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飯田市教育委員会 平成29年10月定例会会議録 
 

 

１ 会議開会の日時  平成29年10月11日（水） 午後３時15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） 

 

△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林正佳教育長職務代理者を指名した。 

 

△日程第４ 会議録の承認 

９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 

 お配りしましたＡ４の２枚、左肩とじの資料に沿って少しお話しをさせていただきたいというふ

うに思います。 

 まずは、飯田市内の小中学校の運動会、文化祭が無事終了しました。いまのところ大きな事故の

報告もなく、けがの報告も教育委員会に届いておりませんので、無事に終了できたというふうに思

っています。委員の皆様には各学校お忙しい中で、ご出席いただきまして本当にありがとうござい

ました。また、委員の報告の中から感想等いただければなというふうに思いますが、私の感想を一

言ですが、どうしてもあの会場にいくと学校現場の校長先生の気分になっちゃってですね、気にな

っちゃうのは、服装なんですね。やっぱり学校現場だと、あの中学生ちゃんとシャツを入れている

かとかですね、そういうことをきっちり指導している中で大丈夫かなというか、きっちりそろって

いるかなというのをどうしても気になってしまうのですが、私が音楽会は、旭ヶ丘中学校と飯田西

中学校に行きました。どちらもきっちりとした服装だったなというふうに思います。もう一個気に

なるのはですね、歌う歌唱力というよりも聞く態度、これは学校の方でしっかり聞こう、こういう

音楽会をつくるんだよというような話をするわけなんですが、どちらの学校も聞く態度、非常に良

公開 



2 

くてですね、一朝一夕にできることではないので、ベースとしては両学校とも非常に落ち着いた学

校経営ができているんじゃないかな、子どもたちの様子も良いんじゃないかななんて言うふうに思

いました。 

 実際に話に聞くこと、緑ヶ丘中学校は運動会に行ってきましたけれども、非常に元気にやってい

て素直な明るい感じが運動会にあふれていました。そんな意味で各学校の一つの集大成ができて、

それを見ることができたなというふうに思い、私もいっぱい元気をもらった運動会、文化祭であり

ました。委員の皆さんにはまたのちほど感想をいただければと思います。よろしくお願いいたしま

す。 

 ２番目、９月30日に菱田春草の常設展が美術博物館でスタートいたしました。この常設展、飯田

市の悲願であるわけですけれども、一つの大きなきっかけとしては、ご遺族、実は春草には３人の

息子さんがおられて、お孫さんに当たるのが三男の娘さん一人ということでですね、いまは菱田姓

ではなく、笹本姓になっているんですが、その笹本さんと館長、副館長と共に一度食事をさせてい

ただく機会を設けさせていただきました。その中で感じたのはですね、やはり、寄贈するに至った

ときにですね、飯田市の本当に献身的なアプローチや思い入れが飯田市に出てきたということを率

直に語っておられました。ずーと引き継いだものをですね、寄託、寄贈するっていうことは勇気が

いることだったと思いますが、それを心を揺り動かしたのは担当者の本当に熱心な情熱のアプロー

チがずっとあったんだなあと聞いて、それが本当に最終的な判断でしたと、飯田市にお任せします

というようなお言葉をいただいて、私も今度は受ける立場としてですね、しっかりとした責任を負

ったなというふうに思った次第です。飯田市制80周年記念日、10月28日には常設展示は無料になり

ますので、ぜひ、飯田の偉人の絵画を見ていただければなあというふうに思います。一つ、一番目

玉になっているのが菊慈童でございます。これは、常設展示といえども一年間展示っていうのは、

ずーと難しくて、作品や展示物を変えて常にできるということなんですが、菊慈童も一年間でもこ

の１か月だけです。この展示を逃すとまた来年というふうになりますので、ぜひ、お誘いあわせの

うえ、今月中に見ていただければ、大変うれしいなというふうに思います。今回の常設展も美術博

物館の提案からこういう形で無料の展示日を設けることができたんですけれども、小学校、中学校

の児童生徒をはじめ、より多くの市民にごらんいただく機会を作っていきたいなというふうに思い

ます。私も展示の感想ですが、改めていろんなものを見るとですね、すごい人が飯田にいたんだな

あというふうに思い、知らないことがまだまだいっぱいあるんだな、もっともっと常設展更新され

るたびに行きたいなというふうに思ったしだいであります。飯田市教育委員会としては、ＬＧ飯田

教育を推進しているんだけれども、まさに、ＬＧ飯田教育の一つの教科書だなあというふうに思い

ます。地元のことを愛したこの春草のことを学ぶことが本当に世界に通ずるような視点を与えてく

れるなというふうに思った展示でした。こんなところを美術博物館の立場からすると、どんどんど

んどんいいものにしていって、そんな飯田の宝にしていく展示にしたいなというふうに思ったしだ

いです。また、今後ともよろしくお願いいたします。 

 ３番目、おとといですけれども、風越登山マラソン63回の登山マラソンが無事終了しました。今

年度は昨年度に引き続き、非常に多くの参加者をいただき、受付総数としては610人、登山マラソ

ン、いわゆる虚空蔵山や白山社のほうに登るマラソンの参加者334人ということで、これは、平成

になってカウントしはじめてから最多数ということで、非常に多くのランナーが集まる大会となり

ました。この一つのきっかけとなったのは、生涯学習・スポーツ課本当に強い情熱でですね、ＩＣ

タグを入れたのが大きなきっかけとなっています。ＩＣタグは自動計測器でスタートしてから、ゴ

ールしてから自動的にプリントアウトされるというような仕組みです。そのためには、ある程度の

参加人数がいないとできないということで、昨年非常にメンバー総出で参加人数を募って、なんと

か採算があうところまで、参加人数を集めたという、昨年からの動きがあるわけですが、今年度は

じめてチーム対抗戦というものを行いました。いわゆる箱根駅伝の予選会風ということで、箱根駅

伝は10人の合計タイムで予選会を行うことによって本戦のチームを決めるという仕組みですけれ

ども、これもＩＣタグをやることによって誰も計算することなく、メンバーの合計が自動的に出る

ということで、20チームが参加し非常に盛り上がりました。実は、私もですね、１チーム結成して

参加をしました。いまは筋肉痛でばりばり足が痛いですが、誘った５人はすべてはじめてだったん

ですけれども、来年やりたいというふうに言ってくれて、これはなかなかチームで走る、いままで

孤独な登山マラソンがですね、一緒に走ることによってこう一つのきっかけとなってチーム参加、

絆をつくる良いきっかけになるんじゃないかなという予感はしました。来年度はいよいよ開山1300
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年ということで、記念大会として開くには十分の機会となると思います。そんな中で、ことし、ま

