
 1

平成平成平成平成30303030年年年年度度度度第第第第2222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)12月17日(月)午前8時57分から午前11時33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) 策定方針(案)に対する意見集約結果について 

  (2) 第二次教育振興基本計画(素案)について 

  (3) 千曲っ子教育ﾋﾞｼﾞｮﾝ骨子(素案)について 

(4) 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､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 

  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､田島育男歴史文化財ｾﾝﾀｰ所長､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。定刻前ではございますが､皆さんお揃いですので､これより､第 2 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))))    

 おはようございます｡本日はお忙しい中､第 2 回会議にご出席をいただき､誠にありがとうございま

す｡ 

 去る12月12日に開催いたしました､第1回の会議では､策定方針(案)につきまして､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､その策定方針(案)に対する意見の集約結果に

ついてご説明しますと伴に､第二次教育振興計画(素案)､千曲っ子教育ﾋﾞｼﾞｮﾝ骨子(素案)についてご
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説明をいたしますので､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))))    

 皆さん､おはようございます｡朝からお揃いをいただき､ありがとうございます｡ 

それでは､第 2 回の千曲市教育振興基本計画策定委員会並びに教育振興審議会を始めさせていただ

きます｡また､丁度､叩き上げて行くﾌﾟﾛｾｽの途中ですので､色んなご意見をいただければと思います｡

会議事項(1)の｢策定方針(案)に対する意見集約結果について｣を事務局よりご報告願います｡ 

 

((((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)｢策定方針(案)に対する意見集約結果について｣､説明 － 

 

((((会会会会長長長長))))    

 はい､ありがとうございました｡ご覧いただいている 1 ﾍﾟｰｼﾞ目の資料について､ご質問等をお願い

します｡ 

 非常にﾎﾟｼﾞﾃｨﾌﾞなご意見をいただけて､ありがたいですね｡ 

 ご確認をいただけたという事で､策定方針(案)の修正点について､説明願います｡ 

 

((((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))))    

 修正点を申し上げます｡前回の会議におきまして､策定方針(案)中の｢現状と課題｣に対する｢施策｣

が分りづらいとの指摘から､表化するにも内容を網羅できない状況でありましたので､｢現状と課題｣

のそれぞれの項目の後に､太字にて関連施策の番号を記載いたしました｡策定方針(案)の P6 から P14

までです｡また､文化･ｽﾎﾟｰﾂに関連して､一部｢文化･｣が抜けていましたので追加していますので､ご確

認をお願いいたします｡ 

 

((((会長会長会長会長))))    

 特に P6からの内容について､各委員専門分野のご確認をいただき､ご意見やご質問がありましたら､

お願いいたします｡ 

 

((((委員委員委員委員))))    

 前回､指摘した｢文化･｣について追加していただきました｡これから､具体的な方向性等､策定方針が

決まってからと思いますので､期待しています｡ 

 

((((会長会長会長会長))))    

 私からもお願いがあります｡施策として一つの例ですが､｢基礎学力の向上｣といった時に､表現が一

般的で何をするのかはっきりしない､施策というのは具体的にこうして予算化するまでを含むと思い

ますので､施策としての対応ははっきりしましたが､施策の具体的な姿をご説明の中でお願いしたい｡ 

 それでは､会議事項(2)｢第二次教育振興基本計画(素案)について｣を説明願います｡ 

 

((((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)｢第二次教育振興基本計画(素案)について｣､説明 － 
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((((会会会会長長長長))))    

 はい､ありがとうございます｡それぞれ､ご担当からの説明は無いのでしょうか｡ 

 

((((教育教育教育教育総務課長総務課長総務課長総務課長))))    

 それぞれ､ご質問やご意見の中でさせていただきます｡ 

 

((((会会会会長長長長))))    

 委員の皆さん､いかがでしょうか｡何処からでも良いので､お願いいたします｡ 

 

((((委員委員委員委員))))    

 市の総合計画から教育部門の抜粋という事で､P4 の｢3 指標など達成すべき見通し｣表中に｢千曲市

型ｺﾐｭﾆﾃｨｽｸｰﾙの実施割合｣が無くなっていますが､意図的に抜いたのでしょうか｡もう 1 点が､P9 の｢4 

施策の基本方針｣中 5 行目に､体育協会とありますが名称変更しましたので､ｽﾎﾟｰﾂ協会に修正願いま

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))))    

 ｺﾐｭﾆﾃｨｽｸｰﾙについてですが､市の総合計画策定時の平成28年度に目標100%で載せてありましたが､

現在､全ての学校に設置できましたので､計画に載せてありません｡体育協会の名称変更に伴う修正で

すが､ｽﾎﾟｰﾂ協会に修正させていただきます｡申し訳ございませんでした｡ 

 

((((会会会会長長長長))))    

 ありがとうございました｡他の点からいかがでしょうか｡ 

 

((((副会長副会長副会長副会長))))    

 策定方針(案)の P6に｢家庭教育支援条例｣とあり､国や県にもこの様な条例が無く､お聞きすると議

員提案でできたという事で､当該条例も見さしていただきましたが､教育委員会としてこの条例をど

う使いこなしていくのか､お聞かせいただきたい｡特に｢親の責任や親の教育について｣条例に出てき

ますが､場合によっては親の内心に関わる事にもなりかねないので､こなし方についてもお聞かせい

ただきたい｡ 

｢知･徳･体の調和のとれた｣とありますが､個性豊かな子どもが弾き出される懸念を持ちますが､実

際の施策として現場での実践にどうつなげて行くのか､お聞かせいただきたい｡ 

 

