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平成 30年度第 5回千曲市教育振興基本計画策定委員会 

並び千曲市教育振興審議会会議録(要約) 

 
１ 日 時 

平成 31年(2019)3月 11日(月)午前 9時 30分から午前 10時 30分 

 

２ 場 所  

戸倉庁舎 4階 会議室 2 

 

３ 会議日程 

  １ 開会 

  ２ 教育部長あいさつ 

  ３ 会議事項 

４ 教育長あいさつ 

５ 閉会 

 

４ 会議事項 

  (1) 第二次教育振興基本計画(案)並びに千曲っ子教育ﾋﾞｼﾞｮﾝ(案)の答申について 

  (2) その他 

 

５ 出席者 

○委 員 

宮﨑樹夫会長､塩野入崇委員､丑丸明英委員､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､滝沢祐子委員 

 

○事務局 

  赤地憲一教育長､上條優教育部長､米澤修一教育指導幹､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､ 

小野紀男歴史文化財ｾﾝﾀｰ文化財係長､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 5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､もの降りの中お集まりいただき､ありがとうございます｡君島一宇副会長､寺澤孝一幹事さん､

田島仁幹事さんが欠席という事で､連絡いただいていますので､ご報告をいたします｡ 

 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ます｡ 

 

(上條優教育部長) 

 おはようございます｡本日は､第 5 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

議会という事で､お忙しい中､また､雨の振る中､ご出席いただきありがとうございます｡ 

 本委員会も5回目という事で､皆さまには4回に渡って貴重なご意見･ご提言をいただき､また､内容

につきましては細かな部分まで､しっかりとﾁｪｯｸいただきまして､本当にありがとうございました｡最

後の委員会という事で､それらの意見も踏まえ､また､先週､議会総務文教常任委員会にも報告をする
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中で､いただいた意見なども反映させながら､最終案という事でお示ししていますので､内容等再度ﾁｪ

ｯｸしていただいて､色んなご意見をいただければと思います｡以上､簡単ですが本日はよろしくお願い

いたします｡ 

 

(教育総務課長) 

 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｡ 

 

 (会長) 

 それでは委員の皆さん､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｡

本日は､第 5 回という事ですので､議会でのご意見も踏まえて､また､お気付きの点等､全体的な事でも

結構ですので､是非とも貴重なご意見をお願いいたします｡ 

 今､ご説明がありましたけれども､議会等でのご意見とか修正箇所等について､説明願います｡ 

 

(教育総務課長) 

 － 会議事項(1)｢第二次教育振興基本計画(案)並びに千曲っ子教育ﾋﾞｼﾞｮﾝ(案)の答申について｣､

説明 － 

 

(会長) 

 はい､ありがとうございました｡前回のご提案も踏まえ､また､読み返していただいて､お気付きの点

もあるかもしれませんので､全体的に出していただければと思っています｡ 

 はじめに､千曲っ子教育ﾋﾞｼﾞｮﾝ(案)からお願いいたします｡いかがでしょうか｡ 

 P10 ｷ 2 つ目の○ｲﾝｸﾙｰｼﾌﾞ教育体制は､捉え様によっては､色々な子ども達を受け入れる事を目指す

宣言なので､段階的な体制の現状をお聞かせください｡ 

 

(教育総務課総務係長) 

 現在､個々に問題を抱えるお子さんについては､支援員を配置して対応しています｡判定会議では､

特別支援学級が良いのか特別支援学校が良いのか判断し､該当しない場合でも対応しています｡ 

 特別支援学校に通うお子さんにつきましても､副学籍で対応可能な場合は対応しています｡ 

 

(教育指導幹) 

 補足ですが､細かな配慮ですが､言葉で分りづらい子どもの場合には絵やｶｰﾄﾞで示したりする事も

全てｲﾝｸﾙｰｼﾌﾞ教育と考えます｡また､黒板に書く場合も分りやすい様に､ﾁｮｰｸの色も配慮しています｡

体制的には､LD等通級教室が戸倉小と戸上中にあり､ことばの教室が屋代中に配置されています｡その

様な教室に通いながら障がいを克服して､学級に戻り一緒に勉強できる様にしています｡ 

 

(会長) 