た昨年から積み上げられた新しいノウハウを生かしながら、より多くの市民に親しまれる大会にし

ていきたいなとそんなふうに思ったしだいです。ぜひ、健康に自信のある委員の皆さんはご参加を

お願いしたいと思います。本当に冗談じゃなく80歳とか大勢来ますので、ぜんぜん走れますので。 

お願いします。 

 ４番目です。前回９月の定例会が議会一般質問の前日でしたので、一般質問が明日からはじまり

ます。18人の質問の中から８人ということのみの報告であったのですが、以下８人の方々の質問の

概要を本当に大雑把に書いてあります。議員がみたらちょっともう少し質問したのにとか、回答も

もう少し丁寧にした部分もありますけれども、ここでは、またホームページ等に掲載してあります

ので、詳しい内容はそちらのほうに委ねさせていただくことにして、大きなポイントだけ何点かお

話をさせていただきたいなというふうに思います。 

 まず、一点吉川議員からの質問なんですが、これは市民の方々もなかなか難しいし、これは今後

継続的に説明していかなきゃいけないなというふうに思ったのはですね、ＩＣＴ教育と小中連携・

一貫教育とコミュニティスクール、これがどんなふうな進捗で課題あって、どう結びついているん

だというような質問をいただきました。この回答自体は本当にエッセンスだけなのでわかりにくい

部分もあるかと思いますが、繰り返し申しますが、ここはやっぱり丁寧な説明とわかりやすい説明

をしないと、実は去年も吉川議員ＩＣＴの質問を何回かしてくれて理解が深まっているかなと思い

ながら、わからない部分はまだまだ我々の説明不足の面があるなあというのを感じました。こうい

ったところはぜひ市民の方々にもまだまだ伝わっていないことがあるかなというふうにも感じ、説

明の難しさとまた必要性を感じたしだいです。 

 ２番目の小中学校のいわゆる建物維持の考え方についての竹村議員からの質問がありました。以

前、学習会で飯田市の小中学校の建物状況をご説明したと思います。築40年以上の建物が非常に多

くてこの改修だけで、これからどんどんお金がかかってしまうのが飯田市の実態です。その中で、

喫緊の課題となっているのが、いままでは耐震化でですね、地震の問題を対処したわけなんですけ

れども、いまは水回り問題が大きなことになっていて外からの水の問題、内からの水の問題という

ことで、これは耐久に非常に影響を及ぼすということで、これに関しては常に調査をしながらです

ね、常におおごとにならないうちに手を打つということを進めていきたいというふうに思います。 

これが大きな方針なんですが、その中にまた個別の課題があるとすれば、トイレの洋式化の問題で

す。市政懇談会でも回った時にトイレの洋式化について大きな要望があり、また、議員からも実際

に強い要望をいただきました。回答としてはですね、ここに書いたように今後、すべての小中学校

に洋式化のトイレを対応するには相当の期間を要するというような回答をしています。これは簡単

に言えば、簡単に年数をいえるような状況じゃないということで検討中ということなんですが、そ

れでもやや一歩踏み込んだ回答として、最後にあります洋式化の別の改修方法も検討を始めていき

たいというふうに考えているところであります。いままでだと洋式化まで相当な時間がかかります

としか回答ができない状況の中で、本当にいま子どもたちが家庭の洋式化の現状のなかで、入れな

いという切実な声をいただいている中で、どういう方法があるかということに関しては検討をはじ

めていきたいなそういうふうに考え、このような答弁をしております。 

 二つ飛ばさせていただきまして、学童保育、５番目の湯沢議員の学童保育の問題について共有を

させていただければなと思います。いま、学童保育と言う質問のタイトルなんですが、正式名称と

しては放課後児童クラブという言い方をしているわけなんですけれども、その児童クラブの定員を

現在飯田市のほうでは880人から970人まで、31年度末を目標に増やしていくという方向で計画を進

めています。それとあわせて開所時間を30分延長したりというような現状ではありますが、大きな

課題の一つとしてはその支援員の人材確保というものが大きな課題となっていて、これについては、

働く時間が不定期、不規則という問題もあるのでですね、こういったことを少し工夫をしながらで

すね、確保については努めていきたいし、また大きな問題である児童の本当に良い学び、場所って

いうことに関してですね、知恵をあわせて各児童クラブがいろいろな知見をあわせるような形での

運営をめざしていきたいとそんなふうに考えています。 

 はい、最後７番目ですけれども、新井議員のほうから、大きな質問、これは時間としたら30分弱

の質問をいただいたんですけれども、県の学びの改革と同様な改革を飯田市のほうでもしていく必

要があるんじゃないかというような御質問です。大きな計画については、県の教育振興基本計画に

先駆けて飯田市としては今年度から第２次飯田市教育振興基本計画を策定していますので、これに
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則って基本をベースにするので、いまから県と同様のものを作る必要はないというような認識にで

おるわけでございます。ただ、県の学びの改革のプランにあるような少子化への対策とか、また、

学ぶうえでの適正な環境、こういったものについては教育振興基本計画に多少書かれてない部分は

謙虚に受け止めながら進めていく必要があるだろうなというふうに思ったしだいです。いずれにし

ろ飯田市の教育が県や国の行政と連携をしながら進めていきたいなというふうに思っております

のでよろしくお願いいたします。 

 私のほうから以上です。何か御質問等あればお願いします。 

 

◇小林正佳教育長職務代理者 

 はい、それじゃ、３点質問をさせていただきます。 

 一点目はトイレの改修の件なんですが、洋式化ということで別の改修方法も検討していきたいと

いうふうな話もあるんですが、学校訪問とか校長先生との面談等で、教育長さんも全部ご承知のこ

となんですが、切実にいわれるのは「男女が一緒のトイレ」となっているところがあるので、これ

は女性の職員にとってはきついと思うんですよね。洋式化は上から何て言うんですか、イスみたい

なものをつけてやるっていう形で応急的にできると思うのですが、トイレが男女一緒だという所は

早急に手を打ってあげなければいけないと思います。いずれにしても、いつどのくらいの期間でや

っていうかというスケジュールを示してやっていくと学校は見通しが持てるのではないか思いま

す。質問というより意見となりますが。 

 二つ目なんですが、児童センター、児童クラブのことなんですが、私の認識としているところで

いくと、文部科学省関係のいわゆる放課後の子どもたちの居場所づくりとして、「放課後児童クラ

ブ」と、厚生労働省関係の「児童館、児童センター」と二通りあるんですよね、それらを飯田市で

は、飯田市教育委員会が管轄していると思いますが、どなたか担当されているかということです。 

私の地元の方から言われていることは、担当する部署がはっきりわからないと言われたのです。

ここにも書いてあるようなことや、「部署を設置する」ということとも繋がるかもしれないんです

が、こんなことを言われるんです。実際にはいるはずですが、そういうことを私も言われたことが

あります。 

飯田市全体を網羅しているのが、「児童センター」、「児童クラブ」、「児童館」で、「放課後子ども

教室」として運営しているのが「下久堅」と、この前教育委員で視察に行った「丸山地区」かな。

他の地区にももう少しあるかもしれませんけれどもそれくらいなんです。そんなようなことを、も

うちょっと整理してお話をしていただくとありがたいのですが、教育長さんがお話をしていただけ

れば一番ありがたいのですが。 

 三つ目なんですが、この「学びの改革」を県同様にということなんですが、このことで言われて

いることは何なのかということなんです。つまり、県の「学びの改革」は、一つには「学校の統廃

合」を含めたことがありますね、二つ目には授業内容を、それこそ「主体的で対話的で深い学び」

をやるというが、「高校の学びの改革」にはあるのですが、この新井議員さんは何を言われている

のか、その小中学校の「学びの改革を県同様に必要じゃないか」ということは、その学習内容のこ

とを言っているのか、それとも統廃合を含めたことを言われているのか、そのあたりのことを今後、

このことを踏まえて聞かせ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。 

 まず、一点のトイレの改修の件については、ご指摘どおりで、この資料にはないんですけれども、

仕切りをつくることもはじめるというふうには答弁をしています。ただ、小林教育長職務代理者が

言っていただいているとおりにですね、いま、我々の中ではそういった大まかなスケジュールを作

っていくっていうことが提示されていないっていう課題もあると思いますので、本当にそういった

ところは進めていきたいというふうに思います。児童館、児童センター、児童クラブと学童保育っ

ていうのも含めてここら辺の説明はフォローしていただいてよろしいでしょうか。 

 

