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飯田市教育委員会 平成 30 年 7 月定例会会議録 

 

１ 会議開会の日時 平成 30 年７月 18 日(水)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   飯田市文化会館長：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 

         （中央図書館長：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 

 会議録署名委員に伊藤昇教育委員に指名をした。 

 

△日程第４ 会議録の承認 

 ６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 

 １枚教育長報告事項ということで裏表で３点書かせていただきました。 

 まず１点は子どもたちの安全、安心な環境づくりにむけてということで、学習会でありました熱

中症の前にも、非常に残念な出来事、６月 18 日には大阪北部地震の中でブロック塀が壊れ、子ども

がなくなるという事案が発生しました。また、７月上旬の西日本豪雨の中では、また多くの子ども

たちもなくなっております。そうした中で、大人の感覚ではなくて子どもの状況をしっかりと考慮
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することが大事なんだろうなというふうに思います。本日、また、昨日と学校へは暑さ対策の中で、

学校への注意喚起をする通知を行っておりますが、今後とも子どもたちの安心、安全な環境づくり、

学校の課題に関しまして教育行政、そして地域が力を合わせて取り組んでいきたいと考えておりま

す。委員の皆さんにもよろしくお願いいたします。 

 ２番目に移りますが、きょう教育委員会の教育事務局のほうの学校教育課の報告事項にもありま

すけれども、６月下旬の大阪北部地震での安全対策の実施状況については報告させていただきます

が、私のほうからは大きな概要だけここでご報告させていただきたいというふうに思います。まず

は市内の全小中学校 28 校において、敷地内の工作物これをメインに、敷地外の通学路のブロック塀

等の検査を行ってきたわけですが、まずは敷地内の工作物に関しては６月 19日から 27日まで検査

を行い、(ウ)にありますが、倒壊の恐れのあるブロック塀が３校３か所、そして倒壊の恐れのある

ブロック塀以外の工作物、これが５校６か所ございました。それぞれの学校に関しては記してあり

ますけれども、この工作物に関してはなるべく早い段階で改修、そしてまた造作物をつくりながら

通常の通り使えるような形で、対応をなるべく早く行う予定でスケジュールを組んでおります。ま

た通学路等の学校の敷地外の工作物に関してはすでに学校運営協議会等で地域の方々とご協力をい

ただきながら、検査が進んでいる所でございます。そうした検査が済んでいる所を資料いただきま

して、８月上旬からはそういったものの資料を集め、こちらのほうで対応を進めていきたいという

ふうに思っていますのでよろしくお願いいたします。 

 裏面いっていただいて、30 年度の市政懇談会の途中報告ということでお話をさせていただきたい

と思います。今年度の５月 25日から８月１日の上村の市政懇談会まで全 20 地区の市政懇談会が半

分を過ぎたところでございます。12 校が終わり、今日 13 地区ということで、半分以上が過ぎてい

るわけではありますが、来月の定例会のほうでどんな意見が出されたかに関しては、まとめてご報

告させていただきたいというふうに思いますが、現状中間報告ということでどんな意見が出ている

のか、また状況についてお伝えしたいと思います。取り立てて２地区の千代地区、羽場地区の報告

をさせていただきますが、例年、中学校が意見発表を市政懇談会の中でするということは見受けら

れるわけですけれども、今年度も千代地区においては 11 人の竜東の中学生が参加をし、市長の市政

懇談会を本当に一生懸命聞いて、メモしている熱心な様子が本当に印象的でした。いまの時代から

まちのことに関心を持ち、市政のことに提言をしたり、意見をするという環境自体は非常に貴重だ

なというふうに思いました。とくに千代地区においては 11 人が来たということで、まちづくりの会

長と公民館主事の配慮があってバラバラに分かれて分散するよりは 11 人が集まって教育長と意見

交換しますかという提案の中で、11 人の中学生と私とで意見交換を持つことができました。いろん

な意見を言っていく中で、単なる要望ばっかりではなくてですね、今の現状を踏まえての報告の仕

方もなかなか立派だなというふうに思いましたが、一つ ICTの教育に関しては竜東地区が全地区で

非常に進んでいるわけですけれども、子どもたちのほうからはもっともっと進めてほしいと、デジ

タル教科書やそういったものも他の教科で進めてほしいし、こういった授業がもっと増えてほしい

というような要望がありました。また、通学路などの安全でない箇所に関しては直接言う機会がな

かったので非常にいろんな形で出ました。一旦は引き受けた形で、これについてのフィードバック

は来週、再来週のですね「竜東の集い」で子どもたちにフィードバックしていく予定です。また、

羽場地区のほうもですね、これは西中学校は羽場地区、丸山地区、２つの市政懇談会に中学生が出
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ているわけですけれども、羽場地区の３名の中学生の意見発表という形で、市政懇談会の中で堂々

とした発表が行われたなというふうに思っています。これもまちや市政に対する単なる要望ではな

くて、自分の問題意識をもとに提案までもっていくところがなかなかすごいなというふうに思いま

した。地域の将来に関しては住民の関心が薄いのではないかと。関心を持ってもらうようなことを

もっと取り組んでいったらどうかと。また、一人一人がもっと考えて情報を伝えていくということ

がまだまだ課題になっているんじゃないか。こんな現状認識をしたうえで、提案としては地区でア

ンケート調査の実施をしたり、また地域の交流会をもっと積極的に開いたらいいんじゃないかとい

うような提案を結びつけた発表でした。終わったときに非常に良かったのでですね、出席していた

西中学校の教頭先生にこれどのくらい手を入れたのですかと、手を入れたとか指導したんですかと

いう話をしたら、一度読んでアドバイスをして後は自由に書きなさいと言う指導をしたという話を

いただきましたけれども、本当に子どもたちの素直なあたりを感性溢れる意見があってよかったな

というふうに思っています。また、子どもたちに関することだけでなくてその他に書きましたけれ

ども、通学区を変更して何とか生徒数、児童数を確保したいという意見や質問、また同じように適

正規模というのはどのくらいのものかとそういったところで、もう少し見直していく必要があるん

じゃないか。またそれに合わせて部活動の問題に関する意見・質問も例年以上に出ているかなとい

うふうに思っています。またこれは非常に我々も真剣に取り組まなきゃいけないところで、学校施

設の老朽化に対する水回りの施設、またそれに関する施設の充実に関しては意見をいただいている

ところではあります。 

以上、私からの報告です。ご意見ご質問等あればよろしくお願いいたします。 

よろしいでしょうか。はい、それではよろしくお願いいたします。 

 

△日程第６ 議案審議 

○代田昭久教育長 

 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４件です。よろしくお願

いいたします。 

 まずは議案第 31号学校運営協議会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 31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８条第１項の規定により、下記の者を学校運営協議会委員に任命するというものでござ

います。鼎小中学校の学校運営協議会の塩沢昭成様でございます。提案理由につきましては学校長

より学校運営協議会委員の追加推薦がありましたので、飯田市学校運営協議会規則第 8条第 1 項の

規定により任命いたしたく提案するものでございます。任期は平成 31 年３月 31 日まででございま

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 31号学校運営協議会委員の任命についての説明
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がございましたが、これについてご意見ご質問等ありますでしょうか。 

それでは議案第 31号は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。 

それでは続きまして議案第 32号平成 30 年度飯田市就学援助費支給対象者の認定についてお願い

いたします。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 32号でございます。平成 30 年度飯田市就学援助費支給対象者の認定についてでございま

す。飯田市就学援助費の支給につきまして、別紙お配りしておりますが、別紙のとおり申請があり

ましたので、飯田市就学援助費支給要綱第５条第１項の規定により飯田市就学援助費の支給対象者

として認定をしたいというものでございます。児童生徒名、保護者名、認定要件等別紙の通りでご

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、議案第 32号の議案がありましたけれども、ご意見ご質問等

ありますでしょうか。 

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 33号飯田市文化財の指定についてお願いいたします。 

 馬場文化財担当課長お願いいたします。 

 

◎馬場保之文化財担当課長 

 議案第 33号飯田市文化財の指定についてでございます。飯田市文化財保護条例第２条の規定によ

り、下記の物件を飯田市有形文化財として指定する。ということで、議案の次に答申書をつけてご

ざいますのでそちらをご覧いただければと思います。平成 30 年６月 22 日付け飯田市文化財審議委

員会委員長から答申をいただいておりますが、答申書の２ページをご覧いただければと思います。 

菱田春草「鎌倉時代闘牛の図」については飯田市有形文化財として指定することが適当であると

いうことであります。指定の理由につきまして、落款が「秋江」とありますけれども、これは春草

が明治 26年から 29年にかけて用いた画号だと。ちょっと説明を落としましたが、もともと別刷り

で絵の印刷したものがありますので、ご覧いただきながらと思います。本図は明治 27年４月 10 日

から 16日にかけて東京美術学校で開催された「校友会臨時大会」への出品作で、賞牌第二席の受賞

作であるということ。それから展覧会終了後に兄の為吉へ贈られ、以降代々にわたって同家が所蔵

してきた由緒あるものが一緒のことであるということで、平成 30 年 3 月に飯田市が同家より取得し

たものでございます。本図が有する価値につきましては、現存する菱田春草作品のなかでは最も早

い出品受賞作であり、また東京美術学校時代の春草の学習成果を如実に伝える作品であるというこ

と。また、東京美術学校では、校長・岡倉天心のいう「日本美術の歴史的根拠を牢くし、さて後西

洋美術の精華をも参酌せしめん」とする教育方針に乗っ取ったものということで、本図の画風につ

きましては古典絵画である大和絵の筆法に則って作られ、描かれ、春草の学習成果を示す作品であ

ると同時に東京美術学校の教育方針を体現する作品であり、かつ日本画の近代化をめざした岡倉天
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心の理念を反映した作品であるといえるというところで、兄菱田為吉に本図を贈って、書簡末尾に

