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飯田市教育委員会 平成 30 年４月定例会会議録 

１ 会議開会の日時 平成 30 年４月 13 日(金) 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：櫻井毅 

          学校教育課副参事：北原康彦    学校教育専門幹：高坂徹 

          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 

          飯田市公民館副館長：秦野高彦   飯田文化会館長：宮沢正隆 

          飯田市美術博物館副館長：池戸通徳 飯田市歴史研究所副所長：小椋貴彦  

          中央図書館館長補佐：瀧本明子   学校教育課課長補佐：滝沢拓洋 

 

４ 会議の顛末 

 

△日程第１ 開会 

 代田教育長が定例会の開会を宣言した。（午後３時） 

 

△日程第２ 会期の決定 

 本定例会の会期を本日１日に決定した。 

 

△日程第３ 会議録署名委員の指名 

 会議録署名委員に小澤由美子教育委員を指名した。 

 

△日程第４ 会議録の承認 

 ３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、３枚のページを見ていただければと思います。 

 まずは、今年度平成 30 年では新しく着任された校長先生が 12 名、教頭先生も 12 名ということ

で入れ替わりとしては比較的大きな異動があった年かなあと思います。その中でも山本小学校に関

しては、校長先生と教頭先生が変わるということがありましたし、また緑ヶ丘中学校の中では教頭

2 名体制ではありますが校長と 1 名の教頭が変わるという変化の激しい学校、12 校ありましたが、

それでも各学校準備してきたこともあって4月の入学式は無こと良い入学式ができたという報告を

教育委員会のほうも受けております。各学校良いスタートが切れたと思っておりますので新しい校

長、また新しい教頭のいる学校含めて、良い学校運営を期待したいと思っております。その中で私

は小規模特認校に指定をされました上村小学校の入学式に行ってまいりました。その感想を含めて

お話をしたいと思います。まずよかったなと思うことは、地域の方々が本当に喜んでいただいてい

たなと思っております。来賓の方々40 名ですが色々な方々が入口にいらっしゃってですね、小規模

特認校なければ入学式が行われなかったとそんなところで入学式が行われたこと、そしてまた、市

内から選んできていただいたことを、本当にうれしいと笑顔溢れる場だったなと言うふうに思って

おります。それにもまして嬉しかった、感動だったのは、子どもとご両親の笑顔が非常に良かった

なと思っています。各入学式では保護者代表の挨拶があるのですけども、２人ともご両親が出られ

て、それぞれ掛け合いをしながら感謝を伝えていただけました。そういった面でもよかったし、そ

れにもまして子どもが非常に笑顔で1日目を迎えられたことは良かったなと言うふうに思っていま
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す。１名の入学なので、挨拶を新入生の皆さんと言えないわけですね、1 名だから本当に良い雰囲

気になるなと思ったのですが、大事なのは大きな学校でもこういうふうな気持ちが大事だなと一人

ひとりの子どもたちに目を向けてしゃべるということが大事だなと思いながらも、それでも 1人の

呼名をして、1人に対しても良い入学式が本当にできたなと思っています。ちょうど 1週間たった

わけですが、私が校長と話をしてとにかく１週間９名仲良くスタートが切れたという報告を受けて

います。今後も様々な想定外のことがあろうかと思います。でもそれは学校現場と教育委員会とサ

ポートしながらですね、そして地域のサポートも得ながら課題を解決しながら、今始まった小規模

特認校という制度の中で良い学校づくりを地域の皆さんと一緒にやっていきたいなとそんな思い

を強くした入学式でした。 

また、委員さんの報告の中で入学式の感想等いただければなと思います。よろしくお願いします。 

２番目としては２年目を迎えた第２次飯田市教育振興基本計画の推進についてと言うことでお

話をさせていただきたいと思います。私自身も教育長３年目、最終年度となりますので、今までの

反省もしっかり踏まえながら、３年目を迎えていきたいなというふうに思っていたところでありま

す。その中で、飯田市として大きな方向性をかじ取りというか、いま 28の小中学校が一つの大き

な方向を向いていくということについてはまだまだ課題があるなと思っております。昨年度第 2 次

振興基本計画がスタートしたわけですけれども、これをずっと 12 年計画に向けてですねやるため

には今年度スタートダッシュがとにかく大事だなと４月の校長会以前の動きが大事だなというの

を少し反省をしていまして、昨年度の最後の校長会、教頭会でもお伝えしたように中学校区で校長

会を開き、そこに教育支援指導主事の先生方も交えたところで、特に不登校の問題に関しても含め

てどう学校をサポートするのか話し合っていただきたいというふうに昨年度末話をしたわけでは

ありますけれども、そこに関しても今年度全ての中学校区で話し合い活動が行われて事前に学校の

始まる前も含めて子どもたちの様子が把握できたことは良いスタートが切れたかなと思っており

ます。それに合わせて、１番目に書かせていただきましたが、４月の３日の日に教職員の皆様へと

いうことで、メッセージをお送りさせていただきました。これはまた後程見ていただければと思い

ますが、書かせていただいた趣旨としては２点あって、１点としては教育振興基本計画の地育力に

よる未来をひらく心豊かな人づくり、この教育ビジョンに込められた思いというものを私を含めて

どんな議論がなされてここに思いが込められているのかということで書かせていただきました。 

特に心豊かな人づくりに込められた思いということで中段ほどに書いてありますけれども、自分

の良いところや他人の良いところをお互いに認め合うことができる子どもたちを育みたいという

ことが懇談会の中でもたくさんの発言としてあったのですが、私自身もこれは非常に重要なことだ

なと思っております。お互いを認め合えるそんな心豊かな人づくりをしていきたいなという方向性

を一つ明記させていただきました。 

２面めくっていただいて後ろ面になりますけれども、その中で飯田市教育委員会の方向性として

は、改めて自分が大丈夫だという安心、安全、居場所がある授業づくり、学級づくり、学校づくり

をしていこうということを一つの方針として、そのために学校教育課の指導主事を２名体制、また

学校現場へ教育支援指導主事を３名増やして 14 名を学校に配置するという体制になっているんだ

ということを目的の二つ目としては教育委員会のサポート体制をしっかりと目的と合わせて明示

したいなということを書かせていただきました。どうしても９中学校区それぞれの活動をしている

ので、それぞれが活動をして行くこと自体は全く学校ごと、実情によって取り組みが違うことに対

して問題はないと思うのですが、それでも大きく方向を向かっている所は同じにしていきたい所が

あり、また共通な課題に関しては力を合わせて解決していくということも必要だろうというふうに

思って、このメッセージを送らせていただきました。また読んでいただければ幸いです。 

３番目Ａ４横１枚で重点目標、これは学校教育関係という形になりますけれども、学校教育課を

中心に昨年度の反省を踏まえ、今年度どういった取り組みをしていこうかと、これは昨年度と項目

自体はほぼ変わっていません。教育振興基本計画前期４年の重点アクションプランの中からピック

アップしたものですけれども、あえて昨年に加わっているものは左下の外国語教育は今年度重点目

標にしておりますが、昨年度上げたものをなるべく多くの人に共通理解をやるためにワンペーパー

にさせていただきました。これ完成型ではないのでなかなかわかりにくい部分がありますのでまた

色々ご意見、ご指摘等していただければと思いますが、少なくとも９のアクションプランを一覧表

にしながら、今飯田市の現状どうなって課題がどこにあり、それを解決するためにはということで

それぞれの今年度の重点の取り組みと課題になっていることを上げさせていただきました。特に図
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式としてこだわったのは平成 23 年度から飯田市が取り組んでいる小中連携・一貫教育、これを縦

軸として縦糸としてしっかりと育みながらコミュニティスクール、地域の力、保護者の力を支えに

してこの小中連携・一貫教育をしっかりと結んでいく、つむんでいくということを図柄にしながら

縦糸となるのが中心な学力を向上、不登校対策、これが大きな柱として上位にいり、この体力、LG

飯田教育、ICT教育、特別支援教育も小中連携・一貫教育の中でしっかりと継続した教育活動をし

ていきたいということを図柄にしてみました。ここでは一つ一つ詳しい説明はしませんけれども、

それでも今年度中心としてしっかりと取り組んでいきたいなあと思っているのが、上の２つの学力

向上、不登校対策、ではありますけれども、特にこの不登校対策については高止まりという表現が

使われるようにですね昨年度の速報値でも長期欠席者数は減ってきましたけれども、不登校数の減

少というのはまだまだだという認識の中で力を合わせてこの人数に関してはしっかりと取り組ん

でいきたいと、そのためにここに掲げられた５つのアクションプランというものをもう一度しっか

とやっていこうというものと、学力の向上と関係するのであればちょうど真ん中に書かせていただ

きましたが、安心、安全、居場所のある授業、学級、学校づくりと、こういったことをしっかりと

やることでその２つの大きな取り組みに対して成果を出していきたいし、この授業、学級、学校づ

くりのために教育委員会として全力のサポートをするという意味で教育指導主事の配置と教育支

援指導主事の配置を関連付けてやっていきたいと思っております。冒頭御話をしたことが、校長会

でこれ、お話ししたい内容だなと思いましたのできょうまたご意見あればお聞かせいただければと

いうふうに思います。私からの教育長報告事項は以上です。今年度もよろしくお願いいたします。

何かご意見ありましたらお願いします。 

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 

 最後に説明していただいたワンペーパーですけれども、教育長自らこのようなペーパーを作って

飯田市の教育の方向性を明確にしていただいているということについてはその努力に敬意を表し

たいと思います。そこで、少し何点か教えていただきたいのですが、この資料は校長会に向けての

資料なのか、教育委員会全体が共有して、今年度はこういう方向で行き、３月にはこれに基づいて

どうだったかという評価をしていくその視点になるようなものなのか、そのあたりの位置づけを教

えていただきたい。 

 

○代田昭久教育長 

 すみません言葉が足らずに。教育、校長会のためだけではないです。今年、今年度の教育委員会

の大きな方向付けとしてのレジュメで、それぞれ次課長会で出し、それぞれの例えば外国語担当で

あれば英語の教育支援指導主事にも意見を聞きながら、それぞれの持っている課題というものを明

記することで、教育委員会全体の方向性ということでまとめているというつもりであり、また教育

委員会の場でもご意見いただくとことによってさらにブラッシュアップしていって、決定事項では

ないのでこういう場で出してご議論を頂ければ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。これは決定事項ではないのでここで決定事項にするということはわかるので