◎北原康彦学校教育課長 

 はい、放課後児童教室と放課後児童クラブと言葉がでているので、まず整理してご説明させてい

ただきます。文部科学省が所管しているのが放課後子供教室です。これにつきましては、すべての



5 

子ども、学校に通っている子どもを対象にして、放課後に地域の皆さんの御協力の下に学習活動、

体験活動、スポーツであるとかいろいろな遊びを通じてやっているのが実態です。実施日につきま

しては、市内に５つありますけれども、それぞれ第１、第２、第３水曜日であるとか、毎週水曜日

であるとか、いろいろなやり方、独自でやっております。これにつきましては、地元の公民館が非

常にかかわっていただいてやっております。これが一つは放課後子供教室という形です。 

 もう一つでてきます放課後児童クラブという言い方でまとめていますのが、児童館、児童センタ

ー、児童クラブと言われているのが、学童クラブと言う言い方もありましたけれども、これは、厚

生労働省の管轄になります。これは、放課後、働いていて家庭に誰もいない、特に低学年の子ども

たちはちょっとそういうことだと家庭で見守ることができないので、そういう子どもたち、子育て

支援という部分と働く人たちの支援ということも含めてはじまっている制度でありまして、これは、

先ほどの放課後子供教室はすべてですけれども、こちらは家庭においてそういう環境にある子ども

たちを中心にということで限定しているのが、厚生労働省になります。 

 市の中でも、それぞれの運営が、先ほども放課後子供教室は公民館、放課後児童クラブにつきま

しては学校教育課ということで分けておりますので、ざっくり言いますと、まったく別の事業とい

う扱いで現在は行っています。どこがやっているかということがちょっとわかりにくいということ

でありますけれども、放課後児童クラブにつきましては、学校教育課の保健給食係というところが

担当してやっているのが現状であります。現在の様子そんなところであります。 

 

◇小林正佳教育長職務代理者 

 はい、わかりました。ですので、保育園と幼稚園というような関係みたいなところがあるそんな

関係ですみわけされておるんだけれども、やっていることは一緒なんだけども、運営とかお金の出

どころは違うのですか。 

 

◎北原康彦学校教育課長 

 対象とする子ども条件も違うし、運営するところも違うということがまず違います。 

 

◇小林正佳教育長職務代理者 

 幼稚園は誰でも行けるけれども、保育園は子どもの面倒が見られない家庭の子どもが入園すると

いうようなイメージ。それと同じわけですね。 

 

○代田昭久教育長 

 はい、ありがとうございました。 

 最後の新井議員の質問なんですけれども、教育内容、例えば少子化に向けての内容、また、３番

目に書きました教育の質っていう点でいうと、我々の回答としては、いま開かれた学校教育課程の

中で小中連携・一貫教育やＩＣＴ教育、またコミュニティスクール、ＬＧ飯田教育などを通じて質

を高めていくと、これが一つの教育振興基本計画の中で計画されたものなのでこれを遂行していく。

いうような展開で内容については回答をしています。 

 

◇小林正佳教育長職務代理者 

 はい、了解です。 

 

○代田昭久教育長 

 はい、ほかにないでしょうか。 

 

（「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。またよろしくお願いいたします。 

 

△日程第６ 議案審議 

○代田昭久教育長 
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 それでは、日程第６議案審議。本日の議案審議は２件になります。 

 一つ目、議案第68号飯田市文化財保護条例施行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。 

 

◎馬場保之文化財担当課長 

 それでは、議案第 68号でございますが、この議案につきましては、飯田市文化財保護条例施行規

則の一部を改正する規則制定についてでございます。 

 文化財保護条例につきましては、飯田市内に存するもののうち、市にとって重要なものについて、

その保存及び活用のため必要な措置を講じ、市民の文化向上に資するとともに、広く文化の進展に

貢献することを目的に定められた条例です。施行規則はその具体的な取り扱いを定めたものでござ

います。これまで災害時に文化財の現状回復などの規定がなく事前に許可が必要だったことから、

その取扱いにつきまして、平成 29 年飯田市議会第３回定例会で条例改正を行いました。これに伴

いまして教育委員会規則で定めることといたしました文化財の一部が壊れたりその価値が失われ

つつある場合に許可を得ずに応急的にとられる維持の措置の範囲について定める改正を行いたい

とするものでございます。 

 次ページの新旧対照表をごらんください。第６条は新たに追加する規定です。第１号では指定当

時の状態に戻す場合、第２号では指定された文化財の価値がそれ以上失われないようにする場合を

規定してございます。第７条から第 10条までは、現行第６条から第９条の規定を繰り下げたもの

です。第 10条は規則の誤りを正すものです。条例第 18条第１項は保存地域の認定等を定めたもの

で、条例第 23条第１項が公開、出品等教育委員会が行う公開の用について規定したものであると

いうところで、このように正したものでございます。前ページの規則改正の案文のほうへもどって

いただきまして、附則では本規則の施行期日を定めるものでございます。文化財の価値が失われつ

つある場合等に備え早期に対応する必要があり、かつ、改正内容が措置を行うものの不利益となら

ないものであることから、公布の日から施行するものであります。以上、よろしくご審議のほどお

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。いまの提案について、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 

それでは、議案第 68号は承認ということでよろしいでしょうか。 

 

（「結構です。」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、引き続きまして、議案第69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）の認定についてお願いします。 

 

◎北原康彦学校教育課長 

 はい、議案第 69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（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す。飯田市就学援助費支給について別紙のとおり申請がありましたので、

就学援助費支給対象者として認定したいとするものでございます。それぞれ記載のとおり、認定い

ただきますようよろしくお願いいたします。 

 

○代田昭久教育長 

はい、いま、事務局のほうから提案がありましたけれども、認定について意見、御質問等ありま
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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、それでは認定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 

ありがとうございます。それでは、二つの議案終わりました。 

 

△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。今月の協議事項はございません。 

 

△日程第８ 陳情審議 

○代田昭久教育長 

日程の第８陳情審議。今月の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。教育委員の皆さんの中で報告事項がありましたら、

お願いします。 

 

○代田昭久教育長 

 三浦教育委員お願いします。 

 

