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飯田市教育委員会 平成29年８月定例会会議録 
 

 

１ 会議開会の日時  平成29年８月17日（水） 午後３時 

 

２ 会議の場所    飯田市役所 第二委員会室 

 

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  

 

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２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 

会議録署名委員に伊藤昇教育委員を指名した。 

 

△日程第４ 会議録の承認 

７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 

 それでは、私のほうから、教育長報告事項ということで、資料につけたので、少し分厚い資料な

って大変恐縮なんですが、左に大きなホッチキス止めの８月度定例教育委員会教育長報告を見てい

ただきたいなというふうに思います。 

 内容としては、市政懇談会の報告と三番目の県の学びの改革の資料になりますので、資料は後半

のほうが多いのですが、内容としては、一番のこの夏季の教育委員会の関連するイベントについて

ご報告をさせていただきたいなと思います。 

 あの、夏休み教育委員会の各部署、学校教育課にとどまらず生涯学習・スポーツ課やそれぞれの

部署で市民や児童・生徒を対象とした関連イベントが行われました。すべて終了したわけではない

んですが、大多数がいま、夏季のイベントが終わったところで、大きな事故もなく無事終了できま

したこと、感謝申し上げたいと思います。 

 その中でも、羅列すると人形劇フェスタから11番のカウンセリングマインド研修まで様々な取り

組みを行ってきたわけですが、ポイントだけ、私感想を申し上げさせていただきたいと思います。 

 

公開 
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 まず、やはり一番大きなイベントとしては、人形劇フェスタ、８月の１日から６日間行われまし

た。500以上の公演が行われる日本で最大の人形劇の祭典でありますが、私も２年目ということで

ですね、なるべく多くの公演を見ようということで、なんとか、そんなに多くはないのですが、10

の劇を見させていただきました。その雑感ではありますが、海外の公演や今回の「さんしょううお」

などの大型の公演を見ていますとね、人形劇っていう以上の表現方法や演出にすごく驚きます。特

に海外のこれ人形劇なんだっていう、そのカテゴリーって言うんじゃなくて、ほんとに自由な表現

方法で、いろいろな形で感動を与えたりとか、訴えたりとか、伝えたりっていうことに非常に驚き

を感じました。その中でも、小・中学校の公演としては、今田人形座の竜峡中学校、また、緑ヶ丘

中学校、飯田東中学校、上郷小学校の演劇を見させていただきましたけれども、ほんとに表現力を

つける、育むには、人形劇は素晴らしいなというふうに思いました。特に声を出す演劇では、大き

な声を出さないと伝わらないし、また、逆に人形を操るということで言うと、ほんとに小さな動き

がいろいろな表現になるということを、小さいうちから学ぶ機会、ほんとに重要な学ぶ機会だなと

いうふうに思いました。また、さらには、劇場のスタッフとか、そういう方々との交流を通じてで

すね、演劇する劇人の皆さんと観客、そして、それを支えるスタッフの調和、バランスの良さって

いうのが、育んできたこの人形劇の強みだなっていうのが改めて感じました。ほんとに、この素晴

らしい飯田の人形劇、いよいよ来年が始まってから40年という形になり、また、AVIAMAの総会が行

われる非常に節目の年にですね、まだまだやることがいっぱいあるなというふうにも思いました。

教育委員会だけではなく、たとえば観光課とか、工業課とかいろんな部門との共同作業や、また、

さらに先ほど冒頭に申し上げましたが、多様な手法があるとすれば、様々な民間とのコラボレーシ

ョンというものをまだまだ検討できるんじゃないかなとそんなことを思いながら、いよいよ１年先

に迫った来年度の人形劇フェスタを成功させたいなとそんなふうに思って、６日間を過ごさせてい

ただきました。 

 あと、美博まつり、図書館の主催した職人体験、また、地域史研究会集会などが行われましたが、

つぎに報告させていただきますのは、宇宙留学サマーキャンプ。今年度２回目ということで行われ

ましたが、かなり、困難、ハードルがあった事業になったなとこういうふうに思います。前回も少

しご報告させていただきましたが、こういった市が主催する活動が旅行業法に抵触するというそう

いう報道がなされて、いったん、飯田市教育委員会としても市が主催ということを変わらなくです

ね、バスまた宿泊に関するところは、専門の業者に委託するということで、修正をして実施に至っ

たわけですけれども、最終的には７月の下旬に観光庁よりその基準の明示ということがありまして、

市が主催するそういった利益を目的としないものに関しては、抵触しないということの明示が出ま

したので、実際には当初のとおりにできたのですが、今年度は、南信州観光公社に発注する形での

キャンプを実施しました。 

 当日なんですが、もう一つハードルがあったのが、台風５号が来てですね、しらびそ、ハイラン

ドへの宿泊をどうするかという状況になりました。実際には警報が解除されたのでできたかもしれ

ませんが、僕らの判断として注意報がでている危ない環境の中ではということで大事をとって、場

所と内容を少々変更して、風越研修センターに宿泊、そして美博でやるという形での実施となりま

した。今回の特徴としては、県外からの参加者、岐阜、名古屋からの参加者がありました。また、

民間からの協力ということで、今回は、人工衛星を着陸させようというプログラミング教育をやっ

ていただく東京の企業にご協力いただいて、そんな新しい教育内容ができたかなというふうなもの

が、プラス、とても良かったことかなと言うふうに思っています。 

 あと、続きまして伊勢市との小学生交流会、農家民泊体験、結プランキャリア講座以下、このよ

うな活動を夏休みのこの期間に教育委員会が主導しながらやってまいりました。 

 今後に向けてということで総括して、これは、教育長、次課長会でお話をしたことであるんです

けれども、やはり学校単位や小さな規模の任意団体ではできない行事を市教委が主催して実施する

意義について、もっと深く考えて、今後につなげていきたいと考えています。海外の人、県外の方々、

そういった絆が結べられる、そういったスケール感や飯田市内においても、児童や生徒が切磋琢磨

できる環境づくりなどが、このイベントを通じてできるわけです。そういったものを単発のイベン

トとせずに、継続的な効果がでるように、前例踏襲にとどまることなく、今後も実施していきたい

とそんなふうに思いました。 

 ２番目の市政懇談会の報告と言うことで、こちらのほう資料のほうをつけさせていただきました

ので、簡単にさせていただきたいと思いますが、昨年よりも参加者が100人ほど増えて、20カ所で
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2,100人という市民との対話になりました。その中でも教育関係への質問というのが非常に多くて、

約208人の方が発言した中で、48人が教育委員会への回答分野だったということです。さらに、９

時までは最後まではいないのですが、冒頭の部分で児童や生徒のまちづくりに対する発表なんかも

多くあり、小学生１、中学生８、高校生１の全部で10地区でのそういった発言がありました。それ

についても、教育委員会として真摯な対応をさせていただいたというふうに思っております。 

 今後の検討ですが、資料につけた各地区での質問内容と教育委員会への質問もありますので、こ

れについては、やはり、市政懇談会でてみて、市長も終わったあと常に部長級、部長に指示をして

いるんですけれども、同じ内容が質問をされるなということを、確かに私も行政としては恥ずかし

いなというふうに思っているので、検討できないのならその場で検討できないし、また、検討する

のであれば、しっかりとした成果をこの１年で見据えていきたい、そんなふうに思いました。その

中で、学習会でもありました内容についても住民から出てきたことなので、しっかりと前に進めて

いきたいとそんなふうに思っています。また、今年度いろいろなことを検討して欲しいとかですね、

お互いに検討しようということで、学校に対する部活動の問題だとか今後の在り方についての意見

が出るのですが、市教委が全部対応するわけではないので、この問題に関しては、学校と地域がコ

ミュニティスクールの学校運営協議会で話し合いをしてくださいというようなことを伝える部分

も随分多くあったなというふうに思っています。今年は、先ほどの上村の件に付随して言うと、大

きなテーマが田舎へ還ろう戦略と20地区がそれぞれ魅力ある地域にしていこうといったときに、や

はり質問の多さにも関連するのですが、地域の学校をちゃんと良くしていって、戻ってこれる、ま

た移住もできるようなそんなまちづくりにしたいという、この学校教育とまちづくりが、裏と表に

なっていく、そんな感覚が地域の中にも随分芽生えてきたし、それがコミュニティスクールの仕組

みが貢献できればいいなとそんなふうに思いました。 

 最後、三番目、これは情報提供と言うことでお伝えします。いま、今年平成29年３月に県の教育

委員会から学びの改革基本構想ということで、プランを出しています。その中で一つでているのが、

高校の今後の在り方と言うことで、もちろん、授業の内容、指導する内容というのもプランの中に

盛り込まれているのですが、やはり、市民や住民として、少し気になってしまうのが、今後高校の

統廃合の行方ということを提示されています。資料を見ていただければと思うのですが、いま、提

示されているのが都市部存立校と中山間地存立校という定義をして、それぞれ望ましい規模とクラ

ス数というのを提示しはじめてます。簡単に言うと数字が先走ってはいるんですが、そういう方向

で、いま、県は考えているということで、その説明に８月の８日に県の教育次長が来て、受けてと

しては、市長と次長と同席していただきましたが、その説明を受けるという場と、また、意見交換

の場がありました。内容としては、真新しいものはなかったんですが、こうやって少しずつ説明し

て形をつくっていくんだろうなといったときに、やはり、発言すべきはしっかり言っとかないとい

うことで、意見交換したわけであります。この説明会は、いわゆる住民説明会が、南信地区、鼎の

文化センター、８月31日午後６時半からございますので、ぜひ、いま、県が考えている特に高校再

編の問題についての説明があると思いますので、こういうところで意見は伝えていきたいというふ

うに思いますので、ぜひ、教育委員の皆さんもお時間があればご出席していただければと思います。 

 はい、私のほうからは以上です。何かご意見、ご質問があればお願いたします。 

 

○代田昭久教育長 

 はい。小澤教育委員お願いします。 

 

◇小澤由美子教育委員 

 はい。市政懇談会で教育委員会についての要望が出たというお話なんですけれども、来年も同じ

ことが言われないようにというお話でしたが、いますぐに何か取り組まなければいけない課題はあ

るのでしょうか。来年も同じことを言われないようにする必要性があるものってなにかありますか。 

 

○代田昭久教育長 

 はい。実はですね、教育次長のほうの報告。教育長報告の分厚い資料の中というよりは、すみま

せん、この内容について少しフォローをさせていただく場があるので、そこに委ねさせていただけ

ればと思いますが、やはり、逆を言うとすべて対応しなければいけないという問題です。やはり、

大きなものは巻き込んでっていかないといけないものに関しては、さきほど出た上村の問題だとか、
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部活動の問題とかが大きいですが、あと施設の問題。学校教育と絡むところでいうと、子育てと放