す、内容的に見て不安になる点があります。次課長会でもんで、各部署がこれを基づいて動けるよ

うな体制になっていて、その上で教育委員の私たちにこういう方向でいいのか意見を求められてと

いうように理解していいですか。 

 

○代田昭久教育長 

 はい。決定するのはここの場なので、次課長会や事務局で決定後、最終決定を持ってきていると

いうよりも、そこまですごく煮詰めているかというと、まだまだで、例えばですけれども今後小中

連携・一貫まだまだここに課題があって今後どうしていくのかというのは議論途中の所もあります。

それはメンバーが変わっているという所もあるので、そういった意味で熟議をして最終決定の事務

局として議論に積み重ねたものというよりはここでいただいてもう一回戻してもいいというふう

に思っております。 
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◇小林正佳教育長職務代理者 

 はい、わかりました。そうすると私どもに対する責任は重いのですが、この場だけで意見を申し

上げるということになると、全体をまだきちんとまだ読み込んでない中でお話しさせていただくと

いうのは難しいところもあるので、またどこかで時間をゆっくり取らせていただければと思います

が、気になるところだけ申し上げます。 

 一つはその◎と▲のことなのです。▲の所は課題と解決の方向性ということになっているのです

が、この９項目の所の中にある「成果と課題」と、「解決の方向性」が同じ▲になっているので、

そのあたりを整理する必要があると思います。課題はこうだからこういう方向性で取り組むといっ

たように、整理する必要があるかなと思います。例えば一番上の「学力保障・向上」の所だけ見ま

すと、▲が「中学校での伸び悩み、上位層の割合が少ない」、これは課題ですよね。そして次の▲

の「数学の活用問題」。これも課題なのですけどね、それから「計画性を持った家庭学習」はどち

らかというとこれは解決の方向性も含んでいるのですよね。そういう「計画性の持った家庭学習を

大事にするぞ」というように、課題はこうだからこういう方向で行くぞと、見えるようにしていっ

てもらう必要があるかなと思います。もう一つ例を申し上げると次の飯田コミュニティスクールの

所の最後の▲に「コーディネーターの確保」とありますが、どこの学校もコーディネーターは確保

されて決められているのですよね。だとしたら、そのコーディネーターが本当に実質的にコーディ

ネートできるような「質の向上」辺りが「解決への方向性」になるように整理してもらう必要があ

ると思います。 

二つ目に申し上げると結プランの結の右側の所のコミュニティスクールの文科型、飯田 CS型、

信州型って言うものがあるじゃないですか。私どもはある程度議論してきているので、出してくる

教育長さんの意図がよくわかります。こういう特徴があるということ、これが外に出ていった時に

これをやっていくことによってそれぞれまた何だったのだって新たに知った人に説明しなければ

ならないのですね。そこまでする必要があるのか、飯田はこういうことを大事にしているというこ

とを書くだけですっきりするのではないかと、これを入れることで余計信州型って何よ、文科型っ

て何よって言う議論をもう一度かみ砕いてやらないと、ということがあって、少し今のことも含め

てそのことを最終的に決定とさせていただきたい。 

もう一つだけ指摘させていただくと、この「体力の向上」ということは３月の定例会で学校には

負担をかけないように私ども教育委員が学校訪問したときに、どこの学校にどういう課題があるの

かということを整理しながら、体力向上について考えていこうじゃないかという意見を申し上げた

と思うのですが、この教頭会のプロジェクトには今までは体力づくりというプロジェクトがあった

じゃないですか。今度、体力プロジェクトというものが、教頭会プロジェクトがなくなって、「学

力・体力」と一緒になっているのですね。そうなったときにこの教頭会のプロジェクトで協議する

というと、「学力向上」のとこでも中心になってやっていかないから両方ができるのかなと思いま

す。そこらの辺りが整理できているのかということを心配になったのですが。以上です。ちょっと

口はばったいことを申し上げました。 

 

○代田昭久教育長 

 はい、ありがとうございました。私が悩んでいたところを指摘されたなというふうに思っており

ます。これはどの文言を持ってきたかと言いますと、それぞれのプロジェクトの課題と方向性とい

うことから引っ張ってきているのです。私が独自で判断しているわけではなくて、その時に私も悩

みながらあれこれは取り組みなのか、課題なのか、課題解決の方向性なのかというものがそもそも

の論の中で少し混在していた部分があるので、ここでピックアップしたときに特に九つ並列してみ

るとものすごい大きなものと、二重丸でほかのたとえば学力の保証、向上でいくと結プランが 1個

出てくるのですね。これだけでも大きいのに、その二重丸の中でほかのものと同列に扱っていいも

のかとちょうど作りながらも非常に悩んでいたところですので、おっしゃる通りその丸、二重丸と

三角の位置付けというのはちょっと改めて見直す必要があるだろうなというふうに思います。 

また、体力の向上というところでですね、現状として今この、教頭会プロジェクトというのが明

記されていたので、これが中心だったのだなというのもありましたが、こういう書き方でいいのか

含めて検討していきたいというふうに思いますので、ありがとうございました。また、委員の皆さ

んもこの場で、感じたところをお伝えしていただき、修正していただきたいと思います。また、冒

頭ありましたように事務局の中でも更にもんでいきたいなと思います。 
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◇小林正佳教育長職務代理者 

 書きっぷりからとすると、今年度はいろいろある中、ここを大事に教育委員会は考えているんだ

と。それじゃ、みんなでそのことについて一緒に取り組んでいこうということが見えるようにして

いただくといいかなと思います。繰り返しになりますが、教育長自らこういうことを大事にしてま

とめようとするということは非常にありがたいことではありますし、そういうことが明確になれば

事務局も含めて、私共も一緒になって歩んでいけるのではないかと思います。以上です。 

 

○代田昭久教育長 

 はい、ありがとうございました。貴重なご意見いただいて更にいいものにしていき、今年度も充

実したご活動になるように頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。他にあります

でしょうか。 

 

△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３件になります。 

 それでは、議案第 10号共同調理場管理者の任命についてお願いします。 

北原学校教育課副参事、お願いします。 

 

◎北原康彦学校教育課副参事 

はい、議案第 10号でございます。共同調理場管理者の任命について提案させていただきます。

飯田市学校給食共同調理場の管理規則の第３条で、共同調理場に管理者を置くことが規定をされて

おりまして、その第３条２項によりまして管理者は教育委員会が任命することと規定をされており

ます。管理者につきましては、共同調理場４つございますが、丸山共同調理場につきましては丸山

小学校長、矢高共同調理場につきましては鼎小学校長、竜峡共同調理場につきましては龍江小学校

長、南信濃給食センターにつきましては遠山中学校長がそれぞれ、管理者として任命をするところ

でございます。 

でありまして、校長が異動するごとに、任命が必要でございますので、今回、丸山共同調理場の

管理者につきまして異動がございましたので、議案第 10号を通して提案をさせていただくもので

ございます。任期につきましては、異動を伴うということもありますので、４月１日からというこ

とでお願いしたいと思いますので、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。ただいま議案第 10号の説明がありました。ご質問ご意見等あ

りますでしょうか。よろしいでしょうか。 

それでは議案第 10号を承認ということでよろしくお願いいたします。 

続きまして、議案第 11号学校運営協議会委員の任命についてお願いいたします。 

はい、北原学校教育課副参事、お願いします。 

 

◎北原康彦学校教育課副参事 

 はい、議案第 11号でございます。学校運営協議会委員の任命についてでございます。飯田市学

校運営協議会規則第７条第１項の規定によりまして、下の一覧表にございます、下記の者を学校運

営協議会の委員に任命したというものでございます。平成 30 年度の学校運営協議会の委員としま

しては、各学校長から推薦がありましたので、この運営規則第７条第１項の規定により任命したく

ご提案をするものでございます。任期につきましては、同規則の９条第１項によりまして１年間と

いうことでなっております。この一覧表でございますけれど、若干説明させていただきますが、学

校運営協議会、それぞれの学校ということになっていますが、丸山小学校と西中学校、並びに鼎小

学校と鼎中学校は、それぞれ一つの学校運営協議会ということで構成されております。そのほかは

学校ごとに設置をされております。規則では学校運営協議会の委員の人数は特に規定をしておりま

せん。学校ごとの委員の人数につきましては、一覧表の学校名の下に括弧で数字が入っているもの

がそれぞれの運営協議会委員の人数となります。最小で８人、最大で 25人という委員の推薦がご
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ざいました。ちなみに男女別では全体の中で、男性が 262、女性が 72人ということになっておりま

す。再任、新任の関係でですね、再任の委員さんは 222人、新任は 112人ということで合計 334人

の委員の方の皆さんの構成を今概略申し上げました。それぞれお名前の横に再、新と書いてござい

まして、なお括弧のなかにもまちづくり委員会であるとか、公民館であるとかというふうに名前が

入っております。飯田市の学校運営協議会、コミュニティスクールの関係の特徴としましては公民

館の館長さん、又は主事がコーディネーター役という意味で入っておるのが特徴でありますので、

併せてごらんいただければと思います。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。議案第 11号の説明がありました。ご意見ご質問等ありますで

しょうか。よろしいでしょうか。 

 （「結構です。」という者あり。） 

 では、議案第 11号は承認ということでよろしくお願いします。ありがとうございました。 

 続きまして議案第 12号飯田市立中央図書館分館長の委嘱についてお願いします。 

 瀧本中央図書館長補佐お願いします。 

 

◎瀧本明子中央図書館長補佐 

 お願いいたします。議案第 12号の提案をさせていただきたいと思います。飯田市立中央図書館

分館長の委嘱についてということで、飯田市立図書館条例施行規則第５条第４項の規定によりまし

て、下に記載しております 16名の者を飯田市立中央図書館分館長に教育委員会で委嘱するという

ことになっておりますので提案させていただきます。飯田市には 16分館ありましてそれぞれ分館

長を委嘱しております。29年度末で任期の２年間が終了いたしましたので、次の平成 30 年 4 月 1

日から平成 32 年 3 月 31 日までの２年間の分館長委嘱をしたいというものであります。新任の方が

４名、再任が 12 名ということになっております。以上、議案第 12号として提案させていただきま

す。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。議案第 12号についての説明がありましたが、何かご意見、ご質

