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飯田市教育委員会 平成29年２月定例会会議録 
 

 

１ 会議開会の日時  平成30年２月15日（木） 午後３時15分 

 

２ 会議の場所    飯田市役所 Ａ３０１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15分） 

 

△日程第２ 会期の決定 

本定例会の会期を本日１日に決定した。 

 

△日程第３ 会議録署名委員の指名 

会議録署名委員に三浦弥生教育委員を指名した。 

 

△日程第４ 会議録の承認 

１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 

 お配りした左肩止めのＡ４の三枚、私のほうから報告させていただきます。 

 飯伊校長会からの提言と飯伊市町村教育委員会連絡協議会のほうのいわゆる14の飯伊の市町村

の教育委員会の教育長、教育長職務代理者が集まっての連絡協議会になりますが、そこでの動きを

２点、ご報告させていただきたいというふうに思います。 

 まずは、今年度初めての取り組みということで、飯伊校長会から提言、提案を受けることになり

ました。その飯伊市町村教育委員会連絡協議会で回答するということが行われました。３ページ目

を見ていただければと思います。提言自体はですね、非常に厚いもので、この資料としては添付は

していないのですが、大きく６項目にわたっての提案をいただき、それぞれ回答を求められたもの

がありましたので、それについては回答していったということをご報告させていただきたいと思い

ます。３ページ目の資料１をちょっとごらんいただきたいというふうに思います。 

 一番、下伊那の「教員配置」等の現状・課題、提言についてということでいただいて、回答とし

てはブロック採用制度の導入が計画されるなかで、教員の自郡率・充足率を高めるため、この地域

公開 
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で教員を目指す人材を増やしていくこと、また、教員採用試験における合格率を高めていくことは、

差し迫った課題であると認識しています。今後、校長会、県教委、飯田事務所、飯田女子短期大学

等と連携をはかりながら、この課題解決のために力を注いでいきたいとこんな形での校長会と教員

配置については力を尽くしていくというような回答をしています。以下、へき地教育・中山間教育

の現状・課題、提言については、ごらんのとおり教育委員会としても、この現状を踏まえて校長会

と連携を図りながら、県教委に強く要望していく、また検討していくとの回答をしています。裏面、

めくってください。特別支援教育の現状と課題、提言についてということで、二つ要望をいただき

ましたが、どちらも教育委員会としても県教委に強く要望していく、また、研修等充実させていく

というような回答をさせていただいております。また、「働き方改革」と「勤務時間の割り振り」

の現状について、提案はなかったんですが、大きな課題と言うふうに教育委員会のほうでも意識し、

校長会と連携して具体的な施策を講じてまいりますというようなやり取りをさせていただきまし

た。回答の文面にもありますけれども、今後、いわゆる南信州地区でのブロック人事がはじまった

り、また、高校の再編計画が進んでいく中で教育委員会と校長会という連携の重要性っていうのも

ますます重要になってくると思います。その中で主体的に協働的に解決をはかっていきたいそんな

ふうな思いを胸に返答させていただいております。 

 あわせてですね、２番この飯伊市町村教育委員会連絡協議会のほうでの英語教育についての調査

研究を行いましたのでこちらのほうもご承知置きいただければなというふうに思います。この飯伊

市町村教育委員会連絡協議会の中ではですね、二つの研究委員会があって、「調査研究委員会」と

「教育振興特別委員会」という二つの委員会となっている中で、ことしはどちらもですね、英語を

取り上げてみようということで、一方は小学校の日本の先生の意識調査や現状をアンケートする調

査、その一方はＡＬＴの18人に調査回答をいただきましたが、その意識調査を行ったという今年度

の取り組みです。いろいろな現状把握ができたと共にですね、いろいろな課題も浮き彫りになった

なというふうに思っています。以下、具体的なアンケートより一部抜粋をして御話をさせていただ

きますが、繰り返しになりますが、これは飯田市のアンケートというよりは飯田下伊那ですので、

ほかの市町村のＡＬＴや学校のアンケートもごちゃごちゃになっています。ですので、飯田市のこ

とを本当にストレートにいっているのかどうかという問題がありますし、また回答によっては小学

校、中学校が、小学校に対するものが中学校になってたりする部分もあるのでその部分はもう少し

僕らのほうで積みながら解釈する必要があるのかなというふうに思いますが、それでも、一般論と

して非常に課題があるなというところもありますので、少しその話をさせていただきますと、まず、

一部抜粋ということで、小学校の先生からＡＬＴに対しての考え方、思いというところでいうと、

一番ですけれども、ＡＬＴが学校の立てた時間割計画を受け入れていただけないという苦慮があっ

て、これも似たようなところが下にあるんですけれども、行事前の特別な時間割などで通常通りに

外国語の授業が行えないときに、なかなか学校の事情をわかってもらえないなどというのが、学校

側先生側の意見としてあります。そして、これが大きくギャップがあるところなんですが、学校の

先生方はＡＬＴがアシスタントとしての立場なのか、メインティーチャーとしての立場なのかはっ

きりしないので、担任がＡＬＴの強い主張に振り回されていると、また、ＡＬＴによっては、サポ

ートする立場ではなくて、自分のやりたい内容で授業を進めることもあり、お互いにやりたいこと

を共有しながらＴＴを行うことが難しいとこういう学校側の意見があります。その一方で次ページ

をめくっていただくと、今度はＡＬＴの立場からですが、時々、私は授業でまったく使われなくな

ったり、主導する先生は私の考えを重視していない。中学校では私がいることで何か大きな違いが

あるとは思えない。しばしば、中学校のＡＬＴとして成長する余地がないように感じる。年月がた

つにつれ、自分が役にたたないと感じることが多くなったと言わなければならない。授業のときに

は、私はしばしば約40分の間は何もすることなく立っているだけで、「Listen and Repeat」を行う

ように頼まれるのを待っていますと、こういうこともあり、学校の先生方はもちろん授業の主体者

なのでやりたいのだけれども、ＡＬＴの側ももちろん自分もせっかくきているのだから子どもたち

の授業参加をしていきたいというここのところのギャップがあるなあというふうに感じています。

実際に、私もですね、飯田市内、いまＡＬＴ７人いるわけですけれども、この先生方の授業を複数

を含めてですね11月より教育支援指導主事の先生と一緒に同行し参観したところの感想を含めて

言うとですね、確かにあのアンケートに出ているような実態があるなあと思います。特に小学校の

場合だとずっとＡＬＴの先生がやっていて、先生のほうがほとんどしゃべらないというケースもあ

ります。実際、教科書のリピートだけをやっていて、もっとコミュニケーションの使い方をすれば
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いいのにというような場面も遭遇しました。ただ、これを言うと課題のほうが先行しがちなので、

