
開会回数

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

基本計画　素案について（意見・質問のみ）
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発言
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回答
部課長

意見 委員

委員

委員 事務局

意見 委員

意見 委員

意見 委員

こども
未来課長

箇所 質問・意見・要望事項等 回答・処理事項

婚活支援については社会福祉協議会や（長野）圏域（中枢
連携）と協力して行っている。担当者レベルでの打ち合わ
せ等もあるので、委員からの意見は市から提案して今後の
計画の中の具体的な項目で生かしていきたい。

今後はこういったことが市民にもっと見えるように示
してほしい。

イベント等はHPや市報で載せているが、その様子等につい
てもわかるよう今後研究していきたい。

こども
未来課長

1

2

3

4

9

事前意見シート№２ 「地域」というものに過剰な期待をするのはどうか。
仕事として行えるのは行政なので行政主導で行っ
てほしい。担当部課でもう一度調べなおしてほし
い。

事前意見シート№19

児童福祉法上、子育てに関する責任は保護者および
国・地方公共団体とされており、保護者とともに行政責
任があるということが法的に言われている。「家庭・地
域・行政」とあるが、何を先にもってくるかは大きいメッ
セージになる。行政を３番目にもってくるのはいかがな
ものか。
「地域」は実態が定まらないあいまいな概念。責任所
在があいまいになる。実質的な行政計画である総合計
画の文言としてどうか。

実態をつかまないと策は打てない。今の時点で資料がな
いとしても計画を立てるなら実態把握は必要。現在把握
できていないなら計画の中で実態把握することを位置づ
ける必要がある。これについては修正原案を出す。

1 審議会委員 策定委員 事務局

開催日時

令和3年10月1日（金）
9：30～12：00

開催場所

301会議室AB

事前意見シート№４

（※事務局追記）次回の部会で検討結果をお示しします。

【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　）

（※事務局追記）次回の部会で検討結果をお示しします。事前意見シート№２

「ご意見は、今後の施策の中で参考にさせていただ
きます」とあるが、具体的にはどこまで深堀するの
か。

第2章　事前意見シート№５

出席者　＊欠席者には取り消し線を引くこと

放課後児童クラブの高学年児童の受け入れについ
ては以前から要望があったことなので早急に実施を
お願いしたい。
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基本計画　素案について（意見・質問のみ）

ページ
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回答
部課長

質問 委員

意見 委員

意見 委員

意見 委員

意見 委員

意見 委員

事前意見シート№14

事前意見シート№14

こども
未来課長

箇所 質問・意見・要望事項等 回答・処理事項

（※事務局追記）子どもの貧困に関する指標の考え方につ
いては、事前意見シート№14にてこども未来課より回答し
ております。

13

14

10

11

12

指標の目標は達成可能なのか。 すでに高学年児童の受け入れをしている施設もある（4月
時点で4年生11名、5年生3名、6年生2名）。今後、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。

設備面の問題が大きい。また、障害のある子につ
いても考える必要がある。学童が社会福祉協議会
への一本委託となっている点もいかがなものか。
成果指標で全施設受入が目標となったことは大き
いことと感じる。具体的な方法論については子ども
子育て会議等の各委員会で検討をすすめていただ
けるものと思う。

事前意見シート№19

事前意見シート№19

（※事務局追記）今後、全体会の中でお示しさせたいただ
きます。

目標人口があるのだから合計特殊出生率に関する
成果指標は必要である。合計特殊出生率とする
か、出生数とするか、人口数とするか、しっかりとつ
めてきちんとした数値目標をたてる必要がある。

子どもの貧困に関わる絶対的指標は所得の問題。
所得の中央値の半額以下で暮らす子育て世帯の
比率が子どもの貧困率となる。相対的指標としては
大学進学率や高校進学率あるいは就学援助の受
給率などが指標としてとれる。所得指標が取れない
場合は、ほかのとれる指標を成果指標としてもって
これる。現在指標がないからとといって目標を立て
ないと問題が先送りになるので、成果指標は必要で
ある。

事前意見シート№18

合計特殊出生率は前文の目標人口部分とも関連す
る。

よって全体会でも審議が必要である。

（※事務局追記）今後、全体会の中でお示しさせたいただ
きます。
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基本計画　素案について（意見・質問のみ）

ページ
番号

区分
発言
委員

回答
部課長

質問 委員 教育部長

意見 委員 教育部長

意見 委員

意見 委員

意見 委員

意見 委員

都市計画
課長

回答・処理事項

15

16

17

18 表現の仕方を変えてもらい文言については了解した。
「市家庭教育支援条例」は議員提案で制定されたもの
で、上位法や県条例があるわけではないのに、千曲市
独自で制定したもの。この審議会で議すべきものでは
ないのは承知しているが今後議論すべき問題であると
考える。

