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飯田市教育委員会 平成29年６月定例会会議録 
 

 

１ 会議開会の日時  平成29年６月15日（木） 午後３時５分 

 

２ 会議の場所    飯田市役所 Ａ３０１・３０２会議室 

 

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  

 

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３時５分） 

 

△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 

会議録署名委員に三浦弥生委員を指名した。 

 

△日程第４ 会議録の承認 

５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、６ページになりますけれども、教育長報告事項ということで、大きく３点お話を

させていただきたいという風に思います。 

 まず、いま第２回定例会が行われています。議会の閉会は来週になるのですけれども、今週、あ

したになりますけれども、社会文教委員会ということですが、一般質問が今週の月曜日、火曜日に

終了しました。その中の質問の概要とどんな回答をしているのかということで、概要を私のほうか

ら報告させていただきたいというふうに思います。 

 ４月に市議会議員の選挙があってですね、議員さんの入れ替わりがあって、ずいぶん若返った中

でですね、新しい風が吹いているなという風に思いました。特に教育委員会に関して言うと、昨年

度は非常に多くてですね、毎回10人以上の議員さんからの質問があったのですけれども、今回は、

６人ということで、非常に少なく、議員の数の質問も少なかったんですが、それぞれ指摘していた

だいているところは、非常に核心をついている部分が多くて、われわれもしっかり対応してかなく

てはいけないなというふうに思ったしだいです。 

 まず、見ていただいて、新しく議員になられた小林真一議員からはですね、若者が帰ってこられ
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る産業づくりに関して、信州大学航空機システム講座の設置に伴う質問があったのですが、その中

でも、大学院生という対象ではなくて、地元の小・中・高生へのアプローチはどうなっているのか

と言うような質問がありました。その中で教育委員会としては、昨年度から始めた宇宙教育につい

て説明をし、今年度も８月８日から10日まで、上村・南信濃を会場として行う予定でということを

させていただいています。 

また、それに関連してですね、現在、任意で行っている色覚検査をいわゆる悉皆の全員実施したら

どうか、という質問がありました。この背景には、就職の場になって色覚の異常に気がついて、そ

の時点で、就職の選択肢がなくなるというケースというのがあることを背景として、もう少し早く

から本人も認識することが必要ではないかということなんですが、いま、飯田市では、９年間で最

低２回の検査の機会をしていますので、そのところを周知徹底しながら、色覚検査の重要性を啓発

していくような活動をより力を入れていきたいと回答をしています。 

 ３番目、人形とけい塔「ハミングパル」の改修というのが、教育委員会では、一つ大きな来年度

に向けての事業になりますが。これの寄附の在り方について意見がありました。これも新しい岡田

議員からありましたけれども、目標金額1,500万円としているのですけれども、なかなか高いんじ

ゃないかと言うことで、そのためにもワッペンの販売に合わせて募金を呼びかけるなどのタイミン

グで行ったらどうかということの提案、要望をいただきました。 

 これに関しては、まさにおっしゃるとおりなので、人形劇フェスタ実行委員会と相談しながら、

目標金額に近づくように努力してまいりたいという回答をしています。 

 また、より寄附が集まるようにとけい塔のデザインについては、一定の方向性、いまいくつか案

が出ていますので、方向付けを行いながら、行っていきたいというふうに考えています。 

 ほか、村松まり子議員のほうからは、教育現場における自殺予防にどんなふうに取り組んでいる

のかという質問がありました。 

 また、次ページにいっていただいて、５番目のですね、トイレの洋式化。これについては、各議

員から昨年度も含めてですね、非常に要望いただくところです。実態としては、カッコに書いてい

ますように、飯田市のトイレの洋式化というのは、県の 45．7％に比べて、飯田市のトイレの洋式

化率 25．9％ということで非常に低い状況です。ただ、これは、ずっとやってこなかったというわ

けではなくて飯田市教育委員会の中では、耐震整備事業の方を優先的に行ってきて、これは、県下

のなかでも早いタイミングですべての学校施設及び避難施設を耐震化の工事を完了しているとい

うことがあります。それが終わったあと、というか終わりにめどをつけて 24 年度からはトイレ改

修に取り組んでいるという事情があるんですけれども、そういった状況を鑑みてもですね、もう少

し、増やして欲しいという要望があり、教育委員会としても本当に具体的に考えてなくてはいけな

いんですが、回答としては、緊急度や優先度を勘案しながら計画的に改修事業を実施していきたい

というふうに考えています。 

 ６番目、木下容子議員からは、かなり突っ込んだ質問がありました。これは、のちほどですね、

中井学校教育専門幹のほうから、解説をしていただきますが、新しい学習指導要領に移行するのは、

皆さんご存知だと思いますが、その移行期間に措置をする内容がいま文部科学省から案として提出

されています。小学校でいうと 30 年度、31 年度。中学校でいうと、30 年度、31 年度、32 年度。

これは２年と３年の間に、具体的にはいま書いてありますように、小学校で習う漢字を増やすとか、

外国語活動の中で３年生から６年生まで 15 コマ増やすというような移行措置というのが示されて

いるので、それが負担になるのではないかという意見です。もちろん、増えるので負担にはなるの

ですが、完全移行のために、ほんとにスムーズに移行するための措置ですので、来年度からこの審

議に沿いながら負担のないようにしていきたいというのが、大きな回答の流れですけれども、いま、

市教委としては、学校の軽減をするために何ができるのかということを考えていますし、校長会の

中に小学校英語準備委員会というのを設けながら、それぞれが考えるのではなくて、飯田市の知見

を集約しながら、対応していきたいそんな風に考えていると回答しています。 

 ７番目は、木下容子議員からです。食品ロスについての取り組みについての質問がありました。

書いてありますが、飯田市では域産域消を進めているところもあって、パネル展示や給食だよりの

中で、子どもたちが生産者の近くにいるんだということの意識づけは、ずいぶん進んでいるんじゃ

ないかなというふうに思っているところを伝えています。また、地域とともに食べ物の大切さを学

び、食品ロスなどの問題意識持った子どもを育てる取り組みに関しては意欲的に行っていきたいと

いうふうに考えています。 
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 山崎議員の方からは、背景にはもっとしっかりと飯田の歌を作ったほうがよいんじゃないかとい