課後学習の環境の問題とか、そういったものはそのまんまであれば、課題提示としては解決してい

かなくてはいけないというふうに思います。 

 

 （「はい。」と言う者あり。） 

 

○代田昭久教育長 

 ほかにいかがでしょうか。よろしいでしょうか。それでは、次に移らさせていただきたいと思い

ます。 

 

△日程第６ 議案審議 

○代田昭久教育長 

 次に日程第６議案審議、議案第64号についてお願いします。 

 

○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 64 号についてお諮りいたします。 

平成 29 年度飯田市就学援助費支給対象者（要保護及び準要保護児童生徒援助費補助金関係）の

認定についてでございまして、認定対象者につきましては、別紙のとおりでございます。それぞれ

記載のとおり認定いただきますようご提案申し上げます。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。いま、事務局のほうからご説明のありました議案第 64 号平成

29 年度飯田市就学援助費支給対象者（要保護及び準要保護児童生徒援助費補助金関係）の認定につ

いてご意見、ご質問等ありますでしょうか。 

 

（「結構です。」と言う者あり。） 

 

○代田昭久教育長 

はい、それでは、認定ということで、よろしくお願いいたします。 

 

△日程第７ 協議事項 

○代田昭久教育長 

 続きまして、日程第７協議事項、全国学力・学習状況調査結果の結果公表についてお願いします。 

 

○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 

 れでは、定例会次第の冊子、資料 No.１のところをお願いいたします。本日これが協議事項のとこ

ろに入っておりますのは、これから申し上げます、全国学習状況調査結果の公表の仕方のところに

ついてご意見をいただきたいということで、協議事項に入ってございます。 

 それでは、はじめのところから、結果の公表についてごらんいただきたいと思います。 

 一番はじめに、調査の目的を３点掲げましたのは、この後、このことが各学校における結果公表の

ところで大事になってきますので、一つ一つ読み上げませんが、また、目を通していただきたいと思

います。 

 二番のところにもありますが、４月に行われました全国学力・学習状況調査の結果ですけれども、

あす、教育委員会に結果が届きます。各学校には月曜日ということになります。それから、公表と

いうものは８月 28 日の 17 時以降ということになります。 
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 三番のところにもありますが、実施要領のなかで、点線枠で囲ったところをかいつまんで申し上

げますが、公表にあたって一つ大事にしたいことは、調査により測定できるのは、学力の特定の一

部であること、あるいは、学校における教育活動の一側面であることなどを踏まえて、序列化や過

度な競争が生じないような教育上の効果や影響等に十分配慮することということが盛り込まれて

おりますので、この趣旨に沿って進めてまいりたいと思います。 

 そこで、確認の意味を含めまして、全国学力調査のことについて、飯田市は、このように公表して

まいりたいと思います。一番目ですが、基本的な立場は学力向上の課題や改善策の立場で公表してい

くということで、学力の結果につきましては、全国平均と比較をして、１ポイント以上でしたら◎、

プラスマイナス１ポイントでしたら○、１ポイント以下の場合は△と、◎、○、△の形で表記をして

公表したいと思います。 

 公表の手段と時期ですけれども、学力調査につきましては、分析を重ねたうえで、11 月 16日の市

教委定例会で、そのあと、校長会、教頭会、また、市議会のほうには 12 月 12 日のところの社会文

教委員会での公表を考えております。ただいま申し上げましたように調査の目的から、分析結果を

踏まえて、今後の改善に役立つような公表をしてまいりたいと思います。具体的なことは、(4)に

記してございますが、各教科における改善のポイントと並んで②のところですけれども、質問紙調

査につきましては、家庭学習のこと、小中連携・一貫教育のこと、コミュニティスクールをはじめ

とする地育力による学校支援・学習支援のことに関して、すでに移行期に差し掛かっております新

学習指導要領のことについて、校長会主導委員会の教育問題検討委員会、プラス一般の教員の方に

も調査結果分析委員を依頼してございますので、その委員の方とあわせて分析を進めてまいりたい

と思います。 

 ２点目ですけれども、質問紙調査、全国学習状況調査に関するその公表のことについて申し上げ

たいと思います。 

 めくっていただきまして、昨年度公表の方針を変えまして、児童生徒の生活実態や学校を取り

巻く教育環境などについていち早くお伝えをし、地域住民の意識を高めて、保護者や地域を巻き込

んで改善策を考えていくということで、そこに昨年度の実際に公表しました日程を②のところに掲

げましたが、10 月３日に記者会見を行って、学習状況調査のところ、具体的に申し上げますと、何

時ごろ寝ますか、テレビゲームをする時間、家の人と話をしますか、お手伝いのこと、図書館の利

用、それから地域への行事の参加、ボランティア活動など、そういった項目につきましては、10

月のところで公表し、広く地域の方にも知っていただくという方法をとったわけでございます。そ

のあと 11 月 14 日ところの定例会のところでは、学力の分析とあわせて学習状況調査のことも含め

ての公表、報告ということを進めてまいったところでございます。 

そこで、ご意見いただきたいところは、今年も 1 年限りで終わるのではなくて、このような形で

もう１年、もう２年と、ＰＴＡあるいは地域と連携をしながら改善策を講じていくような、こうい

う公表の仕方をとっていったらどうかということを考えているわけではございますが、一昨年のよ

うに教育問題検討委員会との検討を重ねたうえで、学力の分析とあわせて 11 月のところで公表を

するという方法もあるわけですので、どちらの方法が良いか、また、委員の皆様からご意見をいた

だきたい点でございます。 

最後に５番目のところに、これは、校長会のところで、お話をしてまいりたいと思いますが、各学

校においての結果の公表をぜひ進めていただくように、校長会で話を進めてまいりたいと思います。

そこで、基本的には、教育委員会における結果公表の立場と同じように公表していただきたいと、

なかに、小規模校の場合には個人のところが、特定されることのないようにということは、学力だ

けでなく、学習状況調査についても同じように配慮していただきたいという点も、また、校長会の

ほうで強調して話をしてまいりたいと思います。一点、お話をさせていただきたいのは、３ページ

のところになります。⑧のところになります。昨年度までなかったことですが、今年度新たに加わ

ったところでは、小学校の学力調査の結果を中学校区で活用するようにということで、一定の手続

きをとったうえで、小学校の調査結果を中学校に送付することができるという項目が今年はいって

おります。ここのところでは、枠囲いにしたところの①にあたるわけですけれども、必要な措置を

講じた上でとありますが、飯田市の場合には、下の４番目になります、飯田市の個人情報保護条例

のところにありますように、あらかじめ利用目的をできる限り特定して、本人に明示するようにと

いうことですので、各学校がさきほど冒頭で申し上げました１ページ目のこの全国学力・学習状況

調査の目的が何かということをきちんと保護者に明示したうえで、そのうえで、小学校の成績を中
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学校に送り一緒になって学力向上のための改善策を考え、あるいは、さらには個々の生徒について、

どういう点で足りない面があるとか、こういう面では優れている点があるとかということを、小中

一緒になって考えていくことができるという点で情報提供が可能であるということを、各学校にお

伝えしながら、有効に小中連携した指導を進めてまいるように考えていきたいと思います。報告と

協議をいただきたい点含めまして以上でございます。よろしくお願いしたします。 

 

○代田昭久教育長 

 はい、ありがとうございました。いま、全体として全国学力・学習状況調査の結果公表について

の大枠、さらに、公表の仕方についての協議ということで、説明がありました。 

 どちらでも構いませんのでご意見をいただければと思います。 

 

○代田昭久教育長 

 はい、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 

 はい、何点か質問をさせていただきますが、わかりやすいところで、最初に３ページ、学調公表

３の枠囲いのところなんですが、今度新たに中学校のほうへ小学校の調査の結果を送付するように

とのことでありますが、小中連携・一貫教育を進めてきた飯田市の立場とすると、９年間を通じて、

子どもたちの育ちを追っていくということで、今までもどのくらいかわかりませんけれども、小学

校のデータを中学校の先生たちが検討し、又は中学校の伸びを小学校の先生が検討するっていうこ

とがとられてきているのではないかと思うのですが、個別のデータがいっているのかどうか、Ａ君

がどんなふうに伸びているのかどうかということがいっているかどうか、そのあたりのことはわか

りますかね、専門幹。 

 

◎中井文彦学校教育専門幹 

 はい、個別のデータはいっていないと思います。今回こういう形をとって、個別のことも送るこ

とができるのですねと教学指導課にお聞きしますと、むしろ、個々の生徒について伸びがどうなの

かというところをしっかり見てもらいたい、そちらの意味合いのほうも大きいといっておりました

ので、これからのことだと思います。 

 

◇小林正佳教育長職務代理者 

 はい、わかりました。ぜひ、９年間の中で子どもたちを小中の先生たちが共に、育ちを見つめて

いくことが、これが大事で生かしていっていただきたいなということだと思います。 

 二つ目ですが、一つ前に戻っていただいて、やっぱりこの枠囲いの中のことなんですが、昨年度

の公表結果のところがありますが、今年はどんなふうにするかっていうのはこれからなんですね。 

 

 （「いま、二通り。」と言う者あり。） 

 

◇小林正佳教育長職務代理者 

 二通りか、この今年度のところか。はい、じゃあね、去年のところで言うと市長への報告のとこ

ろが、９月５日に速報版が行っていますよね、それから、教育委員会に見せていただいたのは、９

月16日ということですよね、立場からすると、本当は前後のところはそんなに関係ないのですけれ

どもね。市長よりは早く出せとは言わないけれども、市長、副市長の次くらいには教育委員のとこ

ろにね、行けば見せてくれるっていうくらいで構わないのだけれども、定例会との関係があるので。

立場からすると、なるべく早めに教育委員は知っておらないと、何かのときに、教育委員も知らな

いのかと言われちゃうこともありますので、ちょっとそんな配慮をしていただきたいと思います。 

 それから、３点目に移るとこれはまた質問なんですが、１ページに戻っていただいて、はやりこ

れまた枠囲いのところで、配慮事項の概要があるのですが、序列化や過度の競争が生じないような

教育上の効果や影響等に十分に配慮することとあるんです。このことは非常に重要なことなんです

けれども、もう全国的には、どこの県がトップで、どこの県が最下位だというふうなこともあり、

最下位に低迷する県は必死になって、高めようとして競争しているんですよね。そういうことから
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くる弊害が今後でてきてしまうではないかなという懸念を私自身は思っています。ですので、◎、

○、△で表記していくんだけれども、全国の平均点があがれば、飯田市がそのままでいれば、下が

るということなんですよね、必ずどこかが最下位の県ができるっていうことなんですよね。そうい

う中でやるので、県の方は、ある程度学力も大事な指標の一つですので、やむを得ないと思います

が、これが過度にならないような形で、ぼつぼつこのあり方等も見直していくような、そういうよ

うな時期に来ているのではないかなというふうに私は思います。 

 公表の仕方のことについては、教育委員の皆さん、１、２がありますので、最初に教育委員の皆

さん方にご意見があったら伺いたいと思います。以上です。 

 