((((教育教育教育教育総務課総務課総務課総務課長長長長))))    

 貴重なご意見､ありがとうございます｡先ず一点目ですが､家庭教育支援条例について､平成 28 年 4

月に議員提案によりまして制定された条例です｡この中で､12条､13条に｢親としての学びを支援する

学習機会の提供｣､｢親になるための学びの推進｣ということですが､教育委員会としてはあくまで､親

の支援でありまして､強制をするものではないとの認識のもとに､進めています｡ 

 教育大綱にもある｢知･徳･体の調和のとれた｣という文言ですが､これを協調するものではなく､個

性豊かな子どもを排除しかねないという様なご懸念ですが､ｲﾝｸﾙｰｼﾌﾞ教育を通じて共生社会の形成に

向けた取り組みを進めたいと考えています｡いずれにしろ､強制する考えは持っていません｡ 

 

((((会長会長会長会長))))    

 ありがとうございました｡他の観点からお願いします｡ 

 

((((幹事幹事幹事幹事)))) 

関連しまして､家庭教育支援条例ができた時に教育委員をしていまして､その当時にも違和感を覚

えましたが､P4の｢各主体に期待される主な役割｣表中の｢市(行政)｣中､｢子どもが親になるための学び

に推進を図る｣とありますが､必ずしも親になるとは限らず､子どもができない方もいます｡これは､子
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どもができて親になる事を前提にして､条例化されていますが､例えば､子どもができなかったり､子

どもを持たない方がいる場合､子どもの頃から親になるための教育を受け､子どもができなかった場

合に劣等感を感じる等､危惧されます｡これは､未だに違和感を感じるところです｡ 

 もう一点､現在､上山田小学校の学校評議委員をさせていただいていますが､P6 の上から 3 行目に､

｢学校評議員制度の充実｣とありますが､本年度で終了する制度との認識を持っていますが､いかがで

すか｡ 

 

((((教育教育教育教育総務課総務課総務課総務課長長長長)))) 

 ｢子どもが親になるための学びに推進｣について､委員さんの感じる違和感について分るところです

が､こちらにつきましては､もう一度､事務局内で検討させていただければと思います｡ 

 ｢学校評議員制度｣については､｢学校運営委員｣への移行を考えておりますので､文言の訂正を検討

したいと思います｡ 

 

((((委員委員委員委員))))    

 ｢2 達成方針実現の姿｣と｢3 指標など達成すべき見通し｣の関係について､特に P3 と P4 の関係性が

良く分らないので､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)))) 

 ｢指標など達成すべき見通し｣の内容的に数値化できないものがありまして､｢達成方針と実現の姿｣

との関係が明瞭でありません｡数値化できないものについては､省いています｡ 

 

((((会長会長会長会長))))    

 他には､いかがでしょうか｡ 

 素案の構成が､｢現状と課題｣があって､｢実現の姿｣があって､｢数値目標｣が置かれていて､等々､複雑

になっています｡通常でしたら､｢課題｣があり､それに対する｢施策｣を打つという様なｼﾝﾌﾟﾙな構造で

あって良いと思いますが､何か意図があっての事でしょうか｡ 

 

((((教育教育教育教育総務課総務課総務課総務課長長長長)))) 

 これは､市の総合計画の構成がこの作りになっていますので､それに合わせたものです｡ 

 

((((会長会長会長会長))))    

 それが､ご指摘にあった様に漠然とした表現で､国が昔やっていた様な形だと思います｡これから､

中身の話になって行きますが､それが本当に施策と呼べるのか､現在は教育行政でも反省する時期に

入っています｡総合計画を捉えているのは分りますが､特に P5移行が複雑が故に分かり難く､｢現状と

課題｣とそれに対する｢施策｣が､対応している事が重要と考えます｡それ以外を載せる事は構いません

が､対応関係が明確になっているかどうか説明願います｡ 

 

((((教育教育教育教育総務課長総務課長総務課長総務課長)))) 

 市の総合計画が基になっておりまして､｢現状と課題｣とそれに対する｢施策の項目･内容｣と分り易

く表現できればと考えます｡ 

 

((((会長会長会長会長))))    

 それが可能でしたら､お願いしたいと思います｡もう一点が｢3 指標など達成すべき見通し｣ですが､

県の様子を見ていても非常に苦しい状況で､例えば目標値の設定ですが､必ず改善する方向で目標値

を設定する習慣になっていたり､予め数値が上がりそうも無いものは目標値を低く抑えてみたり､

色々と工夫されている様ですが､具体的には､｢事故件数｣の目標値が｢0 件｣ですが､経営者の方もいら

っしゃいますが､会社でも事故を 0 にする事よりも､事故は起きるもので､それに対して懲罰等はやり

ますが､事故が起きる事を前提にして､より良い製品を作る様に努力されるという事ですので､0 を目
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指す事が本当に良いのか｡指標を載せなければいけないと､10 年後､この目標数字に縛られますので､

これは載せなければならないのでしょうか｡ 

 

((((教育教育教育教育総務課総務課総務課総務課長長長長)))) 

 実を言いますと､総合計画の中でこの指標を載せていますので､それに沿っていきたいと思います｡

ただ､内容的に0件で良いのか､等 ､々事務局で検討させていただきたいと思います｡ 

 

((((委員委員委員委員))))    

