長野市総合計画審議会作業部会 会議概要（報告）
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市民フォーラム 21 第４回 教育・文化部会
平成 22 年 11 月 24 日（水）午前９時 30 分から午前 11 時 30 分
長野市役所第二庁舎 10 階会議室 19
石塚弘登、藤沢謙一郎、山岸恵子、毛涯 伸、轟 繁滿、宮澤俊弘、宮澤 博
庶務課、秘書課、障害福祉課、保育家庭支援課、観光課、教育委員会事務局総務課、
学校教育課、保健給食課長、生涯学習課、文化財課
企画課（事務局）

Ⅰ 会議次第
１
２
３
４
５

開 会
市民フォーラム 21 第３回 教育・文化部会 会議概要について
ワークショップのまとめについて
本日の日程等について
ワークショップ
テーマ１：政策４－１ 次世代を担う人材の育成と環境の整備
テーマ２：政策４－２ 豊かに学びあう社会の形成
６ その他
（１）今後の予定について
７ 閉 会

Ⅱ 会議の概要（主な決定事項、質疑等）
３ ワークショップのまとめについて
「政策４－３ ゆとりと潤いを感じる多彩な文化の創造と継承」及び「政策４－４ 躍動する
生涯スポーツの振興と競技力の向上」をテーマにワークショップで検討した意見を資料１及び２
のとおりまとめることで確認した。
（
（第３回 教育・文化部会 11 月 10 日開催）
５ ワークショップ
テーマ１：政策４－１ 次世代を担う人材の育成と環境の整備
テーマ２：政策４－２ 豊かに学びあう社会の形成
２グループに分かれ、ワークショップを行った結果、別紙のとおり発表があった。

政策４－1 次世代を担う人材の育成と環境の整備
長野市教育大綱

学校教育
教師・指導･学校特色

教育を充実させるための先生の研修時間の
減少が心配である。
先生が時間を惜しまず指導に当たっている。 学力が低下している。
先生が多忙である。
先生が家庭問題まで踏み込まざるを得ない
状況がある。

学校通学区が複雑である。

校舎等施設の充実に多くの予算をかけて欲
しい。
今夏の猛暑を見ても太陽電池等を設置しな
がら教室に冷房を設置した方が良い。

不登校・いじめ
学校生活に適応できない児童・生徒がいる。
Ｑ－Ｕを全校で実施し、快適な学校づくりに
努めている。
不登校などの相談に応じる教育相談セン
ターがある。

教育特区を申請する。

キャリア教育
伝統的な催し物に子どもたちがなかなか触
れられない。
子どもたちの文化芸術事業の機会が少な
い。
中学生を取り巻く環境が整っていない。
少子化により統廃合された学校校舎の行方
が心配である。
働く子育て世代に余裕がない。（核家族、母
子家庭）

長野市立長野高校
市立長野高校が３年目となり、順調に運営さ
れている。
市立長野高校の特色をもっと鮮明にする。

長野市民としての誇りを持てる教育を推進す
る。

市立長野高校に中高一貫校を導入する。
市立長野高校はスポーツ種目で特長（目玉）
を出す。

地域社会における教育

地域の役割、伝統行事
地域で子どもを育てることが必要である。

特別な支援を必要とする児童生徒が増加傾
向にある。
特別支援教育支援員を多く配置している。
集団や社会に適応するための教育機会の充
実が望まれる。

平日の家庭学習時間が少なく、TVやｹﾞｰﾑの
時間が長い。(生活・学習意識実態調査結果)

人間味のある子ども(人の痛みがわかる、動物
を可愛がる、協調性がある)に育って欲しい。

特別支援学級

参加したくても託児を考えて欲しい。

家族ぐるみで地域社会へ参加、とけこむこと
が不足している。
家庭でやるべきことをはっきりさせて、家庭
教育を充実させる。

教育大綱の理念（敬愛の心）を大切にした教
育が実践されている。
教育大綱を大事にして、特色ある教育を推
進したい。

中心市街地の学校に郊外から通学できるよ
うな学区の弾力化を図る。

長野市は、子どもたちの学力向上のために、
ＮＲＴ検査に予算を確保している。

学校設備（特にトイレ）が古い。

家庭において子どもへ常識的なしつけが不
足している。
思いやりの精神が不足している。

教育は学校、社会、家庭のそれぞれで行う
べきである。
学校の教育はある程度充実していると思う。

NRTをもとに先生が自分の指導を振り返るこ
とができる。

小中学校校舎等の耐震化率の目標を１年前
倒しで達成した。
小中学校の校舎等の老朽化が進んでいる。

家庭教育

教育は学校のみでなく、家庭や社会におい
ても行われる必要がある。

子どもの特性（長所等）を生かした教育が必
要である。
市内全校に学校図書館職員が配置されてい
る。

身近に先生のための教育研修機関（教育セ
ンター）がある。

学校施設

別紙

伝統の担い手が少ない。
地域の行事に積極的に参加して欲しい。

地域でこども
を育てる

遊び場
外で遊ぶ子どもが少ない。
子どもの体力、運動能力が低下している。
子どもが外で安心して遊べる環境づくりが必
要である。

地域の行事が仲間作りや仲間意識の向上
のきっかけになる。
地域の行事を主宰するリーダーの育成が必
要である。

農業・自然・人物

高等教育機関
大学との連携による小学生自ら学ぶための
講座がある。

植樹・育樹などを通じ、森林体験ができる。
生き物と触れ合う、生き物を育てる。

スポーツ、文化･芸術

スポーツや文化芸術は、本物を見ることで素
晴らしさを知り、感性が育つ。
本物のスポーツや文化芸術を見せるため
に、本市の施設へより多く誘致する。
公認指導者の育成(資格の取得）が必要で
各界で活躍した地元出身の人物（佐久間象
ある。
山、横田秀雄・正俊）を学ぶ。
スポーツ等の一貫性指導のシステム作りが
必要である。
栗林忠道、今井武夫などから平和希求を学
ぶ。
チームプレー等の楽しさの経験を与える。