ですね、「賞の画のみ御送申上候 賞状と画一枚(牛の画)」と記載しているということで菱田為吉が

ですね画家となる希望を懐いていたわけですけれども、菱田家の惣領ということで教職の道をいく

という自らの夢は画才の片鱗を示し始めた春草に託して、東京美術学校の邂逅を伝えて状況を促し、

学費なども援助してきた兄への学習成果の披露、また援助に対する謝礼というところで、来歴の背

景にあった兄弟間の暖かな交流というものを示したものであるというところが指定する理由であり

ます。 

戻りまして、指定する物件の名称でありますが、菱田春草筆「鎌倉時代闘牛の図」です。指定す

る物件の内容及び所在地につきましては、絹本著色、軸装ということで、落款に「秋江」とありま

す。また箱書には「鎌倉時代闘牛の図 春草筆」ということで、三男の駿識の箱書がございます。 

それから所在地につきましては飯田市です。指定の根拠及び指定の種別につきましては、飯田市

文化財保護条例施行規則別表中の「飯田市有形文化財 １ 絵画」のうち、「この地区の絵画彫刻史

上特に意義のある資料となるもの」に該当するということで、平成 30 年６月 22 日付けの文化財審

議委員会から指定が適当である旨の答申がありましたので、これに基づいて上記１件を飯田市有形

文化財として指定いたしたく提案させていただくものでございます。よろしくご審議のほどお願い

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 33号飯田市文化財の指定についてのご説明がご

ざいましたが、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、それでは、議案第 33号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 34号小学校及び中学校教科用図書の採択について議題とします。この案件に

つきましては長野県教育委員会では飯田下伊那地区を教科書の共同採択地区と設定されております。

本会議を公開して審議することは、ほかの町村、教育委員会の審議に影響があると判断いたします

ので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 14条第 7項の規定により本案件を公開せずに審

議をしたいと思いますが、これにご異議ございませんでしょうか。 

ご異議なしと認めます。 

よって議案第 34号については公開せず審議することに決定いたしました。 

次に、審議は公開せずに行いますが、議事録の公開についてお諮りしたいと思います。教科書の

採択権者は会議の議事録等の公表の努力義務が課せられていますので、議事録については公表する

ことでよろしいでしょうか。 

 

（「いいです。」という者あり。） 

 

ご異議なしと認めます。よって議案第 34号に関する議事録については公表することに決定いたし

ました。 

それでは、飯田市教育委員会会議規則第 15 条の規定により、傍聴者の退席をお願いいたします。 



6  

 

（退席する者なし。） 

 

はい、ありがとうございます。それでは第 34号の採択について説明をお願いいたします。 

 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 34号小学校及び中学校教科用図書の採択についてよろしくお願いします。 

採択する教科書につきましては飯田市小学校においては平成31年４月１日から平成32年３月31

日までの間使用する「特別の教科 道徳」を除く全教科の教科用図書であります。及び、中学校に

おいては平成 31 年４月１日から平成 33 年３月 31 日までの間使用する「特別の教科 道徳」の教科

用図書の採択をいただくものでございます。なお、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関す

る法律第 13条第５項で、当該採択地区内の市町村教育委員会は採択地区協議会における協議との結

果に基づき、種目ごとに同一の教科用図書を採択しなければならないと規定されておりまして飯田

下伊那の小中学校は同一の教科用図書を使用することになります。この教科用図書の採択につきま

しては７月の 13 日に下伊那採択地区協議会と調査研究委員会の合同会議及び下伊那採択地区協議

会が開催されました。そこで、別紙のとおり調査研究委員会からの調査研究報告に基づき、採択地

区協議会にて審議をされております。採択地区協議会においては飯田下伊那地区において使用する

教科用図書が決定した旨通知がありましたので、今回それを受け教育委員会で採択をお願いするも

のでございます。種目、発行者、図書名、選定理由は記載の通りでございます。来年度以降の小中

学校の教科用図書として採択をお願いしたいと思います。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。今の説明でまず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 

 繰り返しになってもよろしいでしょうか。 

 

○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 

 左読みになっている所で、これは 31 年度から使う小学校の教科書なんですが、学習指導要領が

32 年度から変わるので、１年きりの採択です。そこで、これは 26 年の時に採択して今使っている

教科書の一覧なんです。つまり、そのまま１年間延長してこれを採択してこのまま使っていくとい

う考え方で採択地区協議会で選定したものです。それを認めていただきたいというのが提案だった

思います。それからもう一つ、上のところに別紙で中学校の道徳の教科書で光村図書の本があるか

と思いますが、これが今年度４年間使うこととして選定をしました。 
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ここに光村図書の２年生の教科書があるのですが、これがいいなと私は思いました。 

理由を申し上げると、この中にスポーツ選手が二人出てきます。主人公です。一人は広島カープ

の黒田博樹選手です。もう一つは青山学院大学の箱根駅伝のチームの話が出ています。その話でい

いなと思うのは、例えば箱根駅伝のことからすると、全国制覇をした秘密が日々の生活が大事だぞ

ということが資料になっています。物を片付けるとか、早寝早起きをするとか、好き嫌いなく食べ

るとか、みんなと集団生活をきまりよくするとかそういう日常生活を大事にしていくということが

選手一人一人の自立を促して、そしてチームとして強くなるというそういう話ができています。そ

れから黒田選手の場合は、大リーグで活躍した黒田選手ですが、高校時代は正選手ではないんです

ね、それが努力することによってやがて大リーグで活躍する選手に成長していくのです。中学時代

や高校時代に正選手じゃなくても、努力によっては花が開いていくんだというふうなそういう夢を

抱かせてくれている点でもいいなと思いました。 

それからもう一つの理由なんですけれども、非常に題材が多様です。一つ例を申し上げますと、

中学二年生で桃太郎の鬼退治の話を読みます。誰もが知っている民話です。そのあとになんて書い

てあるかというと、小さい鬼の絵が描いてあって、「僕のお父さんは、桃太郎というやつに殺されま

した」という言葉が載っているのです。そうすると、今まで鬼は悪いものだという民話で育ってき

た私たちも鬼の立場になると「鬼にも家族がいて子どももいて、それなのに桃太郎に殺されちゃっ

たんだ」というふうな見方も広がってところが面白いなと思います。子どもたちがそれに気づけば

みんなで議論するだろうと思います。 

最後にもう一つだけ申し上げます。アンネのバラの話があるのです。これはアンネ・フランクを

記念して作ったバラなんですが、このバラはいろんなところに広がっているんですが、実は飯田東

中学校にもこれが送られてきていて、その飯田東中学校のバラもこの中に載っているのです。平和

教育の視点から見ても、人権教育の視点から見ても、これは飯田下伊那の子どもたちには参考とな

ると思いました。 

以上の３点から、この光村図書の教科書を飯田市の教育委員会として、採択していいのではない

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。他にございますでしょうか。 

 それでは、私の方からも道徳の教科書については読んだうえでの採択の衆議をさせていただきた

いなと思います。私自身はですね、中学生がやったとき非常に興味がわく体裁及び内容になってい

るなというふうに思ったのは、学研の教育未来という道徳の教科書です。見ていただくとわかるよ

うにＡ４が中庸の中で一回り大きくなっています。内容のなかでもですね、漫画もあったとか、い

ろんな写真を多用したりして、中学生が非常に道徳に対して抵抗感なく入れるような作りになって

いるなということに関しては非常に評価をし、また、興味関心をもって学べるような工夫が随所に

みられる教科書だなというふうには思いました。 

比較論になってきますけれども、内容的に非常にいいなと題材がいいなというふうに思ったのが、

廣済堂あかつきの中学生の道徳であります。それぞれの題材が、子どもたちが主体的に学べるよう

な内容になっていて、また発問がわかりやすく、活字も大きくて見やすい、そんなところも非常に
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評価できるんじゃないかなというふうに思いました。ただ、少し難しい懸念としての別冊道徳ノー

トというものがあってこの分量が非常に多くあります。また、本文とは関係のないものなので、こ

れを埋めるために非常に精力をやってしまうこと、また別冊ノートの方が観点が非常に明確に書い

てあるので、非常に価値観の押し付けになる可能性もあるノートになっているなというものもあっ

て、それから別冊の作りに関しては内容とは別に課題を感じました。 

その中で私も光村図書の方は非常にバランスがいいなというふうに感じています。内容もさるこ

とながら私自身が非常に工夫されているなと思ったのが、学年ごとにその内容を、たとえば２年生

であれば職場体験の物を入れたりとか、中学年としての自覚。そういったことをしっかりと書き、

シーズンに分かれています。春夏秋冬それぞれの時期にこういったテーマで学ぶことが非常に学校

生活にもいいんだろうというような系統的、連続性のある学習ができるような工夫がされているな

ということもあり、全体的なバランスから見ると光村図書というのはその中で非常に秀でた教科書

だなというふうに考え、私自身も中学の方の道徳に関しては光村図書がいいのではないかというふ

うに考えております。 

 他に意見ございませんでしょうか。 

それでは、議案第 34号に関しては提案の通り採択ということでよろしいでしょうか。 

それでは、採択ということでよろしくお願いいたします。 

 以上、議案審議４件終了させていただきました。 

 

