
NO. 策定委部会・事務局回答

第２章
達成方針
【　２-１　】

53 ページ 20 行目 意見 回答担当課：こども未来課

　「経済面」を追記し、「・・・子どもの孤食や欠食という生活面、
経済面での課題を・・・」と修正します。

第２章
達成方針
【　２-１　】

54 ページ 12 行目 意見 回答担当課：こども未来課

　協働における市と関係者との関わり方は様々な形があること
ら、「行政が中心となり」との制約は設けずに表現したいと考え
ています。

第２章
達成方針
【　２-１　】

55 ページ 2 行目 意見 回答担当課：こども未来課

　「行政が調整役となり」を追記し、「行政が調整役となり、市民
と協働で取り組む・・・」と修正します。

第２章
達成方針
【　２-１　】

55 ページ 行目 意見 回答担当課：こども未来課

　ご意見の内容については54ページ最下段の「子育てに困難を
抱えている・・・」の項目に含まれると捉えています。状況の把握
は、地域や学校等の情報、家庭相談員、母子・父子自立支援員
等の業務の中で把握し、必要な支援につなげます。
　また、具体的な施策については、「第2期千曲市子ども・子育
て支援事業計画」（P88）で取り上げています。

第２章
達成方針
【　２-１　】

55 ページ 3 行目 意見 回答担当課：こども未来課

　婚活支援は、婚活の第一歩としての出会いの場の提供を目
的としており、イベントや講座により様々なことを気軽に語れる
場面もあります。
ご意見は、今後の施策の中で参考にさせていただきます。

◎市（行政）の役割へ追加
・子どもの生活実態調査により組み、子ども・子育て家庭の現状とニー
ズを把握し、「子どもの貧困」問題を解決します。

審議会合同部会　第２部会（第２章）　事前意見シート（基本目標について）
内容

1

2

「子どもの孤食や欠食という生活面での課題」⇒「子どもの孤食や欠食
という生活面、経済面での課題（子どもの貧困）」

②５年度の目指す姿　の２つ目の２行目

「家庭・地域・行政」⇒「行政が中心となり、家庭や地域」

5
出会いの場だけでなく、「将来像(人生設計)」を気軽に語り合いながら、
育む場も実施してほしい。

「市民と協働」⇒「行政が中心となり」3

4
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NO. 策定委部会・事務局回答

審議会合同部会　第２部会（第２章）　事前意見シート（基本目標について）
内容

第２章
達成方針
【　２-１　】

55 ページ 9 行目 質問 回答担当課：こども未来課、教育総務課

　保育施設等の役割は、家庭において必要な保育を受け難い
幼児を預かることであり、有事等における休園等の判断は、教
育施設より慎重に行う必要があることから記載しています。
　児童生徒に関しては、61ページ6行目に記載されています。

第２章
達成方針
【　２-１　】

55 ページ 12 行目 意見 回答担当課：こども未来課

　子どもの居場所づくりを行う目的の記載であることから、「経済
状況の安定支援」は馴染まないと考えます。
　経済状況の安定については56ページ「2-1-2子育て家庭を支
援する」で位置付けています。

第２章
達成方針
【２-１】

55 ページ 18 行目 意見 回答担当課：こども未来課

　「市民・地域」には、社会起業者や団体等も含まれていると考
えるため、「市民・地域と協働で取り組む・・・」と修正します。

第２章
達成方針
【　２-１　】

55 ページ 下から8 行目 質問 回答担当課：保育課

　現在、公立保育園は10ヶ月から（上山田保育園と私立園は6ヶ
月）入園を受入しております。
　また、障がいや特性のあるお子さんは、加配保育士を配置し
受入しております。
　さらに、医療的ケアが必要なお子さんについても、看護師を配
置し受入しています。
　今後も様々なニーズに合った保育が提供できるよう調査、研
究してまいります。

(1)市民・地域との協働による子育ての推進　の第2項に以下を追加。
・市民および社会的起業者（ソーシャルビジネスなど）と協働で・・・
＜理由＞
長野県でもソーシャルビジネスを強く推進しており、母子福祉分野など
での保健医療福祉専門職の社会的起業が増加している。これらの公
益的視点を持つ起業者を巻き込むことで、行政では手が届かない部分
も市民にサービス提供が可能になる。官民協働を意識して欲しい。例：
産後鬱へのケア。

7

9

　「様々なニーズに合った保育園の在り方と保育内容の充実～」とはゼ
ロ歳を含む未満児保育や障がい児保育を公立保育園で実施すること
を前提とすることか。そうであれば大いに結構だと思う。

