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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4444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31年(2019)2月26日(火)午前9時30分から午前11時39分 

 
２２２２    場場場場    所所所所     

戸倉創造館 3階 小ﾎｰﾙ 

 
３３３３    会議日程会議日程会議日程会議日程 

     １ 開会並びにあいさつ 

  ２ 会議事項 

  ３ 閉会 

 

４４４４    会議事項会議事項会議事項会議事項 

        (1) 第二次教育振興基本計画(案)について 

  (2) 千曲っ子教育ﾋﾞｼﾞｮﾝ(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 

宮﨑樹夫会長､君島一宇副会長､田島仁幹事､塩野入崇委員､丑丸明英委員､宮﨑衛委員､ 

寺澤和冶委員､亀山正明委員､滝沢祐子委員 

 

○事務局 

  米澤修一教育指導幹､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､田島育男歴史文化財ｾﾝﾀｰ所長､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､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))))    

    おはようございます。定刻になりましたので､これより､第4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｡ 

本日､寺澤孝一幹事さん､上原佑実子委員さん､久保田英雄委員さんが欠席という事で､連絡いただ

いていますので、よろしくお願いいたします｡ 

また､寺澤孝一幹事さんが遅れるという連絡をいただいていますので､よろしくお願いします｡ 

 それでは､開会に先立ち､教育部長よりあいさつを申し上げるところですが､本日より､市議会 3 月

定例会が開会という事で､私よりあいさつを申し上げます｡ 

 月末の大変お忙しい中､皆さまにお集まりいただき､ありがとうございます｡今回の会議ですが、前

回会議より引き続き、1月22日(火)から2月20日(水)まで､ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄという事で意見の公募を市

報並びにﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞにより周知をし､意見の受付は､各庁舎並びにﾒｰﾙや郵送にて行いました｡集約の結

果､ご意見等はありませんでしたが､委員各位のご意見を反映しながら､計画(案)等を進めてまいりた

いと思いますので､よろしくお願いいたします｡ 
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 また､今後の予定としましては､議会 3 月定例会会期中､3 月 8日(金)の総務文教常任委員会で両計

画(案)について報告し､ご意見をお聞きする予定です｡その後､3月11日(月)第5回会議におきまして､

答申につきましてご検討いただく予定です｡ 

 本日は､よろしくお願いいたします｡ 

 それでは､会議の進行につきましては､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))))    

 それでは皆さん､おはようございます｡お忙しい中お集まりいただき､ありがとうございます｡この

会場は初めてで､この様な施設があるという事を知りました｡近くに温泉施設もあり､時間があれば入

りたいところでした｡ 

それでは､ただ今､ご説明がありました様に､ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄが終了して､これから議会への報告という

間の会議に位置付けられています｡本日の議論を踏まえて､議会のご意見をお聞きした上で､答申とい

う流れになっています｡ 

 そういう意味では､議会でのご意見を伺う前の重要な位置付けとなっていますので､よろしくお願

いします｡ 

会議事項(1)の｢第二次教育振興基本計画(案)｣からご説明願います｡ 

 

((((教育教育教育教育総務課総務課総務課総務課長長長長))))    

 － 会議事項(1)｢第二次教育振興基本計画(案)について｣､説明 － 

 

((((会会会会長長長長))))    

 はい､ありがとうございました｡各達成方針中｢4 指標など達成すべき見通し｣に､施策等の態様がし

っかりされました｡ 

 それでは､P3からの｢基本目標Ⅰ｣の｢Ⅰ-1｣について､お気付きの点等ございましたら､お願いいたし

ます｡ 

 

((((委員委員委員委員)))) 

 何回もくどい様で申し訳ありませんが､全体を通して明確に読み取れる様になりましたが､｢2 現状

と課題｣の捉え方が腑に落ちません｡特に､｢食習慣の形成｣については､教育分野のある部分のみを捉

えていて､それが､施策や指標などに反映されていません｡また､指標の中にある事故件数は､給食ｾﾝﾀｰ

だけの問題で市民に受け入れられないと思います｡寧ろ､課題の中の｢食習慣の形成｣は､家庭との緊密

な連携を大切にし､指標の見直しをすれば､筋が通ると思います｡ 

 

((((会長会長会長会長))))    

 ありがとうございます｡他のご意見は､いかがでしょうか｡ 

 確かにP3｢2 現状と課題｣の記載内容のﾚﾍﾞﾙが､3つ目だけ焦点化されていますが､この内容について

は､｢施策の基本方針(3)｣で｢施策項目 1-2 項目 2｣に該当するものなので､｢学校づくり｣についての一

般的な文章｢施策1-2｣がこの前にあって､｢特に｣と結べば望ましいﾚﾍﾞﾙと思います｡ 

 

((((委員委員委員委員))))    

