
 

 

 

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） 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成３０年１１月 

千曲市教育委員会 

 

 

 



 

目 次 

 

 

1 策定の趣旨 ……………………………………………………………………… Ｐ１ 

 

 

2 計画の構想体系 ………………………………………………………………… Ｐ２ 

 

 

3 計画の目指すべき姿 …………………………………………………………… Ｐ４ 

 

 

4 達成の方針、現状と課題、施策の項目 

4-Ⅰ 千曲市教育振興基本計画 ………………………………………………  Ｐ６ 

 

4-Ⅱ 千曲っ子教育ビジョン ………………………………………………… Ｐ１１ 

 

 

5 策定の流れ …………………………………………………………………… Ｐ１５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１ 

 

1 策定の趣旨 

教育振興基本計画並びに千曲っ子教育ビジョン策定の趣旨 

 

 「千曲市教育振興基本計画」は、教育基本法第１７条第２項に「地方公共団体は、前

項（国）の計画を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体における教育の振

興のための施策に関する基本的な計画を定めるよう努めなければならない。」とあり、

「千曲市総合計画」に盛り込んだ教育全般に関わる内容と「千曲市教育大綱」の内容を

踏まえつつ、その後の教育界を取り巻く状況の変化なども加味して、その全体像を表記

し、平成３１年度（2019 年度）を初年度に平成４０年度（2028 年度）を目標年度とす

る１０年間を対象として、第二次となる計画を策定します。 

 また、学校教育に関わる部分を中心とした、個別計画である「千曲っ子教育ビジョン」

は、平成３１年度（2019 年度）を初年度に平成３５年度（2023 年度）目標とする５年

間を対象に基本計画の前期部分として、計画を策定します。 
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歴史文化基本構想歴史文化基本構想歴史文化基本構想歴史文化基本構想････基本計画基本計画基本計画基本計画

【【【【個別計画個別計画個別計画個別計画】】】】

千曲千曲千曲千曲っっっっ子教育子教育子教育子教育ビジョンビジョンビジョンビジョン

生涯学習基本構想生涯学習基本構想生涯学習基本構想生涯学習基本構想････基本計画基本計画基本計画基本計画

スポーツスポーツスポーツスポーツ振興推進計画振興推進計画振興推進計画振興推進計画

文化芸術振興基本計画文化芸術振興基本計画文化芸術振興基本計画文化芸術振興基本計画

伝統行事や民話などを楽しみ、
次代に伝承する

こどもたちみんなが楽しく学べる学校をつくる
基礎学力の向上(総合戦略2-5②)

【【【【基本目標基本目標基本目標基本目標】】】】 【【【【達成方針達成方針達成方針達成方針】】】】

Ⅰ-１(市2-2)

子どもがのびやかに育ち､
生きる力を育む環境をつくる

Ⅰ-２(市2-3)

学びや芸術スポーツを通じ、
人と地域の魅力を高める

Ⅰ-３(市2-5)

国際性豊かな人とまちをつくる

Ⅱ-２(市5-5)

【【【【施策項目施策項目施策項目施策項目】】】】

外国籍市民とともに暮らす地域社会をつくる
異文化理解の推進
外国籍市民への支援

外国の伝統や文化、習慣を理解する

スポーツやレクリエーション活動に親しむまちをつくる

文化財の活用の推進
史跡や史跡公園の整備の推進
史跡等愛護活動の推進

貴重な文化財を守る
文化財の保存･継承
歴史的建造物等保護の推進
文化財保護施設整備の推進
文化財調査の推進

民話･民謡などの調査

基本目標Ⅰ
(市総合計画基本目標２)

安心して子育てができ、
のびやかに育ち学べるまち

Ⅱ-１(市5-1)

輝かしい歴史･
文化的遺産を守り､未来に継ぐ

基本目標Ⅱ
(市総合計画基本目標５)

輝かしい歴史文化や
美しい自然を未来に継ぐまち

スポーツ･レクリエーション施設の整備･充実
中高年が楽しみながら健康になれるスポーツのまちづくり(総合
戦略5-1①②③)

文化芸術活動や芸術鑑賞が活発なまちをつくる
文化芸術活動の支援･充実
文化芸術の創造･発表と鑑賞の場･機会などの充実

国際交流事業の推進
国際交流団体との連携

歴史･文化資源を活かしたまちづくりの推進(総合戦略4-3①②)
文化財保護意識の啓発を進める

生きがいや喜びを味わえる生涯学習環境をつくる
多様な世代の学習活動への支援
生涯学習施設の整備･充実
生きがいづくりと社会参加(総合戦略5-2①③)

スポーツ･レクリエーション活動の振興(総合戦略2-2①､5-1①)

千曲市教育振興基本計画体系図千曲市教育振興基本計画体系図千曲市教育振興基本計画体系図千曲市教育振興基本計画体系図

伝承活動の推進

文化財の研究活動の支援(総合戦略2-4①)

地域の伝統行事を継承する
伝統行事の調査
伝承活動の推進

地域の民話などを伝承する

豊かな心･健やかな体の育成(総合戦略2-5①③)
教育環境の整備･充実(総合戦略2-5②)

学校･家庭･地域等が一体となった学校づくりを進める
信頼される学校づくりの推進(総合戦略2-5①)
食育･学校給食による望ましい食習慣の形成

地域で青少年をはぐくむ風土をつくる
学校･家庭･地域等が連携して取り組む教育
地域ではぐくむ健全な心とからだ
文化･スポーツに親しむ環境の整備

 ２



施策施策施策施策のののの達成方針達成方針達成方針達成方針

【【【【教育大綱教育大綱教育大綱教育大綱】】】】

ア 読書活動の推進
イ 体力の向上
ウ 道徳教育の充実
エ 人権教育の充実
オ 教育相談体制の充実
カ 適切な就学相談支援体制の整備
キ 特別支援教育の充実
ク 不登校問題への対応