○代田昭久教育長 

 はい、ありがとうございました。ほかにはありますでしょうか。 

 

○代田昭久教育長 

 中井学校教育専門幹お願いいたします。 

 

◎中井文彦学校教育専門幹 

 はい、ご意見をいただきたい点が明確ではないような話をしたと、いま、私反省をしながら立っ

ております。２ページ目のところにいきまして、国語と算数と数学の学力の調査に関することにつ

きましては、例年、校長会の教育問題検討委員会のところを通じて分析をしたうえで、改善策を立

てたうえでの公表ということをしております。それがまとまりますのが、だいたい昨年の場合です

と、11月14日の定例教育委員会のところで報告させていただき、あわせてそこでは、さきほど申し

ましたような生活実態に係るような学習状況調査のことも含めての公表をさせていただいており

ました。ただ、その教育問題検討委員会等での分析をまたなくても、ある程度生活実態のことは、

結果が出てまいりますので、ひと月ほどして、昨年の場合でしたら、一か月ちょっとした、10月３

日の定例記者会見のところで、生活実態に関することにつきましては、さきほど申したような具体

的な項目をあげまして公表し、広く市民の皆さんにも知っていただきたいということでお話したと

ころです。このような昨年のような形での公表が１でございます。そういうことで、ことしも続け

ていってよろしいか、それとも、いや学力の分析とあわせて改善策をいれて、２のように11月のと

ころで、全国学力・学習状況調査の結果として、報告あるいは公表していくことが良いかというこ

とをご意見いただければということで申し上げたところです。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。それでは、少し各論の協議として、２ページ目の③本年度の公

表案ということで、１番は昨年同様に生活実態は、学習状況の調査ですね、これは、早めに公表す

るという案と、２番目は、学力の結果とともに11月にまとめて公表するという、２案の提示です。

これについてご意見いただければと思います。三浦教育委員お願いします。 

 

◇三浦弥生教育委員 

 はい、去年された公表とまたその一通り分析をしてからの公表をっていう部分の１カ月少しある

この差というのは、何か問題を感じられて、このような形で２案というですか、こういう形での公

表の仕方があるんではないかと事務局で考えられたという認識でよろしいでしょうか。 

 

○代田昭久教育長 

 中井学校教育専門幹お願いいたします。 

 

◎中井文彦学校教育専門幹 

 ２案のほうは、通常結果だけの数値の処理ではなくて、改善策等をいれたことは、事務局だけで

はなくて、校長会や一般の教員の方とも話をしながら考えたうえでの案を出していくことになりま

すので、ひと月ほど、もう少し時間がかかるということで、２案で進めてきたわけですけれども、

こちらの形をいま提示しましたのは、一つには、昨年公表したんですけれども、今年公表したとき

に学習の状況、生活実態というもの、そう大きな変化がないとすれば、あわせて２のような形で11
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月に公表してもいいのではないかと考えてみたわけです。数値を早めに出すときには、昨年とどう

いうふうに違ったかというようなところで、微妙な違いもでてくるようなところ、そんな少しの違

いを一喜一憂するわけにもいきませんので、よく分析をしたうえで、改善策も入れてという２も考

えてみたんですけれども、昨年同様に早めに生活実態については、知っていただくことも大事なこ

とかと思いますので、教育委員の皆さんにはご意見をいただきたいということで、二つ案を出して

提示したところでございます。お願いします。 

 

○代田昭久教育長 

 はい、三浦教育委員お願いします。 

 

◇三浦弥生教育委員 

 はい、いまお聞きしていて思ったのは、１ページの配慮事項の概要というところの一番下、序列

化や過度な競争が生じないような云々っていう文言がはいっていますけれども、そういったことも考え

れば、ただのこの数値等の公表を急ぐということではなくて、それがどうしてこうなったかというよう

な詳しい分析があったほうが、そのような状況は配慮するっていうような形に該当するのではないかな

と思いましたけれども、ちょっと私も事務局の皆さんがされているようなことで対応したことがないの

で、ちょっと、わからないのですけれども、そうであれば、そういった時期をきちんと分析をまって、

誤解が数値等で生じることがないようにきちんとしたものを報告していくというのも一つかなと、ただ

急いで報告を住民の方たちにする必要があることであるっていうことであれば、その１カ月というのを

早くというように思いますが、わからないまましゃべっていて申しわけありません。はい。 

 

○代田昭久教育長 

 はい、伊藤教育委員お願いします。 

 

◇伊藤昇教育委員 

 はい、去年早めた、おととし私も在籍していたんですが、どうだったか、その差がよくわからな

いのですが、早めにやったほうがより手を打てるっていうことで、去年は、確かそうしたんだと思

いますけれども、調査の目的の中で、３つ挙げられていて、もうすべて改善策を図る、改善サイク

ルを確立する云々となっている。調査の目的そのものが改善を行うことに繋がっているという話に

なれば、いち早く学校、保護者、地域が連携して改善策云々もいいんですが、やはり、教育問題検

討委員会の中で調査を重ね、そして、改善策の検討を重ね、11月でもいいのかなと要するに２案の

ほうですね、調査の目的がすべて改善ということにつながるのなら、じっくり考えて２番でもいい

のかなとそういうふうに私は思います。 

 

○代田昭久教育長 

 はい、ありがとうございました。小澤教育委員お願いします。 

 

◇小澤由美子教育委員 

 はい、その昨年とかですね、その前から行ってきた改善策っていうものがどういうものであって、

どういうふうに改善されたかっていうのも一緒に公表をしていただいて、さらに改善していくとい

いのかなっていうのがあります。それで、２でも良いと思います。 

 

○代田昭久教育長 

 はい。どうぞ。 

 

◇三浦弥生教育委員 

 もう一つ確認で、これは、例えば、急いで速報、データ的な速報を出すことによって改善策を新

たに自分たちで考えていこうとするようなそういった学校とかもあるっていうことになると、また、

ちょっとお話が違うかなと思うのですれけども。データを必要としているところがあるならばです

が。 
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○代田昭久教育長 

 はい。 

 

◎中井文彦学校教育専門幹 

 はい、各学校においては、自分の学校のデータはすべてあります。ですので、ただ、市全体がど

うなのかっていうことは、わからないものですので、例えば、去年公表しましたのは、さきほど申

したような家の人と学校のことについて話をしますかっていうものの、飯田市全体のこと、長野県、

全国はどうなのかっていうところ、あるいは、家の手伝いをしていますかっていうこと、自分の学

校のことについてはわかりますが、市の状況はどうなのかってことについては、わからないとこが

ありますので、早めに結果を出して、各学校でもそれを使って、改善策とか、ＰＴＡ、保護者への

呼びかけもしていただきたいということで、昨年のところは、結果がまとまったとこで、早くに公

表したということになっております。 

 

○代田昭久教育長 

 はい。私のほうでも、去年、学習状況調査を早めにしたほうがいいのではないかというふうに提

案をさせていただいたのは私なので、少しその背景を、私の意見をさせていただくと、例えば、こ

としコミュニティスクールが発足しました。そのときにこの地域の子どもたちっていうのは、どん

な生活態度を実施しているっていうふうな話し合いをその任期１年の方々が話し合うのが、だいた

い３回くらいです、年度当初にあって、10月にあって、まあ、年末にあるっていうときに、この公

表の10月か、この10月になっちゃうわけですけれども、公表すると学力があって、しっかりして、

話し合うっていうことも十分大切なんですれけども、やっぱり、生活っていうものは、市民や地域

の方々にとって、とっても大事、例えば、項目としては、地域行事に参加している率っていうのは、

全国と比べて非常に高いわけです。そういったところを認知しながら、飯田市の良さを認め合うっ

ていう、一つのコミュニティスクールの大事な地域との子育ての大事な資料となるというふうに思

っているので、ここの１カ月の差っていうのは、コミュニティスクールで議論できるか、できない

かっていう差にもなるので、ここは実際には、現実的には11月、１カ月半なんですけれども、12月

にずれこんじゃうと、発表自体が本格的にやるのが、新年度に向けてということが、実態としては

あると、部分もあるので、なるべく今年度の生活改善や意識の改善に努めるほうには、なるべく早

いほうがいいんですけれども、手順を踏むと、後期の10月のあたまが最短になるので、そこで、ま

ず、生活実態のところは、早めに情報提供して、地域の学校、子育てを一緒にやるんだという意識

醸成にしたらどうかっていうのが、昨年度の変更の趣旨です。 

 

◇三浦弥生教育委員 

 されてみて効果は、すみません。 

 

○代田昭久教育長 

 中井学校教育専門幹、いかがでしょうか。 

 

◎中井文彦学校教育専門幹 

 はい、早めに公表したことによって、効果はどうだったかと言われたときに、しっかりした考え

は示せないところは、申しわけないところです。 

 

○代田昭久教育長 

 はい、私も補足して言うと、１年で効果は出にくいだろうなっていうふうに思うので、これを先

ほど、冒頭の説明があったように、やはり、一つ変更してみたので３カ年やってみて、その住民の

意識や実際に生活態度が良くなったかとかという、検証するためにも、１年で戻しちゃうっていう

のはもったいないかなというふうに思っています。 

 

◇三浦弥生教育委員 

 はい、すみません。それは、早く情報提供することで求められているものがあって、こっちも、
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学校に求めるものがあるということでしょうか。その効果がありましたかってお聞きしましたけれ

ども、こっちも学校にこういうものを出すので、どうかしてくださいっていう問いかけがあり、学

校のほうからもこういうことしたいから早く情報が欲しいっていうものがあるのか、ただ単に情報

を早くだしているだけで、あとは、そちらにお任せっていうそういったものであるのかは。 

 

○代田昭久教育長 

 中井学校教育専門幹いかがですか。 

 

◎中井文彦学校教育専門幹 

 はい、学校は先ほど申し上げましたように、自分の学校のデータはありますので、学校は、これ

を早く欲しいっていうふうには、私はそれほど求めているものではないというふうに思います。 

 

◇三浦弥生教育委員 

 はい、わかりました。では、そういうことであれば、手元に必要なデータがもう学校のほうには

あって、学校のほうでは、それで十分であるっていうような形であるのならば、きちんと分析した

ものをその時期に出すっていうことでもいいのかなというのが意見です。 

 

（「ちょっといいですか。」と言う者あり。） 

 

○代田昭久教育長 

 はい。 

 

