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飯田市教育委員会 平成29年12月定例会会議録 
 

 

１ 会議開会の日時  平成29年12月14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 

会議録署名委員に伊藤昇教育委員を指名した。 

 

△日程第４ 会議録の承認 

11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 

 お手元に教育長報告ということで用意をさせていただきました。きょうは３点御話をさせていた

だければなというふうに思います。 

 まずは、第31回の伊那谷文化芸術祭が先月行われました。４回の日曜日にわたって行われたわけ

ですけれども、参加者としては全部で８千人を超えるという規模の文化祭として本当に定着してい

るなあというふうに思いました。内訳としてはごらんのとおり、出演者1,485人、観劇者6,345人、

スタッフ234人ということです。私も４日間とも行ければ良かったんですが、恥ずかしながら、26

日１日しか参加することができなかったんですが、その中でも、感じたのはですね、高校生の貴重

な発表の場になっているなあというふうに思いました。いわゆる義務教育の小中が集まって音楽活

動をするっていうような場面は時としてあるんですけれども、高校生がいろいろな形で集い、また、

少し学校教育とは違った部分で、軽音楽をしたりとか、そういう意味でいうと非常に高校生の場と

しては有意義だなあと思ったし、そういう様子を見ているとネットワーク、高校生同士のつながり

を作る大切な機会となっているなあというふうに思って、そんな視点でもこの伊那谷文化芸術祭の

持つ意味も大きいかなあというふうに思っています。下の小・中・高と演劇に取り組む団体が多く
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なっているというのは、これは私が聞き置いたところなんですけれども、発表の種目が、演じると