6
園児に限定しているが、児童や生徒まで、「園と学校」全てが範囲では
ないのか？

訂正後・地域の子どもたちの家庭環境や経済状況の安定を支援する
とともに

8
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NO. 策定委部会・事務局回答

審議会合同部会　第２部会（第２章）　事前意見シート（基本目標について）
内容

第２章
達成方針
【　２-１　】

56 ページ 20 行目 質問 回答担当課：こども未来課

　「育児や家事などをテーマとした子育て家庭向け講座等を実
施し、父親の家事や育児参加を促し、母親の負担軽減を図りま
す。」と修正します。

第２章
達成方針
【　２-１　】

56 ページ 下から10 行目 質問 回答担当課：こども未来課

　ご指摘のとおり、妊娠前とは結婚と同義と捉えており、「妊娠
前から」を削除し、「結婚・出産・新生児期・乳幼児期・・・」と修正
します。

第２章
達成方針
【　２-１　】

56 ページ 33 行目 意見 回答担当課：教育総務課

　56ページ33行目を「幼稚園・保育園から小学校教育へ～」を
「幼稚園・保育園から小学校・中学校教育へ～」と文言を修正し
ます。また、市教委が担当している教育範囲は義務教育段階で
あります。

第２章
達成方針
【　２-１　】

56 ページ 35 行目 意見 回答担当課：こども未来課

　ヤングケアラーについては法律的に定義されていませんが、
厚生労働省が示す「家族にケアを要する人がいる場合に、大人
が担うような家事や家族の世話、介護などを日常的に行ってい
る18歳未満の子ども」と捉えています。

10

13

ヤングケアラーの定義を明確にしてください。「ヤングケアラー」という
支援カテゴリーを創出することが何を生むのかを、あるいは何が背景
となって問題化志向が強まったのかを検証したいのです。つまりは、社
会的責任でなく、家族責任に押し付ける構造の一連であるということを
懸念しているのです。
　これについては、「虐待」概念も同じであり、「虐待」こそ政策立案者
側の子ども・子育て家庭ネグレクトにもかかわらず、家族引責論が誘
導されていると捉えています。
　キーワードは、「社会的」に構築されているのです。

父親向けの講座と記載されているが、実際に難しいのは、男女同士の
観点の違いから来る、意見の違いや違和感が生じる場合が多くある。
夫婦や家族が共に考える場の提供も必要ではないか？

11
　「妊娠前から妊娠・出産～」の妊娠前とは何を指すのか。結婚と同意
語なのか。又は、思春期からの性教育を指すのか。性教育であれば更
に丁寧な説明が必要と考える。

12
幼保から小学校に限定されているが、中学校や高校と関係性が、
より複雑になる時期への連携が特に重要な点んだが、それが把握
できていないので、盛り込んで頂きたい。
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NO. 策定委部会・事務局回答

審議会合同部会　第２部会（第２章）　事前意見シート（基本目標について）
内容

第２章
達成方針
【　２-１　】

57 ページ 行目 意見 回答担当課：こども未来課

【合計特殊出生率】　　指標としますが、設定については、人口
ビジョンに合わせることから、総合政策課と協議しお示ししま
す。

【子どもの貧困率】
　市町村単位での貧困率を算出する基礎データがないことから
成果指標に上げておりません。
　ただし、子どもの貧困対策は推進していくべきと考えており、
54ページ最下段にあるように、子育てに困難を抱えている家庭
の把握に努め、その状況に配慮した適切な支援を継続していき
ます。

第２章
達成方針
【　２-１　】

57 ページ 行目 意見 回答担当課：保育課

　千曲市の待機児童は、令和2年10月時点において初めて3名
の待機児童が発生しました。当該待機児童は年度途中におけ
る入園申込であり、入園希望日までに保育士の確保ができず
発生しましたが、年度内に解消しております。
　市では待機児童対策として、小規模保育施設の新規認可や、
保育士の確保を引き続き進めており、令3年4月時点では待機
児童は発生しておりません。
　千曲市の待機児童は恒常的に発生しているものではなく、今
後も保育需要を満たすよう対策を進めてまいりますので、指標
は必要ないものと考えます。

15

・指標に待機児童数がない

14

・指標に合計特殊出生率がない
・指標に子どもの貧困率がない
　　　絶対的指標/相対的指標が必要
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NO. 策定委部会・事務局回答

審議会合同部会　第２部会（第２章）　事前意見シート（基本目標について）
内容

第２章
達成方針
【　２-１　】

57 ページ 行目 意見 回答担当課：総合政策課

　若年女性の市内就労及び市外就労のデータは、国勢調査の
「従業地・通学地集計」から把握できますが、国勢調査は5年に
１度の調査であり、現在の最新値はH27年結果です（R2年結果
はR4年7月に公表予定）。そのため、毎年数値を把握し、事業
の進捗と成果を図るための成果指標に設定することは好ましく
ないと考えます。
　なお、毎月人口異動調査において、毎年の各年齢人口より若
年女性人口の増減は把握できますが、全体の社会増減を4-4
【移住・定住】で成果指標としています。個別に若年女性の人口
増減を成果指標とするのではなく、全体の社会増減を成果指標
とすることといたします。