ア 文化・スポーツに親しむ環境づくりと文化・スポー
　　ツ活動への参加促進

　学校・家庭・地域等が
　　　　連携して　取り組む教育

ア 家庭や地域の教育力の向上

ア 学校における食育の推進
イ 安全で安心な学校給食の提供

ア 安心・安全を守り､健全に育つ環境づくり
イ ｢居場所づくり｣の整備
ウ 創造性・社会性に富んだ子どもの育成

地域ではぐくむ健全な心とからだ

　食育・学校給食による
　　　　望ましい　食習慣の形成

豊かな心・健やかな体の育成

信頼される学校づくりの推進

千曲千曲千曲千曲っっっっ子教育子教育子教育子教育ビジョンビジョンビジョンビジョン体系図体系図体系図体系図

具体的具体的具体的具体的なななな施策施策施策施策

　他を思いやる心､周りの人々との関
係をよく築いていこうとする心､生命及
び自然を尊重する精神､環境の保全に
寄与する態度､伝統文化を尊重し大切
にしていこうとする姿です｡更にそれら
を育んできた我が国と郷土を愛する態
度、他国を尊重し国際社会の平和と発
展に寄与する姿です｡

　健康な心身とともに､様々な自然的､
社会的環境の中でも困難に負けず､た
くましく生きていける精神と体力を持つ
姿です｡更に、生活する中でのルール
の遵守､地域の中で貢献する心に基づ
き主体的に社会の形成に参画する態
度､また､自分に責任を持ち､地域ととも
に生き､地域のために尽くす姿です｡

　自立･協働･創造に向けた主体的な
学びによって､基礎的な知識及び技能
を身につけ､これをもとに､自己の課題
を解決するために必要な思考力､判断
力､表現力などの能力を高める姿です｡
更に､その能力を応用して様々な課題
や困難に立ち向かい解決していく姿で
す

【【【【千曲千曲千曲千曲っっっっ子子子子ビジョンビジョンビジョンビジョン】】】】
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ア 安全で快適な施設設備の整備
イ 学級編制とそれに伴う教職員配置
ウ 安全教育や危機管理の向上
エ 高等教育機関の誘致
オ 特色を生かした魅力ある高校教育活動の展開
カ 教職員が心身ともに健康で教育活動ができる環境
　　づくり

ア 地域に開かれた学校づくり
イ 評価制度を生かした学校づくり
ウ 犯罪被害から子どもを守るための連携
エ 通学区についての調査研究

ア 知・徳・体のバランスのとれた生きる力の育成
イ 幼保小、小中の連携強化
ウ 教職員の資質向上
エ 国際理解教育の推進
オ ＩＣＴ教育の充実
カ キャリア教育の推進子子子子
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３ 計画の目指すべき姿 

 3333----1111    基本理念基本理念基本理念基本理念    

 

 教育基本法の前文では、「個人の尊厳を重んじ、真理と正義を希求し、公共の精神を尊び、豊

かな人間性と創造性を備えた人間の育成を期するとともに、伝統を継承し、新しい文化の創造を

目指す教育を推進する」ことがうたわれ、また、第３次長野県教育振興基本計画では、基本理念

として「学びの力で未来を拓き、夢を実現する人づくり」とし、信州人は厳しく過酷な自然環境

の中、「学び」の力で未来を切り拓いてきました。その先人たちに倣い、現在、これからの信州

人も「学び」の力で未来を切り拓いて欲しいという願いを込めています。 

 千曲市教育振興基本計画の基本理念は、平成２８年９月に定めた「千曲市教育大綱」の「家庭（オ

ラチ）」も「地域・社会（オラホ）」も「次代を担う子ども（千曲っ子）を育むこと」からはじめる「ひ

とづくり（まちづくり）」からなる「「「「オラチもオラチもオラチもオラチも    オラホもオラホもオラホもオラホも    ちくまっこからはじめるちくまっこからはじめるちくまっこからはじめるちくまっこからはじめる    ひとひとひとひと（（（（まちまちまちまち））））

づくりづくりづくりづくり」」」」を理念とし掲げます。 

 個別計画である、千曲っ子教育ビジョンの基本理念は、第１次ビジョンに掲げた、千曲市教育の目

指す子ども像と具体的な子どもの姿を掲げます。 

 千曲市教育のめざす子ども像「「「「輝輝輝輝きききき、、、、たくましいたくましいたくましいたくましい子子子子どもどもどもども」」」」 

 具体的な子どもの姿「「「「知輝知輝知輝知輝くくくく子子子子どもどもどもども」「」「」「」「心豊心豊心豊心豊かなかなかなかな子子子子どもどもどもども」「」「」「」「健健健健やかなやかなやかなやかな子子子子どもどもどもども」」」」 

 

 3333----2222    基本的基本的基本的基本的なななな目標目標目標目標    

 

第２次千曲市総合計画にある以下の二つを教育振興基本計画の基本的な目標に掲げます。 

 

  ⅠⅠⅠⅠ    安心安心安心安心してしてしてして子育子育子育子育てができてができてができてができ、、、、のびやかにのびやかにのびやかにのびやかに育育育育ちちちち学学学学べるまちべるまちべるまちべるまち    

    将来にわたって、まちの活力を維持するためには、安心して子どもを産み育てられる環

境づくりや、年齢や性別に関わりなく市民自らの個性や能力が発揮できる環境づくりが必

要です。 

    このため、家庭・地域・企業・行政が連携して、若い世代の結婚・出産・子育ての希望

をかなえ、子どもたちが恵まれた自然や歴史風土の中で生きる力を育みながら創造性豊か

に育っていける「千曲っ子からはじめるひと（まち）づくり」を進めます。 

    また、市民だれもが生涯を通じて学び、芸術・文化・スポーツにふれあいながら、個性

と能力を十分発揮して社会の中で活躍できる、個性や価値観を認め合うことができるまち

づくりを進めます。 

 

