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飯田市教育委員会 平成29年１月定例会会議録 
 

 

１ 会議開会の日時  平成30年１月16日（火） 午後３時 

 

２ 会議の場所    飯田市役所 Ｃ３１１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 

  文化財担当課長：馬場保之 

   市公民館副館長：（松下徹）    

   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  

           文化会館 人形劇のまちづくり係長：筒井いずみ 

 

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澤由美子教育委員を指名した。 

 

△日程第４ 会議録の承認 

12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 

 Ａ４一枚裏表お配りさせていただきました。少し体裁整わずに申し訳ありませんでしたが、お配

りしたもので御案内をさせていただきたいというふうに思います。 

 まず、新しい年を迎えたわけでありますが、年末に私の気持ちとですね、職員の皆さんに御話を

した言葉を重複させて御話させていただきたいというふうに思います。 

 「半学半教」という四文字熟語を認めてみました。これは福沢諭吉の言葉でですね、実は慶應義

塾大学を創立するときの一つの大学の大切な精神として根付いているものです。仕組みとしてすご

く面白いなというふうに思うのは、先生と呼べるのは福沢諭吉だけで、教授は全部「君」づけ、掲

示物また式典も「君」づけというような徹底ぶりでほんとに私も母校なので面白い仕組みだなとい

うふうに思ったのですが、その真意をなかなか感じずに過ごしてたんですが、改めてこのアクティ

ブラーニングとか教え合い学び合いというような言葉がでるなかで、本当に150年前から学び合い

教え合い、先生も生徒もないんだと、一生学問っていうものは学んでいくものだという精神を改め

て感じたのはですね、昨年、社会教育っていうものが飯田市の中にすごく根付いているなっていう
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のと、これからも行政として社会教育をしっかり大事にしていきたいというようなメッセージを作

