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飯田市教育委員会 平成29年11月定例会会議録 
 

 

１ 会議開会の日時  平成29年11月16日（木） 午後３時 

 

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 

会議録署名委員に三浦弥生教育委員を指名した。 

 

△日程第４ 会議録の承認 

10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 

 私のほうで、Ａ４で左肩とじ４枚の教育長報告事項のペーパーを用意させていただきました。冒

頭に申し上げますが、きょう、５時から記者会見がありますので、本日の会議自体は16時30分から

40分をめどに終了させていただきたいと思います。 

 私の報告も少し短めにしたいと思いますので、ご了承いただければと思います。 

 まずは、きょう、私のほうから、４点ご報告させていただきます。 

 まずは、本年度教育委員学校訪問のほう、８月から約１カ月半かかりましたけれども、28校無事

終了させていただきました。本当にお忙しい中お時間をいただき、また、訪問した際にはですね、

本当にたぶん学校関係者ではわからない視点なんかでのご指摘をいただき、本当にありがとうござ

いました。今年度の学校訪問の変更点としては、例えば伊賀良小学校とかの大きな小学校に関して

は、教室を回る時間がないのでですね、大規模学校では視察時間を10分延長したり、また、一日だ

と大変疲れてしまうので、基本午前中３校を基本とするような巡回の方法、また、事前に教育委員

さんのほうにもわかっていただけるように学校要覧やグランドデザインを事前に配付するという

ようなところを変更しながら今回行ってきたわけです。また、いろんな機会、この後の報告事項で
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も今回の訪問についての御意見等いただければなというふうに思いますので、よろしくお願いしま

す。繰り返しですが本当に大変だったと思います。私も一日やると午後の仕事がなかなかはかどら

ないというような体力を使いますが、本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。 

 ２番、市制施行80周年記念式典、これは10月28日行われました。80周年ということで式典のほう

も当初いわゆる市の部長会のほうでは、素案があったんですけれども、もう少し中学生の出番をと

いうことで、いくつか中学生の活躍する場があってよかったなというふうに思います。三浦委員と

小澤委員参加していただいたので様子はごらんになっていただけたかと思いますが、本当に生き生

きと10年後のまちづくりを語る中学生、えらいないというふうに思って、私も周りからいろいろな

意見を聞くと中学生のプレゼン良かったなというふうに言っていただく方が多くてよかったなと

いうふうに思います。小林委員と伊藤委員が参加できなかったようですので発表の内容を添付させ

ていただきました。あらためて見ていただければなというふうに思います。このプレゼンテーショ

ン、約20分くらいであったのですが、きっかけとしては、三遠南信中学生交流のなかで、ことしの

テーマは、飯田で自分たちが思い描く10年後のまちづくりということをテーマに学びをしました。

そのときに、気づいたこととしてはですね、これはたぶん飯田の子どもたちだけがやっていたら、

なかなか気づかない視点があったかなというふうに思います。豊橋、浜松といった県外また海のあ

る地域というところからのディスカッションのなかで飯田の良さを感じ、また、飯田の未来を考え

るということができたというのはとても良いことだったなというふうに思います。それで、子ども

の中からの意見で、きょうで終わりにしたらとてももったいないという意見、感想がありました。 

そんな意見をとりながら、交流のイベントだけに終わらせない活動をしていくことが、ことしは、

たまたま市制80周年という発表の場があったんですけれども、続ける場をつくっていくことが大切

だなと感じました。 

 また、80周年記念パネルディスカッションでは、４人の飯田市を代表する中で高陵中学校の北原

さんが堂々とパネルディスカッションをしているのが印象に残りました。そのときに、市長の質問

の中で将来は空港に関する仕事をしたいという発言があってですね、そのために、私は飯田を離れ

ることになるんだということをパネルディスカッションでしました。その切り返しで市長が羽田な

り名古屋でも１時間半あれば通えるんだとか、職業によっては飯田市に軸足を置いてできるんだよ

というような話があったときに、ああそういう考え方がなかったので、ぜひ、飯田を生活の拠点と

することも考えたいなんてことも話がありました。本当に、リニアが通るとこれからの飯田の子ど

もたちの職業選びも随分かわってくるんだろうな、そんなことも思いながら、これからは違う働き

方やまちづくりの方法を模索していく必要性もあるなあというふうに感じながら式典を見ており

ました。また、これについての御意見があればよろしくお願いします。 

 ３番目、これは先週になりますけれども、第50回の飯田研究大会ということで、長野県道徳教育

学会が続けているその研修集会が飯田で行われました。280人県下から集まって本当に大きな研究

大会だったなというふうに思います。概要としては、伊賀良小学校、旭ヶ丘中学校で公開授業を行

い、それについて授業研究をし、また、最後はパネルディスカッションをするという内容でした。

本当に多くの方々が意見交換できて、私も伊賀良小学校の授業を見てきたんですけれども、こんな

授業が続けば本当に良いなというふうに感じました。特に、私が改めて感じたことは、50回続けて

いる道徳教育の研究会ということで信州道徳が築き上げてきた歴史、その積み重ねてきた知見の大

きさに本当に驚きがありました。本当に昔からこういうことをやってきたんだなというふうに思い

ました。そして、委員の皆さん御存知のとおり教科化ということで来年度から教科書ができて、授

業数が決まります。一般的には量的な確保と質的な転換ということが教科化に向けて言われている

ところでありますけれども、長野県、また飯田市にとっては、ずっと言われ続けてきたことをいま

一度見直して大切にしていくことが重要なんだなとそんなふうに思いました。教科化に向けては一

歩も二歩も飯田教育っていうのはアドバンテージがあるんじゃないのかなとそんなふうに思いま

した。 

 ４番目は、飯伊市町村教育委員会の秋季研修会についてです。これも、全体会については皆さん

ご出席していたので、私のほうからは、第２分科会のほうで小澤委員の発表と御意見を掲載させて

いただきました。発表自体は事前に皆さんに御協議をいただいたので、本当にあらためて私自身も

勉強する内容だったなあと思います。飯田市がどういうふうに取り組んでいるのか、また、課題な

んかも提示されました。実は、教育長さんが誰も出席していない分科会で、教育委員ばかりの分科

会だったので、専門的なことはなかなかわからないという御発言が多い中だったんですが、実際に
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その特別支援の子どもたちの対応については、これからどんどん情報共有をしながら、対応してか

なくてはいけないなあという、そういった意見はいっぱい聞かれました。全体を通じては幼保小連

携だとか、特別な支援を必要とする子どもたちの見る目を変えていく必要があるんだなと、そのた

めに市町村取り組みを共有しながら、そういった環境を整えていきたいという意見が聞かれて、非

常に有意義な研修会になったかなというふうに思っています。また、こちらについても小澤委員の

ほうから補足があれば、言っていただければと思いますが、とても良い研修会だったと思います。 

 私のほうからは以上４点です。何か御意見等ありましたら、お願いします。 

 

◇小林正佳教育長職務代理者 

 最初の教育委員の学校訪問のことですが、その前に、滝沢補佐には、毎回車を運転していただき、

また次長等にもいろいろアドバイスいただきましてありがとうございました。 

今年度の改善点の中で、視察時間を10分延長していただいことで少し余裕があったのではないか

と思います。その中で、大きく変わったことが、給食を毎回食べたことですね。小規模の学校で、

食べたときには、給食準備に人手が足らなくて、教頭先生からはじまってみんなが持ってきて用意

していただいたという状況がありました。それこそ、代田教育長の就任当時の挨拶で「劣後順位」

ということを言われたし、それから今、「働き方改革」ということを文部科学省や県教委も非常に

強く言っております。教員の勤務時間の削減っていうことでね。こういう中で、あれだけ面倒をお

かけして給食を運んでもらうことが良いことなのかどうか、迷惑をかけているのではないかなと思

います。市内の学校については、教育委員会として、教育活動を見させていただかなければいけな

いのですが、給食は、たまには大きな学校みたいなところで食べて味わう、子どもたちはどんな給

食を食べているっていうことも、私たちどもの視察の重要な目的なのですが、毎回、毎回食べなく

ても、迷惑をかけなくてもいいのではないかと思います。それから、学校からグランドデザインを

予め集めて、私たちに事前に配布していただきましたが、これも事務局や学校に手間をかけてしま

うことなので、当日、学校で用意してもらって説明いただければ十分わかることなので、できるだ

け、学校現場や事務局に迷惑をかけないで、私たちがしっかりと学校のことを把握していくべきじ

ゃないかなと思います。今までは、授業じゃなくても休み時間でもいいということだったのですが、

でも、授業はやっぱり見せていただきたいっていう思いはあります。それだけは学校現場にお許し

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。食事の件と事前配付の件につきましては、御意見をいただきま