◇三浦弥生教育委員 

 それでは、運動会ですとか、文化祭のほうに出席をさせていただきましたので、そちらのほうの

感想を述べさせていただきます。 

 千栄小学校の運動会のほうに行かせていただきました。感じた点は３点ございます。 

 一つは安全と言ったところで、とても配慮をされているといった点を感じています。いろいろな

ニュースで張ったテントが風で飛ぶとかそういったニュースがありますけれども、テントの支柱が

きちんと中に杭を打つような形できちんととめられているような形でした。こんなところにもきち

んと配慮されているなということを感じたわけでありますし、もう１点は、救護の体制というもの

もきちんとＡＥＤも校庭のほうに出されておりましたし、誰でも使えるような形で分かりやすい位

置にきちんと配置されておりました。そして、いろいろな処置をするものに関しましても、どこに

何があるかというものがきちんとネームで貼られれておりまして、養護教諭の先生以外でも子ども

さんたちでも、また他の先生方でも対応できるようなそんな救護の設置の仕方も見てとれました。 

また、水分補給についてですけれども、子どもさんたちの足元にきちんと水筒ですとか、ペットボ

トルといったものがありまして、先生方が定期的に水分とったかっていう声掛けがこちらのテント

のほうまで聞こえてきましたし、子どもたち同士で飲もうなっていうようなそんなような声掛けも

ありまして、日頃の熱中症に対しての指導が行き届いているんだなということを感じました。 

 また、組体操、本当に素敵な千栄の四季という題名の組体操、表現と組体操合わせたといった形

だったのですけれども、すごく良い組体操を見させていただきました。でも、本当に昔で言うとピ

ラミッドって言うんですか、人が重なるようなところでは先生方何かあったときに支えられるとい

った体制をきちんととっていらっしゃいまして、安全の中で子どもたちが伸び伸びと運動できると

いったところを感じまして、運動会っていうものの陰できちんと安全に配慮してきちんと準備をす

るといったところをとても感じました。 

 また、２点目、地域といった点ですけれども、小さなところでしたので、本当に地域で盛り上げ
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ている運動会というのをすごく感じさせていただきました。私も種目に参加させていただきました

し、本当に御家族の方々も一緒になっていろいろな種目に参加すると、で、地域外から来ているお

ばあさんも一緒になって借り物競争で借り出されたりっていったところも、本当にほほえましくて、

そういったところの体験なんかが、また、子どもさんたちの運動会を通した教育のに良いんじゃな

いかなということを感じました。 

１点目安全、２点目地域、そして３点目としましては、全員参加というところを感じまして、本

当に準備、片づけから子どもさんたちを表に押し出すような形で教職員、先生方たちですとか、地

域の人たちが全体で動かしているといったところを感じさせていただいて、本当に良い運動会の姿

を見させていただいたと思っております。 

長くなりますがもう一つ文化祭のほう、緑ヶ丘中学校へ行かせていただいています。緑ヶ丘中学

校で感じた点ですけれども、緑ヶ丘中学校、私の出身になりますが、自分のときよりも本当にきれ

いな学校になって、本当に驚きましたけれども、とてもきちんとしたステージあり、照明があり、 

いろいろなそういった設備の中でいろいろなことを表現していくというと、やはり設備に投資して

いくというそういったところの必要性というものも一つ文化祭を見させていただいて感じたとこ

ろです。 

 もう一つ驚いた点というのが、全校語る会というのが冒頭ありまして、いじめについて私たちの

手でいじめを追放するためにできることということで、生徒さんが議事進行を務めまして発言も自

分のクラスと学籍番号のついたパネルを挙げるといった形でその議題について討論するといった

ところの内容を見させていただきました。内容もかなり踏み込んだところの話の内容を聞かせてい

ただきましたし、何よりも自分の思っていることを手を挙げてそして発言する、それを議事進行し

ている生徒さんたちがきちんとまとめ上げてそれをコメントするというところを見させていただ

いて、これはすごい力だなということを感じました。その裏にはきっと担当の先生方の御努力もあ

るんだろうなというところも感じたところではありますけれども、本当に生徒さんたちのそういっ

た力を感じまして、私以外の来賓の方々もいまのすごかったなっていう感想も討論会の後に、そん

な話も聞いております。良い運動会、文化祭出席させていただきました。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。ほかの委員さんいかがでしょうか。 

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、私も千代小学校の運動会に行かさせていただいたんですが、本当に温かい感じの来賓の皆

様も地域の皆様に見守られる中で子どもたちが精一杯力を出して一人一人の力が本当に必要な運

動会だなっと感じてきました。 

行く途中での、何ですかね、千代っ子を育てようってみたいな看板からはじまって、来賓の方々

の応援がすごくてですね、子どもたちが恐縮するほどの応援が、あれが地域でこうやって子どもた

ちを育ててくれてありがたいなと感じてきました。すみません、文化祭のほうは仕事の都合で参加

させていただかなかったんですけれども、私は松尾の出身なんですが、先日松尾地区の大運動会が

行われてスタッフとして参加させていただきました。およそ3,000人を超える人が集まるという運

動会でとても圧巻だったんですが、私はその中でタイムキーパーをやらせていただいて、どの競技

が何回行われるっていうのを全部やっていったなかで、やはり回数は確実に減っているんですが、

唯一減っていない競技がありました。それが小中学生によるパン食い競争だけは増えているんです

よ。８コースで40回が目標なんですが、パンが400個、用意するパンは500個なんですけれども、足

りなくなったことがあるんで、500個なんですが、子どもたちすごい参加していて、応援団にも参

加するし、あと実行委員としても参加していて、スターターでピストルをうったりとかですね、ゴ

ールテープの役をしたり、また、ウルトラクイズとかジャンケン大会とか、子どもたちがこぞって

前にでてきて、毎年こんなに子どもたち前にでてきたかなって感じるほどすごかったですね。こう

やって子どもたち、地元で毎年運動会を楽しみにして地元で育って行ってくれるといいなと願いま

した。 

あとですね、きのう中井学校教育専門幹と今度の10月31日に行われる秋季研修会のお話をちょっ

と詰めさせていただいて、中井学校教育専門幹が素晴らしい資料を作ってくださったんですけれど
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も、また、見ておいていただいて突っ込むところがあれば突っ込んでいただいて、よろしくお願い

します。こんな感じでいいですか。 

 

○代田昭久教育長 

 はい、ありがとうございました。それでは。 

 