いうところが多くなっているところが、一つの特徴だということです。 

 また、30周年の記念のイメージソング「だから一緒に伊那谷で」という歌が、昨年度新しく作っ

たわけですが、これが歌われる機会が様々な場面であって、これが定着していると非常にいいなあ

と言うふうに思って、これがむしろいろいろな形で、いろんなところで聞けるようなそんな環境も

できてくるといいなあというふうに思いました。演劇に絡んでいうところにもなるんですが、スタ

ッフが234人ということもあって、出演する者とスタッフが一体として取り組むというのが、飯田

人形劇にもみられるように、飯田らしいイベントだなあというふうに思ってこの事業の定着、発展

の大きな要因だろうなと改めて思ったしだいです。また、今後どうやっていくかについて議論はあ

ると思いますが、少なくとも、良い面が垣間見れたそんな芸術祭だったかなというふうに思います。 

 二番目としては、昨日私が視察、東京のほうに行ってきた報告を少しさせていただきたいなとい

うふうに思っています。 

 昨日は教育支援指導主事の北澤統括と一緒にいってきました。この東京大学先端科学技術研究所

に行くのは、実は10月６日に続いて、２回目の訪問になります。見ていた対象としてはですね、い

わゆる異才発掘プロジェクト「ＲＯＣＫＥＴ」という名称で行っていますが、突出した才能はある

んだけれども、現状の教育環境になじめず不登校になっている小中学生を選抜して、学習や生活の

サポートをするというプロジェクトで、お金の出所は日本財団と東京大学との合同プロジェクトで

す。私がなぜ、興味を持っているかというとですね、不登校になっている子どもたちで、ほとんど

が特別支援の子どもたちです。通常の学級ではなかなか難しい、こういう子どもたちを対象にどう

いう教育をしていったら、子どもたちが輝くのかなあということで、すでに４期ということで、３

年前から取り組んでいて注目をしているんですれけども、その中のノウハウを飯田で吸収したりと

いうことを何かできなかと思って、この中邑教授という中心となっているリーダーの方がいらっし

ゃるのですが、やり取りする中で、いろんなことを勉強していきたいなというふうに思っての視察

であります。 

 この12月13日というのは、来年４月からのいわゆるスカラー候補生30人いるんですが、そこのい

わゆる入学式が保護者と共にあったので、火、水、木、二泊三日で行ったところの中１日を見させ

ていただいたということです。若干補足をさせていただくと、このスカラー候補生と選ばれるのは

ですね、だいたい500人から600人の応募の中の30人くらいです。第４期が30人だったんです。いま

までは、状況とすれば15人ずつだったので、簡単にいうと20倍くらいの倍率の中で選ばれたという

子どもたちです。本当に小学校２年生から中学校３年生まで、様々な子がいて、人目見てなかなか

もう大変だという子どもたちばかりなんですけれども、率直な第一印象としては、その子たちがそ

こに集まって選ばれたというのももちろんあるし、ステイタスがあるプロジェクトになってきたの

で、あるんですけれども、やっぱり、授業中もすごい生き生きとして、発言をしたりとか、友達と

関わって、友達同士意見交換をしているっていうのは、やっぱり、びっくりしました。ともすると、

障がいがあったりとか、不登校なんかで、学校現場ではなかなか大変だなというふうに思いがちで

はあるんですけれども、そういう子たちを全国から束ねて、才能をもっと伸ばしていこう、かまし

ていこうという中邑教授やスタッフ一同のですね、本当に教育の醍醐味をやっているなあというふ

うに思って見させていただきました。細かいところはまたどんなふうな指導をしているかっていう

のは折にふれて報告したいなというふうに思っているんですが、テレビ中継なんか、番組を見た後

で、私自身も少し誤解をしてたのかなというふうに思うのは、いわゆる異才発掘というと天才を見

つけたりとか、いわゆるギフテッド教育みたいな、天賦の才や発達障害をもっと伸ばそうというと

ころと言うよりは、かなり地に足のついたプロジェクトで、１期から３期までの60人くらいの卒業

生なんかも一緒に混ざって授業をするケースもあるんですけれども、その卒業生なんかが「小商い」

っていう言葉を時々使っているのが非常に、「小商い」ができるようになりましたって言っている

ので、注目して聞いてたんですが、いわゆるこういう子どもたちは、自分が将来サラリーマンにな

れたりとか、普通に働けないという自覚を持っていますと、その中で、どういうふうに自立してい

くのかっていうのを自分自身で見つけていかなくてはいけない、その時に、この特異なことを生か

しながら社会性を身に付けていくんだとというようなところが、教育理念として一本筋が通ってい

るなっというふうに思って、実際にやっているのは、長所を伸ばすというところといかに社会性を

つけていくのかということで、中邑教授が最後に言っていたのは、「皆さんちゃんとパンツを洗っ

てください」と、自分のパンツを洗えないような自分たちではだめですというふうなところもより



3 

印象に残りました。現在の学習指導要領の問題点に触れていて、やはりいろいろな教科、限られた

時間の中でやるというのは、そういった子どもたちのなかではなかなか難しいので、時間にとらわ

れずにいわゆる対面学習を中心にやっていこうというようなことも一つの大きなこの学校の方向

です。今後は飯田市とどういうふうな知見をいただいたりとか、連携していくのかはまだまだこれ

からですが、少なくともそういった動きがあるなかで、われわれも足りない部分をいろいろ御示唆

いただけるかなというふうに思いながら、計画をしてきました。今後ともこの動きに関しては勉強

していきたいなというふうに思っています。 

 ３番目としては、残り９ページをかけてまとめさせていただきましたが、いわゆる詳細な質問で

はなく主な質問ということでご理解いただきたいのですが、現在、第４回の定例議会ということで、

議員の方々からご質問をいただいた一般質問及び代表質問の質問項目と回答という形になります。

改めて、代表質問、一般質問先週終わったわけですけれども、議会と行政の両輪というのをほんと

に感じる議会だったなあというふうに思います。というのは、われわれはいろんなことを説明する

機会として、議会のチェック機能であり、お互いに推進できるなあとそういうふうに思ったわけで

す。特に推進役にお互いなれるかなと議員の方々も特に指摘していただいたり、応援していただい

たり、一つあるのが、ＩＣＴの御質問と提言です。実はこれ、質問を１ページにまとめましたが、

いわゆるＩＣＴ関係の質問というのは、４人の議員から出ました。ＩＣＴを活用した教育やその危

険性、また、プログラム教育は遅れているという認識を議員は持っているけれども、今後はどうい

うふうにキャッチアップしていくのかとか、われわれがいま課題としているＩＣＴのメディアのリ

テラシーの教育の問題とか、そういった問題をやっぱり指摘していただき、回答することによって、

お互いに共通認識を持って、前のめりに進んでいきましょうと、決して否定するものでもない中で、

議論がかみ合った議会だったかなと思いました。また、ほぼ同じような質問で部活動のご指摘をい

ただきました。教職員の負担軽減が大きなテーマなってきたのは全体の共通認識としている中で部

活動の長時間労働についてどういうふうな見解を、認識を持っているのか、また、手立てをどうい

うふうに打っているのかという御質問をいただき、それに対しては、これからの対策をする部分も

あるのですが、やっぱり議員からの御質問、指摘を受けることでですね、我々もしっかり取り組ん

でいかなくてはいけないなあ、まだまだだなあという部分も感じたわけであります。そんな意味で、

一つ大きなテーマとして教職員の負担軽減というのも取り組んでいきたい、議会答弁ではありませ

んが、そういうふうに思いました。 

 また、ありがたい質問だなあというふうに思ったのが、木下容子議員からありました小規模特認

校についての御質問もいただきました。内容やその狙いみたいなところもしっかりと説明する機会

をいただいてよかったなあというふうに思います。もちろん、木下容子議員にもこの取り組みにつ

いては支援、協力してくれるということで、そういった中での、また、意見交換がお互いにできた

かなあというふうに思っています。 

 回答については細かいとこまで載せさせていただきましたが、こんなところで回答してみました。

なかなか、いま、教育委員会として明確にというかですね、大きな方向性として示されないのが、

上から９番目、10番目にある施設、大型アリーナとか、スポーツ施設どうするのかということにつ

いての御質問に関しては、ここも二人の議員からありましたけれども、委員の皆さんにもご承知置

きいただきたいのは、もちろんこれは飯田市で考える施設とともにですね、いわゆる広域連合、飯

田下伊那を通じての案件になりますので、こういったものが、やっぱり情報共有していかなくては

いけないという部分で飯田市が独自の意見を言うことができないので、その点に関しては、連絡を

とりながらという回答にならざるを得ないわけですが、現実問題、しっかりと情報共有をしながら、

ほんとにお金のかかるプロジェクトになりますので、これに関してはほんとに腰を据えながら、し

っかり取り組んでいきたいなあというふうに思った次第です。議会報告は、３番目としては以上で

す。 

 あわせて、３点私のほうから報告させていただきました。何か御質問等あればよろしくお願いし

ます。はい、伊藤教育委員お願いします。 

 

◇伊藤昇教育委員 

 いま、出てました教職員の負担という、部活との関連性ですとか、土日なんか、得意なスポーツ

の担当じゃないのに、課せられていたりとか、飯田独自のやり方、考え方で歩んでいいものなのか、

県教委との関係もあるかと思いますが、そういうことをちょっとお聞きしたいと思いますが、教育
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長職務代理者が特に詳しいと思うのでお聞きしたいと思いますが、飯田市として独自の方向性を歩

くことができるのでしょうか。 

 

◇小林正佳教育長職務代理者 

 最初に教育長さんの意見を聞いたほうがいいと思いますが。 

 

○代田昭久教育長 

 はい。独自のことをやっぱりやっていかないといけないなあというふうに思っています。議会の

ところに、数値を掲載をしてこれも共有をしたんですが、実は、昨年度からですね、小学校も中学

校も６時間程度上昇しています。これは県の平均よりも多いという状況になっています。労働時間、

正確にいうと超過勤務の時間が多くなっているという状況で、さらに事態としては深刻なのは、昨

年度から今年度の同時期と比べても増えているという状況がある中で、やっぱり中学生が多いとい

うことになると、飯田市のいま教職員の働いている環境というのは、決して良い状況ではないので、

おっしゃるように飯田市なりの課題があると思いますし、飯田市なりの強みがあると思いますので、

そこのなかでの、県全体の施策というよりは飯田市独自に解決する方法というのは、思い切り考え

ていかなくてはいけないのかなあというふうに思います。 

 

◇伊藤昇教育委員 

 そうなると、部活、少人数の学校なんかは部活に苦慮しているそういうことも含めて、総合的に

含めてクラブ活動の見方、クラブ活動ばっかりじゃないんですけれども、クラブ活動に係る教職員

の負担が多いということになれば、そういうことを切り口として、部活の考え方を改めていくって

いう方向性というのを、いま、教育長がおっしゃってくださったので、ここから、飯田市独自のや

り方っていうのを歩んでいっていいのかなあと、考えていっていいのかなあと、そういう方向性を

一歩踏み込んでやっていっていいのかなあと思います。 

 

○代田昭久教育長 

 実際のやり方としては教育委員会が主導してできるっていう類のものではないので、現場の中で、

教頭会、校長会のプロジェクトにどう位置づけるのかっていうこともあるのですが、やっぱり、現

場の中で何が困り感があって、実際に客観的にみてどういう非効率さが生まれているのか、また、

課題があるのかという現状認識をしっかり把握したうえで、どういう打つべき手があるのかなと、

まさに、現場とのプロジェクトになっていくのかなあというふうに思います。 

 はい、三浦教育委員お願いします。 

 

◇三浦弥生教育委員 

 はい、では、関連した話で、部活動に関することですけれども、いまは先生方の長時間労働とい

う話で、部活動へのかかわりの見直しという御話がでていました。私が耳にするのは、保護者の方

たちの部活動へのかかわりに関する保護者サイドの負担というものに関してなんですけれども、例

えば、本当に共働きである子どもは部活をやりたい、送迎とかにとても負担がかかる、遠征なんか

には送っていけないから、この部活動はできないよっていう指導を子どもにするっていうようなお

話を耳に入ってくる中で、例えば、いまの部活動に係る先生方の長時間労働についての見直しは必

要、部活動に関しての担当者を見直しっていうのを重点に置くのか、それとも、内容に関する見直

しっていうところに重点を置いていくのかっていうところがどうなんだろうなということを少し

思うところがありますが、その点についてはどんなものなのでしょうか。 

 

○代田昭久教育長 

 質問の趣旨は、担当者の問題なのかっていう。 

 

◇三浦弥生教育委員 

 そうですね、内容としたものは、先生方の負担が大きいということで見直しをかけるっていうこ

とは、誰かが担当しなければいけないということで、担当者を考える。それも家庭に求めるのか、

保護者の人たちに求めるのかというところの、担当者の見直しを図るのか、それとも、いまの部活
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動の内容というものが、かなり内容的に大きなものになってしまっていてっていうところの見直し

っていうところが必要なのかと、もしデータがあればですし、どういうふうにこの問題を見ていっ

たらよいか、視点をいただければと思います。 

 

◇伊藤昇教育委員 

 いいですか。 

 

○代田昭久教育長 

 はい。 

 

◇伊藤昇教育委員 

 はい、私いまの両方のテーマ、両方あると思うんですよ。県の原山教育長でしたかね、ゆくゆく

は部活も総合型地域スポーツクラブに移行したい、すべてじゃなくてそう思っていますし、私もど

っちかというとそっち派なんですが、部活も先生たちが一生懸命やってきて、充足感も持ってきて、

それで、ＰＴＡの方たちも満足して、やってきた先生たちも満足して、確かにそれはそれで成果が

あったことだと思いますけれども、やはり、それから脱皮していかなくてはいけないのかなとそう

いう部活そのもの中身やあり方も変えてかなくては、それと同時に、それが教職員の負担の軽減に

もなると、両方ありかなと、どっちかだけを責めるという、どっちかだけをテーマにするというわ

けじゃなくて、同時進行というか、両方あっていいのでは。 

 