したので、また事務局のほうでも検討したいというふうに思います。ほかにはいかがでしょうか。 

 はい、ないようですので、もし何かございましたら教育委員報告事項のほうでお願いしたいと思

います。 

 

△日程第６ 議案審議 

○代田昭久教育長 

 それでは、日程第６議案審議に移りたいと思います。本日の議案審議は２件です。よろしくお願

いいたします。 

 まず、議案第 70 号飯田市立小学校及び中学校の通学区域に関する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。 

 

○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70号をお願いいたします。飯田市立小学校及び中学校の通学区域に関する規則の一

部を改正する規則の制定についてでございます。飯田市立小学校及び中学校の通学区域に関する規

則というものがありますが、この一部を改正し、下記のとおり制定するということで、これから案

として説明させていただきます。 

 飯田市立小学校及び中学校の通学区域に関する規則の一部を次のように改正するというもので

ございまして、第５条を第６条とし、第４条を第５条とし、第３条の次に１条を加えるという形で
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改正するものでございます。 

 第４条ということで入りますけれど、第４条として小規模特認校制度に係る指定の変更等でござ

います。第４条につきましては、要旨を説明させていただきますけれど、特色ある教育を推進する

小規模な学校において、心身の増進を図り、豊かな人間性を培うため、小学校就学予定者の保護者

又は学齢児童の保護者の希望に応じ、指定の変更に係る許可をすることができるということでござ

います。申請がありましたものを教育委員会は申請の旨を受けて許可をするということになります。

この小規模特認校につきましては、第４項にございます小規模特認校は、飯田市立上村小学校とす

ることで、規則を改正したいとするものでございます。いままでは住所のあるというところによっ

て通学する学校が決められておりましたけれど、この規則を改正することによりまして、飯田市内

に住所がある方につきましては、その通学区域に関わらずこの小規模特認校と指定する上村小学校

に通うことができるとそういう形に改正したいとするものであります。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。この議案の進め方ではありますけれども、いま、お配りしてあ

る上村小学校が特認校の指定を受けた後、どんな学校教育目標でやっていくのか、特色ある教育活

動などに関しては御意見を伺いたいとは思います。これは、議決するものではありませんが、委員

の皆さんからいろんな御意見を承りたいと思います。で、その前にこの議案自体が変更するもので

ありますので、この議案変更に関しての承認をいただきたいというものであります。ですので、ま

ずは、教育内容ではなくて、この議案における質問及び御意見をいただければなというふうに思い

ます。よろしくお願いいたします。 

 

それでは、規則の一部を改正する規則の制定については、このような形で改正するということで御

承認いただけますでしょうか。 

 

（「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。それでは引き続きまして、この指定をした後で上村小学校の特色

ある教育についての説明をお願いします。 

 

◎三浦伸一教育次長 

 はい、それでは、第４条第１項にございます、特色ある教育を推進する小規模な学校、上村小学

校のいま考えております教育的な方針、教育内容について御説明をさせていただきます。 

 事前に資料を配付させていただきましたが、今週、遠山地区三校の校長先生や教頭先生からも意

見を聞き、さきほど教育長お話のありました昨日も上村小学校の教職員それから地区の皆さんから

も意見をお聞きしまして、それを踏まえまして、きょう一枚のお手元に事前配付ではなく、きょう、

お配りをした資料がございますので、修正をしておりますので、これをごらんいただければと思い

ます。 

 今回、策定にあたりましては、上村小学校の先生方がいまのままですと児童が非常に少なくなっ

てしまうと、県の先生が７人から４人になるという中ですから、いままでの取り組みを尊重しなが

ら重点化していきたいということで、先生方と話し合いをしてまいりました。ちょうど、中ほどよ

り上のところに、変化の激しい時代をたくましく生きぬく上村の子という文言がございます。これ

は、今年度の上村小学校のグランドデザインの学校教育目標、たくましく生きる上村の子っていう

ことを掲げておりますが、これに少し、変化の激しい時代をということで、補強させていただいた

ところです。この学校教育目標を達成するためのキャッチフレーズとして山あいの“小さな小学校”

の世界につながる“大きな挑戦”ということを掲げました。これを実現するために二つの教育方針

と５つの特徴ある学びを整理をいたしました。 

 左側の赤いボックスと、右側の緑のボックスですが、この二つの柱はそれぞれボックスの下にあ

ります、個の学びを支え、個を伸ばし、個を生かし合う教育、右側のボックスにつきましては、地

域、世界の様々な人とつながり合い、世界観を広げる教育ということを掲げております。 

 ５つの特徴ある学びです。少人数学習による自律ある学びの実現、ICT を活用した学びの可能性
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の拡充、インクルーシブ教育を指向した学校づくりということでございます。これは先ほど教育長