 食習慣の乱れや生活習慣の乱れ等の子ども達に関わる様々な問題は､家庭環境に起因するものが多

く見られる訳で､食習慣の形成や安全教育など､家庭や地域と緊密に連携して取り組む事が､必要では

ないかという思いです｡ 

 

((((教育総務課総務係長教育総務課総務係長教育総務課総務係長教育総務課総務係長))))    

 今のご意見を反映するよう文章を変更し､議会委員会への報告後､次回会議に示したいと思います｡ 
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((((会長会長会長会長))))    

 P3｢1 施策の基本方針(3)｣にある様に､この部分を生かして謳った上で､｢食習慣の形成｣に焦点をあ

てればと思います｡ 

 他の点でいかがでしょうか｡ 

 

((((委員委員委員委員))))    

 P4｢3 施策の項目･内容｣の｢施策1-2項目 1｣の冒頭に｢地域に開かれた学校づくり｣ですが､具体的に

どんな施策で進められるのでしょうか｡ 

 

((((教育教育教育教育総務課総務課総務課総務課長長長長))))    

 各学校にでは､ｺﾐｭﾆﾃｨｽｸｰﾙとして学校運営に地域の方のご協力をいただいています｡ｺﾐｭﾆﾃｨｽｸｰﾙに

は､学校運営委員や評議員も含まれる学校もあります｡ 

 

((((会長会長会長会長))))    

 意外とｺﾐｭﾆﾃｨｽｸｰﾙの姿は､一般の方達には知られていないのかも知れません｡校長先生方にお話い

ただければと思います｡ 

 

((((委員委員委員委員))))    

 千曲型ｺﾐｭﾆﾃｨｽｸｰﾙという容で進めていますが､運営委員さんに学習指導にご協力いただき､一般的

な作業や給食のｻﾎﾟｰﾄなど､各学校で工夫されています｡先程､お話のあった様に､評議委員会が今後無

くなり運営委員会の中で評価をしながら､その核になる人たちが集まり､地域に開かれた学校を目指

して進んでいます｡ 

 

((((委員委員委員委員)))) 

 地域の方たちが学校運営に入っていただく事で､担任の先生とは違った視点で､気付かれる事もあ

ると思います｡地域の方たちのご意見を伺う機会もあるのでしょうか｡ 

 

((((委員委員委員委員))))    

 お手伝いいただける場面に応じて､お聞きしていますので､共有しながら進めて行きたいと思いま

す｡ 

 

((((委員委員委員委員)))) 

 付け加えですが､｢学校運営協議会｣は文科省型の中に制度としてありますが､千曲型では学校運営

委員会として､学校評議員を運営委員に加えて､先程のご意見の様に子ども達の様子などの情報交換

等､それが､学校評価に繋がります｡先日､うちの学校でも最後の学校評議員会を開催し､沢山のご意見

をいただいて､学校運営に携わっていただいています。 

 

((((会長会長会長会長))))    

 文中の｢開かれた｣という言葉が一般的過ぎで､例えば｢地域の力を活かし､学校と地域が相互に育み

あう学校づくり｣という様に噛み砕かれた方が､少しは見える様になると思います｡ 

 

((((委員委員委員委員)))) 

 勿論､評議員や運営委員だけではなく､頻繁にご協力をいただいている地域の方からも､子ども達の

様子をお聞きし､情報交換するのも一番身近な事と思います｡ 

 

((((副会長副会長副会長副会長))))    

 P4｢3 施策の項目･内容｣の中で､｢進めます｡｣｢推進します｡｣｢図ります｡｣｢検討します｡｣｢努めます｡｣

で文末を締めていますが､その内､｢検討します｡｣｢努めます｡｣は､｢課題として認識しますが､列記して
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おきます｡｣と､捉えてしまいます｡それは､あっても良いとは思いますが､羅列し謳われているので､分

けて謳う方が､｢なお､こういう課題が残っている｡｣と読み取れる様になると思います｡ 

 

((((委員委員委員委員)))) 

 同様ですが､民間企業では､企画文章で｢推進します｡｣｢図ります｡｣｢検討します｡｣など､先ず使われ

ません｡この辺､項目によって強弱あるとは思いますが､表現を変えたほうが良いと思います｡ 

 

((((会長会長会長会長))))    

 前回､同様のお話をさせていただいたと記憶しています｡事務局からは､色々の理由からできない部

分があると説明があった気が致します｡ 

 

((((教育教育教育教育総務課総務課総務課総務課長長長長)))) 

 先ほどの｢地域に開かれた学校｣へのご意見につきましては､先程､会長さん発言のとおり､分りやす

い表記に変えられればと考えます｡それから､｢図ります｣｢推進します｣｢進めます｣の表記ですが､最初

の会議で会長から同様のご意見がありましたが､基本計画につきましては､第二次総合計画で謳われ

ている内容で､統一した表現となっていますので､変えられない状況です｡教育ﾋﾞｼﾞｮﾝにつきましては､

会長からの指摘がありましたので､変えさせていただきました｡ 

 