うのがありますけれど、いま子たちが、信濃の国、下伊那の歌をどれくらい歌っているのかいうよ

うな質問があり、それについては、以下のように回答しています。 

 以上が、主な一般質問で出た質問とそれに対する答弁内容です。 

 ２番目、市政懇談会がはじまりました。20地区、だいたい夕方の７時から９時までという時間に

なり、市とまちづくり委員会との共催で行っているものですが、いままでのところ、５地区の実施

が終わりました。なるべく出るような形でですね、市民の皆さんが教育に対してどのように考えて

いるのか、受け止めていきたいなというふうになります。 

 その中で、市政懇談会の概要については、終わった時点で報告をいたしますが、現時点で、検討

していかなくてはいけないなというふうに思っているのが、ここに書いてあります龍江、千代地区

で同じように出た部活動の在り方についての要望が中学生から出ています。竜峡中学校、竜東中学

校の部活が少子化によって、成り立たない。こういった存続をなんとかして欲しいという、直接中

学生が来て、意見を言っていました。それについては、ほんとに検討してますということだけじゃ

なくて、具体的なアクションに移していきたいなというふうに考えています。 

 三番目、飯伊市町村教育委員会連絡協議会、教育長部会の研究テーマについて、これらの報告に

なりますけれども、町村の教育委員会のほうでは、いろんな教育委員会の会長は小林教育長職務代

理者が受けていただいていますけれども、教育長部会としては、私が部会長を務めています。その

中で研究テーマとしては、今年度、ICT 教育をやっていこうとで決まりました。そのうちの一つの

取り組みとしては、教職員の研修や機器、教材等の購入の点において、情報共有をしながら、工事

を含めて、効率的に ICT教育を進めていこうというのが大きな狙いです。 

 ただ、頻度よくこの教育長部会が開かれるわけではないので、ほんとに何回かの中で情報共有を

していくという現実レベルがあるんですけれども、それでも８月 26日にこの 14市町村が応援する

形でですね、日本教育工学協会（JAET）の主催のセミナーが飯田で開かれることになりました。こ

れは全国で行っている大きなセミナーではあるんですが、南信州にくるのは初めてですので、心か

らしっかりとやっていきたいというふうに思います。これは、教育委員さんのほうも後ろのほうに

内容を書きましたけれども、出席可能ですので、ぜひ、お時間があれば、参加していただければな

というふうに思います。 

 また、教育部長会の件とは少し離れますが、昨日ですね、飯田市の小中の学校の研修会が行われ

ました。各中学校区で行われるという研修なのですが、私自身は千代小学校にいって ICTを活用し

た授業を見学してきました。率直な感想としては、ほんとにまだまだ入ったばかりの機材をですね、

子どもたちが慣れているなかで、上手に使っています。そして、校長先生の感想としては、いまま

で先生たちが情報共有して意識改革、意識改革と過去２年いろいろ言ってきたつもりなんだけれど

も、これを通じて共同学習をするんだよということで、入ったとたんにいろいろな形で、先生たち

の相乗効果が見られるということを率直におしゃっていて、そこについては、ほんとに、良いスタ

ートが切れたなというふうに思っています。 

 今年度、飯田市ではモデル校区でテーマを課題を提示して、それについて取り組んでいただいて

いることになります。旭ヶ丘中学校区では不登校や発達支援、通常の教室にこれない子どもたちの

ICT の利活用、竜東中学校区では、共同学習の在り方、遠山中学校区では、遠隔地での授業という

ことでやっています。そんな中で、きょうの信濃毎日新聞ですけれども、さくじつ遠山地区で行わ

れた研修会の様子が、記事になっています。 

 県教委によると、小学校と中学校が遠隔授業で連携する取り組みは、県内で初めてということで、

取り上げていますけれども、ページをめくったら下にですね、伊那の東部中と西春近小学校とがテ

レビで結ぶ授業って書いてありましたので、同時に県内初の授業が行われたのかなと思いますが、

こういった形で長野県の持つ小規模校の課題っていうのを、ICT を活用することで、解決していく

っていうのをほんとに可能性のあることだと思っています。そのテーマの一つである遠隔地授業と

いうことの、いま、先生方取り組んでいる状況もあるなというふうに実感しています。研究公開授

業がこれからもありますので、委員の皆さんにはお伝えをしっかりして、見ていただいて、またご

感想等しっかりといだけるようにしていきたいというふうに思います。私のほうから、教育長報告

と言うことで以上です。 

何かご意見があればいただけれと思います。よろしくお願いします。 

 三浦委員お願いします。 
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◇三浦弥生教育委員 

 はい、すみません、聞き損ってしまったのかもしれないのですけれども、議員さんの質問の中で

すけれども、色覚検査のところの内容があったかと思うのですが、すみません、一般質問のところ

の②のところなんですが、すみません、１ページ目でした。色覚検査のことと若者が帰ってこられ

る産業づくりていうことで、ちょっと私つながらないんですけども、これはどういったご質問だっ

たんでしょうか。 

 

○代田昭久教育長 

 質問の内容としては、色覚検査を全員の児童にしたらどうかと、その背景としては、就職のタイ

ミングで色覚異常があると、特に、細かいとかそういったときの、たとえば飯田市の航空宇宙産業

であれば色覚異常によってできない職業もある可能性が高いということであれば、子どものうちか

らそういういうことを自覚する、教える方も学んでいる方もお互いに自覚する必要があるので、そ

れをもう少し徹底したらどうかと言う意見です。 

 

◇三浦弥生教育委員 

 私が知っている範囲の色覚検査というものは、やはり、就職ですとか、そういうところに対して

の差別化とか図られないように、遺伝的な問題があったりというところでのプライバシー、個人の

情報っていうことで、検査がこちらの方が、昔全部の子どもたちがやっていたものを、やらなくな

った。それが、任意でっていうことでやるようになったという流れだったかなという部分で覚えて

いるんですけれども。理解しているんですが、そういったものをこれ、逆を返せば、色覚異常を早

くからお互いに認識して、あなたは、できませんよっていうことをわかってなさいっていうことに

色覚検査を使うっていうそんな形のお話なんでしょうか。 

 

○代田昭久教育長 

 まさに三浦委員詳しいのでその通りなんですね。いままでは、色覚検査を全員悉皆だったものを、

やめた理由っていうのは、遺伝的なものが多いので、そういったことで差別が起きないようにしま

しょうっていう背景があるのですけれども、ただ、方向性としては、本人が知っていない、する機

会は必ず設けましょうということなので、任意ではしっかりやっていきなさいという方針がでてい

るわけです。ですので、繰り返しですが、全員義務付けたほうがいいというよりは、しっかりと自

分の体の状況については自覚する機会は、啓蒙する必要があるだろうと。 

 

◇三浦弥生教育委員 

 はい、自分の体のことについて認識する必要があるから、色覚検査をやるのはいいでしょう、進

めましょう、これは理解ができますが、若者が帰ってこられる産業づくりというものと、関連して

色覚検査がでてきてしまうと、それは、産業づくりに関して排除されてしまうっていうような形に

色覚異常があることになるんですね、そういったものはっていうものに捉えがちなとらえがちなの

かなと、そうではなくて自分の体として知りましょうということでの検査をするように促していき

ましょうっていうことでは、考え方としては良いかと思います。就職に関して、それをしなければ

いけないっていうことになると、ちょっとこれまた、問題があるのかなとそのように感じました。 

 

○代田昭久教育長 

 はい。ありがとうございました。ほかにはいかがでしょうか。 

 

 （「ほかっていうのは、いまのことに関してでしょうか。」と言う者あり。） 

 

○代田昭久教育長 

 いまのことに関してのことでも結構です。 

 

 （「別なことです。」と言う者あり。） 
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◇伊藤昇教育委員 

 別なことですが、２ページ目のトイレの洋式化のことですけれども、長野県下で飯田市が遅れて

いるほうから２番目だか、３番目だっていうことで、耐震化工事を優先したっていうことで、これ

は良いと思うのです。それで、平成24年度からは、トイレ改修も含む給排水施設の改修工事とあり

ますが、いま、29年度ですが、どんな感じのところまで進んでいて、今後の計画でどの程度の見通

しがあるのですか。 

 

○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 

 はい、具体的に何年度に何をどこをやるっていう計画は現在持ち合わせておりません。長期的な

視野に立って、計画の必要性を認識しながら、検討するっていうことにはなっていますが、いまの

ところ計画はございませんが、一つ一つのブースといいますか、トイレの位置はだいたい縦につな

っておりまして、給排水も一緒にやりますと、どうしても一か所ずつという形になるんですけれど

も、トイレの給排水と洋式化も含めて同時にやらないと、一回やってもう一回やるという、手戻り

になるものですから、そういった方法をとってやっております。時期的にも夏休みという期間、給

排水を止めまして、子どもたちの安全も含めて、そういう期間でしかできない、そういう状況もあ

るなかで、年２校ずつという言い方がいいのか、２か所ずつという言い方、１期、２期、３期かか

る学校もございますけれども、そういうやり方の中で、現在進めておるっていう状況でございます。 

 

◇伊藤昇教育委員 

 予算も、時間もかかるっていうことだと思うので、大変だとは思いますけれども、それを聞きた

かったものですから。 

 

○代田昭久教育長 

 はい、すみません、これは懸命に取り組んでいくしかないかなという風に思っています。よろし

くお願いします。ほかにいかがでしょうか。 

 

◇小林正佳教育長職務代理者 

 あとで、中井学校教育専門幹からお話があるというふうに、教育長からはさきほどありましたけ

れども、２ページの木下容子議員から、新学習指導要領の移行措置のことで、こういう風にだされ

ているのですが、ほんとに、なかなか現場は移行措置をこなしていくには、大変だろうなというふ

うなことを思います。その中でですね、この３の中に、総合的な学習時間のなかに、いわゆる外国

語活動を１時間入れるに、総合的な学習時間を一部振り替えていいっていうんですよね。そうする

と、総合的な学習時間の趣旨がですね、非常にゆがめられてきてしまう恐れがあるですよね。それ

が一つの心配ごとです。 

二つ目にこの情報は先日、教育七団体の発足会がありまして、おとといでしたか、ある小学校校

長から、お話をお聞きしたんですが、ある村で、外国語活動をモジュールとして入れていくとして、

モジュール15分単位として毎日やっていくという時間割を作ったところ、そしたら、県のほうから、

それは、ちょっと考えて欲しいというような指導が入っているんですが、そんな情報があったかど

うかっていうことを、お聞きしたいんですが。いずれにしても、英語準備委員会等で動きだそうと

しているんですけれども、これだけの移行措置、また、そして新学習指導要領を実施するには、ま

たちょっと、知恵を絞らないと大変なところなんだろうなとそんな風に思います。 

 英語のことで情報があったら教えていただけませんか。 

 

○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 

 移行措置のことにつきましては、また後のところでお話させていただきますが。いま、15分ずつ
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週に３回やって１時間分にするというモジュールについて、それをもう一度考えなおしなさいって

いうことの情報、県教委から指導を受けたということは入っていません。ただ、15分ずつ国語の漢

字を３日やって、それで国語の時間を１時間、時間を作り出し、英語の時間はそれで１時間空ける

とかっていうことを考えているということを話される校長先生がおりますが、それについては、決

まりの中にもありませんので、きっとその点についても指導が入ったかと思います。また、詳しく

情報を収集したいと思います。 

 

◇小林正佳教育長職務代理者 

 わかりました、ある村の方の教育委員会では、そんな時間割を作って動き出そうとしたら、ちょ

っとストップがかかったということです。また、後で具体的な村の名前をお教えしますので、また

調べてみていただきたいと思います。以上です。 

 

○代田昭久教育長 

 はい、ありがとうございました。いずれにせよ、議員さんの質問に対し、こういう回答をしてい

ますけれども、学校現場に負担がかからない形での知恵は絞っていかないといけないだろうなと言

うふうに考えています。 

 ほかに、いかがでしょうか。 

 

（「なし。」と言う者あり。） 

 