職務代理者から御意見をいただきましたようにまさに昨日住民説明会で分かりづらいという意見

で説明を求められましたし、学校の先生からも教員のなかでは一般的な言葉ですけれども、住民の

皆さんに、また保護者の皆さんに説明するにはやはり噛み砕いてわかる言葉が必要ではないかとい

うお話がありました。それで、その部分で御説明させていただくとすると、一つ目の白ダイヤでは、

少人数学習、複式学級による個が生きる学びというような置き換えができないかと考えております。

二つ目の白ダイヤ、ICT のところですが、ここについては、ICT と英語教育を充実させた世界とつ

ながる学び、三つ目の白ダイヤですが、これは、すべての子どもが大切にされる学び、そういう形

で置き換えができないかなと思っております。この中で子どもたちには自立、それから多様性を尊

重する態度、こういうものを自立した学習者の育成、多様性を尊重する態度の育成、そういう力を

育みたいというふうに思っております。 

 右側でございます。ここには、二つの特徴がある学びということで整理をいたしました。一つ目

の白ダイヤです。保育園、小学校、中学校の 12 年間を通じた豊かな自然と文化の中での学びです。

五つ目の白ダイヤは、ESD っていうのはなかなか難しい言葉ですが、これをいま私どもが理解をし

て、説明するっていうところで行くと、社会のために積極的に行動できる人を育む学びというよう

な整理をしております。この２つの学びの中から子どもたちには、コミュニケーション力を育みた

いこと、それから積極的に社会参画しようとするそういう行動や態度を育みたいと思っております。 

 学校の先生方が少なくなりますので、この学び取り組みを支えていただくのが、昨年度設立しま

した、また、活動していただいておりますかみむらっこ応援団運営委員会、これは学校運営協議会

になりますが、ここの取り組みを核として地域の皆さんに教育支援、学校行事への参画をお願いし

たいというふうに考えております。 

 また、一方、これまでの取り組みをさらに重点化していく中では、信州大学教育学部及び立教大

学を中心とした ESD研究所、これらの知識と経験を持った大学連携、関係機関からの支援をいただ

きたいというふうに考えております。信州大学教育学部については、ICT、少人数教育等について、

上村の取り組みをごらんいただいている先生たちがいますので、そういう先生にご支援いただけな

いか、またアドバイスいただけないかというふうに考えております。そして、今回、小中連携・一

貫教育を進めておりますが、先生側も保育園との連携が非常に大事だとお話をいただいておりまし

て、上村保育園、上村小学校、遠山中学校、12 年間の教育内容を構築、教育プログラムを作ってい

けないかというふうに考えております。いま、御説明したところに上村保育園との保小連携、和田

小学校との小小連携、遠山中学校との小中連携ということで、この３つの取り組みの中で、12 年間

の連携・一貫教育に取り組んでいきたいというふうに考えております。 

 ちょうど、写真があります、しゃくなげで上村の地区の花、また、上村小学校の校章にもはいっ

ているしゃくなげでございます。昨日、ちょっと、上村小学校の写真が欲しいなというような話も

ありまして、それは確かにそうですねということで、今後、表にでていくなかでは、そういうこと

も気に留めていきたいと思っています。また、今回、地域の皆さんと小学校の先生方と話をする中

で、旧上村中学校をいま利用がされておりませんけれども、これをどう利用していくのかっていう

ことが今後課題となるではないかというお話がありましたので、これはまだ、教育委員会で一方的

に決めていくことはできませんので、庁内でそういう課題を提案しながら、一緒に議論できるとき

があれば議論をしていきたいというふうに考えております。 

 さきほどの、規則ですが、12 月１日から施行ということになりますので、12 月１日から募集を

していきたいと考えておりまして、基本的には年間を通じての募集になりますが、特認校指定によ

る市内の子どもさんたちには、できれば３か月くらい期間を設けて、重点募集期間として取り組ん

でいきたいと思っております。また、重点募集期間中には、いま、小学校の年間の授業のプログラ

ムの中に日曜日に公開授業っていう予定が１月末にありますので、その辺を上村小学校を知ってい

ただく、機会としてＰＲできないかということで地域とも相談しながらこれから進めていきたいと

思っております。以上、これまで関係する皆さんとまとめてきた上村小学校の来年度以降の教育方

針、教育内容等でございます。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。指定を受けてどんな特色ある教育活動をするのかということで

いま、三浦教育次長のほうから説明をいただきました。この内容について御意見等いただければと
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思います。 

 

◇小林正佳教育長職務代理者 

 質問ですが、いま、次長の方から「分かりにくい言葉を置きかけて」というお話があったのです

が、今の説明の中には大変わかりやすく、ちょっといいなと思えるワードが出てきていたのですが、

それは、この１枚ものの資料を修正するということですか、とりあえずはこのままで行くという話

ですか、そこら辺はどうですか。 

 

○代田昭久教育長 

三浦教育次長お願いします。 

 

◎三浦伸一教育次長 

はい、一応ですね、先ほど申しましたように小学校の先生からも少しわかりやすい言葉に変えた

ほうがいいんじゃないかということですが、一応、きょうの時点で教育委員さんにも御確認いただ

ければ、それをベースにしていろいろな場面でそれをＰＲするときには、そういう文言なり、例え

ば、これからチラシとかパンフレットも作っていくと思いますので、そういうところには活用して

いけないかなというふうに思っています。 

 

◇小林正佳教育長職務代理者 

はい、わかりました。 

 

○代田昭久教育長 

はい、ありがとうございました。伊藤教育委員お願いします。 

 

◇伊藤昇教育委員 

いまのことに関連してですけれども、この内容については良いと思うのですが、まさにいままさ

におっしゃったように、ＰＲするときに、対象はどういうところにＰＲするかとなると、この内容

に興味を持った、関心を持ったお子さんなり、親御さんになるわけですよね、その親御さんが結果

的に対象になるわけですよね。読んでいくときの。ですから、わかりやすいほうが良いと思うし、

横文字というか、カタカナが、（インクルーシブ）、（ユニバーサルデザイン）でも良いのですけれ

ども、どちらかというと、対象からすると分かりやすい言葉にしたほうが良いと思います。それか

らもう一つ、ＰＲするのにきょうの記者会見がまず第一歩だと思うのですけれども、各学校なり、

どういうところに、いまの段階でいいんですけれど、どういうふうにＰＲしていくかということが

大切だと思います。 

 

○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 

はい、まず、小規模特認校によって市内の子どもさんがターゲットになると思いますが、どうい

う方たちにこういうＰＲをしていくのかっていう中で、特色ある教育に興味がある方たちもいるか

もわかりませんし、現状のいまの学校生活といいますか、そのものを変えていきたい、環境を変え

ていきたいっていうそういうお子さんたちもいると思います。あとは、いま、上村には住んでいま

せんけれども、上村に縁があってこういう教育なら上村に戻っても良いっていう、上村にゆかりの

ある方たちがいるかもわかりません。そういう三つぐらいのターゲットにどういう教育方針を丁寧

に説明していったら成果があがるのかっていうのは、いまの時点ではちょっと、これからの研究と

言うそういう状況でございます。 

 

◇伊藤昇教育委員 

いまちょっと早い段階で聞いて、あれですけれども、当然そういうターゲットを絞りＰＲする相

手、対象が大事になってきますので、一緒に考えたいと思います。 
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○代田昭久教育長 

はい、一緒に考えていただけるということで大変心強い言葉を伺い、ぜひ、これからもアドバイ

スいただければなと思います。ほかにはいかがでしょうか。 

 

◇小林正佳教育長職務代理者 

いいですかね。 

 

○代田昭久教育長 

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 

内容と関わって、期待を込めて意見を申し上げますが、この数年、上村小学校の複式学級の授業

に注目をしておりました。その中でここにも、「複式学級における主体的、協働的な学習」という

ように書いてあるのですけれども、今まではどちらかというと複式学級はマイナスだ、なんとか複

式学級解消に努めて、教員の配置をして複式を避けようということが主流だったのですけれども、

あえて上村小学校では複式学級をプラスとしてとらえて実践し、そして、今、現状としては成功し

ているのではないかなと思います。見ていただいた方も大勢いらっしゃると思うのですけれども、

算数などを例にすれば、５年生、６年生が分かれて授業しなくてはいけないのですが、先生が５年

の子たちを見る、６年の子たちを見るというように交互にやっていくわけですけれども、先生に見

てもらう時間がないから、自分たちが主体的にやらざるを得ない、そういう切実感が自然と生まれ

ているのですよね。そして、主体的にやると同時に少人数の子どもたちが互いに学びあっている。

ですから、今度新しい学習指導要領で大事にされている「主体的・対話的で深い学び」、そのよう

なことが少人数の子どもたちの中で立派に成立していると思います。ですので、この上村小学校の

複式による授業が、市街地の大規模の学校のモデルケースになってくると、極端な言い方をすると

そういえるので、是非、この子どもたちの学びを、今、伊藤教育委員がおっしゃったようにいろい

ろな方たちにわかってもらいたいと思います。とりあえずは、12 月７日の複式学級の公開授業研究

会があるというふうに聞いていますので、是非、保護者の皆さんのみならず、学校関係者の人たち、

また、市街地の大規模校の先生たちも、これからの新学習指導要領において大事にされている学び

のモデルケースにもなるということで見ていただきたい。このことがこの上村小特認校の成功につ

ながるのではないかと思います。 

二つ目に、もう一方で複式学級のことと同時に、今度は少人数だから教科によっては、連学年で

授業しなくてはならない。そのことによって、ここは保小中の 12 年間に絡むのですが、異学年の

子どもたちと学ぶことによって、今の子どもたちが縦のつながりが希薄になってきているところが、

ここへ来れば、異年齢で縦の関係での学びが出来るということも一つのセールスポイントになるの

ではないかなと思います。そんなようなことをいろいろな機会を与えてもらいながら、やっていけ

ば、この中山間地の新しいモデルとしてやれるのではないかと思います。このことが、上村小学校

のみならず、飯田市、長野県にとっての一つのモデルケースとしてできるように学校を教育委員会

としてバックアップしていかなきゃならないと思います。以上です。 

 

○代田昭久教育長 

はい、ありがとうございました。 

 

◎中井学校教育専門幹 

 はい、ただいま小林教育長職務代理者から複式指導のことについてお話があったわけですけれども、

本日の定例会会議事項のこの綴じたものの後ろからですけれども、歴史研究所、それから図書館の資

料が入っておりまして、その前のところに、水色の紙で入っております。上村小学校から複式指導の

授業公開の案内をいただいておりますので、きょう、ここのところにつけさせていただきました。市

といたしましては議会の開会中になりますけれども、市教委としても代表の者が参加して勉強してき

たいと思います。また、御案内いたしますので、よろしくお願いします。 
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○代田昭久教育長 