っていくときにまさにこの飯田の地っていうのが、半学半教を地でいっている地だなと、ようは学

校教育が終わったら学ぶのを終えるんではなくて、例えば、公民館活動にしてもまた歴史研究所や

美術博物館、図書館、文化会館などの活動もですね、将来にわたった生涯教育っていう視点から見

ても、この半学半教の精神に非常に似ているところがあるんだなあということを実感したわけです。

実際に教育委員会の中でも学校教育課だけでとどまるところではなく、この学校教育と社会教育の

融合こそが飯田の教育の一つの特徴であり、また、強みであるのではないかなということを感じて、

こんな言葉を書き、また、ことしの一つの大きな目指す方向性としていきたいなというような話を

させていただきましたので、この場では共有させていただければなというふうに思います。 

 ２点目、成人式が１月７日に行われました。ご出席された委員の皆さんがいたらぜひ共有させて

いただければなというふうに思いますが、私自身は鼎の成人式に参加させていただきましたが、昨

年よりもより落ち着いた式だったかなというふうに思いましたが、館長会では情報共有をしてたよ

うですので、少しお聞きすると、飯田市全体としてもことしは随分大きな混乱もなく騒ぎもなく、

落ち着いた成人式が各地域で行われたということを聞いております。実際に20地区で行われている

ということで、地域と密着し、また、地域の特色が表れていて良いなというふうに実感したわけで

あります。昨年、ことしとわたし同じ鼎地区に出させていただきましたが、昨年ともまた違った内

容を実行委員のメンバーは考えていて、１年で踏襲して同じことをやるんじゃなくて、その代の委

員の色が、これまた出ていて良いなというふうに感じた鼎の成人式でありました。今後課題は何か

というようなこともあるわけですけれども、少子高齢化の波の中でそもそも成人式の人数、さらに

はこれを運営していく実行委員のメンバーの負担増が少なくとも懸念される地区もでてきたとい

うような話も聞いております。まだ多い地区は良いですけれども、今後も20地区すべててできるよ

うにそんな形はとれるように子どもたちの人数を確保していくっていうのは、ここでも大切なこと

だなっていうふうに感じております。 

 三番目、地域人教育の取り組みについてということで、地域人教育、高校生が地域に出て地域の

活動をしながら、また、地域のいろいろな企業を高校に入って一緒に学ぶという地域人教育の活動

が発表会が12月22日に鼎の文化センターでありました。非常に充実した発表内容だなというふうに

思ったのが感想です。実際にですね、この活動、文部科学省やいろいろな形で注目されているなあ

というのを実感していて、先月の定例会のほうでも文部科学省の戦略官が視察に来たという話をさ

せていただきましたが、実は次の日も市長が文部科学省に行ってプレゼンテーションをするという

ような機会もあって、小学校、中学校、大学というのが文部科学省の強みではあったんですが、そ

の間の、中間である高校生の教育というのは、国の行政の中でも非常に間があったところをですね、

どうやって接続していくか、この課題に対して飯田市は一歩先んじて取り組み、また、きちんとし

た成果を出しつつあるのかなあということで注目されているのではないのかなあというふうに思

います。実際に、繰り返しになりますが、私も発表を聞きながら高校に入ってこれだけのことを新

たに学び、そしてプレゼンテーションできるっていうのは素晴らしいことだなあと実際に商業科の

プレゼンテーションは全国で４位なったということで、本当にそういった子どもたちが、今後は他

のＯＩＤＥ長姫高校の中での科や、高校に波及させていくのかこんな課題を見越しながら、この活

動についてはしっかりと見守り育んでいきたいなとそういうふうに思ったわけです。実際に１月20

日土曜日、学輪ＩＩＤＡのほうでも、この地域人教育を高校生が出て発表する機会もありますけれ

ども、機会があれば委員の皆さんにも、ぜひ、ウオッチし続けていただきたいなというふうに思い

ます。よろしくお願いいたします。 

 ４番目の上村小学校の小規模特認校の現状と今後については、先ほど教育次長のほうからありま

したので詳しくは述べませんが、いま、教育委員会の大きな取り組みの一つだと思っていますし、

実際に、いま、応募していただいている保護者児童がおりますので、そんな子どもたちの意欲を大

切にしながら学校と地域と教育委員会が力を合わせて子どもたちのよりよい環境というのを作り

上げていきたいなとそんなふうに思っております。 

 私のほうからは報告は以上です。御意見御質問等があればお願いします。 

 よろしいでしょうか、はい。それではまた何か御意見がありましたら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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 引き続きまして、日程第６議案審議です。今月の議案審議は３件あります。 

 それでは、まず、はじめに議案第74号飯田市立小学校・中学校管理規則の一部を改正する規則の

制定についてをお願いいたします。 

 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、お願いします。議案第 74 号でございます。飯田市立小学校・中学校管理規則の一部を改正

する規則の制定についてございます。飯田市立小学校・中学校管理規則の一部を改正する規則を下

記のとおり制定するということであります。案ということで、議案書のとおりでございますが、裏

面をまずご覧ください。新旧対照表となっております、現行と改正後、右側が現行、左側が改正後

の案でございます。この管理規則の中で、学校教育法施行令を引用しておりまして、学期を定めて

いる部分、その施行令のものが一部改正されまして、第 29 条というところが学期及び休日を定め

ている条文になるわけですが、その第 29 条が１項、２項というふうに一部改正されて分かれまし

た。学期について定めているところが、第１項というところになりますので、その施行令に合わせ

てこの管理規則も変更したいというものでございます。表面にもどっていただきまして、題名を飯

田市小学校及び中学校管理規則、・でありましたところを及びということにあわせて改正させてい

ただくこと、あと、いま申し上げましたように、第３条及び第３条の２の中で第 29 条となってい

たものを第 29 条第１項に改めたいというものでございます。 

 よろしくお願いいたします。 

 

○代田昭久教育長 

 はい、規則の改定についての説明がありましたけれど、御質問、御意見等ありますでしょうか。 

 

（「なし。」と言う者あり。） 

 

○代田昭久教育長 

 はい、それでは、本議案については承認ということでよろしくお願いいたします。ありがとうご

ざいました。 

つづきまして、議案第75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 75 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。 

認定対象者は別冊で用意をさせていただいたものでございます。今回、内容が二つに分かれてお

ります。まず、今年の追加申請の関係でございます No.１から No.５まではそれぞれ記載いたしま

した認定要件にて認定をいただきますようご提案申し上げます。 

続いて、新入学児童、生徒の認定でございます。全 67 件、それぞれ記載いたしました認定要件

にて認定いただけますようご提案申し上げます。説明は以上です。よろしくお願いします。 

 

○代田昭久教育長 

 はい、ありがとうございました。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）の認定についての説明がありましたけれども、何か御質問、御意見等

ありますでしょうか。 

 

（「なし。」と言う者あり。） 

 

○代田昭久教育長 

 はい、それでは承認ということでよろしいでしょうか。 
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（「はい、結構です。」と言う者あり。） 

 

○代田昭久教育長 

 はい、それではよろしくお願いいたします。 

続きまして、議案第76号お願いいたします。 

 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 

 それでは、議案第76号についてございますが、まずは訂正を１か所お願いしたいと思います。三

枚目ですが、最後から２番目の方、２番目の文字に「うま」とルビがふってございますが、「まや」

が正しく、訂正をお願いします。 

 議案第 76号教育功労者表彰者の決定について、飯田市教育功労者表彰規程第３条の規定により、

下記の者を教育功労表彰者に決定する。提案理由といたしましては、教育功労表彰の候補者として、

上記の者が公民館、美術博物館及び生涯学習・スポーツ課から推薦があったので、飯田市教育功労

者表彰規程第３条の規定により、教育功労表彰者に決定いたしたく提案するものでございます。 

以上です。 

 

○代田昭久教育長 

 はい、ありがとうございました。教育功労表彰者の決定についての説明がありましたけれども、

何か御意見、御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 

 よろしいでしょうか。それでは、議案第76号については承認ということでよろしくお願いいたし

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 

 ありがとうございました。公民館専門委員38人の方は２月18日の飯田市公民館大会におきまして、

また、そのほかの皆様におきましては、２月の定例会で表彰をさせていただきたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

 