  ⅡⅡⅡⅡ    輝輝輝輝かしいかしいかしいかしい歴史文化歴史文化歴史文化歴史文化やややや    美美美美しいしいしいしい自然自然自然自然をををを未来未来未来未来にににに継継継継ぐまちぐまちぐまちぐまち    

    本市には、千曲川や冠着山、旧街道の町並み、温泉など豊かな自然や景観をはじめ、姨

捨の棚田、稲荷山重要伝統的建造物群や森将軍塚古墳など多くの歴史的・文化的遺産、さ

らには地域色豊かな食文化・伝統行事など、後世に残したいふるさとの自慢がたくさんあ

ります。 



５ 

 

    このため、これら貴重なふるさとの財産の保全・保存・活用に努め、市民一人ひとりが

その重要性を再認識しながら、次世代に継承し、地域の新たな活力を生み出すまちづくり

を進めます。 

 

 

第２次千曲市総合計画にある以下を千曲っ子教育ビジョンの基本的な目標に掲げます。 

 

  ○○○○    子子子子どもがのびやかにどもがのびやかにどもがのびやかにどもがのびやかに育育育育ちちちち、、、、生生生生きるきるきるきる力力力力をををを育育育育むむむむ環境環境環境環境をつくるをつくるをつくるをつくる    

    加速度的に変化する社会において、自立的に生きるために必要な資質・能力＝知・徳・

体の調和がとれた「生きる力」を育むために、豊かに学べる教育環境の充実を図ります。

また、学校、家庭、地域等の連携による教育力の向上や健全な社会環境づくりに努め、社

会全体で次世代を担う子どもたちを育てます。 
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４ 達成の方針、現状と課題、施策の項目 

 4444----ⅠⅠⅠⅠ 千曲市教育振興基本計画千曲市教育振興基本計画千曲市教育振興基本計画千曲市教育振興基本計画    

 

 ⅠⅠⅠⅠ----１１１１    子子子子どもがのびやかにどもがのびやかにどもがのびやかにどもがのびやかに育育育育ちちちち、、、、生生生生きるきるきるきる力力力力をををを育育育育むむむむ環境環境環境環境をつくるをつくるをつくるをつくる    

 

加速度的に変化する社会において、自立的に生きるために必要な資質・能力＝知・徳・体の

調和がとれた「生きる力」を育むために、豊かに学べる教育環境の充実を図ります。また、学

校、家庭、地域等の連携による教育力の向上や健全な社会環境づくりに努め、社会全体で次世

代を担う子どもたちを育てます。 

 

 現状現状現状現状とととと課題課題課題課題    

        ・・・・ 少子高齢化、グローバル化、情報化や家族形態の変容、社会のつながりの希薄化などの

急激な社会変化の中にあって、社会をたくましく生き抜く力や未来への飛躍を実現する力

をもった人材の養成、学びのセーフティネットの構築、絆づくりと活力あるコミュニティ

の形成が求められています。 

その中にあって、教育の原点であり、すべての教育の出発点である家庭を「家庭教育支

援条例」に基づき支えていくとともに、知・徳・体の調和のとれた「生きる力」をもった

子どもの育成に向けて、学校・家庭・地域等が連携し、「教育大綱」に沿って進めること

が必要です。（（（（施策施策施策施策1111----1111、、、、施策施策施策施策1111----2222、、、、施策施策施策施策1111----3333）））） 

・・・・ 次世代を担う青少年の育成には、学校、家庭など個々の責任を問うだけにとどまらず、

社会全体の責務として「青少年は地域社会が育む」という意識をすべての市民がもつこと

が必要です。（（（（施策施策施策施策1111----2222、、、、施策施策施策施策1111----3333）））） 

・・・・ 欠食や肥満による生活習慣病の予防には、望ましい食習慣の形成を図ることが必要であ

り、家庭や地域と連携し学校教育活動全体で食育を推進することが求められています。（（（（施施施施

策策策策1111----2222）））） 

 

施策施策施策施策1111----1111    子子子子どもたちみんながどもたちみんながどもたちみんながどもたちみんなが楽楽楽楽しくしくしくしく学学学学べるべるべるべる学校学校学校学校をつくるをつくるをつくるをつくる    

   項目項目項目項目1111    基礎学力基礎学力基礎学力基礎学力のののの向上向上向上向上    

   項目項目項目項目2222    豊豊豊豊かなかなかなかな心心心心・・・・健健健健やかなやかなやかなやかな体体体体のののの育成育成育成育成    

   項目項目項目項目3333    教育環境教育環境教育環境教育環境のののの整備整備整備整備・・・・充実充実充実充実    

    

  施策施策施策施策1111----2222    学校学校学校学校・・・・家庭家庭家庭家庭・・・・地域等地域等地域等地域等がががが一体一体一体一体となったとなったとなったとなった学校学校学校学校づくりをづくりをづくりをづくりを進進進進めるめるめるめる 

   項目項目項目項目1111    信頼信頼信頼信頼されるされるされるされる学校学校学校学校づくりのづくりのづくりのづくりの推進推進推進推進    

   項目項目項目項目2222    食育食育食育食育・・・・学校給食学校給食学校給食学校給食によるによるによるによる望望望望ましいましいましいましい食習慣食習慣食習慣食習慣のののの形成形成形成形成    

    

  施策施策施策施策1111----3333    地域地域地域地域でででで青少年青少年青少年青少年をはぐくむをはぐくむをはぐくむをはぐくむ風土風土風土風土をつくるをつくるをつくるをつくる    

   項目項目項目項目1111    学校学校学校学校・・・・家庭家庭家庭家庭・・・・地域等地域等地域等地域等がががが連携連携連携連携をしてをしてをしてをして取取取取りりりり組組組組むむむむ教育教育教育教育    