全体の感想としてはですね、ＡＬＴの先生は、飯田市ではほぼ直接雇用の形をとっています。とい

うのは、ここの土着の先生という形になっているので、いろいろな形で地域に対する活動をしたい

とかですね、学校に対してもっともっと知りたいという意欲もあり、非常にＡＬＴの先生方が情熱

的に熱心にやっているなというのが大前提としての感想です。ただ、そのうえでいま先生方とのギ

ャップや実際にここで最後の教育委員会に対してというのがあったんで、ちょっと付け加えたんで

すけれども、英語を教える先生が例外なく英語を上手く話せるという状況にして欲しいという要望

もでています。これ、無理かどうかというのは別として、こういうアンケートがあって、実際に日

本語の先生方からはコミュニケーションをとるのが非常に難しいと、授業の打ち合わせが時間のな

いなかで微妙なコミュニケーションをとるのが難しいということもあるので、これは英語を話せる

ようにして欲しいといううらはらかなあというふうに思いながらも、この担任の先生とＡＬＴの先

生のこのすり合わせをどうやっていくのかというのは課題だし、これを意識的にやっていかなけれ

ばいけないのかなあというふうに思っています。来年度いよいよ３、４年生からの外国語活動、５、

６年生の教科化ということが、話があるし、学習指導要領に向けてスタートするわけです。こんな

ところをしっかりとやっていかなければいけないし、さらには、さきほど、「Listen and Repeat」

なんていうお話もしたんですが、来年度は３年生以上の普通教室に電子黒板をいれて、英語のいわ

ゆるデジタル教科書や資料等を入れていく予定でいます。つまり、電子黒板にはですね、良い発音

と教科書の朗読っていのはかなりのうまい形でやってくれます。そうしたときに、ＡＬＴはどうい

う役割なんだということをしっかり考えていかないと、こういったギャップはますますこんなにう

まく発音する機械があるだったら私の役割はどうなのと言う話にもなってしまいがちなので、こん

なところも含めて役割や位置づけを明確にしていかなければいけないなと思っています。そんな中

で、来年度飯田市はいままでＥＬＴ（イングリッシュ・ランゲージ・ティーチャー）という形での

呼び方をしてたんですが、役割を明確にするということの意味を含めて、ＡＬＴ（アシスタント・

ランゲージ・ティーチャー）という形に名称を変更して意識の統一をはかっていきたいそんなふう

に考えています。また、いよいよ本格的に32年度になる前に雇用形態、先ほど申し上げましたが飯

田市は直接雇用しておりますが、飯田下伊那でいくとこういう状況です。ＪＥＴプログラム７人、

直接雇用11人、業務委託契約１人、派遣契約３人ということでこんなところをですね、どういう形

がいいのかということを検討を図りたいと思いますし、また、これは市町村の教育委員会とも連携

する必要がでてくるんだろうなというふうに思いながら、こんなことを意識しておりますので、ご

承知置きいただければなというふうに思います。 

 三番目です。来年度に向けて、県による新しい取り組みのご報告ということで、いくつか、来年

度に向けて、県によるという言葉が適切かどうか、ちょっと書きながら思ったものですから、まず

は主導する形で、受けるのは市町村教育委員会ですので、飯田市として何か取り組めないかと言う

ことで３つの新しい取り組みについてご報告をさせていただきます。 

 まず、「スクール・サポート・スタッフ」というものが、学校に配置されます。具体的に来年度

は県内102人配置予定で、飯田市内の７校、伊賀良小学校、松尾小学校、上郷小学校、鼎小学校、

丸山小学校、緑ヶ丘中学校、旭ヶ丘中学校という形で、いわゆるいままで教員が取り組んできた業

務を例えば印刷物をするとか、何かコピーをするとか、そういった諸業務をいわゆる外にだして、

こういったスクール・サポート・スタッフという方々ができないかという取り組みをはじめます。 

 ２番目、小学校英語専科加配。こちらのほうも先ほど申し上げましたが、英語科が小学校の中に

導入されることになったり、専門の英語の先生を県内で20人配置するという予定の中で、飯田市内

では伊賀良小学校に配属される予定でいます。これは国の中では1000人くらいの人材の財源の確保

があり、こういった形での飯田市での配置もあるわけですけれども、来年度うまく活用しながら、

導入にいたっていきたいというふうに思っています。 

 また、これ少し難しい話で結論としては最後にまとめますが、主幹指導主事の学校訪問の実施方

法が変更されます。主幹指導主事というのは、県の指導主事でですね、各学校においていろいろな

授業のあり方を指導する役割になっている方ですけれども、今年度からはその主幹指導主事が学校

訪問の際に、文書管理、施設管理のチェックは行いませんと、それは市町村教育委員会の役割です

のでそこは行いませんと、むしろ児童生徒の実態を具体的に把握するような視察訪問にしますと、

いうことになります。じっくり見るために一日２校の訪問を主幹指導主事がしていくということで

す。ここまでは、記録で右から左でもいいんですが、多分ですね、主幹指導主事の訪問がそういう



4 

形になると、訪問の形がかわるので、教育委員の皆さんの今年度もやっていただいたような主幹指

導主事との同行も多少変わってくる可能性があるということで、こちらのほうは南信教育事務所や

我々も含めて、どうやったらいいのかなということを相談してまいりたいということで、まずは、

こんなことが変更になったということでご承知置きいただければなというふうに思います。 

 ４番目、武雄市教育特別顧問、私、まだ武雄市のほうからそういう役職をいただいているわけで、

年に１回視察をさせていただいてコメントするというのを２月の８日、９日に行ってまいりました。

現実的には私のほうが勉強することが多くて、武雄市のためになっているのかなというふうなとこ

