のとおり、回答について了解した。
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【千曲市総合計画】　第2部会会議録　　（　審議会・策定委員会合同部会　）

基本計画　素案について（意見・質問のみ）

№ 区分 発言者
回答

部課長
30 意見 委員

31 意見 委員

32 意見 委員 教育総務
課長

33 確認 委員 事務局

34 確認 委員 事務局

35 確認 委員 事務局

　教育委員会において不登校対策委員会を組織し、その中
で現状を把握しながら様々な取組を進めていることをご承知
おきいただきたい。また、不登校に対する基本的な考え方が
近年だいぶ変わってきている。学校に登校するという結果の
みを目標とするのではなく、児童・生徒が自らの進路を主体
的に捉えて最終的には社会的な自立へ向かう過程における
休息の期間であるという捉え方になってきていて、現状はそ
の過渡期であると考えられる。このような考え方が浸透して
いくように取組を進める。

第2部会 第1回会議録No.25に
ついて

　意見は10/18（月）次回全体会までにメール、または当日持
参にて事務局あてご提出いただきたい。

同上

　このことについて、10/18（月）次回全体会までに教育総務
課としての見解をお示しいただきたい。

　このことについて、10/18（月）次回全体会までに教育総務
課としての見解をお示しいただきたい。

継続審議事項の確認について

同上

第2部会 第1回会議録No.18に
ついて

展開

　「家庭における保護者の意識を把握」するとはど
ういうことか、今後掘り下げて考えていく必要があ
ると考える。

　子ども間格差ではなく、家庭間格差であるという視
点が重要。家庭教育支援条例は家庭責任を問うと
いう中身になっていると思われるが、果たしてそれで
よいのかについては今後深い議論が必要。部会か
らの意見としては重要な論点として部会からの問題
提起としていきたい。

　不登校をとりまく長野県の状況は深刻である（都道
府県別小学生千人当たり不登校生徒数で多いほう
から３番目、中学生は多いほうから15番目）。「教育
機会確保法の施行状況における議論のとりまとめ」
によると、法や基本指針の内容や趣旨が教職員に
十分周知されていないとのこと。不登校が問題行動
であると受け取られないような配慮、児童・生徒の最
善の利益へ最優先に支援を行うことが重要であると
述べられている。教職員の皆さんに不登校に対する
視点を変えていただけるような研修等をお願いした
い。

箇所 質問・意見・要望事項等 回答・処理事項

　No.17　P59の「5年後の目指す姿」に追加する文
言に、他者との比較を排する旨の文言を追加して
いただきたい。

　No.24他　P63成果指標に追加された内容を精
査し、加除、修正等すべきとの意見があれば部会
として内容を集約し、今後議論すべきかどうかを
判断したい。

　本日の内容を振り返り、部会としての継続審議
事項は次のとおり（Noは1回会議録を参照）。
No.15.16　「知・徳・体」の後にくる「調和のとれた」
という表現については削除または修正すべきでは
ないか。
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【千曲市総合計画】　第2部会会議録　　（　審議会・策定委員会合同部会　）

基本計画　素案について（意見・質問のみ）

№ 区分 発言者
回答

部課長
36 確認 委員 事務局

37 確認 委員

38 意見 委員

39 意見 委員

その他

箇所

同上 　この件に関しては、審議会で結論づけるべき事項ではない
が、今後の問題提起という形で全体会への報告を行う。

同上

　NO.18　家庭教育支援条例について、行政が位
置付ける家庭の役割について、今後議論を深め
るべきではないか。

　人口目標に対する成果指標の設定の問題につ
いて、全大会で議論する必要があるということを
提起する。

　全体を通して、家庭問題も教育問題もそうだが、
無意識のうちに子どもに対して我々も含めて上か
ら目線で考える危険性があることを再認識した。
市に持ち帰りいただく内容を含め、各施策に関し
ては上から目線を排し、子どもたち主体で考えて
いただきたい。

　今の意見は大事な観点であり、部会のとりまと
め意見の内容として、盛り込みたい。

質問・意見・要望事項等 回答・処理事項
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