△日程第６ 議案審議 

○代田昭久教育長 

 はい、ないようでしたら、日程第６議案審議に移りたいと思います。 

今月の議案審議は 13件になりますので、よろしくお願いいたします。 

まず、はじめに議案第 47 号飯田市小中連携・一貫教育推進委員会委員の委嘱についてお願いし

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、３ページをおめくりいただきまして、議案第 47号は、飯田市小中連携・一貫

教育推進委員会委員の委嘱についてでございます。 

はじめに、大変申し訳ございません。名簿の訂正をお願いいたします。 

うえから６番目になります。原勝人校長先生ですが、飯田西中学校区、これ飯田西中学校の誤り

でございます。失礼いたしました。訂正をお願いいたします。 

当委員会の目的はその要綱に従い、小中連携・一貫教育の推進体制並びに教育環境及び教育課程

に関する事項の方針の策定及び全体調整を行うものです。記載されている方々を委員として、委嘱

したく提案いたします。 

新任の方は 11 人、再任は７人でございます。よろしくお願いいたします。 

 

○代田昭久教育長 

はい、いま委員の委嘱についての説明がありましたけれども、この件に関しての何かご意見、ご

質問等はありますでしょうか。 

 

（「なし」と言う者あり。） 

 

○代田昭久教育長 

なければ、委員の委嘱についてご承認ということで、よろしいでしょうか。 
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（「はい」と言う者あり。） 

 

○代田昭久教育長 

ありがとうございます。 

それでは、議案第 48 号飯田市人権教育推進協議会委員の委嘱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、北澤生涯学習・スポーツ課長お願いします。 

 

◎北澤俊規生涯学習・スポーツ課長 

 議案第 48 号飯田市人権教育推進協議会委員の委嘱についてということで、お願いをします。 

こちらは、飯田市人権教育推進協議会につきましては、人権教育推進施策に関する協議、人権教

育推進のための連絡協調を行うということです。こちらについては、新任及び再任を含めまして委

嘱をさせていただきたいと思います。 

 提案理由については、飯田人権教育推進協議会規則第４条第１項の規定により上記の者を飯田市

人権教育推進協議会委員に委嘱したく提案します。任期は、第 6 条の規定により平成 29 年 4月 1

日から平成 30 年 3月 31 日までということで、１年ということで、委嘱をお願いしたいと思います。

以上、よろしくお願いします。 

 

○代田昭久教育長 

はい、ありがとうございました。本議案に対して、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、ないようですので承認ということでよろしくお願いいたします。 

それでは、議案第 49号飯田市キャリア教育推進協議会委員の委嘱についてをお願いいたします。 

 

（「はい」と言う者あり。） 

 

○代田昭久教育長 

北澤生涯学習・スポーツ課長お願いします。 

 

◎北澤俊規生涯学習・スポーツ課長 

はい、それではページをおめくりいただきまして、議案第 49号飯田市キャリア教育推進協議会委

員の委嘱についてということでご審議のほうよろしくお願いいたします。 

こちら、飯田市キャリア教育推進協議会につきましては、キャリア教育の推進に関する基本的な

方針を定めること及びキャリア教育の推進に関する評価及び検証を行うことです。任期は１年とい

うことになっております。年２回の会議を予定しています。提案の理由につきましては、次ページ

にありまして、飯田市キャリア教育推進協議会設置要綱第５条第２項の規定により、上記の者を委

員に委嘱したく提案します。任期については、平成29年６月15日から平成30年３月31日までという

ことで、任期１年ということで、よろしくお願いしたいと思います。以上、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、ありがとうございました。本議案について、何かご質問ご意見等ありますでしょうか。 

伊藤委員お願いいたします。 

 

◇伊藤昇教育委員 
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はい、会長職はどなたでしょうか。キャリア教育推進協議会の委員で会長っていうのはいないの

でしょうか。 

 

○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、こちらの会長につきましては、教育長が会長と言うことで、すみません、説明が足らず申

し訳ございませんでした。 

 

○代田昭久教育長 

ほかにありますでしょうか。それでは、本議案を承認ということでよろしいでしょうか。 

 

（「はい」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。 

それでは、議案第 50号飯田市青少年育成推進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 

北澤生涯学習・スポーツ課長お願いします。 

 

◎北澤俊規生涯学習・スポーツ課長 

ページをおめくりいただきまして、議案第 50号飯田市青少年育成推進委員の委嘱についてとい

うことで、お願いします。 

飯田市青少年育成推進委員につきまして、任期２年で 10 人以内ということです。主な活動とし

ては、街頭巡回活動、青少年の育成に有害な社会的な環境を改善するための活動の促進、それから、

青少年健全育成に係る関係機関及び団体、地域自治組織並びに企業との連絡調整、その他青少年の

健全育成に係る情報及び資料の収集及び整備に関することなどで、会議等開催をいたしております。 

任期につきましては、２年で、教育委員会が委嘱することでやっております。提案理由につきま

しては、飯田市青少年育成センター設置要項第５条第２項の規定により、上記の者を委員に委嘱い

たしたく提案する。任期は同条第４項の規定により平成 29 年４月１日から平成 31 年３月 31 日ま

でとするということで、以上、ご審議のほうよろしくお願いしたいと思います。 

 

○代田昭久教育長 

はい、ありがとうございました。本議案について、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 50号承認ということでよろしくお願いいたします。 

それでは、議案第 51号飯田市わが家の結いタイム推進協議会委員の委嘱についてをお願いします。 

 

（「はい」と言う者あり。） 

 

○代田昭久教育長 

北澤生涯学習・スポーツ課長お願いします。 

 

◎北澤俊規生涯学習・スポーツ課長 
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はい、それでは、次ページ議案第 51号飯田市わが家の結いタイム推進協議会委員の委嘱につい

てということで、ご審議のほうよろしくお願いします。 

飯田市わが家の結いタイム推進協議会につきましては、任期が１年であります。飯田市における

家庭教育指標である、わが家の結いタイムの普及啓発並びに学校、ＰＴＡ、公民館等の関係機関、

関係団体との連絡協議による家庭教育を支援するための取り組みについて協議するということで、

よろしくお願いしたと思います。 

なお、こちらについては、７月にわが家の結いタイム推進月間ということで、取り組んでいきた

いということであります。 

提案理由については、飯田市わが家の結いタイム推進協議会設置要綱第４条第２項の規定により、

上記の者を委員に委嘱したく提案する。任期については、同要綱第５条の規定により平成 29 年４

月１日から平成 30 年３月 31 日までとするということで、以上、委嘱についてご審議のほうよろし

くお願いします。 

 

○代田昭久教育長 

はい、ありがとうございました。本議案について、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 51号に関しては、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 52号名勝天龍峡整備検討委員会委員の推薦についてをお願いしま

す。 

 

（「教育長」と言う者あり。） 

 

○代田昭久教育長 

 はい、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 52号名勝天龍峡整備検討委員会委員の推薦についてでございます。 

本案につきましては、平成 29 年５月９日付け飯田市長から依頼がありました。名勝天龍峡の整

備手法の検討等を目的とする名勝天龍峡整備検討委員会の委員推薦の依頼がありました。 

飯田市文化財保護条例第７条第１項の規定によりまして、記載の方６人の推薦するものです。い

ずれも継続でございます。 

 

○代田昭久教育長 

はい、ありがとうございました。本議案に対して、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 52号、承認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 53号飯田市美術博物館協議会委員の任命についてをお願いします。 
 

（「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 53号飯田市美術博物館協議会委員の任命についてでございますが、美術博物館協議会委
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員の任期は昨年から今年度いっぱいということでございますけれども、団体から選出する委員の方

の中で、変更がございましたので、飯田創造館の館長であります熊谷和史さんを新任ということで、

前任者の残りの任期の期間任命をするということでお願いいたします。 

 

○代田昭久教育長 

はい、ありがとうございました。本議案に関して、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 53号、承認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 54号飯田市埋蔵文化財事前調査取扱要綱の一部改正についてをお願いします。 
 

（「教育長」と言う者あり。） 

 

○代田昭久教育長 

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54号飯田市埋蔵文化財事前調査取扱要綱の一部改正についてでございます。本案は、飯田

市埋蔵文化財事前調査取扱要綱で定める事前調査のうち試掘調査につきまして、現在は、事業者か

らの調査依頼に基づき、飯田市で埋蔵文化財の有無を確認する調査を実施しているところで、ござ

いますけども、現状は試掘調査を実施するにあたりまして、事業者からの依頼を文書によらず、口

頭で受けているということで、新たに要綱中に試掘依頼書の提出を求めるよう改正し、事業者から

の依頼の意思を明確にしたいとするものです。 

それかから、要綱で定めていない事項に対して迅速に対応するため、補則を追加したいとするも

のです。 

飯田市埋蔵文化財事前調査取扱要綱の一部について改正し、平成 29 年７月１日から施行するも

のです。第６条を第７条とし、第５条の次に次の１条を加えるとするものです。。 

試掘調査、第６条試掘調査の実施に当たり、事業者は別に定める試掘調査依頼書を教育委員会に提

出するものとする。 

そして、第７条の次に次の１条を加える。補則として、第８条この要綱に定めるもののほか、必

要な事項は教育委員会が別に定めるものです。よろしくお願いします。 

 

