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飯田市教育委員会 平成29年５月定例会会議録 
 

 

１ 会議開会の日時  平成29年５月17日（水） 午後２時 

 

２ 会議の場所    飯田市役所 第２委員会室 

 

３ 出席者の氏名   教育長：代田昭久        教育長職務代理者：小林正佳 

  委員：伊藤 昇         委員：小澤由美子 

委員：三浦弥生 

           【事務局】 

           教育次長：三浦伸一       社会教育担当参事：松下徹 

学校教育課長：北原康彦     学校教育専門幹：中井文彦 

生涯学習･スポーツ課長：北澤俊規  文化財担当課長：馬場保之 

   市公民館副館長：（松下徹）   文化会館長：宮沢正隆 

   中央図書館長：遠山尚久      

   美術博物館副館長：飯島剛 

   歴史研究所副所長：原俊文    学校教育課総務係長：滝沢拓洋 

人形劇のまちづくり係長：筒井いずみ  

 

４ 会議の顛末 

 

△日程第１ 開会 

代田教育長が定例会の開会を宣言した。（午後２時） 

 

△日程第２ 会期の決定 

本定例会の会期を本日１日に決定した。 

 

△日程第３ 会議録署名委員の指名 

会議録署名委員に小澤由美子委員を指名した。 

 

△日程第４ 会議録の承認 

３月臨時会、４月臨時会及び４月定例会の会議録を承認した。 

  

△日程第５ 教育長報告事項 

○代田昭久教育長 

 私のほうから、４月下旬から行われてきたものに関して報告又は私なりの所見を述べさせていた

だきたいと思います。 

 別紙で、左肩止めを用意させていただきましたので、これに従ってお話させていただきたいと思

います。 

 まずは、教育委員会が主催する大きな春のイベント２つが無事終了することができました。スタ

ッフの皆様、職員関係者、そして教育委員の皆様にも、ご尽力またご参加いただき、ほんとにあり

がとうございました。 

 それぞれ、少し反省をしていきたいなと言うふうに思います、振り返ってきたいと思います。第

31回やまびこマーチ、４月22日土曜日、23日日曜日、晴天に恵まれて行うことができました。全体

参加人数としては4,477名。これは、20回、30回の記念大会を除くと最多数に近い形ですね。目標、

今年度4,000人を超えようという形で進めてまいりましたが、非常に多くの市民の方々、また、市

内、市外、県外皆様方から参加いただくイベントとして定着したなと思っています。 

公開 
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今年度、一つ力を入れてきたのはですね、ＰＴＡの参加人数が非常に多くなってきました。今年度

も過去最多となる1,500名を超える子どもたちと親の参加があったわけですけれども、昨年度より

ですね、1,500人近くになった段階からですね、集まってから出発まで、２時間くらいかかるとい

うのが、現状でですね、それは子どもたちが非常に厳しいだろうと言うことで、ほんとに直後から、

生涯学習・スポーツ課を中心にどうやったらスムーズに集まり、出発できるのかということで、ス

タート方法を今年度から大幅に変えました。ざっくり、集まってから１時間程度には出発できると

いうことで、今年度、ほんとに非常にスムーズで、トラブルもなくできたことは、非常に大きかっ

たなと思います。 

会議と準備を丁寧に重ねながら、多くの参加者を混乱することなくスムーズにスタートさせる、こ

ういったノウハウが今回によって非常に蓄積されたなというふうに思っています。ただ、まだ課題

はすべて払拭されているわけではないので、よりより方法、また、雨が降った時にどうするのか、

ほんとに大きな課題かなというふうに思っておりますので、こんなところもしっかりと、対応を練

りながら、次回に向けていきたいと思っております。 

③に書きましたけれども、今年度は新しいコース、高森の松源寺を回るコース、直虎のゆかりの地

をまわるというコース、そして焼肉を終わったあとに食べようというコース、二つの新しい試みを

したわけですが、こちらのほうも定員数をしっかり確保でき、好評を得たかなというふうに思って

おります。ちょうど、また北澤課長からあるかと思いますが、こういった新しい取り組みを進めな

がら、第40回の大会、すなわちリニアが開通した後の、もう少し次のステージのより魅力あるやま

びこマーチのスタイルと言うものを少しいろいろな可能性が見えてきたかがなと思っております。 

10年後を見据えた、研究検証をしながら、より市民にとって定着していくイベントにしてきたいと

いうふうに思いました。 

２番目、5月 3 日から 6日までの４日間に行われたオーケストラと友に音楽祭。こちらのほうは、

連日教育委員の皆さんにはご参加いただき、ほんとにありがとうございました。 

特に２年目となる小学生の音楽広場。これに関しては、人数的には、昨年より微増ではありますけ

れども 1100 余名となったということです。正式な発表につきましては、いま、集計中でございま

すので、また、翌月の定例会等で発表があるかと思いますが、速報値としては、いまこんな人数で、

できたということをご報告させていただきたいというふうに思います。 

昨年度からは、楽器体験のほうでは、順番待ちのほうの時間が長くて、なかなか体験できないと

いう大きな課題がありました。これに関しては、指導する高校生を非常に増やしてですね、より多

くの楽器を体験できるということを、これも 1 年かけて課題として対応してきたわけですが、高校

生の参加者も多く、また、指導方法も私見ていて、去年よりこなれているなと感じました。そうい

った意味で、飯田の子たちが、高校生と小学生の交流が活発になった。こういったことも大きな成

果だったかなと思います。２大イベントについては以上です。 

２番目としては、校長面談、いわゆる学校訪問を４月中旬から５月２日にかけて、小林職務代理

者とですね、学校教育課長と教育次長と 28校まわらさせていただきました。 

大きく感じたこと２点です。 

一つはですね、今年度から 12 年の教育振興基本計画がはじまるわけですけれども、飯田市の教

育ビジョンを各学校のグランドデザインに共有されていたということが、大きな進歩というか、大

きな成果だったんじゃないかなというふうに思います。 

 地育力による未来をひらく心豊かなひとづくり、こういった飯田市の教育ビジョンが学校現場に

も浸透していくスタートが切れたとそういうふうに思います。 

 ただ、まだまだ、文字として書いただけという学校も感じられないわけではありません、しっか

りと具体的に３つの重点目標を関連付けて具体的な教育活動に落としている学校とそこには、まだ

まだ差異があるかなというふうに思いました。 

 よい活動を教育委員会が吸収しながら情報提供し、どう具体的な教育ビジョンが重点目標、重点

目標が各学校の教育活動、こういうことに落ちていくことが課題かなというふうに思いました。 

 ２点目は、ＬＧ飯田教育、これは４か年かけて少しずつ実績を踏んでいくという、重点目標の２

つ目ではありますけれども、学校のほうの反応は、私の予想の中では比較的期待がもてる取り組み

がはじまっているかなというふうに思っています。すぐはじめてくれというよりかはこういった考

え方を大切にしながら、いままでやってきたふるさと学習と未来につながるようなグローバル学習

とどう結び付けていくか、こんな形が各学校ではじまると思いますので、ぜひ、情報取集もこちら
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のほうも教育委員会としてしっかりして、各学校の情報共有をしていきたいなというふうに思いま

す。 

上記二つに非常に関連するところではあるんですけれども、新しく飯田市外から転入された校長

先生。こういう環境の変わった校長先生へどう理解促進をどう図っていくのかが、非常に課題だな

と思います。 

コミュニティスクールに関してそうなんですから、ＬＧ飯田教育なかなか難しいところですね、

それでも昨年度の場合は、研修会等で伝える機会がありましたけれども、なかなか伝える機会がな

いない中で、どう、促進を図っていくのか、特に来年、再来年になっていけばですね、ずっといる

先生と新しい先生との差異が広がる可能性が十分にあるので、こういったところの理解促進の図り

方、これも課題だなというふうに思って、面談をしてきました。 

 二番目としては、飯田コミュニティスクールが順調にスタートしたなというふうに感じました。

のちほど、学校教育専門幹のほうから各学校の日程また取り組み内容について報告がありますけれ

ども、９中学校区がですね、情報共有をしながら、これから教育委員会が大事なことはですね、こ

れを切磋琢磨していくっていう環境をいかに作り出せるかなというふうに考えています。そのため

にも、６月 17 日の記念大会をより有効な機会にしていきたいとそんなふうに思いました。 

以下、私が、ああいろいろな取り組みが、さきほど切磋琢磨という話をさせていただきましたけ

れども、これは、ほかの学校に共有されたらと面白いなというものや、ああ工夫されているなとい

うのがいくつかあったので、ご報告させていただくと、まずは、協議会の構成メンバーをどうする

のかというもので、旭ヶ丘中学校のような充て職でない、学識経験者やそういった方々を取り込ん

でいくメンバーの工夫。また、協議会での検討内容をより地域に密着した形での話し合いにしてい

こうということで、上村小学校なんかでは、特認校。これは小学校区だけではなくほかの地域から

学校に通えるという制度でありますけれども、そういった制度活用できるように、どう特色をつく

っていこうかと話し合いをコミュニティスクールでやるという話もありましたし、また、学習支援

の組織化、こういったものをもっと地域を巻き込むためには、どうやっていったらよいか、こうい

ったことを主体的に考えている学校区、また、龍江小学校のほうでは、オリジナル教材を作ってい

こうとそういうことで作成の方法また資金確保についても協議会のほうで議題になるという話を

聞きました。あと以下、緑ヶ丘中学校では、防災への対策。竜峡中学校では、学校、地域、保護者

との相互評価をしていこうということを年度当初にやっていました。これは、我々が飯田コミュニ

ティスクールをするうえで、より大切にしていきたい、学校を地域が評価するというというような

一方通行ではなくて、それぞれが相互評価をして地域の目標、保護者の目標、それぞれが年度当初

立てて、それをお互いに評価していきましようと、学校だけが評価される存在ではよくないですね

っていう、そんなところを十分理解してはじまった学校区もあるなと思い、こんなことを情報共有

しながら、繰り返しですが、我々としては、切磋琢磨できる環境、高められる環境を作っていきた

いなそんなふうに思いました。 

 次に、教育委員の皆さんには、ご同席、それぞれしていただき、本当にありがとうございました。

原山長野県教育長の学校訪問もひと段落たって、無事終わってよかったなというふうに思います。 

長野県教育長からどんな質問がでるのかなということで、以下羅列させていただきました。 

その中で、各学校からこんな風なことを課題に思っているのだなと思って、中学校区で集まると、

フランクになるし、また、原山教育長のお人柄で結構、活発な意見がでたことが印象的ですね。 

これ５３８名の校長と面談をやるわけですけれども、これを繰り返していけば相当の学校現場の知

見、課題が浮き彫りになるんじゃないかとそんな風に感じました。ここの部分は、ぜひ、教育委員

さんからの報告の中でも触れていただきたいなというふうに思います。 

私が意外なところで、原山教育長、なかなか、さすがだなというふうに思ったのはですね、５時

過ぎに視察終了した後にですね、30 分余ですね、テレビ会議を県庁とやっていました。この半年間

留守する機会が多いので、ほんとに電話でもよいのではないですかねと言ったのですが、複数でで

きるというのと顔と顔をみて、話し合ってコミュニケーションが大事にしていきたいとの話の中で、

しっかりやっているなと思いました。出張になると、私も出張が多いですけれども、そのときには、

コミュニケーションをしっかりとるいうことをその姿勢をやっぱり点本にしたいなとそんな風に

も思いました。 

三つ目、県外視察ということで、先週ですけれども、関東ブロック都市教育長会議に出席をさせ

ていただきました。 
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文部科学省からの発表がありましたけれども、資料 15 分をもとに話をしていただきましたけれ

ども、すごく新しい資料はなかったかなと思っていて、ここでは、いま、飯田市の教育委員会では、

ほぼ共有できている内容だったかなというふうに思っています。 

だいだい流れは、さきほど、職務代理からありましたけれども、いわゆる総会というものがあっ

て、そこには、役員の承認やお金の管理、会計の承認があるのですけれども、内容的には、申し上

げました文部科学省からの発表、次は分科会のほうの情報共有っていうのがあるのですけれども、

それでも、常に私は教育行政というところに参加してですね、いわゆる、予算の確保の在り方、市

長部局との連携のあり方をほかの市ではどうやっているのかなということで情報収集しています

が、やはり、フリートーキングででてくるのは、学校の統廃合をどうしていくのかということは、

大胆に進んでいる学校が多いなというふうには思っています。ちょうど、つくば市であったのです

けれども、つくば市でも６校の統廃合を行うということで、ただこれに関しては新しい教育長にな

ってですね、引き下がれないんだけれども、スクールバスだけで２億円以上かかるという状況に関

しては、そこの部分に関しては否定的でして、前教育長が行ったことを含めながらどういうふうに、

もっていくのかということも、教育行政と力をあわせてやっていくような、そんな話を情報を共有

させていただきました。 
あとは、情報交換会と言うことで、立食で食事をとりながらになるんですけれども、私も１年た

つといろいろな教育長さんと少しずつ顔見知りになったかなと思いますが、飯田市に少し足りない

部分でもあり、また教育委員会が成果をだしているなという部分でいうと、専門的な研究機関とし

っかりと連携するっていうことをやっている教育委員会は良い成果を出しているなっていう気が

しました。三遠南信でも一緒になる磐田市教育委員会ではですね、不登校対策及びですね、発達支

援の対策をどのようにやっているんですかという話のなかで、３年前から専門チームを作って、大

学としかも病院と連携をしてどのタイミングでどういう対処をするのかを、これを教育委員会だけ

でなく、市長部局と連携をとりながらやっているということで、これぜひレポート等もくださいと

話をしたんですけれども、やっぱり早いタイミングでの対処が非常に大事だということで、乳幼児

健診がはじまった１歳５か月このタイミングからやっているというような話をきいて、そんな体制

をどうやっているのかというふうに、いまは、私自身が深く理解していないのですが、情報収集し

たいなというふうに思ったところです。 

 また、戸田市教育委員会、いろいろな形で企業とも連携して、教育長が非常に活発にやられてい

る自治体ですけれども、学力調査だけでなくて、学力調査と紐づいた教職員の指導方法の在り方を

連携して、これ慶応大学とやっている結果の分析を出していました。すごいサマリーだけなんです

けれども、ちょっと読まさせていただくと、こんなこともわかったんですよと言うことはですね、

教材研究に時間を割いていることと子たちと学習方略、ちょっと詳しいです。学習の方法に対して

は、相関関係があまり見られない、つまり何が言いたいかというと、教材研究って時間だけじゃな

く、やり方がすごく大事だっていうのがわかってきたという、まあ、もともといわれていることが

数値ですね、その時間だけじゃなくってやり方に手をつけたいっていう話があってですね、学力調

査と指導方法を結び付けるっていう発想がなかなかなかったんですが、実際に教育委員会だけでは

できないですし、そういったところを専門機関でやっているところは、さらに連携先を求めている

部分があるので、力を合わせるとかしていきたいなと思いました。 

 今週末というか、今日から出発しますけれども、今年度は、奈良市のほうで、全国ブロック都市

教育長会議が行われます。このなかでも、また、情報収集をしてきたいなと思います。 
 はい、結びとなりますが、今年度教育振興基本計画が策定された中で、教育委員会内の組織目標

