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飯田市教育委員会 平成 30 年５月定例会会議録 

１ 会議開会の日時 平成 30 年５月 14 日(月) 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 

         （図書館担当専門幹：櫻井毅）    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 

 会議録署名委員に三浦弥生教育委員に指名をした。 

 

△日程第４ 会議録の承認 

 臨時会及び４月定例会の会議録を承認した。 

 

△日程第５ 教育長報告事項 

○代田昭久教育長 

 Ａ４左肩止めの２枚で、今月の報告事項をまとめさせていただきましたのでよろしくお願いしま

す。 

 ４点ですが、まず１点、先月４月 28 日、29 日に行われた飯田やまびこマーチの報告をさせてい

ただきたいと思います。本当に非常に素晴らしい天気に恵まれて、大きなけが人もなく行けたこと

は実行委員会、事務局スタッフ、本当に多くの関係者の皆様が綿密な計画によりできたなというふ

うに思って、あらためて感謝申し上げたいなというふうに思っております。特に教育委員会にかか

わるところの PTA コースに関しては、下の方に書きましたが、過去最多の 1768 名ということで、

非常に多くの子どもたちが参加していただいたなあというふうに思っています。これは実は今年度

PTA コース少し短くしています。そういったことや、色々な対応の効果からというふうに思ってい

ます。ここの③に書かせていただきましたが、焼肉コースであったりとか、竜東コースであったり

とか、新企画で和菓子をプレゼントというグループ申し込みをすると和菓子をプレゼントであった

りとか、さまざまな新しい企画を計画する中で、多くの参加者に、人たちに集っていただけたかな

あというふうに思います。合計としては②のところに書かせていただきましたが、第 20回、第 30

回の記念大会を除けば、トータルで 4617 名ということで非常に多くの市民の方々にも、また市外

の方々にも参加していただいたなあというふうに思っています。本当にいい大会ができて大変良か

ったなと思います。ただ、すべてというわけではなく、まだまだ課題あるわけで、今回のやまびこ

マーチの続く目標にしている、「市民の健康増進」という点や、「子どもたちの体力向上」という点
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では、この一つの行事がどのような役割をしているのか、成果と課題もまだまだあるふうにおもい

ます。また細かな運用面においては、また課題もあるというふうに思っていますので、こういうの

も含めて、次年度への取り組みに生かしていきたいとそんなふうに思います。     二つ目、オーケストラと友に音楽祭について、第 10回を迎えた音楽祭でありますけれども、４

月の 30 日、５月の３，４，５と４日間にわたって行われたわけですが、すべてまだ総括されてい

ないので、いま個人的な感想含めて申し上げますが、非常に良い音楽祭だったなあというふうに思

っています。このオーケストラと友に音楽祭の一つの目標である、市民が音楽を楽しみ、学びとい

う点で言うと本当に定着してきたかなあと、嬉しく思いました。特に、クリニックコンサートの中

では中学生、高校生がプロの演奏家に教わった本当に素晴らしい演奏を聞いた時に胸躍るような気

持ちになって素晴らしい機会をいただいているなとそんなふうに思いました。４日間にわたり、教

育委員さんのみなさんにもお力添えいただいたことを有難く思っております。こちらのほうも非常

に素晴らしい機会であったのですが、ちょうど 10回ということで一区切りをつけ、ずっとご支援

いただいた円光寺先生にもいったん、指揮者としての役割を終えていただくということで一区切り

がたちました。最後の懇親会で先生の方から本当に 10 年間大きな土台ができたと思うという感想

もいただきましたけれども、その土台の上にどんなものを積み上げていくのかということは我々の

課題であるし、また先生の恩返しにもなるんじゃないかなとそんなふうに思っています。今後の在

り方については実行委員会と連携しながらよりよい音楽祭にしていきたい。そんなふうに思ってい

ます。 

 三番目になります。４月の 20 日から５月の８日まで、８日間にわたって学校訪問を行いました。

ほぼ 28 の内 20 を超える所で、教育長職務代理と一緒に、同行していただいて回ったわけですが、

小規模校では大体 60分くらい、中大規模校のクラスの多い学校については 70分程度ということで

比較的ゆっくり回って、校長先生との面談もしっかりとりながら行えました。ポイントとしてはど

のようなことをいつも校長先生方と面談をするのかということですが、いま飯田市が一つ重点的に

掲げている学力向上の点、これについては三観点を校長先生なりにどのように評価しているのか、

授業一緒に見て、回ってどういうふうに感じているのかという点。また二番目としては、これも飯

田市の重点課題である不登校の対策の観点から、４月当初の個別の子どもたちの出席状況を教えて

いただきながら、今後の見通しなどについても意見交換をしました。三番目はグランドデザインを

ベースにしながらですね、コミュニティスクールが始まって保護者にやっていただきたいこと、地

域にやっていただいていきたいということというのはそのグランドデザインの中に明記するとい

うことをやっているわけですけれども、この約束事をどのように１年間徹底をはかり、また年度末

には評価につなげていくのかというようなお考えを先生、校長先生方から聞きました。というのも

まだコミュニティスクール２年目なので、地域との約束事をどう評価していくっていうのもまだま

だ始まったばかりで、好事例がこれから生み出していきたいなという段階であります。その中で先

生、校長先生方にはぜひ意識して、相互に評価をしていくということをしっかりとやっていく中で

コミュニティスクールになるんじゃないかなというふうな思いも含めて、そんなことの意見交換、

意識合わせをしていました。いい実践が出てくるといいなというふうに思っています。そしてあの、

28 校回ったわけですが、総括としては良いスタートが切れたなというふうに思っています。今年度

28 校の中で 12 校が新しい校長先生になったわけですけれども、その新しい校長先生も自分の課題

を出しながら、今までのそれぞれの学校の中での取り組みを引き継いでいただきながら、配慮して

スタートしているなという感じを受けました。ただ、意見交換していく中、教室訪問していく中で

なかなか大変だなとか、こういうところは課題だなというところを感じざるを得ない学校もありま

した。そういう学校については学校の距離をなるべく近くに持ちながら、サポートしていきたいと

そんなふうに思いました。いずれにしろ学校を回らせていただいて様子が分かったのでですね、こ

れに４月、５月の年度当初来たらということで終わりにせずにですね、引き続き学校の様子に関し

ては、しっかりと把握をしながらサポートしていきたいとそんなふうに思いました。 

 ４つ目であります。先週、10 日、11 日は教育長の集まる会議、そして今週、実は教育長の集ま

る会議があるんですが、先週はですね関東の教育長が集まる会議がありました。で、今週は全国の

教育長が集まる会議があって、２週連続で出張させていただくわけですけれども、先週は関東地区

ということで横浜に約 200 名の教育長が集まって、総会が行われました。会計や、役員の決定とい

うところとですね、教育長が集まって、なかなか教育長になると勉強する機会ない中で貴重な講演

や、分科会が行われたなというふうに思っています。これを報告しだすと非常に時間がかかるので、
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この場では講演で私が印象に残ったところをお伝えするとですね、東海大学の高野進教授が講演を

されました。オリンピックに３回出場した日本の陸上界では本当にスーパースターのような方なの

ですが、印象に残ったところを２点お伝えするとですね、高野さん自身 120才まで生きるという計

画というか目標を定めています。人間が生命として十分生きられるだろうから心理、からだや食物、

体、からだをちゃんと鍛えていき、どうしたら 120才まで生きられるかということをやっている。

その中で、目標高く 120才まで高めると、まだまだ 56才だと思いますがこれからやるこというこ

とも見えてくるので、そういうその高い志を持った人に驚きをとあやかったことを、そのような生

き方をまねをしたいなとそんなふうに思いました。そしてもう１点、印象的で大きなテーマではな

かったのですが、1 項目の中で言っていたことが印象に残りました。それは運動をすると頭がよく

なるんですよと、これは運動工学的に、またアメリカの大学でも証明されていることです。簡単に

言うと運動をすると有酸素運動が行われて、有酸素運動が行われると脳が活性化すると、脳が活性

化すると勉強の集中力や記憶力が高まるという構造的なお話をいただいて、東海大学では一部、一

時期体育が選択になっていたのですけれども、そういう裏付けをもとに全学生が必修科目にして、

もう一度頭を使うだけではなくて、体を動かすということを見直しているという話は印象的でした。

まあ飯田市においても体力の向上というのは大きなテーマでありますが、この体力の向上というの

は学力の向上と、別物ではなくてお互い高めることで相関関係もあるもんだなあとそんなふうに思

いながら体力の向上もしっかりやっていきたいとそんなふうに思いました。 

 以上、私からの報告とさせていただきます。何かご意見あればよろしくお願いします。 

よろしいでしょうか。 

 

△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。本日は 10件の議案審議になります。よろ

しくお願いします。 

 まず、議案第 13号学校運営協議会委員の任命についてよろしくお願いします。 

 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 

 資料の１ページ、議案第 13号でございます。学校運営協議会の委員の任命についてお願いをい

たします。飯田市学校運営協議会の規則第７条２項の規定により下記の者を学校運営協議会委員に

任命したいというものでございます。丸山小学校、飯田西中学校学校運営協議会でございますけれ

ど、東野まちづくり委員会の会長の改選に伴いまして、この運営協議会の規則に伴って新たな委員

を任命いたしたく提案するものでございます。任期につきましては同規則第９条第２項の規定によ

りまして、前任者の残任期間となりますのでよろしくお願いいたします。以上です。 

 

○代田昭久教育長 

 はいありがとうございました。今の提案についてご意見ご質問等ございますでしょうか。よろし

いでしょうか。それでは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 14号飯田市結核対策委員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 

 議案第 14号をお願いいたします。飯田市結核対策委員の任命についてでございます。飯田市結

核対策委員会条例第４条第２項の規定に基づきまして、下記の者を飯田市結核対策委員に任命をし

たいというものでございます。委員の氏名、住所、役職、備考につきましてはご覧の通りでござい

ます。提案理由につきましては飯田市結核対策委員会条例第１条の規定によりまして、小中学校に

おける結核対策の方針を定めるに当たり専門的な意見を徴するため、同条例第４条の規定により関

係機関から６人の委員を選出し任命したいとするものでございます。任期につきましては少しさか

のぼりますが、平成 30 年４月 1 日から平成 31 年３月 31 日までとしています。以上でよろしくお

願いいたします。 
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○代田昭久教育長 

 はいありがとうございました。今の議案について何かご質問ご意見等ありますでしょうか。ない

ようでしたら承認ということでよろしいでしょうか。ありがとうございます。 

 続きまして議案第 15号飯田市社会教育委員の委嘱についてお願いします。 

 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 

 議案第 15号飯田市社会教育委員の委嘱についてということで、飯田市社会教育委員条例第２条

により下記の者を飯田市社会教育委員に委嘱するということで、飯田市社会教育委員条例におきま

して、社会教育に関する諸計画を立案し、定時又は臨時に会議を開き、教育委員会の諮問に応じ、

意見を述べることなどの必要な職務を行うという業務を社会教育委員さんは行っております。 

以下、ことしの社会教育委員さんについては任期２年目ということで、お二方はそれぞれ学校長

の推薦により委員の交代ということで以上、２名の方です。提案理由については、飯田社会教育委

員条例第２条の規定により補欠委員に委嘱したく提案するものです。なお、任期は同第４条第２項

の規定により、前任者の残任期間である平成 31 年 3 月 31 日までとします。以上でよろしくお願い

したいと思います。 

 