 はい、ありがとうございました。ほかにいかがでしょうか。 

 三浦教育委員お願いします。 

 

◇三浦弥生教育委員 

 はい、御説明いただきました。ICTを活用した学びの可能性の拡充っていうことが入っていまして、

ICTのことに触れられています。特にこの上村は ICTの小規模校でということでのモデル校という言

い方でいいんでしょうか、だったかと思います。これから評価をされていくことだと思っているので

すけれども、そんな中で、具体的にモデル校として私たちも授業とかいろいろ見させていただいてお

りますけれども、そんな中でこういうところが効果的だっていうようなそんな点が、評価はこれから

にしろ、具体的にＰＲできる一つではないかなというよに考えたところです、ですので、もしそうい

うところがわかっていらっしゃればと思うのですが、いかでしょうか。 

 

○代田昭久教育長 

はい、中井学校教育専門幹お願いします。 

 

◎中井学校教育専門幹 

 はい、ICTを活用した学びですけれども、始まってそんなに時間は経っていないわけですけれども、

例えば、和田小学校と一緒に遠隔授業をすることでは、１年生の子どもが、1年生は一人ですけれど

も、それから、相手のところの８人いる和田小学校の子どもと一緒に授業するという場面があります。

そのほかのところでも、きょうは上村小学校では声が大きなと思うと、そこには和田小学校の子ども

たちがスクリーンに映っていて一緒に話をしています。今は通常の国語の授業の場合の話をさせてい

ただきましたが、英語の授業などに関しても通信を使った授業というものが行われるようになってき

ております。これからも進めてまいりたいと思います。 

 

◇三浦弥生教育委員 

 わかりました。 

 

○代田昭久教育長 

 ありがとうございました。ほかにはいかがでしょうか。 

 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、どうしてもわが子のいまの環境を変えたいなあと思ってこの紙を見たときにですね、すごく

いいなと思って、通わせたいなと思うのですが、ちょっとそれとは違ってしまうかと思うのですが、

やっぱり、前々から御話しているのですが、じゃあ、どうやって通わせようとかになってくると思う

んですよ。そのところがやっぱり明確にしておかないと、通わせたいけど、私は送っていけないけど

どうしようってなると思うのですが、その辺はどうのようにお考えなのかなと思うのですが。 

 

◎三浦伸一教育次長 

 はい、いま特に庁内でどういう環境整備をするのかという議論をしておりまして、方向性としては、

上村、遠山２地区以外の旧飯田市内にスクールバスを運行できないかということを検討しています。

それと通学が厳しいということの中では、移住っていうことで、上村地域に住んでいただく移住の政

策も検討していまして、上村地区の中で住めるように住宅、あっせんできるような住宅の改修等を整

備していきたいということで考えております。ただ、ちょうどあと 10 日くらいで新年度予算の締め

切りの時期だものですから、ここで確定的なことは申し上げることはできませんが、その二つについ

ては、いま庁内関係課と検討しているところでございます。 

 

○代田昭久教育長 

 はい、なんとかスクールバス、通うように我々も庁内で働きかけていきたいというふうに考えてお

ります。 
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◇小澤由美子教育委員 

 はい。 

 

○代田昭久教育長 

 ほかにはいかがでしょうか。 

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 

この ICTを活用したというところの四角の中に、「外国語教育」ということがあるのですよね。

ここのところでは、この和田小学校とのタブレットを使っての学習も大事なのですが、今やってい

る「集合学習」というスタイル。それからさきほど申し上げた複式学級では、自分のノートを黒板

に３、４人の子どもたちが貼って、その中で学び合いをやっており、どっちかというとタブレット

より、もっと効率的な授業を展開しているのですけれどもね、それで、ここのタブレットを大事に

して欲しいなあというのは、さきほど、教育次長の説明があったのですが、これからの新しい学習

指導要領の中で、外国語活動、英語教育っていうのが出てくるときに、これを使いながら世界の人

たちとつながっていく、そして英語教育を行う中で、英語が使えるようになる。こういう使い方を

することにより、ここにあるように「小さな学校の世界につながる大きな挑戦」になるのではない

かと思います。 

このようにできるだけ視野を広げていくと同時に、右側の下の四角のところにあるような霜月祭

りみたいな、ああいう地域の活動に自分たちが参画しながら、伝統行事を大事にしながら、それを

世界に発信していくということも一つの柱にしていく。そのための人材として、保小中の中の中学

校の先生たち、英語の先生の力を借りられるのではないかと思います。中学校の英語の先生は、英

語の授業時間はある程度余裕があると思うのですね。そうしたとき、ちょっと一緒に手伝ってもら

えればいいなとそんなふうにこれを位置付けたいなと思います。以上です。 

 

○代田昭久教育長 

はい、ありがとうございます。 

 

◎三浦伸一教育次長 

いま、小林教育長職務代理者から御話をいただいたそういう方向性でいま考えておりまして、こ

とし、遠山中学校の英語の専科の先生が二つの小学校の先生方と一緒にテレビを使って、遠隔の授

業をやっています。そういうきっかけもできてはじめておりますし、あと、ICTを使ってという部

分なりますと英語教育も例えば、ユネスコスクール加盟することによって、加盟の国内、世界の子

どもたちと交流するということも ICTを使えば可能でありますので、そういうことも目標の一つに

入ってくるのかなというふうに思います。 

 

◇小林正佳教育長職務代理者 

はい、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。ほかにはいかがでしょうか。 

 

◎三浦伸一教育次長 

最後に、さきほど、小林教育長職務代理者それから伊藤教育委員からも、もう少しわかりやすい

言葉ということで、その意見をいただきましたので、きょうの記者会見には、先ほど私が説明した

言葉でちょっと当日配付になりますけれども、変更させていただいて、それで説明をしていきたい

と思いますので、教育委員さんにもその資料をのちほどお配りをさせていただくつもりです。御了

解いただければと思います。 

 

○代田昭久教育長 

はい、ありがとうございました。 
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それでは、議案第 70号については、一部改正については、前段の部分で御承認いただきました。

後段の部分特色ある教育内容については、様々な御意見をいただきましてありがとうございました。

これについては聞き置き事務局のほうで、その取り組みに生かしていきたいというふうに思います

ので、今後ともよろしくお願いいたします。 

それでは、引き続きまして、議案第71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 71号をお願いいたします。 

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、

飯田市就学援助費支給要綱第５条第１項の規定により、飯田市就学援助費の支給対象者として認定

をお願いするものでございます。認定の対象者は別紙のとおりでございます。就学援助費の支給対

象者として認定したいものでありますので、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、ありがとうございました。別紙、認定の対象者リストを加えさせていただきましたが、全

て基準の認定要件であるということで、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 

 はい、ありがとうございます。 

 

△日程第７ 協議事項 

○代田昭久教育長 

 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 

続きまして、日程の第８陳情審議。今月は陳情審議が１件あります。 

平成 29 年陳情第１号。要旨、国に対し、文部科学省の組織再編案に関し一考を求める請願書を

提出願いたいの件についてお願いいたします。 

 

○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、それでは、陳情いただいた主旨につきまして、陳情書の朗読でもって説明に変えさせてい

ただきたいと思います。 
 資料のほうは、さきほどの上村小学校の特色ある教育のカラー刷りのペーパーの前のページでご

ざいますけれども、こちらのほうを朗読させていただきます。 

文部科学省の組織再編案に関する陳情書ということでございます。経過については、省略させて

いただいて、裏面の記以降について御説明申し上げます。 

平成 30 年度の機構・定員要求における組織再編案については、社会教育の重要性への認識を後

退させ、社会教育行政の弱体化を来しかねないものであるため、文部科学大臣及び生涯学習政策局

長に対して、下記のとおり請願していただきたいということでございます。請願を求められている

事項が２点ございまして、一つ目が社会教育課を存続すること。二つ目が、社会教育法を尊重する

とともに、社会教育のこれまでの歩みや、これからの国づくり、人材育成、住民自治を基盤とした

地方創生における重要性への認識に立ち、社会教育の推進を理念とした組織体制の充実を図ること、
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この２点でございます。この２点につきまして、飯田市社会教育委員会議、また飯田市公民館長会

