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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3333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)1月18日(金)午前9時30分から午前11時17分 

 
２２２２    場場場場    所所所所     

千曲市役所戸倉庁舎 会議室3 

 
３３３３    会議日程会議日程会議日程会議日程 

     １ 開会 

  ２ 教育部長あいさつ 

  ３ 会議事項 

４ 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骨子(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､寺澤孝一幹事､田島仁幹事､塩野入崇委員､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 

  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､ 

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))))    

    おはようございます。定刻になりましたので､これより､第3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､丑丸明英委員さん欠席という事で､前回会議で連絡いただいています｡ 

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､千曲市教育委員会教育部長より､あいさつを申し上げます｡ 

 

((((教育教育教育教育部部部部長長長長))))    

 皆さん､おはようございます｡そして､あらためまして､明けまして、おめでとうございます。 

本日は､年初めのお忙しい中､第3回会議にご出席をいただき､誠にありがとうございます｡ 

 昨年の12月17日に開催いたしました､第2回の会議では､基本計画並びに教育ﾋﾞｼﾞｮﾝの骨子素案に
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ついて､貴重なご意見等をいただき､本当にありがとうございました｡本日は､お手元の資料にもあり

ます様に､第二次教育振興計画(案)､千曲っ子教育ﾋﾞｼﾞｮﾝ(案)について､ご説明を申し上げますので､

色々なご意見･ご提言などいただければと思います｡ 

以上､簡単ではございますが､ごあいさつとさせていただきます｡本日は､よろしくお願いいたしま

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））））    

 それでは､さっそく会議事項に入ります。 

 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｡寒い中､ご苦労さまです｡これからの時間を有意義なものに

したいと思いますので､ご協力をお願いいたします｡ 

それでは､会議事項(1)の｢第二次教育振興基本計画(案)｣と､会議事項(2)の｢千曲っ子教育ﾋﾞｼﾞｮﾝ

(案)｣が､会議事項となっていますので､会議事項(1)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｡それぞれの部分については､ご質問を受けて説明をいただくという

事ですね｡ 

 それでは､教育振興基本計画(案)について､気付かれた点等ございましたら､お願いいたします｡ 

 

((((幹事幹事幹事幹事)))) 

 内容につきましては､全体的に煮詰って見やすくなったと思います｡細かい所は､それぞれの個別計

画に盛り込まれるので､初見で文字がびっしりでは､誰も見てくれませんので､もう少し文字が大きく

ても見やすくなって良いのではと感じます｡ 

 

((((会長会長会長会長))))    

 色々と工夫をしていただいて､ありがとうございます｡整理整頓が大分されていると感じ､見やすく

なっていると思います｡他はいかがでしょうか｡ 

 

((((副会長副会長副会長副会長))))    

 全体的な印象は､ご意見にあったとおりと思います｡例えば､P5施策 1-3 項目 2 の中にある｢補導活

動従事者｣とは､どの様な人を指しているのか｡｢非行の誘引となる恐れのある社会環境｣とは､どうい

う物を指しているのか｡｢子どもの居場所づくり事業｣は､具体的にどういう物を指しているのかなど､

説明が必要な部分があると思います｡ 

P11｢5 各主体に期待される主な役割｣は､分りやすい項目の立て方で､説明する側としては､より説

明しやすいし､受止める側としても分りやすいと思いますが､｢事業への積極的な市民参加を｣という

内容でしょうが､参加できる市民の層と参加したくてもできない層があり､経済的に困窮している場

合や身体的な事情等､ｽﾎﾟｰﾂや芸術の分野に参加したくてもできない市民もいますので､どの様に配慮

するのかの記述があればと思います｡ 

P15 以降の歴史文化について､私自身は､歴史的な遺産や文化財を大切にする事は貴重で､受け継い

で行かなければならないと思います｡地域では､御柱祭の木遣り保存会で練習しています｡また､水上

布奈山神社では､礼拝活動など文化的な側面を持ちながらも､神事という宗教的な色合いも含めて､地

域には残されている訳です｡基本的に後世に伝えていく事を前提にしながらも､あくまで文化財であ
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るとか文化的遺産という様な観点を前面に出しながら､憲法第 20 条の宗教と行政の誤解を与えない