   項目項目項目項目2222    地域地域地域地域ではぐくむではぐくむではぐくむではぐくむ健全健全健全健全なななな心心心心とからだとからだとからだとからだ    

   項目項目項目項目3333    文化文化文化文化・スポーツに・スポーツに・スポーツに・スポーツに親親親親しむしむしむしむ環境環境環境環境のののの整備整備整備整備    



７ 

 

 ⅠⅠⅠⅠ----２２２２    学学学学びやびやびやびや芸術芸術芸術芸術・スポーツを・スポーツを・スポーツを・スポーツを通通通通じじじじ人人人人とととと地域地域地域地域のののの魅力魅力魅力魅力をををを高高高高めるめるめるめる    

 

  市民が自主的に行う学習活動やスポーツ・レクリエーション活動、文化芸術活動を生涯にわ

たって楽しめる環境の充実・整備を図り、自己の成長・人とのふれあいを通じ、ゆとりや生き

がい、心の豊かさを実感できる地域社会をつくります。 

 

 現状現状現状現状とととと課題課題課題課題    

  生涯学習生涯学習生涯学習生涯学習    

・・・・ 社会構造の変化などによって、複雑化・多様化した社会に対応していくために必要な新

たな知識や技術を身に付けるため、学習する機会の提供や施設の充実が求められています。

（（（（施策施策施策施策2222----1111）））） 

・・・・ 公民館は、生涯学習の拠点として、いつでも、どこでも、だれもが学び、集える場とし

ての役割を担っていることから、市民の自主的な学習活動を育成・支援する必要がありま

す。（（（（施策施策施策施策2222----1111）））） 

・・・・ 図書館は､地域を支える情報拠点として重要な役割を担っていることから、図書館シス

テムの効率的な運用を図るとともに、利用者の拡大に向け、多様なニーズに対応したサー

ビスの向上が求められています。（（（（施策施策施策施策2222----1111）））） 

スポーツスポーツスポーツスポーツ    

・・・・ 自己の健康管理や生きがいづくりを目標にスポーツへの関心が高まっています。誰もが

気軽に参加できる事業の推進が求められています。（（（（施策施策施策施策2222----2222）））） 

・・・・ 人口減少や地域経済縮小の克服に向け、体育館などの大型施設は、スポーツを活かした

交流人口増に寄与することが期待されています。老朽化が進んでいるこれら施設整備にあ

たっては、利用者の要望や利便性のみならず、交流人口増加策の観点も求められています。

（（（（施策施策施策施策2222----2222）））） 

・・・・ 施設の環境整備や各種事業を効果的に推進するため、市民との協働による管理運営が望

まれます。（（（（施策施策施策施策2222----2222）））） 

文化芸術文化芸術文化芸術文化芸術（（（（施策施策施策施策2222----3333））））    

・・・・ 文化施設などの整備・充実や、文化芸術活動に接する機会の増大、文化芸術団体・サー

クル等の育成･支援などが求められています。また、観光資源としての文化を重視したま

ちづくりが期待されています。（（（（施策施策施策施策2222----3333）））） 

・・・・ 文化芸術は、市民、文化芸術団体、企業などが活動の主体となり、新しい発想で地域の

特性を掘り起こし、発展することが期待されていますが、地域の伝統芸能には、高齢化等

による後継者・担い手不足もあり、それら団体等との連携・協働による継承が課題となっ

ています。（（（（施策施策施策施策2222----3333）））） 

 

施策施策施策施策2222----1111    生生生生きがいやきがいやきがいやきがいや喜喜喜喜びをびをびをびを味味味味わえるわえるわえるわえる生涯学習環境生涯学習環境生涯学習環境生涯学習環境をつくるをつくるをつくるをつくる    

   項目項目項目項目1111    多様多様多様多様なななな世代世代世代世代のののの学習活動学習活動学習活動学習活動へのへのへのへの支援支援支援支援    

   項目項目項目項目2222    生涯学習施設生涯学習施設生涯学習施設生涯学習施設のののの整備整備整備整備・・・・充実充実充実充実    

   項目項目項目項目3333    生生生生きがいづくりときがいづくりときがいづくりときがいづくりと社会参加社会参加社会参加社会参加    

    

    



８ 

 

        施策施策施策施策2222----2222    スポーツやレクリエーションスポーツやレクリエーションスポーツやレクリエーションスポーツやレクリエーション活動活動活動活動にににに親親親親しむまちをつくるしむまちをつくるしむまちをつくるしむまちをつくる    

            項目項目項目項目1111    スポーツ・レクリエーションスポーツ・レクリエーションスポーツ・レクリエーションスポーツ・レクリエーション活動活動活動活動のののの振興振興振興振興    

            項目項目項目項目2222    スポーツ・レクリエーションスポーツ・レクリエーションスポーツ・レクリエーションスポーツ・レクリエーション施設施設施設施設のののの整備整備整備整備・・・・充実充実充実充実    

   項目項目項目項目3333    中高年中高年中高年中高年がががが楽楽楽楽しみながらしみながらしみながらしみながら健康健康健康健康になれるスポーツのまちづくりになれるスポーツのまちづくりになれるスポーツのまちづくりになれるスポーツのまちづくり    

    

        施策施策施策施策2222----3333    文化芸術活動文化芸術活動文化芸術活動文化芸術活動やややや芸術鑑賞芸術鑑賞芸術鑑賞芸術鑑賞がががが活発活発活発活発なまちをつくるなまちをつくるなまちをつくるなまちをつくる    

            項目項目項目項目1111    文化芸術活動文化芸術活動文化芸術活動文化芸術活動のののの支援支援支援支援・・・・充実充実充実充実    

            項目項目項目項目2222    文化芸術文化芸術文化芸術文化芸術のののの創造創造創造創造・・・・発表発表発表発表とととと鑑賞鑑賞鑑賞鑑賞のののの場場場場・・・・機会機会機会機会などのなどのなどのなどの充実充実充実充実    

 

 

