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平成 28 年度第１回飯田市総合教育会議 会議記録 

 

日時：平成 28 年 12 月６日（火） 

午前 10 時 30 分から 12 時 00 分 

場所：飯田市役所 A301･302 号会議室 

 

１． 開 会 

（今村総合政策部長） 

 みなさんおはようございます。定刻になりましたのでただ今から平成 28 年度第１回総合教育

会議を始めさせていただきます。私は本会の進行を務めさせていただきます、総合政策部長の

今村と申します。はじめに飯田市長からあいさつをお願いします。 

  

２．あいさつ 

（牧野市長） 

年の瀬も押し迫ってまいりました中、教育委員の皆様方におかれましては、大変ご多忙の中、

第 1 回の総合教育会議にご参加いただき、誠にありがとうございます。また、日頃からそれぞ

れのお立場で当地域の教育行政に対して大変なご尽力をいただいていることに御礼を申し上げ

ます。 

片桐教育委員におかれましては、これまで大変なご尽力をいただきましたことに対し、改め

て御礼を申し上げます。立場は変わっても、飯田市の教育行政に対しアドバイスをいただけれ

ばと思っていますので、どうぞよろしくお願いします。また、新たに教育委員にお加わりいた

だきました小澤委員におかれましては、これまでの様々な経験、見識をベースに忌憚のない意

見を出していただきながら、力を発揮していただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願

いします。 

さて、この総合教育会議は、私ども市長部局と教育委員会が地域の教育行政をいかに進めて

いくかについて共有の認識を持ち、一緒になって推進していくための会議と認識しています。

国の制度改正に伴い、全国的に総合教育会議が設けられていますが、飯田市ではそれ以前から

市長部局と教育委員会の認識を共有する機会を持ち、協働しながら子どもたちのためにそれぞ

れの力を思う存分に発揮していただいていると思っています。その意味では、まさにこの会議

は、いろいろな思いを語り合いながら認識を互いに共有し、地域の子どもを如何に地域で育て

ていくかということを検討する有意義な会議だと認識しています。 

今年度から教育長の職務をお願いしている代田教育長にとっては、初めての総合教育会議に

なります。既にリーダーシップを発揮していただき、教育委員会の新たな取組を進めていただ

いていますが、それらにつきましても、委員の皆様のお声を聴かせていただけたらと思ってい

ます。 

私自身も、10 月 28 日から４期目の市政を担うことになりました。これまで「地育力による

心豊かな人づくり」を掲げてきましたが、この考え方は地域の中にも浸透してきていると思っ

ています。人口減少、少子化・高齢化という時代において、子どもたちが一旦はこの地域を出
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て行ってもまた帰ってくる人材のサイクルの構築を目標として掲げる中で、これからの教育を

皆様方と一緒に考えていければと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

（今村総合政策部長） 

続きまして、代田教育長からお願いいたします。 

 

（代田教育長） 

 みなさん改めましておはようございます。教育委員の皆様には年末のご多忙のところ、お

時間をいただきありがとうございます。また、この総合教育会議を設定していただきました

市長並びに市長部局の皆様方にもお礼を申し上げたいと思います。本当にありがとうござい

ます。 

 市長のお言葉にもありましたが、私自身この４月に飯田市の教育長に任命されてから既に

８カ月が経過し、だいぶ飯田の行政もわかってきたところです。そんな中で、今日のこの会

議を、新しい教育委員会制度の持つ意味について改めて考える機会にしたいと思います。一

昨年、教育委員長と教育長の職を一本化して市長が任命するという大きな制度改正があり、

新しい教育委員会制度が始まりました。もちろん飯田市ではそれ以前から連携がとれていた

と思いますが、これを機会にこの制度をもっとうまく使うにはどうしたら良いのかという視

点でこの会議が持てれば良いのではないかと思います。総合教育会議においても、教育振興

基本計画といいだ未来デザイン 2028 の二つの計画のコラボレートにより、どうすればもっと

付加価値が生まれる計画実行になっていくのか、そんな意味でのこの総合教育会議が良い機

会になるのではないかと思っています。 

 今日は、新しい教育委員会制度、総合教育会議が持つ意味について皆様と考えられる場に

していきたいと思います。本日はよろしくお願いいたします。 

 

 

３ 協議事項  

 

（今村総合政策部長） 

 それでは、協議事項に入らせていただきます。本日協議事項として、一点ご用意していま

す。飯田市教育大綱について事務局よりご提案申し上げますのでよろしくお願いします。 

 

（松尾企画課長） 

  企画課の松尾と申します。よろしくお願いいたします。私からは飯田市教育大綱の策定に

つきましてご提案をさせていただきます。本日お手元には資料を用意してございません。口

頭で説明申し上げますので、お聴き取りの方をよろしくお願いいたします。 

  教育大綱は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律において、策定が義務付けられて

います。この大綱は、教育の目標や施策の根本的な方向を明確化するものとして位置付けら

れていまして、総合教育会議において、市長と教育委員会が協議、調整し、市長が策定する
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こととなっています。 

  飯田市では法律改定後初めて開催された昨年５月 26 日開催の第１回の総合教育会議にお

いて、飯田市における教育学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱は、当面の間、

飯田市教育振興基本計画をもって代えるという決定をしていただいたところです。そこで 29

年度からは、市政運営の基本となる飯田市の総合計画にあたるいいだ未来デザイン 2028 と、

教育分野における総合計画に位置付けられる、第２次飯田市教育振興基本計画が同時にスタ

ートすることから、新たな教育大綱を策定することとしたいとして提案させていただくもの

です。 

  教育大綱は、今年度内に二つの計画が決定されることから、全く新しい計画を策定するの

ではなく、いいだ未来デザイン 2028 と第２次飯田市教育振興基本計画の二つの計画の位置

づけを確認しながら重点項目を抜き出して、その両輪となる二つの計画を結ぶ形で整理でき

ないかと考えています。大綱案は、今年度中に開催される第２回総合教育会議にご提案する

予定です。本年度内にもう一度総合教育会議を開催させていただき、ご協議をいただきたい

と考えています。 

  本日は、新しく大綱を策定することにつきましてご提案させていただきます。よろしくお

願いいたします。 

 