ヒアリングもはじめています。添付で資料をつけさせていただきましたが、どうしても、目標をつ

くって振り返りが年度の終わりという形になってしまいがちなので、年間計画とですね、ＰＤＣＡ

を確認しながら、より具体的な目標に落とし込めるような形での、各課との次長、参事、私と出席

してのすり合わせを行っています。いま、８部署中、５部署終わりましたけれども、これをしっか

りやりながら推進していきたいとそういうふうに思っています。 

 私のほうからは、少し長くなりましたが以上です。ご意見はあればよろしくお願いします。 

 

（「はい」と言う者あり。）  
○代田昭久教育長 
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 はい、三浦委員お願いします。 

 

◇三浦弥生教育委員 

はい、ぜひ情報をお持ちだったら教えていただきたいのですが、県外視察ということで、いま、

ご報告があったところの２ページ目の県外視察の③の２の部分ですけれども、学力調査と教職員指

導方法についてということでの調査分析されているとのことで、私、思うにほんとにいま学校に行

っている子、そして塾にいっている子たちが結構いるのかなというのを感じるところがありますけ

れども、やはり塾にいける、いけないということになると、親御さんたちの所得の格差だとか、そ

ういうことも学力に大きくこれ関係してきて、学校運営だけでなくて、そういう分野での影響も大

きいかなって思うのですけれども、たとえば、ここの調査で学力調査と教職員指導方法といった場

合のこの調査分析では、そういったことも何か加味されたとか、何かそういったことも、調査の中

であったりするのでしょうか。ちょっと、そういったことってこういった学力を見たときに、どう

なんだろうってちょっとですね、常、日頃ありまして、いま、質問させていただきました。 

 

○代田昭久教育長 

はい、まずは、この調査報告は、この冊子を私が一部もらっただけですね、その中でも、いろい

ろな研究の中の見開き１ページで、ご存知ですかね、学力の経済学っていう中室牧子さんって、女

性でいま、エビデンスの教育学とか、いろいろな注目をあびていらっしゃる方を、研究調査員の中

心メンバーに据えて京都大学とやっているというサマリーなので、ご質問に答えるとするとまだま

だ詳しく報告を受けていないという現状ですし、私自身が思うのは、おっしゃるとおり、塾も含め

て家庭教育とか、様々な誘因があって、学力ってあるし、この中室さんがよく言っているのは、因

果関係は、ほぼむずかしいじゃないかってっているわけです、因果、こうするとこうなるっていう

のは教育では難しいので、相関をあらためてみているんですね。相関、どっちがいいわるいじゃな

くて、どっちが原因とか結果とかじゃなくて、相関をみるっていうことを必死にやってらっしゃる

方で、だから相関って結論がでないんですよ、推測するしかなくて、そういうような研究がいろん

な形ではじまっているなっていうなと思いますけれども、まだまだ私も勉強不足なところがあるの

で、それほど、知見があるわけではないですが。 

 

◇三浦弥生教育委員 

はい、ありがとうございました。 

 

○代田昭久教育長 

もし、小林先生あれば。 

 

◇小林正佳教育長職務代理者 

はい、ほかのことでも、聞いてもいいですか、いまのことに関わってはですね、今度の日曜日に

下伊那教育会のところで、大阪大学の志水宏吉という先生の講演会があるのです。下伊那教育会の

定期総会だけれども、一般の人も入れます。志水先生は、教育社会学の立場から「格差と学力」と

いう関係をずいぶん研究された先生なのですが、そのあたりのことが聞けるかなって思います。先

生にいわせれば、「つながり格差が学力格差になる」ということで、地域のつながり、学校とのつ

ながり、家庭とのつながりの面から研究をやっているのですが、いまの三浦委員の話のところを聞

くと、そういう面からの講演会が、ちょうど日曜日にありますので、私自身は聞いてくるつもりで

おりますので、報告をさせていただきます。 

 

◇三浦弥生教育委員 

ありがとうございます。 

 

◇小林正佳教育長職務代理者 

別のことで、ちょっと聞かせていただきたいのですが。一つは、小学生の音楽広場だけで千百名

ですか。 
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◎宮沢正隆文化会館長  

 これは、延べ人数です。ホールに入った方、楽器体験された方、ダブルカウントの部分もありま

す。 

 

◇小林正佳教育長職務代理者 

 わかりました。もう一つ、県の教育長と懇談をそれぞれした中で、私自身もまた、いろんなとこ

ろで勉強になったなっていうこともあるので、また後の教育委員の報告のところでさせていただこ

うと思うのですが、最初に代田教育長が個人的にもお話をされたとお聞きしているんですが、飯田

市の教育っていうことについて、原山さんはどんな風にとらえられとったのか、何をあの中から受

け止めたらよいか、そんな点で何かあったらお話いただけませんか。 

 

○代田昭久教育長 

はい、この多様性の育成とどう向き合うのかっていうことを特に飯田市ではテーマにもってらっ

しゃるかなと私自身は思いました。要するに小規模校の中で、少なくとも校長先生からは、多様性

をどう育むのかということを、一斉授業じゃなくて、基本的な学習のなかで、どう多様性を育んで

いったらいいかということを、原山先生から聞いたときに意外に私が感じている以上に各校長先生

からはいろんなご意見がでて、集約されているなと思いました。いまのご質問に答えるとしたら、

長野県、いわゆる都市部ではない地域が多い中で、こういった自然や人とのつながりをどう教育に

生かしていく方法があるのか、つまり、多様性を育んでいくにはどうしたらいいのかということを

問題意識でもってらっしゃるのかなというような気がしました。 

 

◇小林正佳教育長職務代理者 

はい、わかりました。またあとで。 

最後に一つですが、新教育委員会制度になって、今の教育委員会の定例会もそうなのですが、飯

伊で市町村教育委員会の委員長から「職務代理になった人たちの立ち位置」が非常に見えにくいっ

ていわれるのです。この全国の都市教育長会議のなかで、機会があったらどんな風に定例会を進行

しているのか、今の実態は、国会でいうと安倍内閣総理大臣が議長になって答弁しているような感

じなのですよね。今までは、教育長は、私たちと一緒の教育委員だったのですよね、教育委員じゃ

なくなっている教育長に対して、私たち教育委員は何をする役目なのかということです。ことによ

ると、このまま行くと教育委員は、なくてもいいのではないかと、そういう風になりかねないなっ

て気がするのです。そこで、例えば阿智村は「代表教育委員」という人をおいて、その人が司会進

行をしていくっていう形をとっています。このように他の教育委員会が、胸に落ちた定例会を開い

ているのかどうなのか、私は、若干違和感を持ちながら参加しているのですが。もうちょっと言う

と、教育委員会が私たち教育委員と事務局とのやりとりになってしまうっていう感じでね、答弁を

事務局がしているので、教育長と教育委員がどう考えるかっていうことがなかなか議論できません。

どっちみち教育長さんの発想を事務局が支えて、深めていますので、教育長さんと議論しなくても

いい時もありますが、そういう議論ができにくくなっていることがあります。このあたりのことに

ついて他の教育委員会はどうしているのか、飯伊市町村教育委員会連絡協議会でも、これまた議題

にしていくつもりですが、各都道府県のなかで、そういう違和感をもっているのか、これでいいの

かって思っているのか、今度の新教育委員会制度が、折衷型でできたものであるだけに、ほんとに

良いものにするための工夫について、どこか情報がありましたら、教えていただければということ

であります。以上です。 

 

○代田昭久教育長 

はい、ありがとうございます。ちなみにやっぱり、新教育委員会制度の在り方は、この教育行政

の中で出ます。 

 

◇小林正佳教育長職務代理者 

出ますか。 

 

○代田昭久教育長 
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出ます。いろいろな話があるので、ここではなかなか言えないこともありますが、司会進行をど

うするかという、まさにとっかかりの話題で、最初は、飯田市も同じだなっと思うのは、最初はほ

かの委員がやっていたのですが、司会進行をどうしても情報がないとできないので、教育長が司会

進行をやって発言を控える形での運営っていうのが多いなっていう、そっちに落ち着いたっていう

報告は共有しているというか、ありますけれども、もっとつっこんで、委員さん同士の高め合いと

か、チェック機能までっていうところまでは、話し合ってないというか話題にでていないので、ぜ

ひ、そんな話をしてきたいなと改めて思いました。ありがとうございました。ほかにはいかがです

か。 

 

（「なし」と言う者あり。）  
○代田昭久教育長 

はい、ぜひ、教育委員報告事項のところで、お願いできればと思います。よろしくお願いします。 

 

△日程第６ 議案審議 

○代田昭久教育長 

それでは、日程第６議案審議に移りたいと思います。 

きょう、15件ありますので、よろしくお願いいたします。 

それでは、議案第 32号飯田市学校運営協議会規則の一部を改正する規則の制定についてお願い

します。 

 

（「教育長」と言う者あり。）  
○代田昭久教育長 

中井学校専門幹お願いいたします。 

 

◎中井文彦学校教育専門幹 

はい、それでは、定例会の会議資料３ページの次のページをお開きください。 

議案第 32号飯田市学校運営協議会規則の一部を改正する規則の制定についてでございます。 

提案理由は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律が一部改正され、平成 29 年４月１日か

ら施行されたことに伴い、規則の改正を行うものであります。改正内容につきましては、ページを

おめくりいただきまして、新旧対照表でご確認ください。 

制定につきまして、よろしくお願いしたいと思います。この場で、制定の可決をいただいた場合

には、すでに本年度学校運営協議会が始動しているコミュニティスクールがありますので、３月に

指定した学校はすべて対象学校とみなすものとしたいと思います。以上、よろしくお願いいたしま

す。 

 

○代田昭久教育長 

はい、ありがとうございました。こちらのほうは、先月の学習会でさせていただいた内容となる

かとは思いますが、改めて、国の上位法律が変わることに伴い一部改正するという形になりますが、

改正に関していかがでしょうか。 

 

（「けっこうです」と言う者あり。）  
○代田昭久教育長 

はい、御承認いただきましたので、このように改正をお願いしたいというふうに思います。よろ

しくお願いいたします。 

それでは、議案第 33号飯田市教育長の営利企業等への従事許可についてお願いしたいというふ

うに思います。 

 

（「教育長」と言う者あり。） 
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○代田昭久教育長 

はい、北原学校教育課長お願いいします。 

 

◎北原康彦学校教育課長 

議案第 33号でござます。飯田市教育長の営利企業等への従事許可についてでございます。 

下記のとおり営利企業等従事をしたいので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第11条第

７項の規定により、下記のとおり営利企業等従事の許可を求めるものでございます。 

許可の案件については、下記のとおりでございますが、申請の理由につきましては、教育団体等

の求めに応じ、教育に関する講演及び執筆を行い、公教育の充実に貢献する、あわせて飯田市のＰ

Ｒを行う、そういう理由でございます。地方教育行政の組織及び運営に関する法律につきましても、

そこの部分が、教育委員会の許可をうけなければ、営利企業等の従事ができないということが決め

られていますので、それに伴う許可申請でございます。よろしくお願いいたします。 

 

○代田昭久教育長 

はい、これ大変すみませんでした。事務局からの説明前にですね、私の一身上に関する件であり

ますので、これからの司会をですね、この議案に関しては、小林教育長職務代理者のほうにお願い

したいと思います。よろしくお願いします。 

 

○小林正佳教育長職務代理者 

 はい、それでは、事務局からいま説明がありましたけれども、教育委員の皆さん方にお諮らいい

たします。この案件は、教育長の一身上に関する議案でありますので、教育委員会の同意があると

きは、会議に出席して、発言することができるのですけれども、原則、議事には参与することがで

きません。ただし、教育委員会の同意があれば、出席していてもかまわないということが、地方教

育行政の組織及び運営に関する法律のなかでで規定されておりますので、私としては、教育長が参

加しながら、諮っていきたいと思いますがいかがでしょうか。 

 

（「はい」と言う者あり。）  
○小林正佳教育長職務代理者 

それでは、異議なしと認めたいと思います。ただいま、北原学校教育課長から説明がありました。

よろしいですかね。はい、そのことで皆さん方質問がございますか。 

じゃ、私から最初に、ちなみにですね、昨年度は、いわゆる執筆はともかく、講演ということで

いうと、求めに応じた講演ということで、営利企業等に従事に関わっては、どれくらいあったかわ

かりますか。あるでしょうか。 

 

