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平成 29年度第２回飯田市総合教育会議 会議記録 

 

日時：平成 30年 3月 15日（木） 

午後３時 00分から４時 45分 

場所：飯田市役所 A301･302号会議室 

 

１． 開 会 

（今村総合政策部長） 

みなさん、こんにちは。お忙しい中、平成 29年度第 2回総合教育会議にお集まりいただき、ありが

とうございます。私は本日の司会を務めさせていただきます、飯田市総合政策部の今村です。よろし

くお願いいたします。最初に、牧野市長からあいさつをお願いいたします。 

 

２．あいさつ 

（牧野市長） 

みなさん、こんにちは。本日は年度末の大変お忙しい中、平成 29年度第２回総合教育会議を開催い

たしましたところ、ご出席いただき、ありがとうございます。また、教育長をはじめ、教育委員の方々

におかれましては、日ごろから飯田市の教育行政に大変なご尽力をいただいておりますことに、改め

てお礼を申し上げます。 

今年度第１回の総合教育会議は、昨年末に開催をさせていただきました。その会議におきましては、

地域の柱となる人材育成、特別支援教育、地域資源を生かした人づくり、そして地域全体での英語教

育を中心に、人づくり、地域づくりとの連携の中で、どういった取り組みを行っていくかということ

で、懇談をさせていただきました。大変有意義な懇談ができたことにお礼申し上げます。 

さて、今年の年頭所感では「地球規模で考え、自主的に巻き込まれ、地域で行動する」というテー

マを掲げて、市政経営の方向について述べさせていただいております。前回の総合教育会議において

も話をさせていただきましたが、今年の８月は、「小さな世界都市」に向けて大きな一歩を歩み出す世

界人形劇フェスティバルや AVIAMA（人形劇の友・友好都市国際協会）、あるいはシャルルヴィル・メ

ジェール市との友好都市締結 30周年の記念事業等、国際関係の事業が集中しています。まさに、「地

球規模で考える」貴重な機会としたいと考えているところであります。 

  一方で、「地域で行動する」ことについて、人材育成という観点から申し上げれば、これまで皆様方

のお力添えもあり、小学校、中学校の義務教育については大きな成果を見せ始めていますが、これか

らは高校教育をどうするかということに、本格的に取り組んでいければと思っております。意見交換

の際に、またお話させていただければと思いますが、県立飯田 OIDE長姫高校、飯田市公民館、そして

松本大学の３者で取り組んでいる「地域人教育」は、全国でも大変貴重な取組の１つとして、注目さ

れているところです。 

また、「LG（地域・地球）飯田教育」の一環として、高校生講座を実施していますが、３月 24日か

らはその高校生の皆さんと、一部ではありますが、私もカンボジアにご一緒する計画をしております。

こうした「地域人教育」、高校生講座の取組等、高校生が地域を知り、自らの将来について主体的に自

ら考えていく、そうした取組を、私としては大事に考えております。 

この総合教育会議におきましても、こうした高校教育改革への思いを私からも話させていただき、

また委員の皆様方からもご意見をいただければと思っております。地域の将来を担う子どもたちのた
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めの教育のあり方について、これからも教育委員会の皆様方と一緒になって考えていきたいと思って

おりますので、よろしくお願いい申し上げ、私からのあいさつとさせていただきます。どうぞよろし

くお願いいたします。 

 

（今村総合政策部長） 

 続きまして、代田教育長からあいさつをお願いいたします。 

 

（代田教育長） 

  みなさん、こんにちは。本日は大変お忙しいところ、平成 29 年度第２回総合教育会議にお集まり

いただきまして、ありがとうございます。特に教育委員の方々におかれましては、小学校、中学校の

卒業式にご出席いただいた後にお集まりいただきまして、ありがとうございます。 

今年度から飯田市の教育大綱「結」が始まり、この総合教育会議も実りあるものにしていこうとス

タートしました。市長からのあいさつにもありましたが、前回の 12月 26日に行われた総合教育会議

の中では、４つのテーマでお話をさせていただきました。委員の皆さんから活発なご意見をいただけ

ましたことに、改めてお礼を申し上げます。 

その中で、今年の８月に世界人形劇フェスティバルが開催されるということで、地域全体で英語教

育への取組をしていこうということが、４つ目の議題にありました。そのときに、８月の直前に外国

語のボランティアを組織するのではなく、早いうちから市民ボランティアを組織して、学校教育と結

び付ける動きをしていこうということが話題になりました。実際に、IIDAブランド推進課や男女共同

参画課が中心となって、２月 19 日に英語のボランティア組織の第 1 回の会議が開かれました。外国

語全体というよりは、英語を得意とされている市民の方々が集まり、３月３・４日にフランスのビジ

ネススクール・インシアードの大学院生が飯田に来られた時に、実際にボランティア活動を行い、こ

うした活動のフィージビリティができました。 

議論のための議論に終わらず、総合教育会議で出たことが各部署に伝わり、形になっていくことが

１番の成果だと思います。教育大綱の大きな柱として「結」を掲げており、その中で「組織と計画を

結ぶ」ということを１番目に挙げております。その組織と計画を結ぶ１つの取組が、英語教育から始

めることができたと思っております。今後とも議論のための議論に終わらず、成果が少しずつ出るよ

うに、この会議を有意義なものにしていきたいと思っておりますので、本日はよろしくお願いいたし

ます。 

 

 

３．意見交換 

（今村総合政策部長） 

  ありがとうございました。それでは、意見交換に入らせていただきます。本日は午後４時 30分

までの限られた時間ではありますが、有意義な意見交換にしてまいりたいと思いますので、よろ

しくお願いします。 

本日は、１点目が「飯田コミュニティスクールについて」、２点目が「高校生に対する地域人教

育・人材サイクルについて」という２つのテーマがあります。最初の飯田コミュニティスクール

につきましては、平成 29 年度の実績を教育委員会事務局から報告をいただき、その報告を踏ま

えて意見交換という形で進めてまいりますので、よろしくお願いいたします。 
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それでは、事務局からの報告をお願いします。 

 

（１）飯田コミュニティスクールについて 

（中井学校教育専門幹） 

よろしくお願いいたします。お手元の資料№１「飯田コミュニティスクール平成 29 年度実践報告

書」に基づきまして、ご報告いたします。この報告書は平成 30年 2月上旬に、各小・中学校の主に教

頭先生が中心となって執筆したものをまとめたものです。 

はじめに表紙をご覧ください。今日の報告の基調となることをお話いたします。まず、左上の写真

です。鼎中学校の教職員と学校支援ボランティアの方々が、学校支援のあり方について話し合ってい

る写真です。目指す子ども像や実際の子どもの姿など、どんなことでも意見交換をして、意思の疎通

を図ることからすべてが始まるということが、今年、学校や地域から聞かれた意見であり、学んだこ

とです。隣の右上の写真です。羽場地区自主防災会の皆さんと飯田西中学校の１年生が、避難所開設

の訓練を行っている写真です。学校を核とした地域づくりを目指すことを念頭に、地域と学校とが相

互にパートナーとして協働する地域学校協働活動を、これからさらに推進していきたいと思います。

左下の写真は、飯田東中学校のりんご並木での作業の様子です。報告書 24頁にも書かれていますが、

東中学校は、数年後には１学年１クラスになることも予想されます。少子化、家庭数の減少は東中学

校だけではなく、全ての地区での課題であります。隣の右下の写真です。竜丘小学校では、安全見守

り隊（ぶらきょろ隊）に 53名の方が登録されています。それぞれの地区に固有の課題がありますが、

コミュニティスクールを持続的に発展させていく方策を、広く考えていきたいと思います。 

前置きをもう１点させていただきます。33頁をお開きください。コミュニティスクールをスタート

させるにあたり、平成 28年 12月に定例教育委員会で飯田市学校運営協議会規則を制定し、組織づく

りを進めてきました。今年度４月に地方教育行政の組織及び運営に関する法律が改正され、２点、大

きく変わったことがあります。まず、学校運営協議会を設置することが、教育委員会の努力義務だと

謳われました。もう１つ、学校運営協議会を１つの学校ごとにおくだけではなく、２つ以上の学校で

おくことができるということになりましたので、これに対応して改正した規則が 33 頁にあります。

飯田市では、すべての小・中学校で学校運営協議会を設置できましたので、この後説明させていただ

きますが、中学校区で１つの学校運営協議会を設置する取組についても、これから大事に考えていき

たいと思います。条文では、第３条の２項に「小中連携・一貫教育を施す場合、教育委員会は、二以

上の学校について一の協議会を置くことができる。」と謳っています。 

では、２・３頁を開いてください。全市的にコミュニティスクールの周知が必要であるということ

が課題になっていましたので、今年、平成 30 年の広報いいだ１月号に特集として紹介をさせていた

だきました。３頁にあります、小中連携・一貫教育と飯田コミュニティスクールを縦糸と横糸に見立

てて説明した図が、２つの関係を理解しやすく、わかりやすいという声をいただきました。今後はこ

の図を拠りどころにいたしまして、内容の具体化、充実化を図っていきたいと思います。 

続いて４頁をご覧ください。今年度本格的に動き始めたコミュニティスクールは、この表の組織で

進んでおります。丸山小学校と飯田西中学校、鼎小学校と鼎中学校は中学校区で１つの学校運営協議

会を設置しております。また、竜東中学校区も今年度、中学校区での連絡組織をつくり、動きだして

います。学校運営協議会の回数については、実際に開かれた回数ですが、学校運営協議会の委員の皆

様には、運動会や音楽会、文化祭や授業参観、あるいは研修会にもご参加をいただいています。学校

運営協議会の会長職には、まちづくり委員会の会長や公民館長が就いています。公民館長が会長職に
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就いている学校について、２月に座光寺小学校も加わりましたので、前職の方も含めて６名の方が就

