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平成平成平成平成30303030年年年年度度度度第第第第1111回回回回千曲市教育振興基本計画策定委員会千曲市教育振興基本計画策定委員会千曲市教育振興基本計画策定委員会千曲市教育振興基本計画策定委員会 

並並並並びびびび千曲市教育振興審議会千曲市教育振興審議会千曲市教育振興審議会千曲市教育振興審議会会議録会議録会議録会議録((((要約要約要約要約)))) 

 
１１１１    日日日日    時時時時 

平成30年(2018)11月12日(月)午後1時30分から午後2時58分 

 
２２２２    場場場場    所所所所     

千曲市役所戸倉庁舎 会議室2 

 
３３３３    会議日程会議日程会議日程会議日程 

     １ 開会 

  ２ 教育長あいさつ 

  ３ 委嘱書の交付 

４．会議事項 

５．閉会 

 

４４４４    会議事項会議事項会議事項会議事項 

        (1) 会長､副会長､幹事の選出について 

  (2) 策定方針(案)について 

  (3) その他 

   ① 次回日程について 

② その他 

 

５５５５    出席者出席者出席者出席者 

○委 員 

宮﨑樹夫委員、塩野入崇委員、丑丸明英委員、寺澤孝一委員、上原佑実子委員、宮﨑衛委員、 

  寺澤和冶委員、亀山正明委員、久保田英雄委員、君島一宇委員、滝沢祐子委員、田島仁委員 

 

○事務局 

  赤地憲一教育長、上條優教育部長、青木幸雄教育指導幹、滝沢裕一教育総務課長、 

北村章生涯学習課長、永田義明ｽﾎﾟｰﾂ振興課長、竹内たか子文化課長、 

中村信也第1学校給食ｾﾝﾀｰ所長、青木道人第2学校給食ｾﾝﾀｰ所長、 

平林大樹歴史文化財ｾﾝﾀｰ文化財係主任、諏訪順一総合教育ｾﾝﾀｰ所長、 

野口考一学校教育支援指導員、滝沢資之教育総務課総務係長、伊藤和也教育総務課学校教育係長、 

越石潤一教育総務課教育施設係長 

    

((((教育総務教育総務教育総務教育総務課長課長課長課長))))    

    定刻となりましたので、これより、第1回千曲市教育振興基本計画策定委員会並びに千曲市教育振

興審議会を開会いたします。 

 開会に先立ち、千曲市教育委員会 赤地憲一教育長より、あいさつを申し上げます。 

 

((((教育教育教育教育長長長長))))    

 皆さま、本日はお忙しい中、お運びをいただきまして、誠にありがとうございます。 

 千曲市は、ご承知のとおり、平成15年に1市2町が合併して誕生いたしましたが、その発足にあ

たりまして、教育の基本理念として千曲市教育振興基本計画を策定し、その施策の遂行に努めてまい

りました。その第1次の振興基本計画は、平成21年度から今年度までの10年間でございました。こ
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の間、学校教育や生涯教育の推進、あるいは、歴史文化財の事業、市民スポーツの推進などそれぞれ

の分野で、皆さまの格別なるご指導を賜りながら、施策を推進してまいりました。昨年、平成 29年

度、千曲市は向こう10年間のまちづくりの基本構想を定めまして、教育につきましては、「安心して

子育てができ、のびやかに育ち学べるまち」及び「輝かしい歴史文化や美しい自然を未来に継ぐまち」

としたところでございます。一方で教育を取り巻く情勢、あるいは、社会背景の変化と共に様々な課

題も生じておる昨今でございます。こうした背景、課題を踏まえていただきながら、皆さまの深い学

識、英知によりまして、向こう 10 年間、あるいは、5 年間の千曲市教育振興基本計画並びに千曲っ

子教育ビジョンの策定をお願いしたところでございます。 

どうぞ、よろしくお願いをいたしまして、ごあいさつとさせていただきます。 

 

（（（（教育総務課長教育総務課長教育総務課長教育総務課長））））    

 続きまして、「委嘱書の交付」を申し上げます。 

 

   (教育長から委嘱書の交付) 

 

（（（（教育総務課長教育総務課長教育総務課長教育総務課長））））    

 よろしくお願いいたします。 

 それでは、始めての会議でございますので、「委員並びに事務局の自己紹介」をお願いしたいと思

います。 

 

(委員自己紹介) 

 

 ※ 委員自己紹介後、教育長所用のため退席。 

 

   (事務局自己紹介) 

 