こちらの代表者の２人の方から陳情をいただいております。 

なお、若干補足いたしますけれども、この文部科学省における組織再編案につきましては、現行

の生涯学習政策局の中にあります社会教育課と青少年教育課を統合再編して、地域学習推進課とい

う部署を設けるというその再編であります。以上、御説明させていただきました。 

 

○代田昭久教育長 

はい、ありがとうございます。いまの陳情書、内容等につきまして何か御質問等ありますでしょ

うか。 

はい、三浦教育委員お願いします。 

 

◇三浦弥生教育委員 

はい、社会教育というと特に飯田市の公民館活動等が本当に盛んな地域だと思います。そういっ

たものがこのまちづくりというものに貢献するものの大きさを考えますと、いまの現状でいう社会

教育課というものを存続していくということはとても大切なことであろうとそのように考えます。

以上です。 

 

○代田昭久教育長 

はい、ありがとうございます。ほかに御意見はありますでしょうか。 

 

◇小林正佳教育長職務代理者 

はい、飯田下伊那の町村の教育長さんの中にも、社会教育委員というものが必置義務ではなくな

ったので、社会教育委員連絡協議会、郡と市で、社会教育委員連絡協議会というものがあるのです

けれども、それがなくてもいいんじゃないかということを言われることがあります。そのような議

論を聞いていますと見ると、やはりこれからの、生涯学習、社会教育という範疇が非常に重要にな

ってくるのにも関わらず、全国的には社会教育分野において、例えば公民館がカルチャーセンター

化したりとか、又は貸館のような形になったりするようなところもあって、全国的にはちょっと社

会教育の分野が弱まっているんじゃないかなと思います。だから、それに乗ってこういう統廃合案

になっちゃっているんじゃないかなと思うんだけれども、だからこそ、そういうふうに弱くなって

いるときだからこそ、この生涯学習とか、社会教育という分野を大事にしていかないといけないん

じゃないかなと思います。今、この再編案をみると総合教育政策課が一番トップになってきて、本

当に社会教育という分野が薄まってしまうような気がしますので、ぜひ、この陳情の趣旨を生かし

て、社会教育課を存続するように請願していったらいいんじゃないかなと思います。以上です。 

 

○代田昭久教育長 

ありがとうございました。ほかにはございますでしょうか。 

 

◇伊藤昇教育委員 

 はい、教育という範疇の中での組織、教育って考えたときに我々がこう率直に思うことは、学校

教育と社会教育ですね、難しい小分けはいろいろあるんですけれども、そうした考えたときにわか

りやすく明瞭にするには、学校教育に対して社会教育というふうな分け方と言うのですか、名称っ

ていうのが残っていたほうが良いと思いますし、また、二人の委員がおしゃっていたように、社会

教育課の存続という観点からは、この陳情書に賛成いたします。 

 

○代田昭久教育長 

ありがとうございます。ほかには。 

 

（「はい。」と言う者あり。） 

 

○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 

はい、私も松尾の体育委員をやらしていただいているときにですね、飯田市は本当に公民館活動

がとても盛んなところで、ほぼボランティアで大勢の方が公民館活動をしているということは、素

晴らしいということで、少し前にも兵庫県のたつの市でしたっけ、あちらのほうから勉強に来てい

る方々もいらしたりしたので、やはりそういう地域にある中で、やはり、この社会教育を大切にす

るという今回の陳情はとても大切だと思います。以上です。 

 

○代田昭久教育長 

はい、ありがとうございました。それぞれの委員さんから御意見をいただきました。ありがとう

ございました。ほかにはございませんでしょうか。 

いま、４人の委員皆さん全員から御意見をいただいたので、今回の陳情審議に関して、陳情書の

趣旨は適当であり、教育委員会名で文部科学大臣及び生涯学習政策局長への請願書として提出する

ということ、さらに請願書の内容に関しては陳情書の趣旨を踏まえてのものとし、請願書の体裁、

様式等については事務局のほうに一任するというような形でよろしいでしょうか。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、それでは、そのような形でお願いしたいと思います。ありがとうございました。 

 

△日程第９ その他 

○代田昭久教育長 

 それでは、日程第９その他に移りたいと思います。（１）教育委員報告事項お願いします。教育

委員の皆さんの方から報告事項がありましたら、お願いします。 

 

（「はい。」と言う者あり。） 

 

○代田昭久教育長 

 小澤教育委員お願いします。 

 

◇小澤由美子教育委員 

 はい、先日の阿智村で行われた市町村教育委員会の秋季研修大会は、大変お世話になりました。

中井学校教育専門幹に素晴らしい資料を作っていただき、また、小林教育長職務代理者には手直し

をしていただき、皆さんにはアドバイスをいただき、私も本当に自分の知らなかったことをまたお

勉強することができましたし、地区の方のいろいろな意見を聞くこともできて、大変勉強になりま

した。本当に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。ほかにはいかがでしょうか。 

 

◇三浦弥生教育委員 

 学校訪問いかせていただきました。いろいろご準備いただいてありがとうございました。 

 学校訪問にいかせていただきましたし、ちょうど私も教育委員をさせていただいて、12月からで

すので、ちょうど一周したのかな、１年たったのかなというふうに思っています。あわせて、感じ

たところ２点お願いしたいと思います。時間は30分まで、まだいいですかね。そんなにしゃべらな

いですけれども。３分ほどいただいて、はい。 

２点。学校訪問させていただいて、一番思ったところは、先生方の授業が違うといったところ、

いろいろな授業をされているといったところです。あわせて教職課程の研究協議会みたいなところ

もしょっちゅう出させていただきまして、先生方もこういう勉強をされているうえで、それで自分
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の中で吸収されて授業を作っていらっしゃるんだという本当に時間のかかる過程を経て、授業をし

ていただいているっていうことを本当に感じたところです。ですので、先生たちが本当に授業準備

をする時間の確保というものがどれだけ大事なんだろうというところを感じました。そうしますと、

よく言われています働き方改革みたいなものですとか、ということが本当に大切な課題なんだろう

なと思います。研修会に行かせていただいたときに、大町の発表で、やはり働き方改革をしている

ということでそのクラブ活動と集金ですか、ちょっと資料が手元にないものですけれども、クラブ

活動の先生への負担、そして、集金に関わってくるそういった先生方への負担というところは、そ

れぞれ委員会を立ち上げて改善策を話し合っているなんていう御話もございました。飯田市もして

いるのかなと思いますけれども、どういった点でいまそういった取り組み等々もしされているんで

あればというところで、私も飯田市の現状をちょっと自分でも知っておかなければいけないなとい

ったところを一点考えたところです。 

 もう一点は、１年間やってきまして、情報公開ということがすごく大切だなということを感じま

した。飯田市教育委員会、はじめてこう１年間いろいろな活動を関わらせていただくなかで、本当

にいろいろなことがなされているというところを感じたところです。そんなところで、実は、私、

自分のいまの職場で学生たちにちょこっと課題を出しまして、飯田市の教育、ICTについて、飯田

ＬＧについて、コミュニティースクールについて、あと、小中連携・一貫教育についてということ

で、ちょっと調べてきてなという課題をゼミと言うような授業がありまして、そんな課題をちょっ

とだしたこともありました。そうしますと、なかなかインターネットを使って、調べてきて発表し

てくれるというものなんですが、なかなかヒットしなくて、まとめることにすごく苦慮していまし

た。そんなことは学生たちは勉強ですのでまったく問題はないのですが、一般の市民の方がそのこ

とについて調べたいと思ったときに、さっそく情報がでてこないんじゃないかなということをちょ

っと感じたところです。それぞれの学校を開けばコミュニティスクールの活動であるとか、小中連

携・一貫教育に関して、情報あるのですが、その言葉を引いたときに一貫してすべてが出てこない

というのは、もったいないなと。飯田市のコミュニティスクールっていうふうに引くと、コミュニ

ティスクールの28校いろいろなその活動が一気にでてくるような、そんなようなものがあれば、あ

あやっているなっていうのが一目瞭然わかるかなと、小中連携・一貫の協議会ですか、あそこに出

させていただいたときも、なにやっているかわからないとアンケート結果があるなといった報告を

いただいたと思います。やっているのにわからないっていうことであれば、私やその調べた学生も

そうですけれども、一気にわかるようなものが、情報提供があれば、わかるのになといったところ

をちょっと感じられましたし、逆に、もうそんなことされていてここを開けばあるんだよっていう

ことであれば、本当に失礼な話で申しわけありませんでした。１年間させていただいて、感じたこ

とはこの２点でした。 

 