問等ありますでしょうか。よろしいでしょうか。 

 （「結構です。」という者あり。） 

 それでは議案第 12号承認ということでよろしくお願いいたします。 

 以上で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 

 続きまして、日程第７協議事項、平成 30 年度カウンセリングマインド研修会の開催についてお

願いします。 

 高坂学校教育専門幹お願いします。 

 

◎高坂徹学校教育専門幹 

 資料 No.１をご覧ください。カウンセリングマインド研修会開催要項でございます。趣旨の所で

ありますが、先ほど教育長からありましたように、不登校問題解決のための５つのアクションの一

つとして位置付けられております。このように 11 年目を迎えていると思います。 

二番目の主催は、市教育委員会、それから市の校長会となっております。 

三番目の開催期日ですが、７月の 26日、27日を予定しております。講師の先生は、小木曽計男

先生、蓑和厳先生を予定しております。 

五番目の会場並び担当講師をご把握、ご覧ください。研修内容のほうでありますが、テーマとい

たしましては「不登校児童生徒への対応、不登校の早期発見・早期対応と未然防止のために」とい

うことで、第２、第３講座は傾聴ということを中心にして小木曽計男先生、それから第１講座の方

は、発達障害のある児童生徒理解ということで蓑和厳先生、ということで考えております。７番の

受講対象者でありますが、飯田市小中学校に在籍する全教職員並びに保護者に配りまして、来てい
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ただくことと考えております。以上、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。今年度のカウンセリングマインド研修会の開催についての要項で

した。ご意見、ご質問等あればよろしくお願いします。 

 小林正佳教育長職務代理者お願いいたします。 

 

◇小林正佳教育長職務代理者 

 ７のアスタリスクのところの本年度というのに棒線がついていますが、ここはどういう意味があ

るのでしょうか。 

 

○代田昭久教育長 

 高坂学校教育専門幹お願いします。 

 

◎高坂徹学校教育専門幹 

 基本的に教職員はどなたでも受講できるわけですが、特に今年度、他の市町村から飯田市内に転

勤してくる教職員は必修ということで考えております。という意味で本年度というところに下線が

入っています。以上です。 

 

◇小林正佳教育長職務代理者 

 今までと同じ文章にここを強調としたという理解、変わったということではないんですよね。 

 

◎高坂徹学校教育専門幹 

 変わってはおりません。例年ここに入っておりまして、必ず受ける、新しく来た教職員が必ず受

けてくださいというそういう強調の意味ということです。 

 

◇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。 

 昨年度の反省の所に本年度入ってきた人だけでいいのか、毎年とか２年に１度とかしたほうがい

いのではないかと言うことが出ていたかなと思います。それと先ほど統括のほうからお話があった

中で、教職員の中で発達特性を持った子どもたちに対する理解が進み始めてきていると、それによ

って不登校が多少軽減したりすることもあるのではないかという話があったのですが、やはりこの

発達特性の持った子どもたちへの理解とか、それからカウンセリングマインドというような研修と

いうのをできたら毎年一回くらいやっていきたいなと私どもは毎年参加したりしていると思うの

ですが。ですから、この本年度というところにすでに受講した教職員も受講できますというよりか

も、ここはもう少し今まで受講した職員も、できるだけと言ったらいいのか希望に応じて参加して

くださいというような形して、もうちょっと前向きにしていただくとありがたいなと思っています。

そうすると今度は日程とか困ってしまうということにもなりかねないのでそこも心配なのですが、

そんなことを思っております。 

 

○代田昭久教育長 

 はいありがとうございました。 

 高坂学校教育専門幹のほうから。 

 

◎高坂徹学校教育専門幹 

 はい、貴重なご意見ありがとうございました。その方向で、できるだけ受けてくださいという方

向で前向きな書き方をしてまいりたいと思います。 

 

◎三浦伸一教育次長 

 よろしいでしょうか。 
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○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 

 これぜひ教育委員さん方の意見をお聞きしたいと思っていまして、いま、事務局の中で議論にな

っているのが、つい先ごろ松川町が危機管理と服務についての研修会を、松川町に新しく来られた

先生方も研修会をしましたという報道がありました。飯田市教育委員会は、飯田市教育委員会が主

管している研修会って、このカウンセリングマインド研修会が唯一の研修でして、本来であれば、

例えばですね、先ほどの校長先生方、教頭先生方には教育振興基本計画の説明とか、そういうもの

を説明する機会が年５回の校長会、教頭会の中で時間を作れば生み出すことができるのですが、管

理職じゃない先生方の研修というのはなかなかできないというジレンマがございまして、これはど

うにか改善できないかという話を何年か前から行っています。 

ぜひ、その辺で小林職務代理者も含めて、その場について、もしご意見あれば。また今年度は、

いまはもう年間計画びっちりで、下伊那教育会も各学校もできてきていますし、小中連携・一貫教

育の中で合同の研修会等もありますけど、来年度に向けてどういう手つきで準備していったらいい

のかということが、いま少し悩んでいまして、もしせっかくの機会ですのでご意見等あればここで

お聞かせいただければありがたいと思います。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。カウンセリングマインド研修会を含めて飯田市が主催する研修に

ついてもご意見を考えたいなというところではありますが。 

 私も付け加えて言いますと、といいつつ、働き方改革という大きな流れの中で先生方の研修を少

なくしてよという一般論としての大きな流れがある中で、飯田市教育委員会として研修をなかなか

増やせないなという気がねもしているという状況です。その中で、ただ大事なことだし、それを持

って、それを持ってというのは働き方改革ということよりも大事なことをしっかり押さえなきゃい

けないなというふうには思っています。 

 三浦委員お願いします。 

 

◇三浦弥生教育委員 

 これは、例えば、その松川町で服務の研修会を行ったという話ですけれど、効果としてそれは全

体で飯田市の教育委員会の研修会として行った方が効果的なのか、それともこういう大きな市にあ

ってその管理職に言って、個別で細かく対応した方が効果的であるのかという効果と、もう一つ松

川町がやったということでの、広報的な意味合いというかそれだけこう町がやっていますよ、とい

うそういうところでの実施というか、目的となるところとか効果というところに、もしお考えがあ

ればお聞きしたいのですが。 

 

◎三浦伸一教育次長 

 個人的な意見でよろしいでしょうか。次課長会等で議論したわけじゃないのであれですけれど、

いまの実態として校長会が年５回ですが、他の、特に市関係で校長会、教頭会ってどの程度の頻度

でどういう内容でやっているのかというのを少し伝わってきているので整理しますと、もう少し頻

度があって、市教育委員会なり今の課題なりというのを校長先生に連絡したり一緒に検討したりと

いう回数はですね、ごくごく限られているのかなと。回数の問題じゃないのですけれど、そのかわ

り飯田下伊那の場合は下伊那教育会の校長会が月１必ず行われるということを聞いていますので、

県の施策の説明や、そういう部分については、充分時間が確保されていると聞いています。そんな

中でストレートに校長会でお話しできませんけれども、飯田市教育委員会のこのこういうビジョン

で今年度やりたいというものが、うまく先生方に伝わっているのかなと。例えば、LG飯田教育とか

ですね。飯田型キャリア教育とか、そういうのがやはり実際に動かす先生方にうまく伝える術がな

いのかなというのが悩みでして、他のところの実態を見る中でカウンセリングマインド研修会だけ

ではなくて、例えばもう一本とかもう二本とか、年間通じてのそういう市教育委員会側からのメッ

セージを出す場というのがないものかなということを特に学校教育の場では考えています。で、そ

の一つの解決として先ほど教育長が教職員の皆さんにデータを出すというのは、その一つのきっか
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けとしてやってみようというのがそうだったのかなと受け止めているのですけれども、効果ってい

う点でいくと松川町と同じでいいとは思わないのですが、700人強の教職員の先生方が、飯田市の

小中学校にいらっしゃいますので、そういう先生方にどうにか市教育委員会の方針とか思いってい

うのを伝えたいなというそういうことであります。 

 

◇小林正佳教育長職務代理者 

飯田市教育委員会として先生方に対する研修をすることができるという「研修の権限」を飯田市

教育委員会も県教委と同じように持っているので、必要に応じてやっていかなくてはいけないとい

うふうに思います。そして他県の場合は、例えば埼玉市あたりは、埼玉市の教育委員会が主催して、

各校の先生方を国語なら国語、算数なら算数に分かれて研修会を水曜日の午後とかに月に一回くら

い持っていたりして、独自にやっているんですね。 

飯田市や長野県はどちらかというとさほどはやってないのですね。それはどうしてかというと下

伊那教育会という先生たちの研修の組織がありますので、そことの兼ね合いが他県よりかもちょっ

と薄まっているかなというふうに思います。だからそれだけ今度は飯田市としての教育への思いと

か理念とか、そのことが伝えにくいような状態があるということは確かだなと思います。 

その中ですから、研修をなかなか増やせないのだけども、この今のカウンセリングマインド研修

会に加えて、あともう一つ「教職員研修会」というのがあります。今までの中部支会の同教科会、

同学年会という下伊那教育会で主催していた会があってそれが廃止になったのですが、その組織を

使って小学校の先生方の同学年会、中学校の同教科会のその組織を使って、いま小中連携・一貫教

育の一つの研修会の中として位置づけられていると思います。 

ですから、そこをもう少し飯田市の中の教育委員や教育長なりが行って、その場を使って飯田市

教育の方向性なり、大事にしてほしいことを話すことは出来ると思います。中学校区でやっていま

すので、それを活用するということが一つの方法だと思います。今どちらかというと任せきりにし

ちゃっているのではないかなという気がします。そこへそれぞれ分担していきながら、開催時期は

それぞれバラバラになるので、多分教育長等、学校教育専門幹も行きやすいじゃないと思うのです

が、そこで直に話していただく、見ていただくことは大事だなと思います。 

いま、職員会というのは月に１回、２回ぐらいですか。専門幹どうですか。どのくらいですか。 

 