ろは、甚だ疑問なところではありますけれども、非常に印象に残ったところを２点、お話させてい

ただきたいというふうに思います。 

 まず、一点は、武雄市がいわゆる「カルチャーコンビニエンスクラブ」ツタヤに指定管理者とい

うことで、運営を任せるということで図書館をリニューアルをしたのが５年前です。その当時はで

すね、本当にいろいろ話題になったのですが、一つ、大きな話題となったのは、５万人の都市なん

ですけれども、年間90万人を超える入場者数もあり、また、その図書館内にスターバックスがある

んですが、そのスターバックスはですね、全国で５番目の売り上げのスターバックスということで、

これ、一番目、２番目でいうと六本木だとかですね、横浜のすごいところの上位４つで、本当に地

方の一５万人の都市の図書館の中のスターバックスで驚異的な売り上げがあったそのところも含

めて話題になったところですが、非常に落ち着いてきたんですが、課題としては、人数が多いので

駐車場がないとか、もっともっと勉強するスペースが欲しいという要望もあったので、昨年末にで

すね、子ども図書館と言うものが大きく横に再オープンというか新しくつくってですね、昨年10月

に再オープンしました。担当の館長さんが本当にうれしそうに話をしていただいたいたのはですね、

90万人からだいたいいま60,70万人くらいに５年たって落ち着いてきたかなというところだったん

ですが、子ども図書館と言うことで、子ども、これは９歳以下の児童を対象にした本が中心におい

てある図書館なんですが、そこに親子連れがつくということで、親子連れを含む来客者が多くなっ

て、これ武雄市のほうで言ってたんですが、二つ隣接するとマーケティング効果がありますねと、

マーケティング効果っていうのは、１+１が３になるということで、とてもおいしいハンバーガー

屋さんとラーメン屋さんがあるとですね、二つの相乗効果で集客が３になるというようなそういっ

たことがあって、今年度ははじめて年間100万人を超えるじゃないかというペースで推移している

ということです。大事だなあと思っているが、武雄市がやっているのは本を借りるというコンセプ

トじゃなくて、市民が集って学ぶところなんだということで、用がなければ図書館に行って本を読

むとかコーヒーを飲むというような場として提供しているのが素晴らしいなと思いますし、パン屋

さんの人気のテナントがあるわけですが、図書館に公共性もあってお弁当も持ち込み可ということ

で私が行っているときも、本当に子どもたちも多くて、ああ良い空間だなというふうに思いました。 

 ２番目としては、ＩＣＴの公開研究授業ということで、武雄市では全国のＩＣＴランキングでは、

小学校、中学校５番以内に入るんですね。環境整備と研修が整っている自治体ではあります。平成

26年度、私がいるときにですね、一人１台の端末の完全完備ということをスタートしたわけですけ

れども、久しぶりに行ってみてやっぱり素晴らしいなと思うのは、ＩＣＴはあくまでもツールなの

で、そのツールを使ってどういうふうな授業がいいのかっていうのが、かなりいつも落ちていく議

論がなされているのがいいなというふうに思っていて、実際にいま、武雄市で研究されているのが、

学習者用のデジタル教科書です。いま、飯田市が導入しようとしているのは、デジタル黒板に投影

する教師用のデジタル教科書です。黒板のかわりにいろいろな画像がでたり、音がでたり、映像が

でたりというものですけれども、子どもたちに手元で端末でどんなものが教科書としてあれば、学

習が高まっていくかということも考えています。先生のほうを見ずにずっと下を向いてしまうんじ

ゃないかと、児童、生徒のデジタル教科書の導入の際にはこういった批判というか、懸念がされる

んですけれども、そういった懸念をなくしてより子どもにそうためにはどうしたらいいのか、また、

こういうデジタル教科書が良いっていう子どもたちはどういう子どもたちなのかというところま

で含めて研究していることは先行している自治体にいろいろ学んでいきたいなというふうに思い

ました。以上４点ですが、私からの報告とさせていただきます。いまの報告について小林教育長職

務代理者には補足も含めてちょっとお願いしたいと思いますが。 

 

◇小林正佳教育長職務代理者 

 お願いします。まず、調査研究委員会、教育振興特別委員会から来年度から移行措置となる英語
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教育に関わって意識調査をした、そのことについてでありますが、いまの②の各学校からの意見聴

取、それからＡＬＴからの意見聴取、ＡＬＴの先生方がどんなふうに意識しているかっていうこと

を聞いたっていうことは、多分、長野県でもそうはないと思います。そんなふうにそれぞれの教育

長、教育委員会が取り組んでくれたんですけれども、それをみると飯田市はどうなんだかっていう

ことが私どもが一番大事にしなければならないことだろうと思うんです。そうすると、ここにいろ

いろな課題が、それぞれ書いてあるんだけれども、これは飯田市外のことであって、おおむね飯田

市とすれば、ＡＬＴの先生と学校とはうまくいっているとそういうふうに理解していいかどうかっ

ていうことをお聞きしたい。それから、そうはいってもいろいろ課題があると思うのですが、教育

長さんがそれぞれＡＬＴの授業を見てくださってありがたいんですが、そうはいっても、教育長が

そこまで見るっていうにはいかないだろうと思うんです。英語担当の教育指導主事との関わりを今

後どのようにしていくか、学校現場やＡＬＴとどんなふうにやっていこうとしているのかそのあた

りの道筋をちょっと話していただくといいかなと思います。そのあたりの道筋が少し見えなかった

んで、今後どんなふうに考えていこうとしているのか、方向性だけでもいいと思うのですが。 

 