（今村総合政策部長） 

 ただ今、事務局からご提案させていただきました内容につきまして、委員の皆様からご意

見をいただきたいと思います。発言のある方は挙手をお願いします。 

 

（小林教育長職務代理者） 

  基本的には、今の提案で結構だと思います。いいだ未来デザイン 2028 の基本方針と、で

きるだけすり合わせて協働して一緒に進めるようにということで私ども教育委員も考えさせ

ていただいているので、大きく齟齬することは無いと思いますけれども、今提案していただ

いたように、教育大綱は、いいだ未来デザイン 2028 と第２次教育振興基本計画を繋ぐもの

として取りまとめていただければありがたいと思います。 

 

（今村総合政策部長） 

 それでは、事務局提案のとおり、次期教育大綱を策定するということ、二つの計画を繋ぐ

形で今年度中に開催される第２回総合教育会議に提案しますので、そこでご審議いただくこ

ととさせていただきます。 

 協議事項は以上といたしまして、引き続き意見交換に移らせていただきます。 

 

 

４ 意見交換 

テーマ１ 「飯田市に若者が戻ってくる、もしくは定着するには、どんなことを行え

ばよいか」 
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（今村総合政策部長） 

意見交換は本日二つのテーマを予定させていただいていますが、はじめに「飯田市に若者

が戻ってくる、もしくは定着するには、どんなことを行っていったらよいか」をテーマに意

見交換を行います。進め方ですが、それぞれ委員の皆さんから挙手していただき、発言をい

ただきたいと思います。その後、市長の方から発言する形で進めたいと思いますのでよろし

くお願いします。 

 それでは、どなたからでもご自由に発言いただきたいと思いますので、発言がある方は挙

手をお願いします。 

 

（伊藤委員） 

 高校生を中心にした視点の話と、航空宇宙産業に関係する話の二点についてお話ししたい

と思います。昨年のキャリア教育の発表の際に、飯田の魅力について小学生、中学生、高校

生にアンケートを取りました。小・中学生は飯田の魅力を素直に意見してくれる場合が多い

のですが、高校生になると時には辛辣な意見がでてきます。それを聞いていて、高校生がこ

ういう場に多く出て、地域のことを考える場を増やすことが大事だと思いました。当然思春

期ですので、批判的な意見も出してくれますが、そういう時期に飯田を見てくれる感覚が大

事だと思いました。飯田の魅力について、良きにつけ悪しきにつけ思いを持って高校を卒業

して、一旦飯田を離れるかもしれませんけれども、その時に飯田について考えたことが脳裏

に焼き付いていると、帰って来る来ないは別として、飯田を思うことにつながると思います。 

 もう一点ですが、飯田の未来の魅力として航空宇宙産業が素晴らしい産業に成長すること

を期待しています。教育委員会とのつながりとして、今年は代田教育長の肝煎りで宇宙留学

サマーキャンプを実施しました。地元のことをしっかり理解しながら、地球規模で物事を考

えるグローカル人材の育成が大切なことだと思いますが、グローバルですから、地球上で東

や西を見るという視点では無く、もっと視座を変えてグローバルの名のとおり、地球が球体

に見えるくらい離れた宇宙から地球を広い視点で捉えることが必要だと思います。そうした

ときに、世界中で起こっている民族の争いのようなものは平和的な教育にもつながりますし、

世界規模で環境問題が深刻化してきたのは産業革命以後と言われていますが、地球の歴史を

１年間に例えると、産業革命は 12 月 31 日の 23 時 59 分 58 秒にあたり、瞬く間に環境破壊

が進んでいるということは環境学習にもつながってきます。是非この宇宙産業に対して教育

の面でもそういった考え方を若者の教育につなげていただきたいと思います。 

 

（片桐委員） 

 先日、シニア大学に通っている方とお話しする機会がありました。その方が飯田女子短期

大学の学生さんと話をする機会があり「飯田はどう？」と学生さんに聞いたところ、飯田は

とても住みづらいまちだという答えが返って来たそうです。私たちはこんなに良いところは

無いと思っていたのでびっくりしたそうですが、その理由を聞くと、「学校が終わって買い物

に行こうと思っても暗くて怖くて買い物に行けない。図書館や美術博物館があることは知っ

ていても交通手段が無い自分たちには行けない。周りにコーヒーを飲んで待ち合わせる場所
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もないので足が遠のいてしまう。」とおっしゃったそうです。図書館や美術博物館ではいろい

ろな企画を計画しているのになんてもったいないと思いましたが、足が無いといえばそれま

でかなと思ってしまいました。また、若い人たちは、買い物やコンサートやお芝居へ、月 1

回でも 2 回でも名古屋や東京へ行ってしまいますが、それが若い人たちにとっての魅力なん

だということを再認識しました。 

 それでも私が聞いてシニア大学に通う方の意識が高いなと思ったことは、その短大生が「飯

田はごみの分別が面倒だ」と言ったことに対して、「それは、未来の子どもたちのことを考え

て、ごみの分別をする方法を選んで誇りを持って実行している」と答えたことです。市民意

識の周知徹底が本当に浸透している素晴らしいことだと思いました。 

子どもたちが帰ってくるためには、どうしたら住み良いまちになるかを、市民意識で徹底

して真剣に考える必要があると思います。遠くから来た人や一度外へ出てまた帰って来てい

る人たちの意見をもっと聴いて、本当に魅力のある住み良いまちになれば良いなと思いまし

た。 

 