○代田昭久教育長 

 はいありがとうございました。ただいま議案第 15号に関する説明がありましたけれども何かご

意見、ご質問等ありますでしょうか。よろしいでしょうか。 

 

 （「はい。」という者あり。） 

 

それでは承認ということでよろしくお願いします。 

 

 次に議案第 16号学校体育施設開放運営委員の委嘱について議題としたいと思いますが、事務局

からの説明を受ける前に、お諮りをしたいと思います。この案件は小澤教育委員の一身上に関する

事案を含む議案であり、このような案件について委員は原則維持に参与することができない。ただ

し、教育委員の同意がある時には会議に出席し発言することができると、地方教育行政の組織及び

運用に関する法律第 14条第６項で規定されております。私としては人事に関する案件であり、公

正な執行を保証するために議案第 16号の審議に関しては小澤教育委員の除斥を求めたいと思いま

すがご意見ございませんでしょうか。 

よろしいでしょうか。ということでご異議なしでございます。よって小澤教育委員は除斥をし、

審議するということに決定いたしました。小澤教育委員は退席をお願いします。 

 

（小澤教育委員退席） 

 

はい、ありがとうございました。それでは議案第 16号学校体育施設開放運営委員会委員の委嘱

についてお願いいたしします。 

 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 

 それでは議案第 16号学校体育施設開放運営委員会委員の委嘱についてということで飯田市立学

校体育施設開放に関する規則第４条第２項の規定により、下記の者を学校体育施設開放運営委員会

委員に委嘱するということでお願いしたいと思います。 

この案件につきましては、伊賀良小学校体育施設開放運営委員会、それから旭ヶ丘中学校体育施

設開放運営委員会、それぞれにつきましては２年目、２年間の任期のうちの２年目ということで、

今回任期 30 年４月１日、31 年３月 31 日ということで、役職にある者が任期中に交代した場合は、

新しく役職に就いた者が残任期間を担当するということで、この伊賀良小学校体育施設開放運営委

員会、旭ヶ丘中学校体育施設開放運営委員会については提案をさせていただくということでよろし

くお願いをしたいと思います。 
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それから松尾小学校体育施設開放運営委員会委員、それから緑ヶ丘中学校体育施設開放運営委員

会委員につきましては任期１年ということで交代となります。任期につきましては下記に記載の通

り、30 年４月１日から 31 年３月 31 日、役職にある者が任期中に交代した場合は、新しく役職に就

いた者が残任期間を担当するということで提案したものです。提案理由につきましては飯田市立学

校体育施設開放に関する規則第５条に基づき、学校体育施設開放を円滑に行うため、上記の開放校

に学校体育施設開放運営委員会を設置し、その委員として上記の者を委嘱いたしたく提案するもの

です。以上、よろしくお願いしたいと思います。 

 

○代田昭久教育長 

 はいありがとうございました。議案第 16号に関する説明がありましたが、ご意見質問等ありま

すでしょうか。 

はい、ないようですので承認ということでよろしく願いいたします。 

 

（小澤教育委員入室） 

 

はいありがとうございました。 

 続きまして議案第 17号飯田市文化財審議委員会委員の委嘱についてお願いします。 

 馬場文化財担当課長お願いします。 

 

◎馬場保之文化財担当課長 

 議案第 17号飯田市文化財審議委員会委員の委嘱についてでございます。飯田市文化財保護条例

第４条第１項の規定により、下記の者を飯田市文化財審議委員会委員に委嘱するというものでござ

います。審議委員会は教育委員会の諮問に応じまして、文化財の指定及び当該指定の解除、並びに

指定文化財の利用活用に関する重要事項を調査審議し、教育委員会に意見を建議するものでござい

ます。提案理由といたしまして、飯田市文化財審議会委員の任期が満了したことに伴い、飯田市文

化財保護条例第４条第１項の規定により提案するものです。なお、任期は、同第４条第２項の規定

により、2018 年４月１日から 2020 年３月 31 日までとするものです。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。議案第 17号に関する説明がありましたけれども、何かご意見ご

質問等ありますでしょうか。 

なければ承認ということでよろしいでしょうか。 

はいありがとうございます。 

 続きまして議案第 18号飯田市公民館運営審議会委員の委嘱についてお願いします。 

 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 

 本議案は、飯田市公民館条例第６条に基づき、公民館運営審議委員の委嘱を求めるものでござい

ます。提案理由でございますが、飯田市公民館運営審議委員の任期満了に伴いまして、社会教育法

第 30条及び飯田市公民館条例第６条の規定により、上記の者を委員に委嘱したく提案するもので

ございます。当審議会は社会教育法第 29条第１項及び飯田市公民館条例第５条に基づき設置する

ものでございます。委員の定数につきましては飯田市公民館条例第６条第２項により 20 人以内と

定められており、今回は 14 名とするものでございます。また委員の任期につきましては、飯田市

公民館条例第６条第３項により、２年と定められており、2020 年３月 31 日までとします。 

審議会では、社会教育法第 29条第２項によって、公民館における各種事業、企画について調査

審議するものとされております。委嘱いたします委員は議案をご覧ください。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。ただいま議案第 18号に関する説明がありましたが、この議案に
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関する質問ご意見等あればお願いします。 

はい、ないようですので議案第 18号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 19号飯田市立図書館協議会委員の選任についてお願いします。 

 櫻井社会教育担当参事お願いします。 

 

◎櫻井毅社会教育担当参事 

 はい、議案第 19号でございます。飯田市立図書館協議会委員の選任について、図書館条例第 12

条の規定により、下記の者を飯田市図書館協議会委員に選任をお願いしたいとするものでございま

す。提案理由としましては、図書館協議会委員は 10 名で構成し、任期２年ということでございま

して、ことしがその２年目ということになり、今回、委員の交代により、補欠委員を新しく選任し

たいということで、任期は１年ということでございます。よろしくお願いします。 

 

○代田昭久教育長 

 はいありがとうございました。ただいま議案第 19号に関する説明がありましたが、ご意見ご質

問等ありますでしょうか。 

ないようでしたら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 20号飯田市歴史研究所協議会委員の任命についてお願いします。 

 小椋歴史研究所副所長お願いします。 

 

◎小椋貴彦飯田市歴史研究所副所長 

 それでは議案第 20号につきましてお願いいたします。初めに訂正をお願いしたいところがあり

ます。議案の一番下の提案理由のところでございますが、任期は同条第３項の規定により、平成 30

年４月１日から平成 31 年３月 31 日までと記載がございますが、次のように訂正をお願いしたいと

思います。平成 30 年のところを 2018 年、それから平成 31 年を 2020 年に訂正をお願いしたいと思

います。任期は２年でございます。 

 それでは説明をいたします。飯田市歴史研究所協議会委員の任命についてということでございま

すが、こちらは歴史研究所条例の第７条第２項の規定によりまして、任期切れに伴い、上記の皆さ

んの任命を提案するものでございます。本協議会につきましては、歴史研究所の円滑な運営及び市

民と研究した事業の推進を図るという目的を達成するために委員の皆さんに必要な事項をついて

審議をいただいて意見を求めていただくと、そういう協議会でございます。定数は 10 名以内とい

うことで今回は７名と、委員さんの任命をお願いしたいと思います。各委員さんにつきましては、

議案の通りでございます。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。ただいま提案書の訂正として平成 30 年を 2018 年、31 年を 2020

年ということで訂正のお諮りがありました。そのうえで、議案第 20号に関する質問ご意見等あれ

ばお願いいたします。 

ないようでしたら承認ということでよろしいでしょうか。 

 

（「はい。」という者あり。） 

 

ありがとうございました。 

 続きまして、議案第 21号飯田市キャリア教育推進協議会委員の委嘱についてを議題とさせてい

ただきます。事務局から説明を受ける前にお諮りをしたいと思います。この案件は小澤教育委員の

一身上に関する事案を含む議案であり、このような案件について委員は原則議事に参与することが

できない、ただし教育委員会の同意がある時は会議に出席し発言することができると、地方教育行

政の組織及び運用に関する法律第 14条第６項に規定されております。私としては人事に関する案

件であり、公正な執行を保証するために、議案第 21号の審議に関しては、小澤教育委員の除斥を

求めたいと思いますが、ご異議ご意見ありませんでしょうか。 

 

◇小林正佳教育長職務代理者 
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 これは家族もダメということなんですね。これは旦那さんのことですよね。そうですね。家族も

ダメという意見ですね。 

 

○代田昭久教育長 

 という判断をさせていただきましたが、ご異議はないでしょうか。はい、それでは異議なしと認

めます。よって小澤教育委員を除斥し、審議することに決定いたしました。小澤教育委員は退席を

お願いいたします。 

 

 （小澤教育委員退席） 

 

 それでは、議案第 21号飯田市キャリア教育推進協議会委員の委嘱についてお願いいたします。 

 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 

 はい、まずは資料の方なんですが、議案の書類の関係なのですが差し替えということで、別紙で

お配りした資料の方が話になりますので、こちらの資料に書いてあるものについては差し替えをお

願いして、この別紙の議案第 21号で説明をさせていただきますので、挟んだらよろしくお願いし

たいと思います。 

 それではご説明をさせていただきます。議案第 21号飯田市キャリア教育推進協議会委員の委嘱

について、飯田市キャリア教育推進協議会設置要綱第５条第２項の規定により委員に委嘱するとい

うことで、キャリア教育推進協議会につきましては、キャリア教育の推進に関する基本的な方針を

定める、推進に関する評価及び検証を行うということで教育委員会に所属して１年という任期で行

っております。今回につきまして、新たに任命をさせていただいて、ということでよろしくお願い

したいと思います。なお、再任の方、新任の方、それぞれおりますが、新任の方につきましては、

ＰＴＡの関係、校長会の関係が新任ということと、市の職員あるいは工業課長の新任ということに

なりますのでよろしくお願いします。提案理由につきましては飯田市キャリア教育推進協議会設置

要綱第５条第２項の規定により、上記の者を委員に委嘱したく提案します。任期は平成 30 年４月 1

日から平成 31 年３月 31 日までです。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。ただいま議案第 21号の説明がありました。この議案に関する

質問ご意見等あればよろしくお願いします。 

 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 

 はい、２点お願いします。 

 １点目は、副会長２人が役職としてなっているわけですが、会長は誰なのか、これは委員の中で

互選するんじゃなくてあらかじめ副会長ということで、そういうふうな規約になっているんだと思

うのですが、そのところを教えてください。 

 ２点目ですが、この方たちは２月に行われるキャリア教育推進フォーラムのところとどのように

関わってくれているのか、その関わり方を教えていただきたいと思います。 

 

○代田昭久教育長 

はい、ありがとうございました。 

 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、説明を落としまして大変申し訳ございませんでした。要綱においてこちらのほう、教育長