第２章
達成方針
【　２-１　】

57 ページ 3 行目 質問 回答担当課：こども未来課、健康推進課

　障がいやその支援に係る項目については、84ページ2行目に
記載しており、発達障害等の早期発見、対応等にいては、乳幼
児健康診査等で実施し、関係機関と連携しています。
　障がいの発見数等については、成果指標に上げておりませ
ん。

・若年女性の人口変動に成果指標の設定必要　市内就労市外就労別

17

成果指標に、障害やその支援に関わる項目が抜けている。
例えば、発達障害は乳児期に発見できて手当をする方法があるにも
関わらず、実施していないのは、なぜだろうか？
※早期に発見して治療することで、本人の生き甲斐が上昇し、地域
   にも貢献できる可能性が生まれ、生産人口にも結び付く重要な項目
   です。
   逆に、家に引き籠り、家族の手を借りて、更に市職員にもお世話に
   なる状況を比べた時に、どちらが有効か考えてみてください。

16

5 / 14 ページ



NO. 策定委部会・事務局回答

審議会合同部会　第２部会（第２章）　事前意見シート（基本目標について）
内容

第２章
達成方針
【　２-１　】

57 ページ 行目 意見 回答担当課：教育総務課

　委員のご指摘のように、大学進学を目指すかどうかは、多額
なお金がかかるため、中学の段階から生じてくる問題であると
考えております。
　そこで、千曲市では、奨学金の貸与を大学生だけでなく、日本
学生支援機構の要件に合わせた対象者の要件はありますが、
経済的な理由で就学困難な人のための高校生へも貸与してい
ます。
　また、中学生へは、就学援助制度により、学用品や給食費な
どを援助し、全ての児童生徒が円滑に義務教育を受けられるよ
うにしておりますので、今のところ中学生への奨学金貸与を考
えておりません。

第２章
達成方針
【　２-１　】

58 ページ 行目 意見 回答担当課：こども未来課

　高学年児童の受け入れ施設数を指標に追加します。

・基準値　R2年度末時点：9施設中2施設
・目標値　R8年度末時点：9施設中9施設

第２章
達成方針
【　２-２　】

59 ページ 行目 意見 回答担当課：教育総務課

　社会の加速度的な変化の中においても、多様なニーズを有す
る子どもたちが、共に活躍できる社会を実現するため、多様性
を認め、その成長過程に応じた教育環境づくに努め、学校・家
庭・地域等の連携により、知・徳・体の調和がとれた「輝き　たく
ましい子ども」を社会全体で育む環境づくりに努めていきます。

18

【子どもの貧困】
　一昨年私が行った清瀬市子どもの生活実態調査によると、大学進学
意向自体が中学校段階で、所得によって格差が出ているのです。具体
的に言うと、年収350万を境に顕著な格差が生じています。
　奨学金という高3対策では遅く、生まれてからの手厚い支援がなけれ
ば格差が生じます。
　つまりは、支援が必要な家庭の子どもの中学生時点での進路意向
自体が生活状況によって歪められているので、結局は低所得家庭しか
使えない、給付型奨学金制度は使えないのです。
　奨学金予算が消化されていないならば、やはり対象を拡大するべき
ですし、高校生、中学生への支援に拡大しなければならないと考えま
す。

20

　前文１行目の「知・徳・体の調和のとれた・輝き・たくましい子ども」と
の表現は「一人ひとりの個性を尊重し、生きる力を育む教育環境をつく
る」のパラグラフとは整合性がとれないと思う。よって、前文の上から3
行を以下のようにしたらどうか。
　「社会の加速度的な変化の中においても、多様なニーズを有する子
どもたちが、共に生き活躍できる社会を実現するため、多様性を認め、
その成長過程に応じた教育環境づくりに務め、学校・家庭・地域等の
連携により明るく・輝き・たくましい子どもを社会全体で育む環境づくり
に務めていきます。
　「知・徳・体の調和のとれた」の表現は健常児が正でそれ以外は悪と
誤解されないとも限らない。この表現が「千曲市教育大綱」にあること
を根拠とするなら大綱から削除すべきと考える。

19
　⑤成果指標
　放課後児童クラブの高学年の利用者数、目標値の向上
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NO. 策定委部会・事務局回答

審議会合同部会　第２部会（第２章）　事前意見シート（基本目標について）
内容

第２章
達成方針
【　２-２　】

59 ページ 行目 意見 回答担当課：生涯学習課

　ご指摘いただきましたことについて、以下のように変更させて
いただきたいと思います。
　「家庭教育をすべての教育の出発点と捉え、それを支える環
境が大きく変化している中で、家庭教育に関する保護者の意識
を把握し、社会の変化に対応した家庭教育支援の充実が求め
られています。」