△日程第７ 協議事項 

○代田昭久教育長 

日程第７協議事項。全国学力・学習状況調査結果の結果公表についてお願いいたします。 

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ということで先ほどの菱田春草の次の資料になりますのでご覧ください。 

４月に行われました全国学力・学習状況調査の結果公表についてお願いいたします。本年度実施

教科でありますが、国語 AB、算数・数学 AB、それから理科の５種類になっております。ちなみに来

年は理科でなく英語が行われる予定になっております。 

１番、調査の目的、文科省から出ておるものであります、見ていただければと思います。 

２番目、結果公表・提供日ですが、今年度は昨年度に比べ約３週間早く結果が参ります。具体的

には教育委員会の方には7月24日、来週の火曜日に飯田市内の全ての小中学校のデータが届きます。

それぞれの学校につきましては、7月 27日金曜日に自分の学校のデータが入るというものになって

おります。 

３番の調査結果等の取扱いについてということで、配慮事項四角の中ですが、大切なところなの

で確認したいと思います。教育委員会や学校が、保護者や地域住民に対して説明責任を果たすこと

が重要である一方、調査により測定できるのは学力の特定の一部であること、学校における教育活

動の一側面であることなどを踏まえ、序列化や過度な競争が生じないような教育上の効果や影響等

に十分配慮すること。ということであります。 
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これを受けまして、４番で飯田市の公表方法の提案をしてまいりたいと思います。中身に関しま

しては昨年度とほぼ同じになっておりますが、確認の意味で説明をさせていただきます。まず①の

全国学力調査、国語、算数、数学、理科についてになりますが、(1)飯田市全体として公表する内容

は、学力向上の課題や改善策の立場で公表すると、具体的には全国平均と比較した学力の水準につ

いては例年通り「◎、〇、△」という表記で行いたいと思います。 

(2)公表の手段と時期です。これにつきましては最終的な結果分析報告書としての公表の時期のこ

とをさしております。市教委の定例会のほうは 10 月の 11 日、校長会送付が同じ日、教頭会が 10

月 16日、社会文教委員会のほうが 12 月、それのホームページということで計画しております。 

(3)学校別に成績を公表することはしない。理由につきましては調査の目的にありますように分析

結果を踏まえた今後の改善策等を効果的に活用するというのが主たる目的ということであります。 

(4)の具体的な活用策や方針ですが、以下の２点で考えております。まず①ですが、各教科の結果

分析から指導改善の方向を明確にし、領域ごとの課題と改善のポイントを周知するということ。二

つ目としまして、質問紙調査の回答からみえる飯田市の分析結果を以下の項目でまとめて周知とい

うことで、そこにありますアイウエオの観点からまとめていく方向で考えております。その分析に

つきましては校長会主導委員会の教育問題検討委員会の委員並びに調査結果分析委員６名を委嘱し

まして分析していく予定でございます。②番の全国学習状況調査つまり児童生徒質問紙についてで

ございます。めくっていただきまして、公表時期のほうですが、昨年同様結果分析報告書、最終的

な結果分析報告書の一部分のみ前倒しして公表する予定でございます。一部分というのは全ページ

一番下のカタカナのエとオに係る部分この部分を前倒しで公表するというものであります。狙いに

つきましては学習状況につきまして、地域住民の意識を高めて学校が保護者や地域と連携して改善

策を講じることができるようにしていく。というものです。昨年より約１ヵ月早く９月上旬には前

倒しのところは公表できるかと思います。また、９月７日の校長会でもその趣旨を徹底するように

活用するようにお願いをしていきたいと考えております。いまのところですが、最終的な結果分析

報告書は学力の調査と質問紙の結果、先ほどのアイウに当たる部分、相関関係等々分析を重ねて、

10 月の上旬に報告してまいりたいと思います。これも昨年度より１ヵ月少し早くなる予定でありま

す。 

②の公表のスケジュールの案をご覧ください。右側が本年度の予定でございます。文科省から教

育委員会が来るのが７月 24日になっております。７月 30 日頃には教育委員さんに速報版の方を送

付したいと考えています。８月 23 日の定例会でございますが、速報版と抄としまして、学力の方と

スポーツのエとオを加えたものをご説明したいと思います。９月７日の校長会で同じものを校長先

生方に説明いたします。10 月 11 日木曜日ですが、分析完成版を定例会で、10 月定例会で報告した

いと思います。そのあと各校に送付したいと思います。ここまでは教育委員会のほうの公表方針で

ございます。 

 一番下いっていただいて５番のところ、各学校における結果公表についてになりますが、各学校

における公表につきましては、飯田市の分析や飯田市の公表を待たずにどんどん進めていただくと

いうことでお願いしてまいります。(1)の公表形態、全校の保護者、該当学年の保護者等への公表の

対象を問わず、学校の立場として説明を行うということであります。それから(3)の①公表の立場で

すが、教育委員会の立場と同じに考えて公表していただきます。 
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次のページご覧ください。③の２行目です。分析結果、保護者等への説明ですが、分析結果を踏

まえた今後の改善方策等についてわかりやすく説明をしていただくようお願いしてまいります。 

④のところですが、A 調査 B 調査等の結果がイコール学力と誤解されないようにする。調査によ

り測定できるのは学力の特定の一部であること、学校における教育活動の一側面であること先ほど

の留意点ですが、説明してまいりたいと思います。 

⑤ですが、自校の結果については、教育上の効果や影響等を考慮し、学校単位での平均正答数や

平均正答率などの数値は示さないということで話してまいります。しかし場合には◎、〇、△等で

やる場合もございます。理由といたしましては、先ほど来お話しておりますアのところで「教科に

関する調査」における平均正答数や平均正答率等をもって、学力の実態とは認定できないと。イと

しまして、数値のみが一人歩きをし、ひいては無意味な序列や学校間格差につながる心配があり、

教育上の効果が期待できないこと。ウといたしまして、少人数の学校の場合、児童生徒個人の結果

が特定されてしまう心配があるとでございます。 

⑧でありますが、昨年度から追加された項目としまして、ラインボックスの中にありますが、小

学校調査の結果等につきまして、中学校へ情報を送って分析することができると。ただしラインボ

ックスの下にありますように飯田市個人情報保護条例に基づいて、所定の手続きを取るということ

が今年度からなっております。以上提案いたします。ご協議ください。 

 

○代田昭久教育長 

 はい、ありがとうございました。今年度の学力・学習状況調査の結果公表について説明がありま

したが、ご質問ご意見等ありましたらお願いいたします。 

 いかがでしょうか。 

それではこれでよろしいでしょうか。 

 

（「結構です。」という者あり。） 

 

はい、ありがとうございました。それでは今年度もこんな感じでやりたいと思いますのでよろし

くお願いいたします。 

 

△日程第８ 陳情審議 

○代田昭久教育長 

 日程第８陳情審議。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。教育委員の皆さんのほうより報告事項ありましたらお願い

いたします。 

 

 伊藤教育委員お願いします。 



11  

 

◇伊藤昇教育委員 

 主幹指導主事の帯同ということでお手元に報告書で刷っていただいたのですが、皆さんにはもう

いっていると思うのですが。これ、何もこういう報告書を出したほうがいいということでやったの

ではなくて、前回定例会でもいろんな議論された部分があるので、その再確認と帯同の主幹指導主

事の報告なんかを皆さんと情報を共有できたらいいとそういう意味で、報告書を作りました。報告

書というほどのことでもないのですけども。 

帯同につきましては、先輩の教育委員の方の話ですと、帯同というのは主幹指導主事の先生が、

まさに学校へ訪問するときの、相撲で言えば露払いのようなもので、先輩の教育委員の方たちは校

門に入って校長先生に挨拶をして、学校に入ったらもうそのまま帰ってきた、一昔前までは、とい

うような話を聞いてやってたらしいのですけれども、私もこの何年かやってる間はそうはいっても

ということで、面談とか、それから一部クラスあるいは学校なんかの内部を見させていただき、そ

して最後に懇談会ということを繰り返してきたんですけれども、ちょっと最初のうちは面接という

のも気が引けるので、座をはずした時も、前回の時にも確認していただいて、事務局の方も手配し

てくださったので、帯同の時の面談ですね、面談は校長先生は２回、他の教職員の面談にも全部同

席して、別に違和感なく校長先生も了解していただいてくれました。 

それから、一部授業なんかも見させてもらったりして、ここに出ているように多少竜東と鼎で特

徴的なことを載せておいたのですけれども、施設云々に関してはこの前のお話ですと、あまり教育

委員が聞いてこなくてもいいようなことをおっしゃってくれたんですけれども、やっぱり今までの

経過でどうしても、教育委員も一緒に聞いていってくださいというような感じで言われる。例えば

さっきの鼎の場合ですと、やっぱり教室の高温の気温が上がるということで、あるいはトイレのこ

とも言われていたり、また竜東中学におきましては雨の時に体育館に行く時によく滑るというよう

な話、そういうのをやっぱり聞かされるのでそういうのを聞かされた時に、教育委員がどこにどう

いうふうにお話したらいいのかということ。あるいは全体懇談会の時には主事の先生がお話しなさ

るのですけれども、そうはいっても横に座っていて、教育委員さん一言といわれるとなんか何もな

いですというわけにはいかないので、ちょっとここは私のあたりさわりのないことをこういうふう

に言っていきたいということを書いてあるんですけれども、そのへんのことを皆さんと帯同の時の

教育委員のスタンスを共有できたら良いということで報告をしました。以上です。 

 