いております。 

５頁から、各学校での具体的な取組が報告されていますが、大きく５つに絞ってお話をさせていた

だきます。１つ目は各頁の一番下に「今年、この１枚」ということで、各学校での取組の成果を挙げ

ていただきました。例えば丸山小学校のように、児童・生徒を含めて学校関係者と地域の方が同じテ

ーブルについて意見交換をする、その試みに意義を見出した学校が、丸山小学校、座光寺小学校、上

村小学校、東中学校、竜東中学校、遠山中学校です。それから、追手町小学校のように、地域の方を

講師に招いての活動が進んできているという学校は、追手町小学校、浜井場小学校、下久堅小学校、

龍江小学校、鼎小学校、上郷小学校、旭ヶ丘中学校です。また、特に今年求められていますのは、授

業中や放課後を含めての学習支援という形です。例えば、松尾小学校では授業の支援をするボランテ

ィアの方に入っていただき、竜丘小学校、緑ヶ丘中学校、竜峡中学校、高陵中学校でも、学習支援ボ

ランティアの活動が出てきています。これは、学校に地域の方が入っていただくものですが、逆に地

域に学校の児童・生徒が出ていくものですと、30頁にあります鼎中学校では、シニア大学で中学生が

講師を務めています。また、この資料にはありませんが、東中学校の生徒がりんご並木のガイドをし

ています。その他、上久堅小学校、千代小学校、千栄小学校、川路小学校、三穂小学校等、いくつも

の小・中学校で、地域と学校が協働して行事や活動を行っている点が、今年の成果として挙げられて

います。 

２点目は、先ほども申し上げましたが、今年度非常に学んだ点として意見交換の大切さが、いくつ

かの学校から出ています。19頁の伊賀良小学校の「本年度の成果」では、これは学校側の意見ですが、

「これまで活動を支えていただいていたが、考えを聞くことがなかった団体等の方から、学校教育や

子どもの育ちについて考えを聞くことのできる機会となった。」と述べられています。また、地域の方

の意見としては、31 頁の遠山中学校の「本年度の成果」に、「学校運営計画を共有したことで、学校

がどんな意図で行事を計画し実行しているかがわかった。こういう内容がわかると、どんな協力をい

たらいいかが自分たちでも考えられるのでとてもよい。」というご意見をいただいております。それ

から、「座光寺の子どもを語る会」、「ふるさと竜東の集い」、「鼎の子どもを語る会」という会が発足し

たり、あるいは 6～7年目と続いたりしています。11頁の上久堅小学校の「来年度へ向けて、工夫・

改善を要すること」では、地域の方と学校とが語り合うような会を作りたいということが出されてお

ります。また、丸山小学校、松尾小学校、三穂小学校などでは、学校運営協議会の通信という形で、

自分たちの活動の情報発信をしているところもあります。 

３点目です。今年度の特徴の１つとして、ボランティアの体制整備に手ごたえを感じているところ

があり、持続可能な組織としていくためには、それが今後の課題となるということが挙がっています。

８頁の座光寺小学校の「本年度の成果」では、「『学校支援ボランティアの紹介式』を行った。」そのた

め、「児童がボランティアの方の顔を覚え、ボランティアの方との距離が縮まった。」と書かれていま

す。14 頁の龍江小学校の「来年度へ向けて、工夫・改善を要すること」では、「人が変わっても持続

可能な組織の強化を図っていきたい。」、「活動がマンネリ化しないように、アイデアを出し合い活性

化していく組織づくりをしたい。」という意見が出ています。28頁の竜峡中学校の「来年度へ向けて、

工夫・改善を要すること」では、「学校運営協議会内の組織化をする。」、30 頁の鼎中学校の「来年度

へ向けて、工夫・改善を要すること」では、鼎小・中学校での学校支援や地域の方との関わりは、学

校とその個人の方が直接結びついており、これからの持続可能な学校支援を考えていくときには、ぜ

ひこの学校運営協議会の中での位置づけを工夫したいということが出されております。31頁の高陵中
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学校の「来年度へ向けて、工夫・改善を要すること」でも、来年度は学校運営協議会でボランティア

の募集を行っていきたいということが出されております。 

次に４点目です。ただ今の学校支援の組織化に関わりまして、コーディネーターの役割が非常に重

要であり、また、このコーディネーターのキーマンとしては公民館長であるということが挙げられて

います。実例を挙げますと、20頁の鼎小学校、21頁の上郷小学校のところで、クラブや地域講師、学

習支援ボランティアに関しては、公民館長を通してボランティアの方を依頼したとあります。あるい

は 18 頁の山本小学校のところでは、学校の敷地内や通学路にできた蜂の巣の駆除に困ったとき、公

民館長を通じて地域でやっていただける方を探したということが、事例として挙げられています。 

最後に、５点目です。今後の可能性や課題について申し上げます。５頁の丸山小学校の「来年度へ

向けて、工夫・改善を要すること」で、「高校生の参加を模索する」ということが出されています。大

事なことですので、広めたり、みんなで考えたりしていきたいと思います。もう１点、19頁の伊賀良

小学校の「来年度へ向けて、工夫・改善を要すること」では、コミュニティスクールに限ったことで

はないのですが、「何か考えを提案する、行動につなげる際の連絡調整が煩雑で時間がかかる。少ない

回数の中での運営の効率化を進めていく必要がある。」と出されています。こうした点を忘れずに、い

つまでも長続きしていく取組を考えていきたいと思います。以上、報告とさせていただきます。 

 

（今村総合政策部長） 

  ありがとうございました。教育委員会事務局から、今年１年のコミュニティスクールの実績を報告

していただきました。これらを踏まえまして、どういう成果があるか、課題があるか、あるいは学校

運営協議会の視察や公民館長会での懇談等も踏まえまして、意見交換いただきたいと思います。発言

のある方は挙手をお願いいたします。では、三浦委員。 

 

（三浦教育委員） 

今のご報告を踏まえまして、３点、述べさせていただきます。１点目は、コミュニティスクールが

始まり、学校運営協議会の意味について感じた点、そして２点目は、先ほども話がありましたが、中

学校区での学校運営協議会をもっていったらどうかという点、３点目は、公民館が地育力の部分で誇

れるものだと感じた感想を述べたいと思います。 

最初に、学校運営協議会の意味について感じた点です。今年度からコミュニティスクールが始まっ

たということで、学校運営協議会の様子も見ておきたいと思い、松尾小学校の学校運営協議会に出席

させていただきました。１番感じたところは、情報の共有化の大切さです。そこでは、一人の子ども

の些細なことでもこのように心配しているという意見を共有すること、また、こういうことがありが

たいと感謝すること、こういうことをやっていただいている、ありがたいということの共有がされて

いました。先ほどの報告でも、学校運営計画を共有できたというお話がありましたが、学校が何をや

っているのかという校長先生の報告に対して、協議会の委員の方たちがうなずきながら聞いたり、体

力の結果についてこのままでいいのかという話が委員の方から出たりしました。何か結論を出して動

き出すというよりは、こういうことを共有して「地域全体で知っている」ということが大切だなと感

じました。地域の方たち、委員の方たちは、子どもたちのことを本当よく見て、よく知っていらっし

ゃって、地域の子どもを自分の子どものように考えてくださっていることに、私としては感動すると

ころがありました。感覚として、こうしたことは、もともと飯田地域にあったものではないかと思い

ます。それがこうした組織になって、共有する場が提供されたということで、今まであったものに対
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して組織の提供を図ったという考え方ではないかということが、学校運営協議会に出ての感想になり