が会長を務めるという要綱になっておりますので、こちらのほう副会長ということになっておりま

す。また副会長２名につきましては会長が指名したものということで副会長２名が選任されていま

す。まずその点よろしくお願いしたいと思います。飯田市キャリア教育推進協議会設置要綱の中に
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うたわれていまして、その中でうたわれておりますので、第 7条において推進協議会会長及び副会

長に、会長は飯田市教育長もってあて、副会長を会長が指名し、教育委員会が委嘱するということ

でよろしくお願いしたいと思います。 

 それから２点目のご質問、キャリア教育推進フォーラムにつきましては飯田市キャリア教育推進

協議会設置要綱において、キャリア教育第４条によってキャリア教育の推進に関する基本的な方針

を定める、キャリア教育の推進に関する評価及び検証を行うという中でこの事業におきましては年

間計画等定めまして、キャリア教育フォーラムも含めまして事業の中で、年間に続けて実践してお

くと、その中でキャリア教育フォーラムも年間計画の中で実践して関わっていただくと、というか

たちで議論をいただいて普段の計画を完成させますのでよろしくお願いします。 

なお、あの、キャリア教育研究委員会というものがありますので、そちらのほうに具体的なもの

を年５回開催して、推進協議会が定めたキャリア教育推進に関する基本的な方針をもとに、事業の

企画、立案及び運営等行うということでこの実働部隊というべきキャリア教育研究委員会があるの

で、そちらの方で事業を実施していくというような位置づけとなっております。よろしくお願いし

ます。 

 

○代田昭久教育長 

 はいありがとうございました。 

 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 

 メンバー的に大事な方たちが入ってくださっているので、キャリア教育推進フォーラムに、ぜひ

この方たちも積極的に関わっていただき、フォーラムの成功に向けて取り組んでいただくとありが

たいなと思います。ちょっと、口はばったいことを言っておりますがよろしくお願いします。以上

です。 

 

○代田昭久教育長 

 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、ありがとうございます。いまのご意見をいただきまして、またあの計画、立案のほうをこ

れから進めていきますので、そういったかたちで進めていきたいと思いますのでよろしくお願いい

たします。 

 

○代田昭久教育長 

 はい、ありがとうございました。 

 

◎三浦伸一教育次長 

 いまのに関わってでもいいでしょうか。補足で。 

 

○代田昭久教育長 

 三浦教育次長お願いします。 

 

◎三浦伸一教育次長 

 この定例会でも何回かご意見いただいています、飯田市キャリア教育推進フォーラムですが、今

年度はですね、校長会のほうがなかなか動かせないということなので、土曜日ではなくて日曜日の

ことで、学校の先生方にも極力出ていただくということで、中学２年生が９中学校区から、人数の

大小ありますが、全員対象で集まるということがなかなかない機会なので、先生方にも集まってい

ただくということでスケジュール的には調整をさせていただきました。以上です。 

 

○代田昭久教育長 

 はい、ありがとうございました。ぜひフォーラムが委員の皆さんにしっかり伝えていき、もっと
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もっと盛り上がるようにしたいなというふうに思うところであります。他にご意見ありますでしょ

うか。それでは議案第 21号に関しての承認ということでよろしいでしょうか。 

はい、ありがとうございます。 

 

 （小澤教育委員入室） 

 

○代田昭久教育長 

 それでは、議案第 22号飯田市青少年育成推進委員の委嘱についてお願いします。 

 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 

 よろしくお願いします。それではご説明させていただきます。議案第 22号飯田市青少年育成推

進委員の委嘱についてということで、こちらにつきましては飯田市青少年育成センター設置要綱第

５条第２項の規定により、下記の者を飯田市青少年育成推進委員に委嘱する。ということでこちら

飯田市青少年育成推進委員につきましては、該当巡回活動、青少年育成に関する社会的な環境を改

善するための活動をしています。青少年育成にかかる関係機関という団体との連絡、調整、青少年

での育成に関わる資料の収集及びその他青少年健全育成に必要なことということで取り組んでお

ります。任期については２年間ということで２年目ということになります。今回、提案をさせてい

ただいたことにつきましては、役員の交代、PTA の役員の交代ということで１名新任の方が務めら

れるということでの補欠委員ということになります。よろしくお願いしたいと思います。提案理由

につきましては、飯田市青少年育成センター設置要綱第５条２項の規定により、上記の者を補欠委

員に委嘱いたしたく提案するということで任期は、前任者の残任期間である平成 31 年３月 31 日ま

でとするということで以上よろしくお願いいたします。 

 

○代田昭久教育長 

 はいただいま議案第 22号に関する説明がありました。この議案に関する質問ご意見等ありまし

たら、お願いします。 

 伊藤教育委員お願いします。 

 

◇伊藤昇教育委員 

 たいしたことじゃないのですけれど、任期を西暦にしたり、平成にしたり、統一感がないと思う

のですけれども、年号が変わるということで、西暦にしたのかなとは思うのですが、まちまちにな

っていて、統一感がないのですが。 

 

○代田昭久教育長 

 はい、事務局のほうへ、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 

 ご指摘いただいた点につきましては、年号が天皇の退位で、天皇が変わるということがございま

すので、西暦表記にさせていただきました。文化財審議委員の関係では。 

 

○代田昭久教育長 

 はい、文化財のほうは西暦にしておりますということですね。 

 櫻井社会教育担当参事お願いします。 

 

◎櫻井毅社会教育担当参事 

 私が答えるような状況ではないと思うのですが、元号に関しまして去年までの状況において、前

職のところで確認したところで、法令とか条例とかで決まりがあって、和暦でやるというものにつ

いては、この先平成 30 なん年とか、平成はないですが、和暦を使うという考え方が飯田市の文書

法規担当のところではあります。例えば、予算書の中で５年ぐらいかけて、債務負担行為というこ

とで支払いしていくような予算、30 年度予算書の中にはあるのですが、それは平成 35年までとい
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う記述が記さげられます。そういったことに照らしますとこれは、法令等に規定があれば和暦とい

うことでありますが、別に西暦、和暦どちらを使っても問題はないかなということではあります。 

 

○代田昭久教育長 

 はいありがとうございました。よろしいでしょうか。 

 

 （「はい、良いです。」という者あり。） 

 

他にございますでしょうか。ないようでしたら議案第 22号承認ということでよろしくお願いい

たします。 

 はい、それでは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 

 それでは、日程第 7協議事項に移りたいと思います。(1)平成 30 年度小中連携・一貫教育の進め

方と小中連携・一貫教育推進委員会の運営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、次のページをご覧ください。資料 No.１ 深耕期４年目に向けて、というところでござい

ます。平成 29 年度推進委員会総括が一番うえのラインボックスの中に書かれております。成果と

いたしましては、授業の向上、学力向上では授業改善の視点が焦点化され、子どもの側に立った具

体的な実践が展開されているという点。人間関係づくりでは、一人ひとりの子どもを小中一貫して

みる見方が定着し、中１ギャップの解消につながっているなどが挙げられております。また、課題

及び方向性として、小中一貫カリキュラムは、目指す子ども像の実現に向けて有効なので、例えば、

「総合的な学習の時間」のカリキュラムの作成をしてはどうか、コミュニティスクールのよさを活

かしていけば、小中連携・一貫教育の充実につながりそうだ。そのためにはコーディネーターの役

割が重要である、などが挙げられております。また、ここには書かれておりませんが、各中学校区

の推進計画の作成時には、前年度の課題を解決するための活動を今年度の留意点として位置づけて

いくべきではないかなとか、推進委員会の在り方について再確認をしていく必要があるんじゃない

かというご意見をいただいております。これらを受けまして、次のページをお開きください。平成

30 年度小中連携・一貫教育の進め方と推進委員会の運営について(案)を作成いたしました。上から

二つ目のラインボックス内には、29 年度重点活動の成果といたしまして、「学力向上の結いプラン」

「５つのアクション」等の着実な取り組みや、地育力を生かした学習活動の充実により、授業改善・

人間関係づくりで大きな進展が見られる。課題といたしまして深耕期４年目を迎え、各中学校区で

の取り組みに差が生じているので、推進委員会として基本的な方向性を明確にする必要がある、と

まとめさせていただきました。それを受けまして、次のラインボックスで 30 年度の重点課題(案)

を書かせていただきました。ここでは中学校区の重点と、推進委員会の重点の二つに分けて考えて

おります。まず中学校区の重点では、昨年度までの取り組みで学力向上や、人間関係づくりの大き

な成果を上げていることから、この方法で取り組みを継続し、コミュニティスクールの力を借りな

がら、各中学校区の目指す子ども像の実現や、中学校区の課題解決に向けた取り組みを積極的に進

めてまいりたいと思います。また、③にもありますように小中一貫した家庭教育の在り方について

も研究を深めるようご支援をしてまいりたいと考えております。 

続いて、新たに推進委員会の重点という項目をもうけさせていただきました。ご承知のとおり飯

田市小中連携・一貫教育はできるところからやるという視点で各中学校区の実情に応じた実践を積

み重ねてまいりました。その結果、先ほども申し上げたように学力向上や人間関係づくりで大きな

成果を上げております。しかし平成 23 年度の取り組み開始から 7 年を経まして、中学校区ごとの

取り組みの度合いに差が広がり始めていることは歪めない事実となっております。そこで、深耕期

４年目の今年度、推進委員会として飯田市小中一貫カリキュラムの試案の作成、提案をすることを

通して、各中学校区ごとの取り組みを活かすと同時に、飯田市としての小中連携・一貫教育の基本
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的な方向性を明確にしてまいりたいと思います。具体的には資料下半分にありますように、年間５

回行われる推進委員会で、事務局から提案された一貫カリキュラムの（案）について、検討・意見

交換をしていただき、年度末には「国語」「算数・数学」「外国語活動・英語」「総合的な学習の時

間」の４つの分野で、９年間を通した教育課程の雛型を提示していけたらと考えております。なお、

原案作成時には各中学校区で既に作成が進んでいる、一貫カリキュラムや校長会主導委員会からの

意見集約など大いに参考にさせていただく予定であります。以上です。 

 

○代田昭久教育長 

 はいありがとうございました。ただいまの説明に関して何かご意見ご質問等ありますでしょうか。 

 

◇小林正佳教育長職務代理者 

 いいでしょうか。 

 

○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 

 30 年度の重点のところの大事な方向を示してくださっているというふうに基本的に思うのです

が、飯田市の推進委員会の重点というところで、飯田市小中一貫カリキュラムの試案を作成して提

案するというふうにあります。これは教育委員会の事務局で作ってこれを提案していくというかた

ちにしてやっていくということなのか、それとも全部があるわけじゃないのですが、できている学

校区の9カ年のカリキュラムを例示として出して、９中学校区のほうへ提案するということなのか、

これあたりのことをどのようにお考えでしょうか。 

 

◎高坂徹学校教育専門幹 

 はい教育長。 

 

○代田昭久教育長 

 はい、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 

 推進委員会のほうには事務局の方から案を出すわけですが、その案の作成に当たっては、今まで

各中学校区の取り組みで、既に教科ごとに作りはじめているところもありますし、まだのところも

あります。そのようなことを中学校区から情報を集めたり、校長会の主導委員会のほうでもいくつ

か関連して委員会がありますので、そちらからの情報をいただきながら、原案を作ってまいりたい

と考えております。以上です。 

 