 

○代田昭久教育長 

はい、ありがとうございました。本議案に関する、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 54号、承認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 55号県教委と市教委相互の任免及び人事等に関する了解事項を取り交わす 

ことについてをお願いします。 

 

（「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 
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はい、それでは、議案第 55号をご説明申し上げます。 

県教委と市教委相互の任免及び人事等に関する了解事項を取り交わすことについてでございま

して、例年、県教委と市教委においてこの時期に取り交わしているものでございます。昨年度に引

き続きまして、その次のところにあります了解事項ですございますが、その了解事項を取り交わし

たいとするものでございます。 

この了解事項の趣旨につきましては、県教委と市教委とが全県的な視野に立って教育行政の適正

かつ円滑な運営を図ることを目的といたしまして、その内容につきましては、市町村立学校職員給

与負担法というのがございますが、それに規定をしております教職員の任免その他の進退等に関し、

ということに関する覚書、その次のページについてございますが、それについて覚書を取り交わす

ものでございます。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。本議案に関する、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、ないようですので本案、承認。 

 

◎小林正佳教育長職務代理者 

ちょっといいですか。新しい委員さんもおりますので、なんでこういうことをするのかというこ

とだけ、ちょっと補足しますね。 

時間もないと思うので、簡単に申し上げると、覚書っていうところがあるじゃないですか。覚書

別紙っていうのが、その中に例えば、４ 教員について、どこを言えばいいかな。教員の人事につ

いては、これを校長に立案させることが望ましいってあるわけですよね。 

一般の他県の場合は、義務の学校の教員の人事は、教育事務所が担当して異動させるわけです。

ところが長野県の場合は、ここに教員の人事については、これを校長に立案させることが望ましい

という文を入れることによって実際的には校長会の中で人事を担当させていくっていうふうなこ

とが例年行われているわけ。だから、本来は県教委がやらなくてはならないところ、事務所は県教

委ですので、それを校長会にゆだねているということ、そのところについての、覚書でこういうわ

けでやらせるのでよろしくっていうことのために、覚書に入れているっていう形で理解をしておっ

てもらえればと思います。蛇足で申しあげました。 

 

○代田昭久教育長 

 はい、補足の説明ありがとうございました。また、わからなければ、学習会等でご質問いただけ

ればと思います。ありがとうございました。 

それでは、本議案の第 55号、承認ということでよろしくお願いいたします。 

引き続きまして、議案第 56 号平成 29 年度飯田市就学援助費支給対象者の認定についてお願いいた

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 56 号でございます。平成 29 年度飯田市就学援助費支給対象者の認定についてでご

ざいます。 

認定対象者につきましては、別冊でご用意していますので、それでご確認いただきたいと思いま

すし、さらに、先ほど就学援助費の支給単価表も参考までにお配りしておりますので、それをご覧

いただきたいと思います。それぞれ別冊の中で記載いたしました認定要件にて認定いただけますよ
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うご提案いたします。以上、よろしくお願いいたします。 

 

○代田昭久教育長 

はい、議案第 56 号、本議案について認定ということについて、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、それでは認定と言うことでよろしくお願いいたします。 

続きまして、議案第 57号飯田市上郷公民館の休館についてをお願いします。 

 

（「教育長」と言う者あり。） 

 

○代田昭久教育長 

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兼市公民館副館長 

はい、議案第 57号につきましては、飯田市上郷公民館の休館についてお諮りするものでござい

ます。休館日につきましては、飯田市公民館条例に基づきまして、本年８月 28日から平成 31 年３

月 31 日までということで、臨時休館日を定めたいというものでございますけれども、提案の理由

につきましては、飯田市の上郷公民館につきましては、耐震補強を必要とするということで、これ

について現施設を改築するという選択肢も含めて検討しましたけれども、やはり、昭和 30 年代に

建設した建物ということもあるので、これを現在の施設を壊したあとに改築をしていくということ

で選択をし、躯体の工事が、この９月から解体の工事が始まっていくという状況になってきていま

す。これにあわせまして、現施設が使用できなくなりますものですから、この期間、上郷公民館の

貸館業務として施設をお貸しすることができないということで、施設を休館とするものです。 

なお、新しくできる施設につきましては、条例改正によりまして、新しくできる部屋にそれぞれ

料金設定をいたしまして、その新しい条例制定の中で、予定ですと、平成 31 年の４月１日から施

行して運用してまいりたいと思いますので、そういうような形で、今後条例改正も次年度に予定し

ておるということをお含みいただいて、ご審議をいただければと思います。 

なお、他館での休館設定につきまして、議決事項としてご提案しない案件もありますけれども、

今回上郷公民館の休館につきましては、きわめて長期に休館期間があたるということもございまし

て、こういった形で議案として提出をし、ご審議をいただくことにさせていただきました。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。本議案に関して、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、承認と言うことでよろしくお願いいたします。 

議案第 58 号教育功労表彰者の決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 

北澤生涯学習・スポーツ課長お願いします。 

 

◎北澤俊規生涯学習・スポーツ課長 
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はい、議案第 58 号教育功労表彰者の決定について、こちらにつきましては、１の規定別表Ⅱに

基づく教育功労者ということで、りんご並木に花を植える会、飯田市大久保町 2534、功労内容につ

きましては、平成 28年 11 月 17日に行われた天皇皇后両陛下の行幸啓を記念し、記念碑の建立及

びその寄附を行っていただいたということで、建立にあたり、飯田東中学校りんご後援会からの出

資の他、協力団体であるりんご並木に花を植える会が中心となり寄附金の働きかけを行っていただ

いた結果、多くの団体や個人から 300,000円の寄附をいただき、建立費用に充当することができた

ということで、提案理由につきましては、教育功労表彰の候補者として、上記の者が学校教育課か

ら推薦があったので、飯田市教育功労者表彰規程第３条の規定により、教育功労表彰者に決定いた

したく提案するものです。以上、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、ありがとうございました。本議案に関して、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、本議案を承認と言うことでよろしくお願いいたします。 

議案第 59号公民館運営審議会委員の委嘱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 

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兼市公民館副館長 

議案第 59号につきましては、公民館運営審議会委員の委嘱についてでございます。公民館運営

審議会につきましては、社会教育法にこの定めがございまして、館長の諮問に応じ、公民館におけ

る各種の事業の企画実施につき調査審議をいただくという、そういう審議会でございます。それぞ

れ学校教育、社会教育また、家庭教育の向上に資する活動を行っておいでになる方、また、学識経

験者、この４区分から現在 14人の皆さんを平成 28・29 年度の２か年間委嘱をしておりますけれど

も、このうち学識経験者枠として団体推薦を一部とっておりまして、この推薦をいただいた団体の

中に構成員の変更が生じたということで、ご連絡をいただき、新たに変わった方をご推薦いただき

ました。記載の二方につきまして、新たに公民館運営審議会委員として委嘱を申し上げたいという

のが内容です。 

なお、任期につきましては、条例の規定によりまして、補欠委員の任期残任期間とするのがござ

いますので、平成 30 年 3月 31 日までとさせていただきたいと思います。以上、ご審議をよろしく

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。本議案に関して、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、本議案を承認と言うことでよろしくお願いいたします。 

以上、議案審議を終了させていただきたいと思います。 

 

△日程第７ 協議事項 

○代田昭久教育長 

引き続きまして、日程第７協議事項。今月は、協議事項ございません。 
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△日程第８ 陳情審議 

○代田昭久教育長 

日程第８陳情審議。今月は、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 

 日程第９その他、（１）教育委員報告事項。教育委員さんの中から、何かご報告があれば、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 