 

○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 

 もう一点ちょっと、最近感じることなんですけれども、保育園、幼稚園入る前の子どもたちなん

ですけれども、一度、昨年ですね、旅行に行ったときに見た風景が、お母さんが子どもに持ってい

くおもちゃが携帯電話だけなんですよね。ユーチューブとか動画とかを見せて、子守をしていて、

それがちょっといま、世の中的には問題になっているようなんですよ。そのとき、ちょうど行った

ときにトンネルの多いところで、ぜんぜん電波が来なくて、子ども、ぎゃーぎゃー、ぎゃーぎゃー

泣き騒いでいるんですが、それしかおもちゃを持ってこないんですね。昔のお母さんは、絵本とか

折り紙とか、何でも持ってきてたんですが、いまは全然だめで、小学校、中学校でSNSとか、形態

が問題なんですけれども、その前に幼稚園、保育園、その前の乳幼児期からちょっと携帯電話を利

用しているのが問題なんじゃないかなと思っているんですね。この間、ちょっと、友達がお孫さん

を子守しているのを見たら、やっぱり、折り紙を持たせたり、いろいろするんですよね、そうする

と最近その子は、ザリガニブームで、折り紙でザリガニを作るんですよ。それから課題を出すと、

今度、それがカミキリになったり、すごいやっぱり手先を使うとか頭を使うとかそういうのがすご

く良いなあと改めて思ったので、ぜひ、そういうのをされていたら申しわけないんですけれども、
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啓発じゃないけれども、飯田市でもしていくと、ちらっと聞いたんですけれども、幼稚園だか、ど

っかでは携帯電話で子守をしないようにしましょうねといっているみたいなことは聞いたんです

けれども、もっと出していくといいのかなあと最近感じています。以上です。 

 

○代田昭久教育長 

 はい、ありがとうございました。ほかにはいかがでしょうか。 

  

◇小林正佳教育長職務代理者 

 わたしからはありません。 

 

○代田昭久教育長 

 いいですか。 

 

◇小林正佳教育長職務代理者 

 もう時間がなくなりますよ、まだいっぱいあるに。 

 

○代田昭久教育長 

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、続きまして、(3)学校教育課報告事項をお願いします。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 

 では、お願いいたします。定例会会議事項のところの綴ってある中の、平成29年度全国学力・学

習状況調査の飯田市の結果分析報告書を出していただくのと、もう一つ、綴られていませんが、小

林教育長職務代理者の顔写真が載っている資料をご用意いたしましたので、それを合わせてお出し

いただきながらお聞きいただきたいと思います。 

 公開の場ですけれども、時間が限られておりますので、２ページのところをめくっていただきま

して、９月11日の定例会の日にローマ数字のⅠの調査の実施状況、Ⅱの教科に関する飯田市の調査

結果について、その１、２。Ⅲの質問紙調査の回答からみえる飯田市の分析結果についての４と５

のところにつきましては、定例会でお話をしてございますので、今日は４ページのところにござい

ます、その推進日程に従いまして、飯田市校長会の教育問題検討委員会において分析を進め、ある

いは、今月の６日ですけれども、県教委との懇談をいたしまして、そこのところを合わせたものを

含めまして、主に10ページから後のところで少しお話をさせていただきたいと思います。ですので、

５ページのところから９ページのところまでは９月のところでお話をさせていたところでござい

ます。 

 10ページのところからですけれども、ここが小中各教科の設問別正答率と指導改善の方向です。

事務局のほうで原案を作成いたしまして、分析サポーターという者を４人、現場の先生方を依頼し

まして、教科の分析や指導改善のポイントを作っていただきました。それを委員会のところで検討

を重ねてきたものです。各教科の指導改善のポイントなどについて、小学校の国語を例に少しお話

をさせていただきます。 

 11ページのところをごらんいただきますと、下の方にＢ問題の３の、一、二、三、ここのところ

で正答率が低くなっているところがございます。たくさんある問題の中の最後だからできなかった

のか、そこの分析は、飯田市全体ではなかなかできないものですので、各学校でまた、進めていた
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だきたいところです。そのＢ問題の３というものを使って、次の12、13ページのところには分析を