 ｲﾝｸﾙｰｼﾌﾞ教育は､学校が将来の社会の形だという原点に戻っていると思います｡これは､10 年 20 年

と掛かるものですので､文科省がﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ校を設定して動いているはずですので､そうした情報を収

集していただければ良いと思います｡今､ご説明があった内容は勿論､既に ICT にｼﾌﾄしてﾀﾌﾞﾚｯﾄ等で､

LDや色弱などに対応する事が始まっていると聞いていますので､情報収集をお願いします｡ 

 

(教育指導幹) 

 ﾀﾌﾞﾚｯﾄによる支援も始まっています｡ 

 

(会長) 

 他の点でいかがでしょうか｡ 
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(委員) 

 P5施策項目1-2｢ｳ 道徳教育の充実｣｢ｴ 人権教育の充実｣は連動していると思われますが､P6施策の

方向性 1-2(2)に全教職員対象の研修会は、教職員のみ対象でしょうか。 

 

(教育総務課長) 

 新しく道徳が教科化され､こちらに謳った内容は教科化に伴いまして､職員全員で統一した認識を

持つという事が目的の一つです｡道徳教育と人権教育を切り離すという事ではなく､教職員だけが研

修するという訳でもありません｡ 

 

(委員) 

 以前に教職員だけでは､中々対応ができないので外部の方たちを迎えてできないか提案いたしまし

たが､予算の関係もあるので考えられないでしょうか｡ 

 

(教育総務課長) 

 その点につきましても､前回､回答しましたとおり､予算的にではなく､現在はｺﾐｭﾆﾃｨｽｸｰﾙで地域の

方に入っていただいておりますので､全体的に道徳の時間に入っていただいたり､道徳だけの先生を

呼ぶと謝礼が発生しますので､それも含めて来年度は予算がありませんので､平成 32 年度以降に必要

だという事であれば､予算化をしながら考えていきたいと思います｡ 

 

(委員) 

 予算が無くても､ﾎｰﾑﾙｰﾑの時間に身近な問題を話し合ったりする事も道徳や人権教育につながると

思います｡現在､学校で行われているのか分かりませんが､予算も掛けずに比較的容易にはじめられる

と思います｡ 

 

(委員) 

 P6 施策の方向性 1-2(2)の関係で､委員がお話しされた事は､当然､学校あるいは地域を含めながら

進める事ですが､特別な教科道徳の授業の充実という意味ですので､そこを分かり易く置き換えてい

ただければ､明確になると思います｡ 

 

(会長) 

 恐らく､施策項目 1-2 ｳはご説明があった様に､新たに教科となります｡そうすると､先生方はその評

価も付けなければならないという､非常に大きな課題もありますが､ｳは正式名称で｢特別な教科 道

徳｣とﾌｫｰｶｽを当てる様なものにして､質問があった人権教育というのは､もっと広い部分ですので､予

算が無くてもできる事は是非､進めていただければと思います｡ 

 

(委員) 

 授業は､｢特別な教科 道徳｣として､日常の中で取り入れられる機会はあると思いますので､並行し

て考えていただき､千曲っ子らしい教育ができると思います｡ 

 

(委員) 

 ご意見は良く分かりますが､人権教育は道徳の中にもあり､人間性の育成や人権感覚を磨くとか､

色々な意味があります｡道徳の中でも当然人権教育もあります｡あるいは､各教科の中にも人権に関わ

る事が沢山でてきまして､うちの学校では､例えば､交流教育や福祉教育で障がいのある方と交流して､

理解を深め学べるので､施策の方向性1-2(3)にも関わってきます｡道徳は､あくまでも教科として計画

があって､人権教育については､広く学校教育の中で地域の方や福祉施設の方とか高齢者を招いて､皆

で学ぶそういう体制をとっていくと､広く人権教育につながって行くと考えます。道徳だけでなく人

権教育で学校教育全体を通して学ぶことは､市内のどこの学校でもやっている事と思います｡ 

 



 4 

(委員) 

 語句について細かい事ですが､｢千曲っ子教育ﾋﾞｼﾞｮﾝ｣P1 の中程に QU の表記の前に｢学級適用｣とあ

りますが､｢学級適応｣の誤りではないでしょうか｡ 

 

(会長) 