○代田昭久教育長 

 はい、ありがとうございました。 

 

◇小林正佳教育長職務代理者 

 質問してよろしいですか。 

 

○代田昭久教育長 

 はい。 
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◇小林正佳教育長職務代理者 

 鼎中の２番の女子教職員が少ないためにイベントなどに苦慮しているということで。これは。 

 

◇伊藤昇委員 

 やっぱり、たとえばキャンプの時とかの時に女性の職員も必要で、同じ人が行っているんですっ

ていまだから一人の人に負担がすごくかかっちゃうという、複数いればね、キャンプの時は誰がい

ないって、こっちのイベントには教職員のＡさん、Ｂさんと行ければいいと、そういう意味なこと

だと思います。 

 

◇小林正佳教育長職務代理者 

 はい、了解です。わかりました。 

 

○代田昭久教育長 

 はい、ありがとうございました。他にいまの報告について何かご意見ありますでしょうか。 

 他には委員のほうからいかかでしょうか。 

 

◇小林正佳教育長職務代理者 

 それでは、私の方からでいいですか。裏表刷りのものをお配りしたと思うのですが、平成 30 年度

長野県へき地教育振興協議会飯田下伊那支部というのがありまして、各市町村からお金をいただい

てこういう協議会を設けて活動をしています。私の立場で言うと私が顧問の役割をやると共に、教

育長さんも役員になっていますので、一緒に参加させていただいております。その中で、皆さん承

知していただいた方がいいかなと思うのですが、分散会がありまして分散会の中で下平浩之教諭の

役割というアンダーラインが引いてあるところがありますが、よろしいでしょうかね。そこでです

ね、29年度から県教委の事業で「山間・小規模校の指導力向上のための教員配置事業」というのが

あるんです。飯田市で言うと上村小に、今年、「リーディングスクール」が導入されたのですが、そ

の前に中学校の方に「エリアコーディネーター」という役割を持った教員が配置されたのです。そ

の人が連携校として、遠山中学校にも関わってくれているのです。だから、遠山中と共に飯田下伊

那の中学校にも入って活動してくれていることを承知していただいた方がいいかなと思うのです。 

 何をしてくれているかということなのですが、下平先生は授業の支援ということで、T・Tとして

数学の授業を入って実際授業したり、または授業参観して指導したりしてくれています。それから

この６校の共通のテストを作って、それぞれの子どもたちがどんな力があるかということもやって

います。それから全国学調も早期採点をして、先生たちと一緒に合同の分析会をやっているんです

ね。指導主事も含めて。それから、そのことによっての成果ですが、こういう調査結果を生かすこ

とができるようになったとか、先ほど専門幹からの話があったように山の中の学校で数学の先生が

一人しかいないというようなところでは教科会として一緒に勉強できないので、時間を見つけて授

業参観をしたりしながら研修を深めているといった取り組みが広がってきているようです。それが

一点目です。 

 二つ目にですね、千代小学校の藤木正嗣先生が「総合的学習の時間」の実践を発表してくれまし
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た。この発表が素晴らしいなと私は思いました。28 年度の時には「炭焼き体験」をして地域の地場

産業を学ぶということを５年生でやりました。６年生ではその炭焼きを教わった地域の人からから

学んで「セイヨウミツバチの研究」をするんですね。セイヨウミツバチの飼育と観察を子どもたち

と一緒に取り組みます。そしてできた蜂蜜を使ってハンドクリームや石鹸やリップクリームを作っ

て加工して販売しているんですよね。それから、ミツバチが一回どのくらいの蜜を集めてくるのか

といって計算するんですよね。そうすると一回で 0.008mlを集めてくることが分かるのです。それ

で、水滴や涙の粒が 0.1mlだということを子どもたちは理解しているんですよね。具体的な体験と

数字が結びつくということが重要だと思うのですが、そういうことの大切さを発表してくれました。 

次に、これは私が質問したことなのですが、今年は何年生を担任してどんな実践をしているか聞

いたら、今度は３年生の担任になったので、人形劇の取り組みをやっていると言っていました。学

校の「総合的学習の時間」のカリキュラムに基づいてやっているんですね。その中で、人形劇フェ

スタの参加するんだけれども、千代地域に伝わる民話をやったり、国際交流によって異文化理解と

関わったりしながら人形劇フェスタの方に備えているそうです。「総合」という時間は、なかなか学

校訪問行った時に私たち見る機会がないので、飯田市の学校はどうなっているかと心配してたんで

すが、この先生はしっかりやってくれていました。28 年度、29年度もそうなんですが、感想②に書

いてあるように長野県学校化学奨励基金が主催するＳＢＣ科学大賞というのがあるんですが、そこ

で一昨年は「奨励賞」、昨年は最高の「大賞」を受賞しているのです。それが裏のページに紹介され

ているっものなんですが、これはテレビ番組になっているんですよね。１時間の。是非どこかで見

せてもらいながら、私たちもこの活動を理解すると同時に、こういうふうな取り組みを奨励してい

く必要があるんではないかなと思います。課題はですね、千代小学校ではこの先生の実績で止まっ

ているような気がするんですよね。これが学校全体に広げ、千代小へ行けばこういう研究が、「総合

的学習の時間」の中で行われていて、子ども達は探究的な学びができているようになれば、「学校の

宝」として定着していくといいなと思いました。以上です。 

 

○代田昭久教育長 

 はい、ありがとうございました。いまのことに関して何かご質問等ありますでしょうか。 

はい、ありがとうございました。 

他の委員さんから報告事項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 

 はい、先ほど伊藤教育委員の方から帯同の報告の方がありました。私も行かせていただいて、７

月３日の日に浜井場へ行かせていただいております。いま報告の方見させていただいて、きちんと

こういったものを提出していくことは大切なのかなということを一つ感じております。色々な話を

聞いてきておりますし、感じた点もたくさんあります。メモを残しておりますのできちんと報告書

として、次回それか次の三穂小行った後、２校まとめたものとしてから報告書の提出、言葉でした

いと思っています。また７月１日の日に上村小学校の方の公開授業の参観の方に行かせていただき

ました。そちらの方の感想としましては、私委員といいますか三浦個人としては、本当にああいう
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小さいところの学校に子どもをというよりは逆にスクールバスで出して大きなところで学ばせたほ

うがいいんじゃないかというような、そのような感じが三浦個人としてはあったそんなつもりでお

ります。しかし見させていただいて実際に子どもさん２名が上村小学校に小規模特認校ということ

で通っていましたが、一人は兄弟がいないんだっていうそういった入学してくれた女の子、まるで

兄弟のようなお兄さんお姉さんに囲まれてといったところで、主人公の自分が毎日が主人公のそん

な学校生活の場を見させていただいて、また、お姉さんたちお兄さんたちに教わりながら、自分も

お兄さんお姉さんに負けまいとして頑張っている姿。またその中で保護者、お母さんのお話をお聞

きすることができましたけれども、すごく強くなってきたというような、そういったようなコメン

トを聞くと、こういった少子化時代にあって、子どもが子どもの中で育っていくというそういう環

境がその子に与えられたそんな教育環境にあった飯田市の教育委員会の考え方というものは力説だ

ったんだなということを見させていただいて感じました。歌の発表も聞いてきましたけれども、当

初の５月頃のビデオでのその子の歌うその姿勢よりもその７月私たちの前で歌ってくれたその歌声

の方が本当に大きな口を開いて歌っているという２か月での大きな成長を見ることができまして、

ちょっといいものを見させていただいたなということを感じました。不登校の子どもさんのお父さ

んからも通えるようになってきているという前向きなそんな発言をお聞きすると、本当に良いスタ

ートを切れたんじゃないかなということを感じております。以上です。 

 

○代田昭久教育長 

 はい、ありがとうございました。 

よろしいですか。 

はい、ありがとうございました。教育委員報告事項の中で、三遠南信教育サミットについてであ

りますが、前回終了後、三浦教育委員とですね内容について少しすり合わせをさせていただき、先

方に送ってあるファイルの方は変更させていただいた通りでございます。これをもとに内容等すり

合わせているところではありますけれども、三浦教育委員の方から何かございますでしょうか。 

 

◇三浦弥生教育委員 

 どういったことを求められたのでしょうか。 

 

○代田昭久教育長 

 最終の詰めは、行く前の明日でよろしいですかという、内容について何か基本的な、改めて確認

するというものがあればという質問ですが。 

 

◇三浦弥生教育委員 

 わかりました。スライドの方用意していただきました。ありがとうございました。それに色々な

ところで自分が見てきたこと、また色々なところでの話なんかを合わせて、自分の言葉で説明でき

るようにということでセリフを作ったというようなところです。きょう見ていただこうかなと思っ

ていたのは言い回しであるとか流れであるとか、あと言っている語彙、そういったものを間違いが

ないかというようなところの確認をと思っておりましたけれども、ちょっとそれでは時間がかかる
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のでもう一回自分で内容の確認をさせていただいて、明日車中でその内容を言葉で言わせていただ