◎代田昭久教育長 

１件だったと思います。講演会１件です。 

 

○小林正佳教育長職務代理者 

はい、わかりました。 

はい、ほかの皆さんいかがでしょうか。 

そんなには回数は多くはないということであります。よろしいでしょうか。私から要望になるか

と思うのですけれども、いま１件ということですので、教育長の職務には、差し障りがないかなと

いうことを思いますが、とにかく、多忙な精力的な教育長さんですので、また、飯伊市町村教育委

員会連絡協議会の教育長部会長というような仕事もまたお願いしている関係上、ぜひ、そのあたり

のところを察していただきながら、求めに応じた中に、そのあたりの調整を上手くはかっていただ

きたいと、要望でありますが。何を暗に言っているのかわかっていただいていると思いますが、よ

ろしくお願いいたします。 

 

（笑い声あり。） 
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○小林正佳教育長職務代理者 

ほかにないようでしたら、よろしいでしょうかね。はい、このことについては、議決させていた

だきます。ありがとうございます。それじゃ、教育長のほうに交代します。 

 

○代田昭久教育長 

はい、ありがとうございました。 

続きまして、議案第34号平成29年度学校運営協議会委員の任命についてお願いします。 

 

◎北原康彦学校教育課長 

はい。 

 

○代田昭久教育長 

北原学校教育課長お願いします。 

 

◎北原康彦学校教育課長 

議案第 34 号でございます。学校運営協議会委員の任命についてでございまして、下記の者を学

校運営協議会委員に任命するということであります。記以下、各学校から、学校校長の推薦により

でてまいりました皆さんを教育委員会が任命するということになります。それぞれのお名前等はお

読みいたしませんけれども、まちづくり委員会の関係者であるとか、公民館の館長、主事。あとＰ

ＴＡ関係等が入ってございます。すべて合計いたしますと、323 名ということになりまして、うち、

ＰＴＡ関係の保護者等含めますと、女性の方は 12 名と、参考までにお伝えします。以上です。 

 

○代田昭久教育長 

はい、ありがとうございました。 

学校運営協議会委員、今年度、新たに任命する方がたのお名前と人数です。こちらのほうの任命

について何かご意見、ご質問等ありますでしょうか。 

 

（「ありません」と言う者あり。） 

 

○代田昭久教育長 

はい、それでは、議案第 34号に関しては、任命ということでよろしくお願いいたします。 

それでは、続きまして、議案第 35号 飯田市結核対策委員の任命についてお願いします。 

はい、北原学校教育課長お願いします。 

 

◎北原康彦学校教育課長 

議案第 35 号でございます。飯田市結核対策委員の任命についてでございまして、下記の者を飯

田市結核対策委員に任命するということでお願いいたします。記ということで、結核対策委員の皆

さんのお名前等がございます。提案理由でございますが、飯田市結核対策委員会条例がありまして、

その条例の規定によりまして、関係機関から６人の委員を選出し任命したいとするものですありま

す。任期につきましては、平成 30年３月 31 日までということになります。以上です。よろしくお

願いいたします。 

 

○代田昭久教育長 

はい、ありがとうございました。結核対策委員の任命について何かご質問、ご意見等ありますで

しょうか。 

 

（「ありません」と言う者あり。） 

 

○代田昭久教育長 

はい、ないようですので、可決、承認ということでよろしくお願いいたします。 

それでは、続きまして、議案第 36号 飯田市就学相談委員会委員の任命についてお願いします。 
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（「教育長」と言う者あり。） 

 

○代田昭久教育長 

はい、北原学校教育課長お願いします。 

 

◎北原康彦学校教育課長 

続きまして議案第 36号をお願いします。 

飯田市就学相談委員会委員の任命についてでございまして、下記の者を飯田市就学相談委員会委

員に任命するというものでございます。記としまして、委員の皆さんのお名前を記してございます。

ご覧いただければと思います。提案理由といたしまして、飯田市就学相談委員会条例第３条第２項

によりまして、上記の名簿のとおり、飯田市就学相談委員を委嘱したく提案するものでございます。

任期は、同条例第４条の規定によりまして、平成 31 年３月 31 日までの２年間ということでござい

ます。よろしくお願いいたします。 

 

○代田昭久教育長 

はい、ありがとうございました。ただいま、議案第 36 号の説明がありましたけれども、この件

に関して、何かご質問、ご意見等ありますでしょうか。 

 

（「ありません」と言う者あり。） 

 

○代田昭久教育長 

はい、ないようですので、このとおり承認、可決ということでよろしくお願いいたします。 

続きまして、議案第 37号 飯田市社会教育委員の委嘱についてお願いしたします。 

 

（「教育長」と言う者あり。） 

 

○代田昭久教育長 

はい、北澤生涯学習・スポーツ課長お願いいたします。 

 

◎北澤俊規生涯学習･スポーツ課長 

はい、それでは、ご説明させていただきます。 

議案第 37号 飯田市社会教育委員の委嘱についてということで、お願いいたします。 

こちらにつきましては、社会教育法に基づきまして、社会教育に関する諸計画を立案すること、

会議を開き教育委員会の諮問に応じ意見を述べること、職務を行うために必要な調査研究を行うと

いうことで、提案の理由に書かしていただいたとおり、昨年度、任期が満了したことに伴いまして、

委嘱するものです。任期につきましては平成 29 年４月１日から平成 31 年３月 31 日までというこ

とで議案に記載しました 12 名の方を委嘱したいとするものでございます。以上、ご審議のほどよ

ろしくお願いいたしたいと思います。 

 

○代田昭久教育長 

はい、ありがとうございました。ただいま、議案第 37 号の説明がありましたけれども、この件

に関して、何かご質問、ご意見等ありますでしょうか。 

 

◇小林正佳教育長職務代理者 

はい。 

 

○代田昭久教育長 

小林教育長職務代理者。 

 

◇小林正佳教育長職務代理者 

はい、根本的なことからお聞きしたいのですが、飯伊市町村教育委員会の教育長さんたちの中に、
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社会教育委員というものは、今までは、社会教育法で設置義務があったんですね。ところが今度は、

「設置することができる」っていうふうに法律改正がなされています。そして、うちの社会教育委

員は、うちのっていうのはその村のですよ、ほとんど仕事がないようなものだと、それは、公民館

の人がやってくれれば済む話だというふうなことで、いわゆる、飯伊市町村教育委員会連絡協議会

から補助金を出しているんですが、それを切っちゃえという過激な発言があるんです。そういうこ

とで質問するのですが、飯田市の社会教育委員は、社会教育法に基づいて、具体的にはどんなこと

をされているのかということを教えてください。 

 

○代田昭久教育長 

はい、北澤生涯学習・スポーツ課長お願いいたします。 

 

◎北澤俊規生涯学習･スポーツ課長 

昨年の１年間の経過をご説明させていただきますと、昨年につきましては、教育振興基本計画を

３回、懇話会と少し時期をずらす形で、活発にご意見をいただいて、その中で、特に計画に意見を

反映をさせていただいて、計画の中に入れ込むことができたということと、各種計画についてもそ

れぞれご意見をいただいて、そういったことに反映していくということで、その時の社会教育の課

題に対して対応していくということで、そういった役割を果たすためにも、事務局のほうもしっか

り検討をして、いろいろな課題や情報をお流しすると、あるいは市の施設も見て回ると、そういっ

た研修の工夫の必要があるし、力を発揮していただいと理解しておりますし、今後の社会教育全般

の方針に関しても、教育振興基本計画を具体化していくことで、社会教育関係者、さまざまな分野

で、現場で活躍されている皆さんが選ばれていますので、そういった人たちのご意見を聞くという

ことは、大変意味があるという認識でやっております。 

 

◇小林正佳教育長職務代理者 

はい、ありがとうございました。 

 

○代田昭久教育長 

はい、小林教育長職務代理者 

 

◇小林正佳教育長職務代理者 

いま、見直しをとのお話もあったのですが、実は、中心になってくださる中島正韶さんを呼んで、

どんな活動をしているかっていうことで、お話をお聞きしたということが、私が直接話をお聞きし

たというわけではないのですが、ありました。そういう意見が、飯伊のなかにあるということを理

解していただきたいということと、社会教育委員の会議に、昨年、一昨年ですが、職務代理という

ことで出させてもらったこともあるんですが、非常に活発で良い議論をしているなと私自身思った

んですが、具体的にこういうこと、こうこうことをしているから必要なんだということを、私がま

たよくわかるように情報をまた教えていただきたいなとそんなふうに思っておりますが。要望だけ

です。 

 

○代田昭久教育長 

はい、ありがとうございました。要望として受け止めたいと思います。ほかにございますありま

すでしょうか。 

 

（「なし」と言う者あり。） 

 

○代田昭久教育長 

ないようでしたら、ご要望は承るという形で、議案第 37 号、承認と言う形でよろしくお願いい

たします。 

議案第 38号に移ります。 飯田市スポーツ推進審議会委員の委嘱についてお願いします。 
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◎北澤俊規生涯学習･スポーツ課長 

はい、教育長。 

 

○代田昭久教育長 

はい、北澤生涯学習・スポーツ課長お願いいたします。 

 

◎北澤俊規生涯学習･スポーツ課長 

それでは、ページをめくっていただいて、議案第 38 号飯田市スポーツ推進審議会委員の委嘱に

ついてということで、よろしくお願いします。 

こちらにつきましては、地方スポーツ推進計画、その他スポーツの推進に関する重要事項を調査

審議するというスポーツ基本法に基づいて、取り組んでいます。こちらのほうも任期が２年という

ことで、こちらについても、昨年スポーツ推進計画を作るにあたって、過去４年間ですね、しっか

り議論してきたという経過もありますので、また、そういった計画に推進委員さんの意見を反映さ

せながらスポーツ推進計画を作っていくという経過がありますので、仕事内容を話させていただい

て、提案理由については、書いてあるとおりであります。任期の満了に伴い、こちらに記載してあ

る方 11 名の方を委嘱させていただきたいということで、提出したものでございます。 

 

○代田昭久教育長 

はい、ありがとうございました。ただいま、議案第 38 号に関して、何かご質問、ご意見等あり

ますでしょうか。 

 

（「なし」と言う者あり。） 

 

○代田昭久教育長 

ございませんので、議案第 38号は承認、可決されたものとします。 

それでは、続きまして、議案第 39号 学校体育施設開放運営委員の委嘱についてお願いします。 

 

（「はい」と言う者あり。） 

 

○代田昭久教育長 

はい、北澤生涯学習・スポーツ課長お願いいたします。 

 

◎北澤俊規生涯学習･スポーツ課長 

それでは、次のページ、議案第 39 号 学校体育施設開放運営委員の委嘱についてということで、

よろしくお願いします。 

こちらにつきましては、伊賀良地区、松尾地区、両地区の小中の学校体育施設開放運営委員の委

嘱をお願いしたいと思います。学校体育施設の開放の計画、体育施設の管理方法に関することを地

区で、運営するにあたりまして協議する委員会ということでございます。 

提案理由につきましては、任期が満了したことに伴い、任期については、伊賀良小学校・旭ヶ丘

中学校学校体育施設開放運営委員は平成 29 年４月１日から平成 31 年３月 31 日までとします。そ

れから、松尾小学校・緑ヶ丘中学校学校体育施設開放運営委員については平成 29 年４月１日から

平成 30年３月 31 日までということで、任期が定められています。 

委員につきましては、それぞれ地区の委員については、記載したとおりということでありますの

で、ご審議のほうよろしくお願いいたします。 

 

○代田昭久教育長 

はい、説明ありがとうございました。ただいま、議案第 39 号の説明がありましたけれども、こ

れについて、ご質問、ご意見等ありますでしょうか。 

 

（「なし」と言う者あり。） 

 



13 

○代田昭久教育長 

はい、ございませんので、議案第 39号、可決、承認ということでお願いいたします。 

それでは、続きまして、議案第 40号 飯田市文化財専門委員会委員の任命についてお願いします。 

 

（「教育長」と言う者あり。） 

 

○代田昭久教育長 

はい、馬場文化財担当課長お願いします。 

 

◎馬場保之文化財担当課長 

議案第 40号 飯田市文化財専門委員会委員の任命についてでございます。 

下記の者を飯田市文化財専門委員会委員に任命するということで、提案理由といたしましては、

国史跡恒川官衙遺跡の整備基本計画策定にあたりまして、飯田市文化財保護条例第６条第１項に基

づき設置した飯田市文化財専門委員会委員につきまして、座光寺地域自治会の役員改選に伴い、同

第７条第２項の規定により上記の者を補欠委員として委嘱いたしたく提案するものでございます。

任期につきましては、前任者の残任期間であります、平成 30年３月 31 日までとするものです。よ

ろしく、ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

 

○代田昭久教育長 

はい、ありがとうございました。議案第 40 号についての説明がありましたけれども、これにつ

いて、ご質問、ご意見等ありますでしょうか。 

 

（「なし」と言う者あり。） 

 

○代田昭久教育長 

はい、ありがとうとございます。ございませんので、議案第 40 号は承認、可決ということでお

願いいたします。 

続きまして、議案第 41号 飯田市文化財専門委員会委員の任命についてお願いします。 

 

◎馬場保之文化財担当課長 

はい、教育長。 

 

○代田昭久教育長 

はい、馬場文化財担当課長お願いします。 

 

◎馬場保之文化財担当課長 

議案第 41号 飯田市文化財専門委員会委員の任命についてでございます。下記の者を飯田市文化

財専門委員会委員に任命するということで、提案理由としたしましては、国史跡飯田古墳群の保存

活用計画策定にあたり飯田市文化財保護条例第６条第１項に基づき設置した飯田市文化財専門委

員会委員につきまして、地域自治組織選出委員の選出母体の改選に伴いまして、同第７条第２項の

規定により上記の者を補欠委員として委嘱いたしたく提案するものでございます。任期につきまし

ては、前任者の残任期間である平成 31 年 1 月 31 日までとするものです。よろしくご審議のほどを

お願い申し上げます。 

 