 私は､文化財が基本ﾍﾞｰｽとして選出されていますので､先ほどの会長さんのお話の様に､P15 の指定

文化財の数の場合､段々と壊されていくものもありますので､目標値を掲げるよりは､最低限の具体的

な施策を盛り込めればと思いながら､前段では千曲市でなくてもあてはまるのでは､千曲市らしいも

のを打ち出せればと感じます｡私の学校では､教育大綱や学校のｸﾞﾗﾝﾄﾞﾃﾞｻﾞｲﾝを掲げていますが､それ

が以外と地域の皆さんに流布されていない､教育振興の中で進めていく色を出せると良いと思います｡

文化財の視点から見ると､武水別など千曲市らしい表記がありますので､全体を通して申し上げまし

た｡ 

 

((((教育教育教育教育総務課総務課総務課総務課長長長長)))) 

 こちらも､検討させていただきたいと思います｡ 

 

((((会会会会長長長長)))) 

 内容に移ります｡お気付きの点等お出しいただければと思います｡ 

 

((((委員委員委員委員))))    

 素案の P6の項目 2 に｢望ましい生活習慣の啓発を進める｣とあります｡本当にこれができれば､一番

良いのですが､これ自体ができない家庭やそのお子さんがいると思います｡こういう家庭やお子さん

に対しての､支援などの計画が考えられるのか｡策定方針(案)に対する意見集約結果の教育委員会の

考え方に､PTA･保護者や一般市民を対象に見学試食会が開催されている様ですが､これは､子ども達と

一緒に市民が給食時間を共有しているﾌﾟﾗﾝなのでしょうか｡選ばれた方や保護者だけで試食している

のでしょうか｡子ども達が一緒で無い試食であるならば､子ども達の学校での心の変化に気付く機会

にもなるので､P6 の項目 2 に､地域の方を含め子ども達と一緒に給食を通して関われる様な計画があ

るのでしょうか｡お聞きいたします｡ 

 

((((教育教育教育教育総務課総務課総務課総務課長長長長)))) 

 生活習慣の啓発について､現在､朝ご飯を提供する考えはありませんが､こういう所が課題となって

くると思います｡全国学力･学習状況調査でも､生活習慣で全国ﾚﾍﾞﾙから見ると良い状況ですが､朝食

を食べてこない児童･生徒もおりますので､解消に向けて連携していければと思います｡ 

 

((((第第第第1111学校学校学校学校給食給食給食給食ｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰ所長所長所長所長))))    

 各給食ｾﾝﾀｰでは､各学校の PTA や一般市民を対象にした施設見学と給食試食会を実施しています｡

学校では､保護者と子どもが一緒に給食を食べる親子給食はありますが､ご指摘の地域の方と一緒に

という事になりますと､親子給食を拡大する形をとらないと実現は難しいと思います｡また､学校の協

力も必要になり大規模となりますので､検討が必要となります｡ 

 

((((会長会長会長会長))))    

 ありがとうございました｡給食に関しては､朝の給食を提供しているところもある様ですので､なぜ､

そうされているのかなど､情報収集していただければと思います｡ 

他はいかがでしょうか｡ 
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((((委員委員委員委員))))    

 P5の項目2に｢道徳教育､人権教育の充実を図ります｣とありますが､どんな方法でというのは､各学

校や体制の中でしっかりと充実を図る訳で､道徳につきましても教科化になり､大事な部分と思って

います｡ただ､思いますのが､子どもだけではなく､地域の方々の人権教育の充実も大事だと思ってい

ます｡例えば､P8 からの生涯学習の施策に､人権･男女共同参画課で進めている各地域での人権教育の

充実も入れていただければと思います｡もう 1点､施策項目になるのかどうか分りませんが､来年度か

ら中学校で部活動指導員が各 1 配置されます｡国の方向性がどうなるのか分りませんが､増える可能

性があります｡今のところ､教職員で部活動の指導をしていた方々を来年度は予定していますが､例え

ば､総合型地域ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞやｽﾎﾟｰﾂ協会などで活躍されている地域の方々で､部活動指導員として入っ

ていただければありがたいのですが､難しい部分もあると思います｡教職員の働き方改革から見ても､

P11の施策2-2に｢学校のｽﾎﾟｰﾂ活動｣も加えていただければと思います｡ 

 

((((委員委員委員委員))))    

 関連して､ｽﾎﾟｰﾂ協会としまして一番気になっている事が､P9 の 6 行目にある様に｢ｽﾎﾟｰﾂ･健康宣言

都市｣になっていまして､何を具体的にやれば良いのか見えてきません｡しかし､お題目に終わらない

で､皆がｽﾎﾟｰﾂに親しむ､健康づくりに親しむ様に思っている訳ですが､施策 2-2 が全てできれば､こう

いう都市になるのだろうと思いますが､今の中学校の部活動指導員もそうですが､もう少し施策に現

れるとｽﾎﾟｰﾂ協会も活動できると思いますので､工夫していただきたい｡ 

 

((((教育総務課長教育総務課長教育総務課長教育総務課長))))    

 一点目の人権教育について､各地域においても人権教育をお願いしています｡また､担当課と検討す

る中で､内容的にも充実させていく様に調整したいと思います｡二点目の部活動指導員の関係ですが､

ご指摘のとおり来年度からお願いしていく訳ですが､内容的には個別計画へ謳わしていただければと

考えます｡地域の人材ﾊﾞﾝｸですが､これは､ｽﾎﾟｰﾂに限らず色んな面で必要としているところがありま

すので､所管と連携をとりながら検討してまいります｡ 

 

((((会長会長会長会長))))    