進めてきたところです。ここはどういう問題かといいますと、一つの物語文を読んで、それを基に

して友達同士が会話をしているという文を読んで、さらにその設問に答えて自分の考えを60字で述

べるという、そういう問題ですけれども、こうした問題を６年生といいますか、厳密にいえば、小

学校５年を終えたところでできるようにするには、どうしたらよいかということで、ここに２ペー

ジにまとめたように考えてきたところです。もう一つは、42ページにとんでいただきまして、42ペ

ージの２、学校の取り組みについてということで、ここにまとめて書かせていただきましたが、全

国学力・学習状況調査の取り組みというのが、６年生の担任とか、中学でいったら、国語や数学の

教科担任だけの問題ではなくて、すべての学年の先生やすべての教科の先生、学校全体の取り組み

となっていくようにということで、来週あります校長会の折でも、そこのアンダーラインをひいた

ところですけれども、一つの単元の学びが類似の別の単元の学びといかにつながるか、さらに、学

年を越えてどうつながるか、教科等の間での資質・能力としてのつながりはどう成り立つのかとい

うところを考えて学校での取り組みを進めてもらいたいという話を今度は、ちょっとは力を入れて

お話をしてきたいとそんなふうに考えております。 

 いま、国語を例にしてとりあげましたが、14ページ、15ページ、小学校の算数のところで、少し、

力を入れて取り組まなくてはいけない問題はどういう問題であるかというところを、16、17ページ

のところで具体的にこういう問題のところを授業ではどういう場面を作って、取り組んでいけばよ

いというところを各学校に示していくように考えているところでございます。 

 同じことは、18、19ページの中学校の国語についても、それから22ページからの中学校の数学に

ついても、言えます。例えば、中学校の数学23ページのところになりますが、Ａの３（３）の問題、

全国よりもマイナス4.5っていうところですけれども、開いてもらって24ページのところには、Ｘ

＋Ｙ＝２の解にはどういう意味があるのかということを考えさせる、こういうことが基本のところ

でできていないというところを指摘しながら、授業改善を促しているところでございます。 

以上、こんなふうに教科に関わる分析を進めてきたわけです。続きまして、26ページのところか

らは、質問紙調査の回答からみえる飯田市の分析結果についてです。 

 ここで、とりあげます一つは、新しい学習指導要領の視点であります、主体的・対話的で深い学

び、これは、こういう観点から授業を改善していこうっていうことですので、そこからみて子ども

たちの質問紙のところ、実際の教科の取り組みの具合を分析したところです。見ていきますと、算

数、数学について、好き嫌というものと、27ページのところに掲げましたが、平均正答率にはやっ

ぱりこう相関関係をみるとことができます。好きだというもののほうが当てはまるところが、正答

率が高いところが増えてきているところです。 

 子どもたちが自ら取り組む、主体的で対話的な学びと、授業内容が理解できて、算数・数学の本

当の本質に迫る面白さを感じとれるような深い学びを実現していく授業改善をこれからも日々進

めていくように各学校に働きかけていきたいと思います。 

 28ページのところからになりますが、学力向上「結い」プランなどを含めた小中連携・一貫教育

の効果についてです。さきほどの学習会のところで、５つのアクションのことについてもお話があ

りましたが、学力向上「結い」プランによる授業づくりというものが、各学校浸透してきていると

いうところが見えるところです。特に中学校のところで、30ページのところにいきますと、昨年以

上に努力のあとが見られるように感じております。また、31ページのところですが、中学校区ごと

の教師の合同研修ですとか、児童、生徒の交流、連携っていうものが、どの中学校区でもごく自然

に進んできておりまして、32ページのところを見ていただきまして、教育目標を小中で共有してい

るかというところを見ますと、飯田市の場合、長野県、全国から見てずいぶん進んでいるところが

みえるわけです。今後、学力向上に向けて、小中一貫による指導を意識したカリキュラム作りに力

を入れて取り組んでまいりたいと考えております。 

 それから、最後になりますが、家庭学習の内容やその方法に関してです。授業と連動した家庭学

習というように発想の転換が図られて、より効果的な家庭学習の在り方を実践研究している学校が

いくつもみられるようになってきました。そのうえで、34ページのところですけれども、計画を立

てて勉強をするということですとか、児童、生徒が、自主的な姿勢をもってこう家庭学習を工夫し

ていくという、そこにメスをいれ、力を入れて取り組んでまいりたいと思います。 

 そのことが、先ほど、冒頭にも申し上げましたお手元にご用意いたしました、下伊那教育連載随

想を合わせてごらんいただきますと、自発的な家庭学習について、小林教育長職務代理者からご指
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摘をいただいているところでございます。それから、次のところに信濃教育会の賛助会員会報って

いうところに、県の教育委員の耳塚寛明先生が講演会のところで話をされていることが載っており

ましたので、併せて付けました。三段目の一番下のところになるのですが、自学ノート、自勉ノー

トという形の自主的な学習のことについて記載されていますので、こんなところも含めながら、飯

田市の小中学校、子どもたちが自ら計画を立て学んでいくところを進めていけるように、進めてま

いりたいと思います。以上です。よろしくお願いいたします。 

 

○代田昭久教育長 

 はい、ありがとうございます。 

 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。 

 

◎北澤俊規生涯学習・スポーツ課長 

 それでは、いまのめくったところに、わが家の結いタイムポスターコンクール及び三行詩コンク

ールの審査のお礼と結果についてということで載せさせていただいておりますが、ポスターと三行

詩につきましては、前回の教育委員会定例会の後とそのときの提出いただいたものの結果でござい

ます。このポスターと三行詩とを活用いたしまして啓発活動を進めていきたいと思います。特に今

回の決定過程につきましては、ポスターにつきましてはわが家の結いタイム推進協議会の中で上位

の作品を選ばせていただいて、さらにその中でしっかり議論して、この作品でという形で決定をさ

せていただいたものでございます。また、三行詩等を活用しながら、様々な場面で啓発をしていき

たいと思います。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。 

 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 

 はい、続きまして、ナンバーはふってませんが、恒川ニュースを掲載させていただきました。10

月からはじめております、95次の確認調査ですけれども、この下の俯瞰写真ですが、赤線で囲った

ところに想定される正倉院と呼ばれる倉がですね、建てられた南側を区画する溝があるということ

で、今回、区画溝とこの写真では左下になるわけですけれども、正倉院の門そして、正倉院の施設

のあった想定される部分であります。 

そして、これからは恒川清水の調査等を行ってまいりたいと思っております。現地のほう、ぜひ、

お立ち寄り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。続きまして、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 

 続きまして、飯田市体育協会及び下伊那郡体育協会による署名活動についてということで、次の

ページにありますけれども、こちらにつきましては、南信州広域連合に対して、すでに飯田市体育

協会と下伊那郡体育協会のほうで、資料Ｎｏ．４ですが、体育館の建設を要望してありますが、そ

れにあわせて署名活動をいま行っているということで御了解をいただければと思います。10 月の末

からはじまりまして、11 月の末までということで行っておりまして、そんな動きがされておるとい

う状況です。最終的な目標は２万人ということで、スポーツ関係者、スポーツ団体、それから体育

協会、スポーツ少年団等を通じてそれぞれ署名を募っているということですので、御承知置きいた

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。 

それでは、引き続きまして、(5)公民館関係報告事項をお願いします。 
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◎松下徹社会教育担当参事兼市公民館副館長 

 それでは、次のページの資料Ｎｏ．５高校生講座がありますけれども、そちらについては、ＬＧ

飯田教育の高校生版ということで取り組んでいます。 

 今年度については、８校から25人の応募がありましたけれども、最終、15人に選考させていただ

いて、すでに10月14日から学習を開始しています。カンボジアでのスタディツアーについては、３

月23日から29日までの１週間ということで予定しています。まず、昨年度の参加者が、ほとんどい

つも、飯田東中学校の後輩たちにキャリア教育進路講話ということで、30分ほどのスタディツアー

を通じてどういう心の変容があったか、自分の今後の進路についてどういう思いを持ったかなどの

体験発表をしています。 

 また、各校の文化祭でも参加者が在校生に呼びかけをしていくことも行っていますし、これは教

育長職務代理者からも提案をいただきましたけれども、１月のキャリア教育推進フォーラムでも、

そこでも、去年の参加者がフロアーですけれども、そこに参加して、そこでのやりとりを聞いて発

言をしていきたいということで、参加意識も育成されております、そういうこともしています。 

 それと、もう一つですけれども、別のペーパーでお配りしました急きょ決まってまいりました文

部科学省の先ほどの請願書を出す先なんですけれども、文部科学省の初等中等局と生涯学習政策局

の幹部職員を含む４、５人の職員が、飯田市の学校教育と社会教育とが連携した次世代育成の取り

組み、特に飯田ＯＩＤＥ長姫高校の地域人教育の取り組みについて視察をしたいということで見え

ます。時間の関係もあるんでごらんいただきたいと思うのですけれども、11月の24日ということで、

ここでは、特に在校生１年生から３年までの系統的な学びですので、それぞれ在校生が、教諭と一

緒にこの地域人教育とはどういうものであって、どういったところをねらいとしたものであるのか

っていうところを説明したり、当日は地域人教育の授業ですので、公民館の主事も入りながら、フ

ィールドスタディをやっているところは、スマートフォンを使いって遠隔操作をしながら映像を映

しながら、その現場を見ていただく、あるいは、その学校で授業でやるところは、学校の現場の学

習状況を見ていただくことであります。後段では、特に地域人教育でフィールドスタディを支えて

おる橋北の相津さんですとか、鼎地区の関島さんなんかも登場いただいて、この取り組みが地域、

社会教育の大人の学びから見たときにどういう変化、変容をもたらしてきたのかを含めて話をした

いということで組み立てをしています。 

 急なご連絡ですので予定のつく限りで結構ですので、もしよろしければ、この時間帯であります

ので、また、ごらん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。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、人形劇のまちづくりの推進に関する取り組みですが、いまのページのとなりから、２

ページにわたりまして、10月以降の取り組みと今後の予定を記載させていただいていますので、ま

た、ごらんいただきたいと思います。 

 本日、別にお配りいたしましたＤＯＧＵＳＨＩ19号、これは年に４回出しておりますが、こちら

のほうで、伊豆木人形クラブの皆さんが、台湾に行ったこと、さんしょううおの取り組み等が載っ

ておりますので、また見ていただきたいと思います。 

 別にお配りした資料の中で、飯田少年少女合唱団定期演奏会のチラシの裏面に団員募集が載って

おります。飯田文化会館が関わって結成した団体で活発な活動をされておるんですけれども、近年

会員数が減少傾向にありますので、また、こういったことも心にとめておいていただいて、それぞ

れＰＲをお願いできればと思います。 

 それと、おいでなんしょ寄席のチラシをいれてありますが、まだ、良い席が残っておりますので、

落語で笑い新しい年を迎えていただければと思います。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。それでは、(7)図書館関係報告事項お願いします。 

 

 



18 

◎遠山尚久中央図書館長 

 それでは、文化会館次のページ、資料No.７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ということで、まず、１番の報告ですが、先日図書館の特別展、飯田線