((((会長会長会長会長))))    

 今､ご指摘があった様に､現在､こういう文章は受け入れられなくなっています｡また､総合計画へ申

し送っていただければと思います｡ 

 

((((教育教育教育教育総務課長総務課長総務課長総務課長)))) 

 5年毎に見直しがありますので､対応させていただければと思います｡ 

 

((((会長会長会長会長))))    

 他にございますか｡ 

 次の P8 からの｢基本目標Ⅰ｣の｢Ⅰ-2｣について､お気付きの点等ございましたら､お願いいたしま

す｡ 

 

 では､表現的なものですが､｢Ⅰ-1｣と｢Ⅰ-2｣を比べていただくと､｢Ⅰ-2｣ではｺﾞｼｸｯｸで｢生涯学習｣｢ｽ

ﾎﾟｰﾂ｣｢文化芸術｣と記載されていますが､これは総合計画の縛りでしょうか｡ 

 

((((教育教育教育教育総務課総務課総務課総務課長長長長)))) 

 そうです｡担当課を表現してます｡ 

 

((((会会会会長長長長)))) 

 公式な文章ですので､できれば横並びで作られた方が構造的にもよろしいと思います｡ 

 

((((委員委員委員委員))))    

 P8｢2 現状と課題｣のｽﾎﾟｰﾂの部分で､文中に｢交流人口増加策の観点｣とありますが､交流とはどんな

ものなのか､お聞きします｡ 

 

((((ｽﾎﾟｰﾂｽﾎﾟｰﾂｽﾎﾟｰﾂｽﾎﾟｰﾂ振興振興振興振興課長課長課長課長)))) 

 具体的にはｳｫﾘｱｰｽﾞに関係するものとなりますが､県内でもﾌﾟﾛｽﾎﾟｰﾂ等が盛んになっている状況で､

その観戦での交流｡また､大学や高校の合宿などがあります｡ 
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((((委員委員委員委員)))) 

 更埴体育館は新しくなりましたが､ここでいう｢老朽化｣は､戸倉や勤労者体育館を指しているので

しょうか｡ 

 

((((ｽﾎﾟｰﾂｽﾎﾟｰﾂｽﾎﾟｰﾂｽﾎﾟｰﾂ振興振興振興振興課長課長課長課長))))    

 戸倉体育館は 50年近く経っており､他の体育館も経年劣化が激しい状況です｡ 

 

((((会長会長会長会長))))    

 ｢交流人口｣という言い方はするのでしょうか｡先程の｢開かれた学校｣も学校教育の方言で､学校関

係者には直ぐ分るのですが､市民の方には分り難いというご指摘がありましたので､噛み砕いた表現

ができるならば望ましい｡ｾｸｼｮﾝでの言葉使いが固定化してしまうので､｢何々などの交流人口｣とする

とｲﾒｰｼﾞが湧きます｡ 

 他の点でいかがでしょうか｡ 

 

((((幹事幹事幹事幹事))))    

 内容的には良いのですが､ｶﾀｶﾅ表記が多くなると､全角と半角の混在が気になります｡それから､市

民の方が見るときに態様をﾍﾟｰｼﾞ表記したら分りやすいと思います｡ 

 

((((教育総務課長教育総務課長教育総務課長教育総務課長))))    

 ｶﾀｶﾅの全角と半角の混在は､統一させていただきます｡態様のﾍﾟｰｼﾞ表記につきましては､基本計画

等で態様にﾍﾟｰｼﾞが記載される例が無いので､検討させていただきます｡ 

 

((((会長会長会長会長))))    

 将来的な事ですが､今後､PDF で配信され､検索が可能になった場合､全角･半角の区分けから検索が

効く･効かないにあたる可能性がありますので､読んでいただく方の利便性に配慮しながら､検討願い

ます｡ 

 他の点でいかがでしょうか｡ 

 

((((委員委員委員委員))))    

 P8一番下の文章に｢市民との協働による管理運営｣とありますが､現段階でどの程度進んでいるのか｡

例えば､長野市の柳原公民館は､ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝに管理を委託して､鍵の貸出などを行っています｡千曲市で

は､私の知っている限り無いように思いますが､どんな方策でやるのか具体的にお聞きしたい｡ 

 

((((ｽﾎﾟｰﾂｽﾎﾟｰﾂｽﾎﾟｰﾂｽﾎﾟｰﾂ振興課長振興課長振興課長振興課長))))    

 学校施設夜間使用の鍵管理は､近隣の皆さんにお願いしています｡ﾏﾚｯﾄｺﾞﾙﾌ場は､利用者の団体に整

備も併せお願いしています｡ 

 