◎高坂徹学校教育専門幹 

 ほぼ月に２回ですね。 

 

◇小林正佳教育長職務代理者 

 たった２回でたくさんやらないところへ持って行って、校長先生が話す時間というのはどうでし

ょう 30分もないですね。 

 

◎高坂徹学校教育専門幹 

 15分程度ですね。 

 

◇小林正佳教育長職務代理者 

 ですよね。そこのなかで県の教育の方針だとかそれぞれの市町村教育委員会の方針を言い、校長

の想いを伝えばならないので、やっぱり伝わらないというか伝える時間はないということが実情か

な。それでプリントにして出してくれているけれども、出せば読んでくれるというものではないの

で、ですので私自身思うことは、教職員研修会を何とかするということと、カウンセリングマイン

ド研修会をちょっと大事にしてほしいですね。 

 

○代田昭久教育長 

 はいありがとうございました。他にありますでしょうか。 

 いろんな良いご指摘ありがとうございました。私自身もですね、今年度校長会で予算の話を来週

またするわけですけれども、やはり市のお金を使って ICTを進めたりとかですね、すごい責任を感

じます。そうしたときに、それは事務局も一生懸命獲得した予算がやっぱり有効に使われるために

理解しておいて欲しいなという強い思いがありますので、今の私たちが出かけていくということを
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含めて少なくとも予算がちゃんと生きるというような視点も大事だなというふうに思っていまし

たので、そんなところも含めてしっかりやっていきたいと思います。 

 それでは、ほかになければ次に移りたいと思います。 

 

△日程第８ 陳情審議 

○代田昭久教育長 

 日程第８ 陳情審議。本日はございません。 

 

△日程第９ その他 

○代田昭久教育長 

 日程第９ その他、(1)の教育委員報告事項。それぞれの教育委員さんの方々から報告事項あり

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、よろしくお願いします。入学式へいかせていただきました。小学校は上郷小学校へ行かせ

ていただいています。金森校長先生の方から 90人ちょっと送り出して、140人ちょっと入ってきた

ということで、たくさんの人数が入ってきて教室が、逆にこの少子化時代に困るというようなお話

をお聞きして、参列させていただいたそんな入学式でした。で、副学籍の先ほどもお話がありまし

たが、児童さん１名参加ということで、参加されていました。隣に先生もついていらっしゃいまし

て、安心するようにでしょうか、小さな人形を持って入られていました。時々ちょっと嫌になって

しまって、そういった時には先生の方から、絵で静かにとそういった絵を目の前に出されると、ま

たいい子に座り直すというようなところも見られまして、そういったきちんとした対応のほうも考

えていただいているなということを感じました。また、入学式が終盤のほうになると後ろにいた女

の子がその子がそわそわした背中をなでるような、そのようなところも拝見しました。副学籍の子

どもさんが一緒に学ばれるといったことでのそういった教育効果、あの子がそのまま本当に成長し

てもらいたいなと思うそんな場面も見させていただいております。 

 中学校のほうが、竜東中学校のほうに行かせていただきました。入学式に入る前に岩瀬校長先生

のお話に、入学式にさっそく出ませんというふうに言ってきたそういった生徒さんがいらっしゃっ

たということで、親御さんから朝行かないと言っているよというようなお電話をいただいたそうで

して、さっそく学校の方で対応して養護の先生がいって、本人とも話をして一緒に学校の方に来て

入学式に参加ということで、私もお邪魔したときも保健室で養護の先生と一緒にいるのですという

ようなお話をお聞きしました。中学校への入学ということでもう小学校のときからの小中連携です

か、本当にその情報がきちんといっていて、なおかつ親御さんとも初対面ではないという学校関係

者、岩瀬先生もいろいろお話してきたようですし、養護の先生も担任の先生も生徒さんのことをご

存知ということで、そういったきちんと連携ができてのこういった入学式なんだなということを感

じさせてもらったそんな場所でした。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。 

 小澤教育委員お願いします。 

 

◇小澤由美子教育委員 

 私は、丸山小学校のほうに午前中行かせていただいたのですが、咲き乱れる桜の満開がシチュエ

ーションの中、本当に良い入学式が行われていたのですが、在校生が新一年生の来るのをもう待ち

わびていたかのように、指示もないのに子どもたちが入ってきたら全員立ち上がって、すごい拍手

で迎えていたのが印象的でした。外に出ますと副学籍の肢体不自由のお子さんがいらしたのですが、

写真を一緒に取りに来たのですけれども、やはりそういう子もいるんだなというのをいろんな方に

知っていただくのに、すごくいい機会なのですが、親としては色々な思いがたくさんあるんですよ。

なんでうちの子だけ障がいがあるのだとか、あの中に一緒に入れていたらよかったのにとか色々な

思いがある中で、お母さんよく頑張ってきてくれたな、ありがたいなという思いがしました。 
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 飯田東中学校のほうに午後は行かせていただいたのですが、体育館の入口に立った瞬間に物音一

つしなくて人いるの、みたいな感じの静かな中で入らせていただいて、まだ大きい制服を着た子ど

もたちがいずれは伝統の黒光りの廊下を磨いて、りんご並木を守っていってくれるんだなとたくま

しく思いました。 

きょうは皆さんにチケットのほうをお配りさせていただいたのですが、そういった中学校から飯

田養護学校へとか、また、小学校から飯田養護学校のほうで学んだ子どもたちが卒業して、そして

今色々な一般企業で、又は色々な施設で働いている子どもさんたちの中で、いま 20 代の若者たち

が卒業生の花の木組という太鼓の団体を作っていて、２年に 1回公演をしています。本当に一生懸

命、普段仕ことの悩みとかも色々あるのですけれども、自分たちを表現しようと一生懸命太鼓をや

っています。インクルーシブですね、ぜひ皆さんにそんな彼らの姿を見ていただきたいと思ってチ

ケットをプレゼントさせていただいたのでご都合がよろしければ足を運んでいただきたいと思い

ます。恥ずかしいのですけれども私も出るのですが、ポスターの下のほうに息子と写真がちょっと

載っていまして、ぜひ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。ぜひみんなで行きたいなと思います。 

 他にありますでしょうか。よろしいでしょうか。 

 はい、ありがとうございました。 

 それでは、続きまして教育次長及び社会教育担当参事報告事項お願いします。 

 三浦教育次長お願いします。 

 

◎三浦伸一教育次長 

 すみません同じ時間に櫻井社会教育担当参事が庁内の別の会議がありまして退席をしておりま

す。きょう二人とも報告事項等ございませんので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。 

 続きまして、(3)学校教育課報告事項お願いします。ICT教育の推進についてお願いします。 

 北原学校教育課副参事おねがいします。 

 

◎北原康彦学校教育課副参事 

 それでは資料 No.２というところまでお開きいただきたいと思います。飯田市の ICT教育の方向

性と平成 30 年度の取り組みということで、お手元の資料配っておりますが要点のみをちょっと説

明させていただければと思います。この ICT教育の方向性につきましては 1番に書いてある通りで

ございまして、全国レベルまでの水準にあげるということと、飯田市固有の教育課題について ICT

を活用して解決を図っていこうと、この大きな 2つの方向性で動いている所でございます。 

今年度、平成 30 年度の取組につきましては、まず一つとしましては、モデル 3 中学校区での ICT

を活用した教育活動の実戦と実証研究の深化をしていきたいということで①、②、③それぞれ中学

校区、モデル校区となっておりますが、それぞれの課題に取り組んでいくということでございます。

もう一つの取り組みとしましては、現在 29年度まではモデル校のみで進めてきました ICTの機器

整備等というのにつきましては、今年度は全小中学校において ICTを活用した教育活動の展開を図

っていきたいということで、大きくこの二つで取り組むということであります。 

３番に具体的な取り組みの内容をいくつか列記してございます。一つ目、教員の ICT指導力の向

上、支援体制の整備でございまして、①、②とあります。一つ目は教員の指導力の向上に向けた取

組ということで、教育委員会による研修会、あと校長会主導委員会との連携による研修会、もう一

つは研究授業、公開授業の実施ということで色々な部分で研修、研究を重ねながら、30 年度取り組

んで行きたいということが一つでございます。あと、②としましては支援体制をしっかりと整備し

ていきたいということで、すでにご存じかと思いますが、ICT教育指導主事、教育支援指導主事に

よる授業支援を、全小中学校で配置していきたいということであります。あと、定期的な情報発信

につきましては取り組んでいる情報を、色々な学校間で共有できるようにとうことでそれぞれ情報

発信していきたいと思います。 
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(2)の ICT教育の環境整備ということで裏面までいっていただきますと、小学校につきましては