 道徳教育に関しましては､校長先生はご存知の事と思いますが､信濃教育会が道徳の教科書を掲出

するのを止めるという会議に同席しました｡そこで､掲出を止める代わりに､各支会か各学校に今まで

の資料を揃えるという事を方針として出された様です｡教科化は､意外と恐ろしいもので､全国的に同

じ道徳観を持った人間を育てようとする様にとられますので､長野県で大事にされてきた道徳観とか

を気をつけていくべきと思います｡是非､校長先生方も声を上げていただければと思います｡ 

 他の観点から､いかがでしょうか｡ 

 

((((副会長副会長副会長副会長))))    

 P4 からの｢基本的な目標Ⅰ｣にある 3 つの項目のそれぞれに､｢現状と課題｣が謳われていて､その書

き方が｢現状｣がこうで､｢課題｣がこうという様であれば分り易い｡例えば､不登校やいじめや貧困等々

に関し､ｶｳﾝｾﾗｰやｽｸｰﾙｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰがどれだけ配置されていて､足りているのか､足りていないのかとい

う様な｢現状と課題｣｡また､学校評議員制度では､地域住民が参画する学校運営のためのｺｰﾃｨﾈｰﾀｰの育

成は､現状､どの様に行われていて､足りているのか､足りていないのかという様な｢現状と課題｣だと､

分り易いと思います｡ 

 学校給食の指標については､地産地消で 56%の目標値ですが､この地域で賄えない物は何で､そうい

う概念の基の56%なのか分らない｡ 

 小･中学校の校長先生方も悩みの一つと思いますが､発達障がいに応じた教育のあり方､そのための

特別支援教育に係るｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰの育成等々の現状がどうで､そこからの課題は何なのか｡ 

 国際交流では､学校の中でできる事とすれば､千曲市に住んでいる外国籍の方々との交流を具体的

にどう行うのかなど､教育委員会として､｢学校の中で何ができるのか｣という事に重きを置いた､具体

性のあるものがあれば､うれしく感じます｡ 
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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))))    

 ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰとｽｸｰﾙｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰについてですが､現状は､ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰは中学校に配置されていまして､

そこから各小学校へも入っています｡ｽｸｰﾙｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰは長野県教育委員会の北信教育事務所に配置さ

れていまして､派遣していただき､不登校やいじめなどや家庭に直接入り相談を受けて対応していま

す｡両者共に県費で賄われていますので､足りない様でしたら要望していく事になります｡ 

 学校運営に関わる地域ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰについてですが､学校の運営委員会は､学校運営への参画､学校支

援､学校関係者の評価をする様になっていますが､この中でｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰの育成を考えて行かなければな

らないと思っています｡ 

 学校給食の地産地消については､副会長ご指摘のとおり､地元で賄える食材は限られており､現在の

ところ､お米､きのこ､ﾘﾝｺﾞ､ｱﾝｽﾞが 100%という状況です｡その他の野菜などにつきましては､必要量の

確保ができない事から､この様な現状となっていますので､所管と協力･調整しながら進めて行きたい

と思います｡ 

 発達障がいについてですが､ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰやｽｸｰﾙｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰと連携を図りながら､進めて行きたいと考

えます｡ 

 

((((生涯学習課長生涯学習課長生涯学習課長生涯学習課長))))    

 国際交流について､外国籍の方々と児童･生徒との交流ですが､現在のところは何も実施していませ

ん｡現在､生涯学習課では､人材の把握もできていません｡事業的には､毎年､国際交流協会や ALT や県

内の外国籍の方々に協力をいただき｢千曲万博｣を開催し､各国の料理や文化の発表機会としています｡

本年度は､来年の1月27日に戸倉創造館で開催予定となっています｡中 ､々副会長さんご指摘の様に､

市内にも外国籍の方はおりますが､常にｺﾝﾀｸﾄを取っていません｡また､国際交流協会とは､色々と連絡

を取っていますので､何か見出せればと考えます｡ 

 

((((委員委員委員委員))))    

 関連して､地産地消の指標として基準値が 55.4%という事ですが､とても信じられない数字で､先ほ

ど､教育総務課長さんの説明にあった産物があるにしても､ｾﾝﾀｰで食材を調達し加工業者に納品させ

ているのでしょうか｡食材量の確保の関係が腑に落ちません｡ 

 私は文化芸術の関係ですが､今まで､地区の子ども達に神楽や詩吟を教えたりしてきましたが､小学

生は参加するのですが､中学生は部活動があるのでほとんど辞めてしまい､唯一参加している小学生

が減少してきまして､地区でも子ども達に教える機会が無くなってきている現状です｡昔は､文化芸術

協会というのは､踊りや謡曲など好きな人達が集まって発表会を行うのが主たる事業でしたが､現在

では､その方たちが年を取り高齢の方が多く､各団体では会員数も減り運営にも困っています｡これか

らは､千曲市全体として文化芸能を子ども達に伝えるため､文化芸術協会の発表会に子ども達が参加

できる体制をお願いしたいと思います｡発表会場によっては､学校区外から参加するにあたって親の

同伴等が必要となる様ですので､その様な枠を外して市内全部の子ども達が集まれる様になればと思

います｡年齢を超えて､文化芸術を通じ交流できれば､文化芸術振興のﾎﾟｲﾝﾄになると思いますので､何

とか盛り込める様にお願いしたい｡ 

 

((((会長会長会長会長))))    

 具体的にどの様に盛り込むのか､ご提案いただけますか｡ 

 

((((委員委員委員委員))))    

 まだ､そこまでは｡ 

 