○代田昭久教育長 

 はい、ありがとうございます。まずはですね、おおむねっていう話でいうと、非常にうまくいっ

ている部分が多いなあというのが率直な感想で、英語の授業が終わった後面白くなさそうにしてい

る子どもも含めて、子どもたちに面白いって言うと、多くの子どもたちが英語の授業面白くやって

いるし、直接ＡＬＴの先生方も充実感があるということは聞いているので、大きな方向性としては

課題があるというふうには思っていることないです。ただ課題はないかというとそうではなくてで

すね、多分、これは②のポツ３にはですね、これは飯田市のことも言われているかなあというふう

に思うのは、メインティーチャーなのか、サブティーチャーなのかわからないというのは学校現場

に行ってみると感じます。どちらかがその主導を握っているのかっていうのは。もちろん中学は中

学の先生ができるので、この辺っていうのは一部抜粋ではないっていうことよりは、むしろ飯田市

の課題としては、言うことを聞かないっていうのはいくつかあって、これも飯田市の可能性がある

んじゃないかなって、ごめんなさい、学校の先生方が自分のやりたい内容を進めるということに関

しては、飯田市自体はですね、本当に前向きで優秀な先生が多いがために、自分で教材を一生懸命

つくってやるっていうことも行われているのでその裏返しの部分があるのかなあというふうに思

いますが、じゃあ、英語の先生についてはなかなか思い通りに逆に自分の授業ができないことは起

こり得るだろうなというふうに思っているので、ここら辺は課題解決する必要があるというふうに

思っております。 

 道筋ですが、正直、明確なものを来年度用意しているわけではないんですが、実際には年度当初

のところで、いま行っている教育支援指導主事の先生ともう一人指導主事が入って、ＡＬＴの先生

方とのミーティングっていうは、いま、月一回行っていますので、そういうところの会議のあり方

や意識の徹底を充実させていく方向で考えていきたい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、ありがとうございます。それじゃ、続けていいですかね。この２の②の３のところのＡＬ

Ｔがアシスタントとしての立場なのか、メインティーチャーとしての立場なのかっていうことで、

小学校へ外国語活動、英語が入ってくるんですが、そのときにＡＬＴは英語の免許を持っているわ

けではないからこれはサブティーチャーなんですね。日本の教師が中心となってやらなくてはいけ

ない。ですが、日本の教師の中には英語が苦手な人と得意な人がいるじゃないですか、苦手な人は、

ＡＬＴの人が中心となってやっていかないと英語の授業ができないと思うんですよね。だから、日

本人の教師との力量の関係で、中心となったり、そうではなかったりするのだけれども、あくまで

も中心は、免許の関係で法制度的に言えば、日本の教師が中心になってやらなくてはいけない。こ

れからＡＬＴの人たちが、そういう状況を見ながら動いていってもらえるようにするには、かなり

綿密に教育支援指導主事の先生を含めて指導していかなくてはいけない話じゃないかなというふ

うに思います。 

 もう一つ、質問なんですけれども、現状、外国語活動どのくらいの時間をやっているか、今後移

行措置としてどうするかっていう調査をしたんです。そしたら、小学校１・２年生からもう外国語

活動を入れている学校があるんです。特に飯田市外のところで多く入れているんです。しかし、よ



6 

くみたらですね、飯田市の学校の中にも１年生から外国語活動を入れている学校もあるんです。４

つくらいあるかなあと思ったんですが。そこがどこだか自分では把握できてないんです。教育長さ

んや専門幹のほうでは、わかっていますか。どこの学校が１年生、２年生で外国語活動を入れてい

るかっていうところを。 

 

◎中井文彦学校教育専門幹 

 いま手元にないのですけれども、調査したものがありますので、答えられますが。 

 

◇小林正佳教育長職務代理者 

 入れていることは確かですか。 

 

◎中井文彦学校教育専門幹 

 はい。 

 

◇小林正佳教育長職務代理者 

 入れているんですね。問題はどこで入れているかなんですね。どこの時間で入れているか、３年

生あたりは総合的な学習の時間の中にそれを入れても良いことになっているので、入れてもいいん

です。１年生、２年生は生活科なんです。生活科の中でこれを入れているということになると問題

になってくるんです。そういうふうなこととも絡んでくるんで、飯田市の教育委員会とするとどこ

の学校で１年生から２年生まで、どの時間でやっているかっていうことは把握して置く必要がある

のではないかと思います。 

 

○代田昭久教育長 

 はい。 

 

◇小林正佳教育長職務代理者 

 ほかのことで、武雄市のことを報告していただいたんですが、ここで報告してくださったという

ことは、飯田市もこの武雄市に見習って「子ども図書館」のこと、またその指定管理者ということ

など、これらを含めて、そういうような方向で教育長さんはお考えになっていると考えられてしま

いがちですが、そのあたりはちょっとはっきりさせていただいたほうが良いと思いますが、そこは

どうですか。 

 

○代田昭久教育長 

 はい、これは次課長会の報告のときには、この前に一文つけました。飯田市として指定管理者に

ツタヤにするとかいうことは一切ございませんのでご安心くださいということはつけました。ただ、

それは別に個人的な考えなので、公の場ではいま明記はしていませんけれども、いまは飯田市の図

書館がいまのスタイルで飯田市の文化の継承という形で、飯田なりの図書館運営ということは実施

されているのでこれを飯田市に取り込むとかいうことを直接考えているわけではありません。 

  

◇小林正佳教育長職務代理者 

 はい、わかりました。私は以上です。 

 

○代田昭久教育長 

 補足で言うと、これから飯田市も文化会館やいま盛んにでているリニア関連の施設をつくる上で、

やはり考え方とか進め方、コンセプトこういうことに関しては非常に参考になるなというふうに思

ったというところです。 

 

◇小林正佳教育長職務代理者 

 実は数年前に私どもも武雄市さんの図書館をみさせていただいて、そのときには定例会の中でも

発表させていただいたかと思います。そして、その中で武雄市の図書館の良さはぜひ生かして欲し

いというふうな形で報告させていただいた経過がありますれけども、飯田下伊那の図書館の中では
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指定管理をやっている図書館もありますので、大事なところは受け止めていただくことも必要かな

あと思います。 

 

○代田昭久教育長 

 ありがとうございました。はい、ほかにありますでしょうか。 

 はい、ありがとうございました。それでは報告とさせていただきます。ありがとうございました。 

 

△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。 

議案第１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１号でございます。 

平成 29年度の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。 

認定対象者の関係については別紙で用意をさせていただいたものでございます。まず、今年の追

加申請についてお願いいたします。９家族 12 人からの申請でございます。No.１から No.９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、生徒の追加申請の関係でございます。３件について追加申請でございます。

１件目につきましては、民生児童委員協議会のほうからの意見をいただいている案件でございまし

て、ほか２件につきましては、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、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認定ということでよろしいでしょうか。 