第２章
達成方針
【　２-２　】

59 ページ 行目 意見 回答担当課：教育総務課

　№22～24をまとめて、以下のとおり追加します。
　「集団生活をベースに、お互いの個性を認め、尊重しながら学
校生活や学習が進められています。また必要な児童生徒には
多様な学びの場を自ら選択することによって、その子らしい学び
方、将来の社会的自立に向けて確かな歩みが認められます。」

第２章
達成方針
【　２-２　】

59 ページ 行目 意見

第２章
達成方針
【　２-２　】

59 ページ 行目 意見

　家庭における教育を「教育の原点と捉え、「家庭教育支援条例」に基
づき、学校・家庭・地域等が連携して家庭教育への支援を推進する必
要がある。を以下のようにする。
　家庭における教育は、子どもの発達段階に応じた多様なニーズを把
握する場と捉え、それを基に学校・家庭・地域等が協働・連携して取り
組むこととする。
　その理由は、子ども教育の原点を家庭のみに固定することは、野の
責任を強調することに等しく、複雑・複合した困難家庭もあり、また、
ジェンダー平等社会が求められている中で、学校・家庭・地域等すべて
が原点と考えるべきである。したがって、家庭という私的空間への公権
力の介入と疑われる余地のある「市家庭教育支援条例」自体も必要な
いと考える。

21

　②5年後の目指す姿
　「学校をすべての生徒が学ぶことの意義や喜びを実感でき、生き生き
と学ぶことができる空間にし、それにより生徒個人のwell-beingと社会
のwell-beingの実現が成されている」を追加。

22

　②「５年後の目指す姿」に、「生徒一人ひとりが、学校における学びに
ついて、他者との比較を通してではなく、自分自身の成長そのものを
振り返り、見つめることで、新たな目標に向けて学び続ける意思と意欲
を持てる」を追加

23

24
　②5年後の目指す姿
　「多様な学びの場を選択することができ、生徒一人ひとりが自分に
合った学び方を見つけ、学ぶことの喜びを実感しながら生き生きと学
ぶ」を追加。
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NO. 策定委部会・事務局回答

審議会合同部会　第２部会（第２章）　事前意見シート（基本目標について）
内容

第２章
達成方針
【　２-２　】

60 ページ 13 行目 質問 回答担当課：教育総務課

　1人1台端末を使用し、学びを深め、教科の学びの本質に迫る
授業とは、例えば、国語で書いた文章をネットワークを通じて友
だち同士で推敲することや、理科で実験のときに動画を撮影し
て科学的な分析や考察を深めるために生かすことなどです。
ICT研修などを通じて実現できるよう努めてまいります。

第２章
達成方針
【　２-２　】

60 ページ 30 行目 意見 回答担当課：教育総務課

　教職員の配置の適正化を図るとともに、学校支援ボランティア
の充実を図ってまいります。

第２章
達成方針
【　２-２　】

60 ページ 行目 意見 回答担当課：生涯学習課

　千曲市家庭教育支援条例第１２条の内容を示す当該文章に
基づき、生涯学習課及び関係する複数課が関係する事業を実
施し、進行管理を行って６月議会に報告しています。そのため、
この表現のままで掲載したいと考えています。
　なお、代替え案としてお出しいただいた内容につきましては、ｐ
54のこども未来課事業に含まれるものと考えます。

27

　市（行政）の４行目、「親としての学びを支援する学習機会の提供～」
を「親の子育てに関する悩みへの相談支援体制の強化」とした方が、
個々のケースに応じた知識を提供できると思う。

学びや教科の本質に迫る授業とは、どこまで深堀するものなのか
不明確で、どのような内容を想定しているのですか？
体験も含めた魅力的な内容を、情報端末ですら苦労している現在の
授業体制で可能となるのでしょうか？

25

26

単に、教職員を確保するとなっているが、「適材適所」が抜けている。
また、人員が足りない声も先生方から聞こえてきますので、
例えば、CSを主体とする特別支援員(地域ボランティア)の積極的な
活用も含めた方が良いと思います。
※特別支援員(仮称)…児童や生徒への向き合い方や学校設備に
   関する安全性と情報保護の研修を受講して認定をされた地域
   住民のこと。
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NO. 策定委部会・事務局回答

審議会合同部会　第２部会（第２章）　事前意見シート（基本目標について）
内容

第２章
達成方針
【　２-２　】

60 ページ 34 行目 意見 回答担当課：教育総務課、子ども未来課

［教育総務課］
　学校における相談体制は、全教職員が相談窓口となり、早期
対応に努めています。また、児童生徒には自分が相談しやすい
先生に、悩み困りごとな何でも相談するよう指導しています。
　スクールカウンセラーの相談では、訪問日時を児童生徒・保
護者に周知して希望をとり日程を組んでいます。