ます。 

２点目です。先ほども中学校区での学校運営協議会をつくって、コミュニティスクールを考えてい

ければいいのではないかというような話が、報告の中でもありましたが、すでにやっている所もあり

ます。東中学校は追手町小学校、浜井場小学校、丸山小学校の３つの小学校の児童が一緒になるとい

うことで、「丘の上の子どもを守る地域の会」という会があり、そこに参加をさせていただきました。

１つの学校の学校運営協議会かと思い、参加させていただいたのですが、参加してみたら全校がそろ

っていました。この会は、学校運営や子どもの安全の観点から行っている歴史のある会だそうで、警

察の方、防火・防犯の方、交通安全の方たちが幅広く出席されており、その方たちとも情報が共有で

きるということで、こうした集まりは意味があると感じました。また、この会の前には、それぞれの

学校で学校運営協議会を行い、その後に４校の集まりがあり、さらにこの「丘の上の子どもを守る地

域の会」で集まるというお話も聞きました。そこでは「面倒だ」という声はまったく聞かれず、いろ

いろな報告がされていたことが印象深かったです。このような形で、１つの学校で考える良さと、中

学校区で考えていく良さがあるということを感じました。 

３点目です。報告の中で、公民館長をコーディネーターにというお話がありました。２月中旬に行

われた公民館長たちとの懇談会にも出席させていただきました。コミュニティスクールに関するいろ

いろな報告もいただきましたが、最後に公民館長たちから、「コミュニティスクールについて、自分た

ちは理解していなかったことに気が付いた。」ということが言われました。お聞きしたところ、今年の

５月に研修会を計画されており、コミュニティスクールの特徴やコーディネーターに求められている

役割は何か、教育支援、教育の分野への関わり方等について、勉強されるということでした。やらさ

れているという感じではなく、どんどん関わっていこうと考えられることは、飯田市で昔から行われ

ている公民館活動によるものだと、感じるところがありました。私は、飯田市のこうした活動は本当

に誇れると感じましたが、全国、さらには世界での様々な取組を見ていらっしゃる市長の考えをお聞

きできたらと思います。 

 

（今村総合政策部長） 

ありがとうございました。他の委員の方、いかがですか。小林職務代理。 

 

（小林職務代理） 

コミュニティスクールに関わって、特に学校支援から見えてきたこと、また今後、課題になると思

われることをお話させていただきます。学校運営協議会の役割としては、学校運営の参画、承認、そ

れから評価、そして学校支援ということが掲げられています。その中で、今までも「飯田らしいコミ

ュニティスクール」という言い方で学校支援が行われていたのですが、今年度になって、どういうこ

とが大事なのかが、整理されて見えてきたと思います。 

先ほどの中井専門幹の報告と重なる部分もありますが、私なりに整理をしてみると、１つ目は、学

校の先生が及ばない部分に関して、地域の方が学校に入って支援してくれているということがありま

す。例えば水曜日の放課後です。水曜日は職員会があり、先生たちが会議をしている間に、地域の方

たちや市の教育委員会から派遣している教育支援指導主事の人たちが中心になって、放課後学習とい

うことを行っています。それが竜峡中学校では「パワーアップ竜峡塾」という名前が付けられていま

して、飯田東中学校は朝学習という形の取組になっていますが、どの中学校もほぼこうした組織が出
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来上がっています。また、旭ヶ丘中学校には栽培活動サポーターの方が６名いるなど、多くの小学校、

中学校で、農業体験や調理実習などの活動においても、学校の先生たちの手の及ばない部分に地域の

方が入って支援している活動があると思います。 

２つ目は、公民館長会での懇談で話を聞きながら大事だと思ったのですが、学校が入らずに、地域

で子どもたちを育てるという動きについてです。今までは川路地区の通学合宿の取組が代表的なもの

でしたが、今年度、鼎地区では太鼓をたたく活動を地域が中心となって行っていることですとか、「宿

題をやらまい会」という形で、地域で子どもたちを育てていくという取組が多くなってきていると感

じます。学校と関係は結びつつも、地域が主体になるということが、２つ目にあるかと思います。 

３つ目に、これも素晴らしいと思うことですが、学校と地域が協働して子どもたちの学習資料をつ

くる活動です。ここに見本で持ってきましたが、上郷地区では、地域の皆さんと学校の職員が児童向

けに、『久遠の文化うち立てん』という授業で使う資料を作りました。地域の方たちも資料を一緒に作

るなかで改めて地域を学ぶ、先生たちも学ぶ、そして、子どもたちの学習にこの資料を使いながらさ

らに学ぶということで、大人と子どもが一緒に学ぶという活動が出来上がってきて、ふるさとに対す

る愛着や誇りが育まれる土壌ができつつあると思います。これは、学校支援の面の成果が出てきた１

つの事例かと思います。 

課題についてですが、このような支援してくれる地域の方たちを組織するためには、やはりコーデ

ィネーターの役割が重要になると思います。現在、公民館長や公民館主事の皆さんがコーディネータ

ー役をしていたり、あるいは教頭先生がやらざるを得ずに、実質的にはやっていたりしていると思い

ます。実は文部科学省の事業の１つに、地域学校協働活動推進員という制度があります。今年度の予

算案では、地域学校協働活動推進員２万人を想定しているということが出ていました。今は公民館長

たちの何人かがコーディネーター役を担ってくれているのですが、ゆくゆくは公民館長も変りますの

で、将来的に、公民館長や地域の方が学校と地域を結ぶコーディネーターとして育っていってもらう

ために、この地域学校協働活動推進員という形を示しながら、コーディネートしてもらえるようにな

ればと思います。教頭先生には、教師を育てるという仕事の中心になってもらわなければならないと

も思いますし、今問題となっている働き方改革にもつながることかと思いますので、ぜひ今後、力を

入れていく必要があると考えております。 

 

（今村総合政策部長） 

ありがとうございました。他の委員の方、いかがですか。 

 

（小澤教育委員） 

  学校運営協議会が発足して、学校と地域が一緒になって子どもたちを育てていく中で、いろいろな

ボランティアの方々が学校で支援をしてくれています。松尾小学校では、ミシンボランティアの方に

支援していただいたり、また、田んぼでお米を作るときもお手伝いいただいたり、見守り隊としてあ

いさつをしてくれたり、そうしたことが昔からされていました。このように、地域の方にいろいろと

支援していただく中で、では、私たち PTA はどうしたらいいのかという問題があります。PTAも大

変な時代になってきまして、仕事を少なくする方向性の中で、どういう立ち位置にいたらいいかとい

うことが課題だと常々思っています。 

また、地区の中のさらに小さな区のつながりもすごく大切だと思います。松尾の代田地区では、夏

休みになると、ラジオ体操をした後に宿題を見てくれる元教員の方々がいらしたり、お正月になると、
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習字を教えてくれる教室が開かれたりして、こういうところで人とつながることも、地域人教育につ

ながっていくと思いますので、大切だと感じました。 

  

（今村総合政策部長） 

ありがとうございました。伊藤委員。 

 