◇伊藤昇教育委員 

 去年のことを少し思い出しまして、教育長のお話しを聞いていて確かにそうだったかなというふ

うに思いだしたんですけれども、地域住民の意識を高めて、学校が保護者や地域と連携して改善策

を、要するに各学校のものは入っているんですよね、いま。専門幹何度もおっしゃっているように。

ということは、各学校進められるわけですよね、改善策を。各地域で。市全体というものは、それ

はあとになるんですけれども。もし、教育長がおっしゃるように各地域の学校運営協議会が、早め

に手を打ちたいということなら、早めに手を打てるわけですよね、この２カ月の差っていうものも。

ではないんですかね。ちょっと私が理解していないからかもしれませんが。学校が地域の住民と学

校運営協議会で進めることはできるわけですよね。実際に、今度は、飯田市と全体の云々というそ

ういった分析のことは２カ月後の11月くらいで、国語、数学、算数云々という話はいいんですよ。

生活実態に関することで、これは早めに手を打って行ったほうがいい、教育長がおっしゃるように、

年に何回ある運営協議会に、次回に先送りしないようにリアルに反映したいっていうことになれば、

11月を待たずに手をうてるんじゃないかなと思うのですけれども。そういうことじゃないのでしょ

うか。 

 

○代田昭久教育長 

 その部分がこの３行目の９月４日の校長会において、10月に市教委で公表しますと、その趣旨と

しては、地域住民の意識を高めたいので、しっかりと分析をして、学校運営協議会等の話し合いに 

しっかり役立てて欲しいと。市の平均と学校の状況を踏まえることによって、そうしたものをやっ

て欲しいというのが趣旨です。 

 

◇伊藤昇教育委員 

 はい、すみません、私、去年やったことを忘れて、白紙に戻しちゃってすみません。そういうこ

とになれば、去年のやり方で良いと思います。それでまた余計に１年じゃなかなか、結果が云々が

出るものではないということでなれば、ことし、ぽっぽぽっと変えていてもいけないのかなと思い

ます。 

 

○代田昭久教育長 

 小澤教育委員お願いします。 
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◇小澤由美子教育委員 

 よくわかっていないので、申しわけないのですが、飯田市教育委員会で公表するまでは、学校側

は勝手に学校運営協議会とかに話をすることとか、提示することはないっていうことですよね。コ

ミュニティスクールになったので、学校がこれは早く手を打たなければいけないっていうことにな

ったときに、学校運営協議会に話をかけて、早く地域で手を打つことはまずないということでしょ

うか。まずは、教育委員会が公表するまでは、学校も提示しないという決まり。すみません、わか

らなくて。 

 

○代田昭久教育長 

 そこは、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 

 その点につきましては、１ページのところを見ていただいて、どこのところも公表は８月28日の

午後５時以降にしてくださいというのがありますので、ご自分の学校で、例えば、学校運営協議会

のところで、私の学校で、取り組みどうであるか、お手伝いの取り組みはこうですよというのは、

子どもたちはこういう実態ですというのは、そこで出して話をすることは、可能なことだと思いま

す。もちろん、そのときに例えば学力に関しての提示の仕方というのは、教育委員会からはこうい

う提示の仕方をするので、同じようにしてください、ややもすると自分の学校の平均正答率などを

ぽんと出してしまうのは、これはまずいですよということで、お話を校長会のところでしていると。 

 

（「ちょっとわかりにくいところもあるんだけれども。」と言う者あり。） 

 

◇小林正佳教育長職務代理者 

 もう一回皆さんのところの疑問点のところを、私なりに思うと、市のデータが出ない前に学校の

データが出せるか出せないかというところなんですが。 

 

◎中井文彦学校教育専門幹 

 出せると思います。 

 

◇小林正佳教育長職務代理者 

 出せるのですか。オッケーですか。 

 

◇小澤由美子教育委員 

 はい。 

 

◇小林正佳教育長職務代理者 

 だから、それと昨年度の比較があって、うちの学校の学習状況調査は、こんなふうにお手伝いが

多くなったよとか、地域の活動がこれくらいやったよというような学校のほうのデータは出るって

いうこと。問題になるところは、飯田市とのデータと比較するかしないかっていうこと。 

 

◇小澤由美子教育委員 

 はい、それは、各学校で改善策を講じていち早く動くのとそれと同時にあとで飯田市でも改善策

を講じて動いていく、二重に動いていくことですかね。 

 

◇小林正佳教育長職務代理者 

 学校での対応と、又は、飯田市での対応とは質的に違ってくるのでね、学校としては、早く動い

ていってもらわんならんし。 

 

◎三浦伸一教育次長 

 ちょっと人が変わって説明したほうが、もしかしたら説明が届くかどうか。 
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 今回の全国学力・学習状況調査ですが、学力調査というのは、小学校６年生の国語の全国平均に

対して飯田市は、◎とか○とか△という結果が８月18日に届くということになります。それを受け

て校長会の主導委員会でこういう問題については、どういう対応していったらいいのかということ

を11月くらいまでかけて、改善策を決めて、その結果を11月下旬から12月にかけて、報告するとい

うことになります。きょうご説明しているのは、一つにはあと、全国学習状況調査という、子ども

たちに学力ではなくて、学習の状況調査ですから、毎日本をどのくらい読んでいますかとか、地域

活動にどう参加しているのですかとか、その結果も８月18日にくるのですが、その部分については、

飯田の特徴っていうのを昨年から早めに、11月をまたずに、もう10月ぐらいに飯田市の平均、飯田

市の子どもたちの状況はこうですっていうことを出しました。一昨年までは、それは、同時に出し

ていたんですが、昨年はそう出しました。各学校のいまの読書の時間とかですが、そういう部分に

ついては、８月の21日に各学校に届きますので、28日以降、それを活用することができるというこ

とで、去年との比較っていうのは各学校でもできると思います。飯田市との平均というのはその10

月の例えばプレスリリースなり、その時点で飯田の子どもは平均読書時間、これくらいだけれども、

うちの学校はこれくらいですという、そういう比較ができるようになるということで、それが、去

年から取り組んでいる、そういう状況です。ですから、学力と学習状況調査はちょっと、まとめ方

が違うということです。 

 

○代田昭久教育長 

 はい、三浦教育委員お願いします。 

 

◇三浦弥生教育委員 

 はい、比較をするといったところで、飯田市のデータが早めに手元にあることは、大事なことで

はないかと思いますので、早めにデータのほうはだして、また改めていろいろ分析をしたものは公

表すると、そういった形が適切かなと、すみません思い直しました。 

 

○代田昭久教育長 

 はい、小澤教育委員いかがでしょうか。 

 

◇小澤由美子教育委員 

 いいです。１番で、早めに。 

 

○代田昭久教育長 

 はい、小林教育長職務代理者いかがでしょうか。 

 

◇小林正佳教育長職務代理者 

 はい、皆さんにお任せしますと最初に言いましたとおり、皆さんにお任せします。 

 

◇小林正佳教育長職務代理者 

 どちらも一長一短ありますのでね、これね。本当はきちんと分析をしたほうがいいかなと思うの

ですけれども、多分、教育長さんのたっての頼みなんだなと思いますので、教育委員の皆さんにお

任せします。 

 

○代田昭久教育長 

 はい、いま、小林教育長職務代理者から言っていただいたように一長一短あると思いますので、

いま、委員さんにいただいたことを添えとして、今年度は、１番のほうで、学習状況調査のほうは、

早めに公表すると、むしろやっていきたいとことは、それが効果がでるように、今年度校長会でし

っかりと趣旨を説明することや、また周知の仕方とかを工夫してですね、早めにやったから効果が

でた、いろんな影響がでたというふうに施策面で充実を図っていきたいなと思いますので、よろし

くお願いいたします。 

 はい、それでは、協議事項ありがとうございました。 
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△日程第８ 陳情審議 

○代田昭久教育長 

それでは、次に移ります。日程の第８、陳情事項は、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）教育委員報告事項お願いいたします。 

 

○代田昭久教育長 

 はい、小林教育長職務代理者お願いしたします。 

 