○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 

 そうすると、事務局では、かなりの作業量になるんだけど。それは専門幹が中心になるんだろう

と思うのですが、そのあたりのところはいいのでしょうか。 

それで実際のところいうと、各中学校区の今年の計画を見ると、「外国語活動・英語」をやらな

きゃいけないというところがけっこうあります。で、「総合的な学習の時間」はできているところ

はかなりのところあると思うのですが、他の「国語」「算数・数学」というのはこれからなんです

よね。そうすると、30 年のところにこれを書くということは、この「国語」「算数・数学」「外国語

活動・英語」「総合的な学習の時間」の４つをどこの中学校区も作ってみようということなんです

か、その 30 年度末までに。 
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◎高坂徹学校教育専門幹 

 はい教育長。 

 

○代田昭久教育長 

 はい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 

 一応、いま職務代理がおっしゃったように「国語」「算数・数学」のところに関しましては、主

導委員会のほうのアドバイス、意見集約を受けながら、事務局のほうで作ってまいります。で、ど

の程度のものができるところとかは、正直、現状では、はっきりしたものをお示しできないわけで

すが、こういう方向でどうでしょうかということで、まあ試案という言葉を使わさせていただきま

したが、作ったものを 31 年と 32 年度のＰＤＣＡサイクルで見直していきながらというもので作っ

てまいりたいと考えております。 

 

◇小林正佳教育長職務代理者 

 はい。 

 

○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 

 これは、それこそ事務局というか次課長会でかかっていて、教育長もＯＫという判断で理解して

もいいですか。 

 

○代田昭久教育長 

 はい。 

 

◇小林正佳教育長職務代理者 

 基本的にですね、そのカリキュラムを作っていく過程が大事だと思うんですよ。作るだけだった

ら、教科書会社とかそういうところで、もうひな形あるんで、そいつを持ってきて印刷して、これ

がカリキュラムだといえば、すぐできちゃうのです。この案を見ると、「国語」「算数・数学」に関

わってみると、そうやってぱっと提案するような気がしてしょうがない。そうじゃなくて、それぞ

れの中学校区ごとに先生たちが集まって国語の９か年のカリキュラムを作ろうじゃないかと言っ

て作っていく過程の中で、お互いに勉強しながらできていくのではないかと思います。そうしない

と形はできたけれども本当に使えるカリキュラムができないんじゃないかという気がしてしょう

がない。特にこの中で１ページの所にですね。「何ができるようになるか」というところがあるん

ですが、これから小中連携・一貫の事務局案の検討のところに、新しい時代を必要とする［資質・

能力］＝［何ができるようになるか］で一貫カリキュラムを作成していくとあるが、このことは先

ほど申し上げたように、そう生易しいことではない。ただただ形だけ整えるだけであったら、明日

にでも作れと言えば、印刷物にしてぱっとできる話なのだけれども、そんなことしていいのか。 去

年のまとめを見ると、教育長さんも見てもらっていると思うのですが、各学校の小中連携・一貫カ

リキュラムのまとめのところを見ると、来年は、つまり 30 年度は「外国語活動・英語」が入って

くるからこのあたりのところはみんなで作っていこうよという中学校区が多くあるんですよね。そ

のあたりを作るので精一杯じゃないのかという気がします。そこだけ作るのも大変だけども、この

４つを作っていくということは、形だけになっちゃうんじゃないかという心配してなりません。ま

た、今までの飯田市が大事にしてきた小中連携・一貫教育は「できるところからやる、やらなけれ

ばならないところからやる」ということがあったと思うんですが、その４つを今年度いっぺんに作

っていくということは、この働き改革を大事にしていかなくちゃいけない中で、そこまで求めてい

いのか。中学校区によっては、私の記憶が確かなら、旭ヶ丘中学校区は「算数・数学」辺りに手を

つけようという動きがあったと思うのですが、そういうところはそこに着手してもらうことはよい

が一気にそろえる必要が本当にあるのか、それぞれの学校規模が違う中でそこまで要求していいの
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か、せめて「外国語活動・英語」が始まるから、ここはみんなで作ろうよということは、これは説

得力ある。４つをいっぺんに 30 年度中に作成しろと言う、今までこんな強い指導はやったことは

ない。それからもう一つ校長会の主導委員会というのはどれだけの力を持っているのかということ

もある。 校長さんたちが、これを作ったとしたって実際にやる、動かす先生たちが納得していか

ないとダメだろうと思う。 去年の小中連携・一貫教育推進委員会の中で、旭ヶ丘中学校の下井先

生が、２年間のうち１年目はみんな「こんな会議なんでやるんだ」とぼろくそに言われたが、２年

目になったらみんな一生懸命協力してくれるようになってようやくできて、最後は懇親会までやれ

たという発表をしてくれたが、あの動きが大事で、この事務局が先導してこれでやるという形をつ

くったって、飯田市にとっての連携・一貫教育のその魂が飛んでしまうじゃないかと私は思います。 

 

○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 

 まず、29 年度のまとめの段階で事務局としての課題としては、各中学校区ごとに課題があるので

すが、その課題を捉えて 30 年度の計画になって落とし込まれてない課題解決のための取り組みが

やや弱いのではないかということで、校長会、教頭会で再度見直しをしていただくということで、

見直しの一つの方向で今日示させていただきました。もう一つは探索期、深耕期、充実期という３

つのプロセスを計画しているのですが、せめてその充実期に行くところでは、義務教育９年間の中

学校区ごとのカリキュラムでいいので、そこがスタートできるものを考えていこうということで、

まずそれが念頭にございました。職務代理のお話にありますようにいま、ほぼゼロの段階からこれ

だけの教科ができるのかということはありますので、まあそういう意味で今日ご意見いただくとい

うことで協議事項にさせていただいて、教育委員さんからご意見いただいて、さらに事務局のほう

に戻して、検討させていただきたいと思います。で、一つ今年度の体制の中で、危機管理事案につ

いては学校教育課長が受けてということで、学校教育専門幹の業務を、特に小中連携・一貫教育に

重点的な業務にさせていただいて、それを受けて二人の教育主導主事の先生と共に授業改善や、授

業運営、学校経営というところにご指導いただこういうところで考えておりますが、ご指摘のご意

見、もっともだと思いますので、誠に申し訳ございません。もう一回戻って、事務局の中で検討し

て 6 月の定例会で出させていただきたいと思います。できれば、すべてを示すのではなくて、こん

な考え方があるというきっかけ、各中学校区ごとの検討できるきっかけになるぐらいのものでいい

のかなというイメージでしておりますので、今日の意見も踏まえてどんなイメージのものなのかと

いうことも含めて、また提案をしたいと思います。以上です。 

 

○代田昭久教育長 

 はい、ありがとうございました。教育次長のほうからありましたけれども、いまのご意見を吸収

させていただいて、もう一度事務局のほうで議論をという感じで行きたいと、またその議論を深め

たうえで、再度文面に出させていただきたいというふうに思いますのでよろしくお願いいたします。 

他にご意見等ありますでしょうか。 

 

◇小林正佳教育長職務代理者 

 もう一回発言をさせていただきたいんですが。専門幹と二人の主導主事がおれば、カリキュラム

をある程度雛型を示すということはそう難しいことではないと。ですが、それをつくったところで、

実際に運用する先生たちがそのことがわからないと、なんら意義がならないというふうに思います。

ですので、ぜひ９つをそろえるということを考えるよりかもそのところで取り組んできたことのよ

さをどういうふうに引き出して、それを普遍化していくかというふうなところに重点をかけていく

ということが実質的な小中連携・一貫教育につながっていくんじゃないかなということが１点。 

 ２つ目にですね、今年度の末にお願いしたいことなんですが、ちょっと言う機会がなくなるよう

な気がするので、いま言わせていただくのですが、成果と課題のところにある「学力向上結いプラ

ン」「５つのアクション」この辺りはずいぶん前から提案してきたものなのですが、このこと自身

の見直しが、この定例会とかこういう中でやったことがありません。もう、こういうものだ動いて

きて、特に「５つのアクション」は、もう 10 年もたっている話で、本当にあれがいいのかどうな
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のか踏まえて検討しないとちょっといけないだろうなと思います。 

今動き出している話ですので、また、ぜひ今年度末にですね、検討していただきたいと思います。

それから若干申し上げますと「学力向上結いプラン」の下の部分のところがあるのですが、そこが

修正されているのです。修正されているということはこの定例会にかけられていないものが動いて

いる。上段の趣旨は変わっていないから、まあいいやと思うのですけれども、飯田市として重要に

している限り、これが本当にいいのかどうか、どこか修正するところがないのかということを見直

していただきたいと思います。以上です。 

 

○代田昭久教育長 

 はい、ありがとうございました。小中連携・一貫教育に加えて「５つのアクション」プラン、ま

た飯田市の行っている「学力向上結いプラン」これについても年度末見直しができるように、いま

から、先を見通しながら活動をしていきたいというご指摘、しっかりと受けとめたいと思います。

ありがとうございました。 

 伊藤教育委員お願いします。 

 

◇伊藤昇教育委員 

 今のこととで関連していないですが、「５つのアクション」のところで、10 年前はですよね、画

期的に不登校が減って、そして、ちょっと低くなって、いまちょっとやや高止まりということで、

実はきょう言うつもりで用意してきたのですけれども、どの場で言ったらいいのかなと思って、教

育委員の報告事項の場でいいのですかね。 

「５つのアクション」のことについて言いたいのです。 

 

○代田昭久教育長 

 いまは小中連携・一貫教育の進め方なので。教育委員の報告事項のところで。 

 他にご意見ありますでしょうか。 

 はい、三浦教育委員お願いします。 

 

◇三浦弥生教育委員 

 ちょっと確認です。各中学校区で取り組みに差が生じているって言うように、成果と課題のとこ

ろにありますが、これは運営推進委員会のほうで差が生じているということは議論されたことはあ

りましたでしょうか。私もすみません、行けたり行けなかったりということでこんなお話聞いたこ

となかったような気がしていたのですが、そうした確認です。 

 

◎高坂徹学校教育専門幹 

 はい教育長。 

 

○代田昭久教育長 

 はい、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 

 推進委員会の場で出たかどうか、確認できておりませんが、要するにできるところはやるという

ことなので非常に地域ごとにどんどん進んでいくところもありますし、カリキュラムという方向で

進んでいるところもありますし、学習規律というところで進んでいるところもありますし、差が出

ているというか広がっていっちゃっているというか、それはそれでいいことだと思うのですが、あ

る程度推進委員会としても方向性を出さなくてはいけないかなとそういう意味でございます。 

 

◇三浦弥生教育委員 

 ありがとうございました。いま、お聞きしたのは差が生じているということを進めていらっしゃ

る方たちが認識していらっしゃるのかなっていうのが一つありまして、差が生じているということ

ならきっと取り組みもそれなりに考えていただろうなというのがちょっと。そんなところでそんな

ことをお聞きしました。結構です。 
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○代田昭久教育長 

 三浦教育次長お願いします。 

 