 ⅠⅠⅠⅠ----３３３３    国際性豊国際性豊国際性豊国際性豊かなかなかなかな人人人人とまちをつくるとまちをつくるとまちをつくるとまちをつくる    

 

国際交流事業などを通じ、外国籍住民と地域住民がお互いの文化や考え方を理解し尊重する

「多文化共生の社会」をつくります。 

 

 現状現状現状現状とととと課題課題課題課題    

・・・・ 情報通信技術や広域高速交通網の発達にともない、世界の国々との距離が近くなり、一

人ひとりが国際社会と密接に関わりを持ちながらさまざまな国際交流を深めています。（（（（施施施施

策策策策3333----1111）））） 

・・・・ 国籍や民族など異なる場合でもお互いの文化的な違いを認め、共に生きていく「多文化

共生」の時代に対応できる社会づくりが求められています。（（（（施策施策施策施策3333----2222）））） 

・・・・ 国際社会において広い視野と国際感覚豊かな人材の育成や外国人との交流を積極的に進

めるためには､世界の国々に対する理解を深めるとともに、国際交流・国際社会へ貢献す

る活動支援や外国籍市民と相互理解を深める交流会・学習会を実施し、共に暮らしやすい

地域社会をつくる必要があります。（（（（施策施策施策施策3333----1111、、、、施策施策施策施策3333----2222）））） 

 

  施策施策施策施策3333----1111    外国外国外国外国のののの伝統伝統伝統伝統やややや文化文化文化文化、、、、習慣習慣習慣習慣をををを理解理解理解理解するするするする    

   項目項目項目項目1111    国際交流事業国際交流事業国際交流事業国際交流事業のののの推進推進推進推進    

            項目項目項目項目2222    国際交流団体国際交流団体国際交流団体国際交流団体とのとのとのとの連携連携連携連携    

    

施策施策施策施策3333----2222    外国籍市民外国籍市民外国籍市民外国籍市民とともにとともにとともにとともに暮暮暮暮らすらすらすらす地域社会地域社会地域社会地域社会をつくるをつくるをつくるをつくる    

   項目項目項目項目1111    異文化理解異文化理解異文化理解異文化理解のののの推進推進推進推進    

   項目項目項目項目2222    外国籍市民外国籍市民外国籍市民外国籍市民へのへのへのへの支援支援支援支援    

 

 

 

 

 

 

 

 



９ 

 

 ⅡⅡⅡⅡ----１１１１    輝輝輝輝かしいかしいかしいかしい歴史歴史歴史歴史・・・・文化的遺産文化的遺産文化的遺産文化的遺産をををを守守守守りりりり、、、、未来未来未来未来にににに継継継継ぐぐぐぐ    

  

  指定文化財の適切な保存に努めるとともに、その他の貴重な文化財の調査を進め、無形文化

財の伝承者の養成を支援していきます。また、これら文化財を市民に広く公開し、観光振興や

市民の生涯学習活動に生かすとともに、特色ある地域のまちづくりを進めます。 

 

 現状現状現状現状とととと課題課題課題課題    

  ・・・・ 本市には、「森将軍塚古墳」や「雨宮の神事芸能」など、貴重な歴史遺産や文化財が数

多くあります。（（（（施策施策施策施策1111----1111））））    

・・・・ 文化財の保護にあたっては、行政の力だけでなく、積極的に社会や市民の協力参加を得

ることが求められます。（（（（施策施策施策施策1111----1111）））） 

・・・・ これまで地域と行政が協力して保護を進めてきましたが、十分に保護、活用ができない

ものも多数あります。（（（（施策施策施策施策1111----2222）））） 

・・・・ 特に、遺跡からの出土品や古文書など歴史資料が、収蔵庫に保管されたまま活用されな

かったり、個人では保管できない状況のものもあったりするため、その活用が求められて

います。（（（（施策施策施策施策1111----1111、、、、施策施策施策施策1111----2222）））） 

・・・・ また、「姨捨の棚田」のように文化財の保護ということだけでは対応できないものもあ

り、他の施策とも連携し、「歴史的風致維持向上計画」に基づき多面的に行うことが必要

です。（（（（施策施策施策施策1111----1111、、、、施策施策施策施策1111----2222）））） 

 

  施策施策施策施策1111----1111    重要重要重要重要なななな文化財文化財文化財文化財をををを守守守守るるるる    

            項目項目項目項目1111    文化財文化財文化財文化財のののの保存保存保存保存・・・・継承継承継承継承    

            項目項目項目項目2222    歴史的建造物等保護歴史的建造物等保護歴史的建造物等保護歴史的建造物等保護のののの推進推進推進推進    

            項目項目項目項目3333    文化財保護施設整備文化財保護施設整備文化財保護施設整備文化財保護施設整備のののの推進推進推進推進    

            項目項目項目項目4444    文化財調査文化財調査文化財調査文化財調査のののの推進推進推進推進    

            項目項目項目項目5555    歴史歴史歴史歴史・・・・文化資源文化資源文化資源文化資源をををを活活活活かしたまちづくりのかしたまちづくりのかしたまちづくりのかしたまちづくりの推進推進推進推進    

    

        施策施策施策施策1111----2222    文化財保護意識文化財保護意識文化財保護意識文化財保護意識のののの啓発啓発啓発啓発をををを進進進進めるめるめるめる    

            項目項目項目項目1111    文化財文化財文化財文化財のののの活用活用活用活用のののの推進推進推進推進    

            項目項目項目項目2222    史跡史跡史跡史跡やややや史跡公園史跡公園史跡公園史跡公園のののの整備整備整備整備のののの推進推進推進推進    

            項目項目項目項目3333    史跡等愛護活動史跡等愛護活動史跡等愛護活動史跡等愛護活動のののの推進推進推進推進    

            項目項目項目項目4444    文化財文化財文化財文化財のののの研究活動研究活動研究活動研究活動のののの支援支援支援支援    

 

 