（伊藤教育委員） 

コミュニティスクールの初年度ということで進められたわけですが、飯田市学校運営協議会規則の

第２条にあるように、「学校と保護者及び地域住民等との信頼関係を深め」ということなのです。今、

小澤委員のお話にもありましたが、ややもすると、その保護者という立場が難しいところになります。

私は常日頃から、不登校対策が何とかできないかと思っていますので、保護者や家庭の話に言及しま

すが、よろしくお願いいたします。 

コミュニティスクール初年度、これまで小中連携・一貫教育で、地域と様々な関わりを持って積み

重ねてきたことが大きな土台となって、スムーズに進んだと思います。それで、「学校と保護者及び地

域住民等」ということで、保護者という立場、立ち位置が難しいという話ですが、実は保護者の方た

ち、小学生・中学生のご両親たちは働き盛りの世代であり、お子さんが学校から帰ってきて、次の朝、

学校へ送り出すまで子どもの世話をして、そして自分の仕事をしているという、非常に大変な状況か

と思います。コミュニティスクールに直接的に関わることはなかなか難しく、「保護者及び地域住民

等」と対等になっていますが、これはやや弱くても致し方ないのではというくらいの思いでおります。

保護者、家庭にスポットを当ててこの報告書を見ますと、丸山小学校、あるいは飯田西中学校では、

学校と保護者と地域の共通の取組として、あいさつ運動などを実施したとあります。あるいは、川路

小学校では、親子ふれあい教室で「龍神の舞」の見学会をしたこと、三穂小学校では、親子遠足でふ

るさとめぐりをしたことが挙げられています。 

先ほど言いましたように、私は常に不登校対策のことを考えていまして、最近、不登校に関係して、

『不登校は１日３分の働きかけで 99％解決する』という本に出会いました。これは人気の本なので、

皆さんもお読みになったことがあるかと思います。不登校は子どもに自信がないからということは、

共有できていて、すでにわかっているという話なのですが、私がその本に関心を持ったのは、その中

に「子どもに自信を持たせるのは学校ではない、両親なのだ」という行がありまして、そこが強烈に

響きました。なぜ両親なのかということですが、不登校になる子どもは自信がないという大きなサイ

ンを送っているのです。その子どもに自信を与えることができるのは、親だということなのです。第

１の子育ては、生まれた赤ちゃんが歩き出して、おむつがとれて、身の回りができるようになり、幼

稚園・保育園を経て小学校に入るということですが、実は小学校高学年から中学校にかけて、ここが

第２の子育て、心の子育てとなり、この期間に不登校というサインが出ることが多いわけであります。 

今、飯田市では教育支援指導主事を 12名配置していますが、その中に親しい方がおりまして、２年

ほど前に「伊藤さん、不登校を何とか克服することができる自信がある。」という言葉を聞いていまし

た。そこから先を聞くことができずにここまで来て、今日この話をしようと考えてその方にお聞きし

ましたところ、「実は、私はその本の考えとまったく一緒だ。まさに不登校の克服には、親が子どもに

自信を持たせることが大事だ。短い時間で自信を持つこともできるかもしれないし、１年や２年かか

る場合もある。一旦不登校を克服しても、また戻る場合もあるかもしれない。しかし、根気よくやっ

ていくしかない。」というお話を聞きました。コミュニティスクールの保護者の話から不登校の話に
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なってしまいましたが、飯田市教育委員会ももう一歩踏み込んだほうがいいのではという思いがあり

ましたので、お話させていただきました。 

 

（今村総合政策部長） 

ありがとうございました。代田教育長。 

 

（代田教育長） 

  委員の皆さんからご意見が出ていますので、重複するところはあえて言いませんが、全体的に見れ

ば、コミュニティスクールの初年度としては順調なスタートが切れたと感じています。特に「目指す

子ども像」を同じ席について学校の先生と地域の方と保護者が語り合う、経営で言えばいわゆるビジ

ョンを語り合うということが、多くの地域でできたことは大きいと思っています。それに付随して、

ここ数年はおそらくコミュニティスクールの活動が進む地域と、なかなか進まない地域が出てくると

思います。しかし、その差異が大事で、各地区の特色の違いや取り組みに差異があることによって、

それを埋めようとするパワー、差の力学を使いながら、しばらくは進んでいくのではないかと感じた

１年でした。 

総合教育会議などの場で話したい中長期的な課題として、今、各地区で取り組んでいる「田舎へ還

ろう」戦略などのまちづくりとどう結び付けていくかが、大事だと考えています。委員の皆さんから、

お金があればもっと活動ができるといった声を聞きますが、その時に、自分の地区でお金を生み出す

ような仕組みを考える。こうした仕組みは教育委員会にはありませんが、他の部署では考えています

ので、そうした部署と連動しながら、地域での学校づくりがより全庁間で横につながってできるとい

いと、中長期的にはそうしたことを感じた１年でした。 

 

（今村総合政策部長） 

  ありがとうございました。では、市長からお願いします。 

 

（牧野市長） 

教育長からも総括いただきましたが、平成 29 年度に飯田コミュニティスクールが立ち上がり、そ

の実践報告、あるいは実際に現場に入っていっていただいた委員の皆さん方の話をお聞きして、コミ

ュニティスクールの立ち上げ年度という意味では、確かに順調なスタートを切れたと私も捉えていま

す。始める時にはいろいろと混乱があってもおかしくなく、特に小中連携・一貫教育をやってきてお

り、さらにコミュニティスクールを実施するとなると、「結局どういうことになるのか。」という話が

出てもおかしくないと思っていました。しかし、教育委員会できちんと整理していただき、縦糸と横

糸の関係で示して、「ああ、そうか。」と地域の皆さんが納得する形でコミュニティスクールがスター

トできたことは、大変な大きなことで、先ほど三浦委員からもお話がありましたが、誇っていいこと

だと思います。 

こうした順調なスタートができたのは、やはりこれまでの公民館の活動や小中連携・一貫教育とい

ったしっかりしたベースがあり、そこにコミュニティスクールをのせる形で立ち上げることができた

からだと思います。普通はそこまで順調にいくということは、なかなかないと思います。多くの皆さ

ん方が一緒になって取り組んでいくということは、頭で理解しているだけでは難しいと思うのです。

やはり腹に落ちるものがあり、その上で、みんなで一緒にやっていこうというコンセンサスを作って
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いくということは、先ほど「結」という話もありましたが、この地域の強みがあってこそ可能だと思

います。 

このようにコミュニティスクールが順調に立ち上がった中で、伊藤委員からもお話があったように、

コミュニティスクールでどこまで課題を解決していくことができるのかについては、これからだと思

います。不登校の話、あるいは保護者の役割、PTAの役割をどう考えたらいいのかという話も出まし

た。また、コーディネーターとしての役割を公民館が主体的に担ってくれている地区もありますが、

そうではない地区もあるという話もありました。教頭先生がコーディネーターを担っている学校もあ

りますが、教頭先生の役割としては、その学校の先生をいかに育てるかという点を大事にしたいとい

う話もありました。こうした様々な課題が１年目から見えてきているということも、私は１つの成果

ではないかと思います。実際に、どこまでコミュニティスクールにおいて課題解決に向けて取り組ん

でいけるかは、来年度からの取り組みにかかってくるのではないかと思います。 

不登校の話をどのように考えたらいいのかということは、私も常々考えているところで、伊藤委員

からお話があったように、確かに両親ということもあるとは思います。しかし、残念ながら両親が共

働きですとか、なかなか家に両親がいないというお子さんも多く、また、ひとり親家庭も増えてきて

いる中で、大人が子どもの育ちに関わっていく過程において、両親だけではできない部分も現実問題

としてはあるのではないかという思いもあります。こうしたことについて、どういう形で解決したら

いいか、実際にコミュニティスクールで扱えるかどうかも含めて、学校協議会で考える機会があれば

と思います。皆さんで話し合って、「いや、これはこういうようにやったらいい。」という結論ならば、

それもいいと思いますし、あるいは「コミュニティスクールでこういうことをやってみましょう。」と

いう話になってもいいと思います。そこはまさに、学校協議会の皆さん方が問題意識を持って取り組

んでもらえればと思うところです。 

そういう意味では、むしろ学校側から、そうした課題をどんどんコミュニティスクールの場に提起

してもらうことも、問題意識の共有化という意味では重要だと感じました。地域の中にいろいろな思

いを持った人たちがいても、実際に学校にどういう課題があるかを知る機会は、今までなかなかなか

ったわけですから、コミュニティスクールにおいてそうした課題を共有していくことができていけれ

ばと思います。これは、ともすれば学校というのは閉鎖的で、そうした課題を隠しがちなのではない

かと地域から見られていたということが、今まではあったと思われます。そうした見方はなかったと

は言えないと思うのです。しかし、コミュニティスクールの中で、そうした課題も含めて学校と保護

者と地域が一緒になって、課題解決を目指していくという姿勢が出てくることによって、もしかした

ら解決策が見えてくるかもしれません。これは希望的観測かもしれませんが、やはり課題を抱え込む

のではなく、むしろみんなで一緒に共有して解決策を考えていこうという取り組みこそが、コミュニ

ティスクールらしさではないかと思っています。これは今後どこまでできるかはわかりませんが、ぜ

ひやっていけたらなと思っております。以上、委員の方々の話を聞いて感じたこと、思ったことを話

させていただきました。 

 

（今村総合政策部長） 

ありがとうございました。このコミュニティスクールについて、他に何か発言がありますでしょう

か。よろしいですか。では、２点目の「高校生に対する地域人教育・人材サイクルについて」に入り

ます。これにつきましては、まず市長からご報告をいただきたいと思いますので、お願いいたします。 

 



11 

 

 