◎三浦伸一教育次長 

 はい、高坂専門幹は今年度からの専門幹ということで、昨年までの推進委員会ご出席されており

ませんので、少し事務局として感じたところはですね、推進委員会というのは基本的に年５回のう

ち３回くらいがその中学校区にお邪魔して、授業見させていただいたり、取組事例をお聞きすると

いうことが主になっていまして、それを深めて全中学校区展開とか、飯田市としてどうするという

議論のところはなかなかこれまで、でききれてなかったというのがありました。ただ、まあそれは

９中学校区の独自の取り組みで、事例を積み重ねていくという大きな方針からすればまったく間違

った方向ではないのですが、ということと、推進委員会ですね、推進委員会自体の運営をこれでい

いのかというそういうことがございまして、そんな中では全校で一定程度進める部分と、各学校の

取り組みで差が出る部分とあってもいいのかなということがあって、今回の提案だったのですが、

推進委員会自体が、教育委員さんも実はオブザーバーという参加の形態になっていますし、あそこ

では、一応取組の方針を策定するという委員会だったのですが、それはちょっといまの状況ではで

ききれてないという、そういう一応、推進委員会自体の問題意識を事務局としては思っておりまし

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。 

よろしいでしょうか。それでは今の議論を吸収して、また再度再見していただくところはしてい

ただき、活動に生かしたいと思います。貴重なご意見ありがとうございました。 

 続きまして協議事項（2）三遠南信教育サミットにおける飯田市の事例発表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 

 資料 No.２をお開きいただけたらと思います。7 月の 20 日と 21 日に開催されます三遠南信教育

サミットは、実際には 7 月 20 日にあります、三遠南信教育サミットのものでございます。この三

遠南信教育サミットにつきましては関係する３地区といいますか三県域のそれぞれ事例発表とい

うことで発表はされておりまして、今年度どのように発表するかということはちょっと話をして、

ちょっと教育長と意向をまとめたものでございます。この発表につきましては２年にいっぺん飯田

市が順番で回ってまいりますし、その飯田市がやらない年につきましては長野県の場合は関係する

町村の中で回している、そういうかたちの中で 30 年度湖西市で開かれます三遠南信教育サミット

につきましては、飯田市が発表ということになります。教育長の意向を受けながら内容等決めてま

いりましたのが、そこに発表事項というまあ仮題でございますけれど、地育力を生かした飯田市の

教育～これからの学校教育と社会教育の連携・融合を考える～とまあそういうかたちの中で、教育

長が発表をするということで本日協議事項ということで提案させていただくものでございます。よ

ろしくお願いいたします。 

 

○代田昭久教育長 

 若干補足させていただくと議案の説明等ありましたが、仮案ですのでここの場でご議論いただけ

ればなというふうには思います。発表者としては私が一年おき、２年ぶりになりますので、仮には

書きましたけれども、私がどうしてもやりたいというものでもないので、それについてもご意見い

ただければなと思います。その中で私も会議に出席させていただいて、多くの教育委員の皆さんが

出席する会議ですので非常に貴重な場だなというふうに思っています。で、その中で各地域がどの

ような取り組みをしているのかという情報共有も発表者に課せられた大きな責任があるなという

ふうに思いながら、聞き手に回ったときは各自治体の取り組みを興味深く聞くわけでありますけれ

ども、その時にやっぱり学校教育のみに絞ってしまうと、いわゆる学校教育の知見がない方、ない
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教育委員さんもいらっしゃるので、社会教育分野に関するテーマというのは比較的受け入れやすい

んだろうなというふうに感じたところがまず一点。そして、その一点目に付随するところとして、

飯田市の教育の特徴は何だということに関して言えば、一つは学校教育と社会教育の連携というも

のは飯田市の強みになるんじゃないかと、それを地育力という表現をして、飯田市の進めている教

育というのは十分にアピールするのではないかというふうに思っていますし、また内容に対してい

ま、すごく詰めているわけではありませんが、先ほど課題になっている開かれたと教育課程という

点でも、この社会教育と学校教育がこれからどう連携をしていくのかというのは学校教育が進むう

えでの大きなテーマかなというふうに思って、そんなところも飯田市の強みとこれからの大きな教

育の流れの中で話ができるといいかなと思って、さっき書いたところと、発表者を書かせていただ

きました。よろしくお願いいたします。 

 

 伊藤委員お願いします。 

 

◇伊藤昇教育委員 

過去の発表事例を見てみると地育力もでているので、地育力というのは飯田市の看板になってお

りますのでそれでいいかと思います。この中のタイトルのところについてはいいかどうかちょっと

わかりませんが、この学校教育、社会教育については、先ほど小林職務代理が学習指導要領ですか、

何かそのへんで何かお話があればしてもらえれば、どうぞ振りたいと思います。 

 

◇小林正佳教育長職務代理者 

 他の教育委員さん、このテーマで内容わかりますか。どうゆう内容の発表をされようとしている

か、柱があるのか。 

 

◇三浦弥生教育委員 

 柱、飯田市民として地育力というものを理解しているつもりではいるので、なんとなくイメージ

はつくと思う感じですが、他の人が見たときにということですか。 

 

◇小林正佳教育長職務代理者 

 この中の骨子ね、いま説明があったんだけど、何の話しをされるとしたらいいかというあたりの

ところ。 

 

◇三浦弥生教育委員 

 副題のことでしょうか。 

 

◇小林正佳教育長職務代理者 

 副題の中がですね、どういう柱で、飯田市の発表できるかという。 

 

◇三浦弥生教育委員 

 実際のイメージですね。 

 

◇小林正佳教育長職務代理者 

 そう、イメージのところで。テーマはともかくね、内容は何を持ち込んでくるんだということが

これでイメージできますか。 

 

◇三浦弥生教育委員 

 連携と融合。 

 

◇小林正佳教育長職務代理者 

 そう、連携と融合って何のことだっていう。 
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◇三浦弥生教育委員 

 連携する。融合する。 

 

◇小林正佳教育長職務代理者 

 こんな取り組みって今まで教育委員会の中でないわけ。これからのそれこそ学習指導要領から言

うとね、開かれた教育課程ということにつながるかつながらないかよくわかってないのですけれど、

それと関連あるのかないのかと。そのイメージ。 

 

◇伊藤昇教育委員 

 コミュニティスクール、普通コミュニティのようなことをおっしゃっている、教育長、ちょっと

私だと、そういうことなのかなと。 

 

◇小林正佳教育長職務代理者 

 多分これ教育長の発表ということで私たちはああこれ教育長のやることだと思ってそれじゃあ

よろしくちゅうくらいの空気が流れている気がするんで、これからなにか教育委員の中でね、今度

誰かやるんだぞとなると、俺これ何やったらいいのか私どこという番が回ってくるかもしれん、ま

だやってない人は誰かねと、三浦さんなんかは、私かもしれないって。 

 

◇三浦弥生教育委員 

 あ、分かりました。 

 

◇小林正佳教育長職務代理者 

 何をこの中でやるのか。 

 

◇小澤由美子教育委員 

私、社会教育委員さんの活動をあんまり知らないので、ちょっとわからないのですが、私の傍に

いる社会教育委員さんは、それとは別で多分かざこしのほうで、三浦委員ですけれども、三浦先生

といろいろな学校にいってロケット打ち上げたりしてくれているので、まあその社会教育委員とは

別かもしれないのですが、その学校教育現場に行ってる、なんかその融合しているのがぱっと浮か

んだだけで、ほかの社会教育委員さんとはちょっとまだ。 

 

◇小林正佳教育長職務代理者 

 ロケットですね。それはいいんじゃないかと。 

 

◇小澤由美子教育委員 

 社会教育委員というと、私の傍にいるのは三浦先生なので、ぱって結びついただけです。 

 

◇小林正佳教育長職務代理者 

 多分、教育長にはこのテーマの中にどんな内容にするかという考えは持っておられていると思う

のですよね。多分。それをもうちょっと、話をしてくれればイメージができると思うのだけど、こ

れだけの大きなテーマで、はいどうだって言われたって、それぞれ思いつくことを言うだけなので、

もうちょっと説明してくれるべきだと思います。 

 

◇伊藤昇教育委員 

 スクールコミュニティ、ちょっと逆転する。私のイメージだと、その地域の中の学校がある地域

がよくなるというようなと、ということかなと。 

 

◇小林正佳教育長職務代理者 

 なるほど、良い地域には良い学校があるというように良い学校があれば良い地域になるというね。 

 

◇伊藤昇教育委員 
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 実際には話を教育長からもう少しお話を伺うということで。 

 

○代田昭久教育長 

 はい、本当に正直申し上げるといま、各論で何を言ったらいいかっていうのは決めているわけで

はありません。ただ、題材としては一つはやっぱりコミュニティスクールがあるだろうなと、で、

始まったばかりなので実績というものではないのですが、まさにあの今伊藤委員がおっしゃってい

ただいた、スクールコミュニティとして、いま、各地域で要は退職の教員の人たち、また地域の人

たちが子どもたちを教えるという組織もできた流れの延長線上の上にどんなことがありうるのか

とか、また、三浦さんのまさにおもしろ科学工房がやっているロケット実験、こういったものを社

会教育として全体に捉えたときに、もちろんプラネタリウムや様々な部署に関する教育を横で連ね

たときにどういう可能性があるのかとか、さらにはキャリア教育を今後どういうふうに持ってった

りしたよいだとか、発表できそうないくつか事例、もう一つ、いま、飯田市が高校生を対象にして

いる地域人教育とか、そういった学校教育の枠でとらえきれない飯田市の教育活動っていうのがい

くつかあって、それは大きな成果というよりは、非常に可能性満ちたものだなというふうに思って

いるところをこれからのというふうにして、こんなふうな可能性があるんじゃないかということで

話ができればなっていう程度しか、いま、具体的には考えていませんが、そんなふうに具体的な題

材はそんなふうに考えています。 

 

◇小林正佳教育長職務代理者 

 どうでしょうか。もう少し柱を煮詰めて、整理していただいて提案していただくということでし

ょうか、教育長さんとは、学校訪問へ行く車の中でちょっと議論したんですね、その時のことと少

し内容が違うし、動いていると思うので、それぞれこのテーマに関わって、それぞれの教育委員の

皆さんのイメージしていることが若干ずれていると思うのですよね。ちょっと提案してもらいなが

ら、考えていることとすり合わせていって、飯田市のものに作り上げて行けるように、もうちょっ

と具体的にしていただかないと、あんまりこっちで制約してこうだああだと言っても失礼ですしね。 

 

◇伊藤昇教育委員 

 やってくれるんじゃないですか。 

 

◇小林正佳教育長職務代理者 

 それから、私は教育長にね、２年おきというか３年に２回も発表するということは、ちょっと考

えてほしいことは実際には言ったんです。また、これだけのインパクトがある方ですのでね、長野

県は代田さんしかおらんのかというふうに思われるのも切ない世界で。そこで教育長さんに資料作

ってもらってね、この教育委員の誰かが発表して、教育長さんにサポートしてもらって補助につい

てもらえればね、それだってもう十分素晴らしい教育長だというアピールができると思うんですけ

れどね、テーマと発表者の提出が来月だということを聞いていますのでね、私たちの教育委員の研

修になるなという気はしているのです。ですが、教育長さんがこうやって積極的に受けてくれてい

ますので、教育長さんが良い研修で勉強していただくという機会にしていただければといいと思い

ます。以上です。 

 