 ⅡⅡⅡⅡ----２２２２    伝統行事伝統行事伝統行事伝統行事やややや民話民話民話民話などをなどをなどをなどを楽楽楽楽しみしみしみしみ、、、、次代次代次代次代にににに伝承伝承伝承伝承するするするする    

  

  地域に伝わる祭りなど伝統行事への参加や民話などに親しむ環境を整えるとともに、地域の

伝統文化を次世代へ継承するため、自治会又は保存会などと行政が協力し、誇りと愛着がもて

る地域づくりを進めます。  



１０ 

 

 現状現状現状現状とととと課題課題課題課題    

  ・・・・ 市内の各地域には、重要無形民俗文化財「雨宮の神事芸能」をはじめ、神楽や祭りなど

貴重な伝統行事があります。（（（（施策施策施策施策2222----1111）））） 

・・・・ 伝統行事も、一部では後継者不足により中断されている行事も少なくありませんが、地

域の世代を超えた交流を図るうえでも大切に次代に伝承する必要があります。（（（（施策施策施策施策2222----1111）））） 

・・・・ 民話などは、すでに忘れさられようとしているものが多く、次世代に語り伝えることが

難しくなっているのが現状です。伝承されている民話を十分に調査し、大切に次世代に伝

えていく必要があります。（（（（施策施策施策施策2222----2222）））） 

 

  施策施策施策施策2222----1111    地域地域地域地域のののの伝統行事伝統行事伝統行事伝統行事をををを継承継承継承継承するするするする    

            項目項目項目項目1111    伝統行事伝統行事伝統行事伝統行事のののの調査調査調査調査    

            項目項目項目項目2222    伝承活動伝承活動伝承活動伝承活動のののの推進推進推進推進    

    

        施策施策施策施策2222----2222    地域地域地域地域のののの民話民話民話民話などをなどをなどをなどを継承継承継承継承するするするする    

            項目項目項目項目1111    民話民話民話民話・・・・民謡民謡民謡民謡などのなどのなどのなどの調査調査調査調査    

            項目項目項目項目2222    伝承活動伝承活動伝承活動伝承活動のののの推進推進推進推進    



１１ 

 

4444----ⅡⅡⅡⅡ    千曲千曲千曲千曲っっっっ子教育子教育子教育子教育ビジョンビジョンビジョンビジョン    

 

基本施策基本施策基本施策基本施策１１１１    こどもたちみんながこどもたちみんながこどもたちみんながこどもたちみんなが楽楽楽楽しくしくしくしく学学学学べるべるべるべる学校学校学校学校をつくるをつくるをつくるをつくる    

  

  子どもたちが、毎日喜んで学校へ通えるような楽しく学べる学校づくりに努めます。そのた

めに、学ぶ喜びが感じられるような「わかる授業」の推進に努めることにより学力の向上を図

り、豊かな心・健やかな体の育成を推進します。また、そのための環境の整備と充実を図りま

す。 

 

 現状現状現状現状とととと課題課題課題課題 

・・・・ 全国学力・学習状況調査による教科別正答率は、小学校は全国・県よりやや上回るか同程度

ですが、中学校では一部の教科でやや下回るという結果が出ています。「毎日朝食を食べている

か」というような生活習慣や地域とのつながりについては、ほとんどが全国を上回っている一

方で、宿題などの学習習慣については、全国を下回っているという結果もありました。そのた

め、家庭学習内容を見直し、家庭学習の仕方について指導し、家庭と連携して生活・学習の改

善に向けた取り組みの必要があります。 

        また、ＡＬＴを活用した外国語教育の充実やＩＣＴ教育の推進、子どもたちが将来、社会的・

職業的に自立できるようなキャリア教育を推進する必要があります。（（（（施策項目施策項目施策項目施策項目1111----1111）））） 

・・・・ 市郡別不登校児童生徒在籍比の推移によると、小学校は、県よりは下回っていますが全国よ

り上回っています。中学校は、全国・県より上回っている状況です。そこで、今後は、小・中

学校で教科化となった「特別の教科道徳」による物事を多面的・多角的に考える学習の充実を

どう生かしていくかが課題となります。また、不登校やいじめ、発達などの悩みを持った子ど

もへの対応など早期発見・早期対応に努め、支援を必要とする児童・生徒を切れ目なく支援す

る体制の充実が必要となります。なお、ＳＯＳの出し方教室も充実していく必要があります。（（（（施施施施

策項目策項目策項目策項目1111----2222）））） 

・・・・ 安全な教育環境の整備として、校舎の改築や耐震化工事を行ってきました。今後、学校ごと

の個別施設計画を策定し、大規模改修など計画的な改修工事を行なう必要があります。（（（（施策項施策項施策項施策項

目目目目1111----3333）））） 

・・・・ 高等教育機関の誘致については、情報収集を行う中で慎重に進める必要があります。 

   また、高等学校については、県教育委員会の「高等改革～夢に挑戦する学び～実施方針」に

沿いつつ、充実・発展させる必要があります。（（（（施策項目施策項目施策項目施策項目1111----3333）））） 

・・・・ 社会情勢の変化に伴い学校が抱える教育課題は多様化・複雑化しております。そのような学

校現場を取り巻く環境が変化するなか、教職員の職務は多岐にわたり、その時間的・精神的な

負担が増大しています。そこで、教職員の「働き方改革」を進めるうえで、県や市の加配教職

員の適正な配置、「部活動指導員」の新設などが必要となります。また、夏季休暇中の学校閉庁

日を設置していますが、他の長期休業でも可能かどうかの検討や、留守番電話対応の可否も今

後の検討課題となります。（（（（施策項目施策項目施策項目施策項目1111----3333）））） 

  



１２ 

 

 施策項目施策項目施策項目施策項目1111----1111    基礎学力基礎学力基礎学力基礎学力のののの向上向上向上向上    

  アアアア    知知知知・・・・徳徳徳徳・・・・体体体体のバランスのとれたのバランスのとれたのバランスのとれたのバランスのとれた生生生生きるきるきるきる力力力力のののの育成育成育成育成    