◇小林正佳教育長職務代理者 

 はい、お手元に磐田市への教育視察報告というふうな２枚ものがあるかと思います。それを見て

いただきたいと思います。内容的には良い研修ができたかなと思います。 

 その中で、７月の時にも申し上げましたように、視察先のテーマはそれぞれの教育委員に任せて

いただきたいということで、それぞれ教育委員が分担をさせていただいておりますので、分けて説

明をさせていただきたいと思います。 

 視察の日時は目で追っていただきたいと思います。 

 視察場所もそのようなところでございます。 

 向こうの磐田市の教育委員会の対応者ということで、村松啓至教育長、20 日の午後と 21 日の午

前中と２日間対応をしていただきました。次の 21 日の午後には、ご自分が分散会で、事例発表を

しなくてはいけないというそういう役目を持ちながら、ほんとに誠実に対応していただいて、頭が

下がりました。また、教育委員の皆さん方３人いらっしゃいましたが、施設等一緒に同行していた

だき、まだ、教育委員の皆さん方がまだ見ていない施設だったということもあるわけですが、あり

がたかったなと思います。 

 それで、視察の報告の概要でありますが、１の教育委員としての使命感・責任感のある姿勢とい

うのは、私のほうで担当させていただきましたので、報告させていただきます。 

 それから、２の 30 年先を見据えた新たな学校づくりというふうなことで、これは代田教育長さ

んにお願いしてあります。３番目の磐田市の「教育支援センターあすなろ」を中心とした不登校児

童生徒支援のことに関わっては、三浦教育委員が分担をしていただいておりますので、４の子ども

みんなプロジェクトに関わってお話をしていただきます。５番の磐田市の「あったかトータルサポ

ート」ということで、障がいを持つ子どもさんたちの組織的で一貫した支援体制ということで、こ

のことに関わっては、小澤教育委員さんのところで報告を。６番のいわゆる「ふるさと先生」につ

いて、学校教育課長が行っていただいておりますので、学校教育課長の方で発表していただきます。

７番の旧見付学校と特別史跡遠江国分寺跡は私のほうで説明させていただきます。 

 前のページに戻っていただいて、教育委員としての使命感・責任感のある姿勢ということで、教

育委員会定例会がどのように行われているかということを、私のほうで、実態の聴取をさせていた

だきました。磐田市では定例会が、夕方から行われておるんですね、それは、教育委員の出席のし

やすさ、それから、傍聴者への便宜ということがあるようです。傍聴者のほうは、数は多くはあり

ませんでしたが。それから、進行のことですが、全体進行は教育委員が輪番で行っていると、そし

て、議事の部分のところは、飯田市と同じように教育長が進行すると、そんな制度となっておりま

した。 

それから、ここの(2)が大変びっくりしたんですが、磐田市の「教育の道しるべ」について１月

の正月休みのときに、教育委員が事務局からの提案を受けて、ですから、多分、職務代理を中心に

教育委員４名だと思うのですけれども、４日間職務代理の家に集まって合宿をしたと、そして、文

言を検討して定例会に臨んだということ、それも事務局には言わずにやったと言っておりました。

それだけ、非常に教育委員がいろんなことを本気になって考えようとしているところかなと思いま

した。 

 ３番目に、このおもてなしの精神というようなところで、教育長や教育委員の教育視察に対する

丁寧な対応と同時にですね、２番のこれまでにしてきたこと、していること、これからのこととい

うようなことの１枚もののプリントで説明していただきました。それが次の裏についているもので



14 

す。 

 なるほどなと思ったのですが、これまでにしてきたことが、（１）として、１から 13 まで取り

組んでおります。それから、将来を担う子どもたちのために市全体で取り組む事業を含めてですね。

その中の８番、小１から中３までの英語モデルカリキュラムを作成しているとともに独自の英語力

の検定制度を持ってます。それから、13 番、これはあとで学校教育課長のほうから報告していただ

くことがあります。そして、将来を担う子どもたちのために市全体で取り組みということで、「ジ

ュビロ磐田」があるわけですが、ホームゲームに小学生が一斉観戦するということで、地元への愛

着、それから一流のスポーツ選手を見るというようなそういう恵まれた環境にあるなあと思いまし

た。 

 ２のほうのところは、図書館と文化財です。このあたりのところは、⑤遠江国分寺跡整備基本計

画の策定ということで、うちも古墳群や恒川官衙遺跡のことがあるわけですけれども、同じような

形で文化財にも整備を図っておりました。後ろのほうにめくっていただいて、この中に現在、中心

となって進めている事業は何かというふうなことで、①から⑪まで、それから社会教育に関わって

⑥までありました。例えば、⑩の教育支援員の配置、子どもへのきめ細やかな支援を充実というこ

とですが、29 年度には 87 人、これは特別支援員の国からの交付税措置があるものとは別に、市が

独自で、87 人を配置しているようです。人口規模は 16万人ですので、飯田市の 1.6倍くらいです

か、ですが、財政的には豊かなところだなとつくづく思いました。そして、これからの課題という

ふうなことで、①から⑤まで書かれておりますが、これはこのあとそれぞれの担当から発表してい

ただきます。 

 戻っていただきます。(2)のところで教育長さんのところで説明をお願いします。 

 

○代田昭久教育長 

 はい、ありがとうございました。小林教育長職務代理者からもありましたが、私も非常に良い機

会となったなと思いましたし、また、財政規模云々ではなくて、先を見据えたっていうところでは、

規模や財政の比較じゃなくて、我々が学ばなくてはいけないなっていうところがすごくあり、学ば

させていただいた磐田市だったというふうに思います。 

 ２番の 30 年先を見据えた新たな学校づくりということで、市の概略をイメージしていただきた

いんですけれども、17万人で飯田市よりちょっと多いんですけれども、10 の学府と言っています、

いわゆる一般的な学区のことです。学区のことを学府と呼んでいるわけですね、それは、せつめい

をするとですね、中学校という児童、生徒だけではなくて、社会教育施設をいれていくという、子

どもたちの学び場だけではなくて、生涯教育という発想の中で、中学校区という言い方をしなくて、

学府ということで、10 学府を作っているというところの、まず、多分全国で初めてだと思いますよ

という自慢げに教育長は言っておられましたが、そもそも、根底にそういう考え方があって、10

学府を中心に地域づくりと学校づくりをしていこうということです。名前は違うんですけれども、

大きな考え方は同じで、小中連携一貫と平成 27 年度にコミュニティスクール、１年前にコミュニ

ティスクール、全部しましたということです。ここまでは、だいたい飯田市とやっているところは

同じなんですけれども、磐田市が一歩進んでいるなと思ったのは、そこに、ハードウエアの学府一

体型学校の形態をすでに検討しているということです。ここに書いてある未来型学府一体校という

のは、Ａ型といっていますけれども、新しく学校をつくる。その学府の中で、別の敷地を用意して

新しい学校を作ろうという未来型のＡとしています。Ｂというのは、一つの既存の小中学校に、中

心としながら、そこに、社会教育施設を組み込んで集積しながら作ろうというのがＢ型、Ｃ型とい

うのは、既存のそのままでいこうというのが、ＡＢＣというふうにやって、その方向付けを一緒に

やりながら、どういう施設が良いのかっていうこともやりながら、将来的にはＡ型に向かっていこ

うということを目指しながら、それを 30年計画でやっているというそれは息の長い手の打ち方に、

ほんとにびっくりしたわけで、実際には、私が一番気になるＡ型にした場合には、統廃合も含まれ

るわけで、一つの小学校がなくなるとかいうことに対して反対意見はありませんかという質問した

んですが、１個目、最初の新学府を作ったときには、いまつくっているんですけれども、話し合っ

たときに立派な絵図を見せて、要は、建築がこういうふうになって、ここに社会教育機関が入って、

小中一貫だよというふうになったときにですね、ずいぶんやはりイメージができると人ってかわる

かなと、まあ磐田市ですので、スクールバスで通えば、そんなに遠くないという地勢の有利さもあ

るのですけれども、そういった状況を除いても施設を含めて、この３つの類型を提示しながら、30
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年後を見据えて、一つずつ改善していきましょうという計画をしているということに、びっくりし

たというわけです。さらにこれも、私たちも９カ年のカリキュラムというふうに言っているんです

が、それぞれの学府で、発達段階に対応したカリキュラムを作りましょうよということで、４・３・

２制とか、５・４制とか、そういったものを各学区でつくってみましょうよということで、いわゆ

る９カ年のカリキュラム作らなくてはいけないという以上にもっと進んで、発達段階に応じて、本

当にまあ、いま、義務教育学校で国が提示されているのもあるんだけれども、この地域の特性に応

じて、不登校や学府の特徴に応じたカリキュラムを作っていこうということで、繰り返しですが、

４・３・２制とか、５・４制との開発をしているということにびっくりして、発達段階を考慮した

学年区分を持つ学校ということで、そこまで特色を 10 学府で出すんだということを言ってます。 

 一番最後に書いてある老朽化率とかですね、そういったものに関しては、飯田市でも同じ状況な

ので、いま、スタートは何年か遅れていますけれども、こういったビジョンづくり、絵作りという

のは、飯田市ではまだまだの部分があるのでこういった先進事例に学びながら作っていきたいなと

そんな風に思いました。２番は以上です。 

 

◇三浦弥生教育委員 

 はい、それでは、３番、磐田市教育支援センターあすなろを中心とした不登校児童生徒支援とい

うことで、報告したいと思います。ほんとに良い視察研修をさせていただきました、ありがとうご

ざいました。 

 こちらのあすなろですけれども、平成６年からそういった不登校の児童生徒の相談所としてスタ

ートしたということで、それがきちんとしたセンター化して、組織化されてきたという、そういっ

た場所になります。そこに充実したスタッフによる不登校児童支援とありますけれども、たくさん

のスタッフの人たちが支えているそういったセンターでした。 

 ２番のところ、訪問支援、来室支援、別室支援等により、まず、あすなろ、センターへの通級を

目指すとありますけれども、例えば、この訪問支援というもの、１週間に１回１時間程度訪問との

お話でした、子どもに会えないときは、家族の方のお話を聞いて、家族の方たちのストレスに寄り

添ってくると、その家族にも会えないときには手紙を書いてポストに入れるということで、その人

たちから離れない寄り添っているというのをきちんと具体的に姿勢に表したそういった対応をし

ている姿をお聞きしました。来室支援、こっちは、来室に向けてあすなろへ通うとことに慣れると

いうことの支援をするのが、来室支援。そして、別室支援というものは、保健室ですとか、そうい

うところへ繋いでいくというものでして、いずれもお家を一歩出て、いずれのところにも対応でき

るといったところの支援を行って、まず、あすなろへの通級を促すとありますけれども、まず、普

段から拘束されてきちんとした生活リズムの中で生活していないとそういった児童、生徒の皆さん

たちにそういった環境に少しずつ慣れてもらうといったところの対応をまずは行うんだというお

話を具体的にお聞きしてきています。そして、また、こういった子どもさんたちへの様々な方法へ

の対応とともに、親御さんたちのこともしっかりとみていらっしゃって、こんなお話をされていた

のが印象的だったのですが、お母さんたちがきれいになる、又は、明るくなるといったそういった

姿っていうのも、きちんと親御さんたちのストレスのバロメーターとして見ているんだよっていう

お話がとても印象深く、対象は子どもさんの周りにいるそういった保護者の方といったところも、

子どもへのサポートとしてしっかりとみていらっしゃるんだなというところも感じてきました。 

 そして、もう一つ連携といったところも、興味深くお話をお伺いしました。学級担任のそういっ

た先生とあとスタッフの方たちとの連携ですけれども、すごくわかりやすい言葉でした。仲良くと

いう言葉を言われていました。仲良く連携をとることによって、その子どもさんたちの本当に生の

そういったやり取りができるんだというところで、そういった仲の良い連携の在り方がこういった

子どもさんたちをサポートしていくうえでは必要なんだなということとても感じさせてくれる、ほ

んとに研修視察を受けていて、温かさが伝わってくるようなそんなセンターな感じを肌で感じてく

ることができました。 

 続いて、４こどもみんなプロジェクトの調査を活用したいじめ・不登校積極的対応というのがあ

ります。こちらのほうは、とても私も興味深く、磐田市の教育長さんのお話を伺っておりますけれ

ども、どういったものかというと、子どもの問題解決の取り組みやそういった予防策に関して、科

学的根拠エビデンスを取り入れるというところがその一つの目標、目的となっておりました。こど

もみんなプロジェクトというのは、これは産官学共同という形の考え方でいいのでしょうか。産官
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学共同という形でして、大学であるとか、そういった研究機関というところ、そこと、あと行政の