    ((((教育教育教育教育総務課総務課総務課総務課長長長長))))    

 それでは、さっそく会議事項に入ります。 

 最初に、「会長、副会長、幹事の選出について」ですが、選出までの間の進行は教育部長にお願い

したいと思います。よろしくお願いします。 

 

    ((((教育部長教育部長教育部長教育部長))))    

 それでは、会長、副会長、幹事の選出という事で、よろしくお願いいたします。 

選出の方法ですが、要綱では互選となっております。初回であり、この場でのご意見も難しいと思

いますので、事務局の腹案を発表させていただき、ご意見をいただきたいと思います。 

 

    ((((教育教育教育教育総務課総務課総務課総務課長長長長))))    

 事務局案ですが、会長に宮﨑樹夫委員さん、副会長に君島一宇委員さん、幹事に寺澤孝一委員さん

と田島仁委員さんをお願いしたいと考えます。 

 

((((教育部教育部教育部教育部長長長長))))    

 ただ今、案を申し上げましたが、皆さん、よろしいでしょうか。 

 

(拍手多数) 

 

((((教育教育教育教育部部部部長長長長))))    

 どうも、ありがとうございます。 

 それでは、会長に宮﨑樹夫委員さん、副会長に君島一宇委員さん、前の席にご移動願います。 
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    ((((教育教育教育教育総務課総務課総務課総務課長長長長))))    

 ありがとうございました。 

 会長さん、副会長さんより一言ごあいさつをいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

    ((((会会会会長長長長))))    

 会長をやらせていただく事になりました宮﨑でございます。よろしくお願いいたします。 

 私は、先ほどご紹介した様に、千曲市とは学力向上でつながっておりましたけれども、会長職を受

けるにあたり考えた事がありまして、日本の国の特徴として、こういう教育の施策を決めるプロセス

が特殊で、研究者の間でも指摘されています。何が特徴かと言いますと、声の大きい人の意見で決ま

っているという特徴がこれまであったと、そこから世界は抜け出していまして、よくエビデンスベー

スと言いますが、証拠をはっきりとして、それに基づいて施策を考えていくという事を、今、日本中

が動き出しております。全て今回できるとは思っていませんが、千曲市は先進的な動きをいつもされ

ていますし、エビデンスは、お金も人手も掛かりますし、また、10 年間かけて地域の方の情報を収

集してできる面もありますので、そうした事が一歩でも踏み出せれば良いかなと思っています。 

 これから色々なご意見を皆さまからいただければと思います。よろしくお願いします。 

 

    ((((副会副会副会副会長長長長))))    

 君島でございます。副会長というご指名をいただき、会長を補佐する役割と思ったところですが、

非力でございまして、どう役割をこなせるのか自信はありませんが、皆さんと一緒に考え議論をして

いければと思います。 

 国の教育基本法が 2006 年に改訂されていまして、国レベルでは様々な議論がされ、千曲市でも 3

年程前に家庭教育支援条例ができている様ですが、これも議員立法でできたと聞いておりまして、ど

んな議論の末に条例ができたのか、勉強不足で分りませんけれども皆さんと一緒により良い計画がで

きればと思っております。どうぞ、よろしくお願いします。 

 

    ((((教育教育教育教育総務課総務課総務課総務課長長長長))))    

 ありがとうございました。 

 それでは、会議事項(2)の「策定方針(案)について」それ以降の会議事項は、会長さんの方でお進

めいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

    ((((会会会会長長長長))))    

 それでは、資料の「策定方針(案)」をご覧願います。内容につきまして、事務局より説明を願いま

す。 

 

((((教育教育教育教育総務課総務課総務課総務課長長長長))))    

 － 資料 1ページ「教育基本法（抜粋）」について、説明 － 

 － 資料 2ページ「千曲市教育振興基本計画策定委員会要綱」について、説明 － 

 － 資料 3ページ「千曲市教育振興審議会設置要綱」について、説明 － 

 － 資料4ページ「第二次千曲市教育振興基本計画並びに千曲っ子教育ビジョンについて（諮問）」

について、説明 － 

 － 資料別冊「千曲市教育振興基本計画並びに千曲っ子教育ビジョン策定方針（案）」について、

「計画の構想体系」まで説明 － 

 

((((会会会会長長長長))))    

 はい、ありがとうございます。ここまでで、ご質問やご意見をという事ですけれども、確認をさせ

ていただきますが、この委員会･審議会の使命は、今は大枠が示されていますけれども大枠に関して

のそれぞれの委員さんのご見識を広く伺うという事なのか、施策そのものを見直すのか、その立ち位

置を教えていただきたい。 
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((((教育教育教育教育総務課総務課総務課総務課長長長長))))    