○代田昭久教育長 

 はい、ありがとうございました。それでは、本日の議案審議を終了させていただきます。 

 

△日程第７ 協議事項 

○代田昭久教育長 

 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。今月の陳情審議はございません。 

 

△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から報告事項がありま

したら、よろしくお願いいたします。 

三浦教育委員お願いします。 
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◇三浦弥生教育委員 

 はい、お願いします。１月７日の日に成人式のほうに出席をさせていただきました。さきほど、

教育長のほうの御話からもありましたが、本当に大きな混乱というものもなく、本当に穏やかに良

い成人式の催しが行われたと思っております。地域の後輩、小学生、中学生の太鼓ですとか、地域

の太鼓ですとか、そういったものも冒頭ありまして、後輩から先輩へのお祝いのメッセージも自分

たちの憧れの先輩でいてくださいというようなメッセージがありまして、成人の皆さんたちの身が

引き締まったんじゃないかとおもいますし、また、成人の方からの代表の挨拶もとても内容のある

挨拶でして、本当に頼もしさを感じるような挨拶を聞いてまいりました。本当に期待できる成人の

皆さんだなという感想を持っております。以上です。 

 

○代田昭久教育長 

 はい、ありがとうございました。小澤教育委員お願いします。 

 

◇小澤由美子教育委員 

 同じく三浦教育委員とともに松尾の成人式に行かせていただいたんですが、式典の中で、今回は

その当時の校長先生と担任の先生も出席されていたんですけれども、担任の先生よりも校長先生の

ご紹介があったときの子どもたちの歓声がすごくてですね、とても人気のある先生だったんだなと

思い、また、先生っていう職業は大変なんだろうけど、きっとそういうときにこう喜びを感じるこ

とができる素晴らしい職業じゃないかなと再確認をしました。 

 とても紫の頭の子とか、金髪の子とかいたんですけれども、でも、去年の教育長さんを思いだし

たりしまして。本当に素晴らしい成人の方の挨拶で頼もしく感じました。以上です。 

 

○代田昭久教育長 

 はい、ありがとうございました。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 

 成人式に関しては、山本の成人式に出させていただいたんですが、良い成人式だったと思います。

その中で感心したことは、教育委員会の事務局も含めてのことなんですが、一つはですね、市公民

館の氏原係長さんが、回ってきてくれて、どんなふうにやっているかということを見てくれている

っていうこと。これはやっぱり良い成人式をやるための下支えをしてくれているんだなということ

を思いました。それから、山本で式があって、その後お酒の入る交流会があって、更にその後、伊

賀良と一緒に旭ヶ丘中学校区でまた会があるのですが、山本公民館の主事さんが、私たち地域の人

たちとの交流会のときには、お酒を飲まずにおって、旭ヶ丘中学校区の後片付けがどうなっている

かということを見に行かなければいけないからっていって飲まずにいてくれていたのです。最後ま

で責任を持ってやってくれているんですよね。このように外に出ない、見えない中でやってくれる

人がいて、ああいう良い成人式ができているということを感じて、本当に感謝の気持ちでいっぱい

でした。また、機会があったら関係の皆さんに伝えていただければと思います。 

 別件で、第４回の小中連携・一貫教育推進委員会が１月５日の日にありました。いろいろなこと

で感心したことがあるのですが、一つはですね、旭ヶ丘中学校の発表があったのですが、キャリア

教育の担当をして、小中一貫のカリキュラムを作るという過程を担当した女性教員が発表してくれ

たんですね。その時、校長先生の姿をみながら校長先生がその小中連携・一貫教育を通じてこの女

性の先生を育てようという気持ちがうんと感じられたんですね。その女性の先生も、去年その会を

始めた時は、そのキャリア教育のカリキュラムを２つの小学校と合わせて作ろうとした時は、参加

した先生たちから「なんでこんなことをするんだ」ということで非常に強い反発があったが、それ

が２年進めるうちに、小中連携することの意味がわかって、協力してできた。それができたあと、

懇親会を飯田の駅前でできるようになったという発表があってね、ここまで随分時間がかかってき

たんだけども、先生方が主体的に動けるような芽が、まだ芽だろうと思うんですけれどもね、うん

と育ってきているんだなということを感じました。 

 ついでに蛇足なんですけれども、13年前、私飯田東中学校にいるときに、小中連携教育をいうこ

とを飯田市教育委員会に言われたときに一番反対したのは、小学校の校長先生たちでした。なんで
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中学校のために小学校が手を貸さなければいかないのか、小学校は小学校としての目標がある。つ

なげることの意味がどこにあるのかということを言われて、非常に難しかったことを思い出します。

毎年、新年度になると、新しい先生方になり、もう一度原点に立ち返りながら、その意義を繰り返

して研修していかなければならないのですが、同時に一般の先生方のところまで理解が進んできた

ことを感じられてうれしく思いました。以上、２点です。 

 

○代田昭久教育長 

 はい、ありがとうございました。伊藤教育委員どうでしょうか。 

 