○代田昭久教育長 

はい、ありがとうございました。ただいま、議案第 41号についての説明がありましたけれども、

この件に関して、ご質問、ご意見等ありますでしょうか。 

 

（「なし」と言う者あり。） 

 

○代田昭久教育長 
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はい、ございませんので、議案第 41号は承認、可決ということでよろしくお願いいたします。 

続きまして、議案第 42号 飯田市立図書館協議会委員の選任についてお願いします。 

 

（「はい、教育長」と言う者あり。） 

 

○代田昭久教育長 

はい、遠山中央図書館長お願いします。 

 

◎遠山尚久中央図書館長 

はい、それでは、議案第 42号 飯田市立図書館協議会委員の選任についてでございます。 

飯田市立図書館条例第 12 条の規定によりまして、下記の者を飯田市図書館協議会委員に選任し

たいとするものでございます。委員の人数は 10 名でございます。提案理由といたしましては、委

員の任期が満了ということでございまして、新たに 10 名選任したいというものでございます。任

期は、平成 29 年４月 1 日から平成 31 年３月 31 日までの２年間というものでございます。以上、

よろしくご審議いただきたいと思います。 

 

○代田昭久教育長 

はい、ありがとうございました。ただいま、議案第 42 号の説明がありましたけれども、この件

に関して、何かご質問、ご意見等ありますでしょうか。 

 

（「なし」と言う者あり。） 

 

○代田昭久教育長 

はい、ありがとうございます。意見等ありませんので、議案第 42 号は承認、可決ということで

お願いいたします。 

それでは、続きまして、議案第 43号 飯田市美術博物館美術品等購入専門委員の委嘱についてお

願いします。 

 

（「はい、教育長」と言う者あり。） 

 

○代田昭久教育長 

はい、飯島美術博物館副館長お願いします。 

 

◎飯島剛美術博物館副館長 

議案第 43号 飯田市美術博物館美術品等購入専門委員の委嘱についてお願いします。 

飯田市美術博物館美術品等購入専門委員の委嘱についてでございますが、任期満了に伴いまして、

美術品等購入専門委員規程に基づいて、選任をお願いしたいというものでございます。 

まず、誤字がございましたので、ここで訂正をお願いしたいと思います。二人目の、矢澤さんが

矢島さんの間違いでございます。全員再任ということでございます。ちなみに、任期につきまして

は、平成 29 年４月１日から平成 31 年３月 31 日までの２年間ということでございますが、ここ数

年美術品を購入しておりませんので、開催はありませんでしたが、ただ、購入したいということが

生じた場合、改めて委員に委嘱したいということをやっていますと、間に合わないということもご

ざいますので、任期の更新ごとに委嘱しているものでございます。以上、よろしくご審議をお願い

します。 

 

○代田昭久教育長 

はい、説明ありがとうございました。ただいま、議案第 43 号、委員の任命の氏名の訂正があり

ました、それを含めてご質問、ご意見等ありますでしょうか。 

 

（「はい」と言う者あり。） 
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○代田昭久教育長 

はい、伊藤委員お願いします。 

 

◇伊藤昇教育委員 

反対するわけではないのですけども、一応質問になるんですけれど。メンバーの中に滝沢正幸さ

ん、一番下ですね、上田市立美術館長ということで、美術館の館長さんが、飯田市のこの美術博物

館美術品等購入専門委員になれるんですね。逆にいうと、偶然にいうと滝沢さんなんですけれども、

飯田市の滝沢さんが上田市のもしかこういう役の委嘱を受けたときになれるのでしょうか。上田市

はなるかどうか、そういうことをＯＫというかわかりませんけれども、向こうの美術館長さんが、

飯田市の美術品等購入専門委員になれるのか、ちょっと確認でお願いしたいと思います。 

 

○代田昭久教育長 

はい、飯島美術博物館副館長お願いします。 

 

◎飯島剛美術博物館副館長 

はい、この滝沢館長さんですけれども、実は、上田市立美術館がサントミューゼに開館したとき

に、館長になられたんですけれども、もとは、信濃美術館のほうで、美術を担当されていた方です。

そういう経歴を重視させていただいて、肩書ではなくて、実質的にご判断いただけるということで、

御委嘱を申し上げているということでございますので、その立場ではなくて専門的な能力のほうで

お願いしているとご理解いただければと思います。ちなみに当館の滝沢館長がほかのところでやっ

ているかどうかということについては、特に把握をしていませんが、そういう購入の眼なりを、能

力をかっていただくには問題がないのかなと思います。 

 

◇伊藤昇教育委員 

別にここで大上段に構えて、反対するつもりはないのですけれども、飯田市と上田市とこう、変

な駆け引きがあった場合、編まがった見方をするのですけれども、そういうことはおそらくないと

おもいますけれども、そんなところが、ちょっと気になりましたので、いま、確認をしたっていう

ことです。 

 

○代田昭久教育長 

はい、ありがとうございました。ご質問に関しては、留め置いて、気にしていくべき視点のもの

だと思いますので、そのうえで、上田市立美術館の滝沢館長さんを任命している理解で進めていき

たいと思います。 

ほかにありますでしょうか。 

 

（「なし」と言う者あり。） 

 

○代田昭久教育長 

はい、ございませんでしたら、議案第 43号、承認、可決ということでお願いいたします。 

続きまして、議案第 44号 飯田市歴史研究所協議会委員の任命について。 

 

（「はい、教育長」と言う者あり。） 

 

○代田昭久教育長 

はい、原歴史研究所副所長お願いします。 

 

◎原俊文歴史研究所副所長 

それでは、議案第 44号 についてご説明申し上げます。飯田市歴史研究所協議会委員の任命につ

いてでございます。下記の者を飯田市歴史研究所協議会委員に任命をするというものでございます

が、歴史研究所協議会委員７名のうち、公民館長会より選出をされておりました委員に交代が生じ

ため、飯田市歴史研究所条例の第６条及び第７条の規定に基づき、後任の方１名を任命したいとす
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るものでございます。なお、任期は前任者の残任期間である平成 30年３月 31 日までとするもので

ございます。よろしくご審議いただければと思います。お願いいたします。 

 

○代田昭久教育長 

はい、ありがとうございました。ただいま、議案第 44 号の説明がありましたけれども、この件

に関して、何かご質問、ご意見等ありますでしょうか。 

 

（「なし」と言う者あり。） 

 

○代田昭久教育長 

はい、ありませんので、議案第 44号、承認、可決ということでお願いいたします。 

続きまして、議案第 45号 飯田市立幼稚園管理規則等を廃止する規則の制定についてお願いします。 

 

（「教育長」と言う者あり。） 

 

○代田昭久教育長 

北原学校教育課長お願いします。 

 

◎北原康彦学校教育課長 

はい、議案第 45 号でございます。飯田市立幼稚園管理規則等を廃止する規則の制定についてで

ございまして、飯田市立幼稚園管理規則等を廃止する規則を下記のとおり制定するというものでご

ざいます。飯田市立幼稚園が平成 29 年３月 31 日をもって閉園となっておりますので、それに伴い

ます管理規則等を廃止をする規則を制定するものでございます。以上、ご審議お願いいたします。 

 

○代田昭久教育長 

はい、ありがとうございました。ただいま、議案第 45 号の説明がありましたけれども、この件

に関して、何かご質問、ご意見等ありますでしょうか。 

 

（「なし」と言う者あり。） 

 

○代田昭久教育長 

はい、ないようですので、議案第 45号、可決、承認ということでお願いいたします。 

続きまして、議案第 46号 飯田市教育委員会公印規則の一部を改正する規則の制定についてお願い

します。 

 

（「教育長」と言う者あり。） 

 

○代田昭久教育長 

北原学校教育課長お願いします。 

 

◎北原康彦学校教育課長 

議案第 46 号ございます。飯田市教育委員会公印規則の一部を改正する規則の制定についてでご

ざいまして、飯田市教育委員会公印規則の一部を改正する規則を下記のとおり制定するというもの

でございます。飯田市教育委員会公印規則の中にさきほど、廃園によって管理規則等を廃止しまし

た、飯田市立鼎幼稚園園長之印というのがありますが、それを廃止をするものでございます。公布

の日から施行させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

○代田昭久教育長 

はい、ありがとうございました。ただいま、議案第 46 号の説明がありましたけれども、この件

に関して、何かご質問、ご意見等ありますでしょうか。 
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（「なし」と言う者あり。） 

 

○代田昭久教育長 

はい、ありませんので、議案第 46号、承認、可決ということでお願いいたします。 

はい、本日、議案第 46号まで承認させていただきました。ありがとうございます。 

 

△日程第７ 協議事項 

○代田昭久教育長 

今月の協議事項はありません。 

 

△日程第８ 陳情審議 

○代田昭久教育長 

今月、陳情審議はございません。 

 

△日程第９ その他 

○代田昭久教育長 

 その他、（１）教育委員報告事項。教育委員さんの中で、報告事項があれば、よろしくお願いい

たします。はい、三浦委員お願いいたします。 

 

◇三浦弥生教育委員 
 最初、オケ友について感想など述べさせていただければと思います。クリニックっていうことと

あと、視察のほうを回らさせていただきました。事務局のほうからは車をだしていただいて、ほん

とにありがとうございました。クリニック見させていただいて、平安堂さんにもいかさせていただ

きました。次の日にはクリニックコンサートということで、そちらのほうも見させていただいてお

ります。その中で感じた点は、三つあります。一つは、ほんとに、楽器を市民のみなさんたちがい

ろいろな世代の人たちがこう楽しんでいる、それをプロの人たちからの指導を受けて、実際、一緒

にコンサートをするという、そういったところでの感動もありますし、自分だったらどの楽器をや

りたいかな、なんていう自分が参加しているような、自分がなにかやりたいなっていうそんな視点

でひとつ見させていただいたっていうこと。二つ目には、私も会場の中で同級生に会いました。そ

の同級生の娘さんが今年大学にいっていることで、ずっとオケ友に参加してきたと、管楽器だとい

っていました。大学に行っていて、そちらで管楽器をやる、そういった機会もなく今回オケ友だと

いうことで、ゴールデンウイークのときに帰省してきたと、お母さんと一緒にまたお友達と一緒の

同世代のオケ友から飯田から離れて進学した友達と一緒にオケ友に戻ってきて、また、オケ友を聞

きにきているっていうそういう姿も見させていただいて、参加している以外にそこから、学んだ人

たちが、またそこに帰ってきているというそういう場所なんだなということも感じさせていただい

たことが２点目です。 
 もう一人、お会いしたのが、前教育委員の近藤さんとお会いしました。近藤さんがちょうど実行

委員をされているんだよっていうことで会場でお話をお聞きしました。近藤さんは２期されたって

いうことで８年間ということですと、オケ友が始まった年に教育委員になられたという感じ、９回

目が今年だったですか、なのでちょうど、近藤委員さんが教育委員になったときにオケ友がスター

トしたのかなっていうようなことを、数えてみたらそのくらいなのかなって思いましたが、いまは

その実行委員ということで、オケ友スタートしたときに関わった人が、実行委員をされているとい

うことで、ステージ上っている方たちだけじゃなくて、裏方をして、たくさんの人たちが支えてい

るっていうことも考えますと、ほんとに市民主体となって大きなイベントだったんだということを

改めて感じまして、自分だったらこの舞台にでたいなって考えましたが、そういった裏方でってい

うことでもたくさんの方がかかわっているんだなっていうことで、考えさせられるそういった良い

機会を与えていただいたなっていう、自分だったらどこに関わられるかなっていうようなことを、

あわせて感じさせていただいたといったところでした。 
 長くなりますが、それで、この間の原山教育長さんと一緒の懇談会ですか、出させていただいた

ということでの感想も長くなりますので、簡単にと思います。私が行かせていただいたのは、竜東

中学校区のほうにいかせていただいたのと、旭ヶ丘中学校区ということで、参加出席をさせていた
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だいています。一番に感じたのは、校長先生方の生の意見、それも県の教育長さんに対して、話し

ているそういった意見を教育長さんの人柄もありまして、ほんとに校長先生方が、いろいろなこと

をお話になっていたということを印象深く思っています。また、その中学校区も一つには、小規模

校ということでの学校でしたし、もう一つは旭ヶ丘中学校区ということで、大規模校というところ

でした。それぞれにその小さいながら大きいながらの良さというものがあって、またそこに課題が

ある、そこに、管理職の校長先生たちがこんな思いでかかわってらっしゃるんだということを生の

声が聞けたということで本当に勉強になったというところが感想を持ったところです。 
長くなってすみません。以上です。  
○代田昭久教育長 

はい、ありがとうございました。いま、三浦委員のほうからありましたけれども、関連しても結

構です。ほかの委員の皆さんいかがでしょうか。  
（「はい」と言う者あり。）  
○代田昭久教育長 

はい、伊藤委員お願いします。  
◇伊藤昇教育委員 

いまのに関連して、原山県教育長のお話なんですけれども、教育長報告事項に出てますとおり、

私は鼎だったんですけれども、皆さんは、原山さんとどういう話をされたかっていうのがまず聞き

たいですね。教育長お聞きして、三浦さんお聞きして、あと職務代理と小澤さんいったところで。

原山さんがどういう質問をしたり、どういうお話をしたのかっていうのが興味があります。 
私のところでは、非違行為の話がそれは最後にありまして、１時間あまりだったんですが、それが