 事務局で作成した素案につきましてご意見をいただき、策定方針を定める様に考えています。 

 

((((会会会会長長長長))))    

 他の委員の皆さん、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 また、追々、私も理解を深めながらご意見を伺います。それでは、続けてお願いします。 

 

((((教育教育教育教育総務課長総務課長総務課長総務課長))))    

 － 資料別冊「千曲市教育振興基本計画並びに千曲っ子教育ビジョン策定方針（案）」について、

「計画の目指すべき姿」から「達成方針､現状と課題､施策の項目」の「千曲市教育振興基本計画」

まで説明 － 

 

((((会会会会長長長長))))    

 ありがとうございました。今の説明部分は、2ページの千曲市教育振興基本計画体系図の内容とい

う事でよろしいですね。この後、千曲っ子教育ビジョンの内容では、より限られた部分の方針を説明

いただきますが、先ず、千曲市教育振興基本計画について、ご質問はいかがでしょうか。 

 基本的な事ですが、2ページの体系図にある施策項目以降には、実際に実現するための計画に PDCA

サイクルがそれぞれの計画にあるという考えでよろしいでしょうか。 

 

((((教育総務課教育総務課教育総務課教育総務課長長長長))))    

 PDCAサイクルにつきましては、教育委員会としての点検評価を行う観点では、全体的な PDCAサイ

クルとして、点検評価に基づく実施計画や予算要求などを行っています。 

 

((((会会会会長長長長))))    

 例えば、学力では全国学力･学習状況調査によって、学力の状況を捉えた上で何処に手を打つべき

か判断し取り組むというのが国策でありますが、国費でも当初は120億、現在では50億を掛けて実

施しています。これからの10年を見据え第3次の基本計画を策定に向けて、誰もが客観的に見られ

るものを作って行くのかの確認です。 

 

((((教育教育教育教育総務課総務課総務課総務課長長長長))))    

 教育振興基本計画は 10 年計画で、大きな枠組みと捉えていただき、実際には個別計画である教育

ビジョン等において、具体的な施策を盛り込み国の施策の大きな変更などにも対応していきたい。 

 先ほどの学力向上に関しましては、学校毎で採点後、補う箇所の抽出などを行い、学力向上委員会

の中で、PCDA回しています。 

 

((((委員委員委員委員)))) 

関連しまして、第1次の教育振興基本計画での到達目標は数値的なものがありますが、第2次を策

定する際に到達年度での数値が示されていませんが、策定方針にどう反映されているのでしょうか。 

 

((((教育教育教育教育総務課総務課総務課総務課長長長長)))) 

 最初に申し上げなければいけませんでしたが、事前配布した資料に千曲っ子教育ビジョンを同封し

ています。こちらが今年度までのビジョンで、数値的な実績につきましては、今後、お示しする予定

です。策定方針(案)の承認をいただいた後に、市民に向けたパブリックコメントを実施する予定です。 

内容につきましては、平成29年 4月に第2次千曲市総合計画を策定しておりますので、その内容と

相違する内容という訳にいきませんので、総合計画内にある教育施策に合わせて体系を作成していま

す。 
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((((副会副会副会副会長長長長))))    

事前に配布された資料に目を通しますと、千曲っ子教育部ジョンの基本施策の8項目は、継承され

ていて止むを得ないと思いますが、教育振興基本計画や千曲っ子教育ビジョンに国や県の共通するも

のと、千曲市の特徴的な課題や施策をどの様に加えていくのか、その議論ができる様にしていただけ

ればと思います。 

 

((((教育教育教育教育総務課総務課総務課総務課長長長長)))) 

 ご指摘のとおりです。内容的に千曲っ子教育ビジョンでは、より詳細な計画を策定していく中で、

国や県との共通する施策と千曲市独自の施策があります。市外のそれぞれの教育委員会によっては施

策も違いますので、これから、ご意見をいただく中で進めたいと考えます。 

 

((((委員委員委員委員))))    

 子どもを一生懸命に育てて、義務教育が終わって、高校や大学に行く時に市外に出てしまう状況で、

教育だけではない問題ですが、その根本的な原因を考えた上での施策をと考えます。 

 

((((教育教育教育教育総務課総務課総務課総務課長長長長)))) 