に関するものを行いました。その３番のところ、来館者ですが、人数固まりまして、694人の多くの

皆さんに見学に来ていただきました。 

 それから、今後の予定ですが、もっと知りたい子どもの本、栗山淳講演会、12月２日に予定してお

ります。チラシもこの資料の後ろから２番目、黄色いチラシになりますが用意させていただきました。 

 ごらんいただければと思います。 

 

○代田昭久教育長 

 はい、ありがとうございました。(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 

 本日、お手元に２枚のチラシ、年中行事を考えるというものと、春草講座第３講、作画への道すじ

３です。参加していただければと思います。 

 口頭で申し上げますが、春草常設化第１期が終わりまして、その入館者数ですけれども、3,000人

を越えました。一日平均だと120人、土日は260人という数字になります。おかげさまで、多くの方に

ごらんいただきました。第２期は春秋を展示していますので、菊児童とは違う非常にデザイン性の高

い絵画となっておりますので、ぜひ、また、お楽し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。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 

 ２点についてお願いします。 

 最初に、会議資料の図書館の次の報告資料No.８をごらんいただきたいと思います。 

 10 月 28 日に開催しました地域史講座について御報告させていただいます。歴史研究所の調査研究

員の田中雅孝先生から「大正期・飯田町の都市問題と行財政」と題して、市役所の３階を会場に開催

しました。大正期にかけて、飯田町・上飯田は人口が急激に増加し、それに伴い衛生環境や教育の

拡充など都市としての課題が発生しますけれども、こうした問題にいかなる対応を取ってきたかと

いう視点で、統計等の資料や『南信新聞』記事の内容などから当時の状況を明らかにしながら分析

を加えたお話でございました。 

 飯田町は当時、乳児死亡率や死産率が県の平均より高い、そういったまちであったこと、また赤

痢や腸チフスといった伝染病の流行があったり、扇状地の地形による井戸水の暮らしの中での水の

汚染や水不足といった衛生環境の問題に、上水道や下水道の整備で対応していく様子であったり、

義務教育化による児童数の増加で学校の新築等が必要になり、町債発行をして財政規模が大きくな

っていく様子など、資料を基にした研究の報告でもありました。 

参加された皆さんからは記載した感想や御意見などをいただいております。なお、『飯田・上飯

田の歴史』の執筆に携わった先生方に講師をお願いしながら開催をしております、「飯田・上飯田

の歴史シリーズ」と題した地域史講座ですけれども、昨年度は近世の内容を中心に行ってきており

ますけれども、今年度後半は近現代の内容で開催をしていく予定でございます。 

もう一点は、綴じてある最後の黄色い用紙でございます。地域史講座について御案内させていた

だきます。11 月 25日でありますけれども、歴史研究所の調査研究員、斎藤俊江さんを講師に会場

を伊賀良公民館で「伊賀良村の満洲移民、渡満者の少なかった村を見る」として開催する計画でご

ざいます。 

もう一点、郵送にて御案内させていただいたところでございますが、遅くなりましたが 12 月２

日、午前 10 時からということで、歴史研究所の新施設への移転お披露目式を行わせていただきた

いと思っております。全体で１時間ほどを予定しておりますけれども、経過を含めた報告、事業内

容や移転後の施設をごらんいただく内容で計画いたしております。御都合がつきましたら出席賜り

たくよろしくお願いいたします。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。（3）から（9）まで各課、館からの報告事項がありましたけれ

ども、これについて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 

 何分まで。 

 

○代田昭久教育長 

 45分には終わりにしたいなと、あと５分くらいで。 

 

◇小林正佳教育長職務代理者 

 何点かあるのですが、それでは絞って。 

 全国学力・学習状況調査の結果のことで、質問をさせていただきたいと思います。 

 先ほど、中井学校教育専門幹のほうから、11ページにある国語のＢの３の三がマイナス4.3で低

いっていうことで話がありましたよね、ここのところの問題はあまり勉強していなくて申し訳ない

のですが、中井学校教育専門幹の話を聞いたら、これはなかなか面倒くさい問題で、文章をじっく

り読まなければならないと問題であると感じたんですが、今、小澤教育委員が言われたことともつ

ながるんですけれども、乳幼児期からスマートフォンをおもちゃ代わりにしているという話があっ

たんですが、本来だったら絵本をお母さんが読んであげる、絵本を通じて子どもたちの情操を高め

てくるっていうところが薄れちゃっていて、刹那的に目にすぐに飛び込むものにとられちゃってお

るんですよね。だから、じっくり文書を読んで答えるという問題がいやになっちゃうんですね。そ

こをどうしていくかっていうことがこれからの大きな課題かなと思ったことが一点。 

 二つ目が、小学校の子どもの算数はまあまあなんですが、中学校へ行くと苦戦しちゃうんですね。

そこは何なんだろうかと思って、そのあたりのことを詳しくみると、中学校の授業で「勉強が好き

ですか」という問いが全国や長野県に比べて飯田市はよくない、ここに何か一つのヒントみたいな

ものがあるんじゃないか、なんで飯田市の中学の勉強が面白くないんだ。このあたりのところにち

ょっと気にしていかなくてはいけないかなということを思いました。 

 それから、三点目ですけれども、私の書いたこの「下伊那教育」の家庭学習のことの資料を探し

ていただいたなと思います。この冊子「下伊那教育」は、各学校や先生たちにも配られているんだ

けれどもあまり読まれてないように思います。読んでくれている人はね、退職した先生たちなんで

す。その人たちは「読んだぞ」と言って連絡をくれるんですけれどもね、現職の先生たちはほとん

ど連絡はくれない。各市町村教育委員会に配られているんだけれども、教育長さんたちもほとんど

読んでいない。 

そこで、かいつまんで、何かが書いてあるかというと、私は家庭学習のあるやり方をある若い先

生から教わって、そのまねをやってきた。一枚（資料を）めくっていただいてですね、めくってい

ただいたところに、若い女の先生に教わったことをラインボックスに書いてあるじゃあないですか。

ある時、自分のクラスで東京大学に３人入りましてね、そのうちの二人の子どもたちが手紙をくれ

たことが書いてあります。いみじくも、ここにアンダーラインを引いたところですが、「小学校の

頃に身に付けた自発学習の習慣が役だった」と二人の子どもが書いてくれました。それで、これは

すごいと思って一人で喜んでおったら、次の42ページのところに書いてありますが、私のやってい

ることとほとんど同じようなことが実は秋田県では、みんなやっておったということなんです。そ

れでなんだこれは自分の独創じゃないなと思うと同時に長野県の先生たちは自分のやっているこ

とを人には紹介しないけれども、秋田県のほうは、良いことをみんなで共有してやっているという

ことを思っていたときに、次についている耳塚先生、長野県の教育委員をやっている先生で、学力

問題には大家の大学の先生が、真ん中から一番下あたりのところに「一つ目は」っていうのがある

と思うのですが、「自学ノート」だとか、「自勉ノート」の取り組みということが大事だってことが

書いてあるんですよね。私が実践してきたことと同じ趣旨のことがここに書いてあってくれて、こ

れはできたら今度の校長会のときに配りたいと思っていたところです。中井学校教育専門幹には感

謝しているのですけれども、何が言いたいかというと子どもたちが、自分でこれをやろうといって

計画を立ててやっていった勉強っていうのは、ものすごい能力を発揮するっていうことと同時に、

いま、鼎中学校だとか、緑ヶ丘中学校が取り組んでいるんですが、中学校では遅いのです。小学校
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のころから手を打って行かないと中学校に入学したときからではだめなんで、私も飯田東中学校で

やろうとしてうまくいかなかったんですが、小学校のころやっていくのが大事だなあというふうに

思うのです。 

いずれにしても、自分がやっていたことは秋田県ですでにやっている、そして耳塚先生もこれが

いいんだって言ってくれていることに勇気づけられて、私は自分がやってきたことを偉そうにこう

やってアピールする気になったわけです。それまでは、こんなことは自分の中に入れておくことだ

なと思ったんですけれども、そんなこと思っていますので、また、暇があったら読んでみていただ

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。ほかに何か御質問等ありますでしょうか。 

 それでは、きょうは時間がありませんので、ここらへんにします。 

 

 (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５時48分） 