◇伊藤昇教育委員 

 はい、成人式は皆さんと同じで、やはり私は丸山・羽場地区なんですけれども、整然とした成人

式で、ちょっとおとなしすぎるかなと思ったくらいですけれども。これはちょっと私の個人的な感

想ですけれども、さきほど言いましたけれども、コミュニティスクールっていうのが始まって、名

前、ひびき、何カ月か行ってそれで迎えた成人式なんで、非常に公民館の主事の方だとかそれを取

り巻くスタッフの皆さんだとかが、去年以上に一生懸命にやっていただいているなとそんな成人式

と感じておりました。コミュニティスクールの成果うんぬん反省がこれから出てくると思うのです

けれども、ちょっと１カ月前ですけれども、いまは成人式を見てそんな思いがしました。以上です。 

 

○代田昭久教育長 

 はい、ありがとうございました。貴重な意見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。 

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。 

 三浦教育次長お願いします。 

 

◎三浦伸一教育次長 

 はい、一点だけ御報告申し上げます。さきほど、馬場文化財担当課長から議案第76号の教育功労

者表彰者の決定について御審議をいただきました。この議案の最後、３ページ目をごらんいただけ

ればと思います。東京都八王子市に御住みになっておられました後藤道夫先生が12月22日にお亡く

なりになりました。90歳ということで、ちょうど１週間前にプレスリリースをさせていただきまし

た。御存じの方、いらっしゃると思いますが、先生につきましては、72歳のときにふるさと飯田の

小中学校を対象とした巡回科学教室をお開きいただいて、その後、市民の皆様と巡回科学実験教室

をサポートするために、南信州飯田おもしろ科学工房を組織をしていただきました。先だってちょ

っと数字を見ましたら、1999年平成11年からこれまでの間、平成29年12月までに巡回科学教室以下、

実験ミュージアム、出前工房、学校との支援、科学実験教室等の参加されました皆様が16万７千人

という、そういう多くの方にご出席をいただきました。非常に残念なことでございますが、教育委

員会も市長ともども八王子市のほうへお伺いさせていただいて、お別れといいますか、してきたと

ころであります。また、おもしろ科学工房のほうで、先生を追悼するようなそういう取り組みを考

えているみたいでございますので、また、御報告をしたいと思います。以上、報告いたします。 

 

○代田昭久教育長 

 はい、ありがとうございました。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 

 特にございません。 

 

○代田昭久教育長 

 はい、ありがとうございました。 

それでは、次に行きまして(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します。 

 

◎中井文彦学校教育専門幹 
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 はい、それでは、最後の議案第 76号教育功労者表彰者の決定についての続きのところ、資料 No.