く中でもし間違いがあるようでしたら、教育長職務代理、各委員さんの中で、あと事務局の方もい

らっしゃるので、その中で訂正をして実際に望みたいと思います。はい、いいでしょうか。 

 

◎三浦伸一教育次長 

 これなんか、終わったあとでって言われていますけど。 

 

◇三浦弥生教育委員 

 いいです。 

 

◎三浦伸一教育次長 

 いいですか。 

 

◇三浦弥生教育委員 

 はい。さっきそんなお話をさせていただいて時間がかかりますので、かかりますというか。はい、

いいです。 

 

◇小林正佳教育長職務代理者 

 それで結構だと思います。見させてもらいますが、ただテーマがちょっと気になっているんです

が、「これからの学校教育と社会教育の融合を考える」とあるんですが、スライドだけを見せてもら

うとこれからのというよりかは、現状をアピールしているなというような気がしているんですが。

将来的にどうしようと考えているのですか。こういうテーマになっているけれども、こういうふう

に取り組んでいるということをアピールすることでいいかなと思います。 

 

◇三浦弥生教育委員 

 はい、ありがとうございます。流れ的には例えば飯田市の場合を説明する際も、これからの交通

網が拡大していくというようなそんな点で未来を考えようなことで飯田市は結び付けしている部分

がありますというところで最後人形劇ということで、世界フェスティバルの方も行われるというこ

の 20周年 40周年のこの記の説明で最後終わりますけれども、そんな中で飯田市が力を入れている

社会教育と学校教育の融合をそういった人形劇フェスタといったところに最後の結論をもってきて

あて、そこからまた飯田市発の世界への発信というところも視野に入れてまた発信していきたいと、

フェスタだけがすべてではないですけれども、一つピックアップする中に飯田コミュニティスクー

ルというものと人形劇フェスタというものを持ってきていて、最後にフェスタを持ってきています

ので、そういうところでこれから飯田市というものが外に発信していけるそういった舞台と言いま

すか、そういったものも整ってくるので、発信もしていきたいというような終わり方なのかなとい

うところでこれからの考えるといったところはまあそんなところの提示と飯田市においでください

と、まあそんなイベントもありますのでというところで、終わりというところがまあここで言える

流れかなとは思ってしゃべろうとはあるつもりではあります。ちょっとは後から前回打ち合わせた
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資料のようなのが若干ちょっと出てきまして、言われたことで入ってない内容もあるかなと思った

のがちょっとここへ出かけてくるちょっと直前だったので、加える部分もあるのかなと時間をお聞

きしたらもう少し、ちょっと 20分弱でこれ組んだので、もう少し喋れるならそこにちょっと付け加

える部分あろうかと、車中で言っていただければなんでも加えてしゃべりたいと思います。 

 

◇小林正佳教育長職務代理者 

 しっかり勉強されておられているし、内容的に見れば飯田市が取り組んでいる学校教育と社会教

育の融合というものについてはスライドは載っているので、自信をもってやっていただければいい

かなと思って見させていただきました。 

 

◇三浦弥生教育委員 

 はい。 

 

○代田昭久教育長 

 はい、ありがとうございました。それではいま、三浦教育委員からありましたが、最終的には口

頭ベースで修正が効くものだと思いますので、打ち合わせを明日車中で行いたいと思います。よろ

しくお願いいたします。 

 はい、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いたします。 

 

◎三浦伸一教育次長 

 ございません。 

 

○代田昭久教育長 

 はい、それでは続きまして各課、各館の報告事項に移りたいと思います。(3)学校教育課報告事項

お願いいたします。 

 

◎北原康彦学校教育課副参事 

 はい。 

 

○代田昭久教育長 

 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、お願いします。今の三遠南信サミットの次のページで定例教育委員会資料 No.３とありま

すものを見ていただければと思います。 

学校施設及び通学路等に係る臨時安全点検、ブロック塀ブロック製の工作物を中心とした点検を

実施をしております。継続中ということでありますがその報告でございます。これにつきましては

教育長の挨拶、教育長の最初のところにもありましたけれど、大阪北部地震で学校施設のブロック
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塀の倒壊による尊い命がなくなったということの、それに基づいて始まったものでございます。こ

のことから飯田市の児童生徒の一層の安全確保のために学校敷地内の屋外・屋内にある工作物、及

び指定通学路、学校、教育委員会が指定をしています各学校の指定通学路、その関係のブロック塀

に限っておりますが、臨時安全点検を実施をしておるという途中経過があります。 

 まず、１番の(3)点検対象というところをご覧ください。学校敷地内の工作物ということで、屋外

のブロック塀等、屋内の図書館等の棚、テレビ、扇風機などというものを対象にして、まず把握を

しようということで取り組んでいます。もう一つが指定通学路のブロック塀のみでございます。実

施方法につきましては学校敷地内の屋外・屋内にあるものにつきましては翌日の６月 19日から６月

27日までは学校施設係を中心に屋外の危険と思われる工作物、ブロック塀、ブロック塀以外の例え

ば石碑とか二宮金次郎の像であるとかいろんな像、あと門柱なんかもありますが、そういうものを

全部拾い出して 27日まで点検をやって終わりました。点検項目のところを見ていただきますと、大

きさ、固定状況、ブロック塀は控壁の有無ということになっていますけど、まず大きな地震が来た

時にこれはまず倒壊してしまうんではないかと思われるもの全部拾い出しましょうということでこ

れを行いました。点検結果及び対応のところでございます。ウでございますけれど、倒壊の恐れが

あるブロック塀ということで、ブロック塀は一つ基準がございまして、高さが 1.2m以上のものにつ

きましては塀に対して垂直に入っている控壁、垂直壁といろいろ言い方あるんですが、それが入っ

ていないものはもう倒壊の危険のあるものという判断しながら拾い出しを行いました。正確には中

に鉄筋が入っておるであるとか控えてあるものの状況とか後はひび割れとかそういう老朽化の判断

しつつなんですけれど、そういう判断するまでもなくそこで危険なものということで、早急に対応

しようということでそれを対象としております。そこにありますようにブロック塀の倒壊の恐れの

あるものとつきましては３校３か所、そこに学校名があります。そのほかに倒壊の恐れがあるブロ

ック塀以外のブロック等による工作物。具体的にはプールの昔は荷物を置いたりする棚があるので

そこを囲っているブロック製のものであるとか、竜丘小なんかは校庭の遊具、ボールをぶつけたり

すると跳ね返ってくるブロックの遊具というかそこに穴が開いているような遊具なんですが、そう

いうものであるとか、あとは昔、外のトイレとして使っていた入口の目隠しとして設置をしていた

もの、いまトイレがなくて倉庫として使っているのですが、その目隠しのブロック製のものが残っ

ているそういうものがありまして、合わせて８校９か所の危険というもので判断をしました。次の

ページ行きますが、現在の状況に入ります。現在緊急に対応しようということでその８校９か所に

つきましては柵囲いと言いますか赤い三角コーンとかポールを使って、近づかないような措置をし

ております。近寄らないでくださいという注意喚起もしながら安全措置を実施をしております。そ

の次、予算措置も含め準備ができ次第、迅速に撤去・改修を行いますということで教育長からもそ

ういうお話をしていただきましたけれど、直近の情報でありますと、まあ補正予算で結構金額的に

大きなものだと思うのですが、補正予算も要求をしましてそれが専決という方法で緊急に対応して

いただきまして、追加をしております。それにつきまして現在は工事着手というかたちであります。

着手というものは書類上契約ができて具体的にもう何時でも着工できるような状態になってきてお

るということでありまして、この８校９ヶ所の内、上郷小にあります、上郷小のプールのところの

目隠しブロックの部分と、鼎小学校ここにありませんけれど、鼎小学校はちょっとブロック塀では

ないですが、擁壁を兼ねたそういう囲いのものがあるんですが、そこのものについてはちょっと遅
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れますが、この８校９か所の中では上郷小を除いて、まあ来週だんだん着手をしながら、遅くとも