（「はい。」と言う者あり。） 

 

○代田昭久教育長 

 はい、中井学校教育専門幹お願いします。 

 

◎中井文彦学校教育専門幹 

 はい、部活動のことですけれども、いま、三浦教育委員から言われた大きく二つのことがあると思

います。内容面に関しましては、極論をしていけば学校対抗になるような教育活動がこれから続いて

いくのか、一つには少人数の学校のところでは部活動が成立しないという問題があるわけです。それ

は大きなことになりますので、一朝一夕に解決することはできないですけれども、私たちも考えてい

かなくてはいけないこととしてあるわけです。もう一つは、教員の働き方改革、負担軽減という面で

お話をさせていただきます。部活動指導員っていうのが全国の中ではじまってきておりまして、こと

しも長野県でも、そういう制度を導入していきますかっていうことで、意向の調査がありました。要

するにいままでのような技術指導だけではなくて、大会の引率もするし、生徒指導もするということ

で教員と代わってやるっていうことですので、本当に業務も全く変わる負担の軽減にもなっていくっ

ていうことが大前提ということです。いま各学校に入っているような外部指導者という形で入ってい

る方とはまったく別の方であるっていうことです。国と県と市が３分の１ずつお金を出して、お一人

60万円くらいが年間に入るものですので、１時間 1,600円というような報酬が入るっていうことの

ものです。これを来年度からっていうことになりますと、規則を作ることもありますし、どんな人が

入る、その報酬がありますので、有資格者でないとできないっていうことになってきますので、また

その各学校のニーズがそれぞれ異なると思いますので、そんなことも含めて、先ほど教育長から話が

ありましたように校長会の中での主導委員会を一つ立ち上げて委員会も整理した上での、そこで一年

かけると言いますか、来年度の予算のところに盛っていかなければならないことにもなるかもしれま

せんので、来年度中には結論をだし、再来年度 2019 年度のときから、何らかの形が動きだせるよう

に考えています。 

 

◇三浦弥生教育委員 

 ありがとうございました。 

 

◇小林正佳教育長職務代理者 

 いいですかね。 
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○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 

 伊藤教育委員さんのお話があったことは、私もちょうど同じように意見を言わせていただこうと

思っていたところなんですが、きょうの「教育長の報告」で、最後の２ページの長野県教育委員会

と長野県市町村教育委員会連絡協議会、長野県ＰＴＡ連合会の連名の共同メッセージと共に「県教

育委員会からの働き方改革に向けての基本方針」が書かれてあります。これについて教育長さんの

ほうから、コメントがなかったのでちょっとお聞きしたいなと思っているんです。実は、先日の12

月11日の教頭会において、教育長から指示伝達ということで働き方改革推進についてということが

出されているんです。そのことを踏まえて議論しているかということなんです。つまり、教育長が

教頭会のところで言われた指示伝達の内容と、この県教委の基本方針の内容について、これを踏ま

えた飯田市としてのいわゆる指示伝達であったのかどうなのかを最初にお聞きしたい。 

 

○代田昭久教育長 

 はい、もちろんこれが前提になります。これが前提になって県の方針が、また共同メッセージを

受けた形で当然議会での発言、また、教頭会でのメッセージという形になります。ただ、これをそ

のまま伝えれば、右から左への状況ですので、その中で飯田市の中でのやり方、メッセージとして

の、それを踏まえての議会答弁、もしくは教頭会での発言を前提としております。 

 

◇小林正佳教育長職務代理者 

 はい、教頭会の場で「教育長指示伝達」として教育長の考え方を出してもらっているんで、ここ

の場でね、私たちにも、私は聞いているんでいいのですが、他の教育委員さんは教頭会に出なくて

もよいことになっているので聞いていないのです。そこで、飯田市教委としての方針も含めて、こ

の場で説明していただいたほうがいいかなと思います。 

 もう一つはですね、県教委の方針を踏まえたと言われましたが、この資料を見ていただいたいの

ですが、結構大変なんです。めくっていただいた基本方針のところに、「具体的な取り組み」の中

の下から２行目です。「市町村教育委員会、小中学校と連携して、全県で一斉に取り組むことで効

果が期待できることについて示しています」と書いてあるんですよね。先ほども県教委と市町村教

委の役割のことについて話をしましたけれども、働き方改革のことについては、市教委としてやっ

ぱり中心となって取り組まなくてはいけない。県教委は県の学校、県立学校の管轄ですが、市町村

教委の管轄するところの学校については、市町村教委として取り組まなくてはいけない内容なんで

すね。そうやって見ていくと、この基本方針の次のところを見ていただくと、業務の削減や分業化

というところで、①直ちに取り組むこと、②中期的な取り組むこと、それから、(2)のところにも、

「学校・教員が担うべき業務の効率化、合理化を進めます」というところにも、「直ちに取り組む

こと」ということもあるじゃないですか。その「直ちに取り組むところ」は、市町村教委が取り組

まなくてはいけない内容が含んでいるんですよね。一番上の「直ちに取り組むこと」の内容を見る

と、今問題となっていた部活動のことについて、「部活動指導員」とか「スクールサポートスタッ

フなどの活用を進めます」とありますよね、それから、次のところでいうと「信州型コミュニティ

スクール」を飯田コミュニティスクールと置き換えると、「地域連携して協業化できる体制をつく

ること」とありますよね。さっきのある学校で「見守り隊を行って欲しい」ということがありまし

たが、これは、教職員がやるっていうことよりかも、地域のほうでやっていって行くという体制を

つくることをいっていると私は思います。それから、全部読みませんけれども、「(3)勤務時間を意

識した働き方を進めます」というところで、直ちに取り組むことについて、「管理職はＩＣＴやタ

イムカードなどを用いて」とありますよね、それから勤務時間の割り振り、これはもう行っている

と思います。「タイムカードを用いて」ということについては、誰がやるかっていうと市町村教委

がやらなければならないことなんです。このまま受けると。そのことについて市教委としてどうや

っていくかということを明確にしておかなければいけない、はっきりしておかなくてはいけない。 

 さきほど学校教育専門幹が言われましたように、教育委員会からトップダウンとしてこれをやろ

うということも考えなくてはいけないんだけれども、それと同時に現場の先生たちが何を改善しよ

うとしているのか、何がいま不便に感じているのかということを出してもらいながら、飯田市とし
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ての方向を作っていかなくてはいけない。それは早急にできることと、中長期的にやらなければ`

ならないことをこの数カ月の間に議論していなくてはいけないことだと思うのです。そういう中で

部活動の問題をどうするかという、全体の中をみながら考えていかなければならないと思います。 

 

○代田昭久教育長 

 はい、ありがとうございます。教頭会でお伝えした内容はいま小林教育長職務代理者からご指摘

いただいたので、少し共有させていただくと、まさに直ちに取り組むこととして、会議の精選や各

種調査の精選は現在も市教委として取り組んでいるつもりだと思いますが、学校現場としては忌憚

のない御意見をいただきながらこれをさらに進めていきましょうというのが、まず一点です。２点

目として、タイムカードや総労働時間みたいなものが出る前に、私の意見ということですね、総労

働時間というふうにやってしまうと、全部をひっくるめてしまうので、なかなか学校の先生という

職業にはあわない部分もでてくるだろうと、つまり、そもそも時間管理っていうのはブルーワカー

的な定型でアウトプットが明確なものに対する時間管理っていうので発想がはじまったと認識し

ます。そういう流れでいうと、真反対にあるのが、まさにクリエイティブな職業で、時間関係なく

ぽっと一瞬でできるものもある。企画やソフトウエアみたいなところからすると、むしろ教員って

いうのは、ブルーワーカー的な部分もあれば、かなり子どもたちの指導という面からいうと、ソフ

トウエアに係る時間が関係ない部分もあるんだろうなと、それをひっくるめて何十時間増えました

とかっていうことになると、課題が見えにくいので、やっぱり大切な時間と物はなんだろうかなと、

優先順位が低い物はなんだろうかということの順位付けとしながら時間管理をしていった上で、順

位をつけて、まさに劣後順位、優先順位を含むものをしっかりと対応していきましょうというをお

話させていただいたところです。ですので、これ調査をやっているのはまさに教頭先生がやるので、

これを一生懸命作っている視点として、私からとしては、勤務時間ということを、本当にタイムカ

ードを導入すればいいのかという問題ではないっていうこと意味を含めてその前段となるような

話をさせていただいということです。いずれにしろ、その最後としては、そうやりながら市教委と

学校現場とが力を合わせないと、難しいことなので、それは腰を据えてやっていきましょうと、こ

んな話を教頭会ではさせていただきました。 

 