((((委員委員委員委員)))) 

 今後も拡げていくのでしょうか｡ 

 

((((ｽﾎﾟｰﾂｽﾎﾟｰﾂｽﾎﾟｰﾂｽﾎﾟｰﾂ振興課長振興課長振興課長振興課長)))) 

 主に屋外施設については､できるだけ利用団体にお願いしていく考えです｡昨年､台風被害の後の整

備についても､地元の利用団体にご協力いただきました｡ 

 

((((委員委員委員委員)))) 

 例えば､ｽﾎﾟｰﾂ協会はことぶきｱﾘｰﾅの指定管理を行っています｡それ以外にも､東部体育館､勤労者体

育館等それに附随する施設の指定管理も行っています｡こうした事も､市民ｻｲﾄﾞで管理していく事と

捉えています｡ 



 6

((((会長会長会長会長))))    

 他の点でよろしいでしょうか｡ 

 P11｢4 指標など達成すべき見通し｣の目標値が将来的に首を絞める事になるので､くれぐれも無理

をされない様に､また､目標値の妥当性について我々には判断し難いので､ゆっくりとした成長の方が

持続可能である事は当然の事ですので､振り返っていただければと思います｡ 

 

((((教育総務課長教育総務課長教育総務課長教育総務課長))))    

 貴重なご意見と思います｡総合計画に載っている数字でして､事務局としても数値的なものにつき

ましては厳しいところもあります｡総合計画については､教育振興基本計画の目標年度と 2 年ほど違

いますが下回る数値は出せませんので､苦労しながら設定しました｡今後､反映できればと考えます｡ 

 

((((会長会長会長会長)))) 

 それでは､次のｾｸｼｮﾝに進みます｡P13からの｢基本目標Ⅰ｣の｢Ⅰ-3｣について､いかがでしょうか｡ 

 

((((委員委員委員委員))))    

 このｾｸｼｮﾝに限らず､具体例が必要と思われる文章があると思います｡また､多少ﾕﾆｰｸでもｵﾘｼﾞﾅﾘﾃｨ

が欲しいと思います｡ 

 

((((教育総務課長教育総務課長教育総務課長教育総務課長))))    

 この基本計画につきましては､総合計画から教育部門を抜粋したもので､内容的には変えられない

現状です｡基本計画に載っている内容で足りない部分につきましては､それぞれの個別計画で具体的

に反映する様に考えます｡ 

 

((((会長会長会長会長)))) 

 国の計画では､こうした細かい文章意外に必ず概要版という､所謂､ﾎﾟﾝﾁ絵を作ります｡今のご指摘

された部分というのは､一般市民や議員もこの概要版をご覧になって､全体像を掴んで大事な部分に

ついて計画本文を参照する様な工夫が必要と感じます｡ 

 それとP13｢3 施策の項目･内容｣施策3-1だけ主語が｢子ども達や地域の方｣になっていますので､｢外

国の伝統や文化､習慣を理解する活動を推進する｣が正しいと思いますので､検討してください｡ 

 

((((委員委員委員委員))))    

 前にもお話しましたが､課題にある様に｢共に暮らしやすい地域社会をつくる｣観点から､この辺を

大事にする考えである時に､｢4 指標など達成すべき見通し｣に千曲万博の参加者数のみではなく､他

の観点の指標も入れるべきと考えます｡例えば､日本語教室に参加する人数などを指標に加えてみて

はどうでしょうか｡ 

 また､NPO法人国際交流協会がありますので､計画策定の際に入ってもらえれば良いと思います｡ 

 

((((会長会長会長会長)))) 

 日本語に関しては､地域にとって重要な課題です。 

 

((((教育総務課長教育総務課長教育総務課長教育総務課長)))) 

 これから外国籍労働者が増える事から､国の施策としてもありますので､外国人労働者の子どもへ

の教育支援等､今後､重要になってくると考えています｡各学校での対応の前に､その子どもの日本語

の理解力に応じた､母国語の堪能な支援員の配置等､個別の対応を図っていきたいと考えます｡ 

 

((((委員委員委員委員))))    

 P13｢3 施策の項目･内容｣施策 3-2 項目 2｢外国籍市民への支援｣は､子ども達だけでなく大人も含め

てと思いますが､その相談支援体制などの現状をお聞きしたい｡ 
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((((教育指導幹教育指導幹教育指導幹教育指導幹))))    

 外国籍児童を見ている立場ですが､現在､中国､韓国､ﾍﾞﾄﾅﾑから来た児童個々に日本語指導が必要か

判断し､国際交流協会等と相談しながら講師を探し対応しています｡頻繁にという訳には行きません

が､曜日と時間を決めて対応しています｡ 

 

((((会長会長会長会長))))    