教育委員会等が一緒になって作り上げているものとそういうものでして、教育委員会、行政関係も

大きな大学が置かれているようなそういったところでして大阪大学、浜松医科大とありますので、

大阪府教育委員会、大阪市教育委員会だったり入っておりましたし、浜松医科大があるということ

で、静岡県の県の教育委員会ですとか、もちろん、磐田市の教育委員会さん、浜松市の教育委員会

さんということで、入っておりまして、ほかにもいくつか、教育委員会がはいって、一緒に調査に

協力しつつ、またそうした調査研究を受け、また研究の公表を受けながらといったところでの、一

つの対策でした。こちらのほうが学校風土調査ということでして、アンケート調査を実施をしてい

るということで、平成 28 年度の調査です。かなりいろいろなことを聞いておりまして、驚いたの

が親御さんの学歴だとか、親御さんの収入だとか、そういったような項目もありました。協力して

くれるんだろうかということで、疑問に思ったりもしましたけれども、こちらの教育長さんも、や

はり子どものそういった教育に関することならばということで、協力してくださるそういった保護

者の方たちのご意見を多く聞いたというお話を聞いております。小学校は全５校ということで、計

１，２８０人、１，０００人くらいのアンケートの協力者の人数です。中学校は、全部で３校、１，

０００人くらいということで、かなりのデータ、小学校も中学校もデータをとりまして、それの分

析をしたということです。その結果、そこの(2)のところに入っています、結果と分析ということ

でして、いじめ被害・加害に関する検討、お母さんの年齢があがると、いじめ被害、加害者の減少

がある、あと、早退日数が増えると、いじめ被害、加害者の増加がある、又は、登校問題に関する

検討では、世帯年収が低いほど、登校問題が増えるですとか、外国籍、日本語以外を話す子どもは、

登校問題が増加するとかですとか、③学校の風土、学校の雰囲気に関してですが、学校風土が良く

なると、いじめ被害が減少する、欠席・遅刻・早退が減少するとったような形のこういった内容の

ほんとに興味深い結果だなということで、結果のほうをお聞きしてきています。こういった結果を

受けて、ただやりっぱなしということではなくて、こちらのほうのプログラムは、普段、学校の先

生方が子どもさんたちの問題解決にあたって、一生懸命対応されていることに対しての科学的根拠

ということで、こういう形にするといいんじゃないかというようなところまで、支援にはいってお

りまして学校介入支援プログラムの提供、登校不安定に関する項目というとこ、あと児童生徒への

指導支援改善、共有化、といったところでのまた支援の提供とかが、それぞれ先生方の研修も含め

てどういうふうに対応していけばいいかなというところが、きちんと支援まで盛り込まれたそうい

ったプログラムになっていました。ですので、いま言った、原因としては、子どもさんに関するこ

と、家庭に関すること、原因はわかってもなかなか介入するのには問題がある点があるわけでして、

早速できるということでは、学校風土の改善に対しての取り組みということで、その子どもへの注

意の仕方への共有化といったものを教員の研修会で行ったというお話をお聞きしています。ですの

で、そういったそれぞれの先生がそれぞれにやっていたことをあえて子どもたちが混乱しないよう

に共有化を図るような研修を行うことによって、そういった子どもさんへの対応、又はそういった

学校の環境を良くするといったことへの同じ共通の認識と共通の子どもへの対応で、そういったこ

とを予防支援できるっていうところまでを行っているとても興味深いものでした。27 年からこれに

携わっているということで、お金の額も聞いてまいりました。27 年、負担額 100万円、28 年 90万

円、29 年 45万円という支出があるようでしたが、こういった科学的根拠に基づいたそういった子

どもさんたちへの問題対応への支援というものは、大切だなということを感じてきました。長くな

りました、これに関しては以上です。 

 

◇小澤由美子教育委員 

 はい、磐田市あったかトータルサポートですね、今年、平成 29 年４月に磐田市のほうから依頼

を受けたんですよね、で、作られた。社会福祉法人聖隷福祉事業団が作った聖隷ぴゅあセンター磐

田という、発達に問題のあるお子さんたちのセンターで飯田市でいうと療育センターひまわりのよ

うなところなんですけれども、就学前の子どもさんたちが、通常通って生活をしているところなん

ですけれども、ほんとにまだできたばかりですので、その肢体不自由なお子さんには、その子たち

にあったイスからマットからほんとに寝返りを促進したり、そういう素晴らしい施設ができていて、

あと、そうですね、自閉症とか、ほかのお子さんたちにも、感覚統合ができるような、素晴らしい

ボルタリングができるお部屋があったりとかですね、とても素晴らしい施設となっています。それ

と同時に、放課後のほうのクラブもやっていまして、いろいろな学校にバスがでていまして、その
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学校が終わった子どもたちを迎えにいって、放課後活動のほうを支えている。また、終わったらお

家のほうまで送り届けるということをやっているようです。そして、隣の建物にですね、聖隷チャ

レンジ工房磐田というのもありまして、そこで、リネンとパン工場、パンをまた販売しているんで

すけれども、なので、ちっちゃい、そこが、まだ就学前の子どもさんたちもパン作りを経験したり、

それから、ハンディがあってもそこで一生懸命働いているお兄さん、お姉さんたちの姿を見て、子

どもたちもああいうふうになりたいなという思いを持てたり、それから、お母さんやお父さんたち

もああいうふうになっていけるんだなというこう見通しの持てる、大人になるまで一貫して見通し

の持てる施設になっているがすごく特徴で、いい施設だなと思ってきました。 

 あとですね、そうですね、家に帰ってきて考えたときに、飯田市で考えた場合、まだあまり飯田

市のことをわかっていないのですが、磐田市も多分もっとたくさんの団体があると思うんですよ。

これはできたばかりで定員 30 人で、肢体不自由のお子さん何人、何人とかってやっているので、

多分ほかにもＮＰＯ法人で立ち上げたような団体がたくさんあると思うんですね。飯田市もすごく

熱い思いを持っている方々がいっぱいいて、自分の子どもがちっちゃいころには、３団体くらいし

かなかったのですが、いまは、10 くらいあるんですね。放課後とか休みとかにみてくれているとこ

も。だけれども、やっぱりこう、一貫して見られるというのがすごくこの磐田市の施設というのが

魅力的で、何かその良い形で飯田市にも取り入れていくことができたらいいなと思ってみてきまし

た。ちょっと話がまとまりませんで、素晴らしい良い施設でした。 

 

◎北原康彦学校教育課長 

 それでは、６磐田市負担教員、ふるさと先生について報告させていただきます。これにつきまし

ては、磐田市も合併をして、いま大きくなった市でありますけれども、平成 17 年の合併を機にそ

れぞれの子どもたちの個に応じて、きめ細やかな指導を行うこととして、教育特区という認定を受

けて、そこから始まっているということでありました。35 人以下学級の実現のために、市費負担の

教員をふるさと先生として任用してきておりまして、現在、さきほど話がでました 10 学府ごとに、

一人ずつふるさと先生が配置されているということありました。実際には、ふるさと先生とは別に

小中一貫の教育コーディネーターと呼ばれる先生がいらっしゃるようなんですが、その先生の後補

充であったり、小中一貫の関係の中で、小学校の英語活動に中学校の先生が行く、そういう時間を

生み出すための後補充という、そういうところで活躍を、勤務をされているということでありまし

た。任用につきましては、しっかりした選考試験を行って優秀な人材を確保に努めているというこ

とでございまして、待遇についても、県の臨時講師と同程度の待遇をするように努力をされている

とのことでありました。また、しっかりとした研修制度もありまして、個別の訪問指導、これは、

個別の訪問指導をするのは退職校長のようでありますけれども、育成指導主事ということで、退職

校長の皆さんを採用して、年 10 回程度学校を訪問して、ふるさと先生を個別に指導している。ま

た、研修会についても年４回、勤務、服務、学級経営、生徒指導などの面で行っているということ

でありました。市費でこのような先生を採用して、子どもたちのために努力をされておるというこ

とが、非常にうらやましい反面、飯田市には、なかなかちょっと、教育支援指導主事といろいろな

面で市費の採用をしていますので、人為的な制約もありますけれども、いいなと思う反面、飯田市

としては、難しいかなとそんな感じをうけてきた視察でありました。以上です。 

 

◇小林正佳教育長職務代理者 

 はい、社会教育分野のところですが、旧見付村にできた旧見付学校がございました。開智小学校

をイメージしていただければいいかなと思うのですが、時計台のある西洋的な建物が旧見付学校で、

４人くらいの人がスタッフとして見学者の受付をしたりしていたんですけれども、その担当の人か

ら、明治５年の学制の発布以後一番古い学校が旧見付学校で、次が松本の開智小学校だそうです。

ですが、開智学校は重要文化財に指定されているんだけれども、旧見付学校は、重要文化財とまで

はいっていない、それは、なぜかというと途中で改築したっていうことと、それから、ほかの学校

以外のものにも流用されたという時代があったということでなっていないということでした。また 

説明の中で、「和式の学校の中で一番古いのは、どこにあるのか知っているか」と言われて、私ど

も教育委員は、一人も答えられませんでした。松下社会教育担当参事には怒られそうで、深く反省

をしたんですが、そしたら、それは、「麻績学校」だと。座光寺の小島稔前の公民館長さん、まち

づくり委員会の会長さんが、そんなことも知らなかったとのかと、つい最近あって、怒られました。 
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 ２番目は、先ほど申し上げました遠江国分寺跡をお金をかけならが、整備を進めていました。 

 その他のところでありますけれども、皆さんの感想とかぶると思うのですけれども、やはり、長

期ビジョンを持っているということ、それから、総合的にきめ細かいっていうことですね。それが

本当に驚きました。ここまで長期的に見ながらトータルとして子どもたちを支えているのかという

ことですね。 

さきほどの不登校のことからいうと、「あすなろ」、飯田市で言うと追手町小学校と飯田東中学

校にある中間教室を一つにして、中間教室に子どもたちをまず復帰させようとしているのです。飯

田市の教育支援指導主事の人たちは学校へ復帰させようとしてるのですが、ちょっとその見方を考

えないといけないかなと思いました。いずれにしても、その磐田市の教育はすごいぞと思いました。 

 ふたつめ、そのしっぺいというのは、ちょっとこれ絵を見ていただきたいのですが、光前寺の早

太郎のことなんです。その光前寺の早太郎がサッカーボールを蹴っているんです。これが、シンボ

ルマークになっておりまして、今度、小中一貫教育をするために、バスを７台にしたって言って、

新車を見せてくれました。その側面にはこの「しっぺい」と書いた犬がついてるのです。教育委員

の皆さん方にもバッチ、あそこについている。 

 （「教育長からいただきました。」と言う者あり。） 

 ああいうのに、みんな付いているのです。駒ケ根市以上に、このしっぺい太郎、早太郎のことを

大事にしていました。 

 最後に、教育長室に飾ってあった言葉なんですが、私は気に入って、書きとめてきたんですが、

いじめ じめじめ いじめて みじめ いじめ みぬふり なお みじめと誰の詩だか書いてあ

ったんだけれども、ちょっと書きとめられなかったんですが。 

さきほどの上村小学校で、私が 30 年先といったのは、ここが発想の元であります。二つ目にい

じめのことでちょっと質問したのも、いじめっていうことをほかの教育委員会は意外と大事に考え

ているのですね。いま、飯田市のほうでは、学校のほうの対応にまかせているんですが、これが、

「いじめ自殺」などが問題となったときになると、飯田市の教育は吹っ飛んじゃうなというふうな

こともありまして、そのあたりのところ、少し丁寧に扱っていかなければいけないかなと感じたん

ですが。素晴らしい研修となりました。ほかの皆さん、何か感想がありましたらよろしくお願いし

ます。 

 伊藤委員さんと共有したかったので長く説明しました。皆さんはわかりやすく説明してくれまし

た。 

 