◇小林正佳教育長職務代理者 

 ちょっとつけくわさせていただきます。 

 

○代田昭久教育長 

 はい。 

 

◇小林正佳教育長職務代理者 

 前回の定例会の場で教育長さんに、下伊那校長会から市町村教委連絡協議会に提言があったこと

をプリントしていただきたいという話をしたかなあと思いますが、ご記憶はございますね。 

 

○代田昭久教育長 

 ありますけれども、ちょっと失念しました。 

 

◇小林正佳教育長職務代理者 

 その中でタイムレコーダーのことについて、校長会とも議論をしたんです。校長会の中である校

長先生は、タイムレコーダーはいらないと、はじまりとおわりっていうところの時間を区切って、

どのくらいの時間だっていうことがわかったって、中の休息時間がどんなふうに確保されているの

が重要なので、総時間はそんなに必要ないっていう意見もあったんです。ですので、校長先生の中

にもそのあたりのところの働き方改革について、これから市教委の方針を待っているというふうな

ところもあるというふうに思うんですね、ですので、こういうふうなことが提言されていますが、

やれることとやれないこととかいろいろあるので、伊藤教育委員さんが言われたように飯田市とし

てはこういうことやろうと、こういうスケジュールでやろうというようなことを示していく必要が

あるんだろうと思います。そうしないと学校現場は、県教委の方針が行っておるわけですよね、こ

のまま。そうしたときに市教委からの方針はでていない、市教委は働き方改革にどう取り組むかわ
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からない。ですので、飯田市とすれば、これくらいのスケジュールで、これくらいのことについて

検討するというふうな大枠でいいので、やっぱりそれを出していく必要があるとなと思います。 

 

○代田昭久教育長 

 はい、ありがとうございました。まさにそのような方向でやっていきたいなと思います。ありが

とうございます。ほかにはいかがでしょうか。 

 はい、それでは、適宜御意見をいただければなというふうに思います。よろしくお願いします。 

 

△日程第６ 議案審議 

○代田昭久教育長 

 それでは、日程第６議案審議に移りたいと思います。議案審議は２件です。 

議案第72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 72号を御説明申し上げます。 

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。別紙にて認定対象者をお配りしておりますが、６世帯８人の児童、生

徒になります。飯田市就学援助費の支給対象者として記載のとおり、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。いま、追加申請のほうの提案がありましたけれども、いかがで

しょうか。承認ということでよろしいでしょうか。 

 

（「はい。」と言う者あり。） 

 

○代田昭久教育長 

 はい、ありがとうございます。 

 それでは、議案第73号飯田市文化財の指定についてお願いします。馬場文化財担当課長お願いし

ます。 

 

◎馬場保之文化財担当課長 

 議案第73号を御説明申し上げます。 

 飯田市文化財の指定についてでございます。一枚おめくりいただきまして、平成29年11月29日開

催の平成29年度第２回飯田市文化財審議委員会に諮問いたしまして、同日答申をいただきました図

書に基づきまして説明させていただきます。 

 諮問物件でございますけれども、遠山川の埋没林と埋没樹であります。内訳につきましては、遠

山川河川区域内にございます小道木埋没林包蔵地と大島埋没樹包蔵地、さらには、畑上産出年代測

定標本樹と小道木産出標本樹でございます。両者につきましては、畑上産出年代測定標本樹は、南

信濃自治振興センターさらに小道木産出標本樹につきましては、梨元ていしゃ場に保管されている

ものでございます。所有者及び管理者につきましては、小道木埋没林包蔵地及び大島埋没樹包蔵地

が、長野県飯田建設事務所でございます。標本樹につきましてはいずれも飯田市所有というところ

でございます。 

 おめくりいただきまして、答申の内容ですけれども、遠山川の埋没林と埋没樹については、飯田

市天然記念物として指定することが適当であるといものであります。指定の根拠区分につきまして

は、飯田市文化財保護条例第２条（6)の飯田市天然記念物、飯田市文化財保護条例施行規則第４条、

別表指定基準の中で、飯田市天然記念物３地質鉱物そのうちの(1)岩石・鉱物及び化石・埋没樹の

産出状況、（12）特に貴重な岩石・鉱物及び化石・埋没樹の標本等」、左記のうち、学術上貴重で、

この地方の自然を記念するものでございます。指定の理由につきましては、(1)として、遠山谷の
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大規模な地変をたどることができること、小道木地区の埋没林と大島地区の埋没樹の２つの遺存状

況から、古代の日陰山の大崩落がもたらした天然ダムの形成過程と、その後の浸食作用等による現

在の地形への変遷をたどることができる。(2)としまして、文献に記された古代の遠江地震と関連

性をみることができること。出土したヒノキの年輪測定から、枯死年代が西暦714年であり、「扶桑

略記」に記された遠江地震の年代と一致することから、埋没林の成立と地震の関連性をみることが

できるということです。(3)古代遠山谷の森林植生を推定できること。埋没林と埋没樹の樹種同定

により、天然ダム湖に沈んだ河川沿いの尾根筋にはヒノキの巨木やツガ等からなる森林があり、崩

落した日陰山山腹にはモミ属を中心にサワラやケヤキからなる森林があったことを推定すること

ができるということでございます。(4)自然災害に対する教材となることであります。埋没林と埋

没樹の存在は、当地域に起こり得る自然災害を物語るものであり、地域の防災教育の教材の一つと

して活用することができるということであります。以上、４点示したとおり、遠山川の埋没林と埋

没樹は、当地の自然史や災害史を語る上で重要な位置づけにあり、防災教材としての活用も見込ま

れる。これらに加えて、飯田市内の類例に野底山の埋没樹があるものの、埋没状況等を現地で観察

可能な唯一の例であることも考慮すると、文化財指定すべき内容といえる。また、南信濃自治振興

センター所蔵の標本樹は、災害発生年代を示すものであり、梨元ていしゃ場の標本樹は、埋没して

いるヒノキの全体像を見ることのできる資料として共に重要といえる。したがって、小道木群と大

島群の２か所の包蔵地と２本の標本樹をあわせて文化財指定することが適当であるといただいて

います。 

戻りまして、議案書のほうですけれども、飯田市文化財保護条例第２条の規定により、下記の物

件を飯田市天然記念物として指定したいというものであります。物件の名称につきましては、遠山

川の埋没林と埋没樹でございます。内容等につきましてはさきほどの説明と重複しますので、省略

をさせていただきます。次ページになりまして、提案理由といたしましては、飯田市文化財指定の

申請のあった「遠山川の埋没林と埋没樹」について、平成29年11月29日付けで飯田市文化財審議委

員会から飯田市天然記念物に指定することが適当である旨の答申がありましたので、これに基づい

て上記１件を飯田市天然記念物として指定いたしたいとするものであります。以上、よろしくご審

議のほどお願い申し上げます。 

 

○代田昭久教育長 

 はい、ありがとうございました。 

 それでは、議案第73号飯田市天然記念物としての指定についての説明がありましたが、何か御質

問、御意見等ありますでしょうか。 

 