 ご指摘のとおりです｡ 

 

(委員) 

 同様に語句の事ですが､P1の 2行目の｢千曲っこ｣は｢千曲っ子｣で､お願いします。 

 

(委員) 

 同様に語句の件です｡一部｢子ども｣を｢子供｣と感じが使われていますので､置換していただきたい。 

 

(委員) 

 良くまとまり､見易くなって大変嬉しく思います｡今後の見通しという事で説明願いたいのですが､

5年後の見直しを考えるとP7｢今後の施策の展開｣1-1 ｱにある全国学力･学習状況調査結果を分析して､

学習指導の充実と改善に努めるとありますが､全国学調は今後どうなるのか｡もう 1 点は､P18 中程に

あるｽﾏｰﾄﾌｫﾝについては､この通りと思いますが､最近､ある都道府県では､災害等の対策のために学校

への持ち込みを許可するという様な報道がされていましたが､市としての見通しについて､説明願い

ます｡ 

 

(教育総務課長) 

 全国学力･学習状況調査について､前回に会長さんよりお話がありましたが､現在､A 調査･B 調査と

別れていますが､今後は B 調査に移行していくとの事で､内容的には基礎力だけを見ていくのではな

く､応用的なものになっていくという事ですが､何に調査結果が使われているかというと､学校におい

ての指導の仕方の検証が主です｡成績の良し悪しが問題でなく､授業のやり方の検証です｡今後､その

調査自体が代わってしまうと､どういう対応をとって､全国学調が良いのか悪いのか､他の調査が良い

のか､検討が必要と考えます｡ 

 ｽﾏｰﾄﾌｫﾝの関係ですが､時代の流れで持ち込みを許可する様になると､それが､果して良いものかど

うか今のところ検証されていません｡機能的に居場所が特定できたりしますので､そういう点では､登

下校時は良い様な点もあったり､常時持っている事が本当に良いのかは､議論が必要と思いますので､

学校等と相談しながら進めたいと考えます｡ 

 

(会長) 

 他の点で､いかがでしょうか｡確認ですが､P5施策項目1-2 ｳは､教科に限定するという事でよろしい

でしょうか｡ 

 

(教育総務課長) 

 はい｡ 

 

(会長) 

 ｢特別な教科 道徳｣教育の充実という形にして､併せてP6施策の方向性1-2(2)も道徳に時間と広く

なってしまっていますので､その教科の充実だという事を謳っていただければと思います｡それ以外

の他の教科や学校生活の中でもやっていますが､それは全て画で受け止めて進めていただければと思

います｡よろしくお願いします｡ 

 

 続きまして､｢第二次千曲市教育振興基本計画(案)｣について､今ご意見のあった点も踏まえて､出し

ていただければと思います｡いかがでしょうか｡ 
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 早速ですが､P5 下から 4 行目に｢地域の力を生かし｣となっていますが､｢地域の力を活かし｣ではな

いでしょうか｡もし､両方の意味をお考えでしたらひらがなの方が良いと思います｡ 

 

(教育総務課長) 

 はい｡ 

 

(会長) 

 P5施策 1-1項目 2の 3つ目の●も先ほどと同様ですね｡ 

 

(委員) 

 戻りますが､｢千曲っ子教育ﾋﾞｼﾞｮﾝ｣P4の現状と課題とP10主な取り組みの一番下に｢SOSの出し方教

室｣とありますが､SOS というのは様々な形があって､子ども達が発信していても先生方が受け止めな

ければそれまでで､子ども達は諦めてしまう｡出し方だけでなく受け方も必要ではないでしょうか｡先

生方には､受ける感性を養ってもらいたいと思います｡ 

 

(会長) 

 ｢SOS の出し方｣という言葉では､不十分というご指摘ですね｡｢SOS の出し方教室｣というのは､ここ

ではじめて聞きましたので､定着している言葉なのでしょうか｡知っている範囲では､不審者等に襲わ

れた際に､叫ぶ練習をするとかは見た事があります｡そういうものとは違いますよね。 

 

(教育総務課長) 