１をお開きいただきたいと思います。 

 学習指導要領移行期間中の外国語活動の授業時数についてでございます。さきほどの学習会でも話

題になりましたので、学習指導要領につきまして、一言前置きさせていただきます。御案内のように

2020 年度から小学校５、６年生で年 70 時間の英語科、それから３、４年生では年 35時間の外国語

活動がはじまることになります。小学校３年生以上では年間 35時間、授業時数が増えるわけでして、

これは、小学校の場合ですと、教育課程 1年間を 35週で計算しておりますので、だいたい週当たり

１時間現在よりも授業時数が多くなるということになります。そこでここの資料 No.１の下のところ

になるんですけれども、週間あたり１時間授業時数が多くなるということで、どうやってその授業時

数を生み出すかっていう、その下の２番のところにあたるわけですが、その授業時数をどうやって増

やしていくかっていうことを来年度、先進的に取り組んで、だいたい来年度の 11 月の校長会のとこ

ろで、こういう実践をしてきたっていうところを発表していただく、そういう学校を考えて見ました。

それが実践発表を行うモデル校の指定についてっていうことになりますが、(1)のところにあります、

45 分の授業をそのまま一つ加えることは、なかなかいまのコマ数の時間割の中では難しいことです

ので、短時間の 15 分なりの学習時間を積み上げていくという形で授業時間を生み出そうと考えてい

る伊賀良小学校、山本小学校、和田小学校のこの３校のところで、方法はいくつかあるのですけれど

も、いま、モデル校ということに指定をいたしまして、１年後に実践発表をしてもらうということを

考えております。 

 ２点目ですけれども、英語の指導を小学校で行うことになりますと、だいたい小学校の先生は専門

に行うことはないことでして、いま数字で申し上げますと、飯田市の場合、学級担任をしている 316

人の先生の中で、英語の免許を持っている教員は、28人ということでございます。こうした中で、

３年生以上のところで英語の時間を生み出していくことになると、なかなか大変なものですので、そ

こで、学年内で特に英語の免許を持っているとか、進んでできるという先生が専科として行うとか、

他学年の先生というような方法をいくつか考えて取り組んでいこうということを考えているわけで

す。そこで、学校名を４つ挙げてありますが、まだここは確定ではございません。中には授業時数と

して固まらないところもありますし、中には校長としては予定をしていたけれども、来年度産育休に

入る見込みということでちょっと専科、あるいは英語を専門に教えることが難しいというようなこと

で、まだこちらのほうにつきましては、いま、検討中であるということです。 

 また、長野県下でいいますと、県全体で 20校に英語の専科教員が配置されるということも進んで

きているようです。だいたい大規模校 20校の中では飯田市１校くらい入るのではないかということ

で、まだ確定はしておりません。もしそういう学校が出てくれば、その学校は専科の先生が授業を行

えますので、モデルとしてこういう形で授業ができるということを、来年度 11 月の校長会のところ

で発表していただくというようなことを考えているところでございます。それが大きく１点でござい

ます。もう一点は、移行期間中の外国語活動と英語の授業時数のことにつきまして、そこの１番にあ

るような表で飯田市は行っていきたいということです。裏面にありますがほぼ同じ図ですけれども、

昨年の 12 月 14日の郡市校長会のときに飯田市の校長先生方、小学校の先生に集まっていただきまし

て、協議していただきました。来年度 2018年度につきましては、３、４年生 15時間、それから、５，

６年生はいま 35時間やっているところにプラス 15時間で、50 時間という、これはどこの学校も行

いなさいということで、それ以上 70 時間になろうが、35時間になろうが、そこは構わないのですが、

最低 15時間なり 50 時間を行うということ、これはどこの学校も入っているということです。翌年の

赤枠で囲ったところになりますが、2019年度、ここのところでは、15時間なり 50 時間でもいいわけ

ですけれども、飯田市としては 2020 年度の小学校の学習指導要領の完全実施のときにあわせて、３、

４年生 35時間、５、６年生 70 時間で行っていこうということで、校長会のほうとも了承をとれたと

ころでございます。この資料 No.１にある通知を今後定例会後のところで各学校に通知をしてまいり

たいとこういうふうに考えております。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。いま、英語教育の新学習指導要領における変更点等の説明があ

りましたけれども、御質問等いかがでしょうか。 

 小林教育長職務代理者お願いします。 
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◇小林正佳教育長職務代理者 

 はい、最初に質問をさせてください。２の（１）のモデル校なんですが、伊賀良小学校と山本小学

校、和田小学校がちょっと分かれていますね。これ見ると、山本小学校と和田小学校は、その上段、

中段、このどちらかの体制をとろうとしているのか、まだ決まらんと言うことなのか、この線のとこ

ろの意味を教えてください。それから、上久堅小学校が括弧付きになっているというのは、これは何

か意味があるのか、ちょっとその点を教えてください。 

 

○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、一点目のほうでございますが、伊賀良小学校の場合は、他教科といいますので、例えば国語

なりの場合で 15 分ずつ週３日やったときに、国語の例えば、書写なりの時間として、それを１時間、

国語とします。そうするとそこの時間が浮きますので、それで英語を 45 分入れるという形で時間を

生み出そうということで固まっております。ただ、山本小学校、和田小学校につきましては、英語を

15 分ずつやって１時間を作るのか、他教科のところで短時間学習をやるのかっていうところをまだ

研究中というところで、どちらかの方法で短時間の時間を生み出すということで考えているところで

ございます。最後の括弧書きのところは、ここもまだ確定をしているわけではありませんので、いま、

29時間なりで授業を組んでいるところをもう一つ増やして、６時間授業を５日間ということで、５

×６の 30コマの中で動かそうということです。例えば、まだここはアイディアのところですけれど

も、水曜日のところで清掃なりをカットすれば、もう１時間授業を入れられて、そしてその後に職員

の会議がとれるというようなことを考えて構想しているところです。そういうことで、45 分もう１

コマ増やすということで、上久堅小学校、まだこれ決定ではございませんで、そうなったときにはモ

デル校としてやっていただくという考えでおります。以上です。 

 

◇小林正佳教育長職務代理者 

 はい、そうすると確認ですが、伊賀良小学校の時間数の生み出し方は、国語の時間の中の８時間

なり９時間ある時間を、その１時間の時間を週に少しずつ15分くらいの時間に分けて、いま、読書

の時間やっているとか、書写っていうことをいわれましたが、読書の時間みたいなものをいれて、

それで１時間を確保をして、それで浮いた時間を英語に持っていくというふうなとり方だというふ

うにお聞きしたんですけれどもよろしいでしょうか。 

 

◎中井文彦学校教育専門幹 

 結構です。 

 

◇小林正佳教育長職務代理者 

 教育委員の皆さんよろしいでしょうかね。毎日やる帯でやる時間があるじゃないですか。ドリル

だとか、読書だとか、それを集めて45分の１時間にまとめちゃう。それで国語の時間が空くから、

そのところに英語を入れて、英語の時間を確保するというやり方なんですね。 

 

◇三浦弥生教育委員 

 それじゃ、時間的には45分を確保するっていうことになるわけですね。 

 

◇小林正佳教育長職務代理者 

 そうそう、そういうことですね。２番目のところの45分の１時間を増やさずに、外国語の短時間

学習を、ここは今度は外国語を帯にするという、毎日少しずつ授業をしていくという、そういうや

り方だということなんですね。 

 ちなみに、きのう、学校教育専門幹から話があったですがね、長野県教育委員会との連絡会で、

教育長さんから事務局のほうへ連絡がいっているのかなと思うのですが、長野県の中で20人の英語

の専科がつくそうです。これは決定のようです。そのうち、南信地区に５人が配置されるので、飯

田下伊那のなかに、一人か二人は確実に配置されるのではないかと思います。できたらそういう学
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校に入ってもらって、そこがモデル校になって、飯田市の英語教育のモデルを作っていってもらう