普通教室、全学校の３年生から６年生の普通教室に電子黒板を導入していきたいということでござ

います。電子黒板がどういうものかと言いますと、大きなテレビというか、まあ見たところ大きな

テレビそこにありますホワイトボード３枚ありますけれどもその一つ分くらいの大きさのテレビ

というか電子黒板、タッチしながら色々指で操作できるというものですが、そういうものを小学校

の３年から６年の普通教室で、３年から６年と言いますが、後程説明いたします、外国語活動、英

語教育とか始まってまいりますので、そこにも使えるということで３年から６年を想定して入れて

いこうということであります。 

併せて電子黒板を入れるということに対応して指導者用タブレット、タブレット操作しながら、

電子黒板を触らなくてもタブレット上で色々操作できるということになりますので、そういうこと

も併せて３年から６年の教室に指導用ということで入れていくということであります。あとモデル

校を中心にしまして児童用タブレット、児童が協働学習とかで使えるようなものということで、児

童用子どもたちが使えるタブレットも一部導入していきたいと思っております。中学校につきまし

ては、理科室への電子黒板、併せて指導者用、生徒用のタブレットを一部導入していきたいという

計画でございます。 

あとは、デジタル教材というものがあります。このデジタル教材は教科書等の電子版とか色々な

ものがあるのですけれど、これにつきましては、小学校につきましては３年から６年を中心に電子

黒板が入りますので併せてこのデジタル教材も導入していきたいということで各学年、国語算数プ

ラス理科か社会の３教科の内を想定しながらやっていきたい。あと外国語活動が始まるというお話

しましたけれども、英語のデジタル教材の導入をして、画面を触ると英語の発音が聞こえてくると

いう、ALTも活用しますけど、これも併せてやりながらやっていきたいということであります。あ

と、モデル校を中心に協働学習ソフト、特別支援教育用学習ソフトも導入をしていきたいというこ

とであります。中学校につきましては理科教室が中心でありますので理科のデジタル教材の導入、

あとモデル校中心に協働学習のソフトであるとか、特別支援教育の学習ソフトの導入を図っていき

たいと思います。 

あと、電子黒板だけではなくて学校内のネットワーク、まあ通信環境、Wi-Fiと言われるもので

あります。そういうものを通信速度が速い通信環境を整備していきたいというものでございまして、

これにつきましては速度が速いということもありますし、あと、セキュリティーの部分で強化を、

外から電波を拾って入り込むというようなことがないようにセキュリティー強化も図れるもので

ございますので、そういうものを整備していきたいものでございます。 

このスケジュールの４番でございます。平成 30 年の ICT教育推進に向けた年間スケジュールは

「別紙 1」というのが隣のページに横にＡ４の横長で大きく矢印で書かれているものでございます

けれども、ICTの機器の整備であるとかデジタル教材につきましては、１学期の終わるぐらいで６

月か７月ぐらいには使用が開始できるように、そういうものを導入していきたいというものであり

ます。１学期の終わりくらいにはそういうものをまず使えるようにということで、それまでにいろ

んな研修とかそれぞれの研究というものを、だんだん入りながら併せて使い始めてもさらにサポー

トしながら取り組んでいくということがこの図になっております。 

５番の学校への依頼事項は校長会でも説明をしますけれど、ICTの担当者会議というのを随時開

かせていただきながら、やりますのでぜひ担当者になられる方はお願いをしたいということでお願

いをするところでございます。校内研修、担当者を研修しながら支援指導主事の先生も研修をしな

がら、それこそ ICTの関係の教育指導主事も入って、サポート体制はできているのですが、やはり

校内に色々広めていくためには校内で研修会を開いていただくのが数回ありますのでそういうも

のを開いてぜひやっていただきたいと。さらには（3）にもありますけれど、公開授業であるとか

研究授業で、研究の成果を他の学校でもどんどん発信をしながら、お互いに全体として、ICT教育

というものを盛り上げていきたいということでございます。あと、先ほど Wi-Fiの整備ということ

で学校ネットワークの通信環境の整備とのお話をさせていただきましたけれど、これによって今ま

で校務用と学習用と一つで色々使われてきたのですが、完全に校務を切り離すことになりますので、

ちょっとそんなところで先生方が直接使う部分、最初の部分ちょっと戸惑いがあるとか一手間かか

る部分がございますけれども、まあこういうことがセキュリティーの強化でありますということを

理解していただきながら、通信速度の速いそういう環境整備もしていきますので、ぜひともご理解

ご協力いただきたいとしてそんなお願いをしたいということで学校への依頼事項へとまとめたと
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いうことでございます。 

今年度の ICT教育の取組ということでございます。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。今の説明に何かご意見等ありますでしょうか。 

 三浦教育委員お願いします。 

 

◇三浦弥生教育委員 

 はい、電子黒板のお話がありました。電子黒板をこれまでもいろいろなところで見させていただ

いて、キャスターが付いた移動式のものを。つけたものを。 

 

◎北原康彦学校教育課副参事 

 基本的にはキャスターのついた移動式のものでありますけれど、学校によっては教室の中がちょ

っと狭いとか、子どもさんが多いとやっぱり前が狭いとかありますし、冬もストーブが入るとなか

なか移動ができないとかそういうのがありますので、原則その電子黒板ですけれど、どうしてもそ

れじゃないものにつきましてはプロジェクター型と言って天井から吊り下げて黒板に写すとそう

いうものも要望によれば検討していくということにしています。 

 

◇三浦弥生教育委員 

 じゃあ、改めてありがとうございました。いま、電子黒板キャスターがついていますなんてお話

をしましたが、実は職場で防災研修会というものがありまして、キャスターのついたもの色々な

様々な機器が災害時には凶器になるというお話をちょっと目にしました。コピー機であるとか、あ

あいうものもキャスターがついていますが、いざとなって動き出すと本当に人を圧死させてしまう

ということがあると。これからこのようなものが学校に入っていきますけれども、災害時に移動す

る，又は子どもたちがいるところにそういったものが置かれているということで、そういった防災

に対する何か対策というものを取っていただいてあったでしょうか。 

 

◎北原康彦学校教育課副参事 

 はい、災害時避難の妨げになる場合もありますし、大きな地震ですと、まあ基本的には倒れない

ようなしっかりした足がついていると逆に言うと引っかかるということにもなってしまうのです

けれども、そういうのもいれますので、それと対応した避難訓練であるとかそういうものを考えな

がらやっていくということで、今年度避難計画の中で、ぜひ、ICT教育そういう機械を導入するに

あたってのそういうものを含めて、学校にもお願いしていきたいなと思います。 

 

◇三浦弥生教育委員 

 特に倒れるものでもなくキャスターもきちんと止まっていれば移動するものでもないですね。 

 

◎北原康彦学校教育課副参事 

 当然学校の先生によって端でそのまま使うとか真ん中に動かすとかありますけれど、ある程度折

りたたみできる裏に支える分、格納がされておりまして、固定をする時はそれを伸ばすと、しっか

りとした前後に、横には当然倒れないと思いますけれど、前後にも非常倒れにくいというそういう

キャスターでやることを想定しておりますので、まあ倒れてそれが足にというようなことがなるべ

くないように設置についての注意事項とかを徹底しながらやっていきたいと思っています。 

 

◇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。他にありますでしょうか。 

 それでは続きましてイ外国語活動・英語教育への取り組みについてお願いします。 

 北原康彦学校教育課副参事お願いします。 
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◎北原康彦学校教育課副参事 

 それではその次の資料 No.３でございます。よろしいですか。外国語教育の推進に関する教育委

員会の取り組みということで、これも資料ございますので概要ということで掻い摘んでお話をさせ

ていただきたいと思います。ご承知のように 30 年度、今年度と来年度、小学校３，４年生の外国

語活動、５，６年生の英語科ということでその移行期間、30 年度 31 年度が移行期間になると思い

ます。で、平成 32 年度から完全に実施ということで、その移行期間中の取り組みということで 30

年度第１年目でございます。それに対しまして、ALT、これは今まで ELTと言っていましたけれど

ALTと呼び名を改称して、英語教育の指導助手ということで英語教員の指導助手ということで ALT

と呼んでおりますが、そういう派遣があります。実際の人数につきましては、昨年度まで８人だっ

たものを９人に増やしました。ALTと言うのは最初のところの①の所を見ていただきますように、

小学校の専任が５名、小中兼任が２名、中学校専任が２名ということで、全体で９名の配置をしま

して、英語の指導を各学校に配置していきたいところでございます。小学校の派遣につきましては、

中学年、３，４年生では概ね２週間に１度、高学年、５，６年生につきましては１週間に１度訪問

しながら、担任とのティームティーチングができるように派遣をしてまいりたいというものでござ

います。 

小学校の派遣に関する留意点の所アンダーラインが引いてございますけれども、学級担任あるい

は外国語活動担当者が T-T、ティームティーチングといいますが、T-T Programであるとか、Teaching 

Planを作成しながら、学級担任主導のもと ALTと協同で授業するということであります。あくまで

も主導は学級担任になっていて、ALTはサポートする、まあコミュニケーションをとるのが中心に

なってまいりますけど、コミュニケーション能力を高めるための、そのサポートをしていくという

ことが中心になります。中学校の派遣でございますけど、1 学級あたり概ね２週間に１回の訪問を

予定しております。中学校につきましては専科担任もおりますので、２週間に１度でまあ最低とい

うような形になりますけれど、そういう形でやっていって、このまま英語科の教科担任とティーム

ティーチングと一緒になってこうやろうとそういう形であります。あと、ALTにつきましてもそれ

ぞれ教育委員会と言いますか外国語活動の思いがしっかり、ALT 自体も自分に納得しながら進まな

いと、ただ言ってやるということは参りませんところがありますので、学校にある ALTの担当者の

会議を開催しながら、活用に位置づいて確認をするとともに、小学校及び中学校も担当の教育支援

指導主事、下澤先生になりますが、外国語活動及び英語科のティームティーチングの授業を見なが

ら ALTの業務をどのように改善、向上していくのかということを努めて、１年間取り組んでもらい

たいというものであります。 

あと、ALT 自体の指導力の向上に向けた研修ですけれど、年間 12回の定例会を予定しておりまし

てその中で、指導についての情報交換であるとか、勤務にかかわるいろんな当然悩みことがござい

ます、その所の相談を受けながら、指導、援助をしていきたいなと思っております。あと ALTにつ

きましては教育課程研究協議会への参加をさせていただきながら、長野県でやります、JET Program

の研修会というのがあるのですけれど、JET Program、まあ別のやり方でありますけれど、そこで

も研修へ参加をさせていただきながら、しっかりとした施設の向上を図ってまいりたいとも思って

おります。 

 ２ページをめくっていただきまして、これは先生たちの研修会という意味でございますが、先生

方の研修会につきましては外国語活動研修会を 8月 2 日に信大の酒井先生をお招きいたしまして、

具体的な外国語活動であるとか、外国語教官の指導につきまして実技を交えながら研修をする予定

をたてております。さらにこのほかに校内の研修への支援ということで、外国語教育に関する中学

校区の単位での職員研修の費用を市教委のほうで見ながら、これを予算化してありますので、ぜひ、

学校のほうでも研修をしていただきながら、大変なことが始まってしまったということにならない

ように、こういうサポートをしながらやっていきたいなと思っております。 

 次期学習指導要領の実施に向けてということで、横にみておりますが 2018年の今年度のところ

を見ていただきますと、中学校１年が 140、小学校６年が 50、５が 50、４年 15、３年 15と書いて

ありますが、これは国に示している最低やらなければいけない時間ですが、参考ということで本年

度の授業時数というのがあります。これが飯田市の現在本年度取り組む学校の内容でございますけ

ど、３，４年生で 15時間、国の基準通りであるところが９校、35時間取り組むぞというところが

10 校ございます。併せて５，６年生につきましては 50 時間で取り組むというところが 12 校であり
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ますが、すでに本格実施の 70 時間でやっていこうというところが７校ございます。さらに 2019年