 ｢Ⅰ-3 国際性豊かな人とまちをつくる｣に関しては､他に比べると充実していかなければならない

だろうと思います｡参考に､栃木県上三川町では日産やﾎﾝﾀﾞの工場があり､大勢の労働者が海外から来

ている所は､色んな具体的施策を打ち出されていますので､他市町村の情報収集していただき､今後の

計画に活かしていただければと思います｡ 

 次に､P15からの｢基本目標Ⅱ｣の｢Ⅱ-1｣について､いかがでしょうか｡ 

 

((((幹事幹事幹事幹事))))    

 伝統文化や歴史ですが､P9｢文化芸術｣の 2行目に｢観光資源としての文化｣の文化と文化財とは共通

のものでしょうか｡ 

 

((((教育総務課長教育総務課長教育総務課長教育総務課長))))    

 P9の文化は文化芸術､音楽や絵画などを指していまして､P15は文化財的なものを指しています｡ 

 

((((幹事幹事幹事幹事)))) 

 そうすると､音楽などを観光資源として利用する方針にあるのでしょうか｡伝統文化であれば納得

もいくのですが､腑に落ちません｡ 

 

((((文化課長文化課長文化課長文化課長))))    

 P9｢観光資源としての文化｣とは､大学や高校の合宿ﾌﾟﾗﾝで来た時に文化施設を貸館する位しか行っ

ていませんが､現在､観光局で計画しているﾂｱｰで文化会館を利用していただく事も考えています｡ 

 

((((会長会長会長会長))))    

 合宿で大学生や高校生が来て､その時に千曲市の文化と出会う機会を作っているという事でしょう

か｡ 

 

((((文化課長文化課長文化課長文化課長)))) 

 会館を利用していただいて､ｺﾝｻｰﾄなどを開いていただいた時には､文化的な事業となります｡ 

 

((((幹事幹事幹事幹事)))) 

 ｽﾎﾟｰﾂであれば合宿に来ていただく計画がされていると思いますが､この計画に取上げた文化は歴

史とか伝統文化の方が理解しやすのではないかと思います｡ 

 

((((会長会長会長会長)))) 

 P9の文化は寧ろ､歴史文化ではないかという事ですね｡ 

 

((((幹事幹事幹事幹事)))) 

 歴史文化とか伝統文化であれば､観光資源として納得できますが､今のお答えでしたら､もう少し加

えていただかなければ､理解できません｡ 

 

((((ｽﾎﾟｰﾂｽﾎﾟｰﾂｽﾎﾟｰﾂｽﾎﾟｰﾂ振興課長振興課長振興課長振興課長))))    

 芸術文化においての観光というのは､音楽的なものは未だありませんが､過去には神楽の発表会を

開催したりしましたが､それが今後に期待するところです｡それ以外に漫画館や蔵し館など他にない
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文化的な施設でこうした施設を観光資源として活かしていきたいという内容です｡ 

 

((((幹事幹事幹事幹事))))    

 ｢ｽﾎﾟｰﾂﾂｰﾘｽﾞﾑ｣の様に｢ｱｰﾄﾂｰﾘｽﾞﾑ｣と記載されていれば内容として分りますが､どうでしょうか｡ 

 

((((教育総務課長教育総務課長教育総務課長教育総務課長))))    

 観光資源の中には､観光局主催の姨捨での俳句大会も含まれると思います｡この様な内容も観光資

源と捉えて表記されているという事で､文化芸術と文化財とは切り離した上で､謳われている現状で

す｡ｱｰﾄﾂｰﾘｽﾞﾑに限定してしまうと語弊もありますので､検討させていただきたいと思います｡ 

 

((((会長会長会長会長))))    

 恐らく､基本目標Ⅰの場合は､人や地域のための手段として書かれています｡基本目標Ⅱでは､文化

財自体をどう守っていくかがﾒｲﾝﾃで書かれています｡そんな意味で整理していただくと良いと思いま

す｡ 

 それでは､P18からの｢基本目標Ⅱ｣の｢Ⅱ-2｣について､いかがでしょうか｡ 

 よろしいでしょうか｡ 

それでは､会議事項(2)の｢千曲っ子教育ﾋﾞｼﾞｮﾝ(案)｣について､ご説明願います｡ 

 

((((教育教育教育教育総務課総務課総務課総務課長長長長))))    

 － 会議事項(2)｢千曲っ子教育ﾋﾞｼﾞｮﾝ(案)について｣､説明 － 

 

((((会長会長会長会長)))) 

 前回の委員会を踏まえて､構造がはっきりした様に思います｡ 

 先ずは､P4からの｢基本施策1｣について､お気付きの点をお願いします｡ 

 こちらは､先ほどに比べると自由度があります｡ 

 

((((委員委員委員委員))))    