とありがたいなと思います。教員の配置は校長会で決めていただくことなんで、なんともいえませ

んが、そうなるということですね。それから、きのう、飯伊教育委員会連絡協議会で、下伊那郡の

学校で、来年度からどのようにやっていくかということについてのデータが少しでたんですが、小

学校１年生から英語をやるっていう学校が２４、５校あるんですね、飯田下伊那で。かなり町村と

いうか、学校によってはかなり前もって取り組もうとしている学校があるということを踏まえて、

飯田市がそれをまねるっていうことはないのですので、知っておく必要があるのかなと思いました。

以上です。 

 

○代田昭久教育長 

ほかに御意見、質問等はありませんでしょうか。 

はい、なければ続きまして、(4)生涯学習・スポーツ課関係報告事項をお願いします。 

 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 

 風越登山マラソンの日程変更につきまして御報告いたします。これまで体育の日に実施しておりま

したけれども、平成 30年度第 64 回の開催日につきましては、10月 28日日曜日に予定しております。 

 体育の日につきましては、スポーツイベント等が重なって参加者等の確保というか参加者増につな

がってこないというようなこと、それから準備等もございますので、開催日を変更していきたいと考

えているところでございます。以上です。 

 

○代田昭久教育長 

 はい、ありがとうございました。いまの報告事項につきまして、なにか御質問等ありますでしょう

か。この風越登山マラソンの日程変更につきまして、私は登山マラソンの実行委員長なので経過を見

てみますと、どうしても市外の参加者を増やしたいというような状況の中で、従来行われている 10

月 10 日の体育の日というのはどうしても市内のイベントがすごく多いというのと合わせてもう一つ

はですね、中学校の中体連の新人戦がはじまるというような状況もあって、これをずらしたらどうか

とうようなことは、前々から提案があったのですが、実際に調べてみて、また体育協会のほうからも

他のスポーツイベントも含めてやったときに、10 月 28日だとぎりぎりまだ寒くないし、次のスポー

ツ大会の間にあって、中学校の部活も勝ち進まなければひと段落つくというようなタイミングだった

のでこれはいいだろうということで、体育協会のほうとも合意がとれて、進めてきた案件です。ぜひ、

来年度は 1300 年の記念大会のなので、多くの市民方々に特に中学生に、こうやって空けたので、中

学生がいっぱいの大会にしていきたいなとそんなふうに思います。よろしくお願いいたします。 

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 

 それでは、先ほどの外国語活動のペーパーの後ろに資料No.２として、第55回の飯田市公民館大

会の御案内というチラシをつけてあります。 

 本年度の公民館大会につきましては、２月の18日の日曜日の12時40分から飯田市公民館で開催予

定ですけれども、テーマについては、人形劇による地域づくり人づくりということをテーマにして

開催したいということを考えております。ちょうど、カーニバルから通算40年の節目を迎えますけ

れども、いまの人形劇フェスタが、世界でも最大規模の人形劇の祭典といっても過言ではないとい

う状況になっていますけれども、その大きな特徴に公民館の仕組みを活用した地域での、地区公演、

分散公演という大きなことあります。これによって、フェスタについては短期間で多くのステージ

数を設定できるということと、そこに実に多くの市民の皆さんが、主体的に運営に関わっていただ

けるというような飯田方式という、運営方式があるわけですけれども、ややもすると小さな世界都

市に向けた対外的なブランド展開や交流促進というような形で見がちですけれども、それがゆえに

公民館の大会の中ではこれまでの40年の歩みの中で人形劇の取り組みが特に人づくり、飯田の内発

的な人づくりにどんなような成果が出てきてるのかということと、それらを突き詰めたときの今後

への可能性として、どんなようなことがあるのかというのを公民館活動とかぶせながら考えるそん
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なような大会にしたいなというふうに考えています。基調講演については、佐藤一子先生、いま東

京大学名誉教授ですけれども、佐藤先生については30年前から人形劇の取り組みをずっと追ってき

ていただいて、著書のところで、一番下のところに書いてありますけれども、地域文化が若者を育

てるという、農文協が2016年に出した本がありますけれども、その中でも、フェスタを通じた若者

の育ちということで、この部分を佐藤先生が執筆をいただいてご紹介いただいているということも

あります。全体のほうは以上のような内容でありますけれども、裏面のほうにいきますと、分科会

として６つの分科会を設定しておりますけれども、分科会の中でも第１分科会に来年の世界フェス

に向けた地区公演をどんなふうに充実させていくかというあたりをテーマとした分科会のテーマ

の設定とさせていただいております。ぜひ、委員の皆さんにもご出席をいただければと言うことで、

ご通知のほうを差し上げていますけれども、また、御希望の分科会をお知らせいただければと思い

ます。以上でございます。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。公民館大会についての報告がありましたけれども御質問、御意