○代田昭久教育長 

 はい、ありがとうございました。いま、視察の報告をいただいたわけですけれども、もしほかに

教育委員さんのほうから、報告があればお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

 

 （「いいですか、ひとつだけ。」と言う者あり。） 

 

○代田昭久教育長 

 はい、どうぞ。 

 

◇小林正佳教育長職務代理者 

 すみません、私、連休、お盆の休みにですね、美術博物館に行ってきました。日は 15 日だった

と思いますが、雨が降って困ったのでいったというところだったんですけれども。プラネタリウム

が満員だったんです。それで、そのときに、係員の人たちが、４人で行ったんですが、空いている

かすぐ見てきます。ちょっと待っててください、ぎりぎりだったんですけれども。３人ならいけま

すと、小さい孫は膝にかかえてもらえれば、大丈夫ですって言って、その対応が非常に親切で丁寧

でありました。それから、非常にプラネタリウムが満員になっていて、お盆の休み中も係員の人た

ちが一生懸命世話をしていただいたことに感謝申し上げます。ほんとにありがとうございました。

以上です。 

 

○代田昭久教育長 

 はい、ありがとうございました。 
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○代田昭久教育長 

 伊藤教育委員お願いします。 

 

◇伊藤昇教育委員 

 はい、時間がないので、簡単に申し上げます。ちょっと帯同の報告で、先月しませんでしたが、

６月７日に上久堅小学校へ行ってきました。内容については、また学校訪問がありますので、その

ときにお話ししますけれども、指摘箇所については、ガス漏れ探知機なのどの指摘がありました。

もう一回、７月 25 日に遠山中学校へ同じ主幹指導主事に帯同していってきました。授業内容につ

きましては、また、学校訪問のときにふれますけれども、これもまた指摘箇所で、理科室、調理室

のガス漏れ探知機が期限切れであると、細かいことですけれども、そんなことを一応報告しておき

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。ほかにありますでしょうか。 

それでは、続きまして、日程第９その他(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。三浦教育次長お願いします。 

 

◎三浦伸一教育次長 

 はい、さきほど小澤教育委員からご質問のありました点につきまして、簡潔にご説明させていた

だきます。教育長報告の２枚目、１ページ、２ページ、３ページをごらんいただきたいと思います。

この表の中で、子育て・教育っていう列ですね、それと産業・地域ブランド、施設整備・活用、環

境保全、文化継承・資源活用、その他それぞれのところに教育委員会に関する項目がちりばめられ

ているというか、こういう区分を担当が行っていますのでなってます。例えばですね、橋南地区の

子育て・教育に対して、橋南児童クラブの施設が古いのでどうにかして欲しいということ。コミュ

ニティスクールを定着させるためには相当の取り組みが必要になるということ、それから、施設整

備・活用のところに、橋南公民館の整備についての意見が出ています。環境保全のところに、りん

ご並木の維持活動がなかなか大変だという意見がありますのように、３ページを見ていただきます

と、教育委員会に関わるものが、子育て・教育以外のところにも入っておりますので、また、時間

ございませんので、ごらんいただければと思います。 

今年度の48件ということが、教育長報告にでておりますが、その中で、特に今年度中に解決した

い課題が、さきほどの上村の子どもたちのこと、龍江地区からでました、前回の定例会でも少し説

明させていただきました竜東中学校の通学区の見直し及び部活動の件ですね、部活の存続ができな

いという。部活動の問題につきましては、竜東中学校と校区の小学校、地域の皆さんと話し合いに

はいっておりまして、子どもたちがやっていく中で、いまと同じような部活を維持はできないんで、

小学校４年から６年、中学１年から２年に、今後の部活動について意識調査をしまして、その結果

から将来の部活の在り方をいま検討をしております。その中で、課題は、サッカー部のいまの１年、

２年の子どもたちが、このままですと、11人確保できないんで、どういうふうにするのかっていう、

ほかの学校との合同なのか、そこがちょっと課題になってきます。ということで、当面、解決しな

ければいけない大きな課題はその２点というふうに把握をしております。以上です。 

 

○代田昭久教育長 

 はい、ありがとうございました。説明が終わりました何かあれば。 

 

○代田昭久教育長 

 はい、どうぞ。 

 

◇小林正佳教育長職務代理者 

 ごめんなさい、ちょっとお聞きしてもよろしいでしょうか。伊賀良からでている、学校裁量予算

のことなんですが、これは、伊賀良の市政懇談会の資料、(3)今牧まちづくり会長の言った伊賀良

小学校、旭ヶ丘中学校の予算増額について、このことについて言っているの。 
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○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 

 はい、伊賀良の市政懇談会は教育長と一緒に私のほうで出席しましたけれども、当日、今牧会長

のほうからのお話は、特にコミュニティスクールについてのソフト予算を計上して、コミュニティ

スクールの活動の促進をするっていうことを考えていくことはできないかという、そういう提言で

ありまして、ただ、今牧会長のほうからは、地域からの提案として受け止めて欲しいということで、

その場での応答は特にございませんでした。 

 

◇小林正佳教育長職務代理者 

 はい。 

 

○代田昭久教育長 

 はい、ありがとうございます。ほかにありませんでしょうか。はい、松下社会教育担当参事のほ

うからお願いします。 

 

 

◎松下徹社会教育担当参事 

 はい、特にございません。 

 

○代田昭久教育長 

 はい、ありがとうございました。 

それでは、(3)学校教育課報告事項をお願いします。 

 

○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 

 それでは、次第の冊子のところ、資料Ｎｏ．２のところをごらんいただきたいと思います。教育

課程研究協議会というものですけれども、最初のところ１ページのところから小学校、それから、

続けて、５ページのところから中学校がありますが、飯田下伊那すべての小学校、中学校を会場と

しまして、それぞれ飯田下伊那の先生方は、その日、一つの教科のところに集まって、各学校教育

課程の改善、それから、それぞれの先生方の力量の向上、指導力の向上を図るっていうことで、研

究会を行っております。そこで、９ページのところを見ていただきまして、飯田市内を会場とする

10月20日の小学校６校、それから９月７日の中学校８校につきましては、それぞれ教育委員の皆様

方、それから、８校というのは、多くなりますので教育委員会の事務局を含めて、出席をしていた

だきます。と申しますのは、この教育課程研究協議会というのは、県教委と市町村教委、それから

校長会のこの３者が共催ということになりますので、開会式のところでは、市町村教委として、市

教委の挨拶というものがございますので、その挨拶文案を隣の10ページのところにつけたところで

ございます。 

 開会式のところには、ぜひ、出席をいただきたいわけでございますが、その後各学校のところ、

前のページのほうに戻っていただきますと、日程及び連絡というところがございますので、およそ

の日程のところを見ていただきまして、それぞれの学校からしますと、教育委員の皆さん方がどこ

まで出席をしていただけるかというのをやはり把握をしたいというところがございます。およその

例でいいますと、研究授業のところまで見て、失礼をされたり、午前中の授業研究会のところまで

出席をされますというところがあろうかと思いますので、予定のところを見ていただきたいと思い

ます。 

 最後に、10ページになりますが、それぞれのところ、必ず開会式のところでは、挨拶が入るわけ

でございますので、骨子といたしましては、時候の挨拶と最後会場校と県教委へのお礼の言葉のほ
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かに、３点を骨子として含めてみました。一つには学習指導要領改訂期にあたる大事な時期である

ということを大切にしていただきたいということ、２点目に、飯田市では学力向上結いプランを進

めてきているということ、それから、３番目には、今回の学習指導要領改訂の中に、社会に開かれ

た教育課程っていうことが、キーワードとして出ている中で、飯田市では、飯田コミュニティスク

ールを推進しているっていう、そこを含めてご挨拶いただければありがたいと思います。挨拶文の

ところに、ご意見ございましたら、またお聞かせ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。いまの報告事項に関して、何かご意見、ご質問はありますでし

ょうか。 

 はい、それではもしありましたら、また学校教育専門幹のほうに連絡をしていただければと思い

ます。イの小学校運動会来賓挨拶文案についてお願いします。 

 

◎中井文彦学校教育専門幹 

 さきほど、別紙ペラ１枚で、資料NO.３として、小学校運動会・中学校文化祭の日程表が配付さ

れたかと思います。それから冊子の中には、小学校運動会の来賓挨拶文をつけてございます。予定

表のところを見ていただきまして、挨拶を求められているところは２校だけですので、そこのとこ

ろをごらんいただきながら、挨拶としましては、開会式ですので短い挨拶の中で、一言だけ、今年

飯田市が市制施行80周年ということを一言加えたらどうかと思いまして、ここちょっと色を付けた

点でございます。また、ごらん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。いまの（３）（イ）の説明に関して、何かご質問はありますで

しょうか。日程について個別にあれば、相談願います。 

 

○代田昭久教育長 

 はい、どうぞ。 

 

◇小林正佳教育長職務代理者 

 さっきのところに戻っちゃうんだけど、教育課程研究協議会の挨拶文は、これでＯＫなら、この

まま。何かほかにまたでてくる。 

 

◎中井文彦学校教育専門幹 

 よろしければ、これで。 

 

◇小林正佳教育長職務代理者 

１枚でくるっていうんじゃなくて、このまま使っていけっていうこと。 

 

◎中井文彦学校教育専門幹 

 １枚でお出しいたします。 

 

◇小林正佳教育長職務代理者 

 だったら、ここだけ直しておいていただければと思います。10ページの「子どもたちの学びが自

立し」とあるところを、流れからすると、「子どもたちの学びの自立と学力・体力の向上が図られ

ていくことを期待する」という流れが使いやすいのかなと気がしたんですが、ちょっと検討してみ

てください。 

 

◎中井文彦学校教育専門幹 

 はい、ありがとうございました。 
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◇小林正佳教育長職務代理者 

 つぎの運動会のほうのところは、教育長だけですので、教育長にお任せします。 

 

○代田昭久教育長 

 はい、三浦教育委員。 

 

◇三浦弥生教育委員 

 すみません、その教育課程研究協議会の挨拶文で、この研究協議会の目的につきましては、先ほ

ど県教育委員会○○先生にご挨拶いただきましたとあるんですが、目的を知っておきたいのですが、

自分で調べてもよいのですが。私が言うことではないと思うんですが。 

 

◇小林正佳教育長職務代理者 

 大事なところだ。 

 

◎中井文彦学校教育専門幹 

 いま、お配りしたところにありませんので、また、お渡しするようにいたします。 

 

○代田昭久教育長 

 ア、イを通じてほかにご意見はありますか。それでは、続いてウをお願します。 

 