様な書きぶりがあっても良いのではと感じます｡P18も同様です｡ 

 

((((会長会長会長会長))))    

 ありがとうございます｡宗教の自由も含まれますので､お願いします｡ 

 

((((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))))    

 内容につきまして､ご指摘をいただいたところです｡P5につきましては､｢社会環境･子どもの居場所

づくり｣につきましては､担当課と相談しながら解説を入れるかどうか確認します｡それから､｢積極的

な市民参加｣について配慮をという事ですが､どの様に記述するのか検討させていただきたいと考え

ています｡伝統的な文化の継承につきましては､文化財の担当から説明いたします｡ 

 

((((会長会長会長会長))))    

 お願いします｡ 

 

((((歴史文化財歴史文化財歴史文化財歴史文化財ｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰ文化財係主任文化財係主任文化財係主任文化財係主任))))    

 ご指摘のありました伝統文化の関係ですが､確かに神事につきましては宗教行事ですので、政教分

離という問題が常に絡んできます｡神事等の宗教行事につきましては､文化財に指定されているもの

は､積極的に守るための取り組みをしていく訳ですが､それだけでは地域の伝統行事を守っていけな

いという昨今の事情もありますので､文化庁でも基本構想の中で文化財を指定する､しないに関わら

ず､指定文化財の下に文化財の指定までは行かない準文化財的なものを設けて進めていく方針が示さ

れ、P16にも有ります様に今年度から3ヵ年をかけて､歴史文化基本構想を策定する中で､検討する考

えです｡P18の｢雨宮の神事芸能｣は､教育委員会が来年度より3ヵ年で作成を検討しているところです

が､国との折衝により採択される様であれば､実施する予定です｡ 

 

((((会長会長会長会長))))    

 ありがとうございます｡他にいかがでしょうか｡ 

 

((((委員委員委員委員))))    

 気になっていますのが､各施策にある｢6 指標など達成すべき見通し｣について､特に最初の P7で P5

の｢4 達成方針実現の姿｣との関連性が見えない､｢達成方針実現の姿｣から｢達成すべき見通し｣に追加

する事項や見直しが必要な事項がある様に思える｡P14の｢達成すべき見通し｣は､1 項目だけで良いの

か｡意見として言わせていただきました｡ 

 

((((会長会長会長会長))))    

 ありがとうございます｡ 

 

((((教育教育教育教育総務課総務課総務課総務課長長長長))))    

 P7の｢6 指標など達成すべき見通し｣につきましてはご指摘のとおりで､前回もお話をさせていただ

きましたが､指標として数字化できる様なものがあれば載せられるのですが､ご指摘の内容が数字目

標としてそぐわない部分もあり､教育振興基本計画の中ではこのままお願いしまして､交通事故の件

数などは､個別計画である｢千曲っ子教育ﾋﾞｼﾞｮﾝ｣で載せられる様でしたら検討させていただきたいと

思います｡もう一点の国際交流につきましても、担当課にて検討させていただきたいと思いますが､

基本的にはこの内容でお願いし､個別計画での対応とさせていただきたいと考えます｡  

 

((((会長会長会長会長))))    

 ありがとうございます｡ 

 関連して､｢4 達成方針実現の姿｣と｢6 指標など達成すべき見通し｣との態様関係が分りやすくる工
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夫は必要と考えます｡例えば､指標になりづらいものも勿論あると思いますが､指標となっているもの

もありますので､｢4 達成方針実現の姿｣の項目がどの指標に対応するのか､｢6 指標など達成すべき見

通し｣の表に加える事で､構想的に創り直されても良いと考えますので､ご検討ください｡ 

 他にいかがでしょうか｡ 

 

((((委員委員委員委員))))    