お盆前には全部撤去、若しくは撤去して目隠しのフェンスと言いますかそういうものを設置をする

工事を完了する予定でおるということであります。②の指定通学路のブロック塀につきましては６

月 22 日飯田市の校長会、27 日の PTA 会長会にも、ぜひ通学路、子どもたちの安全の確保のために

学校の PTA の皆さんもぜひ協力してください。まあ保護者の皆さんですね。協力してくださいとお

願いをいたしました。細かい点検方法であるとか、記入する記入表、あとは地図がないとなかなか

記入ができないので、そういう地図であるとかそういうものをすべて学校教育課で用意をさせてい

ただいて、それを各学校にお渡しをして、それを使ってやってくださいということで現在点検に入

って、入る準備をしているとこだとは思います。先ほど学校運営協議会の報告の中にもその点検方

法について協議をした運営協議会もございましたけれど、８月上旬を目途に点検をまとめていただ

きたいというお願いをしています。この指定通学路のブロック塀、対象としますのはブロック塀の

みでございまして、点検項目のところに書いてありますけれど高さ 1.2mで、個人の所有の塀になり

ますので、触ったり、たたいたり、裏側を覗いたりするとちょっと不審な者として扱われてしまう

という可能性もあって、あくまでも外からの目視のみで判断をしてくださいということでお願いを

しています。傾きやぐらつき、ひび割れというのは目視でわかる範囲内で拾っていただいて、それ

を全部危険なブロック塀ということで把握をしましょうということであります。通学路のブロック

塀の点検結果につきましてはまちづくり委員会などと協働して取り組むということでありますので、

情報はまちづくり委員会と共有しながら地域の自主防災活動とか、そういう防災活動につなげてい

ただこうというのもまず一つありますし、もちろん児童生徒の安全教育にもつなげたいということ

で考えております。あと可能であればあまり遠回りにならなければ通学路、そこは通らないという

ような通学路の指定変更というのも検討したいとそういうふうに現在進めていきたいと思います。

ただ、将来的にはブロック塀の改修とか撤去して青垣にするというそういう補助制度を考えている

自治体もございますが、それは教育委員会だけではできない部分もございますので、庁内の関係課

と共に取り組みながらそういうものにつなげていければなというふうに思っている所でございます。

報告は以上でございます。よろしくお願いします。 

 

○代田昭久教育長 

 はい、ありがとうございました。 

 続きまして、(4)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 

 それでは資料 No.４で示してありますが、実は本日皆さんのお手元に Haguが用紙が届いておりま

す。こちらの方の裏面の方がわかりやすいので、こちらの方で色々示してあるのでこちらの方でご

説明させていただきたいと思います。Haguの説明なんですが、ちょうどタイミングが終わりまして、

本日ですね、学校に配布して、夏休み前にはこの第５号をお配りできるということになっているか

と思います。ご承知おきいただきたいと思います。今回につきましては主に生涯学習・スポーツ課

で関連する行事のものを入れさせていただきました。学校の情報をというよりも関連する部分とい
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うことで、表紙にはわが家の結いタイムという三行詩コンクール特選作品の素晴らしい作品という

ことで出させていただいたことと、ページをめくりまして１番につきましては職場体験学習キャリ

ア教育ですね。今までキャリア教育推進委員会あるいは研究委員会の中でも保護者あるいは事業所、

あるいは学校、それから親子、それぞれ共通認識をもってキャリア教育というものがどういうもの

かという、もう一回情報発信をした方がいいんじゃないかということでこの Haguを使ってそれぞれ

の立場でのキャリア教育の在り方あるいは進め方あるいはどんな形で生徒の思い、ここはどういう

ふうに進めていくかという職場体験の受け入れる側の事業者ということでちょっと示させていただ

きました。それでそんな向きで、裏面、本題なんですが、夏休み期間中の主なイベントということ

で７月、８月のイベントを載せさせていただきました。これにつきましては各課、各館あるんです

が、それぞれ事業やっていますが、統一した情報発信が必要だということで、ここでずっと７月８

月連続して様々な事業が展開されておるということであります。それで主にはここ日にちと内容行

事と主催しか書いてありませんけれども、紙面の関係で細かくは書けないということなので、主な

ことにつきましては電話番号がそれぞれありますので、お問い合わせいただきたいというかたちで

させていただきたいと思います。スと書いてあるのは飯田宇宙教育のスタンプラリーの対象となっ

たということと事前申し込みが必要なものについては、すでに申し込みが済んでいるものもあるの

ですが、極力そういった形でご紹介をさせていただくということです。それから下の一番ポイント

で夏季休業中の学校閉庁日も入れてありますので、ご承知おきいただきたいと思います。こんなふ

うで夏休みの事業を夏休み前に児童生徒の皆さんにお配りをしたいということで送らさせていただ

いたものであります。以上であります。 

 

○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、(5)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。 

 

◎秦野高彦市公民館副館長 

 本日は資料ございませんけれども、先ほど熱中症対策のお話がありましたのでご報告させていた

だきます。南信州広域連合の飯田広域消防で発行しております熱中症予防の啓発ポスターがありま

すが、それを各公民館にデータで配布し、館内へ貼って熱中症への注意喚起を取り組んでいるとい

うことをご報告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、(6)文化会館関係報告事項お願いします。 

 宮沢文化会館長お願いします。 

 

◎宮沢正隆飯田市文化会館長 

 それでは資料は綴りの中に世界人形劇フェスティバルの総合プログラムが入っていますので、こ
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ちらをご覧ください。いよいよあと２週間と迫ってまいりました。最初の方は特集等が書いてあり

まして、めくっていただきますと、世界の人形劇が大集結！ということで今年は世界人形劇フェス

ティバルということで 18 の国と地域から 29劇団が上演等に来ていただけるということになってい

ます。有料公演もありますし、右側の方はワッペンだけで見れる公演もたくさんございます。先ほ

ど三浦教育委員さんの方からお話もありました資料の方書いていただきましたけれども、中学校区

単位でも海外劇団の上演等もあります。ぜひこの機会に見ていただきたいと思っております。各種

のイベントや特集として取り組む行事等も載っております。中ほどからプログラムが数ページにわ

たって載っておりますが、今年は 630 公演程度となっております。小さくて見にくいところもある

んですけれども、色を変えるなどの工夫により一目でこれはどういうものか見れるように書いてあ

りまして、青で書いたものは海外の劇団とか、色塗りになっているものは有料とかそういう記載に

なっております。スタンプマークのついておりますのは地区の実行委員会の方で取り組んでいただ

いておりましてスタンプを数多く回って取ることによってプレゼントがもらえ、本当に価値のある

ワッペンにするという工夫を各地区で取り組んでいただいています。教育委員の皆さんには期間中

にいくつかの催しにご参加いただきたいということで呼びかけをさせていただきたいと思っており

ます。本日の配布文書に入っていますし、一覧表をお配りしました。こちらの方は人形劇フェステ

ィバルのこと以外にシャルルヴィル・メジェール市との友好提携のこと、それからＡＶＩＡＭＡ総

会に関することも併せて印をつけさせていただきまして、紙面の中ほどが教育長をはじめ、教育委

員の皆様の出ていただきたい所でございます。黒丸をしたところにつきましては招待状を出させて

いただきまして、ご都合のつく範囲でご出席いただきたいというもの。丸印のものにつきましては

時間がもしありましたら顔を出していただけたらというものです。三角をつけさせてもらったもの

は一般公開をされておりますので、参考までに見ていただければというような意味合いで印をつけ

させていただいております。準備のいるものにつきましては出欠のご報告いただくことになってお

りますので、ファクスあるいははがき等での返信をよろしくお願いいたします。 

それから別冊で、人形劇のまちが生まれて 40 年、フェスタ 20周年記念誌というのをお配りしま

した。こちらは実行委員会の方で今回のフェスティバルの前に作って、特にサポートスタッフをは

じめとする市民の皆様に見ていただきたいという思いで作りました。特にフェスタのテーマであり

ます「みる 演じる ささえる わたしがつくるトライアングルステージ」ということでそれぞれ

のみる、演じる、ささえるの立場の人たちの活躍ぶりの一部を見ていただくことによって、ぜひま

た大勢の仲間の方に加わっていただきたいという思いで作っております。県の元気づくり支援金を

いただきながら、作成をしてまいったところで、フェスタ期間中を含めまして、各方面でお配りを

して PRをしていきたいということでございます。 

続きまして、レジュメの資料に戻っていただきまして、資料 No.５、先ほどの生涯学習・スポー

ツ課の説明の次のところでありますが、小中学生音楽鑑賞事業の実施計画ということで、本当にこ

の暑い中、きのうから音楽鑑賞事業を行っています。たまたまこの時期にかかってしまったんです

けれど、市内の６校を会場といたしまして、９つの小中学校で合同参観を含めまして、鑑賞をいた

だいております。昨日と本日は弦楽四重奏ということで、名古屋フィル交響楽団のコンサートマス

ターの日比さんをはじめとする豪華なメンバーでの演奏をしていただいております。明日は金管五

重奏ということで資料に記載のメンバーで予定をしております。非常に暑い中でありまして、学校
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の方のご協力いただきながら、水分補給を取りながらやっておるということで、演奏家は本当に汗

だくで頑張っていただいております。本当に申し訳ないなと思っているのですけれど、子どもたち

の反応をきのう午前中、下久堅小学校の様子を見てまいりましたけれども、非常に演奏家の皆さん

からの声掛けに対して、手を挙げて、応えているということで前向きに音楽を楽しんでいただいて

いる表情がうかがえました。もうちょっと環境のいい時に聞けたら本当に良かったなという思いは

あります。このことにつきましては議会からも今後どうするんだという、なくなったことに対する

残念な言葉もいただいておりますので、今回子ども向けのアンケート、それから担当の先生向けの

アンケートを取りながら、そんなことも考慮しながら来年度に向けて成果と課題を検討してまいり

たいというふうに考えております。 

それから後ろ側にもう二枚チラシをつけさせていただいております。歌舞伎の競演というチラシ

と、秋の彩コンサートア・ラ・カルトのチラシでございます。歌舞伎の競演につきましては８月 26

日日曜日の午後１時 30分開演ということで、下條歌舞伎、大鹿歌舞伎、下條こども歌舞伎の競演と

いうことでございます。文化会館としましては鑑賞事業の中で松竹大歌舞伎を上演したいというこ

とで、ここ数年長期の事業として取り組んでおりまして、その中で地歌舞伎についても勉強しよう

ということでやっております。今回は初の試みといたしまして、歌舞伎ソムリエの方によるイヤホ

ンを入場者全員にお配りをしまして、説明を受けながら歌舞伎の初心者の方でもわかるような仕組

みを考えております。秋の彩コンサートにつきましては９月９日日曜日の午後２時 30分開演で、こ

とし目新しいところでは橋北の屋台囃子保存会さんに参加をいただいて、地元の伝統芸能について

も聞いていただく機会を設けております。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、(7)図書館関係報告事項お願いいたします。 