[こども未来課]
　こども未来課では、社会福祉士、家庭相談員等による相談体
制をとっています。相談の手法としては、電話・対面・訪問があ
ります。相談内容により、教育、保健、福祉等関係部署と連携を
図っています。

第２章
達成方針
【　２-２　】

60 ページ 38 行目 質問 回答担当課：教育総務課

　38行目は防犯について記入してあります。
　なお、防災教育関連については、61ページ　2-2-1　（４）安全・
安心な学校づくりの１つめに項目が記載されています。

第２章
達成方針
【　２-２　】

61 ページ 11 行目 意見 回答担当課：教育総務課

　多様な学び方や学習支援の中に発達障害や学習障がいの子
どもたちも含まれております。

28

生活相談体制とあるが、人目を気にしたり、変なこと聞けないと、
内に秘めている人達が気軽に足を運んで喋れる場の提供が必要と
感じる。
※不登校者の救いの場にもなるのではないか？

防災について「教職員などの」となっているが、児童や生徒は含まれて
いない理由が知りたい。ともに考え、最善策をチカラを合わせて
見付けて行くことが、緊急時に直ぐ対応できる姿ではないでしょうか？
※子供達は大人に比べて知識や経験が少ないから、専門家を含めた
   先生側がお手本を教えるという、上から目線から脱却しませんか？
   子供達の感性は豊かで、大人では気が付かない発想を兼ね備えて
   います。先生方はそれを後押しするのが本来の役目だと思います。
※担当部課は違うかもしれませんが、中学生が作成した防災地図は、
   市の防災冊子にも、編集して掲載すべきだと思います。

29

30
　オンライン教育を通じて、多様な学び方の推進や、学習支援を図りま
す。
→特に、発達障害や学習障がいの子ども達が、デジタル機器や教育
支援機器を活用して学習できるように。
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NO. 策定委部会・事務局回答

審議会合同部会　第２部会（第２章）　事前意見シート（基本目標について）
内容

第２章
達成方針
【　２-２　】

61 ページ 10 行目 質問 回答担当課：教育総務課

・「保育園から中学校まで～」を「幼稚園・保育園から中学校ま
で」と文言を修正します。
・市教委が担当している教育範囲は義務教育段階でありますの
で、高校までは該当しません。福祉などにおいては他課が担当
しています。

第２章
達成方針
【　２-２　】

61 ページ 21 行目 意見 回答担当課：教育総務課

　全文、以下のように修正をします。
・いじめについては早期発見・早期解決に努めるとともに、学校
内の相談体制の充実を図ります。
・不登校については未然防止と初期対応を充実させながら、ＳＣ
やＳＳＷ等の支援、関係機関との連携を図りながら対応をして
いきます。またオンライン学習の促進、多様な学びの場の提供
を模索します。

第２章
達成方針
【　２-２　】

61 ページ 21 行目 意見 回答担当課：教育総務課

・相談体制につきましては千曲市ＨＰに掲載されていますが、探
しやすい位置になるように検討します。
・学校においては年度当初に、保護者宛通知により周知をして
います。また県の相談機関においても通知を増刷りをして保護
者配布をしています。

第２章
達成方針
【　２-２　】

61 ページ 31 行目 意見 回答担当課：教育総務課

　教職員の配置の適正化を図るとともに、学校支援ボランティア
の充実を図ってまいります。

　「不登校やいじめなどの～」
→・不登校の子ども達の家庭でのオンライン学習の整備の推進
　・民間のフリースクールなどとの連携を図り、多様な学びの場や学び
方を選択できるように。

32

33

保育園から中学校まで切れ目ないとありますが、「誰一人取り残さ
ない」という主旨から逸れています。幼稚園や高校は管轄外という
のは、市民という括りでは理由として成り立ちません。私学や県とも
連携すべきではないでしょうか？

教職員の働き方改革について、いまの人員では必要な人財が確保
しきれていません。
ぜひ、地域住民を活用できる促進方法を見出して頂きたいです。
※財政面で教職員を雇うより、時給でボランティアを活用した方が、
   地域性もあるし、有効だと思います。

31

　「児童生徒の不登校や～」
→相談体制の周知の充実（市のHPへの掲載やパンフレットの配布拡
大など）

34
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NO. 策定委部会・事務局回答

審議会合同部会　第２部会（第２章）　事前意見シート（基本目標について）
内容

第２章
達成方針
【　２-２　】

62 ページ 1 行目 意見 回答担当課：教育総務課

　通学路を含めた学区内の危険個所は、児童生徒・ＰＴＡ・教職
員とともに確認しております。
　また、「安心の家」については学校を通じていざというとき活用
できるよう指導しています。