 

（「よろしくお願いします。」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。それでは認定していきたいと思います。よろしくお願いいたし

ます。 

 

◇小林正佳教育長職務代理者 

 すみません、別件でちょっといいでしょうか。 

 

○代田昭久教育長 

 はい。 

 

◇小林正佳教育長職務代理者 

 先ほど、スクール・サポート・スタッフのことですとか、英語専科教員加配のことなんですが、

これ県の議会を通らないと決まらない話だと思うんです、これは。学校名がここで出たということ

は、県教委から飯田事務所から連絡があったはずだと思うのですが。県議会がまだ済んでないと思

うのですね。ですので、そのあたりのところは大丈夫でしょうか。 

 

○代田昭久教育長 

 はい、中井学校教育専門幹お願いします。 
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◎中井文彦学校教育専門幹 

 はい、スクール・サポート・スタッフのところですけれども、メールでこういう形式の計画書を

出してくださいというのが、各学校へいっておりまして、きょうこのことについて、児童館・児童

クラブの支援員さんの会議のところで話をするにあたり、学校名を出して話をしてもよいかという

ことを県教委に問い合わせましたところ、飯田事務所から義務教育課に確認しまして、出してかま

わないということでお話をいただいている。ただ、いまここで、時数、何時間とかということにつ

いてはおよその枠なので、ここははっきりしたことは言えないので、学校名等についてだけは出し

てもかまわない、そういう確認はとれています。 

 

◇小林正佳教育長職務代理者 

 はい。そうですか。ちょっと、それが心配になりまして、まだ議会が通ってないのに、それは確

認がとれて大丈夫なんですね。 

 

△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。 

 

◇三浦弥生教育委員 

 はい。２月４日の土曜日に全教科等研究まとめの会というのに参加をしてきました。これは小澤

教育委員のほうから、先生たちが常日頃がんばっている研究されているそういうところが見られて

いいよというそういったお話を伺って、ちょっとのぞかせていただいたという形での参加です。先

生方の内容を感じたところですけれども、学び合い高め合うっていうテーマで、いろいろな授業な

んかをされているところに湯沢正農夫先生がいろいろ指導に入られてたりして、それぞれの授業、

特にアクティブラーニング、そういった手法を使いながら子どもたちのいろいろな授業研究といっ

た形の発表だったのかなとも思います。社会科委員会の先生方の発表ですとか、外国語活動・英語

科委員会、あと人権教育委員会と言うことでそれぞれの先生方の授業発表でした。感じたところを

少しだけ言わせていただきますと、社会科委員会としましては、私阿南町で保健師を10年ちょっと

やっておりましたので、ちょうど阿南第一中学校の先生の発表がありまして、すごく身近に聞いて

おりました。町制の70周年ということもあってということだったのですけれども、これからの町の

あり方というものを中学生の授業の中で取り入れたというところで、町長、議長さんですかね、そ

ういう方たちとの中学生とのやり取りのあとに、どういった町のあり方があるかと、最初は外から

人を呼ぶっていうことを中心に考えていたそういった中学生の考え方が話し合いの中でだんだん

と住んでいる人たちが住みやすくないと人が来ないよというふうに話が変わっていく、そこを見守

るその時間を大切にしている先生のあり方というところの報告やあと解説してくださる担当のコ

ーディネートの先生のお話を聞くと、そういった考える時間とその生徒さんたちがいろいろ学んで

いくというそういった時間、その考え方の変化と言うところを待つという先生のあり方と、そんな

ようなところを見させていただきました。そんなやり取りを前後で町長、議長さんともやり取りを

してまして、実際の町政といったところに興味を持っていくといった若い人たちの、さっき地域創

生というような話ですとか、子どもが市に戻ってきてくれるようなっていうお話、さきほどありま

したけれども、こういうところで地方自治、自分の住んでいるところに興味を持つといったところ

では、本当にコミュニティースクールにも近いようなそんなような社会科の授業のあり方があった
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んじゃないかなとそのように思いました。外国語活動・英語科委員会ということで、英語の授業に

つきまして売木小中学校ということでの授業なんかの発表がありましたけれども、こちらも子ども

たちが自信をもってといいますか、いろいろな楽しい企画を入れながら、子どもたちが楽しく自然

の中で英会話、英語というものを習得していくっていう、そういった流れの授業の発表で、ああな

るほどと、そういった難しい授業ではなく、楽しんで習得できるといったところに趣を置くといっ

たところの授業発表を見させていただいています。もう一つ人権教育委員会といったところの、人

権と言うところでは、これは下條小学校、中学校のデイサービスセンターでお年寄りの交流といっ

たところででしたけれども、ここでも、先生のご発表でもう行きたくないっていうじゃないかなと

言ったそういった児童、生徒さんからもう一回行きたいという言葉が聞かれたり、どんなふうに自

分は関わっていったらいいんだろうというふうに思っていた先生が人と人との中で、もともと子ど

もたちが豊かな感性の中で人と関わることで、いろいろなつける力を持っているということを先生

自身が気が付いたというようなご発表もありまして、そういった子どもたちの何かを関わって自分

がしなければいけないという授業の展開ではなくて、それを引き出すのが教師の役目なんだという

ところにとても気が付いたというような、そのようなご発表が、私としてはとても印象深く残って

おりまして、こういった活動を先生方が常されていて、常授業を構成する上で、こういうお勉強を

されて、それを生かしているというようなところに、すごく先生たちの、小澤教育委員と同席させ

ていただいたんですけれども、こういうお勉強をされてから、授業をいろいろ計画いただいている

んだなあというところで本当に良い先生方のお勉強の姿を見させていただいたと思います。 

 もう一つ、そんなつもりではなくてというところで、２月11日の日に下伊那教育音楽研究会とい

うところが行っている40回の歴史ということで、発表演奏会というものにちょっと見に行ってきま

した。これは、これを見るためではなくて、小沢あきこさんのオペレッタがあるということで、そ

ちらを見にいったらこれだったということで、こちら学校の先生方がされているという認識が、私

はありませんで、行きましたらその先生方が音楽表現ということで、オーケストラ、吹奏楽の発表

のありましたし、合唱もありましたしという中に表現ということで、オペレッタの発表もありまし

て、こういった表現をするということを先生方が学ばれていて、それを授業にいかされているんだ

ということをここでも私見させていただきました。たまたまだったんですけれども、この二つを私

も見させていただいて、先生方が常日頃授業を行うにあたって、こうやって勉強をされてご尽力い

ただいているんだということに関しまして、本当に驚いたというところが大きな感想でした。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。 