  イイイイ    幼保小幼保小幼保小幼保小・・・・小中小中小中小中のののの連携連携連携連携のののの強化強化強化強化 

ウウウウ    教員教員教員教員のののの資質向上資質向上資質向上資質向上 

エエエエ    国際理解教育国際理解教育国際理解教育国際理解教育のののの推進推進推進推進 

オオオオ    ＩＣＴＩＣＴＩＣＴＩＣＴ教育教育教育教育のののの充実充実充実充実    

カカカカ キャリアキャリアキャリアキャリア教育教育教育教育のののの推進推進推進推進 

    

    施策項目施策項目施策項目施策項目1111----2222    豊豊豊豊かなかなかなかな心心心心・・・・健健健健やかなやかなやかなやかな体体体体のののの育成育成育成育成    

        アアアア    読書活動読書活動読書活動読書活動のののの推進推進推進推進 

イイイイ    体力体力体力体力のののの向上向上向上向上    

ウウウウ    道徳教育道徳教育道徳教育道徳教育のののの充実充実充実充実    

エエエエ    人権教育人権教育人権教育人権教育のののの充実充実充実充実    

オオオオ    教育相談体制教育相談体制教育相談体制教育相談体制のののの充実充実充実充実    

カカカカ    適切適切適切適切なななな就学相談支援体制就学相談支援体制就学相談支援体制就学相談支援体制のののの整備整備整備整備 

キキキキ    特別支援教育特別支援教育特別支援教育特別支援教育のののの充実充実充実充実 

クククク    不登校問題不登校問題不登校問題不登校問題へのへのへのへの対応対応対応対応    

    

 施策項目施策項目施策項目施策項目1111----3333    教育環境教育環境教育環境教育環境のののの整備整備整備整備・・・・充実充実充実充実    

        アアアア    安全安全安全安全でででで快適快適快適快適なななな施設整備施設整備施設整備施設整備    

        イイイイ    学級編制学級編制学級編制学級編制とそれにとそれにとそれにとそれに伴伴伴伴うううう教職員配置教職員配置教職員配置教職員配置    

        ウウウウ    安全教育安全教育安全教育安全教育やややや危機管理意識危機管理意識危機管理意識危機管理意識のののの向上向上向上向上    

        エエエエ    高等教育機関高等教育機関高等教育機関高等教育機関のののの誘致誘致誘致誘致    

        オオオオ    特色特色特色特色をををを生生生生かしたかしたかしたかした魅力魅力魅力魅力あるあるあるある高校教育活動高校教育活動高校教育活動高校教育活動のののの展開展開展開展開    

        カカカカ    教職員教職員教職員教職員がががが心身心身心身心身ともにともにともにともに健康健康健康健康でででで教育活動教育活動教育活動教育活動ができるができるができるができる環境環境環境環境づくりづくりづくりづくり    

    

    

基本施策基本施策基本施策基本施策２２２２    学校学校学校学校・・・・家庭家庭家庭家庭・・・・地域等地域等地域等地域等がががが一体一体一体一体となったとなったとなったとなった学校学校学校学校づくりをづくりをづくりをづくりを進進進進めるめるめるめる    

 

子どもたちが健全に学校生活を送るための支援体制の整備を進め、信頼される学校づくりに努め

ます。そのために、 

・・・・ 学校・家庭・地域が一体となった学校づくりを進めます。 

・・・・ 栄養バランスの取れた安全な学校給食が提供され、家庭では規則正しい生活と食習慣が身

につくような施策を推進します。 

 

 現状現状現状現状とととと課題課題課題課題    

・・・・ 千曲型コミュニティースクールを推進する上で、学校と地域が連携して、学校運営参画・

学校支援などを実施し、学校と学校支援ボランティアの協働による地域に開かれ信頼され

る学校づくりに心がけています。これを今後充実させていくために、各校のコーディネー

ターやボランティアの人材確保が最大の課題になっていきます。 

    また、文部科学省や県教育委員会、他市の動向を注視しながら、千曲市らしいコミュニ

ティースクールの構築は必要となります。（（（（施策項目施策項目施策項目施策項目2222----1111）））） 

 



１３ 

 

・・・・ 食育に関する指導は、学校と給食センターで連携して指導を行っています。また、保護

者や市民を対象とした給食センターの見学や試食会などを行っています。規則正しい食習

慣や食事のマナーは学校給食だけで身につくものではなく、日ごろの家庭での習慣が大切

になるため、保護者と地域が連携して、食育への理解を深め、実践していくことが重要で

す。（（（（施策項目施策項目施策項目施策項目2222----2222）））） 

 

 施策項目施策項目施策項目施策項目2222----1111    信頼信頼信頼信頼されるされるされるされる学校学校学校学校づくりづくりづくりづくり    

  アアアア    地域地域地域地域にににに開開開開かれたかれたかれたかれた学校学校学校学校づくりづくりづくりづくり    

        イイイイ    評価制度評価制度評価制度評価制度をををを生生生生かしたかしたかしたかした学校学校学校学校づくりづくりづくりづくり    

        ウウウウ    犯罪被害犯罪被害犯罪被害犯罪被害からからからから子子子子どもをどもをどもをどもを守守守守るためのるためのるためのるための連携連携連携連携    

        エエエエ    通学区通学区通学区通学区とととと学校選択学校選択学校選択学校選択についてのについてのについてのについての調査調査調査調査・・・・研究研究研究研究    

 

 施策項目施策項目施策項目施策項目2222----2222    食育食育食育食育・・・・学校給食学校給食学校給食学校給食によるによるによるによる望望望望ましいましいましいましい食習慣食習慣食習慣食習慣のののの形成形成形成形成    

        アアアア    学校学校学校学校におけるにおけるにおけるにおける食育食育食育食育のののの推進推進推進推進    

        イイイイ    安全安全安全安全でででで安心安心安心安心なななな学校給食学校給食学校給食学校給食のののの提供提供提供提供    

 