 P5｢施策項目1-3｣ｶになると思いますが､現在､一番話題性のある｢働き方改革｣について､時間外勤務

を減らせば良いという事ではなくて､働き方改革が子ども達の成長にﾌﾟﾗｽになり､教職員も健康でし

っかりと教育活動ができるという事が働き方改革に繋がって､それが､牽いては子ども達の教育に繋

がるという事を表記願いしたい｡ 

 

((((会長会長会長会長))))    

 言葉自体P11｢1-3｣ｶに載っていますが､先ほども申し上げましたが､教育関係者の方言で、我々はそ

れで､色々な事を背景で知っていますが､一般の方はそこまでご存じないと思います｡この働き方改革

というものをどれだけ具体的に伝わるのか､心配しながら読んでいましたので､委員さんのご意見に

同意いたします｡ 

 

((((教育総務課長教育総務課長教育総務課長教育総務課長))))    

 P11 ｶの主な取り組みの内容に載せてありますとおりと考えています｡ 

 

((((会長会長会長会長)))) 

 この具体的な部分は奥が深く､信大附属中学校では部活動指導を先生方の手から切り離して､完全

民間委託に動いています｡理由がありまして､大学の教員は公務員ではないので､企業と同じで勤務時

間を越えた場合､超過勤務手当てを大学が支払います｡今までの様に働いていただくと､何千万も掛か

ってしまいます｡ 

 恐らく､部活動の対策は具体的に執られていますよね｡ 
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((((教育総務課長教育総務課長教育総務課長教育総務課長))))    

 来年度から補助金を使いながら､部活動指導員を外部から各中学校 1 名ずつで進めています｡その

具体的な内容につきましては載せてありませんが､実施計画にて働き方改革の一つとして位置付けて､

載せてあります｡ 

 

((((会長会長会長会長))))    

 今､教育学部を卒業して､教員を目指す学生が激減しています｡今年の教員採用試験を受ける人数は

100人減りました｡何とか食い止めたいとは思っていますが､学生の保護者の方が非常に警戒をしてい

る状況です｡ 

 働き方改革の点は､具体的に詰めていただけるという事ですので､他の点でいかがでしょうか｡ 

 

((((委員委員委員委員))))    

 P10 ｸにある｢SOSの出し方教室｣しか困っている子ども達を助ける文言が無いように感じますが､具

体的な施策を盛り込めないのでしょうか｡ 

 

((((教育総務課長教育総務課長教育総務課長教育総務課長)))) 

 不登校児童生徒につきましては､対策委員会があり新たな不登校児童生徒を出さない事を目標に進 

めています｡｢SOSの出し方教室｣は､今年からﾓﾃﾞﾙ校1校で実施しています｡やはり､予防･早期発見･早

期対応などが必要でありますので､自らが発信できる様に教室を設けています｡これができる様にな

ると､相談体制やきめ細やかな支援ができるようになると考え､謳っています｡ 

 

((((会長会長会長会長))))    

 学校では､それ以外の取り組みも行われていると思います｡｢SOSの出し方教室の｣と載せていますが､

｢これだけやるのかな｣と感じますので､｢SOSの出し方教室等の｣とされた方が良いのではと思います｡ 

 他にはいかがでしょうか｡ 

 

((((委員委員委員委員))))    

 不登校にも色んなﾊﾟﾀｰﾝがありますので､原因が｢友達との関係｣というのは､そんなにありません｡

その子自身が集団に馴染めなかったりする場合が多いと感じます｡そこで大事になるのが中間教室や

保健室です｡その役割は教室や学校に行けない子が､その教室に通い適応指導員等の指導のもとで､教

室に通える様にしていきます｡予防的な対応にはなりませんが､中間教室の充実等も謳えれば良いと

考えます｡ 

 

((((委員委員委員委員))))    

 P8 ｶに｢子どもたちの発達の段階に応じたｷｬﾘｱ教育｣とありますが､具体的な内容をお聞きしたい｡ 

 

((((教育総務課長教育総務課長教育総務課長教育総務課長))))    

 この｢発達段階に応じた｣とは､幼児､児童､生徒とその内容を変えながら､例えば中学では職場体験

を実施し､社会の中での自分の役割を学習します｡ 

 

((((会長会長会長会長))))    

 現在は､幼稚園から社会に出るまでをﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝと比喩され､発達段階で漏れが無い様に､どの様に育

てていくのか､学校教育では｢主体的で深い学び｣と言われ､この｢主体的｣というのが､子ども達が｢ｷｬﾘ

ｱ｣を意識しているのが､｢主体的｣と説明されています｡非常に重要な事です｡ 

 他の点でどうぞ｡ 

 

((((副会長副会長副会長副会長))))    

 私は中学校時代の同じ学級に発達障がいの子がいまして､学級担任はその子を常にｸﾗｽの中心に置
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いていました｡その 3 年間で他の学級と全く違う歴史を作り､半世紀以上前の話ですが､学級の結束力