（小澤委員） 

先日、神戸で小学生を持つお母さんが、マンション内でのあいさつは禁止にしてほしいと

いう意見を言ったという記事を目にしました。どの方がマンションの方なのか違う方なのか

わからないので、防犯上身を守るために挨拶は全面禁止してほしいと提案したそうです。そ

れを聞いたマンションの他の住民の方からは、挨拶しても返事が無くて気分が悪いので、挨

拶は禁止にしましょうという意見が多く、そのマンションでは挨拶は禁止になったと聞いて、

とても寂しい世の中だなと感じました。私は、市長がおっしゃる地育力がすごく大切だと思

っています。今でもミシンボランティアや読み聞かせボランティアなど地域の方が学校に入

ってくれていますが、年度内に全学校区に設置されるコミュニティスクールは、公民館が加

わることで、どのように変わっていくのかすごく楽しみにしています。 

私は松尾の八幡町に住んでいますが、松尾地区は 80 回以上運動会が続いている地区です。

運動会の前には地区ごとに練習があり、そこには小さな子どもを持つお父さんお母さんも参

加しますが、お父さんお母さんが競技をしているときには、他のおじちゃんやおばちゃんに

その子の面倒をみてもらったりすることで、世代間の交流があります。また、お祭りも盛ん

で、小学生が子供神輿をかつぐときには、その子たちの面倒を見るために中高生が参加して

くれます。その子たちがやがて地域を離れて進学したときに、お祭りや運動会のことを少し

でも思って地元に戻ってきて、今度は神輿会や壮年会に入って、地域の人たちにすごくかわ

いがってもらって地域に定着をしていきます。私の息子もそうですが、親の言うことは聞か

なくても近所のおじさんのいうことは聞く。そういう地域の教育力による人づくりがすごく

大事だと思っています。しかし、最近は高齢化が進み運動会などの事業が下降気味になって

いる地区があると聞きます。運動会ではなくても地域ごとで交流ができる機会があって、地

域で子育てをしていくことが大事ではないかといつも思っています。 
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（小林教育長職務代理者） 

市長に感謝申し上げたいことが二点ありますので、お話をさせていただきたいと思います。

まず、教員定数の削減の問題ですが、昨年の総合教育会議やそれ以前からの懇談の機会を踏

まえて、市長が経済・財政一体改革推進委員の立場から提案していただいて、一定の歯止め

がかかったということは、長野県のみならず全国の教育関係者にとって、本当にありがたい

ことで、この場をお借りして感謝を申し上げたいと思います。 

二点目は、昨年度の第２回の総合教育会議の際に、中学校区の校長裁量予算について提案

させていただいたところ、それが実現し、現在４つの中学校区で ICT 教育を中心にそれぞれ

の特色ある教育活動を実施する取組みが進められていることです。これも総合教育会議のお

かげと感謝申し上げます。 

 ふるさとに戻ってくる若者を育てるためにどうしたら良いかというテーマについてですが、

今までの市長との懇談でも、飯田下伊那のことを熟知した教員が子供たちを教えていくこと

が大事ではないかという話があり、飯田下伊那の中で、教員人事等ができないものかという

提案を市長からいただきました。これまでの長野県の人事制度では、生涯３地域に赴任する

ことが課せられていましたので、飯田下伊那に戻ってくるのは高年齢になってからになり、

飯田市の自然や文化を学ぶことが難しかったことを懸念しましたけれども、昨年の市町村と

県教委の懇談会を踏まえて、人事の制度が変わりました。お手元にお配りしました資料を見

ますと、県の教育委員会の人事異動方針が変わり、「新規採用者は本拠地を含むブロック（南

信地域）への配置を原則とする」ということになり、今年の新卒者から飯田市出身者は飯田

に配置できることになりました。配置された初任の先生にとっては、知り合いが多いことや

自分の家から通えることもあり、安心して教育活動に取り組めますが、これは非常に大事な

ことだと思っています。しかし、下伊那の教員の年齢構成を見ると、50 歳台がかなり多く、

30 歳台から 40 歳台が少なくなっています。また、初任者の状況では、小学校はほぼ飯田下

伊那の出身者が入ってきていますが、中学校は入っていません。これは、飯田下伊那の教員

は全体数が足りないという状況によるものと考えています。何とか飯田下伊那の出身者を増

やすような手を打たなければならないと、飯田下伊那の教育委員会連絡協議会でも取組を進

めています。その一つは、飯田女子短期大学と連携して、教員採用試験を突破できるような

力をつける講座を開いています。もう一つは、飯田教育事務所と連携して、教師の資質向上

や授業力のアップのための講座を開いています。 

先日の報道で、南信州広域連合が看護系の学生が地元に就職した場合に、奨学金の返済が

免除される制度の創設を目指すとありましたが、何とかして教師を目指す子供たちを増やす

ために、教師を目指す学生にも同じような制度を作っていただけないかと思います。飯田の

良さをわかっている教師が、子どもたちに飯田の魅力とグローバルな視点を学んでもらう活

動を進めてもらえればと思います。 

  

（代田教育長） 

冒頭あいさつでもお伝えした通り、私自身飯田市教育長に就任して８カ月になりますが、

その間に飯田市の総合計画のいいだ未来デザイン 2028 と、教育振興基本計画の二つの計画に
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携わることができたことは非常に大きく、ありがたい機会だと思っています。いいだ未来デ