（２）高校生に対する地域人教育・人材サイクルについて 

（牧野市長） 

  それでは、本日の資料№２をご覧ください。この資料は１月に文部科学省で、林大臣をはじめとす

る文部科学省の幹部の皆さんにプレゼンさせていただいた資料と同じものです。この資料につきまし

ては、私はもちろんですが、教育委員会の松下社会教育担当参事を中心とした社会教育関係の職員、

公民館の職員が中心となって整えていただいたことをまず申し上げて、お礼を申し上げます。最初に

ある「飯田市の概要」は、皆さん方から見れば、「これを最初に言うのか。」と思うかもしれませんが、

これは文部科学省の大臣以下に説明するときに、まず飯田市とはこういう地域だということを申し上

げるためにありますので、あしからずということであります。 

  さて、パワーポイント３枚目の資料から見ていただきたいのですが、人口減少時代に入って、飯田・

下伊那地域も、ご多分に漏れず全国よりも速いペースで人口減少が進んでいる。飯田市議会平成 30年

第１回定例会でも、この人口減少について何人もの市会議員が取り上げておりましたが、そうした状

況であるということは、ご案内の通りかと思います。その中で、課題として考えなければいけないこ

とは、「人材のサイクル」。若い皆さん方がこの地域を一旦離れて、なかなかこの地域に戻ってこない

という状況です。それが４枚目にありますように、地域外への転出率がだいたい７割程度、定着率は、

地域外へ出ていかなかった皆さん方と帰ってきた皆さん方を合わせて約４割。これが、若い皆さん方

の７割が出ていって、最終的に約４割が帰って定着していると言われているデータです。人材サイク

ルの構築が出来ないと、５・６枚目のような状況になってしまうわけです。 

本日、コミュニティスクールのところでお話いただきましたように、小学校・中学校時代、コミュ

ニティスクールを進め、小中連携・一貫教育を進める中で、地域との関わりがかなり進んできている

と改めて思っています。しかし、問題は高校なのです。高校を卒業する時点が、この地域にとって非

常に大事なポイントになるわけです。高校を卒業した若い皆さん方の７割が、一旦この地域を離れる

という現状は受け入れざるを得ないわけです。そして、そのままにしておくと、将来飯田・下伊那に

帰ってこない人が多くなり、それが人口減少時代にますます拍車をかけていくというのが、６枚目の

４コマ漫画です。若い皆さん方が一生懸命に勉強して、いい大学に行こうということは決して悪いこ

とではない。悪いことではないけれど、そのまま地域と関わりを持たずに地域外へ行くとこうなると

いう４コマ漫画でして、まさに若い皆さん方の人生も、地域もしょぼくれてしまうようになりかねな

いのが、右肩下がりの時代状況なのです。これはやはり、共有しておかなければいけないことです。 

では、何がいけないかというと、やはり高校までの学び、地域との関わり、ここをどうするかでは

ないかと思っています。実際に高校生にアンケートをしますと、当地域の場合、小・中学校で地域と

の関わりをしっかり作ってきていただいた成果だと思いますが、地域に愛着を感じている高校生の割

合が 75％。他のデータを見ていませんが、というより、なかなかこうしたデータがないのですが、こ

れは他地域に比べて、私は高いのではないかと思っています。 

ですが、７枚目の下を見ていただきますと、では「あなたは高校卒業後、この地域（飯田下伊那）

に住み続けたいと考えますか？」となると、やはり他地域で学びたい、あるいはどうしようかと考え

ているという高校生が５割弱いるという状況です。ですから、小・中学校まで地域としっかり関わっ

ただけでは十分でなく、やはり地域を離れる直前の３年間である高校時代に、この地域との関わりを

どれだけ持ってもらえるかが非常に重要なのではないかということが、これまでのこうした数字から

も見て取れるかと思います。 
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それが、８枚目に書かれているところでありまして、高校時代、つまり人生の転機を迎えるその直

前の３年間、その期間に地域がどういう所であるかということを学び、現場で体験してそこから更に

学び、そして自分の人生を考えることができるようにしていくことが地域人教育という捉えをしてい

るわけです。パワーポイント９枚目になりますが、この地域人教育を進めていくのに高校単独でやれ

というのはまず無理なことで、当然ですが、高校教育、高校の学校の中だけではこうした地域人教育

はできません。地域と一緒になって取り組んでいくことになります。また、それをサポートしてくれ

る大学にも加わってもらいました。これが飯田 OIDE長姫高校と松本大学と飯田市の３者協定になる

わけです。個々に取り組んでいくのではなく、この３者が一体となって地域人教育を進めようという

アプローチをとったわけです。 

10枚目の資料はよく使わせていただいていますが、「地域人」を、「地域を『愛』し、『理解』して、

地域に『貢献』する人材」と定義しまして、こうした地域人を育てていくために、今申し上げた３者

によるパートナーシップ協定を平成 24 年度に締結して、その協定の中に地域人教育の目的をしっか

りと謳わせていただきました。まさに、この資料にあります「結ぶ力を学び、地域理解を深め、地域

での生き方を考え、地域愛を育み、地域において活動できる地域を担う人材を育成する」ということ

を目的とし、リニア・三遠南信時代を見据えて、「住みたい、暮らしやすい地域のあり方を創造する人

材を育成」していきたいということで、飯田 OIDE長姫高校商業科の３年間にわたるカリキュラムの

中に、地域人教育を入れていったということです。 

では、高校１年生、２年生、３年生と、それぞれしっかりテーマをもって、授業の展開を図り、５

年間地域人教育に取り組んできたらどうなったかということです。この仕組みで特徴的なことは、先

ほどもコーディネーターという話がありましたが、地域への関わり方として、高校生と地域をつなぐ

役割を公民館が担っているということでして、市内 20 地区の公民館が、この若い人たちと地域をつ

なぐ役割を果たしているということです。それもこの３者協定に基づき、３者による地域人教育推進

会議を月１回行ってきておりまして、こうした会議を行うことによって、模索しながらですが、着実

に実績を積み上げていくことができたということになり、またスムーズに高校生が地域に入って、

様々な学びができる環境を整えていくことができたと思います。 

12枚目の地域人教育のカリキュラムの具体的な話ですが、基礎、応用、実践という形で、１年生、

２年生ごとに科目を設定し、３年生の時に、実際に課題解決に向けての取組ということで地域での学

びを行っています。ポイントは 13枚目にありますように、「探求的な学び、体験的な学び、実践的な

学び」でして、「自らの人生を切り開いていく力」をつけ、そして「地域に心の根を置き、誇りをもつ

ことのできる人材」を育成することに取り組んできているわけです。 

私も今は高校３年生の４月の授業で地域人教育の講義をさせていただいているのですが、以前に１

年生の最初の授業で講義をさせていただいたことがありました。正直申し上げて、１年生の最初の時

の反応は、この 14枚目左の真ん中の辺りの生徒が言っている「面倒くさい授業」ですとか、「うざい」

といった感じです。「何を言っているの。」ですとか、「えー、地域。なんでそんなこと考えなければい

けないの。」という感覚です。明らかにそういう雰囲気がある中で、私も最初の講義をやりました。し

かし、３年間の地域人教育の授業プロセスの最後の成果発表会が 12月にあり、昨年 12月の成果発表

会を私も全て見させていただきましたが、３年間で高校生はこんなに変わるのだという、そんな実感

です。全く違いますね。あれだけ「面倒くさい」「うざい」と言っていた高校生の皆さん方が、自分の

発表はもちろんですが、他の発表も真剣に話を聞いて、自ら問題意識を持って、まさに当事者意識を

持って、この地域とどう関わっていくべきかを考えて成果発表を聞いているのです。大学生でもここ
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までできるかなという感覚を、私はこの成果発表会で持ちました。 