 P3｢2 現状と課題｣にある｢食育の推進｣に加え､個人的な意見ですが、充分に食事の取れない子ども

への対応を盛り込んでいただきたい｡ 

P4の3行目に｢外国語教育の充実と自国文化や異国文化への理解を深めます｣とありますが､この中

に｢言葉の理解を深めるための教育｣を加えて､以降の内容のも同様に､千曲市では力を入れてやって

いただきたい｡ 

P4の1行目に｢小中一貫教育に関して調査研究を進めます｣とありますが､具体的にどの様な事でし

ょうか｡ 

P4の項目 2の一番下に｢副学籍｣とありますが､現在どの様な活動をされていますか｡ 

P4 項目 3 に｢県立中高一環校｣というのは､屋代高等学校附属中学校と思いますが､中高の連携をど

の様に進めていくのでしょうか｡ 

P4項目 3の一番下に｢教職員に対する教育環境整備｣とは､具体的にはどういう事でしょうか｡ 

 

((((教育総務課教育総務課教育総務課教育総務課長長長長))))    

 P3｢2 現状と課題｣にある｢食育の推進｣に充分に食事が取れない子どもへの対応という事ですが､行

政での対応が難しい状況で､子どもの居場所づくりという事で対応している所もあると伺っています

が､この内容につきましては､このまま記載させていただきたいと考えます｡ 

P4 の 1 行目に｢小中一貫教育に関して｣ですが､将来に向けて小中一貫も視野に入れて､先進地等の

状況を調査し研究を進めていくという内容です｡ 

P4の3行目に｢外国語教育の充実｣につきましては､個別計画である｢千曲っ子教育ﾋﾞｼﾞｮﾝ｣で謳わし

ていただければと考えます｡ 

P4項目3に｢県立中高一環校｣につきましては､屋代高等学校附属中学校の関係ですが､その後の｢県

立高等学校｣とは屋代南高等学校で､その存続等を県に働きかけます｡ 

P4 項目 3 の一番下に｢教職員に対する教育環境整備｣は､具体的には働き方改革の関係で､環境整備

を進めるという内容です｡ 

P4の項目 2の一番下に｢副学籍｣の関係ですが､今年度は14名で取り組んでいるところです｡ 

 

((((委員委員委員委員))))    

 ｢充分に食事の取れない子ども｣への対応を､教育の面からも取り組んでいただきたいと要望してお

きます｡ 

 P4 項目 3 に｢高等教育機関の誘致｣とありますが､全国的に学生数が減少する中､近隣の大学との連

携等は考えられると思いますが､是非、進めてもらいたい｡ 

 P5施策1-3項目3に｢地域の伝統文化や歴史的遺産に触れ､学ぶ環境づくりを図ります｣とあります

が､環境づくりのほかに参加も含めてもらいたい｡ 

 P8｢2 現状と課題｣生涯学習の中に図書館ｼｽﾃﾑとありますが､家庭用のﾊﾟｿｺﾝから蔵書の検索はでき

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))))    

 昨年の10月にｼｽﾃﾑを入れ替えまして､家庭からの接続も可能と聞いています｡ 

 

((((委員委員委員委員))))    

 P9の2行目｢地域の伝統芸能｣の他に､｢古典芸能｣例えば､謡曲や詩吟､踊り､琴､三味線などがありま

すが､同様に高齢化による後継者不足により継承が課題となっていますので､｢古典芸能｣も含めても
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らいたい｡ 

 P10施策2-3項目 2に文化施設の使用料金について､減免できるような施策をお願いしたい｡ 

 P13施策3-1にも､外国語の教育も含めてお願いしたい｡ 

 

((((教育教育教育教育総務課総務課総務課総務課長長長長))))    

 P5施策1-3項目 3 ､P9の2行目につきましては､所管で検討させていただきます｡ 

 P10施策2-3項目 2につきましては､個別計画の検討の際にお願いいたします｡ 

 P13施策3-1につきましては､広い視野での国際感覚が大切となりますので､当然含まれていると認

識していますので､P14｢5 各主体に期待される主な役割｣の学校に記載されています様に､この中で行

います｡ 

 

((((委員委員委員委員))))    

 外国語の教育については、できれば､言葉で残していただき､実践してもらいたい｡ 

 

((((教育総務課長教育総務課長教育総務課長教育総務課長)))) 

 ご指摘の内容は理解しますが､個別計画である｢千曲っ子教育ﾋﾞｼﾞｮﾝ｣の中に謳われておりますので､

後程説明させていただきます｡ 

 

((((会長会長会長会長))))    

 ありがとうございました｡他の点でいかがでしょうか｡ 

 