((((会長会長会長会長))))    

 学校の中では､部活動がこれから様変わりをして､｢子ども達を｣という考えが無くなってきていま

すので､是非､文芸的なものも大事にされる方向が示されればと思います｡ 
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((((委員委員委員委員))))    

 地域の文芸に対して､学校側の対応は校長先生の理解や認識をいただくのが大事で､勿論､私どもも

協力しながら実施したいとしても中々文芸に向かない､例えば､花壇を作ったり､工作したりする事は

結構あるのと感じています｡ 

 

((((第第第第1111学校給食学校給食学校給食学校給食ｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰ所長所長所長所長))))    

 地場産物使用度の基準値が55.4%と高いという指摘ですが､その数値について説明します｡この数値

は､毎年､6月と11月の各5日間に使用された県内食材品目の割合で､年間を通した数値ではありませ

ん｡また､長野県農政部農業政策課に報告している数値です｡量につきましては､平成 28 年から､米に

ついては千曲市産を使用する事になり､それを含めた量で市内産が 35%､県内産が 14%程度となってい

ます｡目標値の56%は､11月の野菜の生産が不足する時期も考えるとこの目標値が限界と思います｡ 

 

((((委員委員委員委員))))    

 県内産などのﾎﾟｲﾝﾄを決めて進めていただいているという事で､給食ｾﾝﾀｰの皆さんが努力している

事は､充分承知しています｡数値の取り方が分りましたので､ありがとうございます｡ 

 

((((教育総務課長教育総務課長教育総務課長教育総務課長))))    

 文化芸術の関係ですが､地域で色々な活動をされているという事で､学校の行事の関係もお知らせ

しますが､現在､行事の情勢も難しくなっていまして､中学校では､減少する教職員数で部活動指導の

確保が難しくなる状況で､部活動のｽﾎﾟｰﾂ関係に地域の方に指導員さんをという方向に変わってきて

います｡これは､文化関係におきましても同様で､地域の方のご協力を得ながら進めて行きたいと思い

ます｡また､学校長さんの理解や認識という指摘もありましたが､先ほども説明しましたが､小･中学校

通じて学校行事が大変多く､皆さんご承知のとおり､夏休みを増やす協議もされていまして､総合的に

考えさせていただく中で､進めたいと思います｡ 

 

((((委員委員委員委員))))    

 学校給食に関連して､子ども達の完食を願いますが､食べ残しについての統計はどの様にとってい

るのでしょうか｡というのは､現役時代に中央環境審議会の廃棄物ﾘｻｲｸﾙ部会の委員をしていまして､

食物廃棄物が一番多いのがﾎﾃﾙやﾚｽﾄﾗﾝで､意外と多いのが学校給食の食物廃棄物で､びっくりした事

があります｡当時､ﾄｰﾀﾙで年間 3,000 万ﾄﾝ位でした｡家庭から出る食物廃棄物の統計がとりづらく､政

府も掌握していませんでした｡千曲市や長野県で､どの様な調査が行われているのか分りませんが､で

きれば､そんな調査も年 1 回位は実施していただき､献立の参考にする等していただければと思いま

す｡ 

 

((((第第第第1111学校給食学校給食学校給食学校給食ｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰ所長所長所長所長))))    

 給食の残菜につきましては､毎日の日報により最後に焼却する量を記載しています｡ただ､主食の量

につきましては､推計量となっています｡第1の場合は､1人当たり年間200食ありますので､年間の残

菜量は3,000kgで､平均すると1日当たり15kgで日により増減しますが､残菜量の多い場合は栄養士

と協議の上､調理を工夫したり量を減らすなどの対応をしています｡ 

 

((((委員委員委員委員)))) 

 P4の基準値は､一日当たりですか｡ 

 

((((第第第第1111学校給食学校給食学校給食学校給食ｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰ所長所長所長所長))))    

 一日当たりです｡ 

 

((((会会会会長長長長)))) 

 児童･生徒数は､何人でしょうか｡P4 の基準値は総量ですよね｡24kgが何をどう想定すれば良いのか
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分らないので､児童･生徒数が載っていた方が分り易いと思います｡ 

 

((((第第第第1111学校給食学校給食学校給食学校給食ｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰ所長所長所長所長))))    

 現状では､児童･生徒数は約 4,900 人です｡年々少子化で児童･生徒数は減る傾向にはあります｡そう

すると､残菜量も減ってくると予想されます｡ 

 

((((委員委員委員委員)))) 

 ちなみに､埴生中学校は毎日ほぼ 0です｡ 

 

((((会長会長会長会長))))    

 他にはいかがでしょうか｡ 

 私の方から幾つかお願いします｡一つ目は､今後､外国人労働者の増加が見込まれます｡現状を教え

ていただきたいのですが､県内でも学級の中に､日本語を喋れない状態で来た子ども達の対応に非常

に苦しんでいるという事で､千曲市では既に色んな対応をしているのかお聞きしたい｡ 

 

((((教育総務課長教育総務課長教育総務課長教育総務課長))))    

 先日も議会の中で､外国人労働者が増える中での子ども達への対応について､質問がありました｡千

曲市の現状は人数的に少ない状況ですが､個々にお出でいただき状況を把握して対応しています｡こ

れから､外国人労働者が家族で来る事が見込まれますので､その対応について検討しなければなりま

せんが､現状につきましては以上です｡ 

 

((((会会会会長長長長)))) 