度につきましては、本格実施の 35時間、70 時間というのも 1 年前倒しをしながら移行期間であり

ますけれど、前倒しをしながらも本格的な実施に向けての調整をしていきたいなというのが飯田市

の小学校の取り組みであります。 

(3)のモデル校実践発表校による研究の推進と検証ということでありますけれど、モデル校、色々

なモデルを今年度作りました。授業時数が増えるというわけですけれど、それをどういう方法で増

やすかということで、45分授業を１コマ増やさずに、他教科でやるものであるとか、45分授業を 1

コマ増やさずに外国語活動で短時間学習の授業を設定するとか、ア、イ、ウの 3種類ほどの増やす

方法をそれぞれモデル校で取り組んでいただいておりますが、この成果等を 11 月の校長会で発表

していただきながら取り組みたいなというところでございます。あと、専門性を重視した校内の指

導体制による、そういう実践もしていただこうと思っておりまして、他学年の職員による指導であ

るとか、学級担任と音楽の専科による先生の指導であるとか、専科教員の加配による、これは県の

方から加配というか、全国的に加配がされますけれど、それを今回伊賀良小学校にはいってまいり

ますので、小学校の専科の先生が来るということで、今年度伊賀良小学校でやりますので、そんな

ところも実践をしながらいけるような色々な報告をして、取り組んでいきたいなと思っています。 

 ３ページの方には、その他ということで、先ほど ICT教育の関係で話をさせていただきましたけ

ど、電子黒板も入ってまいりますので、それによったデジタル教材の活用というのもぜひ図ってい

きたいなと思っている所でございます。概要ということでお話をさせていただきました。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。先ほど ICTの所では質疑応答は個別に取ってしまいましたが、

報告事項においてはまとめて質疑応答をとらさせていただきたいと思いますので、(9)までいきま

すので、メモしていただいてとお願いできればと思います。 

 続きまして、ウの平成 30 年度飯田市校長会・教頭会への依頼委員と校長会主導委員会・教頭会

プロジェクトの組織についてお願いします。 

 

◎高坂徹学校教育専門幹 

 報告をお願いいたします。資料 No.４、横になっている資料でございます。第２次飯田市教育振

興基本計画具現のために、教育委員会では飯田市校長会、それから飯田市教頭会のほうを組織して

おります。校長会のほうですが校長会運営委員会を中心に企画をしております。その下の四角の所

には校長会へ依頼する委員の一覧がございます。この中の四角の所で校長会主導委員会もございま

して、５つ委員会がございますが、教育問題検討委員会、働き方改善推進委員会、幼保小連携推進

委員会、小学校英語準備委員会、ICT 活用ワーキンググループと、５つの委員会を組織しまして校

長、それから教頭からの委員、その一般からの委員も踏まえながら、進めていきたいと思います。 

下線が引いてあるところはことし新しい委員会となります。教頭会のほう、教頭がプロジェクト

という自主的な研究の部分もございます。５つのプロジェクトを予定しております。学力・体力の

向上、部活動のあり方、特別支援教育、LG飯田教育、コミュニティスクールの関係で考えておりま

す。 

 次のページに行っていただきまして、市の校長会・教頭会のほうに選出をする委員会、名前をい

ちいち読みませんがそのよ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。 

 続きまして(5)生涯学習・スポーツ課関係報告事項をお願いします。 

 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 

 資料 No.10 の当日配付資料で申し訳ございません。 

まずは、史跡恒川官衙遺跡確認調査の現地見学会の報告ですけれども、３月の 24 日に現地の方

で開催させていただきまして、70人を超える皆さんに見ていただいております。95次の調査にお
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きましては、これまで確認されておりました正倉院外側の溝の外に新たに溝が確認されたというこ

と、それから 96次の恒川清水の調査につきましては古墳時代のある水辺の時期ということが確認

されたということで、特に 96次の調査につきましては今年度、発掘調査報告書を作成し、来年度

の整備に向けて基本整備を行っていくということで、調査を行っております。また、今年度のです

ね、公園用地として取得した土地につきまして、発掘調査を先行して実施してまいりますので、毎

日現地におきましてごらんいただける状況、それから、主要な成果が表れましたときには、見学会

開催、さらに、昨年度に引き続き恒川ニュースの発行をやっていきたいと言うふうに考えておりま

す。よろしくお願いします。 

 続きまして飛んでいるギフチョウを見る会の開催についてですが、これは明日開催されるという

ことでありますけれども、心配なのが明日の天気と、もう一つは昨年から報道されておりますよう

に、気候変動の関係が懸念されておりますけれども、ギフチョウを実際みられるかどうかがわから

ない状況、不安な状況ということで資料にありますようにギフチョウを見つける会になってしまう

かなということで、私どもも注意して、現地のほうを確認しておるのですが、やはり飛んでいる姿

は見つけられないということでその部分の不安もありますけれども、ぜひ、お弁当等お持ちになっ

て、ご参加いただければありがたいかなということで報告をさせていただきます。以上です。 

 

○代田昭久教育長 

 はい、ありがとうございました。 

 続きまして公民館関係報告事項お願いします。 

 秦野市公民館副館長お願いします。 

 

◎秦野高彦飯田市公民館副館長 

 はい、よろしくお願いいたします。平成 30 年度の飯田市公民館活動の基本方針の説明をさせて

いただきたいと思います。私どもは今年度改めて基本方針が飯田市の公民館全体の方針ということ

を確認するため、今年度から基本方針の表題を飯田市公民館基本方針事業計画ではなく、飯田市の

公民館基本方針事業計画とさせていただきました。この方針事業計画につきましては地域の公民館

にかかわる皆さんと共有をしていただくものという位置づけを明確にさせていただいております。 

 １につきましては現状の公民館の果たす役割を記述させていただいております。特に地域自治の

組織と教育機関の両面を持ちながら、住民の自由で主体的な学習活動を通じてこれからの地域自治

の担い手を育むことを担っていること、さらにその実現のために誇りと愛着を持って住み続けられ

る地域づくりと人づくりを担うということを１で各記述しております。 

 ２の具体的な役割につきましては、公民館の果たす役割を実現するために何を中心に取り組んで

いくかを具体的に示しております。 

 ３の公民館活動の基本理念につきましては、飯田市の公民館の尊重をしていることを表しており

まして、特に地域を中心とする学びの場でありまして、その学びの場は住民の参加によって成り立

つということを述べております。 

 ４につきましては主体的な公民館活動の展開に向けて具体的に取り組むということを述べてお

ります。 

 ５の重点目標につきましては１から４を踏まえまして、飯田市の公民館の取り組んでいくものを

まとめております。１と３につきましては全公民館で取り組んでいくもの、２につきましては次世

代で大くくりをさせていただきまして①を小中学生、②を高校生、③を青壮年層の世代という形で

分けてございます。特に③の青壮年代への働きかけというのは、各館から特に課題として挙がって

きておりまして、重点目標としたものでございます。 

 続きまして次のページにいきまして事業計画でございますけれども、事業計画の構成につきまし

ては１につきましては地区公民館と市公民館が合同して行う事業、２につきましては地区公民館が

主体的に行う事業、３につきましては市公民館が主体的に行う事業という形で分けております。そ

の中でご説明を差し上げたいのですが、1 の中で(5)の高校生を結ぶ事業とさせていただいたのは飯

田 OIDE長姫高等学校との地域人教育のほかに、他の高校や地域で取り組んでいる高校生との学び

を大切にしていきたいということで、高校生と地域を結ぶ事業という形でさせていただいておりま

す。この基本方針基本事業計画につきましては、公民館職員だけでなく各委員さんや、地域の皆さ

んと共有するものという視点で作成をさせていただいておりまして、様々な場面で活動の基本とな
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るということで意識をしていきたいと思っているものでございます。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。 

 続きまして文化会館関係報告事項お願いします。 

 宮沢文化会館館長お願いします。 

 

◎宮沢正隆飯田文化会館長 

 続きの資料 No.６をごらんください。人形劇のまちづくりに関します今年度の取り組みを３ペー

ジにまとめて書いてございます。 

 まず公演事業でございます。主なものを説明させていただきます。６月２日にワークショップ付

きの人形劇の公演を予定しておりまして、こちらの方は後程説明いたします学校人形劇に取り組ん

でいただく生徒児童さんにも見ていただけるような機会にさせてもらいたいと考えております。そ

れから、来年２月にはせかいの劇場 vol.７ということで、オランダの劇団の人形劇を上演する予定

でおります。 

 ②の創造支援事業でございますけれどもこちらも年間通じまして、初級者向け、中級向け、ダン

ボールししまい等のそういった特色を持った、教室等を計画してまいります。 

 ③の季刊情報誌発行ですけれども、別に Dogushiの最新号をお配りいたしました。今回第 21号

ということになっておりまして、年間の計画とか創造支援事業の特集等が書かれております。また、

最終ページには新連載ということで、ことし飯田市で AVIAMA の総会が行われるということもあり

まして、今回からは AVIAMA の加盟都市の紹介を連載で行っていきたいと考えております。 

 続きまして１ページから２ページにかけまして、川本喜八郎人形美術館の事業でございます。こ

ちらは指定管理で行っておりますけれども、今年度が５年間の指定管理期間最終年度となりますの

で来年度以降の態勢につきまして検討しまして指定管理を決めてまいりたいと考えております。 

 (2)の学校等で行われる人形劇への支援でございますが、きのう、今年度の学校の人形劇の担当

者会議を行いまして、担当する先生たちもお集まりいただきました。初心者向けの講習と心構え等

を経験談も踏まえて研修をしていただいて８月のフェスタあるいは伊那谷文化芸術祭に向けた取

り組みを進めていただくという予定でございます。 

 あと、３ページ目のところで繰り返しになりますけれども、今年は８月３日から 12 日の 10 日間

ということでいいだ人形劇フェスタ 2018、20周年を記念して世界人形劇フェスティバルを行いま

す。また合わせまして 8月 11 日をメインに人形劇のまちの国際推進会議 AVIAMA総会が飯田市で開

催されるということで、これを契機にインバウンドを考えていきたいということでありまして、庁

内連携を取って取り組みを進めてまいります。 

 別の件でフレッシュコンサートというチラシをお配りいたしました。５月 20 日に地元出身の若

手の演奏家の皆さんによるコンサートが開かれます。それからもう一つございますが、オケ友音楽

祭の関係でございますが、４月の 30 日と５月の３日から５日の日程で行います。その期間中の５

月の４日は 10周年記念のオケ友とクリニック受講者との、コラボレーション含めましたクリニッ

クコンサートがありまして、こちらを教育委員の皆さん他の視察に位置付けております。また、５

月５日最終日の名曲コンサート終演後に打ち上げ会及び 10周年を記念した打ち上げ会ということ

で位置付けておりますので、ご参加いただける予定でございますが皆さん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。 