（「はい、お願いします。」と言う者あり。） 

 

○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 

 はい、いま、課長さんからお話があったのかもしれませんが、ちょっと、うまく理解できなかっ

たものですから。この文化財で指定したときに、この川の中に入っているこのものは、そのままに

しておくんですか、災害があったりして水で流されたり、埋まったりするような気がするんですけ

れども、そのあたりはどんなふうにする予定でしょうか。 

 

○代田昭久教育長 

 はい、馬場文化財担当課長お願いします。 

 

◎馬場保之文化財担当課長 

 はい、いま、小林教育長職務代理者から御質問がありましたように、川の中にあるものにつきま

しては、災害等によりまして、流出等の恐れがあるというものでありますけれども、天然記念物の

指定につきましては、水没したり、枯死したりする、植物の場合はそういったものもあります。現

地にあるものについてですね、ある状態でということで、特にそれに対して流出の恐れがあるとか、
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そういったものに対して対策を講じるものではございません。また、河川区域内にあるという中で、

非常災害等の際の応急的な措置として、現状維持の措置が必要になるということで、このことにつ

いては、先般条例改正しました中で、災害等における応急措置の規定を盛り込んでいるところであ

ります。 

 

◇小林正佳教育長職務代理者 

 はい、わかりました。 

 

○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、馬場文化財担当課長お願いいたします。 

 

◎馬場保之文化財担当課長 

 ありがとうございました。なお、この案件につきましては、調査研究の過程で、県の教育委員会

とも同一の歩調をとっておりまして、今後、県の天然記念物指定に向けた取り組みをしてまいりた

いというふうに考えております。以上です。 

 

○代田昭久教育長 

 今後の予定についての説明も聞きましたが、議案第73号については、承認という形でよろしいで

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した。 

 

△日程第７ 協議事項 

○代田昭久教育長 

 それでは、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 

 日程第８陳情審議。今月の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 

 それでは、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ほうから報告事項があ

りましたら、お願いします。 

三浦教育委員お願いします。 

 

◇三浦弥生教育委員 

 お願いします。飯田市歴史研究所のお披露目式のほうに12月２日の日に行かせていただきました。

どのような資料がどのように保管され、また閲覧できるようになっているのかといった詳しいお話

を聞く中で、また、そういった研究所というものは、本当にどの自治体、行政にあるものではなく、

珍しいものであるということと、そういうところが飯田市にあるということで、ただほんとだった

らなくなってしまうような資料やそういうところに提出されてそこの専門の皆さんたちがきちん

と整理されることで、私たちがきちんと飯田市の歴史を把握するものができていくんだという流れ

を知ることができまして、本当に良い機会を与えていただいたなあとそのように感じました。 

 あわせて行われた飯田市安全大会でしょうか、行かせていただきました。暴力団のことですか、

そういった内容のお話もありましたけれども、日赤の皆さんたちの22年の大火に関する紙芝居のそ

ういった報告、紙芝居をみさせていただきました。その中で、22年の大火というところの紙芝居で
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私も知らない飯田市の歴史をその中で知ることができまして、市民として、そういった飯田市の歴

をきちんとそれも日赤の皆さんがきちんと調べたうえでの作品ということをお聞きしまして、そう

いったこともまとめていくという作業をしていただいたうえで、私どもがきちんと歴史を把握でき

るということは、本当にありがたいことなんだなあということをそのときにも感じました。 

 もう一点は、先ほど冒頭、教育長のほうからも話のありました伊那谷文化芸術祭、こちらのほう

は、私としましては、緑ヶ丘中学校、旭ヶ丘中学校、丸山小学校の人形劇ということで、見に行か

せていただきました。一生懸命やっている姿を見て感動したところでございますけれども、そんな

中でも、丸山小学校ですか、やはり先生が関わって、一緒にされてまして、そんな姿を見ると、先

ほどの話ではありませんけれども、長時間労働というところでも、こういうところでも感動させて

いただいたところに、やはりそういったものがあるのかなというところで見てまいりましたが、先

ほど、いろいろな説明をいただく中で、また、有資格者の方たちがそのように入ったりする中での

様々なそういった場所での改善もあるのかなあということで先ほどお話をお聞きしたというよう

なところです。 

 ３カ所いろいろなところに行か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。ほかにいかがでしょうか。 

 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 

 12月７日の日に上村小学校で複式指導の研究会がありまして参加をさせていただきました。最初

に和田小学校との遠隔地の授業を１年生が。それから、次の時間は３年生と６年生の複式、２年生

と５年生複式、それを見せてもらいました。３年生と６年生、２年生と５年生、普通だったら５年

生と６年生と組むところをやっぱり、この上村小学校の工夫ですね、３年生と６年生が学び、学ん

だあと、３年と６年が学び合い、意見交換するようなその場面を作ってありましてね、全県下に先

立つそういう複式の授業だったように思います。県教委の皆さんもそんなような評価をしておりま

した。 

 もう一点ですね、ＩＣＴを使った遠隔地の授業のことなのですが、少しちょっと課題があると思

いました。それはどうしてかっていうと、和田小学校の子どもたちの声が、ビデオカメラ２、３台

のカメラでその声を拾ってくるのですが、その声がなかなか拾えない、聞こえないんですよね。中

の研究会でも少し出ていたのですが、違う学校では、例えば喬木第１、第２小学校では、天井にマ

イクを固定してある。そしてそこで絶えず拾えるような設備ができているようなのですね。これか

らＩＣＴを使った遠隔地授業をするようになると、授業のたびにカメラをセットし、大型画面、ス

クリーンをそこに出してっていうのは非常に煩雑だし、そうしても、音が拾えないっていうことか

らすると、マイクを固定して、常に遠隔地授業ができるような形の体制整備をしてやる必要がある

のではないかと思いました。 

 最後の三点目ですけれども、多くの参観者、それからぜひ教育移住をしたい、この学校へ小規模

特認校制度を使って来たいといった保護者や子どもが一番感激したのは、ミュージカル「オズの魔

法使い」、この前、皆さんビデオで見せていただきましたよね、あれを公開としてやってくれまし

た。アトラクションですね。本当に一人ひとりの子どもたちがキラキラしておるのですね。これは、

こういう複式の授業をする中で一人ひとりがいまの言葉でいえば、「主体的で対話的で深い学び」

ができているから、子どもたちの心が開かれているから、ああいうミュージカルができるのではな

いかなと言われておりましてね、講師の方々も。あんなふうに子どもがキラキラするのなら、ぜひ、

上村小へ行きたいと言われるのではないかなと思います。とにかく子どもさんも保護者の皆さんも、

そのミュージカルについては、本当に感激しておりました。だから、複式授業で工夫してくれた日々

の努力が、子どもたち一人ひとりの心の開放、自分たちが主体的に学んでいくというようなところ

になっていたのではないかなと思いました。以上です。 

 

○代田昭久教育長 

 はい、ありがとうございました。ほかにいかがでしょうか。 
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（「ひとついいですか。」と言う者あり。） 

 

○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 

 いまの小林教育長職務代理者の複式学級での３年生と６年生ということなんですけれども、普通

だったら５、６年生とか、３年生と６年生が一緒になるっていうので、あっこれは良いって思われ

るようなことって何かあるのでしょうか。 

 