 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、きょうは高校入試の前期選抜の合格者発表の日でもう午後１時発表だったので、喜んだり

落ち込んだりしていると思うのですけれども、やはり駄目だったときに、大丈夫だと思っていた子

ども、もしかしたらとても落ち込んでるかもしれないので、先生やご家庭はちょっと大変な思いを

するんじゃないかなあ、もう１カ月がんばって欲しいなって思っているのがいまの気持ちで、きの

うも聞いたら、もうなんか吐きそうって保護者の皆さんが言っていたんですけれども、そんな中で

すね、その私の知り合いの子どもさんは毎朝学校行くときに出会う工場で働いているおじさんがい

て、そのおじさんと毎朝おはようっていう挨拶をしてたそうなんですが、本当に深い話をせず、挨

拶をするだけだったんですけれども、ある日突然お守りを渡されたって言って、君、受験生だよね、

がんばってねって、お守りをもらってとてもうれしかったっていう話があって、やはり地域で、地

区の方だけじゃなくて、工場のおじさんなんですけれども、見守ってもらえるっていうのは、あり

がたいなあという感想を持ちました。以上です。 

 

○代田昭久教育長 

 はい、ありがとうございました。ほかにございますでしょうか。 

 

（「結構です。」と言う者あり。） 
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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、（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 

こちらも結構です。 

 

○代田昭久教育長 

 はい、ありがとうございました。 

それでは、続いて、(3)学校教育課報告事項をお願いします。 

 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、平成29年度の小中学校卒業式及び入学式の日程と卒業式の挨拶原案でございます。さきほ

どの休憩時間でもご確認していただいたようなんで、細かくは申しませんが、こういう割り振りの

中で御出席をいただきたいと思います。なお、挨拶につきましては、例年のとおり、□の部分は学

校から、それぞれの学校特徴っていう部分をいただきながら入れ込んで挨拶文として仕上げますの

で、それを含めて全体の内容等意見がございましたらお願をしたいと思います。以上です。 

 

○代田昭久教育長 

 ありがとうございました。質疑応答は意見等がありましたら最後に行いますのでよろしくお願い

いたします。(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 

 はい、資料ございませんけれども、先日のキャリア教育推進フォーラムにつきまして、教育委員さ

んに出席いただき、ありがとうございました。300人以上、主催者側も含めて参加したということで、

いろいろ反省事項、日程、場所あるいは企業の参加等の反省がありましたけれども、70人以上のア

ンケートの結果は良かったという感想が多くありました。また来年に生かしていきたいと思います。 

それから、資料をめくっていただいて、やまびこマーチ開催要領です。日程のほう４月の 28日、

29日ということで、ゴールデンウィークの期間です。小沢あきこさんにつきましては、飯田市の産

業親善大使ということでご協力いただけるということと、今年新曲「飯田線」を発表しましたので、

ミニコンサートを企画しました。 

事務連絡になりますけれども、飯田市公民館大会にあわせて教育功労者表彰ということで、この間

通知をさしあげましたけれども、公民館大会がはじまる前の受付、正午から教育委員さんにもお越し

いただいて、教育功労者表彰を午後０時 10分から 30 分の間に、開会式を終えて、表彰を行う以外の

方についてはそちらのほうで教育功労者表彰を行うということで通知をさしあげましたけれども、確

認ということでよろしくお願いいたしたいと思います。以上、よろしくお願いしたいと思います。 

 

○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 

  それでは、恒川ニュースの６号、７号の発行ということで、発行しておりますのでまたごらんい

ただきたいと思います。続いて、「伊那谷の自然の文化 学びあい講座」第４回ということで、今週

末になりますが、上郷考古博物館のほうで、古代の役所を掘るということで恒川官衙遺跡について、

学びあい講座を開催したいと思いますので、ご都合がつきましたらぜひご出席をいただければと思い

ます。それから、３月 24 日午前 10 時からですが、恒川官衙遺跡の現在調査をしておりますことにつ

いて、現地の見学会を開催する予定で計画をしております。また、先日、恒川史跡公園整備基本計画

案の現在、１月 21 日から２月の 22日までの間、パブリックコメントに付していることではあります
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けれども、この案につきましてお送りさせていただきました。気がついたところがございましたら、

御意見をお寄せ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。(5)公民館関係報告事項をお願いします。松下社会教育担当参事

お願いします。 

 

◎松下徹社会教育担当参事兼市公民館副館長 

 はい、一昨日の飯田市公民館長との懇談会につきましては、大変お世話様になりました。館長会

としては、３月の定例の館長会の中で、総括とこれからの取り組みについて協議していきたいと思

います。懇談会の内容をしっかり生かしていきたいと思っています。続いて、今週末の日曜日であ

りますけれども、第55回の飯田市公民館大会ということで、こちらもお世話様になりますが、よろ

しくお願いたします。現在把握しているのは550人ほどの参加ということで、会場がちょっと入り

けれないところがありますので、２階にはパブリックビューイング等の設営をしながら対応してま

いりたいと思っております。教育委員の皆様方には公民館の正面玄関を入って左手に竜丘の木下館

長が受付しておりますので、そちらのほうに、すぐ入って左の受け付けで、受付をしていただきま

して、会場内には所定の席をご用意しておりますので、ご案内をさせていただきます。なお、全体

会は12時40分から、伊豆木人形の実践発表がありますので、そちらからごらんいただきたいという

ことでして、全体会は３時25分までで、分科会は３時35分から５時15分までの予定でございます。 

今回の公民館大会については、人形劇の祭典が40周年の節目を迎えるということで、これまでの

人形劇による地域づくり、人づくり、40年の歩みを振り返るとともにこれからの可能性を考える、

それを全体会のテーマとした大会にさせていただきたいと思います。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。 

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。 

 宮沢文化会館長お願いします。 

 