目玉じゃなくて、教職員の方が非常に忙しいっていうところから、どうやって自分たちの時間を短

縮していく、労働時間っていうんですが、ちょっと教育の世界で労働時間っていうのはおかしいん

ですが、少なくしたらいいかって。代田教育長がおっしゃる劣後順位の話につながってくる話なん

ですけれども、それをまた別の切り口で原山教育長がお聞きしているような気がしました。それで

二つありまして、一つは部活の話ですよね。部活の話でどうなんですかってお聞きしたら、鼎中学

校長は、非常に私も今まで校長や教頭になる前にいろいろやってきて、非常に熱をもってやってき

て、燃える思いでやってきて、いまの先生たちも燃える思いでやっている、ＰＴＡの方たちもそう

だっていう意見をだして、原山教育長の答えは、少し、ちょっと冷めた言い方で、なくても私はい

いんじゃないかと、西洋スタイルの社会スポーツにもっていってもいいんじゃないかということを

おっしゃっていました。もちろん強く言ったわけじゃないのです。私は、これはそういって校長先

生の反応を聞きたかったのかな、あるいは、次へのときの布石なのか、顔色をみるのかわかりませ

んでしたが、そんなようなことも伺えたようなこともありました。 
 もう一つは学習の指導方法っていうんですかね、指導モデルというかスタイルとかですかね、こ

れはもう職務代理や専門幹が詳しいと思いますけれども、明日授業があるときに必ず先生たちは、

次の科目をいうのを、小学生は特にね、科の違うものを、中学にいけば専門の先生がいるのでいい

んですけれども、次に用意しておくことが大変なんだと。中学場合ですと専門的なことになるんで、

積み上げていけばいいんだけれども、それを毎日毎日やることが非常に大変なんで、何か、いまで

もいろんな指導スタイルの良いエッセンスのようなものがあると思うんですけれども、それをモデ

ル的なものを作り上げて、長野県はこういうものだということで、そんなに毎日毎日、明日の授業

に対して仕込みをしっかりかけなくてもできるようにできたらいいのかなっていういうような、話

をされていました。その２点が印象的でした。 
 ですから、そこからちょっと推測するに、原山教育長の思いかわかりませんけれども、そういっ

たものを模索しているのかなって推測すると、そういうふうに思いました。原山教育長が、それ以

上にまたいろいろなものを持っていると思うので、どんなことが話題になったかなっていうことが

ちょっと興味がありました。以上です。  
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○代田昭久教育長 

はい、伊藤委員のほうから原山教育長の訪問に関してのご意見をいただきましたが、いかがでし

ょうか。小澤委員お願いします。  
◇小澤由美子教育委員 

私は、原山教育長さんは、まずみえて、自分の子どもの頃の話をされました。あとは、先生は、

現場の応援団でありたい、皆さんの思いを実現したいっていうことから話をはじめて、校長先生た

ちが、原山教育長のお人柄もあってか、いろいろざっくばらんに話をし始めていたのですけれども、

私は、緑ヶ丘中学校区にいったんですが、やっぱりそこで出たのは、子どもたちの家庭環境が複雑

な子が多すぎて、それが不登校につながるていう話ですね。就学支援援助を受けている子がとても

多いっていうお話等が出たりですね、あとは、そうですね、中国というか、外国籍の子どもたちが

多くて、その子たちの言葉の支援からまず必要だっていう学校もあったり、やっぱり、そういう話

があったことと、あとはですね、先生たちの指導力、教師力っていうのに差がありますっていう校

長先生たちからのお話で、昔は、先輩の先生たちが、若い先生たちを指導したり、叱咤激励したり

して育ててきたんですが、いま、時代的にそういう感じではない。どうともに伸びていったらいい

かという悩みとかそういう話とかがありました。特に先生がまとめたっていう感じでもないのです

が、校長先生たちがそういう、まだほかにもあったんですがそういう思いを述べていました。 
 あと、ちょっとオケ友に関して話をしてもいいですかね。私もどっちかというと体育会系なので、

音楽に関わることがほんとになくて、暮らしてきたので、教育委員をやらしていただいてとても良

い経験をさせていただいて、ありがたいなと、子どもたちすごく生き生きといろいろな指導を受け

て、次の日のコミュニティコンサートは、ほんとに楽しそうにやっている姿が印象的で、今後も続

くといいなと思いました。そんな中、私は、緑ヶ丘中学校のコミュニティコンサートのスタッフで

駐車場係をさせていただいたんですが、そのときに感じたことをちょっと言わせてもらってもいい

ですか。コミュニティコンサートなので、私はもうちょっとこうゆるやかでもいいと思ったんです

よ。開場が６時からだったんですが、私たちは１時から、線をひいたり、いろいろしたんですけれ

どもが、その時に文化会館からですってことで、携帯電話の電源は切ってもらってくだいさってい

うのは、当たり前のことなんですけれども、小さい子が泣いたら体育館からでるように言ってくだ

さいっていわれたんですね。それがちょっと悲しくって、ちっちゃい子が泣いてもいいじゃんって

思ったんですが、私が、もし、ちっちゃい子を持っていたら、まず行きません。もし、連れて行っ

たとしても、泣いたら自分から出ます。なので、そこで出ろっていうのはどうかなって思ったのと、

今の世の中いろいろな有名な歌手の方でも、子どもが泣くとすごい神対応をして、それがこうネッ

トとかでなっている時代なので、そこまで泣いたからって出ろっていうのはどうなのかなと思いな

がら聞いていたのですが、実際は、泣いた子はいなかったので、もうちょっとコミュニティコンサ

ートなので、ゆるやかでもいいと思ったのと、あと、緑中の体育館ってすごく広いんですよ、半分

から前が椅子でお客様がいて、半分から後ろは、がら空きだったんですね。２歳くらいの子がトイ

レに行きたくなって、曲が終わったので、歩いてきたら、次の曲がはじまっちゃったんですよ。ト

イレに出れなくて、そこで、スタッフにダメですって怒られちゃって、そこがちょっと、コミュニ

ティなんだから出してもいいじゃないかって思ってしまったんですね、それがもう一つ。それと、

男性スタッフから声があがったんですが、コミュニティコンサート、松尾の前は伊賀良でやったそ

うなんですけれども、そこでの反省っていうのはたぶん上がっていると思うのですが、それが引き

継がれないですよねと思うんです。まず、駐車場係をしているときに、報道の方の駐車場を用意し

てください、それから出演者の方の駐車場を用意してくださいというのはあったんですが、足の悪

い方の駐車場とか、障がいのある方の駐車場っていうのは、なかったんですね。そこで、すごい両

足に杖をついた方がきちゃったんですよ。男性のスタッフの方が、あのとき俺はどうしていいかわ

からなかった。たまたま近くの駐車場に早く来たので止めてもらうことができたけれども、そうい

うことを何とかできなかったのかなというのと、あと、乳呑児を抱いたお母さんがいたんですが、

体育館の外の廊下でおしめを替えている姿を見て、俺は悲しくなった、どうして授乳室がないんだ

ろう、っていう話があって、今回、松尾で、その反省があがると思うので、それは文化会館なのか

公民館なのかわかりませんが、そこで反省としてあげて、次の地区ではそういうのが、良くなって

いくと、演奏も素晴らしいし、お客さんもいっぱい来て感動するので、ぜひ、この環境も整うとさ

らにいいんじゃないかなっと感じました。そんなところです。 
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○代田昭久教育長 

はい、ありがとうございました。宮沢文化会館長お願いします。  
◎宮沢正隆文化会館長 

ご意見ありがとうございました。反省事項については、引き継げるようにやってきたいと思うの

ですが、小さい子の泣き声については、ほかのお客様に迷惑になるということと、その人それぞれ

の認識もあるので、松尾公民館の司会の方の言い方はわりと優しくいってくださったので、あの程

度の言い方で事前の注意事項に言うのは、私はやむを得ないのかなって思っております。  
◇小澤由美子教育委員 

スタッフに言ったの、声かけてでるように１時のときにありました。そういう指導があったんで

す。  
◎宮沢正隆文化会館長 

そこまでは把握しておりません。  
○代田昭久教育長 

はい、わかりました。ほかには。小林職務代理者。  
◇小林正佳教育長職務代理者 

私のほうは、原山教育長さんのことで話をさせていただきます。私は竜峡中学校区とそれから、

旭ヶ丘中学校区の両方にださせていただきました。旭ヶ丘中学校区は、三浦教育委員さんとも一緒

でした。内容がやっぱり違っておりまして、最初に出た竜峡中学校区のところから話します。 
飯田市の教育委員会として、ちょっとこれは考えなくてはいけないなっていうことがいくつもあ

りましたので、ちょっとプリントさせていただいてあります。 
 それを見ながら話をさせていただきたいのですが、一番思ったことは、一つはですね、校長先生

同士が活発に議論をするということを私はこの６年くらい、７年くらいになりますが、初めて聞か

せてもらって参考となったんですけれども。非常にハラハラする部分がかなりあったように私は思

っています。このプリントを見ていただくと、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄというように、名前をあえて伏せて

おいていますが、だいたいどれが誰か察することができると思うのですが、一つは、懇談会の内容

のところで、「現状はどうか」ということが、問われました。その中で、Ａ、Ｂ、Ｃからそれぞれ、

飯田市の子どもが前の学校と比べて生き生きとしておるということが話をされました。その中で、

Ｄの校長先生、生徒数が少なくて、部活動が限定されてしまう。また、小学校区が３地区は歴史が

古く、子どもたちを自分たちの地域で育てようとする意識が高い。しかし、３つが集まるとギャッ

プが生じて子どもたちは自分を出せないというふうな問題がおきるんだと言うのであります。だか

ら、飯田市は小中連携・一貫教育をやってきているにも関わらずです。 
それから、小さい学校同士は、小小連携をやっているわけです。竜東地区なんかは、まさにそれ

をやってギャップをなくそうとしているんだけれども、そのことを触れてないんですね。「ギャッ

プがある」だけを言っているきりなんですね。ここに参加している校長先生は、今年転任された１

年目の先生が多く、２、３年目の先生はあまりいないのですね。飯田市は小中連携・一貫教育をず

っと６年目くらいやっているのだけれども、「だからやっているんだ」っていうことを理解されな

いで、「ギャップがあるんだ、うまくいかないんだ」としか言っていないのです。このことから分

かることは、いかに、飯田市の教育方針が定着していくっていうことには時間がかかるということ

です。 
先ほど出たオケ友も今年度で９年目ですか、その前にはアフィニス音楽祭っていって、これもず

っとやってきたものがオケ友になってああいう成果となって表れている。もう30年。それくらいあ

るんですね。さっき言った人形劇フェスタ。これだって、40年かかる。それからやまびこマーチも

盛り上がっているって教育長が言っていましたが、これは30年。私が現職のときにあった話、その

ときも、学校現場どう受け止めていたかというと、やまびこに行くの、そんなところに、日曜日く

らい休ませてくれよ、オケ友だって、音楽のことは連休中にかなわんわ。人形劇は、何になるんだ
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っていうのがくすぶりくすぶりながら、それをずっと続けてきたわけです。だから牧野市長立派だ

なって思います。最初の人形劇カーニバルは松澤市長が始め、それを代々ずっと続けてきた。だか

ら今がある。数年たってやめてしまうことなくやっている、だから、一年目の校長がこういうふう

なことをいうのも無理がない。それだから、繰り返し、繰り返し、私ども教育委員会は言っておか

なければならない。一年経つと人は異動するから、新しくかわるって、真っ白になるということ、

積み上げからいくんじゃないからね。 
それから、２番目のところに、発達障害傾向の子どもたちが１割以上いるということだが、その

子たちの学びを保証するためには、どうするんだというところで、Ａの先生、何ていったか、「特

別支援学級が個別指導する場所になっちゃっている」と言っている。特別支援学級はその子の発達

の状況において、個別に指導、支援するところなんだけれど、それを「勉強がついていけないから、

そこだけを補充するっていう指導しとる」と言っちゃっているのです。もしそのような問題がある

ならば、校長先生は、自分自身が指導する、改善するところなのに、他人事になっちゃっている。

この校長先生はね、更に言うと、この子どもたちが飽きてしまうような授業をしているクラスがあ

るっていうんです。そのときには、原山教育長は、こういう出方をするんですよ。「信州大学の学

生と懇談する機会があって、発達障害の子たちについては、生徒や学生も学ぶ必要がある、自分た

ちの仲間も学ぶ必要がある」と紹介してくれた。私は大事な原山教育長の指摘だなあと思うんです

けれどもね、このことについては、Ｄの校長先生なんて言うかというと。「信州大学の学生の発想

は現場を知らない人の発想だ。重度の発達障害を持つ子どもたちへの対応は簡単ではない、親がオ

ープンしてくれればいいんだけれども、大変だ」という議論をしているのです。 
 次に、三番目に「授業改善をするに校長さんはどんな取り組みをしているのか」ということです