 実は､今年度から県のﾓﾃﾞﾙ校として｢SOSの出し方教室｣を実施していまして､襲われた時のSOSでは

なく､早く言うと親等からの暴力も含めての内容で､子ども達に対しての｢SOSの出し方｣となります｡ 

委員さんご指摘の通りで､受け取る側が受け取れなければ､問題解決になって行かないので､等とさせ

ていただいています｡ 

 

(委員) 

 それだったら｢受け方｣と文章で入れた方が分かり易いと思います｡ 

 

(会長) 

 ﾓﾃﾞﾙ校の様子を教えていただけますか｡ 

 

(教育総務課学校教育係長) 

 ｢SOSの出し方教室｣という言い方ですが､県の教室名をそのまま謳いましたので､大きくは｢受け方｣

も入っていますが､県の教室名をそのまま謳っています｡ 

 

(会長) 

 長野県は､｢SOS の出し方に関する教育｣としています｡どうも全国的にやっている様です｡言葉が選

べませんが､主に自殺に対するものですね｡ 

 

(委員) 

 説明を聞けば分かりますが､この文面では理解できないので､具体的な表記があればと思いますし､

長野県の方針がそうなっているのなら､折角これを作りますので､具体的に入れたらどうでしょうか｡ 

 

(教育総務課長) 

 それでは､文章的に｢受け方｣を加えるという事で､進めます｡ 
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(会長) 

 私も勉強していますが､自分の身を守る｢SOS｣や色々なところで｢SOS｣がありますので､こちらは内

面的な自殺等に限定したものですが､あえて表に出していないのでしょうか｡誤解を受けないために､

例えば｢自殺予防のための｣と入れると刺激的過ぎるという事なのでしょうか｡ 

 

(教育総務課長) 

 県では､自殺予防という事ですが､現在､報道等で問題となっている｢家庭から｣であったり､そうい

うものも含めて入れた方が良いという事で､会長さんご指摘の身を守るものも含めて､千曲っ子教育

ﾋﾞｼﾞｮﾝは 5 年計画ですので､色んな面を含め謳わせていただき､今後､色んな面で対応できればと思い

ます｡ 

 

(会長) 

 ご提案のあった｢出し方｣と｢受け止め方｣という事で､表記いただければと思います｡ 

 他の点でいかがでしょうか｡ 

 

(委員) 

 P17 項目 4｢文化財調査の推進｣の一つ目の●文末に､｢指定文化財として登録･保護｣とありますが､

国や県指定の文言と違うと思いますので､｢文化財指定･保護活用｣とされた方が良いと思います｡登録

は､唯一国での登録であって､多くの方は疑問も持たないと思いますが､専門的な見地から、登録はあ

えて落とした方が良いと思います｡ 

 

(会長) 

 ありがとうございます｡登録する主体は国ですよね｡ここでは図れない内容ですね｡ 

 

(委員) 

 市が登録を申請しないと国では登録しませんが､文化財の指定や保護活用は市ができます｡ 

 

(教育総務課長) 

 ｢指定文化財として保護･活用を図ります｡｣との表記でよろしいでしょうか｡ 

 

(委員) 

 市が主体ですので､その方が収まると思います｡ 

 

(会長) 

 ありがとうございました｡ 

 

(教育総務課長) 

 語句の訂正をお願いします｡P18｢4 指標など達成すべき見通し｣表中指標名の一番下､｢入管(場)｣と

ありますが､｢入館(場)｣に訂正願います｡ 

 

(会長) 

 最終的な校正をする際に､どうしても落ちがありますので､留意願います｡ 

 

(教育総務課長) 

 申し訳ございません｡予算的には､印刷の予算しかありませんので､再度､見直します｡ 

 

(会長) 

 他はいかがでしょうか｡大分､ﾌｫｰｶｽも合ってきたと思いますし､特に市民の皆さんに分かる様にす
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(教育総務課長) 

 前回､会長さんよりご指摘のありました､ﾎﾞﾘｭｰﾑ的に見難いのでﾀﾞｲｼﾞｪｽﾄ版ですが､現在のところそ

の計画はありませんが､検討しﾀﾞｲｼﾞｪｽﾄ版を作成できればと考えます｡ 

 

(会長) 

 今の時代ですから､市のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞから PDFでﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ可能になるのでしょうか｡ 

 

(教育総務課長) 