◎宮沢正隆文化会館長 

 はい、それでは先ほどの続きの資料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ということであります。今後の主な事業について説明させていただきます。別

紙にありますが、今月21日の日に世界の人形劇場vol.６ということで、チェコの人形劇があります。

これは有料になりますけれども、他国の文化を見る機会となりますので、もしご都合がつきました

らごらんください。あわせましてもう１枚ありますが、こちらのほうは３月16日に人形劇団プーク

の飯田公演ということで、飯田市民劇場さんといいだ人形劇センターの合同で行うものでございま

す。こちらは、大人も楽しめる内容となっております。それから、別に人形劇の機関紙「dogushi」

の第20号ができましたのでごらんください。今回は人形劇の図書資料の特集をメインに据えていろ

いろな内容が載っておりますので、またごらんいだだければと思っております。 

 続きまして、オケ友音楽祭2018についてご説明させていただきます。資料は次のページになって

おります。あわせまして、小学生のための音楽広場のチラシができましたので、こちらのほうもご

らんいただきたいと思います。こちらのほうは、会期につきましては、４月30日と５月３日から５

日の４日間、ちょっと間２日間空きますけれども、こういった形で行います。ことしは、10回目に

なるということで、いくつか取り組んでいることがありまして、一つが、受講生と名フィルとの共

演ということでありまして、今まで９回の音楽クリニックで学んだ受講生たちが、名フィルのメン

バーの皆さんと同じステージに立って演奏するという催しでございます。参加者を募集いたしまし

て、合同のリハーサルをして発表をするという段取りで行います。これは音楽クリニックの中で、

オーケストラの部と吹奏楽の部を発表していただく予定になっております。 

 それからもう一つ、将来ビジョンの策定ということで、いままでの９回の取り組みを総括いたし

まして、今後につなげていくということで、いままでに実行委員全員が、５回に分かれて、自ら振

り返りを行ったり、外部の皆さんから外から見た知見でのご指摘をいただいて、それらをビジョン

と言う形でまとめておりまして、４月に実行委員会の総会を開きますが、その席で決定するような
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形で進めております。めくっていただきまして、指揮者の関係でございますが、第１回からずっと

指揮をしていただきました名フィル正指揮者の円光寺雅彦さんが、10回を節目に退かれるというこ

とになりまして、今回、円光寺さんへのお礼も込めた名曲コンサートにしていきたいということで、

企画を用意しているところでございます。 

 それから音楽広場の関係でございますが、ことしは、小学生の合唱隊を募集しまして、その皆さ

んもステージに立っていただいて、オーケストラの演奏の中で歌っていただくという企画を取り組

んでいます。あとは、例年のとおりの企画等もありますが、また、詳しくは見ておいていだだけれ

ばと思います。また、よろしくお願いいたします。以上です。 

 

○代田昭久教育長 

 はい、ありがとうございました。 

 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 

 はい。すみません、資料ございません、口頭でお願いいたします。 

 １月の定例会でご連絡させていただきましたが、現在、中央図書館のほうでは蔵書点検を行って

おりまして、あすの金曜日まで16日まで休館扱いにしております。17日の土曜日からは通常開館さ

せていただきますのでお願いいたします。それから来週ですが、20日の火曜日ですが鼎図書館、次

の21・22日が上郷図書館、２日間ですが蔵書点検で休館させていただく予定になっております。そ

れから、もう一点ですが、来週24日の土曜日ですが、第18回の伊那谷地名講座を開催する予定にな

っております。午後１時半からということで、秋葉街道の地名と時代背景と題して、針間道夫さんか

らお話をいただくような予定になっておりますので、委員の皆さん、もしお時間ありましたら、ぜ

ひ、図書館のほうに足を運んでいだだければなと思います。以上です。 

 

○代田昭久教育長 

 はい、ありがとうございました。 

 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 

 お手元にプラネタリウムとそれからもう１枚、２枚のチラシをご用意させていただきました。プラ

ネタリウム天歩、春の番組案内でありますが、「ボクらは宇宙人！Ｗｅ are ＡＬＩＥＮＳ」が新

作番組ということで、投影をさせていただきます。ちょっと裏面をごらんいただきたいと思いますが、

右側の下のほうにオリジナル番組新作発表会「風越山」ということで、３月25日に今年度制作してき

ましたオリジナル番組の「風越山」の発表会を行います。ことしは風越山の開山1300年ということで

ございますので、ぜひ、おいでいただければというふうに思います。 

 それから、もう１枚のチラシですが、これは、南信州広域連合が中心になってやっている事業でご

ざいますけれども、美博が一緒になって関わっておりますので御案内させていただきます。「南信州

民俗芸能継承フォーラム」ということで３月４日日曜日の午後に、そこに書いてあるような記念講演、

それから芸能発表等々の内容で行います。民俗芸能継承は、高校生を含めて取り組みをしております。

ことしはちょうど全国高校総合文化祭が長野県であるということで、それに向けても発表に力が入っ

ているかと思いますので、ぜひ声援なり、ご支援いただければと思います。 

 あと、もう１点、口頭で申し訳ございませんが、２月18日から現代の創造展が始まります。先月の

定例会で招待状等をお送り申し上げていますので、ぜひ、お誘いあわせのうえ、お越しいただければ

と思います。また同じ18日から菱田春草の常設展の第３期が始まります。すでに新聞報道等でご存知

かと思いますが、新しく購入することとなっております「鎌倉時代闘牛の図」、下山観山の「稚児文

殊」の新収蔵品を公開いたしますので、公民館大会の行き帰り等でご時間がございましたら、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 
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 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。 

 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、２点についてお願いいたします。綴じてございます会議資料の最後のところ資料No.５