◇小林正佳教育長職務代理者 

 校長先生の話だと、５年が３人なのですね、６年が３人なのですね、３対３のいわゆる複式授業

をするということもできるんですよね。だけども、低学年では１、２、３年生が一人で、そのまま

やると授業が一対一になっちゃうのですね、複式にやると。そこで３対１というふうなことにする

と、こっちが授業をしている間にこっちで個別指導ができる、こっちを見ながらするとこっちがで

きるというふうに３対３よりかは、より効率化できるように学校で工夫したことなのではないかな

かと思います。そして授業が終わると、自分たちが学んだことを３年生が６年生に話し、６年生は

それについてコメントをあげたりとかね、そういうふうな関わりができていて良いっていうことが

あると思います。もう一つすごいのは、上村小では３年間自主的に公開授業をしてくれたたんだけ

ど、最初始めたときには、裏で授業しているので気になって気になって仕方なかったようですが、

今はまったくそのことについては気にならず、また「先生ここがわからん」とか、「先生ここどう

したらいいのとか」とかの質問することなく、子ども同士がこれは自分たちでやるものだというよ

うな共同の学びができるようになったと言っていました。ですので、参観者は複式になりそうな教

育委員会とか学校の先生方が来ていたのですが、これは大規模校でも、あの学び方のモデルになる

なというようなそんな感じです。 

 

◇三浦弥生教育委員 

 はい、ありがとうございました。 

 

○代田昭久教育長 

 はい、ありがとうございました。ほかにいかがでしょうか。 

 

（「ないです。」と言う者あり。） 

 

○代田昭久教育長 

 伊藤教育委員はいかがですか。 

 

◇伊藤昇教育委員 

 はい、いいです。 

 

○代田昭久教育長 

 はい、ありがとうございました。 

 それでは、続きまして、（2)教育次長及び社会教育担当参事報告事項をお願いします。 

 

◎三浦伸一教育次長 

 ございません。 

 

◎松下徹社会教育担当参事 

 特にございません。 
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○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。 

 

◎北原康彦学校教育課長 

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、(4)生涯学習・スポーツ課関係報告事項をお願いします。 

 はい、北澤生涯学習・スポーツ課長お願いします。 

 

◎北澤俊規生涯学習・スポーツ課長 

 それでは、生涯学習・スポーツ課のほうですが、資料につきましては、飯田市文化財指定の一連

の書類の次のところに、第 12 回飯田市キャリア教育推進フォーラム、自分らしい生き方の実現に

ついてということで、日程が決まりましたので御報告をさせていただきます。 

 こちらにつきましては、平成 30年１月 27日午後１時から４時半まで、会場は飯田市公民館で開

催ということで、内容につきましては、結いジュニアリーダーが年５回集まって活動を通しての子

どもたちの活動の発表というような形で生徒自らがいろいろ企画立案発表までというような形で

行います。12 月頭にこの打ち合わせを中学生自身がやりまして、以下の内容ということです。会場

等については、昨年度、飯田市公民館ということで広い会場で行いまして 300人という参加者があ

りました。ことしにつきましては、内容的には小学生の活動発表ということで、下久堅小学校、そ

れから、高校生の活動発表ということで、昨年飯田女子高校でしたが、飯田風越高校の発表という

ことになります。特に、自分らしい生き方の実現のフリートーク、昨年から中学生から意見をいた

だくという、会場内の皆様とですが、特に、柱の１、２についてはキャリア教育とのかかわりもあ

るのですが、柱の３につきましては私と飯田の未来を語るということで、このテーマについては、

中学生自らがこのテーマでやりたいということであったので、こういったことも入れながらやって

いくというような形になります。また、昨年は中学生も活発に会場内で意見をいただいたんですけ

れども、ことしにつきましても特に大人の方、それから公民館の高校生講座の生徒さんも会場に行

っていただいて、何か発言をいただくということで、活発な議論ができればと思います。また、多

くの参加者を集めるということで、個別にいま対応しておりますので、ご承知置きいただければと

思います。また、教育委員の皆さんにつきましても、ぜひ、ご参加をいただければと、席を用意し

ますのでよろしくお願いします。私のほうからは以上です。また、日程的にはほかの日程が重なっ

ておりますが、いろいろ調整する中で、これが一番ということでさせていただきましたので、よろ

しくお願いいたします。以上です。 

 

○代田昭久教育長 

 はい、ありがとうございました。 

 いま、キャリア教育推進フォーラムについての説明がありましたが、御質問等いかがでしょうか。 

 

◇小林正佳教育長職務代理者 

 ちょっと質問なんですが、下久堅小学校と風越高校、どんな内容の発表してくださるのか固まっ

ていますか、まだこれからでしょうか。 

 

○代田昭久教育長 

 北沢生涯学習・スポーツ課長お願いします。 

 

◎北澤俊規生涯学習・スポーツ課長 

 はい、ちょっとまだ固まってない状況です。 

 

 



14 

◇小林正佳教育長職務代理者 

 はい、希望の意見としまして。高校生のところの飯田風越高校の生徒たちが発表していただいた

あと、できたら、なるべく最後まで残っていただいて、中学生なりと議論の中に加わっていただけ

ればありがたいかなと思います。 

 

○代田昭久教育長 

 北沢生涯学習・スポーツ課長お願いします。 

 

◎北澤俊規生涯学習・スポーツ課長 

 はい、いま、実はそのようにお願いをして段取りをするつもりでございます。細かい打ち合わせ

はこれからするようになっています。そんな向きで考えて意見をいただくように予定しています。 

 

○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 

 いまの小林教育長職務代理者の御質問なんですけれども、風越高校の生徒の皆さんも残るという

ことですけれども、昨年度の高校生講座のカンボジアスタディツアーの６月に発表した何人かが主

体的に参加したいといっていますので、彼ら、彼女らもフロアから中学生の皆さんの意見を聞いて

発言をすることになると思います。 

 

◇小林正佳教育長職務代理者 

 はい、ありがとうございます。 

 

○代田昭久教育長 

 ほかに御質問等ありますでしょうか。 

 はい、すみません、これ一気に説明して最後に質問を取るという形式ですので、いまとってしま

って申しわけないんですが、次からまとめてご質問いただきたいと思いますので、よろしくお願い

いしたいと思います。 

 引き続いて、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 

 資料Ｎｏ．２をご覧いただきたいと思います。一昨日、飯田市議会第４回定例会での社会文教員

会協議会ですけれども、説明を行いまして、誠に申しわけございませんでした。本日付けで地元日

刊紙２紙ですけれども、報道がありましたので、すでにごらんいただいた方もいらっしゃいますか

と思いますが、御説明をさせていただきます。 

 史跡恒川官衙遺跡につきましては、奈良から平安時代の古代国家の地方支配の実態を知る上でき

わめて重要な遺跡であるということで、平成 26 年３月 18 日に「恒川官衙遺跡」の名前で約 3.8ha

が国史跡に指定され、昨年 10月３日に 0.2haが追加指定されたところであります。平成 26・27年

度には、国史跡恒川官衙遺跡を将来にわたって保存継承するために、保存活用計画を策定しました。

この保存活用計画におきまして、史跡の価値を特に示す場所、正倉院跡それから、恒川清水に公園

を整備したいと方針をつくりました。その保存活用計画に基づきまして、平成 28 年度から公園用

地の取得と史跡公園整備事業も並行して行ってきているところです。 

 整備基本計画策定の目的でありますけれども、史跡の持つ価値や社会的要請を踏まえまして、ハ

ード面における整備の基本的な計画内容を策定するものであります。 

 保存活用計画に示しました整備、活用における基本方針でありますけれども、７点方針を掲げて

ございます。史跡恒川官衙遺跡を保存継承する場、史跡恒川官衙遺跡の存在と価値を情報発信する

場、地域を知る学びの場、地域住民・市民等の憩い・交流の場、ひとづくり・まちづくりの場、史

跡恒川官衙遺跡周辺の歴史文化資産との一体的な活用を図る場、地域から日本史を俯瞰する場とし

て整備をしていきたいというふうに考えています。 

 史跡公園整備事業ですけれども、整備計画の対象範囲につきましては、史跡指定されている範囲
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内及びガイダンス施設の設置等、施設の活用上必要となる地域、それから、指定地隣接する市道を