が、Ａの校長さんは、「全体の場で指導している。全体の場でプリント作って配っている」という

のです。しかし、５分か10分しかない校長の話のときに、校長先生がプリント作ったくらいでね、

先生の授業なんか変わりっこないと思います。 

 また、Ｃの校長先生なんて言うかと言うと、「58歳以上の先生に言ってもダメだ。よいところを

認めて伸ばそうとしている」。Ｄの校長先生は「50歳後半人には指導しても自分の殻を破れないか

ら言ってもしょうがない」と言う。今、先生たちは、60歳になって定年になったら、63か４まで再

任用で働き、担任やってもらっている人もいるわけ。力ない人、危ないっていう人は、校長先生た

ちは、指導せんのか、指導しないって言うこと言っているようなものなのです。何を言っているん

だと思ってしまいました。 

 私は、その間、聞いているきりだったんだけど、原山教育長さんが教育委員会はどうですかと言

われたもんで、私は４点言いました。 
 １点目は、いろいろのことで、ギャップがある、だから飯田市は小小連携を大事にしたり、小中

一貫を大事にしたりしてやっているんだと、今、始まったばかりでこれからほんと大事にしていか

なければいけないところだと、それで、校長先生方には、少なくとも、「今はうまくいかないけど、

飯田市の小中連携・一貫教育をやっているので、これをしながらギャップを埋めていくような努力

を今一生懸命私たちは考えている」っていうくらいのことをね、私としてはね、校長先生には言っ

て欲しかった。 
 二つ目に言ったことはですね、信大の学生の指摘は大事なことだと。これはね、私の経験を言っ

たのですがね、東中の時にね、発達障害の子どもでね、はじめくんという子がいたんです。担任の

先生は、「はじのつぶやき」っていうコラムをお便りのところへつけてその子どもの良さをみんな

に紹介した。非常にユニークな発想をすると同時にずばり本質的なことを言う子なのです。その子

は、いろいろなことがあるけれども、こういう本質的なことを言っているんから、みんな一緒に考

えようじゃないかと言って、コラムを出してくれたので、その子は生き生きするし、親もほかの親

御さんも、この子は変わったところもあるけれども、非常に素晴らしい面があるなって言っている

し、友達も非常に大事にしてくれて、非常に生き生きとした生活をして居たですね。扱い方によっ

て、仲間同士がやっぱり理解し合うことができるのですね。この子の障害の状況を理解し、それに

応じた対応してくれているですね、まさに信大の学生が言ったとおりなんですよ。そのことをね、

「素人考えだなっていうことを言ってはおかしいぞ」ということを言ったんです。実際ですね、竜

峡中学校は、川路から、発達障害を持った子どもさんが行って、いま竜峡で生き生きしているんで

す、良くなるんです。発達障害の子たちには、対応の仕方を変えてあげればいいのです。そういう

ことをですね、原山教育長は言ってくれたんだけれども、理解しておらん。 
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 それからね、三番目。授業改善ですね、何をいって欲しかったというと「結プラン」を言って欲

しかったの。不十分な退屈する授業も、「めあて」をしっかりもって、メリハリをつけて、見届け

るような授業をして、飽きるような授業はさせないぞと言って欲しかった。校長先生たちにね。こ

のことが入っていない。それでおいて、50代の後半の人たちは、指導したってだめだと言っている 

それが旭ヶ丘中学校区ではね、このことについては、非常に素晴らしい話し合いをしておったで

すね、校長先生同士が。ほんとに良い話し合いを、あそこは４年目の人や、ここの専門幹をやって

おった人がいたもんだけれども、素晴らしい話をしておった。 

 最後にですね、58歳以上の先生はダメだっていう話なんですけれども、川路におった58歳の先生

なんですが、その先生は去年、教育課程の研究会をやって、生活科の授業者となってしてくれて、

ここでも報告したかと思うんですけれども、いわゆる３観点に基づく授業を一生懸命やってくれて、

よくなったと、先生よくなっとるじゃないとこのときは言ったんだけれども、本音の部分で言って

くれていいんだけども、あまりにも飯田市の取り組んでいるっていうことについての、そこをつな

げていってくれるっていうことは、ここのところはやってくれてなかった。それはね、無理もない

ことだと思う。来たばっかりの校長先生や一年目の校長先生ところにやるには、さっき言ったとお

りの30年40年繰り返して言っていかないと、話をしていかないとやってかないし、それが、私ども

教育委員の役割なんだと。だから、さっき、主幹主導主事の訪問のときにも、これ大事にしておい

て、また繰り返してここのところをやっていかないと、抜けちゃうと思いました。少なくとも、こ

の小中連携・一貫教育が、飯田市の宝物になっていく、さっきの教育長さんのこの教育長報告事項

のところにもついていた目標設定シートのところにも、最初のほうに小中連携・一貫教育と、飯田

市としては一番大きなところに書いてくれている様子なんで、少なくとも私どもはね、飯田市で大

事にしているのは、小中連携・一貫教育なんだと、そのために、コミュニティスクールをつくって

いるんだと。そうやって学力と生徒指導のことを大事にしていくんだということを繰り返し繰り返

し、遠くから来た先生は何のことだからわかりませんので、言っとかなきゃいけないということを

思いました。 
もう一度いいますと、繰り返しますと、飯田市で大事に取り組んでいることを、やっぱり、私ど

もは繰り返してやっていかないと、ほんとに定着していかないんだっていうことを再認識させてい

ただいたと、そういう意味でいい機会でした。  
○代田昭久教育長 

ありがとうございました。いま、小林教育長職務代理者の発言に対して、補足、ご意見、ご感想

ありますでしょうか。  
◇小林正佳教育長職務代理者 

三浦さん、旭ヶ丘中学校区のところの話を。  
◇三浦弥生教育委員 
旭ヶ丘中学校区ですね。そうですね、先生がきちんとした視点できちんとまとめられているとこ

ろで、ちょっとあれですけれども。いま言われたような話は、飯田市のことも、学校のことも考え

て、ご発言していただいったという感想を持っています。ちょっとすみません。記録をまとめてい

なかったので、眼についたところから言うと、旭ヶ丘中学校区のほうも、先生方の多忙感というと

ころでは、やはり、そのことには触れていらっしゃったかと思います。これは、先ほど言った竜東

中学校区のほうも多忙感には触れられていまして、ちょっと内容がごちゃごちゃしますけれども、

小規模のほうでは、すくなくても、やはり学年主任などの数は変わらず忙しいっていうような話や、

子どもが少ないので、やはりそういったところでも、集団的な教育がやりづらいっていうお話を課

題に挙げていらっしゃいましたし、いまでも、旭ヶ丘中学校区のほうは、ほんとに今度は多いとい

うことの課題で、ほんとに先生方も忙しいっていうことや、先ほども伊藤委員のほうが言われてい

たような、そういった部活道への教員の参加というものも、話題に上っていました。社会教育の枠

の中で取り組む、あと、教員は、ほんとに学校の教育っていうところにすごく力をいれて、そうい

った部活動っていったものの運営もそういった地域や地域の組織、そういったところにしっかり任

せる。また、教員がそういうところに入れるっていうそういう仕組みはがどうなんですかねってい

う、これは、原山教育長のご発言であったところです。ちょっとすみません、内容がごちゃごちゃ
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してますね。そういった部活動が忙しいといった話の中と、校長先生の中からそういった割り切り

方が必要だと思っているという回答を受けて、そういったことの必要性がありますねっていうよう

な原山教育長からのお話とかも、あったかと思います。 
 そういった教員の多忙感という話もでておりました。きちんと基本は授業においたっていうとこ

ろでの、先生方が教育できるような体制というものが、必要だということがでていたかと思います。 
小規模のほうに戻すと、同じような教員が教員としてというような話も、こちらも実は出ておりま

して、小規模なので、その都度、その都度出てくる問題に小規模ながら対応していると、原山教育

長さんのほうからは、そういう風に個別に対応してきているもの、地域の人の力を借りながらして

きているもの、その場その場に応じた対応が、組織化、システム化っていうのができてくると、で

きないものでしょうかねっていうような、お話も、原山教育長からあったかなと思います。ちょっ

と小規模大規模で比較してお話しててすみません。 
 あと、旭ヶ丘中学校区のほうでは、けっこう、学校としてのいろいろなグランドデザインの報告

などもそれぞれの校長先生から学校ごとにありまして、教育の要において、こういった効果をあげ

ていて、こういった課題もあるので、こんな風に努めているというようなお話もありました。原山

教育長からは、そういった校長先生がかわってしまわれることでの、そういったものの、いいもの

が継続していかれるようなっていうところをどういうふうにお考えですか、なんていうような問い

かけがあったかと思います。先ほど、職務代理者のほうからも話がありましたけれども、そういっ

た飯田市の教育のそういう体制であるとか、今言ったのはグランドデザインを説明くださった校長

先生のやり方、それが、新しい校長先生が見えても引き継がれていくかっていう点では、課題とな

ってくるところは同じなのかなって思って、さきほどちょっと聞いていました。 
 すみません、ちょっとまとめてなかったので、ちょっと話がへたくそです。申し訳ございません。  
◇小林正佳教育長職務代理者 

ちょっと、補足させてもらってもいいですか。  
◇三浦弥生教育委員 

はい。  
◇小林正佳教育長職務代理者 

さっきね、大事なことは、一つは部活動の問題。原山さんは大事にされておったんですね。だか

ら、その中で私がちょっと、これ教育委員会として、教育委員が勉強しなければと思ったのは、飯

田市の部活動の方針があるんですよ。どういう方針になっているのか、それは、県とちょっとずれ

ているところもあるんですよね、あえてずらしているところもあるんです。それを飯田市ではどん

な部活動の方針を持っているかっていうと、委員の皆さん新しくなられたということもあるので、

どこかで勉強会をしておかんといかんかなと思います。いま、部活動によって先生方が非常に負担、

勤務時間が長引いちゃっているという状況をテレビでもやっておったじゃないですかね。あれくら

い、いま、社会問題になっておるんでね。その部活動をどうするかっていうことをやっぱり、問題

しなければいけないっていうことを感じました。 
 それから、例えば、旭ヶ丘中学校では、素晴らしい結いプランに基づく授業をして、取り組みを

してくれておるんですが、校長先生がかわっても継続できますかっていう問いかけがありましたよ

ね、その中で、結いプランのような形が一つあれば、継続できますよっていうことで、答えさせて

もらったり、むこうも教育長さんもうなずいておられたんですね。そんなところが宝というか、大

事なところだなと思いました。すみません、以上です。  
○代田昭久教育長 

はい、ありがとうございました。部活動、さきほどの報告の４番目で、各教育委員会の部局との

話の中でですね、部活動の在り方についても一つ、生涯学習・スポーツ課の中で、位置付けて計画

も立ているので、そこのところについて、今年度の取り組みについて、北澤生涯学習・スポーツ課

長のほうから少しお話いただいてもよろしいですか。  
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◇小林正佳教育長職務代理者 

はい、きょうはまた部活動について、一緒に勉強会をしていただけませんかね。  
○代田昭久教育長 

今年度の計画があるので。  
◎北澤俊規生涯学習・スポーツ課長 

はい、部活動のことではございませんで、どちらかというと、子どもの体力運動能力の向上の部

分で、このあり方について17目標、教育長の資料の下のほうに書いています。スポーツにより人と

地域が輝くまちづくりを進める、スポーツによる健康、体力の向上。こちらのほうに、今後、子ど

もの体力運動能力の向上と言う部分で、教頭会とかそういた場で、学校への展開を検討する中で、

この中の一つで、この中には記載されておりませんが、部活動の在り方についてもあわせて検討し

ていくということで、いま、考えております。 

 

○代田昭久教育長 

はい、課長の説明に少し補足になりますが、17番のところで、子どもの体力中で部活動の在り方

について、まず、上半期で調査をしようと言うことで始めておりますので、また、委員の皆さんと

も勉強会開けるかなと、今年度一つのテーマとしますので、良いご指摘だし、そんな勉強の機会を

作っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

◇小林正佳教育長職務代理者 

あの、待ってください。何の調査をするのか、調査、調査というと、それこそ、教育長さんの劣

後順位からすると、また、いろんな調査をする、それが教育委員会が押し付けるもんで、学校現場

は、大変になっちゃっているもんで、どういう意図でどうするのかっていうものを明確にしてから

やっていただきたいとおもいます。私が言ったのは、この飯田市としての部活動の在り方について、

３年くらい前に指針を決めてあるんですよね。週に１回は休めとか、それが守られているかどうか

っていうことを調査するのかどうなのかっていうことなら、まだ、話がわかるんですが。 

どういうふうな指針があるのかっていうこと自身も、わらからないんですよね。そのあたりのこと

も、どういう指針をもって、学校現場が取り組んでいるのか、どこに課題があるのかっていうのも

踏まえてちょっと、勉強会をさせて欲しい。 

 

○代田昭久教育長 

私の説明がわるかったのか、そういういま動きでいま、学校に何か調査するっていうことよりも、

実態把握したところから、課題が見えてくるだろうっていうことを、上半期の目標にして学校の現

場の実態を把握していきましょうというのがいまこの17番でやろうということの一つであるとい

う説明を申し上げたかったので、学校にまた調査をするっていうことではなくて、実態を把握して

いきたいというふうに考えているところです。 

 

◇小林正佳教育長職務代理者 

 わかりました。これはポイントになるところをざっと読ましてもらってないんですけれども、ち

ょっとまた、見させていただきます。この指針のことです。 

  

○代田昭久教育長 

はい。 

 

◇小澤由美子教育委員 
 はい、去年まで息子が中学にいたわけなんですけれども、部活動に関して、結構、厳しい、いろ

いろあったので、けれども、親として全然把握してなくてですね、水曜日は部活がない日ですとか、

土日どっちかは休みましょうとか、練習は半日だとか、テスト前は1週間は部活動停止とか、あと、

夜は先生ではなくて、社会体育で地域の方に入ってもらうとか、なんかそこら辺の区別がちょっと

はっきりわかってなくて、部活の延長の社会体育なのか、ちょっと親たちも実際あんまりわかって
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ないような感じだったので、はっかりわかると。なので、私も全然わかってなかったので、わかる

といいなと思います。 

 

○代田昭久教育長 

 はい。専門幹お願いします。 

 

◎中井文彦学校教育専門幹 

 今年の４月第１回校長会の資料にも、平成27年２月のときに、部活動の在り方についてという取

り決めを飯田市教育委員会と校長会でしたものを今回の第１回の校長会の資料につけてあります

ので、また、きょう終わりましたら、ご覧いただきたい。今後、学習会を計画して、市の方針と今

の実態が少しわかってくるような学習会をとりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

◇小澤由美子教育委員 
 ただ、思うのはですね、やはりどうしても北信のほうが部活動とか、強いですよね。強いってい

うことは、練習量が多いのか、指導者がちゃんとしているのか、どうなんだろう。そうですね、練

習量が多いイコール先生の負担ってなるのか、もっと練習したら超えるかもしれないですし、ちょ

っとそのへんがわからないのですが。 

 