 限られた市町村ですが､大きな工場がある場合など､そこだけ外国籍の子どもが増えていて､逆にそ

こが外国籍の子どもへの対応先進地域となっています｡過日も紹介したのですが､ｵﾘﾝﾋﾟｯｸに向けてｽﾏ

ﾎ対応の国が作ったｱﾌﾟﾘがありまして､日本語で話すと対応の言語に訳してくれる､対応の言語で喋る

と日本語に訳してくれるというｱﾌﾟﾘが無料でありますので､学校が困ってからの対応ではなくて､情

報収集いただきﾉｳﾊｳを今から蓄積されていた方が良いと思います｡ 

 ただ､施策の中に今から加えるのが良いかどうか分りませんが､10 年後は確実にその問題が出てく

ると思いますので､是非､事務局でご検討いただければと思います｡ 

 2点目は､P5 の項目 1 にある基礎学力の捉え方ですが､基本的に誤解される言葉でして､卓上に資料

を用意させていただきましたので､これは､6月5日に内閣懇談会の資料で､｢この国がどういう人材を

求めていくのか｣という事を､共通理解するﾐｰﾃｨﾝｸﾞが行われたそうです｡参加された方が､色んな場所

でこの資料を使って､講演をされています｡名前をご存知かも知れませんが､鈴木寛先生です｡政治部

門に強い大学の先生で､現在､慶応と早稲田の教授をされていると思います｡その際にこの資料を見せ

ていただいて､｢ｿｻｴﾃｨ5.0｣というのは､それぞれお調べいただければ良いと思いますが､現在は｢ｿｻｴﾃｨ

4.0｣の時代でｲﾝﾀｰﾈｯﾄの中で色んな情報を使っていく｡自動運転など実現されたのが､｢ｿｻｴﾃｨ5.0｣とい

う事でﾋﾞｯｸﾃﾞｰﾀを前提とした社会のあり方という事だそうです｡それを想定した時に､私も大学･大学

院で一番気を付けている事ですが､資料 P3 の右側に｢取り組むべき政策の方向性｣というのが､国とし

て話し合われています｡3つありまして､｢公正に個別最適化された学び｣､これはおそらく､色んな凸凹

がある子ども達への対応が含まれていると思います｡ご存知かもしれませんが､東大はこの凸凹があ

る子ども達だけのﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄを組んで､英才教育をしていますので､学校から弾かれてしまいがちな子

を集めているというのも事実です｡これを受けて長野県内でも不登校になっている子の才能を伸ばそ

うという地域が出てきていると聞いています｡ 

 それから､学力に関して申し上げたかったのが､この 2番目で､｢基礎的な読解力､数学的な思考力な

どの基盤的な学力や情報活用能力｣が､これからの基礎学力の意味する所になりますので､これを加味

した基礎学力という意味合いで､進めていただければと思います｡一番分り易い姿は､学力調査の A･B

問題にあたるものと思います｡また､情報活用能力は今話題ですが､ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞという能力がこの中に

入ってきていますので､こうしたものを基礎学力として想定いただきたい｡逆に言いますと､例えば､
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5+7=12 と直ぐ出てくる教育はそろそろ終わり､5+7=12 という時にどうして12になるのか仕組みを説

明できる子どもを育てていく､これが数学的な思考力で私の専門です｡それからこの間､国語の先生に

伺いましたら､読めない漢字や意味が分らない漢字がある場合に､辞書を引いて調べるのは､私達が教

わった教育ですけれども､長文の中で､全く知らない言葉が出てきた時に､その意味を前後の文脈から

推定していく､それをこれからは磨いていくと言っていましたので､こうした基礎学力という言葉の

意味がだいぶ変わってきていますので､こうした国の方向性を見ながら､千曲市の求める学力もある

と思いますので､ご検討いただければと思います｡P3に丁寧に書かれていますので､特に学校教育でご

対応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))))    

 貴重なご意見をいただき､こちらを計画に反映しようと思います｡全国学力･学習状況調査でも分析

をする中で､読解力や思考力が課題になっているのも事実です｡これも含めて､内容的に求められてい

る所と感じます｡それから､情報活用能力は実際に授業の中に含まれてきますが､機器を導入していく

中で､進めて行きたいと考えます｡ 

 

((((会長会長会長会長))))    

 他の観点からいかがでしょうか｡ 

 よろしいでしょうか｡今､出ました意見を踏まえながら､よろしくお願いします｡ 

 それでは､会議事項(3)｢千曲っ子教育ﾋﾞｼﾞｮﾝ骨子(素案)について｣を説明願います｡ 

 

((((教育総務課長教育総務課長教育総務課長教育総務課長))))    

 － 会議事項(3)｢千曲っ子教育ﾋﾞｼﾞｮﾝ骨子(素案)について｣､説明 － 

 

((((会長会長会長会長)))) 

 はい､ありがとうございます｡先ほどの教育振興基本計画のものと読み比べると､より噛み砕かれて

表現されていると思います｡今回は 5 年前のものなので､是非､こうしたものをという意見をお聞きし

たいという事です｡ 

 委員の皆さんいかがでしょうか｡ 

 

((((委員委員委員委員))))    

    P5 の｢ｵ ICT教育の充実｣で､教育総務課長さんからの説明の中に､｢施設･設備も整えながら｣とあり

ましたので､文言として入れられればと思います｡先ほど申し上げれば良かったのですが､支援員の件

で､本校を考えても児童数は減ってきていますが､発達障がいのお子さんが増えてきまして､他地域か

ら千曲市に入ってきた先生方からは､支援員さんに関しては充実しているとの声があり､大変ありが

たいと思います｡10年後に5人という事は､2年で1人づつ更に増やしていただけるのは､非常にあり

がたいと思います｡これは P7 に入ってきますが､より具体的に表現できればと思いますので､よろし

くお願いします｡ 

 