 現在行われている会議の資料等も同様にUPされていますので､正式に決定された後にUP予定です｡ 

 

(会長) 

 現在は､ほとんどその時に概要版が付いた状態で公開されていますので､それを考えてみて､例えば､

千曲っ子ﾋﾞｼﾞｮﾝ体系図の中で､具体的な施策までは出せないと思いますが､基本施策までの仕組みが

つかめる様に作成いただければ良いと思います｡ 

 

(教育総務課長) 

 事務局でもそんな話をしていまして､具体的な施策が主となりますが､上位計画の内容が無いと分

かりませんので､その部分も含めて作ったらどうかと考えています｡ 

 

(会長) 

 余計な事ですが､最近は新入社員の教育でﾏﾆｭｱﾙがﾏﾝｶﾞになっていまして､ﾏﾝｶﾞﾒｿｯﾄという言葉が有

る位で､伝えるために何を使うかという点で､文字だけでおってもらうには限界があるので､色んな工

夫をしていただければと思います｡ 

 それでは､よろしいでしょうか｡ 

 

(教育総務課長) 

 最後になりますが､本日の内容で修正させていたき､皆さんにお配りしてあります様な答申書(案)

ですが､最終的な文面につきましては､会長さんと事務局に一任いただければと思いますので､よろし

くお願いします｡ 

 

(会長) 

 はい､ありがとうございます｡私と事務局で進めさせていただきたいと思います｡ 

 その他について､何かございますか｡ 

 

(教育総務課総務係長) 

 今後の予定ですが､策定委員会は本日をもって終了となりますが､審議会は年度終了後に教育委員

会事務の点検及び評価について､担当をしていただきたいと考えています｡ 

 なお､委員さんの中で､校長先生や職員を除く他の委員の皆さんにつきましては､今月中に一括して

謝礼をお支払いいたしますので､含みおき願います｡ 

 

(会長) 

 4月以降の日程について､これからという事ですね｡ 

 

(教育総務課総務係長) 

 はい｡旧年度の締めが 5 月末で､それから決算に入り､その際には旧年度の事務報告もまとまります｡

それから､内部評価を行ったうえで､審議会でご意見をいただく事になりますので､早くても 7･8 月頃

となる予定です｡ 
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(会長) 

 ありがとうございます｡その折も今回の様な視点で､評価内容等を見ていただくという様になりま

すので､引き続き､よろしくお願いします｡ 

 それでは､議事を終了いたします｡ありがとうございました｡ 

 

(教育総務課長) 

 ｽﾑｰｽﾞな進行をいただき､ありがとうございました｡それでは最後に､教育長からお礼のご挨拶をさ

せていただきます｡ 

 

(教育長) 

 一言､御礼を申し述べさせていただきます｡委員長さまはじめ､策定委員の皆さまには､昨年の 11 月

から 5 か月間に渡りまして､基本計画策定のために大変お忙しい中､格別なご指導を賜りました事､心

から厚く御礼申し上げます｡取り分け委員長さまには､この間、信州大学の教育学部長にご就任になら

れ､一層お忙しくなられた状況にも関わらず､引き続きご指導を賜りまして､本当にありがとうござい

ました｡ 

 委員の皆さまには､千曲市総合計画の上に立って､最近の教育を取り巻く情勢､そして､社会背景の

変化を踏まえていただきまして､千曲市の教育が今後の 10 年間に向けて､歩むべき方向を定めていた

だいた訳でございます｡その中で､たまたま本日は､東日本大震災から 8 年が経つ日でございます｡自

然災害の恐ろしさには､その備えの大切さを思う所でございまして､今回も､基本目標の 1 でお示しい

ただいております様に､安全で快適な学校施設の充実につきましては､取り分け用いる所存でござい

ます｡今後､皆さまにお示しいただきました指針に沿って､千曲市の教育の実が上がります様に､教育

委員会として役割を果たす所存でございます｡ 

 今後とも変わらぬご指導をお願い申し上げまして､また､委員皆さまのご健勝の程､お祈り申し上げ

まして､御礼とさせていただきます｡本当にありがとうございました｡ 

 

(教育総務課長) 

 それでは以上をもちまして､第 5 回の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

議会を閉じせていただきます｡今まで､ありがとうございました｡ 