 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、資料 No.６をお願いいたします。ポイントのみですが、報告と予定ということでよむとす

事業の内容を書いております。報告の中では、資料 No.６でございます。特に(5)飯伊婦人文庫と豊

橋読書サークル連絡会との交流会ということで、15日に行われました。今年は飯田に来てもらうと

いうことで豊橋の方からマイクロバス一台仕立ててお越しになり、午前中はそれぞれの活動の交流

会、意見交換、午後は村上春樹読書会ということで、ピックアップしたものを群読ということでみ

んなで音読しながら、その中にかかれているところについて色々な質疑、意見等を出し合うという

機会がございまして、一般公開をして合計で 54名の参加がご応募あったということでございます。 

 予定の方でございますが、世界フェスタにあわせた事業ということで現在もうすでに始まってい

ますが、おはなしトラベルということで、スタンプ集めて自分で貸出が機械触ってできるとかそう

いう仕掛けのものとか、(2)、(3)、(4)といった取り組みを予定している所でございまして、チラシ

の方をこの後ろの方にピンクのチラシを文化会館の先ほどの続きでございますが、ピンクのものを

２枚つづっておりますので、またご覧いただきたいと思います。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。 

 続きまして、(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。 

 

◎池戸通徳美術博物館副館長 

 お手元に第 13回美博まつりのチラシがあるかと思いますのでご覧いただきながら、かい摘んで要

点をご説明いたします。今月末 28 日土曜日 29日日曜日午前９時から午後５時全館無料ということ

で開館をいたしまして、例年通りの美博まつりを行うところでございます。今年は一番裏のページ

を見ていただくとありますけれども、動物園、図書館、美博が連携しまして、クイズラリーを行う

という連携の取り組みの一つをやっていきますのでお知らせいたします。開いていただきますとワ

ークショップが①から⑳まで載せてありますけれども、その内⑥、⑫、⑱は新規のものでございま

して、ブラッシュアップしながら新しいものを入れて楽しんでいただこうという作りでございます。

また、今までの説明にもありますように、プラネタリウムでは飯田宇宙教育ということを推進する

中で、連携した取り組みということで関連する番組を上映いたすところでございます。また当日特

別なワークショップも行う予定でいま進めており、ぜひ多くの方に来ていただく、広報に努めてい

るところでございます。お知らせとなります。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。 

 (9)歴史研究所関係報告事項お願いいたします。 

 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 

 歴史研究所から４点報告がございます。 

 一つの説明がアでございますが、口頭でご報告させていただきたいと思います。４月以降、歴史

研究所の任期付研究員の募集をさせていただいておりました。６月に都内での選考委員会、それか

ら理事者面接をしまして、近々正式に一名の研究員の採用をする予定であります。採用の時期は８

月１日ということでございます。また正式に決定しましたら、歴研ニュース等でのスタッフ紹介と

いうかたちでお伝えしてまいりたいと思います。建築の歴史、建築史の研究員であります。 

 それから報告の二つ目でございます。資料 No.７の地域史講座の開催の報告になります。６月の

23 日に川路の公民館で行いました、旧川路村の役場文書の調査報告の概要でございます。細かい点

につきましてはまたお目を通しいただきたいと思いますが、二年間かけて史料整理行ってきた成果

について報告をいたしました。地元の方を中心に非常に多くの方に触れていただきまして、色々な

史料があるんだなということを実際に史料を現場に持ってまいりまして、みていただきながらお話

を聞いていただいたということであります。 

 次に三点目になりますが、ウの飯田アカデミア第 84講座、それからエの第 16回地域史研究集会

につきましてはチラシを添付してございます。アカデミアは今週の土日７月 21 日・22 日、研究集
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会につきましては来月の８月 25日、26日に開催を予定しておりますのでご案内をいたします。 

それから資料ありませんけれども、先ほど職場体験学習の話がありましたので、その補足と言い

ますか追加になりますが、飯田市歴史研究所でも中学生高校生の職場体験を受けいれておりまして、

７月から８月にかけて高陵中、緑中、竜東中、８月は遠山中、鼎中ということで徐々に予定をして

います。昨日今日と OIDE長姫高校の生徒さん２名来ていただいています。そういった取り組みもし

ておりますので、ご承知おきいただきたいと思います。説明は以上です。 

 

○代田昭久教育長 

 はい、ありがとうございました。ただいま学校教育課から歴史研究所まで報告事項がありました

けれども、以上に関するご質問ご意見等ありましたらお願いいたします。 

 

◇小澤由美子教育委員 

 はい。 

 

○代田昭久教育長 

 小澤教育委員お願いします。 

 

◇小澤由美子教育委員 

 危険箇所についてなんですけれども、これから夏休みに入りますとラジオ体操があったりですね

子どもが出かけたりする場所があったりして、少し前に高森町の方で保育園の子どもたちが墓石で

遊んでけががあったということがありましたので、学校教育の方でそこまではというとこもあると

思うので、地域の方々に意見で危険箇所はなるべくチェックもしてもらえたらいいんじゃないかな

と思います。昔は大丈夫でも、だんだんガタが来ている灯籠とかそういうものが出てきていると思

いますので、子どもたちの安全をちょっと地域の方を巻き込んで確保していただけるとありがたい

なと思います。 

 

◎北原康彦学校教育課副参事 

 はい。 

 

○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 

 はい。ご意見ありがとうございます。もちろん今回ブロック塀に限っての点検なもんですから、

今後地域の方にご協力いただく中で保護者一緒になってやろうということはいいと思います。ただ

それ以外になりますと、墓石に限らず危険な箇所がございますので、まあそれは一つには保護者の

皆さんにも自分の周りの危険箇所というのを親子でまず回ってもらいながら、把握をしていただく

というそういうところを安全教育から始めていただきたいと、ちょっとそんな啓発も一緒に合わせ
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て考えていきたいと思います。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。 

 

◇小澤由美子教育委員 

 それに含めてまた学校で最近どうかわからないのですが、例えば松尾だと八幡様の方にみんなで

写生大会に行ったりとか、子どもたちでどこどこの遺跡を見に行くとか、そういうことも今もある

のかな、そこにも危ないところもあるかと思いますので、そういうところはやはり学校でちゃんと

確認をしてから子どもを行かせる。悲しい出来事が起こらないように色々大変だと思いますがやっ

ていただけるといいかなと思います。 

 

○代田昭久教育長 

 はい、わかりました。ありがとうございます。 

 

◎三浦伸一教育次長 

 具体的なところをちょっとお聞きをしたいのですが。夏休みというのはすぐなんですけど、まず

は地域の皆さんに PTA も含めてですけれど、通学路の点検を８月の上旬までにというお願いをして

いるのですよね。間髪入れずに引き続きそういうお願いをしていって地域の方たちはどうなんでし

ょうか。かといって大事なご指摘なんですけれど、どういうふうにおろしていったらいいのかなと

ちょっと今迷っている。今の話は大事なことなんですが、どうやって下ろしたらいいのかなという

ちょっと迷いがあるんですけれど、かといって来年の夏休みという話でもないんだと思うのですけ

れども、どうですかね、教育委員さんそのへんちょっとご意見上げてもらえれば。 

 

◇小澤由美子教育委員 

 子どもって通学路守らないんですよね。八幡様でカニを取っておったり、あの池のところで、遊

そんどってみたり、池に落ちとってみたりするんだけど、いつどういうふうにしたらいいでしょう

かね。 

 

◇小林正佳教育長職務代理者 

 いいですか。 

 

○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 

 前回の市の校長会には出られていなかったですよね。二回目の市の校長会の時に校長先生たちで、

これのコミュニティスクールに対する取り組みについて協議をしたんですよね。その時にある校長
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先生が「この通学路の点検は地域の人たちを交えて PTA とも交えてやりたい」と発言された校長さ

んがいるんですよ。私はね全く同感だったのです。それは先ほど発表があった飯田コミュニティス

クールの学校運営協議会の中で、地域の人や PTA の人たちが自分たちの通学路に対して責任を持た

ないといけない。そのところを学校運営協議会で話し合ってもらわなきゃいけないと思うのです。

その校長先生はこの学校運営協議会で話し合いながら、地域に取り組んでもらえるように提案をし

たいと言ってくれたんです。それで最後のまとめの話の時に、山本地域も地域づくり委員会が危険

なところはどこなのか調べると言っていっているという話を紹介いました。学校運営協議会を何回

も開かれるわけじゃないので心配なんですけれども、通学路の安全点検について地域も今動こうと

している、今がチャンスな気がする。だからあの議論を聞いていた校長先生たちはあれを生かして

何とか動こうとしてくれているんじゃないかなと期待しているところです。 

 