((((委員委員委員委員))))    

 所管の事になりますが､当校の図書館を覗いては､学校司書と話をしますが､地域に開かれた学校図

書館になれば良いなと思います｡更埴西中学校は､地域に開放されていますが､各学校の図書館も市立

図書館とﾈｯﾄﾜｰｸ化するとか､可能であれば良いと思います｡地域の方も当校の図書館に来ていただき､

子ども達と一緒に交流できればと思いますので､可能であれば検討いただきたい｡ 

 

((((会会会会長長長長))))    

 図書館について､大学でも本を置く場所という概念を捨て､情報を収集したり方向付けをしたり､大

学の中の半分は､既に､ｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸができる部屋にして､静かにしなければならない所と区分けをして

います｡図書館のﾒｰｼﾞが大分変わってきていると思います｡ 
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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))))    

 今後､施設整備という事で ICTも盛り込んで行きたいと考えています｡それから､支援員の充実に関

しても､できるだけ進めたいと考えています｡それから､図書館の関係ですが､今､市立図書館と連携を

とる中で､本のやり取りができる様にはなっていますが､学校の中に一般市民が入るという様な状況

までにはなっていません｡各学校の校長先生と協議しながら､できるものかどうかも含めて､検討した

いと考えます｡ 

 

((((委員委員委員委員)))) 

 信濃小中とか飯綱中は､図書館に地域の方が来たりしていて､やりたいと思いながら私自身が動か

なければならないのですが､上手く行かなかったと思っています｡ 

 

((((会会会会長長長長)))) 

 信濃小中は､校舎の中に地域のための素晴らしいﾎｰﾙがあります｡ 

 他にいかがでしょうか｡ 

 

((((委員委員委員委員)))) 

 P7 の｢ｳ 道徳教育の充実｣と｢ｴ 人権教育の充実｣に関して､小･中学校の教職員の方はもちろん研修

していただくのは良いのですが､教職員の方だけでは対応しきれないと思います｡こちらに外部の人

材を起用､あるいは専門的な方達に入っていただく様な考えはあるのでしょうか｡例えば、生きる事､

生活する事というのは､命に関連しているので､医師であったり､生きていく中で色々なﾄﾗﾌﾞﾙに巻き

込まれる危険など､弁護士であったり､人の命と同じ様に動物に対しても､労わり､思いやり､命を大事

にできるという教育の立場から､獣医師であったり､あるいは住職であったり､という様な外部からの

道徳教育に関して人材の起用が必要かと思いますが､いかがでしょうか｡ 

 

((((教育教育教育教育総務課総務課総務課総務課長長長長))))    

 現状では､弁護士さんは起用している様ですが､今後､学校と事務局で話し合いながら､ﾋﾞｼﾞｮﾝに含

めても良いものかどうかを検討したいと思います｡ 

 

((((委員委員委員委員))))    

 先ほど､本校では太鼓を地域の方が指導していただき､地域の方が､｢学校で子ども達の太鼓の発表

をさせてくれないか｣との話を音楽専科の先生からお聞きしました｡実際は､太鼓以外に剣道やﾊﾞﾄﾞﾐﾝ

ﾄﾝなど様々な育成会の行事をしています｡太鼓の場合には発表の機会がないので､発表の場を提供し

ても…と､音楽専科の先生と個人的にした訳ですが､千曲っ子ﾋﾞｼﾞｮﾝの内容を見るとどうしても学校

がﾒｲﾝとなっており､地域の文化伝承はｸﾗﾌﾞでは吸収できると思いますが､学校は本来､基礎学力を付

け学びの基本を育む場でありますので､P11の｢基本施策3 地域で青少年をはぐくむ風土｣としながら､

｢3-1 学校･家庭･地域が…｣との字面でとても違和感があり､学校は今までも多くを請け負いすぎてい

ますので､ﾋﾞｼﾞｮﾝにおいてはそれぞれの立場で区分けをして､子どもの育みをしていく様な体制をと

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))))    

 先ほども説明しました様に､このﾋﾞｼﾞｮﾝにつきましては学校教育の個別計画です｡基本計画の P2 に

あります様に個別計画がそれぞれあります｡ご指摘のとおりと思いますので､文言を考えさせていた

だき､進めさせていただきます｡ 

 

((((委員委員委員委員))))    

 皆さんご存知の様に､武水別神社の大頭祭が行われました｡信大附属小中学校に孫がいまして､非常

に大きなお祭りなので参加する様に話をし､信大附属小中学校にお休みの打診をした所､参加･体験を

推奨されました｡お祭り等に子ども達が参加しやすい様に､例えば､年間半日程度でもあれば､地域行
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事等に親しみを覚えると思いますので､ﾋﾞｼﾞｮﾝに含められればと思います｡ 

 

((((会会会会長長長長)))) 

 その地域の営みの中に､子ども達が参加しやすい様にとの事ですが､非常に大事です｡うちの附属も

地域とのつながりを非常に大切にしていますので､戻って報告したいと思います｡ 

 他にございましでしょうか｡ 

 

((((教育教育教育教育総務課長総務課長総務課長総務課長))))    

 ご指摘のとおりです｡文面に反映できるかどうか､検討させていただきたいと思いますが､学校教育

には日数的なものもありまして､地域行事に際して休むとなると､他で授業日を設けなければなりま

せん｡また､学校と相談しながら進めたいと思います｡ 

 