見等ありますでしょうか。 

 はい、ぜひ、ご出席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。 

続きまして、(6)文化会館関係報告事項をお願いいたします。 

 はい、よろしくお願いします。 

 

◎筒井いずみ人形劇のまちづくり係長 

 館長が所用がございますので、私筒井が代わりに報告をさせていただきます。 

 いまの、公民館大会の案内の次のページの資料No.３をごらんください。 

 人形劇のまちづくりの推進に関する取り組みについて１月版でございます。ＮＰＯ法人いいだ人

形劇センターの委託事業といたしまして、公演事業で１月の20日に寺子屋人形劇団の出演による定

期公演が行われます。 

 ⑤としてせかいの人形劇場vol.６空からやってきたひつじということでチェコのナイブニ人形

劇場が２歳の子ども向け、親子で見られる人形劇の上演があります。 

続きまして、次のページ学校等で行われる人形劇への支援、公立保育士人形劇研修発表会が２月

の10日、10時からと13時半からの２回を予定しております。次に４公演事業いいだ人形劇まつりり

んごっこ劇場vol.14、こちらは地元アマチュア人形劇団による人形劇の連続公演になっています。 

10時半から開演の予定でございます。人形劇のまちづくり推進に関する取り組みにつきましては以

上です。 

 続きまして、資料No.４世界人形劇フェスティバル いいだ人形劇フェスタ2018の実施について

御説明いたします。 

 開催趣旨、開催概要につきましてはごらんのとおりです。事業の組み立ての方針ですが、次の３

点を柱としています。１点目として、人形劇の多様な面白さを伝える。大衆の娯楽として愛されて

きた人形劇から、新しい芸術性を開拓するような前衛的な人形劇まで、世界各地の多様な人形劇を

紹介してきたいと思っております。２点目として、飯田の人形劇文化を全国･世界へ発信する。今

回の世界フェスは、全国・世界の人形劇人が飯田に集まってくる機会でもあると思いますので、飯

田の人形劇文化に触れてもらう機会になると思います。この機会に、飯田のユニークな人形劇活動

を全国・世界に向けて発信していきたいと思っております。また、他の地域の劇場や自治体との共

同制作や連携事業に取組み、人形劇による国際連携・地域間連携を推進していきたいと思います。 

３点目として、人形劇のまち 40 年の総括と未来への提言。人形劇のまち 40 年の取り組みの成果や

意義を見つめ直し、未来をどうしていくべきか考える機会にしたいと思っています。 

 次のページになりまして、事業内容ですが、公演プログラムとして主に世界の人形劇公演としま

して、六大州、アジア、ヨーロッパ、アフリカ、北米、南米、オセアニア、全ての地区からの劇団

の招聘をいま目指しております。２番目として、ブロック、中学校区ですがこちらの公演で、必ず

海外の人形劇公演を実施して市内の全域の子どもたちが世界の人形劇に触れる機会、様々な地域の

人々と交流する機会、またそれぞれの地域について学習する機会を提供したいと考えております。 
３番目として、保育園公演です。通常のフェスタよりも開催期間が長くなりますので、多くの子

どもたちに人形劇に触れる機会を提供するため、平日の昼間の公演会場を確保するために、保育園
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での公演を企画しています。 

 これ以降は御一読ください、また、交流事業、フェスタセントラルパークは例年のフェスタと同

じ内容で行いたいと思っております。世界人形劇フェスティバルの特別事業としては、ごらんの４

つを予定しております。併催事業、広報活動、あと現時点で決まっている海外の公演等につきまし

ては、後ろに記載がありますので、のちほど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。文化会館のほうから、人形劇のまちづくり及び世界人形劇フェ

スタについての報告でしたけれども、御質問等ありますでしょうか。 

 はい、御承知置きいただければと思います。よろしくお願いいたします。 

 続きまして、(7)図書館関係報告事項お願いします。 

 はい、遠山中央図書館長お願いいたします。 

 

◎遠山尚久中央図書館長 

 それでは、文化会館の資料の隣、資料No.５図書館関係でございます。よむとすの事業に関する報

告と予定について説明させていただきます。 

 大きな２番で今後の予定でございまして、第18回伊那谷地名講座、２月24日の土曜日午後１時半か

ら中央図書館のほうで行います。今回のテーマは秋葉街道の地名と時代背景ということで、伊那谷地

名研究会の針間道夫さんから御話を聞く予定となっております。受講料無料ということで、いまま

で、第17回まで伊那谷地名講座、お城に関するものを多くやってきております。その後、地区の地

名に関してのやってきておりますが、今回はじめて街道に関することで街道から地名を探るという

ようなことで取り組む予定でございます。 

 それから、一番下に蔵書点検とありますが、毎年２月に中央、鼎、上郷３館で蔵書の点検をして

おります。今回、中央に関しては２月13日から16日までの４日間、それから鼎図書館が、２月20日

一日と、上郷図書館が２月21日から22日までの２日間ということで、この３館がかち合わないよう

にどこかで利用できるという形で計画をさせていただいておりますのでお願いいたします。また、

地名講座のほうもお時間取れましたら図書館のほうへおでかけください。以上であります。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。いまの発表について何か御意見、御質問ありますでしょうか。 