第２章
達成方針
【　２-２　】

62 ページ 行目 質問 回答担当課：教育総務課

その通りです。

第２章
達成方針
【　２-２　】

62 ページ 11 行目 意見 回答担当課：給食センター

　食育分野におけるボランティア活動をしている団体等との連
携という大切な視点をご教示いただき誠にありがとうございま
す。
　食育の推進の部分で、「学校・家庭」とともに関係団体も含む
意味で「地域等」を加える方向で調整いたします。

第２章
達成方針
【　２-２　】

63 ページ 行目 意見 回答担当課：教育総務課

　ご指摘のとおり、「千曲市教育振興計画」では、全国学力・学
習状況調査での「基礎学力の定着度」と「学習習慣」の目標が
設定されていることから総合計画で「基礎学力の定着度」のほ
か「学習習慣」を設定し、整合性を図ってまいります。

　「食育の推進学校給食による望ましい食習慣啓発」の所で、食育の
推進の部分で食育を含むボランティア活動をされている団体との連携
の名器は無理でしょうか

・そもそも学校教育に関する指標が薄弱である
　　市教育振興計画との整合性ある指標設定が必要

37

36

38

35

通学道路だけでなく、生活道路も含めた安全確保が必要です。
※以前に小学校の地域探索で、先生が小道を知らずに、危険な
   道を選んでいた例があります。
※道路ではありませんが、「安心の家」は機能していますか？
   複雑化するの世の中で、個人宅と店舗の両立と周知が必要だと
   感じます。

　2-2-2（１）の2つ目に「その他の学校関係者」とあるが、学校運営委
員会以外のメンバー、例えば「子どもを守る会」メンバーなど想定か
　（戸倉小の子どもを守る会メンバーは教室の窓ふき、床のオイルふ
き、敷地内の草取り、いわきの剪定等で協力）
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NO. 策定委部会・事務局回答

審議会合同部会　第２部会（第２章）　事前意見シート（基本目標について）
内容

第２章
達成方針
【　２-２　】

63 ページ 2 行目 質問 回答担当課：教育総務課

　成果指標について、数値化することが有効であるものについ
ては具体的に示してあります。
　それ以外のものについては成果指標を数値化することはそぐ
わないと判断します。

第２章
達成方針
【　２-２　】

63 ページ 行目 意見 回答担当課：教育総務課

　成果指標に全国学力、学習状況調査の質問紙調査結果から
「自分には良いところがあると思いますか。」「将来の夢や目標
を持っていますか」を子どもたちの将来にとって重要と考えます
ので追加します。

第２章
達成方針
【　２-２　】

63 ページ 行目 意見 回答担当課：教育総務課

　全国的に不登校児童生徒は、増加傾向にあるが対策としての
エビデンスがなく、国全体としては社会的自立や登校扱いする
ための取組みを促すことを目標にしてきています。よって、不登
校の児童生徒の人数を前年度より減らすよう努めていきます
が、数値化して計画に掲載することは内容にそぐわないと判断
します。

第２章
達成方針
【　２-３　】

64 ページ 10 行目 意見 回答担当課：生涯学習課

　ご指摘いただきましたことについて、公民館「本館」の利用に
関しましては、居住する地区に関わらず、同一条件で貸出しを
行っております。
　なお、各区・自治会が所有し管理している地区の「分館」につ
きましては、利用について市の権限の及ばない施設であります
が、市民活動が活発に行われている中で、会場の不足がある
のであれば、各分館の実情をお伺いし、対応してまいります。

公民館の利用について多様なことを説明してますが、地域によっては
使用料金が違い、高い地区では有効に使えてない現状があります。
公平性に欠けています。
また、その地区に区費は払っていない、他の地区であっても、
その場所で利用する意味があるものですから、横断的に使用できる
ことが望ましいです。

　⑤成果指標
　指標名に、「不登校生徒児童の割合」　を追加。目標値の減少。

　⑤成果指標
　指標名に、全国学力、学習状況調査の
　・自分には良いところがあるか
　・将来の夢や目標を持っているか
　・友達と協力するのは楽しいと思うか
　・自分の思っていることや感じていることをきちんとこど場で表すこと
ができる
などの項目の目標値の向上を追加。

42

40

41

39

成果指標に抜けている内容が多数あるのは何故か？
食育は良いが、学習に偏っている！
◆障害者(特性特有者)との共有
◆不登校者への取り組み
◆幼保小中高の連携
◆地域住民との連携
◆教育現場の環境と意識改革　　など
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NO. 策定委部会・事務局回答