 続きまして図書館関係報告事項お願いします。 

 瀧本中央図書館館長補佐お願いします。 

 

◎瀧本明子中央図書館館長補佐 

 資料 No.７をごらんください。よむとす事業の報告と予定についてを報告させていただきます。 

 まず報告ですが、図書館では子どもの読書について、いま小学校、中学校、高校については学校

や学校図書館と一緒に取り組みを行っていくということを考えております。その中で今回初めての
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取り組みということで、緑ヶ丘中学校と図書館のコラボレーション企画ということで、国語の授業

の中で「中学生が選ぶ わたしの一行」という自分で本を読んでみて心に残った文章とその気持ち

を書くというものがあったのですけれども、それを公共図書館のほうで、本と一緒に中学生の書い

た文章を読まれて紹介して、多くの方にご覧いただくということを企画して、現在行っておりまし

て、今度の日曜日までになっています。上郷図書館に 95点、それから緑ヶ丘中学校の校区であり

ます松尾分館、竜丘分館、下久堅分館にも本と用紙を、本の表紙の写真を並べましてごらんいただ

いておりますが、中高生の大勢に見ていただいておりますのと、中学校の国語の先生もいままであ

まりそういうこともなかったのですけれども、他の学校の先生方も見に来てくださるということで、

皆さんに見ていただいているということがあります。 

 それから今後の予定ですが、文学連続講座を例年、飯伊婦人文庫の皆さんと共催で、年 5 回講座

を行っております。今年度も４月 15日の第１回をはじめとして予定をしております。それから、

手づくり絵本巡回展も手づくり絵本の会の皆さんと一緒に共催で行っておりまして、５月 11 日か

ら 13 日の予定で、中央図書で紙の手づくりの物もありますし、布、写真様々な手づくりの絵本が

並ばれています。 

それから４月の 23日から５月の 12日ですが、全国的な取り組みで子どもの読書週間があります。

今年度は「はじまるよ本のカーニバル」というテーマで行っていくということになっておりますけ

れども、それに合わせまして、中央図書館では図書館探検ツアーということで例年行っていますが、

小学生対象に書庫を案内したり、館内のクイズラリーに挑戦してもらって、本や図書館と親しんで

もらうという企画を行う予定です。また、各地区の分館でもそれぞれ子ども読書の日にちなんだお

楽しみ会を開催する予定でおります。以上です。 

 

○代田昭久教育長 

 はい、ありがとうございました。 

 続きまして美術博物館関係報告事項お願いします。 

 池戸美術博物館副館長お願いします。 

 

◎池戸通徳美術博物館副館長 

 それでは資料 No.８をごらんください。２件ございまして、１件目が顧問の選任、そして裏面に

は研究員の選任とございますのでご説明をいたします。 

 はじめに顧問の選任につきましてですけれども、美術博物館顧問それぞれ３つの分野ごとに一人

ずつ選任しておりますが、この度任期満了に伴いまして、現顧問の先生との交代ということで、標

記にもある、小川直之先生に依頼をいたすということであります。それから人文分野の顧問につき

ましては柳田國男館の運営ということもかねておりまして、柳田國男記念民族学研究所の所長が兼

任をしていた経過がございます。この度、兼任の所長が交代するということになりまして、現所長、

福田アジオ名誉教授から小川直之氏に代わるというものでございます。提案の理由の下にあります

ように、任期でございますが、その研究所の所長の交代の日に合わせまして、交代、30 年６月１日

からというふうに設定をさせていただくということでよろしくお願いいたします。 

 裏面をお開き願います。今度は飯田美術博物館客員研究員の選任ということでございまして、自

然分野の客員研究員を 1 名指名させていただきました。坂本正夫氏であります。坂本氏はこの３月

31 日まで美術博物館の職員でして在籍をしておりましたけれども、４月１日から客員研究員という

ことでお願いしていくというものでございます。分野は自然(地質学)でございます。以上よろしく

お願いいたします。 

 

○代田昭久教育長 

 はい、ありがとうございました。 

 続きまして歴史研究所関係報告事項お願いします。 

 小椋歴史研究所副所長おねがいします。 

 

◎小椋貴彦歴史研究所副所長 

 それではご説明いたしますので、資料 No.９をごらんください。３月に行いました歴史研究所関

係の事業の報告でございます。飯田アカデミア第 82講座ということで、これは３月の定例会議で
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小林教育長職務代理者のほうからお話をいただいたので細かくは申し上げませんが、３月 10 日、

11 日と講師、保谷徹さんでお招きしまして、「海外史料から読む幕末維新史」について講座を行っ

ていただきました。下段の方でございますが地域史講座 No.57ということで３月の 17日に大串潤

児さんをお招きいたしまして「青年運動と平和運動－飯田の街から－」ということで、講座を開催

しましたところでございます。 

 続きまして資料をめくりいただきまして、No.10 でございますが、こちらについて少しご説明さ

せていただきたいと思います。飯田市任期付研究員の採用ということでございまして、こちらは３

月に建築史の建築の歴史の関係でこれまで研究を続けていただいておりました、樋口研究員が３月

31 日付けで退職をしたということでございまして、７月１日採用ということで募集をしたいという

ことでございます。募集要綱のほうをごらんいただければと思いますけれども、採用職種、採用人

数というところで、職種は研究員、採用の区分は建築史、採用人数は１名ということであります。

任期はいまのところでございますが、平成 30 年７月１日から 2023 年６月 30 日までの５年間であ

ります。３番の身分及び勤務条件以下、記載のとおりでございますのでご勤務いただきたいと思い

ます。応募の受付期間につきましては、資料の一番上でございますが来週の４月 17日から５月の

17日の一か月間を予定しております。こちらについては方法に関して飯田市ホームページ、広報い

いだ、あと専門機関の人材データベースを通じまして、募集をかけてまいりたいと思います。それ

から、最後でございますが資料の一番後ろに歴研ニュース 93号ということでつけておりますが、

またごらんいただきたいと思います。 

歴研ニュースの一番最後のページをごらんいただきたいと思いますが、宣伝となってしまいます

れけども、飯田アカデミア 2018第 83講座ということで来月５月 19，20 日ということで、大阪市

立大学の佐賀教授をお招きしまして、「遊廓社会史研究の射程」ということで二本松の遊廓にも言

及いただけるんじゃないかと思っておりますが、こうした講座になりますので、ぜひ都合がつけば、

来ていただければありがたいと思います。説明は以上でございます。 

 

○代田昭久教育長 

 はい、ありがとうございました。 

 

◎北原康彦学校教育課副参事 

 すみません教育長。 

 

○代田昭久教育長 

 はい、北原学校教育課副参事お願いします。 

 

◎北原康彦学校教育課副参事 

 学校教育課の報告事項の中で大切なものを落としておりますので追加でお話をさせていただけ

ればと思います。先ほど１枚配付させていただきましたけれども、飯田市教育委員会、30 年度の学

校訪問の日程関係でございます。今年度より教育事務所飯田事務所の主幹主事の学校訪問における

内容等も変わってまいりましたので、改めて、訪問時期等、訪問内容をつくってこんな計画でとい

うことでご提案をさせていただくものであります。特に内容等、四角の三番と四番の内容等のとこ

ろを中心にご確認いただければと思います。なお、あわせて今回良いということでありましたら４

月の 19日の校長会のほうでも説明をさせていただきながら、今年度この計画で実施をしてまいり

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。以上です。 

 

○代田昭久教育長 

 はい、ありがとうございました。いままで各課、館より報告事項がありましたが、これについて

何かご質問、ご意見等あればよろしくお願いいたします。 

 では小澤教育委員お願いします。 

 

◇小澤由美子教育委員 

 質問とかではないのですが、先日テレビを見ていてきょうメモ書きを置いてきてしまったのです

が、奈良県だかのすごい進学校で、体育の授業とかで、ニュースポーツみたいな授業を外国語の先
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生でやっているというのがありまして、東大とか京大とかすごく進学している学校らしいのですが、

なので別にああそうか、英語の授業じゃなくて体育の授業を英語でやればいいじゃないとか思った

のが１点と、その子たちが読んでいるのが絵本なのですけど、それが全部英語の絵本で、とても力

が付くというのを見ていいなというのを感じました。以上です。 

 

○代田昭久教育長 

 はい、ありがとうございました。 

 それに関係してでも結構でしょうが他にありますでしょうか。 

 

◇三浦伸一教育次長 

 最後に学校教育課長が今年度の教育委員会の学校訪問についての計画表をお配りさせていただ

きました。特に四角三番の教育委員さんの学校訪問ということで１年に１回の機会で 28校全部訪

問いただくという計画になっています。今後、学校教育課のほうで計画、日程も含めた計画づくり

をしていくことになると思うのですが、去年の反省の中でですね、基本的な小規模校については 50

分くらい、50分から 60分くらいで、大規模校も 10分くらいの延長で行っていました。したがって

教育委員さんのご希望の中では新任の先生だけじゃなくて、全クラスの雰囲気を見たいという中で

お話しいただいたのですが、多分延長分が 10分くらいのことしかなくて、一つの教室に 1分とか 1

分半とかということだったのですが、これからの計画づくりの中で、もしご意見等あれば、それら

の意見を反映して計画づくりをしていきたいと思います。早ければ７月からということで、学校の

都合もあると思いますが、もしご希望があるようでしたら、そのへんきょういただければと思いま

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。学校訪問についての説明がありました。こういう声でも結構で