 はい、６月の２日に高校生のカンボジアスタディツアーの報告会のほうに行かせていただきまし

た。ちょうど行く前に小澤委員といってらっしゃいというような声掛けもできた高校生の皆さんで

すので、どんな報告をされるのかなということで楽しみにいかせていただきましたけれども、ただ、

いってきましたという報告ではなくて、ほんと内容の濃い報告を聞かせていただきました。 

 まず、高校の皆さんたちのほうからはカンボジアという国に対して、ポルポト政権下で知識人の

大量虐殺があって、そういった時代を背景にしたご苦労されてきた方たちがいまの子どもさんたち

の親御さんということで、教育への価値観がすごく低い中での国の背景があって、そういった背景

下にある子どもさんたちがいると、そういう国なんだよという高校生ほうからの説明もございまし

た。このスタディツアーにあっても、前教育長伊澤先生でしょうか、伊澤先生のほうから背景もお

聞きしまして、ふるさと信州緑の基金ですか、そちらのほうの基金を設立した背景であるとか、そ

ういったものであることと、高校生の海外研修というものが一緒になっていまのこういった形のス

タディツアーあるという経緯もお聞きしました。その中で、高校生が３グループに分かれまして、

発表をしていただきました。私がとらえたところの感じで申し上げますと、最初のグループの皆さ

んたち、遠山の霜月祭りのほうを飯田市で勉強されたというところで、そんなところから、飯田市

の良さ、団結力と優しさ、というものを飯田の良さとして学んだということで、今度はカンボジア

の子どもたち、飯田小学校ですか、緑の基金のほうで設立した小学校、孤児院等まわりまして、そ

んな中から、子どもたちの笑顔だとか、その前向きな好奇心をもった姿勢っていうところ、学校に

通えること自体が幸せなんだっていうところも勉強されてきたようで、便利な生活だけが、最良じ

ゃないんだなっていうような発表だったかと思います。遠山の方たちの素朴な団結力と優しさとい

うところと、カンボジアの子どもさんたちと接したうえでの同じような、そういった地域の団結力

と優しさと言うものを感じたそんな発表でした。 

 もう一つのグループさんは、飯田市と言うと和菓子ということで、田月さんと一二三屋まん十さ

んということで勉強をしてから、カンボジアに行ったということでした。一二三屋まん十さんのほ

うが、なにかこうお買いものをした人たちがいると、一つおまけを出すと。一つおまけサービスと

して渡すと、でもそれは、サービスという視点ではなくて、感謝の気持ちを込めての一つなんだよ

というところで、この飯田市、感謝だとか信頼と言ったそういったところを学んだといったお話、

そしてカンボジアに行って、カンボジアの子どもたちを見たり、また、その子どもたちの話をスタ

ッフの人から聞くに、親が出稼ぎで都心にでている村部の人たちに育てられたり、また、孤児院の

人たちは直接スタッフが育てたり、でも親の愛情に飢えたそういう子どもたちでもあるんだよとい

う話を聞いたそうですが、そんな中でも、先生たち、おじいさん、おばあさん、そしてその周りに

いる大人の人たちとの信頼関係というものが、すごく見て取れたということで、人間の間にある信

頼関係というものを学んできたというお話であったかと思います。 

 長くなって最後のグループですけれども、飯田市の人形劇ということで、黒田人形といいだ人形

劇フェスタということで、かかわっていらっしゃる方からお話を聞いたと、そういったところでは、

飯田市の思いやりだとか温かみというものをすごく感じたと、というのは思いやりや温かみという

ものがあると人は自分の思うことを伝えられる、そういう環境になると、思うことを伝えられるだ

と、そうすると前向きに大変なことでも取り組んでいけて、そういう仲間たちがいるっていうこと

が大事なんだっていうことを、そういった飯田市の人として学んだ、で、カンボジアのほうに行っ

たら、そういった思いやりや温かさ、日本からいった高校生の皆さんたちをとても温かく向こうの

子どもたちが受け入れてくれて、とてもそういった思いやりや温かみを感じたということで、受け
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入れがあって自分たちもいろいろな活動をしてこれたというようなお話で、やはり、受け入れても

らうと自分の意志で行動することができる、自立した行動がとれるということの先には、思いやり

や温かみというものが大切なんだっていう、そんなまとめであったかと思います。ほんとに内容の

濃いそういった発表を聞きました。私自身も飯田市こともありますが、住んでいてわからなかった

ことやあたりまえで感じなったことがたくさんありまして、飯田市のことを学ばさせていただいて、

私の知らないカンボジアっていうところのことも学ばせていただきました。 

 もう一つ、高校の皆さんたちの発表をお聞きして、人が生きていくうえで必要なことっていう視

点でも学ばさせていただいたような気がしました。ほんとに心が温かくなるようなそういった報告

会であったかと思います。長くなりました。以上です。 

 

○代田昭久教育長 

はい、ありがとうございました。カンボジアスタディツアーに関して、ご発言がありましたらお

願いします。 

はい、小澤委員お願いします。 

 

◇小澤由美子教育委員 

私もカンボジアスタディツアーの報告会に行かせていただいたんですが、お見送りをさせていた

だいたときのあの子たちが、どんな感想を持ってくるのかなって思って楽しみにいたんですが、も

のすごい成長をして帰ってきたのが、目に見えてほんとに素晴らしいなって、うちの子も行かせた

いなって思ったら、作文があってそれで選考があって、それで選ばれるってことだったんで、皆行

けるわけじゃないだって思って、そうなんですね。そんな中でとても、私も勉強になったなって思

うのは、私たちの自立とは何かっていう、自分の意思を持ち、自分のできることをする、行動する

ことができて、周りをみることができるっていうことが、私たちの自立なんだっていう発言があっ

たり、また、幸せな人っていうのは信頼関係が、ある人を作れること、お互いの存在を認め合い、

許しあうことでそれは生まれることだっていう、ほんとに私たちでさえ、そういうことを学ぶこと

ができないことをあの子たちは若いときに、学びとることができて、今後、それをまたずっと持ち

ながら、素敵な大人に成長していくんだなと、いいカンボジアスタディツアーで、今後も長く続く

といいなと感想を持ちました。以上です。 

 

○代田昭久教育長 

はい、ありがとうございました。ほかに、カンボジアスタディツアーに関連してありますでしょ

うか。 

 

◇三浦弥生教育委員 

はい、一つほかに、意見質問で、席のほうから、ご意見としてでていたかと思うんですけれども、

対象となる高校生が飯田市の高校に在学しているか、飯田市に在住しているそういう高校生という

ことで、もちろん飯田市公民館主催の事業であるということで、そういうことなんだと思いますが、

飯田下伊那ということでそういった形で取り組んでくれないかといった意見が、フロアからあった

かとは思いますが、確かに飯田下伊那という一つの南信州ってことを考えると飯田市公民館が主体

となってそういったところも一つの10万都市の飯田市がまわりの教育もひっぱれるという形にな

るのは理想的なことなんじゃないかなっとフロアの意見を聞いていて感じました。 

 

○代田昭久教育長 

はい、ありがとうございました。それについては。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兼市公民館副館長 

飯田市に在住をしておられないかつ飯田市外の高校に通っている子どもたちを対象にできない

かということで、フロアからご質問いただきましたけれども、実は二つ課題があって、一つはやは

り飯田市の予算を使って事業を組むっていうなかで、市民の皆さんのご理解をいただくっていうこ

とについては、これは、一つ広域的な費用負担っていうものをしてもらう必要がある、あるいは、

町村会という組織もありますれけども、そういうところになるかどうかということは別にして、そ
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ういった形で負担をいただく必要もあるだと、これは、ハードルとすると、協議の様子によっては

クリアできるのかなっていうつもりは持ってますけれども、もう一つの大きな課題は、やはり適正

人数っていうことがありまして、実は、今回の発表に至るまでっていうのは、高校生たちは毎晩10

時まで公民館に集まってきて、連日連夜まとめをしているわけですけれども、その中で、やはり、

公民館の主事が、担当４名の者は深くかかわりますけれども、４名の者が、高校生のほうから発せ

られる一言にたいして、投げ返しをしながら、その投げ返しをきっかけにまた、話が進められて、

また、投げ返しを繰り返すというキャッチボールをかなり密にやっています。また、高校生たちと

そういう関係を作るっていうことが、きわめて時間がかかる話でして、やはり、本音の中でコミュ

ニケーションできる人間関係を作るにはかなりの時間を要して、その中で、まとめは高校生からの、

最後は高校生たちの自覚したっていうことの話ですけれども、それに至るプロセスっていうのがか

なりエネルギーを要することですので、そこのところでいまの15人という枠を一気に20人という枠

として拡大できるのかという、ここがむしろ大きな課題であって、学びの質を落とすことなく、そ

の事業ができるかどうかっていう、じつはいま、その部分を真剣に公民館の担当に話をしています。

そこのところで、若干拡大しても、大丈夫だっていう見通しが立ってくれば、一定の枠を、さきほ

ど申し上げた現在のところの対象外の皆さんのほうに呼びかけができると思います。７月から募集

の時期になりますけれども、それまでには、検討したいと思います。 

 

○代田昭久教育長 

はい、ありがとうございました。二つの課題があることは認識していただきながら、たしかに、

フロアの声はもちろん納得、発表を見れば見るほど、納得があるかなと思います。カンボジアスタ

ディツアーを含めてですが、ほかにあれば、お願いします。 

 

◇小林正佳教育長職務代理者 

それじゃ、ですね。カンボジアスタディーツアーのところで、いま、公民館の皆さんが大変ご苦

労いただいたというところをお聞きして思ったんですが、その中で、投げかけのなかで、こういう

点を投げかけていただければ、ありがたいなと思った点を一点だけ申し上げるのですが、素晴らし

い発表会であった中で、あの中で、高校生たちにここを見出して欲しかったことが一つあったんで

すが、カンボジアの子どもたちの顔は笑顔だっていうことを言ってらしたですよね、もう一つ、カ

ンボジアから日本へ難民としてきた方が非常に学校のなかで差別を受けたっていう話があったで

すよね。あれを高校生たちはどう受け取っているのかなというところなんですね。つまり一つは、

笑顔は、カンボジアの子は明るいということは、自分たちの仲間たちのところは、明るくないとい

う裏返しみたいなところがある、あの高校生たちは、どういうふうに自分たちの生活を見返してい

るのか、それから、外国人への差別は、いろいろな国際情勢の中で、これからもひろがってくると

思うし、これから国際人として、いろんな人と付き合わなくてはいけないんだけれども、ああやっ

て差別を受けたっていうことを聞いて、いまの学校の中でそういうことは、あるのかないのか、い

まの子たちは差別に対して、どういう風にかかわっているのか、そこらをもうちょっと掘り下げて

もらうと、いまの子どもたちの生き方みたいなところに直結していけるかなということをちょっと

そんなことを私途中で中座してしまったので、全体のことをわからずに失礼な言い方で申し訳ない

ですが、そんなところをちょっとお聞きしたかったなという要望です。今後のところで、そんなと

ころも、お願いできたらいいなと、せんじ詰めれば、目安弘子？さんでしたか、あの人は、子ども

たちの笑顔の裏にあるものを見ないとだめだぞと言われたっていうんですが、それをどう見てきて

いたのか、そんな点を、ちょっと欲張った見方ですが、以上です。 

 