◇小林正佳教育長職務代理者 

 それではいいですか。２点、一つは運動会、松尾小学校なんですが、大規模校のところでですね、

非常にいいなと思ったことは、開会式が端的なんですね。校長先生が「これから運動会を始めます」

と開会宣言をします。次に子どもたちが「選手宣誓」をする。それから「運動会の歌」が始まって

競技に入っていく。非常にコンパクトで良かったなと思いました。 

 二つ目に、「体力づくり」について考えていることを話させていただきたいと思うのですが、５、

６年ほど前からですね、飯田市の体育協会が各小学校や保育園等に、小さいころからこういう運動

をしておくといいということで、最初は山本小学校、次は上郷小学校に「コーディネーショントレ

ーニング」というものを入れたんです。たぶん２年間くらいの指定をしたと思うんですが。私は山

本小学校ではどんなことを行っているか見に行ったんです。そしたらね、「くねくね体操」とそれ

から「かにかに体操」とか言うんですかね、こんな程度なんですね。（実演を行う）これを何セッ

トか続けるんです。これが子どもたちの運動能力を非常に高めると言われましてね、それを見た瞬

間、私はこれで本当に力がつくのかと思いました。皆さんも今、思ったでしょう。 

それが、２、３週間前にＮＨＫの「ためしてガッテン」で、お年寄りが転ばないようにするため

の体操をやっていたのが、今のものと同じなんですよ。それを１か月続けた人たちは体力がアップ

しましてね、歩くのがやっとだったようなお年寄りが登山ができるようになっているのです。そし

て、その体操は幼児も子どもたちにもよいということで、東京都では全小学校に入れているという

んですよね。これはすごいなと思って、効果があるかどうか今、私自身が試しているのですが。 

飯田市の体育協会では、小平さんが中心となってやっているんですが、その人に聞くと上郷は保

育園にも入れているんですが、保育園でやっていくと運動能力が伸びるっていうふうに言われてい

たのですが、それを「ためしてガッテン」の中では、その成果をデータとして示してくれたんです。

これは、体力を付けるのではなくて、今の運動をすることによって運動神経を活性化させるんだそ

うです。そういうことで、これから飯田市の子どもたちの運動能力テスト、現在は、そう良い結果

ではないので、この取り組みも大事にしてかなくてはいけないんだなということに、今頃になって

気付かされました。体育協会の皆さんには非常に申し訳なかったなと思いますが、ぜひ、機会があ

ったら飯田市全体の中で検証してみたい。あのデータはたいしたものだなと感心してます。もう１

か月経ったら、私の体力も実際に伸びることを示されると思います。以上です。 

 

◇小澤由美子教育委員 

 何分くらい運動するのですか。 

 

◇小林正佳教育長職務代理者 

 ワンサイクルで２、３分くらい。いまのくねくね体操、かにかに体操、それからスクワットです

ね。結構、10分くらいかかっちゃいますね。 

 体育協会もそのデータを持ってました。今度どこが指定されてくるのかわかりませんが、それを

もうちょっと体力づくりの一環として取り組んでいく必要があるなとそんなふうに感じました。以

上です。 

 

○代田昭久教育長 

 はい、ありがとうございました。伊藤教育委員は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した。それでは、（2)教育次長及び社会教育担当参事報告事項をお願
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いします。 

 

◎三浦伸一教育次長 

 私はございません。 

 

◎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 

それでは、(3)学校教育課報告事項をお願いします。 

 

◎中井文彦学校教育専門幹 

 はい、それでは会議資料の中にあります資料No.１平成29年度飯田市小中連携・一貫教育アンケ

ートの結果分析報告書っていうところをお出しいただきたいと思います。 

 続けます、ページはありませんが表紙のところから10点ほどお話申し上げたいと思います。 

 一つは表紙のところ４番です。アンケートの内容ですが、平成23年度から経年変化を見るように

続けております。続けてきている良さもあるのですが、最後のところでも申し上げますが、問い方

を、少し工夫をしていきたいと考えております。 

 ２番目です。６番のところをごらんください。小中ともに保護者のところの回収率が上がってき

ております。昨年からことしのところ、保護者の意識、また学級担任のところの取り組みに改善が

見られたものと感じております。 

それではめくっていただきまして、問１、それから問２のところをごらんいただきますと、８割

の小学生が中学校生活を楽しみにしている。またその楽しみにしている内容といいますのは、部活

であり、友達であり、学校行事等ということで、例年と同じような傾向が見られるところでござい

ます。 

一番下の問３それから右にいきまして、問４・問５に入るわけですけれども、小学生は学習に対

してやはり中学校に上がるうえで、不安を感じていることが多く、また、テストをはじめとした学

習に関することを多く知りたいと、そういうふうに思っているところでございます。注意をしてみ

ていかなければいけない点は、問４のところです。中学校へ行って体験学習を行いたいかと問うた

ところ、昨年よりもやや減少している点、また原因等探ってまいりたいと考えております。 

 中学生のところにつきまして、問１それからめくっていただきまして、問２のところと続けてみ

ていただきたいと思います。中学校生活を楽しみにしていたことが、その問いのところからもわか

るわけですが、アンケートを実施しましたのが、６月から７月にかけてでございます。現在の中学

校生活はどうなのかというところ、楽しいと感じている割合が去年の中学１年生と比べて減少して

いる点を含めまして、特にこの時期ですね、文化祭を終えた中学１年生っていうのはこれからの生

活でのポイントとなる点ですので、また教頭会等を通じても話をしてまいりたい点だと考えており

ます。 

 一つ飛びまして問４のところを見ていただきますと、キャリア教育やふるさと学習が浸透してき

ているが故にそれをさらに充実して欲しいというのが子どもたちの声からもわかるところでござ

います。 

 右のほうのページを見ていただきまして、保護者のアンケートのところに移ります。問１になり

ますが、昨年から比べて特に小学校の保護者にとりましては、小中連携・一貫教育がわからないっ

ていう面が多いわけですけれども、それが減少してきている点、また、その要因を考えながらここ

をまた進めていきたいと考えております。 

 ９番目の話に移りますが、問３のところから小中連携・一貫教育、９年間の一貫したカリキュラ

ム、その指導っていうところに期待をしているところですけれども、それをさらに保護者に見える

ようにしていくということ、大変な面もあるわけですけれども、これから少しずつ取り組んでまい

りたいと思います。 

 めくっていただいて、最後になりますが、問４、５、６のところで保護者が小中の連携や交流に

対して期待をされているところがよくわかります。特に小中にギャップがあったり、中学校になっ

て急に指導法が変わったりすることがないようにということを望んでいることが例年出てきてい
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るわけですけれども、それをさらに実感としてわかっていただけるような指導をこれからも続けて

まいりたいと思います。 

 最後のページになりますけれども、典型的な記述のものを、そこのところに肯定的な意見、要望

的なもの、課題を指摘する意見をまとめたものでございます。特に要望の中では、先生方の負担と

いうか、苦労のところを書いていただいている点、それから、特別支援教育、特別支援学級のこと

について少し力を入れて欲しいということ、また、昨年も出てまいったわけですけれども、英語に

関して小学校同士での連携ですとか、中学校区の中で差が出ないようにというようなことも含めな

がらそんなようなことも考えて欲しいというところ、それから、一番下にもありますが、小中一貫

校のことですとか、統廃合のことについても検討して欲しいというような御意見も出されておりま

す。 

 最後、課題として書かれている点につきましては、本日の冒頭にも申し上げた点ですけれども、

学校評価ですとかアンケートというのは、このようになかなかよくわからないっていう面もあるわ

けですので、よくわかるようにしていくこと、もう一つは質問の問い方自体も工夫をして、また来

年度検証を進めてまいりたいと思います。報告以上です。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。小中連携・一貫教育のアンケート結果の報告について、いまあ

りましたけれども、何か御質問等ありますでしょうか。 

 