事前意見シート№21

現代の「知・徳・体」とは何かを明示することや、「多
様性を持った個性の調和」や「特性を認めた調和」
といった形容詞的な枕詞をつければもう少し整合性
がとれるのではないか。

箇所 質問・意見・要望事項等

教育基本法第２条の記述からこの表現とした。事前意見シート№20

以前から学習指導要領の中に「知・徳・体」の表現はある。
「知・徳・体」の表現については残したい。

「知・徳・体の調和のとれた」という表現は違和感を
感じる。

教育基本法の中にも「知・徳・体の調和のとれた」と
いう直接的な表現はなく、色んな意味を総合すると
そうとれるというだけ。現在進行中の長野県の第三
次教育振興基本計画にもこの表現は出てこない。
「調和のとれた」は障がい児はだめなのか、という誤
解を招きかねないため、ほかの表現方法が良いの
ではないか。

「知・徳・体」といのは戦前・戦中に兵隊検査で使わ
れた言葉であり、今の時代にそぐわない。見出しの
文章を変えるのは本末転倒ではないか。

事前意見シート№20

意見の根拠を紹介させていただくと、令和２年７.月
に県教委から出された「長野県立中学校・高等学校
新しい学びの指標（案）」によれば、学力偏重からの
脱却を明らかに示しえている。他との相対性を排し
つつ、生徒の自分の中におきている良い変化や成
長を評価できるようにするための成果指標があるべ
きと考えた。

課に持ち帰り検討する。事前意見シート№22～24

（※事務局追記）教育総務課にて指標を追加します。
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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）

ページ
番号

区分
発言
委員

回答
部課長

意見 委員

質問 委員

意見 委員

意見 委員

意見 委員

意見 委員

意見 委員

箇所 質問・意見・要望事項等

No.22～24の意見について、多様性や集団の問題
は教育という領域の中では重要な課題であるが、こ
の場ですぐ結論がでる話ではなく、どこまで教育委
員会とすり合わせができるか継続して審議していく
必要がある。

都市計画
課長

回答・処理事項

文言については了解した。障がいにより板書が難し
い子がカメラで撮影しようと先生に相談したらダメと
言われたという話も聞いたので、そうした対応も検
討していただきたい。

文言については了解した。対面とオンラインを併用
した学習も進めてほしい。

市の相談体制のパンフレットがとてもよくまとまってい
るが、公立保育園にしか配布されていないので、私立
保育園や小中学校でも配布してほしい。

フリースクールへの出席やオンライン出席も出席扱い
としてほしい、という話も聞く。そうした生徒への支援も
してほしい。また、不登校の支援の中で在籍校に戻す
ことが中心となってしまうそうだが、それを苦しく思う児
童もいるのでそのようなことにも配慮した支援をお願い
したい。

25

19

20

21

22

23

24

事前意見シート№41

事前意見シート№40 （※事務局追記）教育総務課にて指標を追加します。「学校に行くのを楽しいと思うか」を指標に追加して
ほしい。（国立教育政策研究所　R3全国学力学習
状況調査の結果より）

事前意見シート№33

事前意見シート№32

事前意見シート№30

学校支援ボランティアの充実を図るとなっている
が、現状はコロナの影響もあり活動ができていない
ものもある。実現のためにどういったことを考えてい
るか。

千曲型コミュニティスクールは13校全てで行っている。交通
安全の地域の見守り隊のボランティアは現在活動をしてい
る。コロナの影響で学校への立ち入りが制限されている
が、コロナが明けたところでそれぞれのボランティアにも活
動を再開していただきたいと考えている。

事前意見シート№26

事前意見シート№22～24
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発言
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回答
部課長

意見 委員

意見 委員

意見 委員

意見 委員

意見 委員

意見 委員31

26

27

28

29

30

箇所

回答については了解した。他県から千曲市に入って
きた人に対して、特に親世代が共生意識をもつこと
が必要と考えている。（他部会にも関わる話なの
で、必要であれば全体会で審議する。）

事前意見シート№4

回答については了解した。保存会のメンバーが高
齢化し、使命感で続けている人が多いので、行政で
支援できることがあればと思った。

事前意見シート№2

回答については了解した。棚田の保存会から作付
けに関して言われた地権者がいると聞いたので、保
存会と行政との情報共有も必要ではないか。

第5章　事前意見シート№1

事前意見シート№44 （生涯学習課の回答を受けて）この場での説明が難
しいので生涯学習課に後で個別に説明する。

教育部門は成果指標が少ないので、何を成果指標
にするのが適切で、何が成果指標にそぐわないの
か、一度課に持ち帰ってもらい、次回の部会で検討
したい。

事前意見シート№38 （※事務局追記）教育総務課にて指標を追加します。

達成できる目標を指標にするだけでは問題解決に
ならない。もう一度考え直していただきたい。

事前意見シート№39 （※事務局追記）教育総務課にて指標を追加します。

質問・意見・要望事項等 回答・処理事項
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