が高く､未だに同級会を欠かさず行っています｡ 

 P9｢1-2｣は､｢教える側｣と｢教えられる側｣の 2 者と映ります｡子ども達がお互いに｢育ち合う｣｢学び

合う｣視点が読み取れる場面があればと考えます｡ 

 

((((教育総務課長教育総務課長教育総務課長教育総務課長))))    

 私の小さい頃も仲間から学ぶという事も多かった様に思います｡その辺を捉え文章に載せられるか

どうか､検討させていただきたいと思います｡お話にあった様に､障がいを持つ子どもの副学籍制度が 

ありまして､養護学校等に籍を置く児童が母校にも籍を置いて､交流を図る目的で作られた制度もあ

ります｡ 

 

((((会長会長会長会長))))    

 委員が指摘されたのは､ｲﾝｸﾙｰｼﾌﾞな教育で､50年前のその様な事例をお聞きし､大変驚いてしまいま

した｡今は逆にできなくなってきていて､特別支援との境を取り払おうとしていますので､そういう意

味では非常に先進的なご指摘と思いますので､是非､どちらかに入れていただけると良いと考えます｡ 

 合理的な配慮も重視されていますので､今まで特別支援学校に通っていたお子さんが､普通教室に

居られる様な対応をすべきという国の指針で､長野県もその方向で研究を深めています｡ 

 他の視点からどうぞ｡ 

 

((((委員委員委員委員))))    

 ICT教育の充実で､千曲市教育情報化計画に沿っていくと盛り込んでいただきました｡ 

 P1｢3｣現状と課題の中段に､CRTや NRTを使った分析や QUも千曲市の場合は取り組んでいると伺っ

ていましたが､文章中に入れていただきたいと思います｡ 

 

((((教育総務課長教育総務課長教育総務課長教育総務課長))))    

 P1は現状という事でありますので､入れる方向で検討させていただきたいと思います｡ 

 

((((会長会長会長会長))))    

 他にはいかがでしょうか｡ 

 直ぐにという事ではありませんが､P9の指標に学力調査の結果をこれからもお使いになる様でした

ら､ご存知の様に来年から AB 問題が無くなって融合されていきます｡来年は英語､再来年は理科と AB

に戻る事はありませんので､これから B問題だけになると指標として使いづらくなる可能性がありま

す｡これは､毎年順位が変動する件がでてきますので､指標としていかがなものかという専門科の中の

理解です｡元々､背比べに使う道具ではなく､授業改善に使うものですので､市町村で指標として使わ

なくなる事が望ましいですが､学力調査による結果を指標に継続して使われる危険性を含んでおいて

いただきたい｡ 

 提案は､予算が必要となりますが､例えば､飯山市や須坂市はﾍﾞﾈｯｾの学力調査を入れて､小 2 から中

3まで年2回実施しています｡一定の予算が掛かりますので､議員さんのご理解を得られなければなり

ませんのが､こちらの方が指標としては安定して､非常に重要なｴﾋﾞﾃﾞﾝｽが得られるので､検討事項の

中に入れていただければと思います｡ 

 それでは､P13からの｢基本施策2｣について､お気付きの点をお願いします｡ 

 

((((幹事幹事幹事幹事))))    

 長野県型､千曲市型などのｺﾐｭﾆﾃｨｽｸｰﾙが出てきますが､実際のところ千曲市が目指しているものは

何なのでしょうか｡ 

私も小学校で評議員やｺﾐｭﾆﾃｨｽｸｰﾙ運営委員や子どもを守る会の会長もさせていただいていますが､

どれもが手探りでその現状に任せながら試行錯誤していますが､皆さん本当に困っていて､それぞれ

にﾏﾆｭｱﾙなどがあれば良いのですが､学校毎にやり方が全然違いますので､検討いただきたい｡ 
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((((教育指導幹教育指導幹教育指導幹教育指導幹))))    

 ｺﾐｭﾆﾃｨｽｸｰﾙの呼び方には､文科型､信州型､千曲型とありまして､文科型を長野県で採用する時に評

議員制度が人事までに影響するのは好ましくないという事で､各学校で行われているﾎﾞﾗﾝﾃｨｱとの協

働的な教育実践を目指す地域支援型を信州型とし､ほとんど信州型と同じですが市内で実施する千曲

型ができたと聞いています｡市の総合教育ｾﾝﾀｰにｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰの先生が精力的に動いて､各学校の特徴が

でる様に推進しています｡これは､ｷｬﾘｱ教育ととても信用性の高いｺﾐｭﾆﾃｨｽｸｰﾙになっていると思いま

す｡ 

 

((((幹事幹事幹事幹事))))    