やはりそういう意味で、私は高校生が非常に伸びしろを持って、この地域人教育に取り組んでいた

だいていると思っています。さらにこれは、高校生にそれだけの変化をもたらしたということのみな

らず、こうした高校生を受け入れた地域住民にもかなりの変化を与えたのではないかと捉えています。

それが 15 枚目です。要は、地域住民の皆さんは、最初は地域のことを学んでもらおうじゃないかと

いうことで、高校生に教えてあげようという感じで入っていったのですが、どんどん地域のことを学

んで、そして課題を何とか解決していこうという高校生の姿、そこから具体的に出てくる提案、こう

したことに気づきをもらい、これはもう一緒にやっていこうという共感、あるいは感動が生まれ、高

校生は地域づくりの大切なパートナーではないかというレベルにまで地域の皆さん方も思っていた

だけるようになり、有体に申し上げれば、高校生が地域に入っていったら、地域も元気になっていっ

たということではないかと思います。 

ですので、地域人教育というのは、もちろん高校生に地域のことを学んでもらい、地域の将来を担

う人材になってもらえればということから始まっているわけですが、実は今いらっしゃる地域住民の

皆さん方においても、学びの実践の場、実践を通しての学びの場となり、地域の将来を自ら考えてい

こうという動きにまでなってきていると思うわけです。つまり、地域の現場からの発信ということで、

こうした実践成果に基づいた課題提起がされてきていまして、やはりこれは、単に飯田 OIDE長姫高

校商業科だけに留めていていい話ではなく、普通科も含めた他の学科にも横展開して広めていくべき

ものだと捉えております。そのため、普通科も含めた他の学科でも、こうした地域人教育ができるよ

うな高校教育改革をしていただけないかということを、文部科学省にはお願いしているところであり

ます。 

そのためには、実は高校だけ変わってもだめだということは明らかです。なぜなら、高校の普通科

は大学に進学することを一義的に考える学科ですから、大学でもきちんと地域人教育を捉えて、大学

の役割を考えていかなければいけない、また、地域人教育の成果が大学入試にも反映されるようにし

ていかなければいけないということだと思っています。こうしたことが高大連携に係る大学の機能や

役割の見直しになるのではないかとも思うわけです。実際に学輪 IIDA全体会で、SturdyEggの皆さ

んに発表していただいたときの大学の先生方の驚きというのは、尋常なものではなかったですね。彼

女たちの発表を聞いた先生方が異口同音に言ったことが、「うちの大学に入ってほしい。」これが最初

の感想です。それから「それが無理だったら、私の大学の大学生に喝を入れてほしいので、ぜひ大学

で発表してほしい。」という反応でした。 

ただ、これは逆に言いますと、大学の中身が問われているという話でして、地域人教育を受けた高

校生が行きたいと思う大学があるかという話になるわけです。実際のところ、地域にとってはうれし

い悲鳴かもしれませんが、地域人教育を受けて、高校卒業後すぐに地域で就職して、地域づくりや地

域の活動に関わりたいという生徒が増えたわけです。市役所の職員採用試験にも、そうした生徒が何

人も応募してきています。今市役所で働いている職員の中にも地域人教育を受けた人がいますが、彼

に対して最終面接をしたときのことです。「あなたはまだ若いのだから、他の地域に行って様々な経

験を積んで、いろいろな学びをしてから帰ってきても遅くはないのだよ。」という話をさせてもらっ

たのですが、「いや、私は地域人教育を受けて、地域のために働きたいのです。」と、本当に真剣にお

話いただいたということがあります。地域にとっては大変ありがたい話ですが、逆に、では大学とは

何かという話になりかねないぐらいの高校生の伸びがありますので、大学の機能や役割を、こうした

高校生の意識変容に即した形で見直していく必要があるのではないかと、文部科学省に対して申し上
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げているところです。そして、こうした地域に根を張った心豊かな生き方の実現を目指して、地方創

生につなげていくためのキャリア形成のための学び、そして地方創生のための教育活動について提言

させていただきました。 

17 枚目、18 枚目につきましては、今申し上げた地域人教育から生まれた課外活動についてです。

その皆さん方がどれだけ地域に入って活動していただいているか、また、それを全国高等学校生徒商

業研究発表大会で発表して優秀賞を受賞し、全国からも大変注目を浴びるようになっているという内

容です。飯田 OIDE長姫高校は、今すごく視察が多く、海外からも視察が来ているそうです。これは、

様々な所から注目がされているということです。これからの地域人教育について、飯田市としてはそ

うした成果を１つ１つしっかりと確認しながら、この統合的アプローチによって、地域の人材育成を

図っていったらどうかという思いを持っています。そうすることによって、一旦はこの地域を離れて

も、ここに帰ってきて、そしてここでみんなと一緒に暮らしていくような人が育っていくのではない

かと思います。先ほどは、若い皆さんの人生も町もしょぼくれてしまうという４コマ漫画を掲げまし

たが、ここに掲げております４コマ漫画のように、高校生までに地域のことを学び、その後一旦地域

を離れても、お祭りや人形劇フェスタなど様々な機会に地域に帰ってきて、そして、子育て世代のこ

ろには自分たちの子どもはこの地域で育てようという思いを持ってもらえる人材を育成していくこ

とができれば、右肩下がりの人口減少時代であっても、年配の方から若い皆さん方までの多世代がし

っかりと住んでもらえる地域になっていくのではないかと思うところです。 

最後に感想めいた話ですが、パワーポイント 19 枚目の下に書いてありますように、これまでの高

校教育は昔から、昔というのは大学への進学率が 10％ぐらいの頃の高校教育の範疇から、ほとんど出

ていないという言い方を文部科学省の職員の方はされておりました。したがって、大学進学率 10％ぐ

らいということは偏差値教育で言いますと、このピラミッドの赤いところ、まさに偏差値教育の一番

上のレベルに合わせた形で高校教育が作られていたということです。普通科高校が一番典型的ですね。

職業科の高校は、言ってみれば、手に職をつけて地域で働ける人を育てるという感覚しか持っていな

かったというのです。ところが、大学への進学率が高まるにつれて、地域のそういった人材が根こそ

ぎ大都市圏へ流れていくという状況に陥ってしまったことは、文部科学省も深く反省しておりました。

ここでは「偏差値教育におけるミドル層」という書き方をしていますが、その層において、この企画

力、構想力、実践力、あるいはプレゼン力という点で、いわゆる偏差値教育とは違う物差しで見たと

きに、高校生の伸びしろは大変な大きなものがあるのだということを、この地域人教育を通して実際

に文部科学省自体が学んできているわけです。偏差値教育において、いわゆる「ミドル層」と言われ

ている皆さん方の能力をどう伸ばすかについては、私のこうした提言を受ける形で、文部科学省とし

ても真剣に考えなければいけないということで、今検討してくれているということを付け加えさせて

いただいて、私の発表とさせていただきます。 

 

（総合政策部長） 

ありがとうございました。今、市長から、「高校改革による地方創生をめざして」ということで、地

域人教育についてお話しいただきました。これをふまえまして、委員の皆さんとの意見交換をさせて

いただきたいと思いますので、ご発言のある方は挙手をお願いいたします。 

 

（三浦教育委員） 

  私は実は、飯田 OIDE長姫高校の学校評議員をさせていただいている関係で、飯田 OIDE長姫高校
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の生徒たちの発表を通じて、３年間で行う課題解決のすごさを、ここ何年も目の当たりにしていると

ころです。市長からも具体的なお話をお聞きしましたが、１年生の時には地域を知って、２年生の時

には地域で活動して、３年生の時には課題解決に向けて行動するということを本当にしっかりされて

いて、３年生の成果発表を初めて見たときには「本当にすごい。」と思い、毎年見させていただいてい

ます。その中で、今回５回目の成果発表会をした生徒が考えたサブテーマが冊子に載っておりまして、

「私たちは地域で学び 地域に活きる 翔ぶ」というテーマが副題で入っておりました。校長先生か

らも「これは生徒たちが考えたのですよ。」と聞き、「地域で学び 地域に活きる 翔ぶ」、このことが

すでに生徒たちの考えにあるということが、今市長からのお話を聞かせていく中で、「ああ、そうした

意図するところがしっかり根付いているのだな。」というところとつながってきました。５月に人材

育成委員会のキックオフイベントが行われて、高校生が地域に入っていく、地域もそれで元気になる

とも聞き、また、この地域ではそうしたことができる体制もすごく整っているとも感じるところです。 

飯田 OIDE長姫高校の卒業生の半分、約５割が就職すると聞いておりますが、先日卒業式に行かせ

ていただいた際に、就職する生徒の７割が地域内就職、県内も含めると８割というお話を聞きました。

これはもちろん、地域企業の受け入れ体制が充実してきているということがあると思いますが、それ

でも、生徒たちが地域のことを知って、地域の課題を知って、地域の中でその解決策を学んでいくに

あたって、やはり楽しいと思ってこの地域に残っているのではないかと感じます。海外からの視察が

あるということは存じ上げなかったのですが、海外からも注目されているということは、逆に他地域

からぜひ飯田 OIDE長姫高校に入りたいという生徒が出てきたり、地域人教育でこの地域に行きたい

という方が出てきりしたら、これまた嬉しいお話だなと思ってお聞きしました。 

もう１つ、飯田 OIDE長姫高校とは別の話ですが、私の職場は飯田女子短期大学でして、大学の学

生たちに、「どうして地域の外に行かずに、地元の短大にきたのか。」ということを聞いたときに、「こ

の短大がよかったから。」と本当は言ってもらいたいのですが、そういう答えではなく、「この地域で

やりたいことがあったから。」と言う学生がおります。例えばこの地域でダンスサークルをやってい

る、バレエ教室をやっているということで、そういう活動をずっと続けたかったということですね。

この地域は芸術活動が盛んだと思います。伊那谷文化芸術祭「響」のように、若い人たちが発表する

場もたくさんあります。また、オケ友、「オーケストラと友に音楽祭」もあります。オケ友は、オケ友

をやっていた子たちが地域外に出ていても、その時期にはオケ友があるから帰ってくる、メンバーが

集まるという話も聞きます。 

やはり私も、地域を活性化させるために若い人たちに定着してもらうには、就職先を安定させれば

いいと考えていましたが、教育委員会で様々なことを学ばせていただくにあたり、こうした芸術文化

をきちんと整えていくことも大事だと思うようになりました。飯田美術博物館の菱田春草常設展です

とか、歴史研究所も然りです。様々なことを見て勉強する機会をいただく中でやはり、就職先がある

だけではなくて、ここにいて楽しい、ここにいてやりたいことがある、仕事以外に地域でいきいきと

して活動していけると若い人が思うことが大切だということを感じました。市長が言われたように、

こうしたことが今度は高大連携で普通科の高校にも広がることを考えますと、本当にワクワクしてお

話を聞かせていただきました 

 

（今村総合政策部長） 

他の委員の方、いかがですか。では、伊藤委員。 
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（伊藤教育委員） 