○代田昭久教育長 

はい、ありがとうございました。伊藤委員のほうから何かありますか。 

 

◇伊藤昇教育委員 

聞くだけですみません。ありません。 

 

○代田昭久教育長 

はい、それでは、教育委員報告事項を閉じさせていただきます。 
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(2)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。 

 

◎三浦伸一教育次長 

 ございません。 

 

○代田昭久教育長 

 はい、それでは、(3)学校教育課報告事項、飯田市小中連携・一貫教育推進委員会についてをお

願いします。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、綴ってあるもの中で、歴研ニュースの前のところに、資料ばらばらしていて申

し訳ございません。 

 飯田市小中連携・一貫教育推進委員会ですが、もう一枚めくっていただいたところに、さきほど

お認めいただきました推進委員を一覧にしてございます。委員が18人、それから事務局も今年のと

ころは、18人、顧問の立場で牧野欽次先生にお入りいただき、委員の構成を考えました。少し例年

より時期が遅くなるわけでございますが、７月11日の火曜日にこの市役所で、最初の推進委員会の

次第のところに戻っておりますが、このところで、今年度何を明らかにしていきたいのかと、連携

っていうのはずいぶん進んできたなかで、さらに一貫した教育っていうものがそれぞれ各中学校区

どう進んできているのか、あるいはどう進めていくかという点について今年の方向を、いわゆる確

認したうえで、これからのことを考えてまいりたい、そういう会を７月11日に行いたいと思います。

ですから、ぜひ、教育委員の皆さんにもご参加いただきたいと思います。以上です。 

 

○代田昭久教育長 

はい、ありがとうございました。いま、小中連携・一貫教育推進委員会についての報告、説明が

ありましたが、何かご質問がありますでしょうか。 

 

○代田昭久教育長 

 はい、ないようですので、続きまして(4)生涯学習・スポーツ課関係報告事項第63回風越登山マ

ラソン大会開催についてを。 

 

 （「教育長」と言う者あり。） 

 

○代田昭久教育長 

 失礼しました。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、学校教育課のところで、小中連携・一貫教育推進委員会その前のところにあります。先ほ

ど教育長から話のございました学習指導要領の改訂の移行措置のことについて、私のほうから少し

触れるようにということがございましたので、お話をさせていただきたいと思います。 

 この資料につけましたところのもの、これは文部科学省のほうから、５月 26日に移行措置の原

案として示されたもので、今回は、パブリックコメントを行ってそのうえで、実施をしていくとの

ことでございます。 

 主に、私、今日、小学校の英語のことについてお話させていただきたいと思いますが、その前に

資料にそって若干、はじめにお話をいたします。 

 ２の（１）のところですけれども、新しい学習指導要領に告示されたところでございますが、教

科書を必要としないたとえば総合的な学習の時間ですとか、特別活動については、もう来年度、2018

年度から新しい学習指導要領で実施をしなさい、こういう指示です。また、③ですけれども、小学

校ですと、生活科や音楽、図工などについてもできるところは、新学習指導要領での授業をしてい

ってもかまわないということです。④のところにありますが、道徳についてです。教科化に伴いま

して、今年度は小学校教科書の採択です。来年度は小学校で道徳の教科書が使用されることになり

ます。従いまして、来年度から道徳につきましては、新しい学習指導要領での授業が行われます。



18 

このように、2020 年、完全実施ですけれども、その前に、実施をしていくということを、先行実施

という言葉で表しております。小学校の英語についても、できるところは来年度から、３．４年生、

週１時間。５・６年生については、週２時間、外国語活動、英語を行ってもよいということになる

わけですけれども、飯田市内の学校でも、これはまだそこまで行うことはできないわけでございま

す。 

 そこで、移行措置っていうものを考えてみたのですけれども、いま、例えば小学校２年生の子ど

もさんを頭に描いていただきたいと思います。現行の指導要領ですと、２年生の子どもは来年、再

来年、３年生４年生のときには、実際には英語に関する活動は、やりません。そのうえで、５年生

になったときに、いきなり、年間 70 時間、週に２時間という形で英語科の授業が入ってきます。

５年生っていうのは、家庭科がありますので、日頃慣れ親しんでいる家庭科について、週２時間入

ってくるのと、週２時間英語がいきなりボーンと入ってくるのとは大きな違いになります。そこで、

実際には飯田市の小学生３・４年生ですけれども、英語の授業、全くやっていないかっていうとそ

うではなくて、２週間に１度小学校にＥＬＴがやってきます。５・６年生を対象に授業をしている

のですけれども、学級数が少ないところですと、５・６年生だけではなくて、３・４年生もＥＬＴ

が入って、１時間なり授業をしましょうよという形で授業が行われていますから、それは総合的な

学習の時間などを使って行われております。 

 こんな風ですけれども、いきなり急に５年生のときから 70 時間というのは、大変無理がありま

すので、そこで、めくっていただいたところに授業時数の特例というところで、来年度から小学校

３年生・４年生も 15 時間、さらに５・６年生の場合には、35 時間、外国語活動として授業をして

いるわけですけれども、プラス 15 時間して 50 時間ずつ、この移行期間２年間、授業をするように

ということで、授業時数が入ってきます。本来、完全実施されたときには、３・４年生で 35 時間、

純粋に授業時数が多くなります。５・６年生についても、35 時間増えますので、じゃ、その授業時

数をどこから生み出すかっていうことが、いま、学校現場では一番悩んでいるところでございます。

移行期間はそこで純粋に増やすわけにもいけないので、さきほど、職務代理者からもお話がありま

したその 15 時間、どこで生み出すかというと、総合的な学習の時間から 15 時間もってくるという

ようにということで、ここは本来の総合的な学習の時間趣旨からはずれることになるかもしれませ

んが、いきなり英語の時間がぱっと増えるのではなくて、徐々に増やしていくという、慣れ親しん

でいくところからの移行措置でございます。 

 こんなわけで、前のページの一番下にありますように、３・４年生から 15 時間を必ず取り扱う

ものとするということで、いまは、なんとなく英語に親しむような形で行っているところですけれ

ども、来年度からは必ず行うということで、こういったあたりからも一つには、時数をどう確保し

ていくかということに加えて、内容、教員の指導力っていうようなところでも、ここは、大きな課

題です。これからクリアしていかなければならないところです。といいますのは、小学校の４年生

で英語の小文字を識別して、小学校５年生では書くということが出てきます。中学生でもそうです

けれども、小文字のｂとｄっていうのは、区別をすること、書くっていうのはとても大変です。ま

して、話す聞くだけならいいんですけれども、書くっていうことが入ってくると、小学生だけでな

く、中学生でも大変抵抗があるところですけれども、そこをどう指導していくかっていうところが、

これからの課題になってくるところでございます。 

 次のページにありますのは、学年が進行していったときに、欠落して指導をし忘れたところがな

いようにということで、内容が示されております。英語以外のことも出てきておりますが、例えば、

小学校ですと、都道府県の名前を学んでいるのですが、新潟の新しいっていう漢字は、これは、小

学生は習うのですが、潟はひらがなで書くっていうのは、これはみたところ、ちゃんと漢字で勉強

しなさいっていうことで、全部で 20字増えます。小学校で都道府県の名前を漢字で書くというこ

とになってきますと、それこそ、いま、小学校の担任の先生、わからないような文字の日記を毎日

読んでいるわけですけれども、そのさらに漢字で都道府県をきちんと書けるっていうような形にま

でくると、書く活動、子どもにとっても抵抗が増えることです。指導に時間がかかってくるところ、

そんなところも含めて、木下容子議員、質問の意図があったのかと思います。移行措置に関わりま

して概要を説明させていただきました。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。いまの説明に関して、何かご質問、ご意見等がありますでしょ
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うか。 

 

 

 （「なし」と言う者あり。） 

 

○代田昭久教育長 

 よろしいでしょうか。ご承知置きいただければと思います。よろしくお願いいたします。 

 それでは、引き続きまして、生涯学習・スポーツ課関係報告事項をお願いします。北澤生涯学習・

スポーツ課長お願いします。 

 