 各学校の特性が活かされて良い様に感じますが､持続的な活動をしていく上でもﾏﾆｭｱﾙがあると助

かると思います｡ 

 

((((会長会長会長会長))))    

 今のご意見の様に具体的なｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝを作成していく様な事が入っていると､安心して取り組んでい

ただける様になると､持続可能な状況になると思います｡ 

 

((((教育総務課長教育総務課長教育総務課長教育総務課長))))    

 具体的なｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝなど検討させていただきたいと思います｡各学校毎に特色のある現在の活動を妨

げない内容となると難しいとは思いますが､相談しながら進めたいと思います｡ 

 

((((会長会長会長会長)))) 

 他の点でいかがでしょうか｡ 

 それでは次の P17からの｢基本施策3｣について､お気付きの点をお願いします｡ 

 

((((委員委員委員委員))))    

 P17｢現状と課題｣の3つ目ですが､既定の既定になっていますので､見直しを願います｡ 

 

((((幹事幹事幹事幹事))))    

 P17｢現状と課題｣の 1 つ目の文中に､｢親になるための学びの推進｣とありますが分りづらいので､

｢子ども達が将来｣を前に入れていただくと分りやすくなると考えます｡ 

 

((((会長会長会長会長)))) 

 子どもができた親かなと思ってしまうので､これはどちらでしょうか｡ 

 

((((教育総務課長教育総務課長教育総務課長教育総務課長))))    

 その辺を確認させていただきまして､対応いたします｡ 

 

((((副会長副会長副会長副会長))))    

 条例上は､｢子どもが将来親になるため｣という書きぶりではないので､特に､親の躾けの権利が民法

上いかがなものかと議論されていますので､注意していただいた方が良いと思います｡ 

 

((((会長会長会長会長)))) 

 保護者への教育が話題になると思いますのが､現在､学びの機会はあるのでしょうか｡ 

 

((((生涯学習課長生涯学習課長生涯学習課長生涯学習課長))))    

 PTAの会議等で家庭教育などの講演会をしますが､その際の謝礼について補助をしています｡ 
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((((会長会長会長会長)))) 

 学校の中で保護者を対象に学ぶ機会があるという事ですね｡ 

 幼児を対象にﾏｼｭﾏﾛﾃｽﾄ､目の前にﾏｼｭﾏﾛを置いて我慢ができるかどうかというﾃｽﾄで､その子たちが

中学生になると論理的思考力が非常に高いという事を統計的にﾍﾞﾈｯｾが掴んで､今朝ほど報告書が出

ていました｡そういった情報を保護者の方が受け取る機会が必要と思います｡先生が子どもと向き合

う機会は基本ですけれども､保護者の理解がないと前に進めない事が多いので､PTAの会議などで情報

提供する機会があればと思いました｡ 

 

((((副会長副会長副会長副会長))))    

 生涯学習課長が答弁した内容は､地域でも行われています｡毎年､人権教育研修という事で､今年は

教育事務所の先生をお招きして､地域の大人に対して家庭内での人権教育のあり方も併せて行ってい

ます｡親として子どもにどう接するか､広い意味での学びは行っていませんが､ﾈｯﾄによる人権侵害の

問題など学びの場を設けています｡ 

 

((((教育総務課長教育総務課長教育総務課長教育総務課長)))) 

 人権の研修会では､全区で実施したとの報告がありました｡県下でも珍しいという事でした｡ 

 

((((会長会長会長会長)))) 

 他の点でいかがでしょうか｡ 

 

((((副会長副会長副会長副会長))))    

 始まる際に､議会に報告するとの事でしたが､ここまで審議会で議論してきて､次回には答申(案)と

いう状況で、議会に諮るのか､報告なのか、どちらでしょうか｡ 

 

((((教育総務課長教育総務課長教育総務課長教育総務課長))))    

 報告です｡ 

 

((((副会長副会長副会長副会長)))) 

 議会で報告した際に注文等付けられて､課題等もでてくるのではないかと危惧していますが､審議

会の答申を受けてという事で､理解していただけるのでしょうか｡ 

 

((((教育総務課長教育総務課長教育総務課長教育総務課長)))) 

 議会所管委員会への報告ですので､文言の直し等あるかもしれませんが､他には無いと思います｡ 

 また､10 年計画の中で具体的に記載されていませんので､説明をする中でご理解をいただく予定で

す｡ 

 

((((会長会長会長会長)))) 

 それでは､(3)その他の①次回の日程について､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 － 

○ 第 5回 3月11日(月)午前9:30から 戸倉庁舎 4階 会議室 2 

 

((((教育総務課長教育総務課長教育総務課長教育総務課長))))    

 ありがとうございました｡その他でございますか｡ 

 以上をもちまして､第 4 回委員会を閉じせていただきます｡委員の皆さま､ありがとうございました｡

本日は､ご苦労様でした｡ 