○代田昭久教育長 

 はい、そこも含めて課題については、一度時間をとって、あわせるような機会を設けたいと思い

ますので、よろしくお願いします。 

 

（「いいですか」と言う者あり。）  
○代田昭久教育長 

 はい、三浦教育次長。  
◎三浦伸一教育次長 
 部活のことは先ほど、専門幹から話がありましたけれども、教育委員さんが出られないところ、

事務局出させていただきました。これまでお話のなかった点が一点だけありましたので、口頭でご

報告いたします。学校運営の中で困っていることは何かという切り口で、４人の校長先生が話した

中で、やはり、いま飯田市の課題となっている不登校の話がありましたが、もう一つ出たのが、学

校運営、生徒指導力、授業改善力、授業力の向上すべて教師の力だと、そんな中、この地域は、他

郡の教師が多くて、若い先生が学級を担っているケースが多いんじゃないかと。したがって、授業

改善力について、成果がでてきてないと思うと。校長先生がお話しておりました。その中から、力

量アップのための研修は集中的に新任教員、１年目から集中的にやるべきではないかという発言に

基づいて、２回目以降この問題をテーマに議論になりまして、新任教師をどういうふうに研修して

いったらよいのか議論になりました。その中で出たのは、やはり、先生方が授業を見合って事業力

を向上したり、それぞれ評価しあうっていうことが限りなく減ってきている、これは忙しさだとか、

先生同士の切磋琢磨とか減ってきてるんじゃないかということと、全体の教師力、そのための底上

げが必要じゃないかというお話がありました。そこで出た意見として、これまで研修はややもする

と学校現場に任せられたんじゃないかと、課題を与えられ、課題を解決するために現場の独創性を

求められておって、それを指導するのが各学校の指導教官であったんだけれども、これはやはり、

システムとしては問題があるんじゃないかっていう、そういう意見がでて、それを受けた形で教育

長は、やはり、一定程度独創性、多様性はあっても、県内統一の共通性の上に、そういう毒性や多

様性がないといけないんじゃないかと、それは、福井県とか秋田県とか、体力、学力の向上してい

る県を見ると、そういう取り組みがあるんで、長野県としては、その部分を少し考える必要がある

んじゃないかというお話がありました。私、教員の研修の仕組みがわかってなくて、いま、説明し

ていますので、お門違いの説明になっているかもわかりませんが、先生方はそういうお話を、私は

高陵中学校に伺ってそこに東中の先生も見えてましたので、４人の校長先生でお話をしておりまし

た。以上です。 
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○代田昭久教育長 

 はい、ありがとうございました。ほかにありますでしょうか。  
（「なし」と言う者あり。）  
○代田昭久教育長 

 はい、なければ、時間もありますので、続いて教育次長及び社会教育担当参事報告事項をお願い

します。三浦次長お願います。  
◎三浦伸一教育次長 
 はい、１点だけご報告いたします。教育長報告の裏面をご覧ください。これは、組織目標という

ことで、教育委員会だけではなくて、全庁的に統一した書式で、29年度の各部局の目標を設定した

ものです。これをきょう資料として提供させていただいた理由は、４月の定例会の議論の中で、教

育振興基本計画、教育大綱、おおむね4年間の取り組みできてますが、29年度どんな取り組みをす

るのか、４年間のうちのスタートとしての29年度にどんなことを大事にしていこうとしているのか、

そこのところをもう少しわかりやすくする必要があるんじゃないかというご意見をいただきまし

た。ちょうど、昨年までの年度別の教育方針というものの整理をする前に各課がどんなことを目標

にして、具体的にどんな成果をだそうとしているのかっていうことをきょう、教育委員さんにご覧

いただきたいということで、一応資料を用意させていただきました。５枚にわたってますので、ま

たご覧いただいて、次回以降の定例会でご議論いただければありがたいと思います。以上です。 

 

○代田昭久教育長 

 はい、ありがとうございました。続いて、松下社会教育担当参事お願いします。  
◎松下徹社会教育担当参事 
 特にございません。 
 

○代田昭久教育長 

 はい、いま、次長及び参事のほうの報告事項ありましたが、以上の件について、なにかご意見、

ご質問ありますでしょうか。 
 

（「なし」と言う者あり。） 

 

○代田昭久教育長 

 はい、ないようでしたら、続きまして、(3)学校教育課報告事項をお願いします。 

 

（「教育長」と言う者あり。） 

 

○代田昭久教育長 

 はい、中井学校教育専門幹お願いします。 

 

◎中井文彦学校教育専門幹 

 はい、それでは会議の冊子、議案第46号の続きになります。資料ナンバー１のところをお開きく

ださい。飯田コミュニティスクール設立記念大会実施計画（案）というページになります。 

以前にもお話をしたところでございますが、６月 17 日に、鼎文化センターホールで開催いたし

ます会でございます。一番の趣旨のところは、目を通してご覧いただきたいと思います。内容につ

きまして、３点申し上げます。一つは、基調講演として、飯田市教育アドバイザーに就任していた

だきました貝ノ瀬滋先生にご講演をいただきます。先ほども規則の改正を行いましたが、新しい法

律に基づいていること、それから、もう一度、１月のときにもお話をしていただいておりますが、

先ほどからのお話もありますように、新たに飯田市に来られた校長先生をはじめ、委員になられた
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方にも、基本になるところをもう一度お話していただくところを設けるところでございます。 

二点目ですが、実践発表につきましては、二つの学校のところから、話をしていただくようにお

話をしてございます。一つは、三穂小学校は、28年度、昨年度のところから、運営協議会を３回開

いておりまして、３回目のときには、特に、子どもたちの良さですとか、子どもたちの課題は何か

ということをその場で集まった方と一緒にＫＪ法を使いながら、理解を深めているというようなそ

んな取り組みをされております。また、この学校は中心となって進めていた教務主任ですとか、校

長先生が変わられてしまったんですけれども、引き続いて体制を作ってやっているあたりの話をし

ていただくようにお話を進めているところです。もう一つ、丸山小学校は、中学校と一緒に今まで

ある組織を使って、小中連携して一貫した組織を作ってきているところに、焦点を当ててお話をし

ていただくように、進めております。 

三番目ですけれども、パネルディスカッションです。ここのところは、牧野市長冒頭から出席を

していただけるということですので、このところで、地域づくりのことについて市長からお話をい

ただき、その後、講演会での貝ノ瀬先生の質問をフロアから取り、もう一点は、各コミュニティス

クールで、いま話題になっていることは、学校支援ボランティアの人たちがどういう風にかかわっ

たらよいかということの、話が出ておりますので、注意事項ですとか、あるいは具体的にこういう

風にしているという良さを、飯田市のことについても詳しい、北澤孝郎長野県生涯学習推進センタ

ーの主任指導主事のところから、お話をしていただく時間を少しとりながら、しかもそれを会場と

のやり取りのなかで進めていくというようなことを考えております。以上ですけれども、最後に、

閉会行事ところで、小林教育長職務代理者にまとめの話をしていただくような計画で進めてきてお

ります。めくっていただいたところに、案内通知を添えて各学校へは、参加者の取りまとめをして

いるところでございます。教育委員の皆様方にもご出席いただきますよう、よろしくお願いします。

以上です。 

 

 

○代田昭久教育長 

 はい、ありがとうございました。飯田コミュニティスクール設立記念大会の説明でした。ご質問

あればお願いします。小林教育長職務代理者お願いします。 

 

◇小林正佳教育長職務代理者 

 私に閉会のというところで、挨拶をということで光栄なんでありますけれども、企画のところか

ら、私自身が参加ということではありませんので、いまの三穂小学校、丸山小学校のこと、それか

らパネラーに牧野市長が出られるという、前回とは違っているかとは思うのですけれども、そのあ

たりのところちょっと心配な点も私がこれらのところをまとめられる自信はありません。ですので、

できたら、そのことが分かっている方にまとめていただくと、趣旨から始めて整理できるかなと思

うんですが、私の立場で話をさせていただくというのなら、よろこんで受けさせていただきますが、

それでよろしいんでしょうか。 

 

○代田昭久教育長 

 中井学校教育専門幹お願いします。 

 

◎中井文彦学校教育専門幹 

ぜひ、職務代理のお考えをお立ち場で最後まとめをしていただきたいと思います。また、牧野市

長こういう考えだっていうところを６月５日に打ち合わせを行いますので、また事前に情報等をお

送りしたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 

◇小林正佳教育長職務代理者 

 あと、もう一つ、演題のコミュニティスクールを基盤とした小中一貫教育という貝ノ瀬先生の話

なんですが、ここのところの主題は小中一貫教育になってますよね、たぶんそういうような話をし

ていただけるとありがたいんですが、先日、それからきょう、ちょっとほかのいただいたものを見

た教育関係者の人たちから、小林先生、その小中連携・一貫教育はどうなっているんだと、飯田市

のほうは。いつから、それが立ち消えてしまったんだよという話がありまして、どうしてそんなこ
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とを言うのですかといったら、この「Ｈａｇｕ」っていうのに載ってないんじゃないかと、だもん

で、そんなことはないはずですよといって見せてもらったら、最初のページのところに、コミュニ

ティスクールの取り組みで子どもたちの学力・体力の向上を目指す小中連携・一貫教育をより一層

進めますと書いてくれてありましたので、ちょっとほっとしたんですけれども、どうも現場の方の

ところ、また、外からの目では、飯田市が今まで取り組んできた小中連携・一貫教育の方のところ

を薄めて、そして、何かコミュニティスクールに乗り換えていくんだという印象をとられているよ

うなことを感じます。きょうのところもですね、あくまでも、基調講演のところは、コミュニティ

スクールを基盤とした小中一貫教育、飯田市の目指す姿は小中連携教育なんだと、そのために、こ

のコミュニティースクールが支えとなって基盤づくりをしていくんだという立場でこれが行われ

るんだろうなというふうに私は理解しているんですが、ぜひ、そんな誤解のない、先ほどもくどく

ど言ったが、どういうことかって言うと、あれだけ、人形劇もやまびこマーチもなるのは、何十年

40年かかってきたことでございまして、小中連携・一貫教育であっても、繰り返し、もう完成形な

んか、ないわけでして、絶えず見直して新たにやっていかなくてはいけない、ここのところがいい

加減になってしまうと、ほんとになんだったのだということになってしまうので、そういう視点で

話をさせていただくっていうことで、許していただけるなら受けさせていただきますが、よろしい

でしょうか。 

 

○代田昭久教育長 

 はい。いま、小林教育長職務代理者の方からありました計画に携わっていないという部分に関し

ては一度しっかりとご説明させていただきながら、例えば、逆にずーと中で議論しているわけでは

なくて、会議をこの大会に参加している小林教育長職務代理者の視点でまとめていただければ、大

変うれしいかなと言う風に思いますので、ぜひともよろしくお願いいたします。ほかにはありませ

んでしょうか。 

 

 （「なし」と言う者あり。） 

 

○代田昭久教育長 

 それでは、続きまして、特色ある学校行事、公開授業についてのまとめお願いします。 

 

（「教育長」と言う者あり。） 

 

○代田昭久教育長 

 中井学校教育専門幹お願いします。 

 

◎中井文彦学校教育専門幹 

 それでは、別冊になっております、お開きいただきたいと思います。多少時間をとりまして、見

てまいりたいと思います。 

 校長会のところで、話をいたしまして、各学校から出していただいたところでございます。 

 １ページめくっていただきまして、丸山小学校のところを例に挙げてみますと、昨日５月16日に

ここは、コミュニティスクールを進めていくっていうことで、明るいかざこしの子らを育てる会っ

ていうのを進めてきているということがあります。それから10月18、19日の修学旅行ですけれども、

昨年新聞にも紹介されたところですけれども、修学旅行先で自分たちの飯田のことを紹介するって

いうことをやっている飯田ＬＧ教育につながるところを、今年も行うことが入っております。 

 めくっていただいて、２ページのところ、追手町小学校の続きになるわけですが、10月20日のと

ころ、ここは、小学校自体はお休みになる日なんですけれども、そのときに、６年生は中学校の授

業を参観するという、小中連携・一貫の取り組みをこのところでも、進めているところがわかりま

す。浜井場小学校を例にとりますと、農家民泊に係ることですが、小学校では７校、それから中学

校では西中学校が、農家の体験学習を計画しています。 

 ６ページのところまでいきまして、上久堅小学校を例にしますと、竜東地区では、先ほどからの

話がありました小学校同士の連携ということで、例えば６月８日上久堅小、千代小、千栄小が３校

で合同社会科見学を、それから修学旅行も行っていくということが、それぞれの小学校でのつなが
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りが中学校へもここのところが続いているけれども、じゃあ、竜峡中学校ではそこをどういう風に