◎北原康彦学校教育課長 

 ウでございます。飯田市教育委員会の学校訪問の日程確認でございます。さきほどの運動会の挨

拶文の後ろのページ、資料No.４のところに、８月25日から11月８日までの間行われます。教育委

員会の学校訪問についての日程の確認をお願いしたいと思います。すでに皆さんの空いている日で

調整させていただいて、もうこの日程でということで、各学校にもお知らせしてございますので、

都合つく範囲で、できるだけ参加していただきたいと思いますのが１点です。それと、教育委員会

の学校訪問につきましては、本日この資料をお配りした中に、同じ日程が入ってますのと、４月の

校長会のときに配布をさせていただきました教育委員会の学校訪問全体、教育長の学校訪問である

とか、学校教育専門幹の学校訪問とか、今回の教育委員会の委員の皆さんの学校訪問、あと、教育

事務所の主幹指導主事の学校訪問それぞれ４つありまして、その中の３つ目の形で行うものでして、

授業参観や校長、教頭との面談を通して、教育課題への取り組みや小中連携・一貫教育の現状につ

いて懇談するという、そういう目的でございますので、その点を踏まえながらぜひ、よろしくお願

いしたいと思います。以上です。 

 

○代田昭久教育長 

 はい、ありがとうございました。いまの説明に対して何か質問はございますでしょうか。 

 

◇小林正佳教育長職務代理者 

 すみません。視察のときには、これ以上の資料はないっていうふうに理解していいですか。つま

り、こんなに丁寧に資料をくれたのははじめてですので。いままでこんなに丁寧に資料もらってな

いよね。予習しろということですか。つまり、何を言いたいかというと、中には既存の資料で間に

合わせてくれるところは良いのですが、早めに新たに作っていくっていうとけっこう学校に負担を

かけちゃうなっていう気がするんで。これだけ丁寧に資料がくるっていのは初めてなんですが、経

過か何かわかりますか。 

 

○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 

 今回、学校要覧、グランドデザインを事前に配付ということにしましたので、それで、お渡しし

たところです。各学校のほうへ、新たに事前に資料をつくることはないようにということを伝えた
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ほうが良いものかどうかということは検討させていただきたいと思います。 

 

◇小林正佳教育長職務代理者 

 わかりました。もう一つ、こうやって聞けばいいかな。今回の学校訪問のテーマについてはどこ

かに書いてありますか。これについて説明してくれと学校と協議するというのが何かありましたで

しょうか。 

 

◇伊藤昇教育委員 

 それは、前に配ってくれたんじゃないですか。学校訪問資料というもので。違うな。取扱い注意

っていうので。 

 

◇小林正佳教育長職務代理者 

 それじゃなくて、今回、いわゆる校長さんに説明を求めるものが何があるのか、いままでだった

ら、小中連携・一貫教育とかコミュニティスクールがどのように進んでいるのか、ちょっとテーマ

があったような気がするんです。 

 

◇伊藤昇教育委員 

 そうですか。 

 

○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 

 さきほどご説明いたしました袋の中に日程とともに入っているものがありまして、その中で、重

点目標であるとか、学校の課題、小中連携・一貫、飯田コミュニティスクールの現状について中心

に意見交換をするということで、校長会のほうにも説明してございますので、この点についての今

回がテーマであるということをご理解いただければと思います。 

 

◇小林正佳教育長職務代理者 

 小中連携・一貫教育の現状について懇談するということで。そういうことですね。わかりました。

補足すると今年はグランドデザインと学校要覧を求めたので、早めに配ってくれたということです

ね。はい、わかりました。 

 

○代田昭久教育長 

 はい、ほかにはありますでしょうか。 

  

（「なし。」と言うものあり。） 

 

○代田昭久教育長 

なければ、(4)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 

 ございません。 

 

○代田昭久教育長 

 はい、続きまして、(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 

 一点だけ、こういうことがあるということをご承知置きいただきたいと思います。プレスリリー
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スという１枚ものをごらんいただきたいと思います。来週１週間、国際協力機構のＪＩＣＡの開発

途上国の７カ国から17人の国家公務員、いろいろな地域開発に係るスタッフが飯田に来て研修をし

ていきます。この研修については、ＰＬＳＤという参加型地域社会開発研修ということで、途上国

については従来、資金や人が投入されて、それが引き上げられると、あるいは資金が底をつくと開

発が止まるということが往々にしてあったんですけれども、この日本福祉大学の大濱先生を中心と

したＰＬＳＤ理論と言うのが、飯田市でいう公民館や自治の仕組みを開発途上国のなかに植え付け

るということで、それが、資源の投資がなくなっても自主・自立的に地域開発を継続的にできる仕

組みができていくということで、そのところを中心とした研修ということです。すでに20年間、飯

田市に来て研修をしていっていただいて、延べでは360人を超える皆さんが、来ていただいていま

す。 

 なかには、フィリピンのレガスピで、飯田市の公民館モデルを参考にしながら、公民館を立ち上

げ、その中で施設つくり、組織をつくり、自主・自立的な地域振興に取り組むという動きがはじま

っておりますけれども、このレガスピからも市民、議員、行政職員５人の方が研修に来ていただい

て、報告会を含めて交流研修を行います。特に、25日の研修会が１週間の研修を通じての報告とも

なりますので、もし、時間がゆるせば、またごらんになっていただければと思いますので、また、

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。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、 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。 

 

○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 

 それでは、資料No.５をごらんください。 

 人形劇のまちづくりの取り組みについてということで、直近のものについて説明をさせていただ

きます。主なものだけ説明させていただきます。 

 まず、１の(2)川本喜八郎人形美術館の関係でございますが、８月１日から台湾の影絵の展示を

行っております。それにあわせまして、先方から美術館同士の友好提携を結びたいという話がござ

いまして、８月１日に提携を行っていただいております。先方の美術館と指定管理者との間で結ん

でいただいております。それから、２番目の竹田扇之助記念国際糸操り人形館の関係でございます

が、多くのお客様を集めていきたいということのなかで、敬老の日にあわせました無料入館等のイ

ベントをやってまいりたいと考えております。 

 いいだ人形劇フェスタにつきましては、まだ、集計中でございますが、規模については、ほぼ昨

年並みの規模でございます。特記事項といたしましては、ことしは「さんしょううおの完成版」の

発表ということで、文化会館のホールで４回の公演を行ったわけでありますが、延べで1,800人く

らいの観客の方がありまして、非常に発信力のあるイベントになったかと思います。 

 海外からは８の国や地域から11劇団の参加をいただいて、多彩な人形劇が行われております。そ

れから、全国高等学校総合文化祭の関係でございますが、プレ大会に位置付けいたしまして、飯田

女子高等学校で行った２公演については、教育委員会の事務局の皆さんにもご協力いただきながら、

運営の実践をしたというところでございます。それから、来年フェスタ20周年、カーニバルから40

回ということで、世界人形劇フェスティバル、ＡＶＩＡＭＡ総会を行うということの中で、新たな

ポスターの募集をしながら、このフェスタにあわせて告知を行ったところでございます。 

 それから、別紙で、人形劇の機関紙ＤＯＧＵＳＨＩをお配りしております。これは７月末にでき

たもので、すでに組合回覧等行われましたので、見ていただいたかとは思いますけれども、いまの

「さんしょううお」のこと、それから、学校人形劇のこと、海外の劇のこと等、あるいは、懐かし
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いプリンプリン物語再放送という話題も取り入れてございますので、また、ごらんいただければと

思います。それから、もう１点、レジュメの一番最後に萩元晴彦ホームタウンコンサート第17回の

案内チラシがついてございます。９月18日の祝日にことしはビオラのカルテットとバンドネオンと

の共演ということで、珍しい演奏会になると思いますが、ぜひ、お時間があればご聴講いただけれ

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。いまの宮沢文化会館長の説明に、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、それでは、 (7)図書館関係報告事項お願いします。 

 

○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 

 すみません、別紙でカラー刷りのチラシを２枚用意させていただいております。一つは吉田遠志さ

んの木版画の展示会、それから、息子さんとお弟子さんによる対談、またお話会等を９月に行います。

もう一つの方が、南信州サイエンスクエストということで、公共施設等ですが、飯田市では美術博物

館、また図書館等で動物にちなんだイベント、クイズ等を行う予定でございますので、もし、お時間

がございましたらお出かけください。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。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、(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、お手元に直近で行います講座のご案内をご用意しております。８月 19 日とそれから９月

27 日ですが、興味がある方にはお越しいただきと思っております。あと、口頭で申しわけございま

せんけれども、７月 29 日、30 日行いました第 12 回の美博まつりの参加者だけご報告申し上げよう

と思います。内容的な反省については、明日当館の会議でまとめて、また、ご報告申し上げたいと

思います。参加者ですけれども、７月 29 日の土曜日が 812 人、30 日の日曜日が 917 人、合計で 1,729

人ということで、だいたいどのワークショップもほぼゆったり体験をしていただいたということで、

このくらいの人数が適正なのかなという評価でございます。2,000 人を超えるとちょっと落ち着か

ない状況となりますけれども、去年とほぼ同等の感じというところでございます。以上です。 

 

○代田昭久教育長 

 はい、ありがとうございました。いまの報告事項に対しまして、何かご質問等ありますでしょう

か。はい、それでは、(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 

 それでは、二つの点につきましてご報告させていただきます。 
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 まず、定例会会議資料の人形劇のあとのページでございますけれども、７月 30 日に行いました

第 15 回の飯田市地域史研究集会の報告をさせていただきます。今年度は歴史研究所の移転を控え

ていることもありまして、時期も７月という形で一日での開催とさせていただいております。内容

については、ここに記載した内容等でありますが、セッションⅠとⅡにそれぞれテーマを設定し、

午前と午後に分かれて、それぞれ３人の方から報告をいただきながら、意見交換を行ったという形

でございます。スタッフを含め、参加人数は 88 名という結果でございました。  

 また、参加した方の主な感想としましては、記載をしたとおりでありますが、中には高校生の方

がお一人参加していただいて、「もっと多くの方に研究していることを知ってもらうことが大事な

のではないかと感じました」と言う、そういう感想をいただいたこと。 また、「記録とともに、ど

う生かすかが問われると思う」とか、「地域の再生・創造のエネルギーにつながると良い」といっ

た声など、歴史研究所の今後の活動に向けたご意見をいただいたというふうに考えております。 

続いて、歴研ニュース８月１日の 89 号でございます。 

 今回のニュースは、１面に歴史研究所の移転に関する臨時休所、また、利用再開の案内を載せて

おります、また、中の面につきましてはリレーエッセイやこの間行って来ております研究の様子の

報告を中心に記載をさせていただきました。また、４面でありますけれども、これからのアカデミ

ア、ゼミ等の告知を中心に作成をしているところであります。 関連してもう一枚緑の紙で、９月

のアカデミアの内容、歴史と景観を中心とした内容でありますけれども、チラシを付けてございま

す。ご案内と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。何かご質問、ご意見等ありますでしょうか。 

  

(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５時17分） 