◎北澤俊規生涯学習・スポーツ課長 

 それでは、皆さんにお詫びしなければなりませんが、ここにある第63回風越登山マラソン大会開

催について載っていますが、これは明日実行委員会がありまして、プレスリリースが７月以降です

ので、来月、ご報告をさせていただくことでお願いしたいと思います。 

 皆さんのお手元のほう、何回かご報告させていただいた宇宙留学サマーキャンプのチラシができ

ましたので、内容についてご報告をさせていただきましたけれども、今年度につきましても、昨年

度と同様チラシを作らさせていただいたということで、募集締め切りについては、７月７日までと

いうことと、それから、募集のほう、もう始まっておりますので、８月の８日から10日までの２泊

３日、それから、特に会場については、一泊目は上村のハイランドしらびそ、二日目は大平保養セ

ンターということで、ハイランドしらびそについては、天体観測をしやすいというところになりま

すので、そういったところにさせていただいたと、もう１点、アトラスということで、多摩川精機

株式会社のハイビジョンのデジタルカメラが設置してありますので、これは、多摩川精機株式会社

さんのご協力いただいたということで、これ、雨天の場合とか、あと事前学習に使えるということ

で工夫をしておりますので、そんな点を含めて皆さんのお知り合い、あるいはお子さん、ご参加さ

れたいということであれば、ぜひぜひ、申し込みのほうをお願いしたいと思います。また、学校あ

て等にも、ＰＲしていただいて、学校を通じて出していただくいうような形で考えております。 

 また、８月10日の10時からは、宇宙の扉を開いてみようということで、一般公開の講座、参加無

料で、どなたでも参加できるということで、昨年度に引き続きまして、前のＪＡＸＡの宇宙航空研

究開発機構の広報部特任担当役の柳川孝二先生にお願いするという形であります。 

 次ページにはプログラム等ありますので、ぜひ、ＰＲのほ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。いまの報告に関して、何かご質問、ご意見等がありますでしょ

うか。 

 

 （「はい」と言う者あり。） 

 

○代田昭久教育長 

 はい、三浦委員。 

 

◇三浦弥生教育委員 

 はい、すみません、いろいろわかっていなくてすみません。 

 こういった航空宇宙といいますか、宇宙留学サマーキャンプ。協力で和歌山大学さんが入ってい

て、また今度、信州大学航空システム講座をいろいろやるにあたって、信州大学さんとかは、関係

してきているのかなと思っていたんですが、信州大学が入ってくるということは、こういったもの

にはない、すみません。わからないので申し訳ございません。 

 信州大学との関係はない。 

 

○代田昭久教育長 

 はい、北澤生涯学習・スポーツ課長お願いします。 
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◎北澤俊規生涯学習・スポーツ課長 

 こちらのほうは、和歌山大学は宇宙教育の先駆けということでのいろいろなアドバイスをいただ

くというような形であります。信州大学は、宇宙と言うよりも航空機システム分野の取扱いで、こ

れから講座をやるということをお聞きしておりますので、そんな向きでよろしくお願いいたします。 

 

○代田昭久教育長 

 はい、三浦教育次長お願いします。 

 

◎三浦伸一教育次長 

 第１回からかかわっているので、少し補足をさせていただきます。 

 和歌山大学につきましては、特に尾久土先生という、天体関係を専門に研究されている先生が、

二日目のミッション６、星と私たちの生活とのつながりを知ろうっていところの講師をお願いする

予定としています。現在、今年度から、飯田市の美術博物館にお勤めいただいている、吉住さんが、

この和歌山大学に５年ほどお勤めになってまして、その関係で昨年から、尾久土先生にご支援をい

ただいております。ちなみに、せっかくなんで、チラシのところで、分かりずらい固有名詞が出て

いるかもわかりませんが、株式会社コルクっていうのは、このですね、宇宙兄弟ですね、宇宙兄弟

っていう漫画やアニメがあるんですが、それを作っている小山宙哉さんていうんです。この人のプ

ロデュースをしている会社です。これ実は、使うと多分、相当のギャランティがかかるんですが、

公の学校教育の中でやるっていうことで、無料でこの宇宙兄弟の二人を使わせていただいておりま

す。この管理をしているのがコルクという会社です。花まる学習会は、首都圏、中京圏、関西圏で

やっている大手の学習塾ですね、ここがなんでかかわっているかというと、花まる学習会は学力だ

けじゃなくて、体力、健康な体を作ろうっていうことで、夏休みにサマーキャンプやってまして、

全国各地で、たまたまこの宇宙留学サマーキャンプに着目いただいて、ぜひ、名古屋圏の子どもた

ちに募集をかけてみたいとお話がありまして、ご協力をいただいているということです。あとは、

飯田市の市民の学習グループ、それから地域の団体ということです。信州大学は今後の課題だと思

います。 

 

◇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 

 はい、ありがとうございました。ほかに何か質問はありますでしょうか。 

 はい、それではよろしくお願いします。 

(5)公民館関係報告事項をお願いします。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兼市公民館副館長 

 さきほどそれぞれ委員の皆さんからお話いただいた高校生講座のカンボジアスタディーツアー

ですけれども、この報告会内容について、あと、会場の皆さんからいただいたご感想、シートに書

いていただいたご感想を含めてまた、報告資料を作って委員の皆さんにも配付をしたいなと思って

います。 

 また、それぞれの高校生のほうで、できるところから、自分たちがした体験や学びというものを

人に伝えていこうっていう取り組みをしていまして、具体的には来月の８、９日には飯田女子高等

学校文化祭がありますが、この中でいってきた生徒たちがグループで展示コーナーを作って、そこ

で、見ていただいて啓発をしていこうと計画をしています。すでに、高校でのクラスや学年での発

表をしているおるっていう、これから計画をしている子どももいますし、これから教育委員会学校

教育課との調整ですけれども、中学生との意見交換の機会もどこかでセッティングできればなと、

そんなようなことも含めて、この学びの成果というものを一つのきっかけにして、さらに、考えた

り、学び合ったり機会を作っていきたいなと思っています。 

  

○代田昭久教育長 

 はい、ありがとうございました。いま、カンボジアスタディーツアー関係の報告がありましたけ
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れども、最後に何か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、続きまして、(6)文化会館関係報告事項をお願いいたします。 

 

 （「はい、教育長」と言う者あり。） 

 

○代田昭久教育長 

 はい、宮沢文化会館長お願いします。 

 

◎宮沢正隆文化会館長 

 定例会資料の議案の次に、資料No.1がありますので、こちらに基づいて説明をさせていただきま

す。 

ＮＰＯ法人いいだ人形劇センターの委託事業といたしまして５月27日にワークショップ付き人

形劇公演を行っております。ここでは、今年、人形に取り組んでいただいております、小中学校の

先生方あるいは、実際に取り組む子どもたちも参加いただきまして、人形劇見た後に舞台裏を見学

するということを行っております。 

それから、いろいろな人形劇ワークショップ等を今年も続けておりますけれども、８番のところ

で、人形劇ユースクラブということで、昨年から高校生を対象とした講座をやっておりまして、今

年も昨年に引き続き、２人の高校生が参加いただいております。来年総文祭の人形劇部門をやるっ

ていうことの中で、高校生の参加等学校単位だけでなくて、こういうこともやっていきたいと考え

ております。 

それから、掲載がもれていますが、巨大人形劇のワークショップにつきましては、一昨年から取

り組んでおりまして、今年のフェスタの際と、10月の発表会に向けて、最終的な詰めの作業等やっ

ているところでございます。 

 ２ページ目の関係でございますが、伝統人形劇につきましては、飯田市と阿南町、それから箕輪

町とで伊那谷４座の研修会をやっているわけではございますが、昨年までは飯田市で、当番をして

おりましたが、今年からは、蓑輪町に当番を引き継いで、今年度も協働研修あるいは発表会等を計

画いたしております。 

 ３のいいだ人形劇フェスタの関係でございますが、先ほどの歴研ニュースの裏側に閉じていない

のですが、人形劇フェスタ有料公演ガイドをお配りしてございます。開いていただきますと、50を

超えるプログラムがございまして、全部では500ほどのプログラムを８月１日から６日間で行いま

すけれども、その中で、実行委員会おすすめのステージですとか、劇団の意欲的なステージを発表

する場ということで、ワッペンプラス有料公演チケットを買っていただいて、見ていただくという

仕組みでございます。 

 海外からも７か国から８劇団の上演も予定されております。ぜひ、ご覧いただければと思ってお

ります。 

 それから、先ほどの総文祭の関係でございますが、プレ行事を考えて欲しいという県からの要望

の中で、８月５日に飯田女子高等学校で行う公演を、プレ公演という位置づけにしまして、実際、

高校生が裏方等にかかわっていただきながら、来年の本番に向けての模擬をやる予定で 

ございます。 

最後、４の人形劇のまち国際化推進事業につきましては、来年の人形劇の友・友好都市国際協会

の総会を飯田で受け入れるにつきまして、特にアジア地域の参加都市を増やしていきたいというこ

との中で、台湾２都市に副市長をトップとして、ＡＶＩＡＭＡの参加呼びかけ、来年の世界フェス

のＰＲをしてまいりたいということで、予定を組んでおります。 

それから、２枚チラシがございまして、フォークフェスタVol.３ということで、８月20日に、フ

ォークのコンサートを予定しておりまして、こちらのチケットは今週末の土曜日から販売する予定

でございます。ご興味のある方はぜひお願いします。 

それから、先月の定例会の際にご報告させていただいております人形劇のまちの新しい時計塔の
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建設に向けた寄附の取り組みでございますが、市民会議のほうで、作ったチラシができてございま