審議会合同部会　第２部会（第２章）　事前意見シート（基本目標について）
内容

第２章
達成方針
【　２-３　】

65 ページ 14～ 行目 意見 回答担当課：生涯学習課

　（1）につきましては、ご指摘の内容な大変重要なものと認識し
ております。職業教育的な内容が中心となることにつきましては
ｐ80、ｐ91にリタイア後のセカンドライフと就業支援に関連する事
業が出てまいります。そうした教育の推進を図るべく、新たにこ
うした教育的な事業についても生涯学習事業として把握し、PR
に努めてまいります。
　（2）につきましては、人生１００年時代を生き抜くためにさらに
多様な人生モデルを取り入れた人生設計が必要です。
　市として具体的なモデルの提示はむずかしいため、問題を認
識したうえで、そうしたことが学べる講座の開設や図書資料の
購入などにより、学びたい市民への支援を行ってまいります。

第２章
達成方針
【　２-３　】

65 ページ 19 行目 意見 回答担当課：生涯学習課

　ご提案の文言に関して正確な趣旨を把握したいので、別に機
会をいただければ幸いです。
　より多くの市民に提供した情報が届くよう、さらに工夫を凝らし
てまいりたいと考えています。その情報を活用するかどうかにつ
いては市民の自由にゆだねられる事柄であるため、それらを活
用して学びたいという市民に対する支援を引き続き行ってまい
ります。

第２章
達成方針
【　-　】

65 ページ 下から10 行目 意見 回答担当課：生涯学習課

　ｐ65のなかで使用されているのは「リタイア世代」という言葉で
すが、仕事を止めた方を指す言葉として使用しています。
　一般的に認知されている言葉であると考えています。また、そ
うした世代の尊厳を傷つけるものではないと認識しています。

情報提供だけでなく、「浸透と促進」も内容に盛り込んでください。
もちろん、収集後の分析と活用も含みます。

43

（１）多様な世代・地域の学習活動への支援　の項に以下を追加。
・現役世代が激変する社会に対応するためのリカレント及びリスキリン
グの機会提供を支援する。
（２）生涯活躍の場の提供　の項に以下を追加。
・教育～仕事～リタイアの３ステージモデルから、現代に即した多様な
人生モデルを提示し、その浸透に努める。
＜理由＞
高齢者等の雇用の安定等に関する法律（2021年4月施行）で示されて
いる７パターンも意識して生涯学習環境の提供をして欲しい。激変する
現代に適合していない。

45
『リタイヤ世代』、『無職』について
『定年退職後の方』→他に良い呼び名はないものでしょうか？現役を
退いたという意味で使われている言葉でしょうが、もっと尊厳のある名
称を考えていきたいです。

44
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NO. 策定委部会・事務局回答

審議会合同部会　第２部会（第２章）　事前意見シート（基本目標について）
内容

第２章
達成方針
【　２-４　】

68 ページ 行目 質問 回答担当課：スポーツ振興課

　総合型地域スポーツクラブは、文部科学省が平成7年度から
育成事業により推進している、地域住民により自主的・主体的
に運営されているスポーツクラブです。市内では現在3クラブ（県
内67クラブ）が活動しており、スポーツの振興やスポーツを通じ
た地域づくりなどに向けた多様な活動を展開しています。

第２章
達成方針
【　２-４　】

68 ページ 行目 意見 回答担当課：スポーツ振興課

　子どものスポーツにつきましては、第二次千曲市スポーツ振
興計画においても推進しておりますので、2-4【スポーツ振興】④
施策の項目・内容の（３）を、子ども・高齢者・障がい者のスポー
ツ振興に変更し、次の一文を追加したい。

◆子どもたちのスポーツに対する関心を高め、スポーツの楽し
さや喜びを体験することにより、積極的にスポーツに親しむ習慣
を養います。

第２章
達成方針
【　２-４　】

69 ページ 1 行目 質問 回答担当課：スポーツ振興課

　成人のスポーツ実施率につきましては、第二次千曲市スポー
ツ推進計画において、令和10年度までに65％（国・県の目標を
同様）にすることを目標にしています。第三次総合計画の期間
が令和8年度までであったため掲載はしませんでしたが、委員
のご意見のとおり大事な目標でありますので、成果指標として
の次のとおり追加したい。

・指標名　　成人の運動実施率
・基準値　　43.8％（平成30年度）
・目標値　　65％（令和10年度）
・指標選定の考え方　　健康運動の普及と推進の取り組み状況
を表す
・実績値把握方法・出典等　　市民アンケートの集計による

　「③各主体に期待される主な役割」の市（行政）の所に、「総合型地域
スポーツクラブ」とあるがどのようなものをイメージしているのか。

47

　2-4　スポーツ振興で、
　基本目標２に千曲っ子が元気に育つ生涯学びのまちとあります。2-4
は生涯学習の部分なのかもしれませんが、市民、高齢者、障がい者だ
けでなく、子ども達の項目であってもよいのではないかと思います。
　（２）スポーツ～　の中に、スポーツ少年団などに加入していない子ど
も達へのスポーツ振興のような項目を望みます。

　成果指標の所で、第二次総合計画には、成人の運動実施率の項目
がありましたが、今回の素案には千曲市ハーフマラソンエントリー者数
しか載っていなく、運動実施率を見える形にするのは大事ではないか
と思うのですが、素案には載らなかった理由を知りたい。