ザイン 2028 を読みますと、この中には教育委員会が関連、主管していない事業で、教育委員

会が関わることでもっと効果が高められる事業がたくさんあると思いましたので、今日は特

に若者が帰って来られるという視点で、三つお話をさせていただきたいと思います。 

まず、基本目標１の「若者が帰って来られる産業をつくる」というところでは、信州大学

の航空機システム共同講座を推進していくことを一丁目一番地においています。夢や希望が

ある取組だと思うのですが、教育委員会は今のところここに絡んでいません。ここに帰って

来られるためには小中学生にこの産業の魅力を伝えることや、理数の面白さを伝える事が重

要だと思います。この航空宇宙産業が面白いと思うのは、単なるテクノロジーの話だけでは

なくて、グローバルに物事を捉える機会にもなることです。そんな思いからこの夏に手始め

として宇宙留学サマーキャンプを始めましたが、この事業を発展させて、この産業の魅力や

可能性を、体系立ててシステム化して小学生や中学生に伝える必要があるのではないかと思

っています。信州大学の柳原特任教授には、来年度以降正式に出張授業をやっていただくこ

とに関してご快諾をいただいています。私が申し上げたいのは出張授業で終わらせるのでは

なく、飯田がどのようにダイナミズムを持って産業の担い手を育成していくかという点です。

特に航空宇宙産業は将来さらに需要が見込まれる息の長い産業ということを考えると、将来

にわたって定着する人材を育むためにも、教育委員会が連携していく必要があるのではない

かと思います。 

 もう一点ですが、戦略の基本目標の８に明示されている、ふるさとパワーアップ「田舎へ

還ろう戦略事業」です。これも教育委員会は絡んでいませんが、ふるさと納税の受入を行い、

地域を活性化させようとする取組です。今年度、教育委員会ではコミュニティスクールとい

う、地方教育行政法に基づいた組織が立ち上がります。コミュニティスクールは、まちづく

り委員会の会長、公民館長、主事、学校長、ＰＴＡが加わり、子供たちの意見を吸い上げら

れる、ふるさとを意識する根源的なメカニズムを持った組織ですが、このコミュニティスク

ールが効果的に使えるのではないかと思っています。例えば千栄小学校が蕨を取って ICT 機

材を買うという取組もありますが、返礼品としてその地区で獲れたものを送るときに、地域

の産業について考えることは、ふるさとパワーアップにつながりますし、教育委員会のコミ

ュニティスクールとの連携によって効果が増すと思っています。 

 最後にもう一つ、「中山間地域をもっと元気にしてみまいか」も現状では教育委員会は絡ん

でいないのですが、ICT の活用による連携の価値は十分あるのではないかと思います。まだ

決定事項ではありませんが、中山間地の子どもたちがより豊かな学びができるようにという

大きなテーマを掲げて ICT の整備を進めています。遠山地区と竜東地区は来年度、複数の教

室で一緒に授業ができるような遠隔地の授業システムを導入する予定ですが、これを学校教

育の現場だけではなく、地域の人が休みの日や放課後に利用し、地域間の交流や連携につな

げ、地域の活性化に役立てられるのではないかと思います。ICT を学校だけのものにするの

ではなくて、地域とともに歩むという形にすれば、若者が帰ってくるまちづくりに対しては、

教育委員会も貢献できるのではないかと思います。 
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（小林教育長職務代理者） 

魅力ある飯田をどうやって作るかという点では新しい産業づくりもありますが、文化の面

でまちおこしをすることも大事な視点ではないかと思います。飯田市はりんご並木と人形劇

のまちということも言われていますし、小さな世界都市もどちらかというと文化から来る考

えだと思います。飯田市の教育委員会の良い点は、美術博物館、図書館、歴史研究所、文化

会館、公民館等の社会教育機関が連携しながら取り組んでいる点だと感じています。文化会

館の改築が話題に上がっていますけれども、人形劇フェスタやオケ友などの文化行事を進め

る中で、文化会館、図書館、美術博物館などが一体化していろいろな世界と交流する拠点と

なるような文化会館ができれば良いと思います。特にリニアの駅ができることを考えると、

いろいろな人との交流の機会が増えてくると思いますし、首都圏や名古屋に行かなくても飯

田でいろいろなものができるようなそんな施設を、今から考えていく必要があると思います。

教育委員会だけでは非常に難しいところでありますが、文化の面でいかに魅力を引き出して

いくかという視点を持って考えていきたいと思います。 

  