 

基本施策基本施策基本施策基本施策３３３３    地域地域地域地域でででで青少年青少年青少年青少年をはぐくむをはぐくむをはぐくむをはぐくむ郷土郷土郷土郷土をつくるをつくるをつくるをつくる    

 

  少子化、核家族化などにより家庭や子育ての環境は大きく変わってきていますが、子どもの

教育の第一義的責任は、家庭にあることに変わりはありません。 

子どもたちは、まわりの人や自然との関わりの中で、心身ともに健全に心豊かに成長するこ

とから、学校・家庭・地域が連携を深め、社会全体ではぐくむことも重要となります。そこで、

家庭教育の自主性を尊重しながら、必要な情報の提供や家庭教育に関わる各種の支援策を進め

ます。また、地域の人材・自然・文化・歴史など、地域の資源を活用しながら、地域全体で子

どもをはぐくむ体制や環境づくりに取り組みます。 

 

 現状現状現状現状とととと課題課題課題課題    

・・・・ 家庭教育支援条例に基づき、親としての学びを支援する学習機会の提供や、親になるた

めの学びの推進、学校・家庭・地域等が連携した活動の推進などを行っています。これら

を推進する上で、保護者に対して、家庭の関わりと子どもの成長、家族の団らん、基本的

な生活習慣を身につけることをはじめ、家庭教育支援に関する情報の提供が必要となりま

す。また、子どもの自立を促すお手伝いを推進するための「お手伝い帳」を継続していく

必要があります。（（（（施策項目施策項目施策項目施策項目3333----1111）））） 

・・・・ 青少年の健全な育成と非行防止を図るため、各小学校区から推薦を受けた補導委員によ

る環境チェック活動など実施しています。また、子ども会育成連絡協議会主催のリーダー

研修などを開催し、児童と保護者を対象とした「ふるさと自然体験学習」と交流の場を提

供していますので、活動を通して、地域の中で多くの人と関わることの大切さを学ぶ機会

の提供していく必要があります。（（（（施策項目施策項目施策項目施策項目3333----2222）））） 
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・・・・ 各地域には多くの貴重な文化財や歴史的遺産が存在していますが、多くの子どもたちは、

それらの文化財や歴史遺産について、学び、理解することが増えつつある状況ですが、今

後は更に学校や子ども会育成連絡会などと協力して地域の文化財について学ぶ機会の提

供が必要です。（（（（施策項目施策項目施策項目施策項目3333----2222、、、、3333----3333）））） 

・・・・ 育成会や公民館による地域伝承の祭りや諸行事の取り組みは、地域の文化に親しむよい

機会となっています。また、スポーツ振興課で行っているスポーツ少年団活動やジュニア

向けスポーツ教室などスポーツに触れるよき機会を提供していますので、今後も、参加し

やすい環境づくりが必要になります。（（（（施策項目施策項目施策項目施策項目3333----2222、、、、3333----3333）））） 

 

 施策項目施策項目施策項目施策項目3333----1111    学校学校学校学校・・・・家庭家庭家庭家庭・・・・地域等地域等地域等地域等がががが連携連携連携連携してしてしてして取取取取りりりり組組組組むむむむ教育教育教育教育    

        アアアア    家庭家庭家庭家庭やややや地域地域地域地域のののの教育力教育力教育力教育力のののの向上向上向上向上    

    

    施策項目施策項目施策項目施策項目3333----2222    地域地域地域地域ではぐくむではぐくむではぐくむではぐくむ健全健全健全健全なななな心心心心とからだとからだとからだとからだ    

        アアアア    安心安心安心安心・・・・安全安全安全安全をををを守守守守りりりり、、、、健全健全健全健全にににに育育育育つつつつ環境環境環境環境づくりづくりづくりづくり    

        イイイイ    「「「「居場所居場所居場所居場所づくりづくりづくりづくり」」」」のののの整備整備整備整備    

        ウウウウ    創造性創造性創造性創造性・・・・人間性人間性人間性人間性・・・・社会性社会性社会性社会性にににに富富富富んだんだんだんだ子子子子どものどものどものどもの育成育成育成育成    

    

    施策項目施策項目施策項目施策項目3333----3333    文化文化文化文化・スポーツに・スポーツに・スポーツに・スポーツに親親親親しむしむしむしむ環境環境環境環境のののの整備整備整備整備    

        アアアア    文化文化文化文化・スポーツに・スポーツに・スポーツに・スポーツに親親親親しむしむしむしむ環境環境環境環境づくりとづくりとづくりとづくりと文化文化文化文化・・・・スポーツスポーツスポーツスポーツ活動活動活動活動へのへのへのへの参加促進参加促進参加促進参加促進    



平成平成平成平成３１３１３１３１年度年度年度年度

10 11 12 1 2 3 4

事務局検討
計画最終調整

事務局専門部会

基本計画策定委員会
第1回 　　第2回 　　　　　第3回

教育振興審議会
第1回 第2回 第3回 　　第4回 　　　　　第5回

パブリックコメント
　　　　　　意見募集 　　　　　　　意見募集

アンケート
(所管毎必要に応じ)

関係団体等意見聴取
(所管毎必要に応じ)

教育委員会対応
委員委嘱

諮問
中間意見 議案提出      報告

市議会対応
議会報告

公表
　　　　　　　　　　　　　公表

５５５５　　　　第二次千曲市教育振興基本計画第二次千曲市教育振興基本計画第二次千曲市教育振興基本計画第二次千曲市教育振興基本計画・・・・千曲千曲千曲千曲っっっっ子教育子教育子教育子教育ビジョンビジョンビジョンビジョン策定策定策定策定のののの流流流流れれれれ

意見聴取

調査･集計

検討

計画骨子･素案､計画・検討

検討

平成平成平成平成３０３０３０３０年度年度年度年度
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