して、過日市内全戸配布いたしております。だんだんに募金が集まりつつありますけれども、目標

額15,000千円という数字は、この間の議会でも取り上げられましたように、決して低いハードルで

はないので、一生懸命に事務局としても呼びかけてまいりたいと思いますけれども、皆様のご協力

をよろしくお願いいたします。以上です。 

 

○代田昭久教育長 

 はい、ありがとうございました。いまの報告事項に対しまして、何かご意見、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、ありがとうございます。続きまして、(7)図書館関係報告事項お願いします。 

 

（「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いたします。 

 

◎遠山尚久中央図書館長 

 それでは、図書館からと言うことで資料No.2をご覧いただきたいと思います。 

 よむとす事業報告及び予定についてということで、まず、１報告事項ですが、５月、６月に文学連

続講座を開催しております。６月４日この文学連続講座には69人という、聴講生に来ていただきまし

た。また、２今後の予定として、７月には、伊那谷地名講座あるいは、また、文学連続講座を行う予

定でございます。今日は、伊那谷地名講座についてを若干説明させていただきますけれども、毎年３

回行われておりまして、昨年は丘の上を中心に３回行いました。今年は、ちょっと、少し離れたとこ

ろに出ようということで、伊賀良地区の地名について講座を行います。 

 伊賀良地区には、アイヌ語地名、上下など標高差による地名、北南など方向による地名など、面白

い地名があるということで、それらを紹介していただくことになっております。ぜひ、委員の皆様も

時間がとれましたら、お越しいただければと思います。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。いまの報告事項に対しまして、何かご意見、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、続きまして、(8)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 

 はい、三枚チラシをお配りしておりますが、飯田は古墳の博物館ということで、７月15日、ちょう

ど一月後からですが、飯田古墳群が国の史跡に指定されたことを記念いたしまして、まず、古墳のこ

とを知ってもらおうということで、裏面のほうに書いてございますが、それを第一目的として、企画

展を行います。この企画展につきましては、私どもの考古博物館と、それから、文化財担当課と一緒

になって、いま準備を進めています。古墳と言うとお墓なんですけれども、実は、いまの人のための

お墓でして、意外とそこらへんから掘り起こして、古墳でなんだっていうことを一緒にあわせて学ん

でいただければと言うことで、計画をしております。 

 続きまして、南アルプスという、まだちゃんとした印刷が間に合わなかったということで、すみま
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せん、カラープリンターで打ち出したものなんですが、実は、南アルプスは世界の中で一番、南にラ

イチョウが住んでいる最南端ということになります。身近な南アルプスなんですが、あまり地元の人

にとって、非常に行きにくい、いま、林道というか、登山道が崩れていて、実は静岡県側から回らな

いような状況にあったりするわけなんで、できるだけ南アルプス身近に感じていただきたいというこ

とで、昨年は鉱山のダイナミズムという地質を中心に、南アルプスを紹介させていただきましたけれ

ども、今年は動植物を中心に南アルプスを紹介しようということで、特別展、企画展をおおむね５か

月間にわたって行います。 

 裏側にいろんなイベントも間でやっていくように計画をしていますので、ぜひ、多くの方にご覧い

ただきたいと思います。 

 ちなみに、ライチョウの絵なんですけれども、赤いのはオスです。メスはこのように赤くなりませ

んということで、どうでもいいような話ですが。 

 あとは、プラネタリウムの夏の番組が６月１日から始まっておりますので、また、ご紹介をさせて

いただきます。ちびまる子ちゃんとかいけつゾロリは新作といいますか、今年、この期間ではじめて

投影いたします。ちびまる子ちゃんは、いわゆる12星座をからめて非常にほのぼのと良い番組にしあ

がっておりまして、これは、多くの世代に楽しんでいただけるかなと、かいけつゾロリにつきまして

は、もともとが面白いアニメーションでございますので、そのスピード感で大変わくわくと、私も見

ましたが、もうちょっと派手でもいいかなくらいで面白い番組に仕上がっています。それにあわせま

して、オリジナル番組の飯田動物園をテーマにした動物園へ行こう！とか、夏ですので、しらびそ、

それから宇宙留学の期間ということも含めて、クレーターの番組もあわせて投影させていただくとい

うものです。 

 ちょっとお断りなんですが、チラシの裏面ですけれども、真ん中へんに、三つ枠がありますけれど

も、一番左端の６月18日の、天文特別投影なんですけれども、担当者が急病で、昨日まで入院してお

りまして、準備が間に合わないということで急きょ、中止ということにさせていただきます。 

 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。いまの説明に関して、何かご質問等ありませんか。 

 

（「なし」と言う者あり。） 

 

○代田昭久教育長 

 はい、それでは続きまして(9)歴史研究所関係報告事項をお願いします。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 

 はい、それでは、図書館からの続きの資料 No.３からの３ページになります資料をご覧いただき

たいと思います。 

 まず、最初に横長にしてあります歴史研究所の移転スケジュールに絡めまして、歴史研究所の施

設機能の移転に関して説明させていただきます。 

５月末に工事、物品移転に関する入札を行いまして、現在、具体的な工事、それから、移転準備

作業を進めているところでございます。移転工事は８月末までの形で予定しておりまして、８月の

盆過ぎには、建物の中はある程度完成させて、その完成させた後、今歴史研究所にある書架を移設

して新しいところに取り付けてもらう。歴史研究所のものを解体して、向こうに持って行って取り

付けてもらう、そういったことを予定しているところでございます。 

なお、部屋の配置の関係は、その裏面にありますけれども、保育園の施設であった教室をそのま

ま書庫にしたり、一部部屋割りを変えながら、現在の歴史研究所の機能を維持できるような形で配

置を考えて進めているところでございます。 

スケジュールのほうにもどっていただきまして、この表の一番下の部分でございますが、これら

作業の進捗に伴いまして、歴史研究所の利用について、制限をさせていただくようにお願いをして

まいります。５月からは、書籍以外の史料の利用を当面休止ということでお願いをしてまいりまし

たが、７月からは書籍等につきましても、閲覧等の休止させていただきたいということでお願いを
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してまいります。いよいよそういった書籍等も箱に詰めて移転の準備等を始めていくというような

形になりますので、そんなお願いをさせていただいております。 

また、資料 No.３の下段にありますように、８月 10 日から移転後の収納整理を行う９月 19 日ま

での期間を、飯田市歴史研究所を臨時の休所日として設定させていただき、この移転に向けた作業

を行わせていただきたいと考えております。 

 移転後の整理につきましては、市民の皆さんが閲覧スペースなどを利用できるようにする作業を

まず進めて、９月 20 日から移転先での利用再開をしたいと考えております。  

 明日、市議会社会文教委員会がありまして、そこでの説明を経た後に、こうした利用制限と臨時

休所日、９月 20 日の利用再開といった内容につきまして、市のウェブサイト、広報いいだ等のお

知らせ掲載などにより、市民の皆さんへのご案内をさせていただく予定でございます。 

 続きまして、５月に行いました飯田アカデミア第 80講座の報告でございますが、今回の講座は、

映像作家の澄川嘉彦先生をお招きして、山里の暮らしを描くをテーマに開催しました。いつものア

カデミアと少し様子を変えまして、第１講では澄川さんの監督作品であります、映画タイマグラば

あちゃんを上映しまして、続く第２講でその映画に絡めながら、澄川氏の講演を伺い、意見交換を

行ったところでございます。 

 この映画でございますが、岩手県早池峰山麓の開拓地に生きた老夫婦の日々の暮らしを記録した

ドキュメンタリー映画ということでございましたが、昔ながらで、こう引き継がれてきた生活を記

録したというような内容でございまして、いまの生活で忘れ去られようとしている生活というか、

忘れられそうな生活について、問いかけられているような部分のある内容でした。内容がいつもと

少し違う中で、今回の飯田アカデミアは初めて参加という方が 19 名という結果でした。いただい

た感想などを見ても、良い内容だったのではないかと感じたところでございます。 

 続いて、資料の最後のところにあります、歴研ニュース、第 88 号についてでございます。６月

１日の発行ということでありますが、今回のニュースにつきましては、７月の末に計画をしており

ます、地域史研究集会の内容。研究集会につきましては、もう一枚内容を記載したチラシをつけて

ございますけれども、このチラシのご案内をさせていただきますと共に、歴研の移転の関係ですと

か、今年度の研究員の取り組むテーマ等を含め、歴研の事業のご案内などについて掲載しています。 

 最後に本を置かさせていただいておりますが、28年度に市誌編さん事業で発刊しました宮下功満

洲紀行ということでお配りさせていただいております。歴史研究所の満洲移民ゼミの皆さんが、5

年、６年かけて翻刻の作業をしたものを、昨年度まとめて発表したという内容でございます。 

作成に携わったゼミを主宰する本島先生は、資料としての価値もあり、また、読み物としても面白

いと紹介されておりますので、お読みいただければと思います。以上です。 

 

○代田昭久教育長 

 はい、ありがとうございました。いまの件に関しての何かご質問は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53分） 