含めた範囲ということで予定をしております。 

 対象地のゾーニングと整備方針つきましては、別紙１をごらんいただきたいと思います。６つの

エリアにつきまして、地区の性格、遺構の検出状況、土地利用状況等を踏まえまして、ゾーニング

していますけれども、正倉院エリアにつきましては、正倉院を構成する正倉や外周区画溝等が確認

されている区域で主要な価値を有する部分であります。来訪者がその配置・広がり等を体感できる

よう、正倉遺構の復元や平面表示、区画溝の表示等の整備を行ってまいります。また、その外側南

西側につきましては、子どもたちが訪れて楽しんだり、住民等が学習や交流活動など多目的に利用

できるように広場として整備していきます。３番、恒川清水エリアですけれども、長年受け継がれ

てきました現状の恒川清水の石垣による区画を活かしながら、水を湛えたかつての清水の景観の復

元に優先的に取り組んでまいりたいと考えています。ガイダンスエリアにつきましては、史跡の指

定地外に置くことになります。また、官衙関連遺構が存在しない区域であり、正倉院エリア・清水

エリアにも近く、車でのアクセスが容易な区域に整備をしてまいりたいと考えています。史跡内の

遺構復元・表示とも連動しました情報発信を行う場、史跡恒川官衙遺跡の保存管理や活用の拠点、

さらに周辺地域の文化資産を生かした地域活動等の拠点ともなるような施設として整備をしたい

と考えています。また、エリア間連絡路につきましては、清水エリアと正倉院エリアを結ぶ道路敷

きにつきまして、生活道路としての機能も維持するものとし、路面について景観との調和に配慮し

た舗装への改良・整備を検討してまいりたいと思っています。施設等の整備の基本計画につきまし

ては、標識、説明板、案内板等の配置、それから遺構の復元表示、それから先ほど説明させていた

だきましたガイダンス施設等の整備を行ってまいりたいと考えています。 

 整備のスケジュールでございますけれども、別紙の２のほうをごらんいただきたいと思いますけ

れども、今年度の末までに整備基本計画のほうを策定してまいります。それから、28 年度から来年

度にかけまして、公園用地について公有地化を図ってまいります。その公有地化した用地につきま

して発掘調査等を行いながら、報告書をまとめ、それに基づきまして、まずは清水エリア、先行し

て調査の済んでおります清水エリアについて設計、整備等を行ってまいりたいと思っております。

続いて、正倉院エリア、ガイダンスエリアの整備を行ってまいるわけですけれども、正倉院エリア

につきましては、正倉建物の復元を行うということで、文化庁とも歴史的建造物の復元と言うこと

で関連協議を行ったうえで復元していくことになります。ガイダンスエリアにつきましては、発掘

調査の成果を十分に反映できる形での整備を考えておりまして、平成 36 年度に完了できるような

見込みで進めてまいりたいというふうに考えております。説明については以上です。 

 

○代田昭久教育長 

 はい、ありがとうございました。いま、恒川官衙遺跡の計画についての説明がありましたけれど

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 

 資料の別紙の１の２のところをお願いしたいのですが、そこに全体像が見えるのですが、ここに

清水エリアと正倉院エリアのつなぐ、エリア間、連絡路があるのですが、この幅と、ここへ来るお

客さんたちのとめる駐車場のことについてちょっと教えていただきたいのですが。 

 

○代田昭久教育長 

 馬場文化財担当課長お願いします。 

 

◎馬場保之文化財担当課長 

 こちらは現道が４メートル弱の市道でありますけれども、これについて現道のまま生かしつつ、

来ていただく方の歩道等、園路としての確保する部分もありますけれども、確保してまいりたいと

思っております。また、駐車場につきましては、ガイダンスエリアに設置します。駐車場、トイレ

等考えてまいりたいと考えております。幅員は、計画の幅員はこれからです。 
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◇小林正佳教育長職務代理者 

 もう一点だけすみません。この多目的広場ゾーンのところでは、住民が学習や交流活動など多目

的に活用できるということですから、特に屋根があったりするのではなく、平らなようなところだ

ということでしょうか。 

 

○代田昭久教育長 

 馬場文化財担当課長お願いします。 

 

◎馬場保之文化財担当課長 

 はい、多目的広場の一角には四阿、それから水飲み場を設置し、正倉院エリアの建物等を眺めて

いただく、あるいはイベント等で活用いただけるような草地空間、草地としてですね整備したいと

いうふうに考えております。なお、両方のゾーンの境になります正倉院の外周につきましては、立

体的に表示するのではなくて、平面で表示することによって、ゾーンの活用の利便性を高めたいと

いうふうに考えています。 

 

◇小林正佳教育長職務代理者 

 はい、ありがとうございました。先ほども地域づくり、文化財を生かした地域づくりにもつなが

ってくるかとは思うのですけれども、この地帯はリニアの駅からも近いし、それから古墳だとか、

麻績学校だとかいろいろな施設があり、その中の一つになるところなので、これからの飯田の観光

施設にも寄与していくものになるのではないのかなと期待をしておりますので、そんなことも含め

て大事に整備をしていただければと思います。以上です。 

 

◎馬場保之文化財担当課長 

 先ほど説明を落としましたけれども、整備基本計画素案につきましては、今後地域での説明を通

しまとめ上げ、パブリックコメントを実施して、年度内での完成を目指しているというふうに考え

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。以上でよろしいでしょうか。 

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。 

 はい、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 

 定例会資料の先ほどのキャリア教育推進フォーラムの次のページをごらんいただきたいと思い

ます。11月の定例教育委員会におきまして、飯田市社会教育委員会議、飯田市公民館長会から陳情

がありました文部科学省の組織再編案に関する陳情書の取扱いについて、11月の定例会の中では、

この趣旨が適当であることを認めて教育委員会名で文部科学大臣また生涯学習政策局長に請願書

を提出することが決議がされました。さらにこの請願書の内容については陳情の趣旨を踏まえて体

裁、様式等については事務局に一任いただくということで確認をいただきましたけれども、陳情の

趣旨については二つの点が中心でありまして、社会教育課という名称を存続せよということと、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と、この２点を主たる内容として国のほうに

請願をして欲しいという内容でした。これに基づきまして請願書を事務局のほうで整えさせていた

だきました。請願事項のところでありますけれどもここに再編後も「社会教育」の名称を用いた課

名を存続されるとともに、社会教育の推進を基本理念とした組織体制の充実を図られることとを請

願するということ。また、若干、補足的に請願の理由ということで、これは、２団体のほうでも中

心的に問題視がされておった点ですけれども、社会教育の意義を矮小化させる改正案であるという

こととまた、社会教育行政の弱体化を来す懸念があるとここらへんを理由として、先ほどの請願内

容を国のほうへ請願することで確認いただいております。 

 すでに12月５日でございますけれども文部科学大臣及び生涯学習政策局長宛にすでに提出をさ

せていただいておりまして、事後ではございますけれども御報告をさせていただきます。 

 なお、これも11月の定例会の中で口頭で御説明いたしましたけれども、文部科学省のほうで、い
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ま、全国的に高校生を対象とした取り組みについて事例を調査して、全国展開を向けていくうえで、

飯田市の事例を調査をしたいということがありまして、11月の24日に文部科学戦略官と初等中等教

育局の教育制度改革室長と室の専門官３人が来ていただきまして、ＯＩＤＥ長姫高校の地域人教育

の概要と飯田市公民館で行っています高校生講座の内容、この二つを特に地域人教育を中心に実際

の高校生たちも登場してもらいながら縷々説明させていただきました。その後、ご連絡いただく中

では、大変先駆的な取り組みであるし、ここまで地域と密着した学習が行われていることはある意

味驚きだったということで、文部科学省とすると飯田の固有の取り組みとしてではなく、全国展開

ができるような一定の枠組みを作りながら推進をしていくことを国としては考えていきたいとい

うことでお話がありました。この際に特に文部科学戦略官という方はこの組織改編の中の中心を担

われている方だったものですから、その視察調査が終わる締めくくりの挨拶の中で教育長のほうか

らもこの組織改編触れてこの請願書と同じ内容についてその場で口頭でお願いをしていただいた

とそういう経過もございましたので、御報告を申し上げます。以上です。 

  