（牧野市長） 

委員の皆様の想いを聴かせていただきましてありがとうございました。ここは意見交換の

場ですので、何かを決定する場ではありませんが、出された意見が基になって、決まったこ

ともあります。これは、この会議で協議された内容の重要性を共有できた結果だと思います

し、いろいろな意見を忌憚なく出していただければと思います。 

 最初に伊藤委員から、高校生に関わる話と、航空宇宙産業の話をいただきました。高校生

の話ができるのは飯田市の特徴だと思っています。普通の基礎自治体の教育委員会は義務教

育中心に考えていますから、高校生のことまでは手が届かない状況にあります。何よりそう

思わせているのは文科省だと認識していまして、経済財政一体改革推進委員会の中でもその

ことを訴えて、今年度に入って漸く文科省でも高校生を対象に取り組んでいくことをはっき

り打ち出してきてくれたという状況です。それくらい高校生に対するアプローチは全国的に

も取り組んでこなかったという状況はあります。ただ、高校卒業生の７割から８割がこの地

域を離れることを考えると、直前の高校３年間はものすごく重要な時期という認識を持たな

ければいけません。教育委員会では高校生講座のような継続した取組みはやっていましたけ

れども、高校生へのアプローチが積極的になったのは、５年前に飯田 OIDE 長姫高校の地域

人教育が始まってからというのが私の認識です。実際に地域人教育が始まってからは、飯田

の地域づくりに積極的に関わろうという意思を持った高校生が増えてきたと思います。地域

人教育をひとつのきっかけとして、まちづくりを考えるサークルが立ち上がったり、夏の参

議院選挙の時には、高校生の投票率 100％をめざす運動が高校の垣根を越えて起こったとい

う例を見ても、それだけの柔軟な発想と、創造力や創造性を持っているのが高校生だと思い

ます。そういった意味でも高校生の時期に飯田についてしっかりと考えて行動する経験を持

つと、この地域を離れても飯田のことを思い続ける大人に育っていくと思います。私が中高

生に対して講義をするときに、リニア時代の選択として、飯田に住むかそれとも大都市に住

むかという質問をします。以前は明らかに大都市に住みたいと思う高校生の方が多かったの
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ですが、去年の夏くらいから、傾向が逆転してきて、飯田に住みたいと思う高校生の方が多

くなってきました。リニアが現実化するにしたがって、むしろそう思う子どもたちが増えて

きたという状況を感じています。教育委員会の皆様方には、これからは高校生へのアプロー

チは無くてはならないということを改めて申し上げます。 

 当地域の地域産業との関わりという中で、航空宇宙産業について話がありましたが、昨日

開催された航空宇宙産業に関する会議には、長野県はもちろん、経産省の幹部や JAXA など

航空機の産業に関わる皆さんが集まりました。それだけ当地域の航空宇宙産業が期待され、

注目を浴びているということですが、なかなかできることでは無いと思います。そういった

ところにおいて、代田教育長発案の宇宙教育の取組も注目されると思っています。航空宇宙

産業に携わることが全てではありませんが、地域が進む産業の方向に合わせて人材育成を考

えていくことは、グローバルな視点をもちながらローカルに活躍するグローカルな人材をこ

の地域で育むことにつながると思います。 

 片桐委員からは実際の現場の声をお聞かせいただきました。飯田が住みづらいと思うかど

うかということは、これからもずっとテーマになる話題で、住みやすい地域であるためには

どうすればいいかということを、いろいろな世代の皆さんの考えを汲み取って考えていく必

要があると思います。リニア時代の行動として、毎週のように若い皆さんが都会に出かける

ということはあるかもしれませんが、それはそんなに悪いことだとは私は思いません。むし

ろ飯田らしいものをこの地でしっかり作っておくことが必要だと思います。全部が全部飯田

に集めるという発想もあるかもしれませんが、大都市にできることは大都市に任せて、大都

市には無い飯田らしいところで人を呼べればいいのかなと思います。例えばいいだ人形劇フ

ェスタであったり、丘のまちフェスティバルであったり、いずれも既にかなりの集客力を持

っていますが、そういったものを考えてみればいいのかなと思っています。それから、足が

無いのでというのは公共交通の問題ですが、地域の中では公共交通に関してはかなり議論し

ています。遠距離になればなるほど、相当安い運賃でサービスを提供できる仕組みになって

いて、中山間地の皆さんにとっては利用しやすい状況があると認識しています。当然、いろ

いろな声を聴いて改善をしていかなければなりませんが、通勤、通学、通院等は、バスに乗

って移動できる最低限の足にはなっていると思っています。 

 小澤委員からはあいさつを禁止にするという話がありましたが、この地域では全く逆で、

知らない人でもあいさつを通じて親しくなれるという話は聞いていますので、大都市でそん

な話が出てくることは孤立化を高める残念なことだと思います。私としては地域の皆さん方

があいさつを交わすような、特に子供たちが通学するときに近所の皆さんとあいさつを交わ

せるような地域をこれからも追及していくべきだと思いました。それから、地域行事の話が

ありましたが、運動会やお祭りなどの様々な地域行事には小学生だけではなく、中学生や高

校生も出られるような機会をこれからも作っていってもらいたいと思います。すでに公民館

の事業では、中学生が主体的に運営委員会をつくったり、高校生が一緒に加わっているとこ

ろもあったり、小中高を問わず子どもたちが活躍できるような枠組みができてきていると思

いますし、もっと増やしてもらいたいと思います。 

 職務代理者から教職員の定数削減の話題がありましたが、実はここにきて盛んに議論され
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ているのは、当地域にとっても課題となっている、外国人の子どもたちに対する教育の問題