 ご指摘のとおりです。千曲市に戻らない状況が人口減少にも影響している事は承知しています。教

育委員会でも UIJターン者向けに奨学金償還優遇制度を設けておりますが、やはり、千曲市に戻って

いただける様な施策としては、総合計画の中にうたわれておりますが、教育振興基本計画や教育ビジ

ョンは、教育に特化した計画･ビジョンとしております。 

 

((((会長会長会長会長))))    

 お話を伺っていますと、教育振興基本計画と次の千曲っ子教育ビジョンも同じですが、方針(案)

に示されている現状と課題と、次の施策との関連がはっきりとしない。また、次回に教えていただけ

ればよろしいのですが、ご指摘のありました現状と課題が、全国や県の動きのものと千曲市で取り組

むべきものと別れていて、その下に本来はこの施策があるという位置付けになっていると思いますが、

今のところは、読む限りはっきりとしません。次回までに、現状と課題を書き出していただいたとこ

ろから、どの施策につながりがあるのかをお示しいただければ議論が深まると思いますので、よろし

くお願いします。 

 

((((教育教育教育教育総務課長総務課長総務課長総務課長)))) 

 はい。 

 

((((会会会会長長長長)))) 

 それでは、時間的な事もございますので、続いて説明をお願いします。 

 

((((教育教育教育教育総務課総務課総務課総務課長長長長)))) 

 － 資料別冊「千曲市教育振興基本計画並びに千曲っ子教育ビジョン策定方針（案）」について、

「千曲っ子教育ビジョン」を説明 － 

 

((((会会会会長長長長)))) 

 千曲っ子教育ビジョンについて、質問等をお願いします。 

 こちらのビジョンは向こう5年間ですので、ある意味ではこれから直ぐにというものですので、課

題やご意見などもお出しいただければと思います。 

 

((((幹事幹事幹事幹事)))) 

 14 ページ施策項目 3-3 のアとして、「文化･スポーツに親しむ環境づくりとスポーツ活動への参加

促進」とありますが、文化活動への参加促進はしないのでしょうか。 
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((((委員委員委員委員)))) 

 関連して、坂城町まで含めた公民館運営審議会において、夏休み前に小中学校児童生徒に短歌･俳

句･川柳･現代詩を募集し、応募していただいた作品の中から優秀作品に対して表彰を行っています。

ほんの一端ですが、紹介いたします。 

 

((((教教教教育総務課育総務課育総務課育総務課長長長長))))    

 申し訳ございません。文化が落ちていますので文化を含めます。 

 

((((会会会会長長長長)))) 

 ありがとうございました。意見を題していただけると次回には、ブラッシュアップしたものが示さ

れますので、色々とご意見をお願いします。 

 

((((委員委員委員委員)))) 

 12 ページ施策項目 1-3 のエ「高等教育機関の誘致」とありますが、前回計画にも同様の施策があ

り、「人材育成や産業振興、若年人口の交流と定着を図るため、高等教育機関の誘致について調査研

究します。」と内容が示されています。非常に大事な事と思いますが、先ず、高等教育機関とは何を

指すのか。高等学校なのか、それ以上の教育機関を指すのかと思いながら、現在、高校改革も進んで

いまして、中々、高等教育機関の誘致というのが厳しい現実もあると認識しています。この項目が現

実に合っているのか精査する必要があると考えます。 

 

((((教育総務課教育総務課教育総務課教育総務課長長長長))))    

 この高等教育機関というのは、高等学校ではなく、それ以上の機関を指しています。全く無くなっ

た訳ではありませんが、千曲市に来るこないという話もありましたので、今後、10 年間の施策に残

してある状況です。現状と課題に触れてありますが、「高等教育機関の誘致につきましては、情報収

集をして慎重に進める。」「高等学校につきましては、県教育委員会の高校改革実施方針に沿いつつ、

充実・発展させる必要がある。」としています。 

 

((((会会会会長長長長)))) 

    関連して、現状と課題の列挙されている順番ですが、もちろん子どもたちの課題が一番大切なので、

その次は、先生方の働き方改革で、市町村によっては夜 6時以降電話を取らない所もでてきています

し、優先順位があると思いますので、ご検討ください。 

 

((((委員委員委員委員))))    