情緒豊かな教育のために農業や家畜飼育を
教育活動に取り入れる。
本市の自然豊かな地域性（中山間地域）を
踏まえた育成教育を取り入れる。

国際交流
子ども達が広い世界を知るために、英語圏
外の外国人と積極的な交流を進める。

スポーツ等のリーダーになれる人材を育成
することが必要である。

政策４－２ 豊かに学びあう社会の形成
生涯学習センター

別紙

図書館

生涯学習センターや公民館は多くの市民に
生涯学習センターは生涯学習の拠点であ
ご利用いただいている。
る。
公民館、図書館、博物館、美術館とは館では 生涯学習センターのトイレが充実している。
なく、サービスのことである。
トイーゴの活用にアイデアを出したほうが良
生涯学習センターの利用が伸びている。
い。

市域が拡大しても、各地域に図書館がある
わけではない。
図書館サービスが平等な地域サービスに
なっていない。
図書館本館・分館の新設を含み、図書館の
充実が必要である。
図書の貸出数が増加している。

人づくり
各地区に生涯学習活動の応援団を結成す
る。
地元にいる若い人のファッション（おしゃれ）
リーダーバンクを整備し、活用する。
文化等々にアドバイスしてもらう。
“ようこそ先輩”の人材バンクを創設し、世代 若者文化を生かす人を育てる。
間交流を図る。
公民館活動レベルの講師の人材バンクを創 地域公民館の活動を行う若い世代の人材が
設する。
少ない。（関心が薄い）
公民館の管理を一元化し、ソフト面（学習）の
老人ホーム、介護施設等へ派遣できる絵画
人づくり、まちづくりに力を入れる。
コーチを登録する。

新しい講座を考えても講師が見つからない。

若手芸術家（長野市出身）のリストを作成す
る。
公民館の講師を育成する。
アマチュアを引っ張っていく文化リーダー（地
元若手40代）の育成が必要である。

公民館（ソフト事業）
生涯学習の中で公民館活動が活発である。
各地区とも公民館活動が活発に行われてい
る。
カルチャースクールが盛況である。

価値観の多様化からコミュニティ意識が希薄
である。

生涯学習の発表の場を確保する必要があ
る。

成人学校受講者が減ってきている。

専門性の高い学習内容（プログラム）を整備
する。
中高年の方への講座を充実する。（中高年
はパワーがある。）

ブックスタート事業が始まってよかった。
図書館の絵本読み聞かせや人形劇の実演
をPRする。
図書館司書の増員が必要である。
図書館経費（予算）が減少傾向にある。

図書館本館及び分館の利用圏内にある分室
の役割を見直すことが必要である。
広い駐車場が確保できる場所に図書館（市
立、南部とも）を移転、改築する。
図書館をガラス張りの施設にする。
子どもたちの本に接する機会が減少してお
り、図書館を多目的施設とする。
移動図書館は、本館、分館及び分室の利用
が困難な地域のみとする。
移動図書館は、滞在時間を延長し、読み聞
かせなどを行う。

公民館（ハード面・体制）
公民館が老朽化しており、施設整備が必要
公民館レベルで「教える⇔学ぶ」学びあう、
である。
教えてもらう体制作りが必要である。
新市部では支所と公民館が別建物で、総合
29の市立公民館ごとに設置されている公民
市民センター化していない。
館運営審議会は廃止する。
支所と公民館が別設置されている。（縦割り
公民館運営審議会委員を社会教育委員が
行政が克服できていない。）
兼ねる。
支所と公民館は一つの建物で、コミュニティ
市立公民館が独立並列方式で、あり方を議
センターとする。
論する場がない。
公民館をコミュニティセンター化することで地
区の拠点とすることができる。
公民館に指定管理者制度を導入するのは難 地域公民館の建設補助がある。
しいのではないか。

市立公民館に統一的な考え方がない。

生涯学習情報について相談窓口が定まって
いない。

各種学習講座の総合窓口の開設（テーマ
別、開催日別）が必要である。
生涯学習講座を知らない人への情報提供が
必要である。
市内各所で開催されている講座等の情報が
老人大学（シニアライフアカデミー）で学習す
一元化されていない。
る年齢層は、高齢者が多い。

毎年同じような講座が開催され、マンネリ化
している。
将来を担う若者の利用が少ない。

図書館の貸出冊数が増加している。

図書館の位置（場所）が良くない。

地縁、志縁を復活する。（活動支援）

絵画や書などの発表回数が少ない。

成人学校が充実している。

図書館の分館設置が進んでいない。

ボランティアの意志を持っている人を活動に
結びつけることが必要である。

絵画や書（制作・創作）などの講座を発表（展
示）しているのかわからない。

講座受講料は高いが、魅力的リーダーが講
師を務め、方向性もしっかりしている。

図書購入費が年々減少している。

民間カルチャースクール
民間カルチャースクールとのすみわけが必
要である。
公民館成人学校の講座受講料が民間カル
チャースクールと変わらない。

創造館
創造館（市民アトリエ）を建設する。
市民アトリエ（公開アトリエ）、ＲＨ室（市民会
館）を作る。