 はい、それでは、(8)美術博物館関係報告事項お願いします。 

 はい、飯島美術博物館副館長お願いします。 

  

◎飯島剛美術博物館副館長 

 だだいまの図書館の資料をめくっていただいて、その前に資料No.７がございますが、資料No.７の

つぎの平成29年度美博小中高校生写真賞審査結果の資料がありますので、そちらをごらんくださ

い。今年度の小中高校生写真賞につきましては、昨年12月15日の日にそこに書いてある３人の方

に審査員をお願いいたしまして、審査をいたしました。 

 その結果が３番のところに記載してございますけれども、藤本四八写真文化賞が昨年度で終わりま

したので検討してきまして、子どもたちの写真文化の振興という面からも藤本さんの顕彰をというこ

とを含めまして、今年度から「藤本四八記念大賞」というものを設けることにいたしました。それを

含めまして、しんきん大賞、水谷章人特別賞、飯田市教育長賞、美術博物館館長賞ということで、小

中高校生それぞれの部門で選考いたしました結果がそこに記載してありますとおりです。高校生の部

門の美術博物館館長賞だけは、点数の関係で該当なしという形になりましたが、ほかは昨年に比べる

と応募作品数も増えまして、かなり多くの作品の中から選んでいただきました。その選ばれた作品は

資料の裏面に掲載にしてあります。ちょっと小さいので見にくいかと思いますが、またごらんくださ

い。 

 今週の土曜日の20日の日に表彰式を行いまして、すでに作品展示は先週から美術博物館のロビーで

行っておりますのでごらんいただければと思います。 

 あわせまして、次第にはないんですけれども、きょうの資料の中に一枚めくっていただきますと、
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１月の美博ニュースをつけてありますので、また、ごらんいただきたいと思います。別に配付させて

いただいた中にありますが、学芸祭を２月４日に行います。また、２月11日にプラネタリウムの関係

で、巨大電波望遠鏡アルマというチリにある国際天文台に実際勤められ活躍されていた阪本先生をお

迎えして講演会を行います。ただいま、プラネタリウムでは「見えない光」という番組をやっており

まして、それがこのアルマを扱ったものです。ちょうどタイムリーなことですので、ぜひ来ていただ

ければと思います。 

 それから、教育長、委員、次長、参事のところには封筒がありますけれども、その中に、「現代の

創造展」の御案内が入っていると思います。招待状とチラシ等が入っておりますので、２月18日から

３月11日まで開催されますけれども、ぜひ、多くの人と連れ立って御観覧いただきたいと思います。

ことしは昨年に比べますと、出品者が11人増えて、新人も３人増えたということで充実しています。

実行委員会も非常に意気込んでおりますので、ぜひ、展示をごらんいただきたいと思います。以上、

報告させていただきます。 

 

○代田昭久教育長 

 はい、ありがとうございました。いまの報告事項につきまして何か御質問・御意見等ありますで

しょうか。 

はい、続きまして、 (9)歴史研究所関係報告事項をお願いします。 

 はい、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、会議資料の図書館の次、美博の前ですが、資料№７をごらんいただきたいと思います。 

 12月16日に開催しました地域史講座について報告をさせていただきます。歴史研究所の樋口研究

員が「山里の景観と木材利用」をテーマに毎年南信濃地域交流センターを会場に開催してきました。

三年目となる講座でございます。 

遠山谷の景観を構成する建築物や屋敷周りの構造物における木材利用の特徴や変遷、また周辺の

山林資源との関係性や資源の循環利用の仕組み、かつての幕府直轄地、天領であったそういった部

分を含む地域で、森林資源との結びつきを示す板倉が現存する飛騨、木曽、遠山地域の状況を比較

対象として研究している内容を基にしておりまして、戦後に植えられた木が伐採できる時期を迎え、

地域材の利用が模索される中で、地域の木材が盛んに使われていた近世・近代の木材利用の手法や

その変遷について、この飯田下伊那地域と比較対象地域の事例を踏まえ検討する機会というような

形で行っております。  

 また、当研究所の羽田研究員からは、座光寺村の郷蔵普請における史料の解読を基にした、近世

における村内の木材運用の実態について報告があり、名古屋女子大学講師の青柳先生からは、飛騨

種蔵集落の事例を基にした木材利用の変容について報告がありました。 

 山里の景観について、また、民家や或いは地域における普請といった場面において、木材、森林

資源をどのように利用してきたのか、といった内容でもありました。受講者は記載をしたような状

況で、記載をした感想や意見などをいただいております。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。 

 いまの報告事項に関して何か御意見、御質問等ありますでしょうか。 

 その他において学校教育課関係報告事項からいまの歴史研究所関係報告事項まで、あわせて何か、

御質問、御意見等あればよろしくお願いします。 

 はい、なければ、(10）今後の日程についてお願いします。 

 

 (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４時１分） 