    13 ページの委員としての立場で申しますと、昨年、智識寺の屋根の吹替えがありましたが、担当

者に、地域の学校の児童生徒が見学に来ているのか伺いましたら、まだ来ていないとの話がありまし

た。もちろんその後、見学が行われたかもしれませんが、子どもの時にそれを見ておく事は、人生に

おいても素晴らしい記憶となります。五加小学校区には、県宝に指定された仏様があり、地域の団体

と一緒に子ども達は、学習しています。それが学校行事としてでは無く、例えば智識寺の屋根の吹替

えや千曲音楽祭、家庭教育支援など、常に窓口が学校になると学校現場はもの凄く忙しく、少ない子

ども達をどの様に育むのか、どの団体がどういう施策を中心にどう行うのか明確にしていただく事で、

学校での働き方改革にもつながりますので、委員としてプラスの思考で考えていきたいと思います。 

 

((((会会会会長長長長))))    

 ありがとうございます。また、関連する資料等ありましたらご提供いただきたい。 

 他には、いかがでしょうか。 

 

((((委員委員委員委員)))) 

 11 ページの課題にいじめ等の課題があり、対応施策として道徳や人権教育の充実をあげ、大変良
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いと思いますが、本当に悩んでいる子ども達は、助けを求める事すらできない状況なので、道徳や人

権教育以外にいじめ等がある事を前提に、事例毎に考える事や身を守るすべなど、具体的に教えてい

ける様な方針があればと思います。 

 

((((教育総務課長教育総務課長教育総務課長教育総務課長))))    

 先ほどの現状と意見は、不登校児童生徒の在籍比です。いじめにつきましても、早期発見が大原則

です。県教委でもいじめを発見する事は大切な事で、市の教育委員会としても対応をとっています。

子どもたちが悩み助けを求める事が難しいので、SOSの出し方教室なども提案できればと思います。 

 

((((会会会会長長長長)))) 

 ありがとうございました。関連して、私も学校現場に伺う事が多いので、学校が本当に悩んでいる

事や現実的な事が踏み込んで書かれていないのが、残念に思っています。いじめについても、事例も

踏まえながら事前の予防と事後の対応など、地域の方も交えて研修していく様な仕組みを作られても

良いのではと思います。 

 

((((委員委員委員委員)))) 

 事前にいただいた千曲っ子教育ビジョンの様に、具体的な内容についてはこれからという事ですが、

その中で例えば、ICT等も5年前と現在のものではかなり違ってきていると感じます。項目としては

大事な部分ですが、中身としては実態を基に5年後を模索していければと思います。 

 

((((教育教育教育教育総務課総務課総務課総務課長長長長))))    

 ICT につきましても、これからプログラミングも始まりますので、前回とは大分変わっています。

そういった所を踏まえながら、計画を策定して行きたいと考えます。 

 

((((会会会会長長長長)))) 

 国策レベルでの ICTは、以前は子ども達になるべく使わせない方向でしたが、今は使う事が前提で

子ども達がどう使うのかは大人の責任で、全国的な動きも踏まえてご提案いただく方が良いと思いま

す。個人的な意見ですが、具体的な項目が単純に継続されている様に感じます。例えば、読書活動の

推進ですが、もちろん大切な事と思いますが課題とどう直結されているのか、むしろ、いじめの問題

の方が重要と思いますので、再度、ご検討いただきたい。 

 他にはよろしいでしょうか。続きまして、説明を願います。 

 

((((教育教育教育教育総務課長総務課長総務課長総務課長))))    

 － 資料別冊「千曲市教育振興基本計画並びに千曲っ子教育ビジョン策定方針（案）」について、

「策定の流れ」を説明 － 

 

((((会会会会長長長長)))) 

 ありがとうございました。策定の流れについて、いかがでしょうか。 

 それでは、その他で次回日程についてをお願いします。 

 

((((教育教育教育教育総務課総務課総務課総務課    総務係総務係総務係総務係長長長長))))    

 － 次回日程について、説明･協議 － 

○ 12月17日(月)午前9:30から 戸倉庁舎 4階 会議室2 

 

((((会会会会長長長長))))    

 ありがとうございました。その他で、お気付きの点等ございますか。 

 初回とは思えない程、様々なご意見をいただき、ありがとうございました。次回、バージョンアッ

プしたものを見られると思いますので、次回もよろしくお願いいたします。本日は、ありがとうござ
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いました。 

 

((((教育総務課長教育総務課長教育総務課長教育総務課長)))) 

 それでは、閉会のあいさつを教育部長から申し上げます。 

 

((((教育教育教育教育部部部部長長長長))))    

ただ今、貴重なご意見、ご指摘をいただきました件につきましては、次回に向け事務局で検討し、

会長さんが申し上げたとおり新しいバージョンをお示ししたいと思いますので、また、色々なご意見

をいただければと思います。本日は、お忙しい中をありがとうございました。 

までした。 