今の三浦委員の話から延長する部分で、飯田 OIDE長姫高校の地域人教育に私も関わらせてもらっ

ているのですが、普通科の高校、進学率の高い高校では、この地域に４年生大学がないために、地域

外に出ていく生徒が当然多くいると思います。その際、高校時代にしっかりと地域のことを知り、愛

着を持って地域外に出ていき、ふるさとへの愛着があって地域に帰ってくることはわかるのですが、

実際には就職先がなかなかないという状況があります。 

一旦地域外に出て、大学だけではなく、地域外を見るということは非常にいいことだと思います。

もちろん、地域外を見ずにここで就職するということもありますが、やはり地域外を見る、さらに言

えば海外を見るとふるさとや日本、地域への愛着が生まれ、文化の違いもわかりますので、いいこと

だと思うのです。やはり焦点としては、特に普通科の高校で地域外に進学された方たちがどうやって

飯田に帰ってくるかという点について、市長からお話をお聞きしたいと思います。 

 

（牧野市長） 

  わかりました。基本的にはパワーポイントの５枚目にも書いてありますが、これまでは高校がある

意味ではエアポケットになっていて、地域との関係が非常に薄い状況で生徒たちが地域外に出ていき、

地域での学びの最初はどこに出てくるかというと、実は大学のフィールドスタディだったりしたので

す。つまり、大学のフィールドスタディで初めて地域での学びを知り、「そうか。地域というのは、実

はいろいろなことを学べるところだったのだ。」と知るわけです。今、飯田にも、年間 1,000人ぐらい

の大学生がフィールドスタディに来ていますが、ただそれは例えば３泊４日、あるいは１週間、長く

ても２週間いるかどうかという感じです。ですから、ある意味では、地域での学習の入門編のような

感じでやっているのですが、実はそれが今の大学のカリキュラムの中では非常に重要だと位置づけら

れています。 

その大学生の成果発表の内容と、この地域人教育で３年間学んできた高校生の成果発表の内容が、

今年１月の学輪 IIDA全体会で結果的に比較されてしまったのです。そうしたら、もう高校生が圧倒

的だったのです。要するに大学の先生方が、「申し訳ないけれど、大学生の発表に比べて高校生のほう

がはるかに内容もあって、プレゼン力もあって、この発表を高校生たちだけで作ったとは信じられな

い。」という感じでご覧になられたのです。大学生のほうが高校時代を経て学んできているので、なん

となくしっかりできているのかなと思っていたら、実は大きな間違いで、地域人教育のカリキュラム

を組んで３年間しっかりやってきた高校生がすごく伸びているということが、そうしたところを見て

いてもわかるのです。だから、彼らがこれまでやっていた地域人教育の延長で、大学ではこうしたこ

とを教えてもらえるということが明確でなく、言ってみれば、大学の学びに対して、そこまでの魅力

を感じなくなってきているのです。私はそのことを文科省でも、あるいは学輪 IIDAの会議でも申し

上げているのですが、大学の今の状況にも非常に大きな課題があるのです。先ほど申し上げたように、

高校生が、大学で高校以上にきちんと地域のことを学べるのか、そういうものがあるのかという思い

を持っているわけです。 

ですので、先ほど伊藤委員がおっしゃったようなもっと地域外を見てということについて、私は、

例えばそうした高校生が一旦就職してから、国内留学のようなこと、大学院や社会人大学にもう１回

学びに行ってこいみたいなことを企業がさせる、そういうやり方もあるのではないかと思うのです。

そういうような形で、地域外に出て様々な経験をしてもらうということがあってもいいと思うのです。

ですので、これまでのように、高校からいい大学へ入って、いい会社に入れればというような、この
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パワーポイント６枚目の４コマ漫画に出てくるような、一心不乱に頑張っていい大学に入るために勉

強しなさいというものではなくなっているのではないかと思います。確かに、こうして勉強すること

で大学入試のためのテクニックはすごくつきますし、こうして勉強すれば、偏差値の高い大学に進学

することもできます。ですが、そうした大学に行った大学生と、地域人教育を受けた高校生がプレゼ

ンをしたときに、「なんでこんなに違うのか。」ということがはっきりしてしまったのです。私はやは

りそれを見たときに、大学も含めて、これからの高等教育のあり方は根本的に考え直さないといけな

いのではないかと思いました。 

 

（小林職務代理） 

  最初に今のお話に重ねて話をさせていただきますが、高校生の伸びしろ、または大学の機能・役割

の見直しと関わる話かと思うのですが、今、市長の発表をお聞きして、「これはすごいな。」と思った

ことは、パワーポイント 14 枚目の資料に地域人教育の成果発表会での生徒の声が載っており、最初

に「地域に出て話をしたり計画を立ててみると、普段座学で学んでいる商業の授業の大切さがわかり

ます。地域に出ることで授業も好きになりました。」と書かれているのです。やはり生徒たちが、本当

に自分の血となり肉となるような知見を獲得するのは、座学で学んだものと体験的に学んだものとが

結びつくことで、確実に学んでいくのだろうと思います。私が義務教育の教員として、小学校・中学

校で関わっていた子どもたちが飯田女子短期大学に入学してくる中で、高校生時代にどういう勉強を

したのだろうとびっくりするくらいたくましく主体的になっている学生たちがいるのです。その学生

たちはどう学んできているかというと、今市長からお話があったように、実業系の高校で体験的な学

びをしてきているのですね。そうした学生たちが、非常にいきいきとたくましくなって、自信を持っ

て大学の授業にも参加できるようになっているのです。こうしたことは今の高校、特に普通科高校が

どういうような授業に取り組んでいかないといけないかということのヒントにもなると思いますが、

そういう生徒たちが入れるような、行きたくなるようなこれからの大学のあり方を検討していくとい

うことについて、市長のお話と自分の経験とを重ねながら感じました。自分の生き方を確立できるよ

うな勉強をしてきた生徒たちが、さらにそれを伸ばしていけるような大学に行けるように、高大連携

でそうしていく必要があると思いました。 

２つ目ですが、今、飯田市は「りんご並木と人形劇のまち飯田」と言っておりますが、そこにプラ

スして、三浦委員からもお話があったように「オケ友のまち飯田」も付け加えられると、文化による

まちおこし、地域づくりということになると思うのです。先日、３月４日に「南信州民俗芸能継承フ

ォーラム」が飯田合同庁舎であり、その中で、飯田女子高校の生徒たちが黒田人形の人形劇クラブを

立ち上げて、地域の人と一緒に演じていたのです。それを見て、「これはすごいな。」と思いながら高

校生のインタビューを聞いていたところ、飯田女子高校で黒田人形を地域の人と一緒にやっていたそ

の生徒は、中学校時代に人形劇クラブで活動していたのですね。そして、人形劇フェスティバルにも

参加しながら、公演することの良さ、みんなで一緒にものを作っていくことの良さを体験して、高校

に入っても人形劇をやっているのです。また、阿南高校の生徒たちもいたのですが、その生徒たちも

やはり、高校で学んだことを将来地域で自分をつなげていきたいからということで、伝統芸能ができ

る会社を選んで就職しているのです。そうなると、この伝統芸能・文化というものも、若い人たちを

飯田に惹きつける魅力として大事なものになってくるのだろうと思いました。 

そして、それと同時にこの地域人教育の資料を見せていただきますと、中学生にしても高校生にし

ても、自分から地域に関わって地域づくりをこうやったという経験をここですれば、一旦飯田を離れ
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ても帰ってきたときに、地域は自分たちで当事者意識を持ってつくるものだということを実践してく

れるのではないかと思います。ですから、中学生で体験すれば高校につながり、中学校・高校・大学

とつなげていけば、一旦飯田を離れても、地域に戻ってくれば当事者意識を持って地域づくりの担い

手となるという心も育ってくれるのではないかと、市長のお話を聞きながら感じました。 

  

（今村総合政策部長） 

  他の委員の方から、ご意見はいかがですか。 

 