○代田昭久教育長 

 はい、いったん、それを受けてになりますが、誤解のないように、この場私が冒頭申し上げまし

たようにどうしてもやりたいというものでもないと思っているので委員の皆さんから議論を進め

ていく中で、私がやりたいということであれば、それはぜひ私のほうでお任せしたい部分ももちろ

んあります。ただ、現実問題としてその印刷物としても原稿の締め切りとか、またこの会議体のあ

る中で、議論をせずに他の委員さんや他のメンバーをというわけにもいかなかった、そこの部分も

あることをご了承いただきたいなというふうには、思います。で、その前提でまだ印刷物ですので、

進めていきたいと思いますが、いま、ご指摘あったようにですね、ぜひ教育委員の皆さんとも考え

て、それぞれが勉強をする機会のあるようにしていきたいなというふうに思っていますので、引き

続き色々ご意見いただければなと思います。 

よろしいでしょうか。 
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はい、ありがとうございました。よろしくお願いします。 

 

△日程第８ 陳情審議 

○代田昭久教育長 

 それでは日程第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 

 日程第９その他(1)教育委員報告事項、教育委員の皆さんより報告事項があればよろしくお願い

いたします。 

 伊藤委員お願いします。 

 

◇伊藤昇教育委員 

 先ほどのところで、不登校の「５つのアクション」のことに関連しまして、一応、教育委員報告

事項ということなので、不登校の話は、市長との教育総合会議のときに、家庭が保護者・家庭が大

事だというお話を、まあこういうふうなお話をしたと思うのですけれども、教育支援指導主事の緑

ヶ丘中学校の不登校を担当している筒井先生、彼とは同級生なものですから、実はちょっと先日、

時間を作ってもらいまして不登校の話をしてきました。なぜ、彼のことを言ったかということは、

３，４年前に実は不登校については、私は何とかなるというコツを得たというのをそのままにして

おって、ちょっと最近になるまで、その話ができてなくて、市長との教育総合会議の前に、その私

がある読んだ本を筒井君どうだと言ったら、まさに伊藤君そのことだと、その不登校の一番の原因

の元は、それの対策は解決策はやはり、家庭の保護者の中のしかも母親だと、そこが大事なところ

だということで話聞いていたものですから、話をもうちょっと聞きたいということで行ってきたん

です。 

その中でですね、この「５つのアクション」先ほどもありましたように、10 年前に「５つのアク

ション」、当時、画期的なものだと思うのですね、教育支援指導主事をおく、あるいはカウンセリ

ングマインド研修をするとか、で、あれがこうですか、10 年前の急激にこの不登校方向が解決して、

そしていま去年あたりからややちょっと上がって、高止まりで、北澤統括がきて、前回、もう少し

一歩入った解決策はないのかと言いましたら、ちょっとなすすべがないようなことをおっしゃって

いました。 

結局、何を言いたいかといいますと、教育支援指導主事の年間の活動報告、去年これ報告ありま

すよね。これ相談員の方もあるんですけど、ちょっと、かいつまんでお話しますと、不登校のとこ

ろを担当している先生、たとえば橋本先生なんかは保護者との信頼関係が築けた。あるいは、村松

先生は保護者懇談会を繰り返し、保護者との支援指導に当たった。あるいは山田先生ですか、家庭

訪問や保護者との連携を密にとって登校支援を行った。家庭環境を把握して良いこともあった。あ

るいは佐川先生は家庭環境は、学校ではどうにもならないこともあるというそういうような意見が

述べられていて、最後の筒井さんのところですね、ここのところには、ここはちょっと決めつけの

文章といいますか、特に母親と面談して不登校の意味を考えあったり、援助者になってもらったり

することが有効であると、筒井さんはこういうふうに言い切っているわけですね。 

今度は、北澤統括が課題のところでお話しているのが、この不登校に関して家庭環境に起因する

長期欠席児童生徒が増加、学校の尽力だけでは改善が難しいケースが多いというそういうふうに書

かれているんですね。で「５つのアクション」は見ると保護者、家庭のことということがないので

すよね。１個入っていないということですね。学校側にできること、それは当然だと思うのですけ

れども。ここは、不登校になる原因で、例えば勉強についていけないとか、あるいは人間関係が難

しいとか、いろんな原因が出てきますけれども、結局、それは確かに原因ではあるけれど、真の原

因は子どもの自信というんですかね、要するに、生まれて育ってきて、体が大きくなってくるんだ

けど、心の成長が止まっているというか、体の成長は栄養でいいのですけれど、心の栄養が足りて

いない、それは誰が与えるのかといったら保護者の特に母親、まあ家庭構成がありますのであまり

母親、母親って言いにくいのですけれど、実際には家庭の中の母親が心の栄養を与えるのが一番ベ

ストだという話になってくるわけですよね。私はこういう教育支援指導主事の先生たちの話、また

ちょっと人気の不登校の本なんか、こんな本がありましたけれど、本の話はいいのですけれども、
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教育委員会がそこまで入れるものかどうか、あるいは教育委員会だけじゃなくて他の部署との横断

的に福祉とかね子育て支援とかそういうものと横断的にやるものなのか、その辺ちょっとわかりま

せんけど、やはりここは家庭、保護者、できれば母親なんですけれど、そこまで入ったことができ

ないのかなと。「５つのアクション」にもう一つに加えて６つのアクション目にそういうものに加

えることはできないのかなというような思いで、いまいるわけですね。 

もう一つは「５つのアクション」の中のフラッシュアップも当然必要だと思うのですね。教育支

援指導主事の中に不登校担当の方がいるのですけれども、まあ、どういうふうに担当割しているか

わかりませんけれども、筒井さんに聞いてみると、必ずしも一枚岩じゃないということなんですね、

いろんなものを考える人がいて、いまの考えは確かに私と筒井君とでは共有しているのですけれど、

この考えを押し付けるものでもないというようなこともあるし。北澤統括はこの場であんまり言わ

ないので、実は、この前校長会のときに実際に聞いたのですね、そしたら実は伊藤さんそうなんだ、

どうしてここで言ってくれないのかなとお話したんですけれど、そこが大事なとこだというんです

ね。北澤統括が。そこでその話を北澤統括とも共有できたとの思いでおるのですけれども、ここは

やはりちょっと「５つのアクション」を 10 年前にやった、画期的な「５つのアクション」なんで

すけれども、ここはやはり 10 年たって個々のテーマをブラッシュアップするとともに、もう一つ

の柱をそこをちょっと殻を破ってできないのかなというのは私の考えではあります。以上です。 

 

○代田昭久教育長 

 はい、ありがとうございました。非常に大きな提案をいただいたので、これに関してもしあれば。 

はい、小澤教育委員お願いします。 

 

◇小澤由美子教育委員 

 たしかに、母親が心を育ててあげてないということもあるかもしれないのですけれども、母親の

その置かれた環境というのもあると、まず母親が育ってきた環境もきっとあるんだろうし、それか

ら、その母親がいるべき環境も、まあご主人がいなかったり、ご主人が忙しかったり、まあＤＶに

あっていたり、いろんな環境がもしかしたらあるかもしれないので、母親に余裕がない場合もある

し、でも、母親はいっぱい愛情を与えているかもしれないのですが、それが子どもに届いていない

場合もあるかもしれないですし、一概に母親って言われるとどうかなって思っちゃうのですけれど。 

 

◇伊藤昇教育委員 

 それで、私の言っとるケースが全部はまるというわけじゃないのですね、本の著者は、はまるも

のと、はまらないものがありますけれど、まあそれはまゆつばとしても。例えば、100％それによ

って 100％解決しなくても、例えば半分でも３分の 1 でも、もしですね、この話で論理というか、

この考え方で解決すれば 120 人いま不登校ある数が、例えば２分の 1 はちょっと大げさかもしれま

せんけれど、３分の1でも減少すれば、すべてのケースにはまると私は言っているわけではなくて、

それだから、かなりそんな解決策につながるんだと、もちろん家族の構成もある、母親のいない親

もある、それから母親がいても全然学校が悪いんだ悪いんだと言っている母親も当然おるんだとい

ろんなケースがあると思いますけども、それでも不登校が家庭の中にあったら、本当は親は切ない

と思いますよね、実際。この子が社会人になるのか、どうやってこれから生きるのか本当に不安だ

と思うのですよね。やはりここが教育の問題としても、じゃなくてこれは社会問題としても、まあ

市長もこれは何とかしないとならんといってましたけれども、ここはやはり全部解決するとは言い

ませんけれども、ここは少しでも解決するような方向にもっていったほうがいいんじゃないかと、

そういう意味で言っているわけです。万能ではないけれども、いろんなケースがあるかとは思いま

す。 

 

◇小澤由美子教育委員 

 子どもが不登校になるとそのお母さんもまた、ご家族も本当に悲しくて不安でそれを受け入れら

れること自体、本当に時間がかかることだと思うので、そこをケアというっていうのが必要になっ

てくるんじゃないかなと思うのですが、確かにお母さんがやっぱり元気だと、きっと子どもも元気

になるし、元気に学校に行けるようになるとは思います。 
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◇小林正佳教育長職務代理者 

 不登校に関わって２点なんですが。１点目は、いま教育支援指導主事のことを言われたですよね、

教育長の学校訪問の中でも行ってみて、初めてわかったという教育支援指導主事の役割のところで

ああそうなっていたのかということ気が付いたこともあるんです。ちょっと、あんまり詳しくは申

し上げられないんですけどね、やはり教育支援指導主事の在り方自身のところも、少しまあ教育長

が面談してくれているんで把握されていると思うのですが、ちょっと私たち教育委員の中で共有し

とかなくちゃいけない点があったということを学校訪問しながら思った点が１点です。 

 それで２点目は、私たち中間教室を飯田東中学校と追手町小学校に持っているんだけれども、フ

リースクールね、フリーウィングとかいくつかあるんだけれども、そこがどんな実態で誰がどんな

ふうにしているのかということを知らないんですよね。かなりの子たちがそこでお世話になりなが

ら勉強をやって。何も知らずにここのところをやはりいまどこでもそういうふうに受け入れてくれ

ていっていたら登校しているというふうに見なしてくれることになっているところもあるので、そ

こで子どもたちはどんな生活をして、どんな手当を求めているのか、それから、市教委としてそこ

のフリースクールのところに援助することはないのかどうなのかということまで含めてみていく

必要もあるかなというようなことを思うのです。 

 それから３つ目は案にもう一つ付け加えると、伊藤教育委員さんがおっしゃっておるようにその

家庭環境みたいなところに、それは学校の内部だけで私たち処理しようとして、ＳＳＷとかそうい

う人たちの実際とかそのあたりのところの家庭がどのように困って、どうやっておるかっていうあ

たりのところもちょっと把握できないままで手を打っているんですね。そのあたりを何とかしてい

くことと理解しながら総合的にやっぱりすごく不登校というものに対しての、手を打ち直さなけれ

ばならない時が来てるような、伊藤委員さんと同じで見直しにきているんじゃないかと感じます。

ぜひ、またそんなところ含めて研修会で勉強したいなと思います。 

 