((((委員委員委員委員)))) 

 P5一番上項目 2｢食育･学校給食による望ましい食習慣の形成｣で､前回も申し上げましたが､子ども

達と一緒に､保護者ではなく協力していただける市民の方々が､給食を一緒に食べる機会があれば､そ

れを通して､子ども達の変化に気付きやすくなり､いじめ等の問題にも早く対応できると思います｡ 

 P5施策 1-3 項目 2 に｢有害環境を防止する市民運動｣とありますが､私とすれば､有害環境全てを防

止する事は難しいと思います｡保護する立場の大人が､一生護りきれるものではないと思いますので､

子どもの時から､危険なものや法に触れるものが何なのか､判断できる様に生きる力を育める工夫を

考えていただきたいと思います｡子どもの時から身に付いていれば､大人になっても､何処に行っても､

役立つと思います｡仮に防げたとしても､生涯の生活を考えると生きる力を持てる子ども､人を育てて

いく事が大事だと思います｡ 

 

((((教育教育教育教育総務課総務課総務課総務課長長長長)))) 

 貴重なご意見､ありがとうございます｡食育の関係で､基本計画はこの様な文言ですが､千曲っ子教

育ﾋﾞｼﾞｮﾝ｢基本施策 2 家庭･地域が一体となった学校｣中､｢今後の施策の展開｣2-2 ｱに｢保護者等を対

象とした試食会などを通じ､食育への理解を深める活動を推進します｣という形で謳わせていただい

ています｡また､学校給食だけでは難しい面もありますので､家庭との連携を持つ中で食生活の改善等

を進めて行きたいと考えます｡それから､ご指摘のとおり、有害環境を排除するだけではない事も最も

で､こちらにつきましても千曲っ子教育ﾋﾞｼﾞｮﾝP7｢今後の施策の向上｣1-1｢基礎学力の向上｣ｱに謳わせ

ていただいていますので､よろしくお願いいたします｡ 

 

((((会長会長会長会長))))    

 ｢有害環境｣という言葉は､避けた方がいいと思います｡ｲﾝﾀｰﾈｯﾄやｽﾏｰﾄﾎﾝでは｢有害ｻｲﾄ｣という言い

方をして､ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ等を特定して｢有害だ｣と聞こえますので､気をつけてお使いになった方が良いと思

います｡｢有害ｻｲﾄ｣というと出会い系などを指しますので､調べていただいてお使いいただければと思

います｡ 

 他の点でいかがでしょうか｡ 
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全体的なところでよろしいでしょうか｡先ほど申し上げましたが､P8｢Ⅰ-2 学びや芸術･ｽﾎﾟｰﾂを通

じ人と地域の魅力を高める｣の｢2 現状と課題｣が｢生涯学習｣､｢ｽﾎﾟｰﾂ｣､｢文化芸術｣とｺﾝﾊﾟｸﾄに整理さ

れていて､その 3 つでそれ以降の｢施策の項目･内容｣や｢達成方針実現の姿｣まで整備されています｡ど

の様に作られたのか存じ上げませんが､施策から現状と課題を整備されたのかと思います｡一方､P3

｢Ⅰ-1 子どもがのびやかに育ち､生きる力を育む環境をつくる｣は､総じて分りづらく､読む側からし

ますと､前段の様に現状と課題の構成を整理してみると､仕組みが分りやすくなるのではと考えます｡ 

私からの提案は､恐らく項目はこのままでも良いと思いますが､｢施策の基本方針｣というのは､どち

らかというとﾊﾞｯｸｸﾞﾗｳﾝﾄﾞで哲学の部分だと思います｡勿論､そこから課題が出てくる訳ですが､課題

は施策と対応する様に整備されると､読み易いと思います｡そうでないと､課題が一般的なものなので､

なぜ､この施策が出てくるのか分らなくなると思います｡もう一つが､施策がP3からP5に1-1から1-3

までありますが､この施策と指標との態様がつくと思いますので､例えば､P7｢不登校児童の割合｣でし

たら施策1-1項目2という様に､全体的な仕組みが見える様な形に整備されたら､いかがかと思います｡

こういう振興計画というのは､本来､行政と市民との約束事と思いますので､市民の方にとって分り易

くする必要がありますので､今の様な仕組みを､できれば､見開きの｢3 計画の構想体系｣がどの様に作

られているかという事の説明を入れていただくと､市民の方が読み易くなると思います｡ 

 ご不明な点があれば､後ほど聞いていただければ､お答えします｡ 

 