○代田昭久教育長 

 はい、ありがとうございました。報告事項続けてまいりたいと思います。(6)文化会館関係報告

事項をお願いいたします。 

 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、いまのページの続きをごらんください。資料Ｎｏ.４でございます。 

 人形劇のまちづくりの取り組みということで、今後の予定等ご説明させていただきます。 

 １の(1)の③地元劇団による人形劇定期公演、12月17日の日曜日の午前に予定しております。ま

た、恒例となりますましゅ＆Ｋｅｉのクリスマス会は12月23日に川本人形美術館のほうで予定して

おりまして、特に夜の部はドリンク付きで大人向けのステージとなっております。⑤の初春を寿ぐ

竹田人形館でございますが、ことしも竹田人形館の本舞台を使いまして２メートル近い長さの糸を

操る上演となっております。３公演を予定しておりますが、各回とも残り枚数あとわずかとなって

いる状況でございます。それから、創造支援事業の関係でございますが、巨大人形劇さんしょうう

おの取り組み、人形劇センターの事業といたしましては今年度末までの事業となっておりましたが、

来年度再演を行いたいということで参加した皆さんがさんしょううお実行委員会を設立していた

だいて、クラウドファンディングに取り組んでおりまして、来年の再演に向けた取り組みを進めて

おります。目標額百万円の設定をしまして、すでにそれをクリアしまして、もうちょっと増やして

やっていきたいということで１月半ばを期限として取り組んでいただいているところでございま

す。 

 川本喜八郎人形美術館の関係でございますが、現在、世界の人形劇100冊の本ということで、人

形の図書に関する展示を12月19日までの予定で行っております。また、展示替えを行いまして、今

度は平家物語を中心とした展示となっております。 

 めくっていただいて、いいだ人形劇フェスタの概要とかＡＶＩＡＭＡ総会のことにつきましては、

さきほどご報告させていただきましたとおりでございます。 

 新人形とけい塔の関係でございますが、計画案、配置の関係は先ほどの説明のとおりでございま

すけれども、募金の状況でございますが、市民会議のほうで1,500万円を目標として取り組んでい

ただいておりまして、ことしに集まったお金を市へ寄附をして税控除の対象にしていただくってい

うこともありますので、12月18日に950万円を市民会議の会長から市長へお渡しする予定でござい

ます。すでにソロプチミストさんから100万円をいただいておりますので、現時点で、1,050万円ま

できたということで、引き続き３月までに目標達成に向けて取り組んでいただく状況でございます。 

 それから、きょう別紙をお配りしましたが、酒と人形芝居という催しを１月16日に予定しており

まして、そちらは、飯田の酒づくりの歴史だとか、酒と人形芝居のこと、それから今田人形座の戎

舞を楽しんでもらいながら、地元喜久水の利き酒もできるという催しでございます。楽しい企画と

なっておりますので、ぜひお時間がございましたらごらんいただきたいと思います。 

 それから、もう一枚、東京混声合唱団の飯田特別演奏会を３月４日に予定しております。こちら

のほうは、地元の皆さんの希望者による合唱隊と東京混声合唱団とのジョイントを予定しておりま

して、現在140人の応募した皆さんが、８回にわたる地元練習を重ねて共同舞台に登るという取り
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組みで行っております。 

 あと、教育委員の皆さんにはもう一枚、歌舞伎の講演会のチラシを配らさせていただいておりま

す。こちらは、歌舞伎をよりわかりやすくみていただくための講座ということになっておりますの

で、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、(7)図書館関係報告事項お願いします。 

 遠山中央図書館長お願いいたします。 

 

◎遠山尚久中央図書館長 

 それでは、文化会館の隣のページ、資料No.５図書館からのよむとすの事業の報告と予定について

説明させていただきます。 

 まず、報告ですが、もっと知りたい子どもの本、栗山淳講演会を12月２日に開催させていただいて、

50人お集まりいただいて、講演を見ていただきました。 

 また、今後の予定ということで、干支の折り紙教室を今週末、17日の日曜日の午後行う予定でおり

ます。折り紙教室で今年の干支であります戌、あるいはお正月飾りを作るということで、定員は25

人とさせていただきながら、募集をかけております。講師は竹内恵子さん、日本折り紙協会の講師と

いうことで、飯田市在住の方ということでございます。以上でございます。 

 つぎの裏のほうにまたチラシを用意させていただいておりますので、またごらんいただきたいと思

います。 

 

○代田昭久教育長 

 はい、ありがとうございました。続きまして、(8)美術博物館関係報告事項お願いします。 

 飯島美術博物館副館長お願いします。 

  

◎飯島剛美術博物館副館長 

 お手元に飯田市美術博物館の平成28年度の年報をお配りしてございます。またお目通しをいただけ

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、３点について御報告、御案内をさせていただきます。 

 まず、図書館資料の次の報告資料№６でございます。 

 11 月 25 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きます。歴史研究所の調査研

究員、齊藤俊江さんにより｢伊賀良村の満洲移民 ～渡満者の少なかった村を見る～｣と題し、伊賀

良公民館を会場に開催をしております。満洲移民の調査研究に関して、送出が少なかった地区の状

況はどうだったのかという視点で、伊賀良村の状況を調査した結果の報告でございました。伊賀良

村史には満洲移民のことが書かれていないが実際はどうだったのか。『長野県満州開拓史』などの

本、また、旧伊賀良村役場文書や下伊那教育会史料、聞き取りなどを基に調査をしまして、満洲へ

渡った方の名簿を整理しながら、送出に関わった方の影響などを含め、当時の背景について考察を

した内容でございました。受講者は歴研の講座としては、多い 58 名の方が、ご参加いただきまし

た。参加された皆さんからは、記載した感想やご意見などをいただいております。なお、この齊藤

さんの内容ですが、もう一度、来週伊賀良公民館のほうでもう一度やって欲しいということで開催

をする予定でございます。 

 続いて、綴じてある最後のところですが、歴研ニュースの 12 月１日号の関係でございます。１

面には、昨年度から２年間という期限でいただいておりました、、、、公益財団法人 クリタ水・環境科

学振興財団の助成金を基に研究をしました水路と路地の関係の展示につきまして記載をしており

ます。また、中の面につきましては歴史と景観、中学生の職場体験の様子、リレーエッセイや研究
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員の取組の報告などを掲載させていただきました。４面に１、２月、また３月のアカデミアを含め

まして、地域史講座・ゼミ等の告知を中心に載せています。次回は２月発行の計画でございます。 

 最後地域史講座の関係でございますが、最後の２枚、今週末の地域史講座と１月の地域史に講座

についてチラシを入れさせていただきました。 

今度の土曜日でありますが、会場を南信濃地域交流センターということで、歴史研究所の樋口研

究員がこれまで取り組んできました｢山里の景観と木材利用｣関係でございますが、山里の景観とし

て南信濃を会場で３年間同じように開催しました３回目ということでございます。 

 また、１月には、「飯田・上飯田の歴史シリーズ」と題して、近現代史で行う今年度第２回目で

ございますが、調査研究員の本島和人さんを講師に｢今村力三郎 －その生涯と上飯田－｣と題し開

催する計画でございます。以上、ご案内とさせていただきます。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。（５）公民館関係報告事項からいまの（9）歴史研究所関係報告

事項まで、あわせて御質問、御意見等あればよろしくお願いします。 

 よろしいでしょうか。 

ありがとうございました。 

 

 (10）今後の日程について 

◎滝沢拓洋学校教育課長補佐兼総務係長 

資料の３ページに当面の日程を記載したので、ご確認いただきたい。 

 

△日程第10 閉会 

 代田昭久教育長が閉会を宣言した。（午後４時33分） 