していくのかっていうことが先ほどお話になって出たところでございます。そのことが、８ページ

にもあります、千栄小学校のふるさと竜東の集い、ずっと続いてきている今年で６回目になるよう

なところが、小小、それから小中の連携につながっているんだと思います。 

 ９ページのところ、竜丘小学校を例にしますと５月の11日の丘のみちしるべ探索っていうところ

の、竜丘自由学校という一般方が遠足のところに各学年に二人とか三人がついて、講師の役になっ

て地域の案内をしてくださるという、そんな活動も進められているところです。 

 続いていきますが、10ページのところ、三穂小学校ですけれども、11月17日に下伊那視聴覚情報

教育研究大会という、ここでＩＣＴを使って社会科の授業を行うということで、今年、モデル校区

ではないんですけれども、実践をしていくことになっております。 

 13ページのところ、上村小学校ですけれども、７月のところでは、和田小・上村小集合学習が行

われる、昨年にも通じてのこととなります。 

続けます。14ページのところ、飯田東中学校です。今日の信濃毎日新聞のところにもでておりま

すが、５月16日、中信学習旅行ということで、松本のまちづくりを体験してきているということで、

東中でまちづくりの取り組みをしているので、それが広まって、いま、追手町小学校でも、今まで

その見向きもしなかったというわけではないのですが、動物園にしろ、城跡のことにしろ、研究す

るっていうことが続いてきていることになります。 

 このような形で小学校のところを見ますが、あと17ページ。竜東中学校ですけれども、満蒙開拓

記念館を見学し、それが３年生の修学旅行の広島への学習につながっていくという、そういうこと

を進めてきております。18ページにいきますが、鼎中学校では、小中連携・一貫教育の推進教育と

の、鼎小中のところで進めていること、最後、19ページ高陵中学校ですけれども、７月26日からの

ところを見ますと、高陵オープンスクールということで、これは緑ヶ丘中学校でも行われておりま

すが、放課後ですとか、休みの日の学習会を地域の方を巻き込んで、そこに、協力をお願いしなが

ら進めているというような活動が紹介されています。これまたホームページにも掲載し、それぞれ

の学校で使っていただきたいということで、話をまた進めてまいりたいと思います。ご参考によろ

しくお願いいたします。 

 

○代田昭久教育長 

 はい、ありがとうございました。いまの説明に対して、ご質問ご意見等ございますでしょうか。 

 

 （「なし」と言う者あり。） 

 

○代田昭久教育長 

 はい、また何かあれば、ご意見いただければと思います。それでは、続きまして、文化会館報告

事項をお願いします。 

 

 （「よろしいですか」と言う者あり。） 

 

○代田昭久教育長 

 はい、北澤生涯学習・スポーツ課長。 

 

◎北澤俊規生涯学習・スポーツ課長 

 はい、なしということでしたが、教育長からの報告の中で、のちほど報告があるということで紹

介をいただきましたので、教育長報告のほうで、やまびこマーチのことを報告いただいたこともあ

りますが、特に２点ほど新たな企画ということで、高森松源寺コースと新コース、焼肉コースとい

うのがあったということなんですが、来年度以降のことについては、これから打ち合わせをして決

めていく予定ではおりますけれども、コースについては、来年度に向けて、タイムリーにその時の

企画にあったことをやるっていうのが大事かなと考えております。焼肉コースについては、屋外暑

かったとかいろいろあったわけなんですけれども、せっかく飯田市内に焼肉店が何店かありますけ

れども、そういったところとの連携も含めて可能性を模索していきたいというふうに思っておりま

すので、よろしくお願いたします。また、反省については、ご紹介できる部分があればしていきた
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いと思っております。 

 それから、皆さんのお手元のほうに、Ｈａｇｕという情報誌が届いておりますが、４月14日の定

例教育委員会のときに報告させていただいたものができてきまして、学校のほうに配られておりま

すので、題字がその時点で決まってませんでしたし、デザインも決まってなかったんですが、きょ

う、そういうことでご覧いただければということでございますので、よろしくお願いいたします。

以上とさせていただきます。 

 

○代田昭久教育長 

 はい、ありがとうございました。いま、生涯学習・スポーツ課関係報告がありましたけれども、

これについて、ご意見、ご質問等ありますでしょうか。 

 

 （「なし」と言う者あり。） 

 

○代田昭久教育長 

 はい、それでは、公民館関係報告事項をお願いします。 

 

◎松下徹社会教育担当参事兼市公民館副館長 

 はい、すみません。公民館の方から一点。カンボジアスタディーツアーの報告会、お配りしたチ

ラシでありますけれども、６月３日土曜日ですけれども、午後１時30分から松尾公民館で開催しま

すので、ご都合許す限り結構ですので、ご参加いただければと思います。 

カンボジアスタディツアーといいますけれども、高校生講座を10月から開催して、最初に地域の

飯田を中心とした地域のことを学んで、そのうえで、カンボジアというまったく異国、異質の異な

る文化に触れながら、また人と触れ合いながら、いろいろなことを体験をしてきました。その子ど

もたちが帰ってきて、もう一度地域を見直して、更には自分たちのいまの暮らし、生き方を振り返

りながら、これからの生き方を考える、彼ら、それをいま一生懸命まとめていますので、ぜひ、６

月３日にお越しいただいて、彼らの言葉、発する言葉を聞き取っていただければと思います。10人

の高校生たちの財産にする、この体験を財産にするということではなくて、出身の中学校でもすで

に何人かは話をするっていうような設定が準備できつつありますし、また、通う高校でも仲間たち

に授業のなかで報告していくっていうことを計画しておりますけれども、そういった一連の取り組

みの一環でございますので、ぜひ、よろしくお願いいたします。 

  

○代田昭久教育長 

 はい、ありがとうございました。６月３日の報告会についての報告がありましたけれども、質問

等ありましたらお願いします。 

 

 （「なし」と言う者あり。） 

 

○代田昭久教育長 

 はい、なければ、続きまして、文化会館関係報告事項をお願いいたします。 

 

◎筒井いずみ人形劇のまちづくり係長 

 館長が所用で留守をしていますので、人形劇のまちづくり係の筒井が代わりに報告させていただ

きます。人形劇のまちづくりの推進に関する取り組みについてということで、今年度の主な事業に

ついて挙げさせていただいております。ＮＰＯ法人いいだ人形劇センターの事業の公演事業につき

ましては、来週の土曜日５月27日、ワークショップ付き人形劇公演ということで、人形劇団ちんど

んのこぎつねコンとこだぬきポンと言うのを行います。こちらは、人形劇に携わっている方に人形

公演を見ていただきまして、あと、舞台裏等を見ていただくワークショップも考えております。７

月下旬にいいだ人形劇フェスタプレフェスタ、昨年から引き続きまして、巨大人形劇プロジェクト

ｉｎ南信州さんしょううお公演をフェスタ期間中と10月の７、８日で公演を行う予定でおります。

あと、たくさんの公演の方を予定しておりますが、定期公演も市民の方の皆さんにも定着しており

まして、今年度からは定期公演のスタンプカードを作成しまして、３回定期公演を鑑賞するとプロ
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の劇団の公演の優待などプレゼントを用意するなど、企画をはじめる予定です。あと、２番の創造

支援事業につきましては、４月から人形劇のユースクラブのほうですが、昨年に引き続いて参加し

ていただいております。やはり、中学校で人形劇を部活動として、参加してきた方も、高校生にな

ると人形劇を行う機会がなくなってしまうということもあるので、卒業生に積極的に声をかけて、

このユースクラブの方に参加していただくようにしていきたいと思います。 

 ５月18日からは初級コースがスタートしまして、４人と１団体の申し込みがあります。中級コー

スも随時はじまりますが、申し込みのほうもいただいております。次のページになりまして、６番

の川本喜八郎人形美術館の企画ですが、今年の３月に開館10周年を迎えて今年度は様々な企画を計

画しております。４月に特別展を企画しておりましたので、個人の入館者数が前年度対比100人増

となっているということです。４月29日に人形劇美術館コンサートということで、新・三銃士の音

楽を担当したスパニッシュコネクションと人形の操演者との共演を行いましたが、ほぼ満席で、入

場者70人で行われました。 

(2)の学校等で行われる人形劇への支援ですが、文化庁の助成等も利用しながら多くの小中学校

でこの制度を利用していただくことになっております。 

４月14日に、小中学校の人形劇指導者の担当者会議を実施いたしまして、５月の26日にもシナリオ

作りを中心に開催する予定です。 

(3)の竹田扇之助記念国際糸操り人形館の管理運営になりますが、今年から職員で竹の子会に所

属する人形の糸操りの実践のできる職員がいるようになりましたので、毎週土曜日の午前11時から

午後３時までの竹の子会の実演に加えて、平日でも、通年を通して、糸操りの実演と体験を行える

ように体制が整っております。 

 ２のいいだ人形劇フェスタについてですが、今年のいいだ人形劇フェスタは８月１日の火曜日か

ら６日の日曜日までの６日間行います。６月25日からワッペンと有料公演チケットの販売を開始し

ます。(2)のフェスタ2018、20周年ついてですが、５月の１日からもう来年のポスターとワッペン

のデザインを公募しております。 

 ３文化庁、文化芸術創造活用プラットフォーム形成事業では、今年から３年間の計画で、事業の

方を行っております。あと、４番、人形劇のまち国際化推進事業ですが、６回目となるAVIAMA総会

が、９月に行われます。また、７回目は来年になるんですが、フェスタ2018の時期にあわせて飯田

で開催されることになっております。以上です。 

 

○代田昭久教育長 

 はい、ありがとうございました。人形劇のまちづくりの推進に関する取り組みについての報告が

ありましたけれども、ご質問等ありますでしょうか。 

 

 （「なし」と言う者あり。） 

 

○代田昭久教育長 

 はい、なければ、図書館関係報告事項お願いします。遠山中央図書館長お願いいたします。 

 

◎遠山尚久中央図書館長 

 はい、それでは、文化会館の次の資料のページをご覧いただきたいと思います。ナンバー３の資

料で、中央図書館からよむとす事業の報告及び予定についてさせていただきます。 

 まず、報告のほうですが、かいつまんでですが、③番、文学連続講座の方でありますが、参加者

の人数がはいっておりませんので、ご記入いただければと思います。47人参加いただきまして、多

くの皆さんに参加いただいております。それから、隣の右側のページになりますが、今後の予定と

いうことで、今週末第３回の文学連続講座を行います。近代社会の忘れ物阿智村から学んだことと

いうことで、阿智村清内路の村おこしの事例紹介をしていただきます。中央図書館で行いまし手、

講師が元市役所職員の高橋寛治さんでございます。それから、その下、お知らせということで、さ

せていただきます。図書館が臨時休館をさせていただきます。コンピュータシステムの更新により

まして、休館となります。期日が６月19日の月曜日から６月30日の金曜日までという形で、これは

システムを導入しております、中央、鼎、上郷の３つの館が本の貸し出しができなくなりまして、

休館をさせていただきます。分館はシステム導入しておりませんので、通常どおり開館と、16分館
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ありますが、開館をさせていただきます。それと同時に南信州図書館ネットワークシステムという

システムを広域的に行っておりまして、本の貸し借りを行っております。松川町、高森町、豊丘村

と４市町村でやっておりますが、今度６月19日から６月30日までは、その他の町村の館も休館とな

ります。また、２月にも報告させていただきましたが、新たにシステムに喬木村の喬木村椋鳩十記

念館、図書館ですね、７月１日から加入するということで、その準備も含めまして、11日ほど休館

となりますので、お願いいたします。また、市民の皆さんへの報告ということで、広報いいだ記載

させていただいておりますし、図書館のホームページにも記載させていただいております。またそ

のほか、カウンターでの一人ずつへ連絡させていただくことと、もう一つは、返却時のしおりを一

人ずつに渡しますが、そこへも休館日、臨時休館の日を記載させていただきながら、周知に努めて

まいります。図書館の職員に関しましては、この間、全員休みということではなくて、職員は出勤

しておりまして、システム更新に伴いまして職員研修を受けたり、７月１日の開館の準備等を進め

てまいります。以上でございます。 

 

○代田昭久教育長 

 はい、ありがとうございました。以上、報告事項ありましたけれども、何かご質問等ありますで

しょうか。 

 

（「なし」と言う者あり。） 

 

○代田昭久教育長 

 はい、なければ、続きまして、美術博物館関係報告事項お願いします。飯島美術博物館副館長お

願いします。 

 

◎飯島剛美術博物館副館長 

 それでは、図書館の資料の続きになります。内容的には報告というよりは、本来協議事項かと思

いますけれども、慣例もございまして、それぞれ美術博物館評議員、自然の部門と美術の部門です

けれども、その評議員の任期満了に伴いまして、それぞれの方に確認をして、また、あるいは再任

新任でお受けいただくことが決まりましたので、報告をもちましてご承認を賜りたいということで

お願いいたします。任期につきましては、平成31年３月31日までの２年間ということでございます。

なお、人文部門については、１年ずれておりまして、今年度いっぱいが任期なりますので、来年度

の選任になりますので、よろしくご了解をいただきたいと思います。 

それから、もう１点、お手元に第27号の研究紀要をお配りしてあります。全部で５編の研究内容

がまとめてございますけれども、美術部門の鈴木芙蓉につきましては、昨年企画展を行いましたが、

伊賀良の北方出身の徳島藩のお抱え絵師となった鈴木芙蓉の作品についての解説をしております。

ここ10年くらい江戸時代の画家が注目を浴びておりまして、去年は伊藤若沖が人気を博しておりま

したが、飯田でもこういう立派な画家がでたということで、今後の普及に期待を持ちたいなという

ことを含めて研究させていただいております。それから人文部門ですが、「飯田町の景観と土蔵」

ということで、大火前から残っている土蔵についての調査の報告、それから、禅宗文化圏云々とい

う論文ですが、ご存じのとおり江戸時代というのは、基本的に人別帳と言うものを全部お寺が管理

をしておりましたので、仏教と関係のことをある程度調べていかないと江戸時代の暮らしとか文化

とかが、わかりにくいということで、美博では、仏教文化についても、研究をしております。また、

お目通しいただきたいと思います。以上でございます。 

 

○代田昭久教育長 

 はい、ありがとうございました。美術博物館評議員の選任について報告もありました。ご意見、

またご承認いただくという形になりますが、よろしいでしょうか。 

 

（「なし」と言う者あり。） 

 

○代田昭久教育長 

 はい、ありがとうございました。歴研のほうはないですね。 
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（「なし」と言う者あり。） 

 

○代田昭久教育長 

 はい、わかりました。 

 

(10）今後の日程について 

◎滝沢拓洋学校教育課長補佐兼総務係長 

資料の３ページに当面の日程を記載したので、ご確認いただきたい。 

 

△日程第10 閉会 

 代田昭久教育長が閉会を宣言した。（午後４時28分） 