◇小林正佳教育長職務代理者 

 個々にだんだんにやっていきますか、それともまとめてやりますか。 

 

○代田昭久教育長 

 まとめていこうかと。 

 

◇小林正佳教育長職務代理者 

 はい、それじゃ、あとで。まとめてっていうのは、前回提案したようにここのところは、全部や

ってから質問をしますか、個々にやりますかっていうことです。 

 

○代田昭久教育長 

 それじゃ、後ろまでやっちゃいますか。特に大きな質問がまったくなければ、連続していきたい

と思いますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、イ市町村の特色ある教育を支援する教員配置事業についてお願いします。 

 

◎北原康彦学校教育課長 

 はい、続きまして、資料No.２をごらんいただきたいと思います。前段の学習会の中でもでてき

ましたので、それと関係のあるということでごらんいただきたいと思いますが、市町村の特色ある

教育活動を実現するため意欲ある教員を公募しますということで、来年度に向けて飯田市この事業

に申請をいたしまして現在、公募中と伺っております。この公募する教員につきましては、そこの

１番にございますように、県内の公立の小中学校、特別支援学校の教諭で、自らの専門性や経験を

生かし、市町村から提案されたテーマに情熱をもって取り組む意欲がある教員を募集しますという

ことでやってございます。めくっていただいた次のページの番号でいうと11番に飯田市の募集する

内容がございます。先生の皆さん、地域の素材を生かした環境教育を行ってみませんかということ

で、小学校の教諭ということで１人公募をかけております。公募分野につきましては、いろんなも

のがありますけれども、環境教育ということで、地域とともに学び、自信と誇りを持つ子どもの育

成、複式指導、ＩＣＴの活用による学力の向上ということで、期待する取り組みとしましては、小

規模学校において、地球規模の課題を暮らしや地域の課題と結んで捉え、解決に向けて考え行動す

る力を育むということで、こういう内容で現在募集しています。この１人に関しましては、結果応

募があって、小規模校、上村小学校等になるのかなということになるのですけれども、先ほどの先

生方の人数に加えて１人ということではなくて、現在の人数の中の一人としてこの先生が配置をさ

れていくというそういう事業だそうです。その点も御理解をいただきたいと思います。参考までに
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すべての今回の募集事業等はごらんいただいたとおりでございます。23市町村から30テーマにわた

って提案がありましたのであわせてごらん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。 

それでは、引き続きまして、(4)生涯学習・スポーツ課関係報告事項をお願いします。 

 

◎馬場保之文化財担当課長 

 はい、93次恒川官衙遺跡確認調査現地見学会について御報告させていただきます。資料No.３を

ごらんいただきたいと思います。 

 まず、こちらの調査につきましては、平成28年度から開始されました恒川官衙遺跡の史跡公園整

備事業に伴う調査の９月16日に行いました現地見学会の資料でございます。 

 あいにくのお天気ではありましたけれども、40人ほどが御来場いただきまして熱心に説明のほう

を聞いていただきました。 

 国史跡の恒川官衙遺跡につきましては、奈良・平安時代に信濃国おかれた10郡のうちの一番南の

飯田下伊那地域におかれた伊那郡衙の役所の跡ということで、役所に関係するものとして、正倉と

呼ばれる稲を納めた倉、それから、役人たちの宿泊施設である館、郡衙の給食施設である厨家、そ

ういったもの跡や大量の硯等などがこれまでの調査で見つかってきています。 

 裏面の左側になりますけれども、図をごらんいただければと思いますが、調査地点につきまして

はＪＲ元善光寺駅の南東側になります。正倉院と呼ばれる税を納めた倉が立ち並んでいた区域にな

りますけれども、周りをですね区画する溝が取り囲んでいまして、その溝の中から瓦がたくさん見

つかった地点に当たるということで、今回の調査では瓦葺の建物、税を納めた倉が見つかるんじゃ

ないかということで調査を実施したところでございます。 

 表面へ戻りまして、右側上段になりますが、調査区の土層と書かれた写真がございます。こちら

からはですね、表面から70センチ程度の深さになりますけれども、未満水と呼ばれる江戸時代前期

の洪水の痕跡が見つかっております。この未満水を取り除いたところの写真がですね、その左側に

あります。江戸時代の畑の跡ということで、畝の跡が見つかっております。さらにその下を掘り下

げたところですね、下段の右側、硬化面という堅く締まった面が見つかってきていると、この堅く

締まった面の上で炭になった米など、それからあと瓦の破片等が見つかっているというところです。 

 堅く締まった面につきましては、踏み固めたかあるいは突き固めたか、そのあたりのところは今

後分析していきたいというところでありますけれども、残念ながら今回の調査では瓦葺の建物跡は

見つかってきてはおりませんけれども、今後、確認調査等を実施していく中でですね、史跡公園の

整備のためのデータといいますか手掛かりを積み上げていきたいというふうに思っております。 

 なお、裏面の下の図の正倉列と書いてあるところ、そのあたりのところ、正倉列と書いた左側に

なりますけれども、ここをですね今週から調査に入っております。また、随時、恒川官衙遺跡情報

誌の発行や見学会等も毎日現地に来ていただければ調査員のほうで説明させていただきますけれ

ども、見学会等も開催してまいりたいというふうに思っております。説明につきましては以上のと

おりです。 

 

○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、(5)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 

 資料はつけてございませんけれども、今年度の高校生講座の事業ですけれども、飯田下伊那の各

高校から25人の高校生が応募いただきましたけれども、希望動機を書いていただいた作文ですとか、

あと通して参加できるかどうか意思確認をしまして最終的には15人に絞らせていただいて、この土

日に風越山麓研修センターで泊まり込みで開校式とミーティングを行って、最初はふるさと学習を

継続的に行いまして、３月にカンボジアのほうにスタディツアーということで、ようやく、いまは

じまったところでございます。詳細については土日の様子も含めて、次回の教育委員会の中で報告

をさせていただきます。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。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。 

 