です。財政制度等審議会が予算編成等に関する建議という形で財務省に提出しましたが、そ

の中で文科省が非常に危機感を持ったのが、特別支援学級と外国人の子どもに関する話です。

全国的な傾向として子どもの数は減少傾向にありますが、特別支援学級の子どもも、外国人

の子どもも全国的に増えています。文部科学省は、全体の少子化の中でも支援が必要な子ど

もたちには手厚くしていかなければならないということを要求しましたが、財政制度等審議

会からの報告の内容はネガティヴなものでした。特別支援学級設置については全国的な組織

がありますが、実はそういった全国的な組織が無いのが、外国人児童生徒への教育支援です。 

ものづくりが盛んな地域を中心に、外国人居住者が多い都市が連携した外国人集住都市会議

には、飯田市も加入して様々な問題の解決に積極的に取り組んでいますが、そういった地域

に特定される話としてネガティヴな内容が示されました。全国的に外国人の子どもたちが増

えていて、将来の国際戦略の中でも重要性を抱えている中で、その対応を外国人が集中して

いる地域の自治体や企業に任せればいいという考え方に対して、昨日も外国人集住都市会議

の代表として文部科学大臣に要望に行ってきました。当地域は、他の地域とは違い、南米よ

りも中国籍の方が多く、約 2500 人の外国人のうち、1000 人は中国人です。ものづくりの関

係で外国人労働者が入っている地域というよりは国策で進められた満蒙開拓までさかのぼる

歴史を持っています。このことに対して国では責任を負えないので、自治体や企業で対応す

るべきだとするのは筋が通らないという話はさせていただきました。 

 文化の面での魅力づくりの話がありましたが、文化施設の連携は非常に重要だと思ってい

ます。歴史研究所が最終的にどこに落ち着くべきかという議論はこれからもあると思います

が、美術博物館、文化会館など飯田の大事な文化を取り扱う他の社会教育機関と連携して様々

な事業を進めていくことはすごく大事だと思っています。特にリニア時代を見据えて、小さ

な世界都市をめざす飯田市として、そういった連携はますます重要になってくると思います。

再来年は人形劇の世界フェス、AVIAMA の総会が飯田で開かれますが、それに合わせてシャ

ルルヴィルメジェール市長が飯田に来られますし、全国高等学校総合文化祭の人形劇部門が

飯田で開催されます。そういったことも見据えて考えていかなければいけないと思います。 

 

  

テーマ２ 「家庭の教育力を向上させるには、どんなことを行えばよいか」 

 

（今村総合政策部長） 

それでは、一つ目のテーマはここまでとさせていただき、二つ目のテーマであります、「家

庭の教育力を向上させるには、どんなことを行えばよいか」の議題に移りたいと思います。

先程と同じように、それぞれ委員の皆さんからご発言いただき、最後に市長からご意見をい

ただきたいと思いますのでよろしくお願いします。 

 

（伊藤委員） 

  私からは、年度内に全学校区に設置されるコミュニティスクールにつながる話と、小学校
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低学年の基礎学力に関する話の二点についてお話ししたいと思います。まず、コミュニティ

スクールにつながる話ですが、学校訪問を通じて感じることは、小学校低学年の基本的な生

活習慣や基礎学力が非常に大切だということです。基本的な生活習慣については、お手元の

小学生の生活に関する調査を見ていただきますと、大方生活習慣が身についているようです。

しかし、核家族化やひとり親家庭の増加など家庭環境の変化に伴い、どうしてもしつけがお

ろそかになったり、生活が乱れがちになることが懸念されます。その時に地育力を生かせる

のではないかと思います。 

例をあげますと、三穂小学校で、今年 7 月に一泊二日で農業宿泊体験を行い、５・６年生

24 名が三穂地区の５軒の農家に宿泊しました。はじめに挨拶をしてから、お茶をいただきな

がらいろいろな話をします。各５軒の農家ではそれぞれテーマを設けて仕事を用意してくれ

て、ブルーベリージャム作り、欄間の障子貼り、らっきょうの根切り、りんご園で使うお土

産用のタグ作りといったことを小学生が体験しますが、近所とはいえ他人の家に泊まって多

少は気兼ねをすることが、しつけにつながるのではないかと思います。もう一つは、千代小

学校・千栄小学校では、どんぐりの会が読み聞かせのボランティアをやっていて、地域のお

力を借りながら生活、しつけを手助けしています。このようなこれまで培ってきた取組に加

えて、コミュニティスクールで皆さんの知恵をさらに借りながら展開していけるのではない

かと思っています。 

  もう一点の基礎学力の話ですが、今、ICT 教育、外国語教育、アクティヴラーニングとい

う言葉がにわかに取り上げられていますが、小学校低学年の子どもにとっては、ひと昔前は

「読み・書き・そろばん」と言われたのですが、今は「読み・書き・計算ドリル」と言って

いいと思いますが、ここが非常に大事だと思います。小学校低学年の頃は、授かった能力の

基礎的な部分をしっかり鍛えると、100 のものが 105 にも 110 にもなります。ICT 教育、外

国語教育、アクティヴラーニングにつなげるために、小学校低学年の間はしっかり「読み・

書き・計算ドリル」で基礎的な学力を身に着けておく必要があるのではないかと思います。 

  

（片桐委員） 

 先日、キャリア教育のかざこし学習発表会に参加させていただきましたが、中学生の発表

に対する感想を聞かれた時に、小学生の男の子がすかさず手を挙げて、「中学生はすごいと思

います。僕は職場へ行ったときは何も考えずに行ったけれども、中学生は目標を持って努力

をしていてすごいと思います。」とはきはきと答えていました。それに続けて保護者の方から

も、「私たちは日々の生活に追われて毎日ただただ仕事をしているけれども、みなさんの発表

を聞いて心が洗われる思いがしました。根本的なことを思い出しました。」という発言があり

ました。私は、お母さん方が素晴らしかったなと思いました。運動会や音楽会など団体での

発表の機会はこれまでも多くあったと思いますが、日常の頑張りを地域の方にも見ていただ

き、その子どもたちの学習の積み重ねを褒めたり認めたりする取組がとても大事だと思いま

した。褒めたり認めたりするのは、一部の関係者だけではだめで、地域の方々皆さんがそう

いう意識を持っていただかないと意味が無いですし、新聞や広報などいろいろなところで子

供たちを見てもらいたいと思いました。様々なアンケートや積み重ねられた日々の学習の成
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果は、各家庭に戻して知ってもらい、子どもたちがこんなに頑張っているのなら、私たち大