○代田昭久教育長 

 はいありがとうございました。貴重なご意見ありがとうございました。続きまして他にあるでし

ょうか。 

 小澤教育委員お願いします。 

 

◇小澤由美子教育委員 

 先日の教頭会のときの、まあ、それを踏まえた席なんですけれども、ある教頭先生からのお話が

ありまして、また、昨年度の学校訪問の時にも直接先生からお話しいただいたのですが、図書館の

先生についてなのですが、雇用体制が飯田市の臨時職員でいいんですかね。で、５年働くと半年は

働けなくなって、またそのあとは働けるとのことらしいのですが、その情報は正しいかわかりませ

んけれども、図書館の先生は、ただ図書館の本を管理していればいいという仕事でもなくて、いま

調べる学習とかそういうときには図書館の先生の話になるようないろんな資料をもって用意して

いただける。また、本が好きなんだけれども、やっぱり教室にはいれなかったり、ちょっと不登校

気味なお子さんにもこんな本があるからどう学校に来ないみたいな声掛けができたり、本当に学校

には、なくてはならない存在になっている先生も多くいて、その先生たちを飯田市の学校で失うと

いうことは、大きな痛手だと私は思うのですが、何とかそこを多分雇用を多くしていくためには決

まりで、教育委員会の図書館の先生に限ったわけじゃなくて、その飯田市のその関係でそういうこ

となんだと思うのですが、その図書館の先生に関して何か変えていくっていうことはできないのか

なと思ったのですが、どうなのでしょうか。 

 

○代田昭久教育長 

 はい、まず全体像として飯田市の職員というのは、正規職員と臨時職員というふうなかたちで分

けており、またそれぞれに期限があるわけです。で、その図書館司書というのは臨時の職員の中で

の規約になりますので、その職業に適するかたちでいくつかの規約があるという状況です。で、実

際に図書館の司書は現状、いま任期が５年というかたちで進んでおりますが、で、それがまあどう

いう経過でなってきたのか、またいまみたいな意見の収集についてはどんな意見なのか、ちょっと

じゃあ事務局の方から説明をしていただきますので、北原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 

 いま教育長が概要のお話をしましたが、学校の図書館まあ小、中学校ございますけれど、現在、

正規も臨時も含めて兼務も複数校ございますけれど、まあ正規、臨時含めて図書館の司書といま図

書館の学習と読書の力というのが非常に大切だということで、全校に司書、司書資格者を配置をし

ています。その中から任期、臨時職員は、まあ正規の職員はずっといるんですけれど、臨時職員の

任期が最高で５年という縛りがございまして、その中で変わってしまうことは非常に大切な、まあ

子どもたちが慣れているということもあるのですけれど、そういうところからということでお話が

出てきたものと思います。ただ５年で最高５年ということでやっている、まあ法律がありまして、

労働契約法というのが平成 25年に代わりまして、民間企業を中心として５年以上務めた場合につ

きましては無期労働契約に、まあ本人の申し出によって変えなければいけないというのがありまし

て、それでまあ民間の企業は別にいいんだけれど、公務員はそれでそうじゃないからいいかなとい

う話はならないので、公務員のほうもそれに倣って臨時職員の任期を見直して５年以上の雇用につ

きましては、一回、６ヶ月間のクリーンオフという期間を設ければもう一回の５年間は可能という

制度を現在導入はしているところであります。ですので、労働契約法が変わったのがポイントとな

っていて、まあやむを得ず５年間で一回辞めていただきながらということでやってはいるのですが、

当然いなくなるわけではなくて、その次の臨時職員が５年後にもお勤めになった方はこういう対応

をしていただくということになるんですけれど、かといって当然有資格者、司書ができて、まあ子

どもたちとこういう気持ちの中で対応していこうという方をまあ面接をしながら、新しくは参入を

させていただいておりますので、決してそこらへんはまあ新しい人が変わるということはあります

けれど、図書館の図書教育、読書の力というものを決してなるべく落とさないというかたちの中で

はやってきているつもりではございます。そんな事情もございまして、なかなかその本当は 10 年

ぐらいというか、また 10 年たてばまた変わってしまうから同じことが生じるのですが、臨時職員

の制度の中で、何とか図書館を、司書の先生たちの大切さのところをなるべく維持できるようなか

たちの中では、現在運用しているわけでございます。まあ課題は当然お話の中にありましたけれど

も、いろいろありますけれども、その点ご理解いただければと思います。 

 

○代田昭久教育長 

 はい、ありがとうございました。 

 はい、小林教育長職務代理お願いします。 

 

◇小林正佳教育長職務代理者 

 今のことはクリーンオフの時間が６か月ですか、６か月という期間が長すぎるから困るので、そ

このところを何とかなるようなかたちで法改正ができるように働きかけてもらえないかと、図書館

の司書という人はやっぱり資格も当然持っていてもらわないといけないし、もともと子どもと関わ

る大変な仕事なので誰でもいいというわけではないので、一番いい人がなれるようなかたちで、法

を見直していけばいいのか、いまの飯田市の条例ではダメだということはわかりますので、そこを

どうすれば、そういう力のある人たちがつなげられるかということで、ちょっと検討していただき

たいということを小澤教育委員さんはおっしゃっていただいたと思います。ぜひ、条例ですので人

間の作った条例ですので、絶対だめだってもんじゃないから、お願いしたいと思います。 

 

○代田昭久教育長 

 はいありがとうございました。 

 三浦教育委員お願いします。 

 

◇三浦弥生教育委員 

 はい、今のことに関してはとても大切なことだなというふうに思います。特に先ほども新学習指

導要領のことでのお話がありましたけれども、これから求められてくるそういった教育が課題を自

分で作って、思考ができて、判断できて、解決していくという力をつけると、そういう時にいかに

考える元となるそういったものをきちんと提供できるという環境というものは大切で、そういった

ものがいまＩＣＴの中で十分可能となっても私たちはやはり人対人の中でやっぱり関係性も作っ

ていかなければいけない唯一の場所が図書館という場所で、適切な情報を人から人へということで
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受け取れる場所だと思います。ですので、やはり図書館には適切な人をきちんと配置しておくとい

うことがこれから色々が変わっていっても、だったら、よりきちんと体制を整えておかなければい

けない一つの場所なんじゃないかなって思って、この件は本当に去年学校訪問させていただいた時

も、車中の中でこんな話も上がっていまして、今回もまた色々な先生方とお話する中で上がってき

ていることであるので、ほんとに現場では必要とされている部分かと思いますので、本当、ぜひお

考えいただければありがたいなというふうに思っています。 

 

○代田昭久教育長 

 三浦教育次長お願いします。 

 

◎三浦伸一教育次長 

 条例だけではなくてやっぱ法律にも関係するので飯田市単独でというのはなかなか難しいとこ

ろはあると思います。ただ研究課題にはさせていただきます。本来なら全員の先生が正規であれば

いいですけど、公務職場においても民間と同じように非正規の皆さんも、まあそういう身分の方も

いらっしゃいますので、病院を除いて飯田市役所ということで言うと私が人事におったときには正

規職員 800 人で臨時職員の方が 700 人います。1500 人の内半数近い人がそういうことなので、やっ

ぱり一定のまあルールを作りながらやらざるを得ないので、まあ研究課題にはさせていただきます

けど、なかなかハードルも高いということだけご理解いただければと思います。 

 

◇小林正佳教育長職務代理者 

 あの、また色々右折して申し訳ないですが、県の臨時の講師がやっぱり中断期間がいるんですよ

ね、やっぱり半年くらいの時があって、それがだんだん短くなってきて１ヶ月くらいになって今が

専門幹、何日になっているかわかりますか。 

 

◎高坂徹学校教育専門幹 

 １日だと思います。 

 

◇小林正佳教育長職務代理者 

 １日ですか。1 日にその中断期間が減ってきて、1 日さえ中断すればクリーンオフになって次に

また続けられるようになって、あれは県の条例で決めるのか、国の条例で決めるのか。 

 

◎三浦伸一教育次長 

 それは限りなくグレーですね。長期契約をやるために 1 日だけ契約をしない日を作ることは。 

 

◇小林正佳教育長職務代理者 

 そういう、それがないと困るということで、そのグレーの条例を運用しろというような話ですが、

なので、そこらのところで第一の子どもが、どっかの学校にあったように、その図書館の事務室に

閉じこもったまんまおって、校長先生、教頭先生、一生懸命その人の心配しなければならない図書

館司書たちをそのままでいいのかという気がするもので、何とかそのグレーだか、ブルーだかわか

りませんが、研究課題にしていただければなと思います。 

 続けて、私のほうでちょっとお願いしてよろしいでしょうか。まだ、あの、これも一つ、またい

つか教えていただければと思いますけれども、1番は教育委員会に来るのに職員の皆さんは出向辞

令をもらってくるわけなんですよね。で、出向辞令をもらってきて、教育委員会は、市長部局と違

ってくるんだけど、何が違うのだと法律的な根拠は何かあるのかどうかと、同じだったら別に出向

辞令を貰わなくたってそのままくればいい話であって、出向辞令を貰うことによって何が違ってく

るのか、このあたりまたいつか教えていただければなと思っています。 

 ２つ目に学校訪問をさせていただいている中で、これから教育委員の皆さん、また事務局も専門

幹中心にいかれると思いますが、ぜひ、このあたりをちょっと確認していただきたいなという点で、

私が気づいたところの中のところだけ、時間もないので何点かだけに絞ってお話しますので後は見

ておいていただきたいのですが。 

一つは伊賀良小学校なのですが、英語の２時間を満たすために国語の１時間をモジュールとして
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毎日 10分くらいの時間で入れてきているんですよね、で、見せてもらったら、掃除が終わった後