((((委員委員委員委員))))    

 現在､市の公民館では､夏休みの期間に子ども向けの教室を設けて､料理教室や水生生物の観察会や

施設見学などを実施しています｡来年から夏休みが増えるとお聞きしましたので､回数や内容を増や

し協力していきたいと考えます｡ 

 

((((教育総務教育総務教育総務教育総務課長課長課長課長))))    

 大変､ありがたいお言葉をいただきました｡夏休みの関係につきましては､今議会でも質問が出され

ました｡千曲市とすればどうして行くのか､教育委員会として協議しなければならないと思います｡事

務局内で話をする中では､来年につきましては､5 月の連休が長かったり､春休みの調整など考えなが

らとなりますので､難しいと思います｡今後､延びる可能性がありますので検討したいと思います｡ 

 

((((委員委員委員委員))))    

 最近の小･中学校の児童･生徒､特に中学校の生徒は､新聞を読みません｡先ず､新聞をとっていない

家庭が増えています｡つい先頃､中学校の PTA会長とお話しする機会があり､30代 40代の若い家庭で

育つ子ども達の中には、新聞の存在そのものを知らない､ましてや読む事もしないとお聞きしました｡

必要な情報は､ｽﾏﾎから必要なだけ入手できます｡先ほど､会長さんから｢情報活用能力｣のお話があり

ましたが､客観的に社会を見る観点からすると､全ての新聞が良いとは言いませんが､自分に必要な情

報だけを必要な時にとっていたんでは､情報活用能力というのは育まれるのか疑問があります｡これ

は､学校教育の範ちゅうを超えて､あるいは家庭教育という観点でもそれを超えて､地域でもどの様に

考えたら良いのか悩むところです｡この点について､市の教育委員会なり事務局で､現状をどう捉えて

いくのかお聞きしたい｡ 

 

((((会長会長会長会長))))    

 新聞に限らず､社会の情報をどうやって､一般の方達や子ども達が捉えて行くのか､いかがでしょう

か｡ 

 

((((委員委員委員委員))))    

 校長先生方､いかがでしょうか｡ 

 

((((委員委員委員委員))))    

 国は､基礎学力向上のための情報活用です｡どこに入るのかというと難しいと思います｡ 

 

((((委員委員委員委員))))    

 確かに､全国学力･学習状況調査の質問の新聞については､少しずつ減ってきていると思いますので､

必要の無い､とっていない家庭もあるということです｡ 
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((((会長会長会長会長))))    

 大学の学生などを見ると､誰もとっていません｡ｽﾏﾎで毎日新聞､朝日新聞など縦断的に見られるｻｲﾄ

がありますので､それを見ている学生は良い方です｡全く見ていない子もいますので､非常に危惧しま

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))))    

 やはり調査で､1週間に2割から3割程度しか見ていないという統計があるそうです｡新聞をとって

いない若い家庭も多いかと思いますので､この辺のところも､盛り込めるのかどうかも含めて､検討さ

せていただきます｡ 

 

((((会長会長会長会長)))) 

 先ほどの情報活用能力の重要な部分です｡ 

 他にいかがでしょうか｡ 

 それでは､私の方からお願いがあります｡素案は 5 年前なのでこの中の文言についてですが､読ませ

ていただくと､｢目指す｣｢図ります｣が多用されていて､私達の言葉使いからすると｢図ります｣という

のは｢計画する｣という意味なので､｢それがどういう風にされるかは範ちゅうじゃありません｣と読め

てしまいます｡例えば､私が拝見する中で､P5｢ｱ｣の内容の一番上は､非常に具体的に書かれていまして

｢学校での課題を明確にして改善策を着実に実施しする｣､これは今も取り組まれていて､良いと思い

ます｡その次になりますと内容は良いのですが｢…を目指す｣となっています｡また､その次も｢…を図

る｣となっています｡日本語だけの問題で､｢…します｣にした時には､それを願うだけでなく対策を打

ち､そうなっているかどうかを調べる､PCDAｻｷｸﾙが前提になってくるかと思いますので､全部とは申し

上げませんが､踏み込める所は計画のﾚﾍﾞﾙから踏み出されてはいかがかと思います｡ 

 もう一つお願いですが､私も教職員を送り出している立場から､働き方改革の言葉はもちろんです

が､今は先生方の環境整備と書かれていまして､こちらは､教育振興基本計画や千曲っ子教育ﾋﾞｼﾞｮﾝで

も｢環境整備を整える｣と終わっていますけれども､具体的に千曲市として､どうやって働き方改革を

していくのかという事を､是非､校長先生方や教育委員先生方のご意見を踏まえて､お願いしたいと思

います｡前にお話したかもしれませんが､白馬では午後 6時以降は､電話を取らない事を､あるいは､地

域によっては保護者に先生方の携帯電話番号を教えない､現在は教えている地域がほとんどです｡私

の教え子達が夜 10 時ごろ､保護者からの電話対応を見かねた奥さんが､ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸに｢夕飯も食べずに

ずっと電話対応をしています｣とあげていました｡10 時過ぎにも係らず個別に電話をしてくる状況も

あるので､どういう風に具体的になさって行くのか､是非､ご検討いただきたいと思います｡ 

 他にはいかがでしょうか｡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 － 

○ 第3回 1月18日(金)午前 9:30から 戸倉庁舎 4階 会議室3 

○ 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 

 

((((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 2 回委員会を終えさせていただきます｡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｡ 