◎三浦伸一教育次長 

 28 校の指定通学路だもんですから相当な路線になりまして、これは教育委員会の事務局職員だけ

ではできませんので、いま教育委員さん言われたように地域も一緒になってやっていただくのは本

当にありがたいのですが、特に PTA の方たちは初めてになるので、相当細かくマニュアルを作って

いるんですよね。そうするとそこに追加でブロック塀以外の危険な箇所もっていうようなお願いが、

もう実際に行ったとこもありますので、再度できるのかなという、特に大事なご意見だけにどうや

って実施したらいいのかなというのがちょっと今悩みだったのですが。 

 

◇小澤由美子教育委員 

 学校とか地区によって地図があって危険個所がここですよというようなことも示されていて、そ

れで夏休み前とかになるとここは立ち寄らないようにしましょうというようなことも、子どもたち

の中で認識されていって、多分それで選んだと思うのですけれども、地域の方にやっぱり見てもら

うのも、危険というのがもしかしたらハチの巣ができていることとかもあると思うのですよね。そ

ういうところもちょっとあるので、夏休みとかに元気の良い子どもとかがつつくと危険だと思うの

で、何か見てもらう方法ないのですかね。 

 

◇小林正佳教育長職務代理者 

 気持ちはその通りなのですけれども、教育委員会としてそこまで細かくは関われないのでね、い

まのは校外指導部とかそういう部で見てあるのではないかと思います。それから町別子ども会、地

区別子ども会とかいう名前で地区ごとに夏休みのラジオ体操はどこでやるとか、危険な場所はどこ

かと話し合うと思うのですが、学校の方も今こういう時期なので、それぞれの校長先生はそのあた

りのところは配慮して指示はしているだろうと思うのですよね。重ねてこれでやるというと今更な

がらと言われる気がします。教育委員会とするとね。先ほど示していただいたように学校運営協議

会、飯田コミュニティスクールが立ち上がって動きだして、その中で通学路のことについても点検

しようとしている。それからまた PTA にも働きかけて小さなマニュアルを作ってやってくれている。

そこのところで学校が危機管理意識を持って動いてくれていると思うので、それに任せるしかない

と思う。もうこれから夏休みにはいってしまうので。 
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◇小澤由美子教育委員 

 そうですね。今年はそれで済むとして、だんだん地域が動くようになってくれているので、定期

的に地域の方々が見ていってくれるような形になっているのが理想ですかね。 

 

◇小林正佳教育長職務代理者 

 そうですね。それが飯田コミュニティスクールあるいはこういう協議会の役目のような気がしま

す。 

 

○代田昭久教育長 

 はい、三浦教育委員お願いします。 

 

◇三浦弥生教育委員 

 はい、すごくやんわりした意見になりますけれども、教育委員会の方で通学路のブロック塀の悲

しい事件を受けて、きちんと通学路が安全ということを確認していただいているということはこれ

は必要最小限の、人手もかかることで尽力いただいてることは大変ありがたいことだなと思います

し、それは本当になくてはならないものでやはりそういった風化するものであるとか、別途ブロッ

ク塀ではなくて危険な今小澤委員が言われていたようなものは常いつ発生するかわからないという

ところで、やはり地域にある様々な団体や組織、まちづくり委員会そういったものの中で、常にそ

ういったものを確認していくんだというようなこと認識できればいいんですけれども、そうじゃな

ければ子どものため、あとは私たちのためでもあるし、お年寄りのためでもあるし、ひいては市民

が生活しやすい地域ということになっていくので、そういった防災の観点で色々な道づくりとかす

る時にも見てもらいたいというようなところが、教育委員会通じて色々なところの組織に発信して

いただくと、やんわりはしていますけれどもそういうことが認識されるというところが必要なのか

なと。今やっていただいているところは本当に充分なところであると思います。 

 

◎三浦伸一教育次長 

 今後の教育課題ということで、今回の通学路のブロック塀の点検はやはりどういうかたちになる

にしても、学校運営協議会なり、地域にフィードバック、報告をしなければいけないと思います。

ただ個人の所有なので、どこまで改善ができるのはなかなか啓発活動で対応しながらまあ不安なと

ころはありますけれども、その報告もしながら通学路自体については毎年度通学路の安全アクショ

ンプランの見直しを地区でやっていただいてますのでそういう時に三浦委員、小林職務代理等から

いただいた危険な場所についても少し範囲を広げて、検討できるところをやっていくことを少し部

長会とも相談しながら、学校運営協議会にそういう問題提起していくというようなことが今考えら

れるかなと思いますので、少し研究をさせていただければと思います。 

 

◇小林正佳教育長職務代理者 

 ついでに今思い出したところで、今のことと、他のところとの連携のことで、きょうの南信州新
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聞だったと思うのですが、阿智村が郵便局の人とタイアップをして、そしてあれはどっちかという

とお年寄りの見回りだったですよね、あれはね。ですがその郵便局の人とタイアップしながら地域

のところをみとってくれるという提携をしているんですよね。これをたとえば郵便局の人たちって

回っているので、この子どもの危険なところを見つけたりすると連絡してくれるとか、なんかそん

なふうなところも一つの手かなと思います。いろんな地域を回っている人たちの団体も少し子ども

の安全という部分で連携することをなにかできるというあたりも検討していくということも必要か

なと、あの記事を見ながら思ったのですけれども。 

 

○代田昭久教育長 

 はい、ありがとうございました。 

 私の方からもちょっと付け加えさせていただくと、浜井場小学校の学校運営協議会ではちょうど

タイミングが７月上旬になったので、教育委員会では縮尺の地図を渡してそれに赤を書き込んでく

ださいというかたちでお配りしたのを一旦集めて学校運営協議会でチェックをしていました。やは

り地域の方からだなと思ったのが、ここがもう壁なくなっているんじゃないということでですね、

地図よりも詳しい情報が地域の皆さんよりありました。ただ結論はですね、全然時間が終わらなく

て大変な作業と膨大なものがあって、一つ壁にぶち当たってしまうのは個人所有なのでこれどうな

っているのかわからないというような現状で、本当に６月 18 日から緊急と対応でやってはいるんで

すが、やはり今までの手についてない部分の経過もあるので、これも大事なことなのですけれども

性急にやっちゃって離反しちゃってはいけないなという空気を感じるくらい一生懸命やっている地

域もあって、この中でも通学区自体小さいのですよね。小さい区でこの分量だなというのも少し思

いながら、やらさせていただいて、今校長会ではそういうような伝達を安全教育でしているので、

その流れに乗ってのコミュニティスクールの動きができてきたかなというふうには思います。です

ので、まあこの場での一つの方向性としては貴重なご意見をいただいたので、その中でできること

をしっかりと話題に入れながら地域が学校をつくる、また最後ご指摘いただいたように、これまち

の防災を教育委員会がやれるのかというと、違う部署との連携というのも非常に必要になってくる

ので、そこも含めてどういう庁内での連携を取ったら少なくとも子どもたちの安全確保できるのか

という重要なご指摘いただきましたので、しっかりと取り組んでいきたいというふうに思います。

以上です。 

 

◇小林正佳教育長職務代理者 

 教育長さんの話また蒸し返しちゃって申し訳ないのですが、今浜井場のいい話を聞いたのですが、

そういうふうな学校というのは他にはありませんか。学校運営協議会の中で点検、今浜井場小学校

動いているという話をしたじゃないですか。ほかのところの学校の中で参加された中で、学校、地

域が子どもの安全を見守る、通学路の点検じゃなくてもいいのですが、今、浜井場みたいな動きを

する学校はほかないのですか。 

 

○代田昭久教育長 

 もともと学校運営協議会の第一回でこういうことを話したいというところは、鼎地区は防災関係
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今回も多分やっているような話は聞いています。またもともと一番早くからやっているのは伊賀良

地区の見守りというのは学校運営協議会の前から、この地域が安全をやろうということで引き続い

てやっているので、今回もスムーズにできると思いますというような話はさせていただいているの

で、公の場なので確定してこれができているというふうにあります、私の中では鼎や伊賀良小学校

の地区に関しては子どもの見守りに関して取り組んでいるところかなというふうに思っています。 

 

◇小林正佳教育長職務代理者 

 また後でお聞きします。 

 

○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(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長補佐 

 それでは会議資料の３ページをご覧いただきたいと思います。主な日程につきまして記載の通り

でございます。なお明日から二日間の視察につきましては教育委員の皆様には資料の方つけさせて

いただいてあるのでお願いします。それから詳しい日程につきましては別添えでつけてございます

ので併せてご覧いただきたいと思います。遅くなりましたが学校訪問の日程、それから各学校の主

要な事業ということで夏休みの期間であるとか冬休みの期間というような資料をつけさせていただ

いておりますので、ご確認の方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。今の日程について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 

 学校訪問の日程はどこに書いてありましたっけ。あ、これですね。この学校訪問の日程は主幹指

導主事との帯同とはちょっと調整してありますか。 

 

◎滝沢拓洋学校教育課長補佐 

 はい、午後にかかる場合もありますので、午前中に学校訪問を計画いたしました。 

 

◇小林正佳教育長職務代理者 

 それでは午前、午後両方とも私は学校を回れるのですね。了解しました。 

 

○代田昭久教育長 

 よろしくお願いいたします。 
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 他に日程についてご質問ご意見ありますでしょうか。 

 

△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) 