をごらんください。 

 １月27日に開催をしました地域史講座についてご報告をさせていただきます。歴史研究所の調査研

究員の本島和人先生から、「今村力三郎 －その生涯と上飯田－」と題し、市役所Ｃ棟３階を会場に

開催をしております。 

『飯田・上飯田の歴史』の下巻にコラムとして載せておりました今村力三郎さんについて、地元

史料や専修大学の資料・写真等を基に、執筆後に行った調査研究に基づき明らかになってきたこと

を含め、上飯田とのかかわりや離郷の背景、上京した当時の飯田の状況ですとか、上京後も飯田と

のつながりを保っておられたこと、また蜂谷から今村姓になったことなど、考察を含めた研究報告

でもありました。 

 参加された皆さんの中には今村力三郎さんのことを初めて聞くという方もおられまして、新たに

関心を深める機会となったというふうに考えております。受講者は 42 人ということで参加された

皆さんからは、記載をしたような御意見や感想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より、今年度は近現代の内容で開催をしています「飯田・上飯田の

歴史シリーズ」と題した地域史講座ですが、次回は３月 17日に開催予定ということでございます。 

 続いて、綴じてあります歴研ニュースの関係でございます。２月１日号でございますが、１面に

は 12月に実施をしました事業についての報告、また改めて歴史研究所への案内を再度載せさせて

いただいております。中の面に入りますと歴史と景観のシリーズ、また今月開催を予定しておりま

す事業のご案内、リレーエッセイ、また昨年、南信州観光公社によって企画された大平へのツアー、

事業の取り組みの報告と言う形で掲載させていただきました。４面には２月、３月に行う飯田アカ

デミア、地域史講座、ゼミ、定例研究会等の告知を中心に載せております。次回の歴研ニュースは

４月の発行の予定でございます。以上でございます。 

 

○代田昭久教育長 

 はい、ありがとうございました。 

 いままでの関係各課、館からの報告事項がありましたけれども、これに対しての質疑、また御意

見等に関してありましたらお願いします。 

 

○代田昭久教育長 

 はい、小林教育長職務代理者お願いします。 

 

◇小林正佳教育長職務代理者 

 報告になかったことなんですが、先ほど課長にも調整していただきたいとお願いしたんですが、

あしたのことですので。いまここでお話をさせていただきたいんですが、教育委員の皆さんはこの

小中連携・一貫教育の報告書、これは届いているでしょうか。まだ届いていませんか。これは、今

後どのように扱っていくのかっていう筋道を学校教育専門幹のほうでわかっていたら教えてくだ

さい。 

 

○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。あす、小中連携・一貫教育推進委員会になりますので、そのところで、各中学校区の総括

とそれから来年度の計画のところをそれぞれの中学校区で発表していただくこと、それと前回のと

ころで報告書のひとまとめをしましたので、そこで補足をしたものを、あすのところでは報告をし

ます。来年度のところにつきましては御意見をいただいて、まとめまでにはいきませんので次年度
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のところにこういう案がでましたということでまとめるという段階になるかと思います。 

 

◇小林正佳教育長職務代理者 

 もう一つ、この報告書と各中学校区の来年度への計画はこのまま来年に行くのですか、それとも

もう一回新しい体制で作り直すっていうことになってくるんですか、どんなふうになってくるんで

しょうか。 

 

◎中井文彦学校教育専門幹 

 大抵の場合には大きく作り変えることはなくて次年度に引き継いで、それでスタートしていくと

いうことになると思います。今年度の場合もそうですけれども。 

 

◇小林正佳教育長職務代理者 

 はい、わかりました。意見を言わせていただきたいんですが。これ送っていただいたんですが、

報告書の内容はよくまとめていただいてわかりやすくてよかったと思ったんですが、来年度の推進

計画や今年度の実施の報告書を見ると、非常によくまとまっている中学校区とあまり変化がない中

学校区があると思いました。前回の第４回の小中連携・一貫教育推進委員会のところで、言わせて

もらったんですが、小中連携・一貫教育は「偉大なるマンネリだ」と天笠茂先生が言われていまし

たが、どうしてもマンネリになってしまうところもあるんですよね。 

もう一つ気になったのは、29年度の実施計画ではこういう重点で取り組むぞと書いてあるんだけ

れども、そのことが成果にも課題にも取り組んだことがきちんとまとめられていない。重点で取り

組んでもうまくいかなかったっていうことは当然あるじゃないですか。こういうことはダメだった、

こういうことが原因であったので、来年はこうしたいって書いてあるところあるんだが、それが30

年度の重点の中に、来年度は29年度の反省を生かしてこうするっていうことを書いてないところも

ある。 

それが特に気になるのは、報告書の中では、飯田市の中で課題になってきているところ、つまり「家

庭学習が全国や長野県に比べると不十分」「めあてやねらいがはっきり明示してあるかどうか」っ

ていうことは、小学校のでは落ちちゃっているんですよね。それと、「自ら主体的に学ぶ」という

ことが小学校のところでは落ちちゃっているんですね。そういうあたりのところを、特に大事に重

点としてあげているんだけれども、そこが今年度振り返っていないままで来年度の計画として立て

ちゃっているんで、非常に気になるっている。教育委員として十分なことはできないんだけれども、

少しみんなで確認し合うことが大事じゃないかなって思います。趣旨はおわかりいただけましたか。 

 

◎中井文彦学校教育専門幹 

 ただそのまま次年度にいかないようにということで考えてまいりたいと思います。 

 

◇小林正佳教育長職務代理者 

 すみません、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。ほかにありますでしょうか。 

 

◇伊藤昇教育委員 

 いまのお話はあした終わってから少しするのかな。 

 

◇小林正佳教育長職務代理者 

 いや、次回か、４月に入ってからでもいいと思うのですよね。明日があるので、感じたことをち

ょっと意見交換するくらいで。 

 

○代田昭久教育長 

ほかにありますでしょうか。 

 私のほうで、ちょっと細かいのですが、卒業式出席者一覧、細かくて大変恐縮なんですが、さく
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ねんも、私、高陵中学校に行っているはずなんで、違うところで。 

 

◇小林正佳教育長職務代理者 

 意図はね、たぶん、高陵中学校は校長会長として退職するので、たぶんそうこところで、やっぱ

り一番大事な人に行ってもらうっていうことで入れてくれたと思います。 

 

○代田昭久教育長 

 意図があればいい、意図はありますか。 

 

◎北原康彦学校教育課長 

 意図はまさに教育長職務代理者がまさにおしゃっていただいたとおりです。それなりのところに

はそれなりの方に行っていただくのが良いということです。 

 

○代田昭久教育長 

 そういうことなんですね。わかりました。 

 

△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29分） 