((((教育教育教育教育総務課長総務課長総務課長総務課長)))) 

 後程､ご確認をさせていただき､検討したいと思います｡ 

 

((((会長会長会長会長))))    

 市民の方に仕組みが理解しやすい様に､整備されていけばという助言です｡ 

 この後､｢千曲っ子教育ﾋﾞｼﾞｮﾝ｣もありますので､そこでも触れていただければと思います｡ 

 それでは､次の｢千曲っ子教育ﾋﾞｼﾞｮﾝ(案)について｣の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)))) 

 － 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)))) 

 ありがとうございました｡先程よりも､具体的な事柄が書かれていますので､引き続き､お願いいた

します｡いかがでしょうか｡ 

 

((((委員委員委員委員))))    

 P5 施策項目 1-1｢基礎学力の向上｣の中で､家庭学習の充実に力を入れていくという様に感じます｡

｢今後の施策の展開｣の中でも､家庭学習の習慣化を謳っていますが､達成目標には入っていません｡こ

れは､基礎学力の定着度に含まれているのでしょうが､基礎学力と同時に､子ども達の日常における学

習習慣の形成も大事にしていくならば､学力･学習状況調査の中で､家庭学習の状況も分かるはずです

ので､数値化する事も可能と思います｡重点的に推し進めるならば､達成目標などにも謳う様な設定の

仕方が必要と考えます｡ 

 

((((会長会長会長会長)))) 

 先程のご意見の様に､｢施策と達成目標の関係を明確にした方が良いのではないか｡｣というご意見

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)))) 

 ご意見､ありがとうございます｡内容につきましては､全国学力･学習状況調査でも家庭学習の状況

という質問項目がありますので､そちらも載せていく方向で検討させていただきたいと思います｡ 
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((((会会会会長長長長)))) 

 他の点でよろしいでしょうか｡ 

 

((((副会長副会長副会長副会長))))    

 事前に配布された第一次後期の千曲っ子教育ﾋﾞｼﾞｮﾝと読み比べると､ほぼ同様の内容と思います｡ 

という事は､後期 5 か年計画の達成が成されなかったから､第二次前期の千曲っ子教育ﾋﾞｼﾞｮﾝのﾍﾞｰｽ

として位置付けられている､という理解でよろしいのでしょうか｡ 

 

((((教育総務課長教育総務課長教育総務課長教育総務課長)))) 

 ご指摘のとおり､内容は全て一緒ではありませんが､ﾍﾞｰｽとして作り方は一緒です｡達成できていな

いからという訳ではなく､教育環境につきましては､行政の他部門とは違い､教育自体は継続的に行わ

れるという事では､変わりのあるものではないと考えます｡教育環境の中でも変わった点等につきま

しては､表現の方法などにより変えております｡ 

 

((((副会長副会長副会長副会長)))) 

 確かに､急変するものではありませんので､その通りと思います｡具体的に前向きに語句を変えてい

るところは確認できます｡ 

 お聞きしたいのが､P9 主な取り組みｸの不登校への対応で､｢SOS の出し方教室｣とありますが､新し

い事業なのか､具体的に説明願います｡ 

 P10 主な取り組みｶに｢教職員の働き方改革｣が新たに加わりましたが､先程の説明で理解できまし

た｡ 

 P12今後の施策の展開2-1主な取り組みｱの｢ｺﾐｭﾆﾃｨｽｸｰﾙの充実｣､その下のｲ｢学校評価｣に関して､先

程､評価する組織名の変更を予定している様ですが､評価結果の公表を謳っていますが､この意味する

ところをご説明願います｡ 

 P13 達成目標中､｢学校運営協議会｣と｢評議員制度｣を変えるという事ですが､具体的に説明願いま

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))))    