◎宮沢正隆文化会館長 

 それでは、定例会会議事項の後ろのほう、資料No.４をごらんください。 

 人形劇のまちづくりの推進に関する直近の取り組みについて説明させていただきます。 

 公演事業につきましては、２つありまして10月21日に定期公演それから10月27日には大人向けの

秋の夜長を楽しむ公演ということで予定いたしております。それから、創造支援事業につきまして

は、恒例となりましたダンボールししまい作りのワークショップを行っておりまして、獅子舞フェ

スタに合わせて発表を予定しております。川本喜八郎人形美術館の関係でございますが、先だって

９月30日の日に川本喜八郎の人形アニメーション「蓮如とその母」を見る会とトークショーを行い

まして130人余の参加をいただきました。竹田扇之助記念国際糸操り人形館につきましては、館の

ＰＲを兼ねまして米寿を祝う招待券の配布を行いまして無料入館等の取り組みをいたしておりま

す。それから、伝統人形芝居振興事業につきましては、11月５日の日に黒田人形浄瑠璃伝承館のほ

うで、恒例となりました伊那谷４座によります伝統人形の合同発表会が県の県民芸術祭の一環とし

て位置付けられて行う予定でございます。それから、学校等で行われる人形劇活動への支援につき

ましては、伊那谷文化芸術祭の11月５日や地区の文化祭等発表をそれぞれ行っているところでござ

います。いいだ人形劇フェスタの関係でございますが、台湾の雲林国際人形劇フェスティバルとの

交流事業の一環といたしまして、昨日まで伊豆木人形劇クラブの皆さん６人、それから今田人形座

が付き添いまして、遠征をしていただきまして５公演、大変好評の中で上演していただいておりま

す。それから来年度の世界人形劇フェスティバルに向けた取り組みでございますけれども、実行委

員会で海外劇団の招へい、それから記念行事の企画等を進めているところでございます。右側に今

年のフェスタの概要をちょっと小さい字で恐縮ですけれども、ようやく数がまとまりましたので、

主なところだけ発表させていただきます。上から３分の１くらいのところに観劇者数がのっており

まして、延べ41,647人ということで昨年度よりも５％ほど増えております。これにつきましては、

大きな会場で行った「さんしょううお」等の大きな公演が観劇者増につながったものと考えており

ます。真ん中よりちょっと下の参加証ワッペンの販売状況につきましては、昨年を若干下回る

11,597枚ということでございます。来年度に向けてＰＲの仕方等をまた考えてまいりたいと思いま

す。一番下のところにことしの特徴等を書いてございますけれども、ことしは関東の人形劇を特集

として取り組みまして、初参加の伝統人形劇の公演をいただいております。それから、巨大人形劇

さんしょううおにつきましては、４回の公演、約2,000人が参加いただいて迫力のある舞台を堪能

いただいたと考えております。それから、札幌のこども劇場やまびこ座との協働によりまして、野

外人形劇ピノキオというのを行ったわけですけれども、こちらの方も飯田からの参加者を公募しま

して、飯田の親子12人も参加をして協働の舞台を踏んでいただいたということでございます。 

 戻りまして、人形劇のまち国際化の取り組みでございますが、先月末にフランスのシャルルヴィ

ル・メジェール市で行われました第６回目のＡＶＩＡＭＡ総会に市長が参加し、私も随行で参加を

させていただきました。この席上で来年飯田でＡＶＩＡＭＡ総会を担当するということを以前から

決まってきておりましたけれども、日程について協議をする中で、来年の８月10日、11日の２日間、

11日をメインに据えて行っていくという方向付けがなされております。また来年はシャルルヴィ

ル・メジェール市と友好提携して30年の節目になるということで、シャルルヴィル・メジェール市

の市長ご夫妻も飯田に来ていただく予定でございまして、そういった記念行事の企画だとか、おも

てなしの企画を今後、庁内連携をいただくなかで進めていく予定でございます。 

 もう一点伊那谷文化芸術祭について説明させていただきます。きょう、別の封筒に御招待の案内

をさせていただいておりまして、恒例となりました伊那谷文化芸術祭は昨年までに30回の節目を迎

えまして、ことしは第31回目ということでございます。今年は67団体1,600人を超える参加者を予

定しておりまして、11月の５日からの日曜日４週にわたって行われます。封筒の中に入場券となり

ます説明のガイドブックが入っておりますので、そちらを入場券といたしまして御都合のつくとき

に見に来ていただければと思います。演目の間であれば随時入場、退場可能でございますので、ぜ

ひ、よろしくお願いいたします。また最終日には打ち上げ反省会もありますので、会費をいただく

ことになっておりますけれども、御都合をつけていただき参加いただけると幸いです。よろしくお
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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。続きまして、(7)図書館関係報告事項お願いします。 

 

◎遠山尚久中央図書館長 

 それでは、資料の一番最後のページ図書館関係ですが、資料No.５をごらんいただきたいと思いま

す。よむとす事業報告及び予定で、まず報告ですが、第17回伊那谷地名講座を９月23日に実施しまし

た。これは現地を見学するということで募集定員を30人とさせていただいたところ、当日30人参加し

ていただいて講評でありました。 

 それから、２番の予定といたしまして、市制施行80周年記念事業ということで、図書館の特別資料

展ということを行います。皆さんのお手元にチラシを用意させていただいております。ピンク色のチ

ラシをごらんいただければと思います。飯田線辰野豊橋全通80周年と題しまして、10月28日から11

月５日まで中央図書館２階の研修室で行います。展示内容としては右側のところに書いてありますと

おり、飯田線年表と主なできごとからはじまりまして、関連人物の紹介、あるいは、電車の模型等々

展示させていただく予定でおります。一週間という短い時間ですが、ぜひ、御越しいただければと思

います。なお、10月28日は先ほど来、お話がありましたとおり、美術博物館のほうで春草の常設展が

無料で見せていただけるということなんで、美術博物館に寄ったあと、また図書館のほうへちょこっ

と寄っていただければと思います。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。続きまして、(8)美術博物館関係報告事項お願いします。 

 

◎飯島剛美術博物館副館長 

 報告事項、春草常設展のオープニングセレモニーということございますけれども、先ほど教育長か

らお話いただきましたので、私のほうから特に申し上げることはないということで、お手元に青色の

資料を用意しましたので、それをまたごらんいただければと思います。それのほかにびはくニュース

10月号をいつもは郵便で送っているのですけれども、ちょっと間に合わなかったのできょうお配りさ

せていただきました。10月１日まで行っておりました飯田古墳群の企画展ですけれども、5,000人を

目標としていましたが、7,000人を超える方に見ていただきまして、結構、話題性があったのかなと

思って見ております。詳しいことは後日、報告させていただきたいと思いますけれども、関連した講

座等も結構、大勢の方に来ていただいて関心が高まっていただいたのではないかというふうに思って

おります。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。続きまして、 (9)歴史研究所関係報告事項をお願いします。 

 