人には何ができるだろうということを真剣に考えていただきたいと思いました。小林先生の

資料の中に、そのまちの豊かさは住民一人ひとりの精神文化の程度でわかるんだという一文

がありましたが、市民みんなが高い意識を持って子どもたちを育て、住み良いまちをつくる

活動を、教育委員会が自然体で取り組んでいけたらいいなと思いました。 

 

（小澤委員） 

 家庭学習については、全国学力学習状況調査の結果を見ても、全国平均を上回っていて、

先生たちがすごく頑張ってくれていることを感じています。他の都道府県のことはわかりま

せんが、小学校では音読と漢字と算数ドリルの３点セットの宿題が必ずあって、それを提出

しなければならないというのが決まっています。そのことが基礎学力を身に着けることにな

しますし、机に向かって勉強する姿勢につながるので、毎日続けることが大事だと思います。

これは良いかどうかわかりませんが、中学生になると班の連帯責任になって、宿題をやらな

ければならないのですが、いろいろな工夫をしながら先生たちは頑張ってくれていると思い

ます。 

それから、子どもたちは勉強をやれというとよけいにやりません。なぜ勉強をしなければ

ならないのか、何故九九を覚えなければならないのか、将来の自分のために学ぶ必要がある

ことを教えた上で、勉強する喜びを伝える必要があると思います。一つの問題ができた子ど

もは、達成感を得ることができて、そのことが勉強しようという前向きな気持ちに繋がりま

す。親や先生たちはそういった子どもの頑張りを良く見て、褒めて教育する場も必要ではな

いかと思います。 

 

（小林教育長職務代理者） 

 家庭教育力について、教育委員会からお手元に二つ資料を用意させていただいています。

御承知のように家庭での教育力を高めるために、我が家の結いタイムの取組では、あいさつ、

会話、お手伝い、読書を中心に長年取り組んできました。色刷りの全国と比較した学習状況

調査の結果を見ると、飯田市の子どもたちは、結いタイムで取り組んできた大きな成果が出

ています。一例を申し上げれば、３ページに図書館の利用に関する調査結果がありますが、

小学生も中学生も全国に比べて本を多く読むという結果が出ています。お手伝いにしても、

家庭内での会話にしても全国に比べて高い結果が出ています。しかし、公民館が調査してい

る、「小学生の生活に関する調査」の経年変化を見ると、「朝どのようにしておきますか」と

いう問いに対する回答として、「いつも自分で起きる」という回答は、平成 25 年の 37.4％を

ピークに減少傾向にあります。また、「朝食を食べていますか」という問いに対して「いつも

食べる」と回答した小学生の割合も、平成 25 年度をピークに減少傾向にあります。これらの

傾向がそれぞれの項目に当てはまり、全体としては基本的な生活習慣が身についているけれ

ども少しずつ低下傾向がみられます。これは、子どもの貧困や核家族化等による影響の表れ

とも考えられ、手を入れていく必要があるということを感じています。そういう中で、先日、

郡の PTA の呼びかけで、単位 PTA の正副会長と学校長と教育委員会で、どのようにしてこ
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れからの家庭教育や地域での教育力を高めていくかについて話し合う機会がありました。こ

れが非常に大事なことだと思います。それと同時にコミュニティスクールも、学校の方針を

地域や家庭の皆さんが承認するということだけではなく、目指す子ども像を地域と家庭と学

校が共有して、それに向かって学校、地域、家庭がそれぞれ目標を立てて、それを承認し、

評価し、振り返るという取組みを進めていかなければならないと思います。特に家庭への支

援は難しい部分で、子育て支援課やスクールソーシャルワーカーの皆さんが個別の対応はし

てきてくれていますが、このことを契機にしっかり取り組んでいきたいと思っています。 

 もう一点は学力に関することですが、全国学力学習状況調査を見ると、この環境の中で飯

田下伊那の子どもたちはよく頑張っていると思います。それは家庭や地域の教育力とともに、

学校の先生たちも頑張ってくれている証だと思います。しかし、長野県下で不登校の子ども

たちが自分のペースで学ぶことができる多部制・単位制高校が箕輪にはありますが、飯田下

伊那の子たちが通えない状況です。分教室くらいは何とか設置したいという方向性は見えま

すが、これからもっと強力に働きかけをしていかなければならないと思っています。それか

ら、飯田の子どもたちは中高一貫校に通うにも通えない状況です。そのため、選択肢が非常

に少ないために、外的要因で子供たちの学びを高めることが難しく、内発的な要因で子供た

ちの学ぶ意欲を高めていかなければいけないという状況が飯田下伊那地域にはあります。長

野県内であればどこでも同じような教育の環境が整うように教育関係者を中心に働きかけを

行っていきますが、市長さんを中心に県教委等への働きかけに協力していただけるとありが

たいと思います。 

 

（代田教育長） 

 小林委員の話にありましたが、学力調査や教育委員会の調査結果を受けて、大局的に見れ

ば飯田市の子どもたちの生活習慣が非常に良いということは、今までの地育力の推進の積み

重ねによるものだろうと認識しています。ただ、今年度教育振興基本計画の策定の過程の中

で、多くの委員から家庭での教育力が落ちているという発言があったことや、経年でみると

基本的な生活習慣の低下があるという事実も見過ごしてはいけないと思います。 

少し話は変わりますが、小中連携・一貫教育の取組を通じて、小学校から中学校へ進学す

るときに、学業の推進などに悩んで不登校になる子どもは減ってきていますが、別の要因、

つまり家庭の事情によって不登校になってしまう子どもの数はだんだん増えているという状

況があり、これは県の調査でも似たような結果が出ています。 

そういった意味では、家庭の教育力の向上は、学校現場で改善できる問題から少し広がっ

ていて、家庭の貧困の問題などといったところに移っていると考えると、次期総合計画と教

育振興基本計画を連動させる視点から、もっと健康福祉部と実態把握をしていかなければい

けないと思っています。 

教育委員会では、毎月定例で就学援助を希望する人に対して審査を行い支援をしています

が、実際に潜在的に課題を抱えている人たちを救えているのか、支援が十分に行き届いてい

るのかといったことを把握することは難しい状況にあります。その点では、健康福祉部など

各部署と連携して、家庭の教育力の低下に伴う原因分析と実態把握に庁内をあげて取組み、
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生活に苦しんでいる方たちに対して早期に支援することも大事になると感じています。 