 ｢SOSの出し方教室｣につきましては､子ども達自身がSOSをいかに他の人に伝えられるのか､という

内容につきまして､これは新しい事業で､SOSの出し方についての教室を本年度から屋代中楽校で始ま

ったところです｡今後､継続して進めていく予定です｡ 

｢学校評価｣と｢評議員制度｣についてですが､本年度､各学校全てで｢学校運営委員会｣ができました｡

学校評価等に携わる評議員さんも学校運営委員会の中にﾒﾝﾊﾞｰとして入られている現状でして､両方

に携わるのであれば､評議員会を廃止して学校運営委員会一本でとの考えから､評価やｺﾐｭﾆﾃｨｽｸｰﾙ等

を含めて､進めて行きたいと考えております｡ 

 

((((会長会長会長会長))))    

 ありがとうございました｡他の点でいかがでしょうか｡ 

 私の方から､内容ではなく整理の仕方についてですが､P4基本施策1で視点が3つ置かれていて､視

点がなぜ大切なのか説明がされています｡次の現状と課題のところも､視点毎に各段落が作られてい

ると思いますが､今のところ施策との対応をつけていただいていますが､P5 の施策項目には視点その

ものがきていますので､現状と課題の部分をもう少し工夫されると良いと感じます｡視点で見て､施策

で対応付けをして､達成目標を組むという､全体的な構造をそれぞれの基本施策で一貫する様にする

と分り易くなると思います｡基本施策 2 の視点がなぜ大切なのかの説明の書き振りが違いますので､

統一していただければ､読み易くなるのではと思います｡よろしくお願いします｡ 

 

((((委員委員委員委員))))    

 P1 計画の期間で､平成31年度(2019 年度)を初年度に平成35年度(2023 年度)を目標とするとあり
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ますが､西暦での記載とした方が良いと思います｡ 

 

((((教育総務課長教育総務課長教育総務課長教育総務課長))))    

 教育振興基本計画も併せて､西暦での記載が良いのかも含めまして､両方で併記させていただきま

した｡他の計画でもそうですが､併記することで分り易くしてはいます｡ 

 確認のうえ､対応いたします｡ 

 

((((会長会長会長会長))))    

 ﾀｲﾐﾝｸﾞの問題もあったと思います｡他の点でいかがでしょうか｡ 

 私の方から最後に､基本計画とﾋﾞｼﾞｮﾝを通じて､それぞれの文末で､｢努める｣や｢図る｣という言葉が

散見されます｡勇気を持って｢推進します｣と書かれている部分もありますが､｢努める｣や｢図る｣です

と､｢その気がある｣という言葉で終わってしまうので､本来は計画を立てたという事を言わなければ

ならないと思いますので､やはり実行したかどうか責任の負えるところは､可能な範囲で踏み込んで

謳っていただきたい｡ 

 

((((教育総務課長教育総務課長教育総務課長教育総務課長))))    

 その点につきまして､千曲っ子教育ﾋﾞｼﾞｮﾝにつきましては教育総務課での計画で､極力｢努める｣｢図

る｣を使わずに｢推進する｣｢進める｣と直させていただきましたが､教育振興基本計画につきましては､

千曲市の総合計画に謳われている内容となり､連携がとれなくなりますので､意図的に直してありま

せん｡ 

 

((((会長会長会長会長))))    

 大分､2つのﾄｰﾝが違いましたので､千曲っ子教育ﾋﾞｼﾞｮﾝでは､例えば､P12今後の施策の展開2-1 ｱに

｢ｺﾐｭﾆﾃｨｽｸｰﾙの充実を図ります｣とありますが､この｢充実｣というのは､現在の状態より少しでも良く

なれば｢充実｣なので､｢図る｣必要はないと思います｡こういう所から､少し検討していただければと思

います｡よろしくお願いいたします｡ 

 続きまして､次回日程について､ご相談をさせて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    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 － 

○ 第 4回 2月26日(火)午前9:30から 戸倉創造館 3階 小ﾎｰﾙ 

○ 第 5回 3月11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｡その他でございますか｡ 

 以上をもちまして､第 3 回委員会を閉じせていただきます｡委員の皆さん､事務局の皆さま､ありが

とうございました｡また､引き続きよろしくお願いいたします｡本日は､ご苦労様でした｡ 