すので、ご意見等ご質問ありましたらお願いします。 

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 

 先ほど報告事項で報告しておけばよかったのですが、本日、上郷公民館の建設に関する安全祈願

祭が午前中、11 時からありまして、新聞等とかでも報道があるかと思いますけども、いよいよ竣工

にはいっていくということで来年の３月の 29日に竣工ということですので、事業費ということで

はおよそ 12億円ちょっとということですので、ご報告をさせていただきます。 

 それからもう一点、やまびこマーチが何回かすでにご報告ということでさせていただきますけれ

ども、今月 28，29日とありますので、改めて教育委員さんに何か言うことではございませんけれ

どもご参加等あればということと、あとミニコンサート 1 日目にありますので、小澤あき子さん見

えますので、およそ１時くらいで 28日の土曜日の 1 時頃中央公園でやりますので、浜井場小学校

とか追手町小学校に車を止めていただいて、ぜひごらんいただければと思います。雨天の場合はホ

ール等で行いますのでご報告ということでよろしくお願いします。以上です。 

 

○代田昭久教育長 

 はい、ありがとうございました。 

 

◇小林正佳教育長職務代理者 

 よかったらいいですか。何点か。 

 先ほど小澤委員さんが外国語教育の推進ということで大事なお話をいただいたのですが、この資

料 No.３の「外国語教育の推進に関する教育委員会の取り組み」のところの小中連携・一貫教育に

かかわって、小中連携・一貫のカリキュラムを作っていくというふうなことも大事な時期になって

きていると思うのですが、その中で今の小澤委員さんの発言等を大事にしていただきたいと思いま

す。そこで、書いてある内容はこれでいいと思うんですけれども、ここの教育委員会の姿勢とする

とこの機会を通じて、外国語教育、英語教育の小中一貫のカリキュラムをやっぱりつくっていくの

だとそんなところへ持って行っていただきたいなと思います。 
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 それから色々と気がついたことを申し上げます。資料 No.６の「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、今日の南信州新聞に津田塾大学との連携が載っていました

が、これは文化会館とすると、どんなことを想定しながら取り組もうとしているのか、そのあたり

を説明していただければありがたいと思います。どんなことを期待しているのかお聞きします。 

 

○代田昭久教育長 

 宮沢文化会館館長お願いします。 

 

◎宮沢正隆飯田文化会館長 

 はい、話は聞いております。一番の文化会館としての期待は直接的には国際会議をする際、言語

のサポートをしていただくのが一番ありがたいのですけれども、津田塾大学さんは生徒の研修の一

環に位置付けて、具体的には加盟都市について生徒さんに研究活動をさせて、時間が取れれば英語

でのスピーチなんかをさせて欲しいというようなことも言っていただいております。 

今回は津田塾大学さんなんですけれども、学輪 IIDA の中で既に大阪外国語大学さんとの連携も

ありますので、そういった皆さんには公式会議の通訳というのはちょっと荷が重いかもしれません

けれども、滞在中のサポートとか色々な面で力になっていただけるし、飯田とのつながりをこうい

うことで持っていただけるのはありがたいことと思っております。 

 

◇小林正佳教育長職務代理者 

 はいけっこうです、分かりました。続けていいでしょうか。 

 

○代田昭久教育長 

 はいお願いします。 

 

◇小林正佳教育長職務代理者 

 資料 No.８の裏になるのですけれども、飯田市美術博物館客員研究員ということなのですが、お

聞きしたいのは客員研究員の客員というのはどのような身分保障がされているのか、提案理由のと

ころに規定により云々と書いてあるのですが、つまり私の問題意識の中には、坂本先生 10 年の任

期が来て終わられてしまって次に田中良先生だと思いますが、入られたこの先生の関係の所でどう

いうふうになっているのかということを知りたいのですが。よろしいでしょうか。 

 

○代田昭久教育長 

 池戸美術博物館副館長お願いします。 

 

◎池戸通徳美術博物館副館長 

 はい後任として、いま田中先生がおいでいただいておりまして、坂本前職員と引継ぎをしてその

まま在籍です。今回、坂本先生に客員研究員をお願いしたのは、坂本先生の知見がとても大事だと

いうこと、飯田市のとても重要な役割を果たしていくということもございまして、美術博物館の客

員研究員にふさわしいであろうということであります。客員研究員は基本的には謝礼がございませ

ん。という扱いでのことで本人もそれでいいということであります。ということで願ってお願いし

たという経過でございます。 

 

◇小林正佳教育長職務代理者 

 はい、わかりました。ありがとうございました。 

 それでは最後にすみません。今の学校訪問ということでお話しいただいたのですが、じっくり見

させていただくということが大事なのですが、なかなか時間が取れないのでさっきの７0分間でし

たか、そのくらいでやむを得ないかなと私は思います。その間、今度は主幹指導主事との帯同訪問

が去年より多くなりますかね、その中で教育委員、私どもはそこではじっくり各学校見られますし、

その中で色々な報告が聞けるかと思いますので、そこで共通理解を図ることにしたいと思います。

そして先ほど事務局のほうから話があった飯田市の色々な政策の中で、これだけは是非伝えたいと

いうようなことを伝えていく場の一つかなと思います。だからある程度こんなこと伝えていこうじ
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ゃないかということを資料として、用意をしていく必要があるかな、そんなことを思います。 

で、その３のところをみるとこれも大変なことだなというふうに思うのですが、四角の一番下の

所であります。何気なく説明がありましたが、専門幹の作成の学校訪問のまとめに「結果を加筆し」

と書いてありました。緊張して行ってきたいと思っておりますが、そんなにたくさん加筆するスペ

ースもないと思いますので、ポイントとなることだけかなと思います。以上です。 

 

○代田昭久教育長 

 はい、ありがとうございました。 

 

◎三浦伸一教育次長 

 最後の学校訪問なのですが、昨年の場合は 12 時半までの場合は給食を食べていたのですが、学

校の負荷も多いので、そこでもう戻ってくるということで、無理に給食については食べないという

方向でよろしいですか。帰ってくるのが１時半くらいになる可能性はありますけれども、そういう

ことでいいでしょうか。 

 

◇小林正佳教育長職務代理者 

 年 1回くらいどこかで給食をとらせていただくという、その程度で。 

 

◎三浦伸一教育次長 

 はい。 

 

◇伊藤昇教育委員           

 あと一日４校程度と書いてありますが、半日の日もたくさんあるのですか。 

 

◎三浦伸一教育次長 

 一日４校で、多分午前中だけだと４校回れないところもあるかもしれません。極力日数を絞ると

いうことでいけば、そういうこともあるかなと思います。小規模校で竜東まとまってできれば、４

校回ることはできるかもわかりません。最後の四角３番の４つ目の四角はＰＤＣＡサイクルに役立

てるということもあれですけれども、良い事例を先生方に還元するという、良いとか悪いとかじゃ

なくて、良い事例を還元するということが必要かなという意味で書いていただいたと思いますが、

ご指導お願いいたします。 

 

○代田昭久教育長 

 はい、ありがとうございました。 

 他にありますでしょうか。 

 伊藤教育委員お願いします。 

 

◇伊藤昇教育委員 

 ちょっと重複しますけれども、強調したいところということで確認します。学校訪問のことに関

しては確かに給食のことはそういう問題が出ていたので、１校くらいで、あとは教頭先生なんかも

大事な懇談会の席にいなかったということになっていて、そういうふうにしていただければなと思

います。それから要望程度ということで、できるだけ日にちが少ないほうが助かりますんで、勝手

を言ってすみませんけれども、お昼過ぎに開放されない方がいいかなと 1 日そういうスケジュール

で行きますんでね、朝から行きますので、できるだけ、まあこれは私の個人的な思いです。 

 あと先ほど小澤委員が言った外国語活動の体育の授業の話は非常に印象的で、３，４年の時から

外国語を、英語を学ぶというやっぱりそういうアングルが変わってきているのもいいけれども、や

はり挨拶とかそういうのからはじまるのというのですから、体を動かす中で英語を第一歩を踏み出

せるということは理想的だし、外国語をさることながらスポーツにもっと関心を持つかもしれない

しね、非常に良いお話だったなと思います。以上です。 

 

○代田昭久教育長 
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 ありがとうございました。 

 他にありますでしょうか。よろしいでしょうか。はい、ではどうもありがとうございました。 

 最後にそれでは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。 

 

◎三浦伸一教育次長 

 ちょっと補足をさせていただきます。別つづりでホッチキス止めの５月 31 日までの３枚の資料

ですが、これまたご覧いただきますと、明日の１時 40分千栄小学校運営協議会が入っております。

16日、20 日と入っておりまして、きょうのちょうど午前中関係者で打ち合わせをしたのですが、

学校運営協議会は飯田市が設置する組織になりまして、昨年度は 28年度末の卒業式で指定書を教

育委員さんにも交付をいただきましたが、昨年度は準備が間に合わなかったので、任命書、委員の

任命書を各学校にお配りして、校長先生の方から配っていただいたということを行いました。 

ことしは少し準備が間に合うので、教育長並びに事務局の私を含めた職員が手分けして、市教委

として任命書を配ったらという話をきょう午前中にいたしました。 

したがって学校運営協議会の日程を５月末まで入れさせていただいています。今年度については

そういうことで対応をさせていただこうと思いました。教育委員さんにそこまでご足労いただくの

も大変なので、教育長と関係する職員で行いたいと思っております。そういう意味で今回日程に入

っておりますので、よろしくお願いいたします。 

 

○代田昭久教育長 

 ありがとうございました。 

 

△日程第 10 閉会 

 代田昭久教育長が閉会を宣言した。（午後５時） 