冒頭、市長部局の方から提案があった大綱について触れさせていただくと、いいだ未来デ

ザイン 2028 と飯田市教育振興基本計画の二つの計画については、矛盾なく連動すると思いま

すが、この二つの計画がもっともっと融合し、結ぶ形でできるような大綱を是非作っていっ

ていただいて、こういった問題を解決できればと思っています。 

 

（牧野市長） 

 家庭の教育力を向上させるにはということで、それぞれの皆さんからご発言いただきまし

てありがとうございました。各委員さんの取組やそれに基づいたご意見を伺って、家庭の教

育力を向上させるのは苦労が多いことだということを改めて思ったところです。特に生活習

慣は家庭でしつけていかなければいけないことですが、その力が弱まっているという話は、

保育園の園長先生との懇談会の中でもありました。私どもが子育てをしたころは、保育園に

通うまでにおむつを取らなければいけないと考える家庭がほとんどでしたが、今は保育園で

取ってもらえばいいという考え方をする家庭もあるということです。これまで家庭でやって

きたしつけを保育園や学校に任せてもいいと考える家庭が増えてきているというのが実態と

認識しているところです。そういったいわゆる親育ちと言われる、親が親として育っていく

ためにはどうしたら良いかという話になると、学校や保育園だけではなかなか難しく、地域

全体で家庭の教育力を高めていくための努力をしていける環境を作っていかなければいけな

いと思っています。 

基礎学力の話も頂きましたが、まだ日本語も十分に話せない時期に英語を教えるのはどう

かと個人的には思いますけれども、子どもたちの発達に合わせた教育はこれまで以上に大事

になってくると思います。そういう意味ではメニューも多様化していく状況にあると思いま

すが、計算ドリルにしても ICT にしても、それらはみんな道具なので、それをいつどのタイ

ミングでうまく活用していくかということが重要で、そこは各校でいろいろな策を施して進

めていただいていると思います。 

 片桐委員から話があったように、褒める教育は非常に大事だと思います。先程の家庭での

教育力にもつながると思いますが、褒められることは子どもにとって小さな成功体験になり、

その積み重ねが自立していくプロセスになると思います。そういう意味では先生から褒めら

れたことが無い生徒たちが、地域の中での頑張りを褒めてもらう中で、自分の柱を作ってい

けるということはあるのではないかと思います。そういった取組を是非これからも大事にし

ていっていただければと思っています。 

小澤委員からは、子どもたちはなぜ勉強しなければいけないかという話がありましたけれ

ども、これは子どもたち全員思っていることではないでしょうか。特に家庭で勉強すること

が好きになれない子どもたちに対して、動機づけとして褒めて小さな成功体験を積み重ねる

ということは、非常に重要だと思います。 

 職務代理者からありましたように、結いタイムの取組はこれまで 10 年間取り組んできて、

ずっと成果が表れている状態でしたが、少し減少しているというのはこの数字を見て思いま

した。これにはいろいろな理由があると思いますが、もう一度関係者が集まって懇談をする
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ことは良いことだと思います。この地域のハンディキャップの話もありましたが、そのハン

ディキャップの大きなものの一つだったのが、大学入試センターの会場です。これについて

は、信州大学の先生方にお越しいただいて試験を担当していただき、それを地元の高校の先

生方がバックアップする態勢で、来月開催されるセンター試験から飯田高校が会場になりま

すが、これもハンディキャップを訴えてきた一つの成果だと思っています。必要なことは地

域全体で声を上げることが大事だと思います。センター試験の話も、校長会でずっと頑張っ

ていただいていましたが、いつまでたっても見通しが立たない状況だったので、広域連合が

正面から取り組むようになり、校長会と一緒になって県や信州大学に働きかけて実現した経

過がありますので、他の課題についても広域連合と取り組んでいきたいと思います。 

 代田教育長からは他部署との連携についての話がありましたが、これは総合教育会議の一

つの役割だと思います。他部との連携を進めていくにあたって、関連する事業や施策につい

て教育委員会の皆様にも共有してもらうことが必要だと思いますので、必要があれば説明さ

せていただきます。例えば健康ケア計画には発達支援や食育の話が出てきますし、航空宇宙

産業の話であれば産業経済部から教育委員の皆さんに説明させていただいて、共有する機会

も必要だろうと思います。 

 

４．閉会 

（今村総合政策部長） 

 短い時間でしたが以上をもちまして意見交換を終了させていただきます。出された意見を

しっかり受け止めて、今後の施策等に反映させていきたいと思います。次回第２回は年明け

年度内に考えておりまして、冒頭提案させていただきましたように、教育大綱についてご審

議いただく予定になっていますので、よろしくお願いします。また、年に２回程度の会議で

すので、この会議の持ち方について皆さんからご意見がございましたら事務局までご提案い

ただいて、より充実した総合教育会議にしていきたいと思いますので、よろしくお願いしま

す。本日はお忙しい中ありがとうございました。 