の給食後で、掃除が終わった後なので、特に中学年低学年は清掃が終わって帰ってきてからだもん

で、がたがたしたりして、すぐに授業に取り組められないので、果たしてあの時間でいいのかどう

なのか、そういうことが国語の大事な１時間、それこそこれから大事にしていかなきゃいけない英

語活動の中心になる国語の１時間をモジュールにしたときに、本当に有効にはたらいているのかど

うなのか、私たちが見せてもらったとこが、たまたまそうだったのかどうなのか、ここはちょっと

検証していく必要があるのかなと思ったのが伊賀良小学校です。 

 松尾小学校のほうはですね、職員を育てようとするためにですね、先生方 1 人ひとりに、どんな

教員になりたいのかということを面接しながら、校長先生は明らかにしようとされています。キャ

リアはどんなキャリアを積んで、どんな教師にあんたはなりたいのか、これは私もやったことない

し、非常に大事な職員指導になったかなと思うのですが、そのあたりのところをその後どうなって

いくのかということを見ていっていただければなと思います。 

 竜丘小学校はすごく職員が病気になったりいろいろして、それこそ病んだ先生もいたんですが、

先生方のスタッフが非常に充実してまいりました。で、特別支援学級が丁寧に指導を受けていいと

思います。その中で、自立活動ということが大事にされるように、これから特別、特に知的障がい

学級がなっていくんですが、給食の時間を自分たちだけで配膳して自分で配るという作業をさせる

という経験をしたいというふうで、普通学級から離してやる。自立活動するにはうんといいことだ

なと思うのですが、人間関係を作るというあたりでどうなのかと、原学級とかね、そのあたりのと

ころをまた見ていく必要があるのではないかなと思います。それからもう一つの丸のところ、グラ

ンドデザインの中に数値目標として、80 点以上取るということを具体的に掲げてくれてありました。

問題は、どんなに努力しても 80 点取れない子がいます、その子たちをどう対応するかということ

が課題だなということは指摘させていただきます。あと２個だけにしていただきます。 

 追手町小学校、この体力のことに関わって、ある 10分間の間に何週できるかということで走っ

ているんですけれども、それをすることによって長距離走の結果がよくなったと言っていました。

ですが、握力やボール投げが結果としてよくないということです。それからもう一つですね、造形

活動といって色々なその落ち葉を集めてきてその落ち葉を使って色々なものをまあその中で色々

しながら、いわゆる造形活動を楽しむ日という日をやっているんですけれども、これが絵を描く時

間ではないのです。いま、郡展といって郡の展覧会に学校代表として絵を出さなければならない。

だけどもいま、図工の時間があまりない、ですので、先生たちからこれもいいけども絵を描くとい

う時間にもしてほしいと言ってきているのですが、なかなかそのあたりがうまく調整が取れないと

いうお話をしておりました。このいま、学校ではですね、郡展の作品は作らなければならない。ポ

スターは出せって言われるわで、年間 35時間くらいしか図工の時間はないのですが、そこへいろ

んな絵画活動が入ってきちゃって、学校現場は困っているというふうなことが言われました。働き

方改革含めて今後どんなふうにしていくかということで、追手町小学校で学ばせていただきました。

あといろいろごちゃごちゃ書いてありますけれど目で追っておいていただいて、それぞれの場で学

校訪問したときの、ちょっとまた資料にしていただければありがたいなと思います。 

最後にこれだけお話で、11番の緑ヶ丘中学校。髪を真っ黄色にしてスマホを持ち込んでいる女生

徒がいました。この子を学校の対応とすれば髪を黒くしないと学校に来ちゃいかんという指導もあ

ると思います。で、その子を受け入れていくという指導もあると思います。で、この緑ヶ丘中学校

ではその子が授業に参加すると学年の先生が寄り添ってその子の対応をしていました。私はいい対

応してくれているなというふうに思ったのですが、ここは、はっきり分かれるところだと思います。

そして他の子の生徒への影響は見られないということで、この子を何とか学校で抱え込んで対応し

てこようというふうなことで緑ヶ丘中学校は取り組んでいました。後は目で追っていただければと

思います。 

 

○代田昭久教育長 

 はい、ありがとうございました。報告事項よろしいでしょうか。 

はい、ありがとうございました。 

時間の関係ですが、私がですね、次５時半に別のところに行かなければいけないので、５時 15 分

前後、終了を見越してですね、議事の進行にご協力いただけると嬉しいかなと思います。よろしく

お願いいたします。 
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 それでは(2)教育次長及び社会教育担当参事報告事項お願いします。 

 

◎三浦伸一教育次長 

 はい、結構です。 

 

○代田昭久教育長 

 ありがとうございます。 

 (3)学校教育課報告事項お願いします。 

 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 

 特色ある学校行事・公開授業等一覧につきましては学校訪問の際にご活用ください。以上です。 

 

○代田昭久教育長 

 はい。 

 イ飯田市生徒指導研修会特別講演会の開催についてお願いします。 

 北澤統括お願いします。 

 

◎北澤正光教育支援指導主事 

 資料 No.４にありますように前段でも校長会のほうでも、またお話を申し上げているので、重ね

ませんが、６月７日にここに入れてあります、チラシのようなことで開催をさせてもらいます。い

ま、学校のほうにも一般の先生方、特に特別支援教育支援員とかですね、学級担任の先生方も参加

いただくように募集をかけているところですが、ご都合がつくようでしたら、委員さん方にもお聞

きいただきたいと思います。以上です。 

 

○代田昭久教育長 

 はい、ありがとうございました。 

 続きまして生涯学習・スポーツ課関係報告事項お願いします。 

 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 

 やまびこマーチにつきましては先ほど教育長から説明ありましたので、その資料のほう、こちら

のほうにありますので、資料 No.５ですね。ご確認いただければと思います。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。 

 続きまして、(5)公民館関係報告事項お願いします。 

 

◎秦野高彦飯田市公民館副館長 

 資料 No.６をご覧ください。尼崎市の職員の受け入れについてご報告をさせていただきたいと思

います。今年度も尼崎市から職員を受け入れさせていただきます。ここの資料の４人を受けさせて

いただきますのでよろしくお願いします。６月 1 日から 11 月末までは座光寺公民館・伊賀良公民

館、配属先につきましては尼崎市と協議して、決定するということになっておりますので、ご確認

をください。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。 

 (6)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。 
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◎宮沢正隆飯田文化館長 

 それでは、オケ友の関係ですが４日間大変お世話様になりまして、ありがとうございました。 

別紙に将来ビジョンをお配りさせていただきました。裏表になっていまして、表はどう取り組ん

だかということが書いてありまして、裏側にビジョンが書かれています。前回の教育委員会後に実

行委員会が開かれまして、正式決定されましたので、本日お配りさせていただいております。音楽

祭そのものの総括につきましては先ほど教育長がお話した通りでございまして、今後実行委員会で

細かく取りまとめさせていただいて、次回詳しくご報告を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。 

 (7)図書館関係報告事項お願いします。 

 櫻井社会教育担当参事お願いします。 

 

◎櫻井毅社会教育担当参事 

 資料 No.７をご覧ください。よむとす事業報告及び予定についてということで、報告事項と予定

でして今後の講座等掲載してございます。また、色紙で講座のチラシを掲載してありますので、ま

たご覧いただけたらと思います。でここにない事項として 1 点、加古里子さんがお亡くなりになっ

たということで、図書館の職員の発議で、急きょ、いま「かこさとし展」を中央館、それから鼎、

上郷ということで展示しておりますので、また、ご覧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。 

 (8)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。 

 

◎池戸通徳飯田市美術博物館副館長 

 資料最終ページの資料 No.８でございます。飯田市美術博物館評議員の選任についてですが、人

文、考古分野について 12 名お願いしたいと思います。１点修正ですが、提案理由の一番下にあり

ます年号を 2020 年でお願いいたします。2020 年の 3 月 31 日までの２年間ということで今回は任期

満了に伴うものでございます。ということでお願いします。 

 

○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(9)歴史研究所関係報告事項お願いします。 

 

◎小椋貴彦飯田市歴史研究所副所長 

 本日は特にございません。 

 

○代田昭久教育長 

 はい、ありがとうございました。ただいま学校教育課から美術博物館関係報告事項までありまし

たけれども、通してご質問ご意見等あればよろしくお願いいたします。 

はい、よろしいでしょうか。 

 それでは(10)今後の日程についてお願いします。 

 滝沢学校教育課長補佐お願いします。 

 

◎滝沢拓洋学校教育課課長補佐 

 はい、今後の日程につきまして主なものについて３ページに記載してございますので、ごらんく

ださい。あと５月 25日の出張の関係は、詳細、後日通知をいたしますのでよろしくお願いします。

午前７時発の午後９時着の予定になっていますので、よろしくお願いします。以上です。 
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○代田昭久教育長 

 はい、ありがとうございました。委員の皆さん大変お忙しいところですが、またよろしくお願い

いたします。 

 小林教育長職務代理者お願いします。 

 

◎三浦伸一教育次長 

 あ、いいですか。 

 

○代田昭久教育長 

三浦教育次長お願いします。 

 

◎三浦伸一教育次長 

 実はこれから報告する案件、学習会で報告いたす予定でしたが、ちょっと時間がございませんで

したので、ここでご説明します。お手元に中日新聞の 2018 年４月 15日付けの記事があると思いま

す。 

前回４月 13 日の定例会で、特認校の関係で浜井場小学校児童クラブへ希望している児童がいる

こと、夏休み中のプールの活動を今後どうするかというご説明をいたしました。委員の皆さんから

は規約を変えられないのか、また地元の子供会の参加はどうするのかというようなことでご質問い

ただきました。４月 13 日以降動きがございましたので、簡単にご説明いたします。中日新聞をご

覧いただければと思いますが、これ 15日付けですが、14 日の日に浜井場児童クラブの保護者会を

行いまして、浜井場児童クラブへの登録についてご理解をいただくように説明会を行いました。そ

の日の内に浜井場児童クラブの運営委員会開かれまして、この児童含めてあと残り、登録待ちの２

名も含めて登録ということでその翌週から利用しています。子どもさんについては４月 23 日から

浜井場の児童クラブを利用しておりますので、ご心配等おかけしましたが、いまそういうことでな

っております。裏面めくっていただきますと前回の定例会で７月１日に学校見学会を行いますとい

うお話をしましたが、今この内容で進んでおりまして、まだちょっと公開できるような段階までは

至っておりませんがこれは１月の下旬の前年度の学校見学会の方と同じ内容でいま考えています。

７月 19、20 日の上村小学校体験入学は主に市外の皆さんを対象にして事業実施しようということ

で、上村保育園と連携して行いたいと思っています。それから、この間ゴールデンウィーク５月４

日の日に安曇野音楽祭がございまして、上村小学校招待をされて参加をしていました。Facebook

等に子どもたちの歌声も出ているみたいですが、今週の土曜日の 11 時からＦＭ長野でその時の模

様が放送されるというふうに聞いていますので、ぜひ、また、もし時間ある方はお聞きいただけれ

ばと思います。その参加を受けて、村松校長先生がこの歌声に力を入れているということを少しご

自身の中で整理をして評価した新聞を、これ職員向けの新聞だそうですが私のほうに届けていただ

きましたので、素晴らしいことが書かれていましたので、教育委員さんにもちょっと提供というこ

とで、きょうお配りさせていただきました。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。 

 

◇小林正佳教育長職務代理者 

 日程でお願いしてよろしいでしょうか。 

 一つは８月の定例会なのですが、21 日に入っていると思うのですが、これを移動していただけれ

ばどうかというところをちょっとまた詰めていただければと思いますが。 

 

◎滝沢拓洋学校教育課課長補佐 

 わかりました。 

 

 

◇小林正佳教育長職務代理者 

 それから、二つ目ですが、あと教育長さんが行かれる前あたりに何とか主幹指導主事の帯同訪問
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のほうの日程を作っちゃえるかなという気がするんで。それから、教育委員会の会議は延びる可能

性があるので、教育長さんの日程のほうのところ、ちょっとそのあたりのところ調整していただい

て、お願いしたいなというふうに思います。以上です。 

 

○代田昭久教育長 

 はい、いまのご助言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) 