（小澤教育委員） 

  私も職場や地域で若い女性と接することが多々あるのですが、そうした人たちを実際に考えてみま

すと、地域人学習により地域で親しんだ人たちのほうが、進学などで一旦飯田を離れても戻ってきて

いると改めて感じました。その中で、今一緒に働いている若い人に、進学などで地域外に出ていった

ときに、「どうしたら飯田に帰ってくる？リニアが通ったら帰ってくる？」と聞いてみたところ、１か

月のリニアの運賃が家賃ぐらいの価格であれば、リニアを使って飯田から通いたいと言っていました。 

私が前から思っていることは、小・中学校の卒業式で卒業生が付ける花はどうして水引ではないの

かということで、保育園の卒園児が水引をつける園もあるのですが、なんで違うのかなと気になって

いました。授業などで、自分たちで水引を使って花を作り、それを付けて卒業式に臨むということも

いいのではないかとずっと思っていたのです。本日、鼎小学校の卒業式に行かせていただいた時に、

木下市議とお話し、「今年は水引の花を寄付してもらったのだけれども、寄付ばかりではだめ。」とお

っしゃっていたこともあり、資源回収などにより在校生も関わってお金を集め、自分たちで地域のも

のを使って花をつくり、そのブローチをつけて卒業すると、中学校・高校へも水引という地域のもの

をつなげていけるのではないかと思います。 

また、同じ地域の中でも、親がお祭りや運動会に参加する家庭の子どもは地域行事に参加するので

すが、親が参加しない家庭の子どもは参加しないのですね。このように家庭により子どもにも体験の

違いがあるため、多くの子どもたちに少しでも飯田の水引などに関わる機会があると、中学校や高校

にもつながっていくのではないかと思います。 

 

（牧野市長） 

飯田 OIDE長姫高校の卒業生の水引ブローチは、生徒たちが作っていますよね。 

 

（三浦教育委員） 

今年は商業科の生徒たちが開発した水引の結び方で作ったブローチを付けていましたね。 

 

（小澤教育委員） 

  オリジナル水引の開発をしていましたね。 

 

（牧野市長） 

今は飯田市の全小学校で水引の花を付けるようなりましたよ。 

 

（小澤教育委員） 
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  もらって付けるだけではなく、自分たちで関わった水引を付けてほしいですね。 

 

（代田教育長） 

  私も、飯田 OIDE長姫高校の成果発表会や様々なプレゼンテーションを見るにつけ、本当にすごい

成果が上がっているなと感じているところです。その上で、次のステップに向かっては、３つの連携

が必要ではないかと感じているところをお話したいと思います。 

１つは、県との連携をもう１歩進めたいと思っています。進めたいと主体的に言うのは、私自身が

少し怠っていて申し訳なかったという反省も含めてなのですが、実は長野県も「信州学」ということ

を進めており、私も今年、信州学推進委員でした。しかし、すっかり忘れてしまっており、第１回の

委員会に欠席してしまったので、２回目のときには行かなければということで、初めて信州学を勉強

しました。飯田の地域人教育と信州学とにどういった差異があるかと言いますと、この資料のパワー

ポイント 13 枚目に象徴されているのですが、信州学も「探求的な学び 地域の実態・課題・解決策

を探る」ということは明示しているのですが、「体験的な学び」「実践的な学び」は提起していないの

です。まさに地域人教育の良さはこの点でして、県に対してアドバンテージがあるとすれば、県への

影響力を進めることで、また新しい地域人教育のステージになっていくのではないかと感じています。 

２つ目の連携としては、高校と小・中学校との連携を考えていくべきだと思います。実は、公民館

でコーディネートしていただいて、２月 27日に飯田高校、飯田風越高校、飯田 OIDE長姫高校、下

伊那農業高校、飯田女子高校、飯田市内にある５つの高校の校長先生と懇談会を行いました。この懇

談会は、学力や受験ではなく、地域を担う人材をどう連携して育成していくかというテーマで１時間

ほど懇談したのですが、高校の校長先生方はコミュニティスクール自体をよく知らないのです。飯田

市教育委員会で発行している『わたしたちの飯田市』という小学校３・４年生の社会科資料も持って

いったのですが、「この教科書で学んでいるのですか。」ということで、やはり知らないのですね。で

すから、何か負担になるようなことを行っていくのではなく、高校側が小学校、中学校でどういうこ

とをやっているのか、まずは情報共有していくことが次のステップだと思います。 

３つ目は、飯田・下伊那の連携が大事だと思っています。実は、このことは先ほどの高校５校の校

長先生方から出た話で、飯田市がやっていることはよくわかったけれども、飯田市出身の生徒はこの

５校の中で６割ほどなのですね。他の４割の生徒が南部・北部の町村出身者であるときに、飯伊の小・

中学校とも連携していかないと、高校における生徒の割合とすると、飯田市出身者は６割ほどになっ

てしまうわけです。そうしたことから、連携の３つ目としては、飯田市のこうした取り組みを下伊那

の小・中学校へ、さらには飯田・下伊那にある高校へと結び付けていくことが、次のステージになる

のではないかと感じていまして、これはまだ取り組んでいないところですので、しっかりと方向性を

見出していきたいと思っているところです。 

 

（今村総合政策部長） 

  ありがとうございました。小林職務代理、どうぞ。 

 

（小林職務代理） 

  最初に教育長があいさつの中で話された第１回の総合教育会議で意見交換をした、地域全体で英語

教育をという中での英語ガイドについてですが、先日、教育長が同席して飯田東中学校の校長先生に、

りんご並木の英語ガイドを地域に任せるのはどうでしょうかという話をしたのです。そうしましたら、
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「あれは東中学校の大事な場所だ。」とおっしゃって、去年までは中学生が日本語でガイドをやって、

非常に大きな成果が上がった経緯もあるので、この英語ガイドは東中学校で受けさせてもらえないか、

というお話がありました。東中学校で検討するということなので、どうなるかはまだわからないので

すが、外国の人たちに東中学校の生徒たちが英語でりんご並木についての話をする。東中学校の生徒

たちは、りんご並木の成り立ちについての知識は持っているので、それを英語に訳してガイドをする

ことで外国人と触れ合ってまた新たな気づきが生まれ、さらにここに高校生が加わると、本当にいい

学びの場になるのではないかと感じています。実施までの期間が短いのでどうなるかわかりませんが、

東中学校側の校長先生が非常に前向きに受け止めていただいた報告をさせていただきます。 

 

（今村総合政策部長） 

  他にはいかがですか。では、全体のまとめを市長からお願いします。 

 

（牧野市長） 

  ありがとうございました。地域人教育については、それぞれの委員の方に前向きに受け止めていた

だき、実際にすでに関わっていただいていることを大変ありがたく思っております。もちろんまだま

だ課題もあると思います。私も思いますのは、伊藤委員からも話がありましたが、帰ってくるといっ

ても就職先はどうするのだということは、これからの課題としてあります。これは今、産業振興と人

材育成の拠点を整備していまして、まさにこの地域の将来の産業構造をどうしていくかということを

産業界と一緒になって考えていかないといけない話だと思っています。しかし、先ほどもリニアの話

が出ましたが、リニアが通りますと、まさに大都市圏が通勤圏、通学圏になります。今までも新幹線

で１時間圏内の地域、例えば佐久や軽井沢をみてみますと、約２、３千人程度が定期券を使って大都

市に通勤、通学しているという状況があり、リニアの定期券が家賃程度で販売されるとありますので、

おそらく飯田においても、そうした通勤、通学も１つの選択肢として入ってくるかと思います。まさ

にここに住んで、大都市圏に通うということもあり得るわけです。 

また、仕事にもよると思うのですが、みんなが大都市圏で仕事をしたいかどうかは別の話かと思い

ます。地域の中で暮らしていくのであれば、むしろ仕事は仕事として割り切って考えるという考え方

をする人もいるのではないかと思うのです。ちなみに、地域人教育の話の中に出てきました Sturdy 

egg の初代リーダーは、市役所に就職しています。２代目リーダーは、農協に就職しています。３代

目リーダーがこの４月から就職するのは、郵便局です。３人とも地元に残りたいということで、その

ような就職をしています。今、実は人手不足ですので、選ばなければ様々な仕事があるという状況で、

高校生の就職率は 100%に近いという実態であります。 

代田教育長から話があった県との連携ですが、まさに飯田 OIDE長姫高校は県立高校ですから、県

の教育委員会と一緒にやっている部分もあります。信州学とどう連携していくかはこれから考えてい

ただいて、前公民館副館長が県の職員をしていまして、県との連携はやりやすい関係にあると思いま

すので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。 

また、飯田・下伊那全体で取り組んでいくということはその通りだと思います。県からの高校改革

の話というのは、どう聞いてもまた高校再編をやるのかというように聞こえてしまう部分があります

が、実際本当にやるのかどうかも含めまして、これから南信州広域連合の中でも議論していくテーマ

だと思っています。一方で、本日申し上げたように、本当に中身のある高校教育改革については、文

部科学省にも提案させていただいているように、幅広く捉えていくことが必要だと思っていまして、
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こうした右肩下がりの時代における高校のあり方を多面的に捉えていただき、地域にとって本当にど

うあるべきかという議論がさらに深まっていけばと考えておりますので、教育委員の皆さん方にもこ

れからも関わりをよろしくお願いいたします。 

 

（今村総合政策部長） 

  ありがとうございました。限られた時間で、十分な議論の時間がとれなかったかもしれませんが、

以上をもちまして、平成 29 年度第２回総合教育会議を閉会させていただきます。お忙しい中、あり

がとうございました。 

 