48

46
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NO. 策定委部会・事務局回答

第５章
達成方針

【　５-１、２　】
102～

106 ページ 行目 意見 回答担当課：日本遺産推進室

　地権者には、令和３年７月に日本遺産認定に伴う説明会を行
い、日本遺産推進事業や姨捨棚田の整備計画などについて、
説明する機会を設けました。日本遺産認定による「作付」の規
制等については特にありませんが、姨捨棚田を保存・継承して
いくには、地権者と十分な調整・意思疎通を図りながら、関係部
署と連携して事業を進めてまいります。

第５章
達成方針
【　５-３　】

108 ページ 行目 質問 回答担当課：歴史文化財センター

　伝統行事等の民俗文化財については、調査を行い市指定文
化財として保存を図ります。
　協働事業提案制度や第３次地域づくり計画により、市民と市
が協働で保存に向けた取組みを行います。

第５章
達成方針
【　５-３　】

109 ページ 行目 意見 回答担当課：農林課

　5-3-1の2項目めの施策において、子ども達も含め伝承を進め
ます。
　具体的に、普及推進団体により、小・中学校での伝統郷土食
の学習をはじめ、一般にも食と農の文化伝承講座等を開催し、
市として支援しています。

2

　前文の２行目「自治会又は保存会などと行政が協力し、・・・」、と③主
な役割　市（行政）の「伝統行事の伝承活動を支援する」、における協
力・支援の内容はどのようなことが考えられるのか。
　（現在戸倉・今井町で活動する御柱祭・木遣り保存会は、区からの補
助金（年7000円）とメンバーの会費（年3000円×24人）で毎月の練習活
動を細々と続けているがメンバーの高齢化が進み存続も厳しい状況に
ある）

3

　5-3-1　郷土食豊かな料理を伝えていくの３点の内容の他に、以下を
追加していただけないか。
　児童、生徒、市外の子ども達などへ、伝えていく機会の支援。

1

　おばすての棚田（田毎の月）を日本遺産「月の都　千曲」として保存・
継承することは大切であるが、地権者との連携・協力が欠かせない。
地権者の中には日本遺産に指定されたことにより、「自由に農作物を
作付けできなくなった」とする者もいると聞く。十分な説明と保存に関し
地権者支援の検討が必要となるのでは。

審議会合同部会　第２部会（第５章）　事前意見シート（基本目標について）
内容
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NO. 策定委部会・事務局回答

審議会合同部会　第２部会（第５章）　事前意見シート（基本目標について）
内容

第５章
達成方針
【　５-５　】

114 ページ 行目 意見 回答担当課：生涯学習課

　外国文化への理解不足から生じるトラブルは言葉の違いも
あって頻繁に発生していますが、国内他地域からの転入者（婚
姻による引っ越しを含む）とのトラブルは比較的少ないと認識し
ています。
　人口減少による地域活力の衰退が叫ばれる中で、移住者へ
の歓迎の気持ちを市を挙げて表すことは大切ですが、近隣者と
うまくやっていくという生活の場面における問題は、文化の違い
よりも「よそ者」に対する先住者のおごりなどの排他的な意識に
あると思われます。
　そうした問題の解決を含め、移住定住の担当部署において対
応するのが望ましいと考えます。

第５章
達成方針
【　５-５　】

114 ページ 最下段 行目 意見 回答担当課：生涯学習課

　市が実施している多文化共生イベントは、ホストタウン事業を
含めいくつかございます。また、市民団体が主催するイベントも
多く開催されています。
　イベント数を増やす方向の指標につきましては、小規模イベン
トを指標として選定する明確な判断がむずかしいと考えていま
す。
　市内の外国籍市民と交流を重点に実施している千曲万博とい
う大きなイベントに足を運んでくれる市民を増やしていくことにつ
いては、多文化共生に関する理解を深めるための意義があり、
この指標の向上に向けて進めてまいりたいと考えています。

4

　第二次計画では第２章　2-5「国際性豊かな人とまちをつくる」とし、子
どもの学びと育ちの視点から国際交流を通じ「多文化共生」を位置づ
けたが、第三次では、子どもの学びと育ちだけでなく、「多文化共生」を
まちづくりの柱の一つにしたことは理解でき、評価している。
　その上で、外国籍市民の多様な文化との共生はもちろん、他県（他
市）から移住した千曲市民の多様な文化も「理解し、尊重し、共に生き
るまちをつくる」とする内容に豊富化した方が千曲市をアピールするこ
とになるのではないか。

5

成果指標　市内で開催される多文化共生イベントの開催数を追加。
＜理由＞
小規模でよいので、多様な多文化共生イベントが年中数多く開催され
ていることのほうが日常的で実際的。
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