◎原俊文歴史研究所副所長 

  それでは、３点お願いします。 

 まず、別に配付をさせていただきましたＡ４の報告資料をごらんいただければと思います。まず、

９月に実施をしました飯田アカデミア第81講座の報告をさせていただきます。 

 今回の講座でありますけれども、東京藝術大学教授の野口昌夫先生にお願いをしまして、「イタリ

ア・トスカーナ：丘陵都市シエナの歴史と景観」をテーマに９月24日に開催をしております。イタリ

アの小都市の研究が専門であるという先生から、ローマからフランスへ続く街道の尾根沿いに形成さ

れたシエナという都市の景観・建物や、建物の上から見たという風景など多くの枚数のスライドを投

影しながら講演をいただきました。地形が都市の形を形成しているというようなお話でありまして、

石造りの建物というのは、等高線に沿って建てられているので、カーブをしたりしておりまして、独

特の印象を与えている。石造りの建物は永久の不動産であり、壁がそのまま隣との壁であったり、家

を建てるよりそういった部屋を改装しながら、借りて住んでいるそういう生活であるというお話でし

た。木造一戸建てで直角を基本に造られる日本の建物、そのあり方との違いがある程度わかった気が

しました。一方、スーパーマーケットというものはなくて、市場や小売りが残っているというそうい



15 

う町ですとか、パリオというお祭り、地域のまとまりを大切にしているなどのお話は、「集まり、誇

りを持って伝えていく。ちゃんとしたお祭りがあるいうことは大事なこと」という質疑の中での先生

の発言にも繋がっていたように思います。今回のアカデミアですが、初めて参加いただく方も半数近

くいまして、内容によっては、また、新たな参加者を得られること、市民の皆さんのニーズ、求めら

れているものは多様なのだと改めて感じたところでございます。 

 続いて歴研ニュース第90号、10月３日発行ということでありますが、内容といたしましては地域史

研究集会の内容の報告、中のページにつきましては、今回の飯田歴研賞の内容ほか受賞者のコメント、

それから研究員の研究している内容・報告、リレーエッセイなどを中心に掲載しまして、４面最後の

面には、10、11月に行う地域史講座またゼミ等の告知を中心に掲載をさせていただいております。な

お、次回は12月に発行をする予定でございます。 

 最後に歴史研究所の年報第15号でございますが、今回、９月末に発刊できましたのでお配りをさせ

ていただきました。28年度に開催しました地域史研究集会、28年度の研究を中心に報告させていただ

いた内容をまとめた内容ということでございます。また、ごらんいただければと思います。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。各課、館からの報告事項がありましたけれども、委員の中で御

意見、御質問あればお願いします。 

 

◇小林正佳教育長職務代理者 

 それではよろしいでしょうか。 

 

○代田昭久教育長 

 はい、どうぞ。 

 

◇小林正佳教育長職務代理者 

 歴研ニュースを開いた中に「飯田歴研賞2017」ですね、「上郷公民館ふるさと学習教材編集委員

会」の子どもたち向けのふるさと学習の教材を歴研の奨励賞をいただけたということがありました

が、これは本当にありがたいことだなあと思いました。こういうことに目をつけていただいて、奨

励していただくっていうことが、非常にありがたいなと感じました。１点目です。 

 ほかのことにいきますが、よろしいでしょうか。小中連携・一貫教育アンケートのところなんで

すが、最初に質問をさせていただきますが、気になる点は問１の「中学へ入学して生活するのは楽

しみですか」というのが少し減少している。それから２の問２、中学１年生のアンケートの結果で

すが、「小学校の時にイメージした中学校の生活に対して、実際の中学校の生活はどうですか」っ

ていうのも、イメージしていたよりも楽しいということが減ってきていることが気になるんですが、

これは何かあるのか、それぞれ分析していただければと思うのですが、それで質問なんですが、こ

れは、このデータは自分の学校のデータと比べることはできますか。 

 

○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 

  集計について全て教育委員会の事務局の方で、するということで、負担をかけないっていうこと

で、全てこちらに渡されてきておりますので、返すことはできることです。けれども、今まで返して

おりませんので、気になる点を伝えていくようにしたいと思います。 

 

◇小林正佳教育長職務代理者 

 はい、わかりました。そうすると、学校教育専門幹のほうで学校によってこの辺りの割合が高い、

低いっていうあたりはつかめますか。 
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◎中井文彦学校教育専門幹 

 はい、つかめます。 

 

◇小林正佳教育長職務代理者 

 それじゃ、そんな点をまた学校のほうへ知らせていただきながら、どうしてその学校がこういう割

合が高いのか、または低いのかっていうあたりのことを分析していただければと思います。 

 ２点目の要望ですが、特に２の問３保護者アンケートの結果ですが、なかなか「小中連携・一貫

教育がわからない」という保護者が３割弱いるというコメントをいただいておるんですが、多分、

そうだろうなと思います。 

分かってもらうためには、いろいろあるのですが、一つは、中学校の先生が小学校に行くとか、

小学校の先生が中学校へ行くというあの場面を参観日で保護者に見てもらえないか、ちょっと学校

の事情によって難しいところもあるんですが。それぞれ乗り入れしてくれながら、小中でやってく

れているなっていうことを具体的に見てもらう場を設定できないかなと思います。校長先生や教頭

先生がいろいろ説明をしていただいたり、お便り等で広報していただいたりしているんですけれど

も、やっぱりわかりやすくするには、具体的なところが見られるようなことを考えていただければ

と思います。要望です。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。 

 

◇小林正佳教育長職務代理者 

 なかったら、最後にもう一つよろしいでしょうか。 

 

○代田昭久教育長 

 はい。 

 

◇小林正佳教育長職務代理者 

 ４の自由記述の中で、いろいろ大事なことを書いてくださっているのですけれども、△のところ

の真ん中、小中連携・一貫教育のなかで、「特別支援学級のつながり」というはかなり進んだなっ

て私は認識していたんですけれども、この真ん中のところには、「中学校での特別支援学級のほう

にも少し力を入れて欲しいです」と書いてあるんです。ここの意味をもうちょっと理解したいなと

思うのですが、内容はこれだけですかね。何か端折っているわけではないですよね。 

 

○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 

 田中教育指導主事にまとめていただいた部分がありますので、私、ちょっと全文を読んでいない

ところもありますので、もう１回確かめ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 

 はい、わかりました。自分とすれば、特別支援教育の個別支援計画のあたりで、小学校から中学

校へ橋渡しがスムーズに行くようになってずいぶん進んだなと思っているのですけれども、これは

中学校の特別支援学級そのものの内容を問題としているのかなあというふうにも読み取れるんで、

また、見といてください。以上です。 

 

○代田昭久教育長 

 はい、貴重なご指摘ありがとうございました。ほかにありますでしょうか。 

 小澤教育委員お願いします。 

 

◇小澤由美子教育委員 
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 はい、いまの職務代理さんのところと同じことなんですが、要望的な意見の中に、中学校の統廃

合を早急に検討していただきたいと書いてあるんですが、これは一部の方の意見なのか、それとも、

地域から出ているんですかね。考えなければいけないことですよね。 

 

○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 

 はい、昨年、ことしと飯田市の中にも小中とか中高の一貫校を、というようなことをポツポツと

書かれることがあるのですけれども、中学校の統廃合っていうことは一つだけぽんと入ったもので

すので書いたものです。地域としての大きな意見ということではなくて、こういう意見もあるとい

う少数の意見ですが載せたところです。 

 

◇小澤由美子教育委員 

 これは早急に検討をしていく、いずれはしていくっていうことですかね。 

 

○代田昭久教育長 

 これはアンケートの意見を載せたっていう回答で。いま、現時点で教育委員会が統廃合するとか、

そういうことのメッセージなり発言は一切、まだ、していません。 

 

◇小澤由美子教育委員 

 そういう意見があったよということですね。 

 

○代田昭久教育長 

 そうですね、自由記述のアンケートを記載させていただいて、そういう声は現実的にはあるし、

長い目で見ればその必要性は教育委員会としては認識していますが、いま、具体的にという話はし

ている状況ではありません。 

 ほかに、伊藤教育委員いかがでしょうか。 

 

◇伊藤昇教育委員 

 資料と説明がたくさんありまして吸収するだけで精一杯です。 

 

○代田昭久教育長 

 ありがとうございます。何かまたお気づきの点があれば御指摘いただければと思います。ほかに

ないようであれば次に移りたいと思います。 

 

 (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44分） 


