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飯田市教育委員会 平成 30 年８月定例会会議録 

 

1 会議開会の日時 平成 30 年８月 23 日(木) 

 

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：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 

                           学校教育課課長補佐：滝沢拓洋 

 

4 会議の顛末 

 

△日程第１ 開会 

 代田教育長が定例会の開会を宣言した。(午後３時) 

 

△日程第２ 会期の決定 

 本定例会の会期を本日１日に決定した。 

 

△日程第３ 会議録署名委員の指名 

 会議録署名委員に小澤由美子教育委員に指名をした。 

 

△日程第４ 会議録の承認 

 ７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 

 私の方からＡ４で３枚報告書を出させていただきましたので、３点お話をさせていただきた

いと思います。 

 まず１点目は市政懇談会が５月 25 日から８月１日まで行われ無事終了いたしました。私とし

ては基本的には出席するというスケジュールの中で、17 の地区の市政懇のほうに参加すること
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ができました。まず市政懇の全体の感想ですけれども、飯田市が積み上げてきたムトスの精神

というかですね、単なる市への要請や要望ではなくてみんなで作っていきましょうというよう

な雰囲気がどの地区でも感じられる市政懇談会としては本当にいい機会だなというふうに思い

ました。今年度はいよいよ橋南、橋北のまちづくりの委員会のそれぞれのまちづくりの計画書

ができるという予定の中で 20 地区の全ての地区がそれぞれの計画を持って進めると。これは本

当にたしかに市長も繰り返していっていますけれども、ほかの自治体にはない飯田市の素晴ら

しい取り組みで、そんなことを地域の人たちに発表しながら市の行政と話ができるいい機会に

なったのではないかなというふうに思います。教育に関する質問に関しては別紙の３ページ４

ページ５ページで書かせていただきました。あとでじっくり読んでいただきたいとは思います

が、各地区で教育の問題、施設の問題や文化の問題等、様々出ております。基本的にはこの出

たものをですね、来年に引き継がないように真摯に受け止めながら対応していきたいというふ

うに思っています。その中で今年度少し今までの議論とは違う意見が出たなというふうに思っ

ているのが、学校の適正規模や本当に子どもたちにとって本当に教育環境ってどういうものな

のだろうかという意見が複数の地区から出ました。それは通学区を変更したりとかそういうこ

とも含めてですけれども、わたしの答弁としては教育委員会においてもそういった学校の規模

の関わる問題については検討を行いますが、学校運営協議会、コミュニティスクールの学校運

営協議会においても意見を交換してみてくださいというふうに回答しています。一昨年、昨年

とあまり多く出なかったこういった意見が出たということは長期的な視点に立つとですね、い

よいよ子どもたちにとっての最適な規模について議論を始める時期が市民の皆さんとの議論を

始める時期が来ているかなというふうな感じはしました。特に 18 番目の橋南の７月 30 日に行

われたところでは、橋南地区からはフリー通学区制という提案があり、具体的には上村の特認

校と同じように丘の上に魅力的な学校を作ることによって市内全体から変えられる活動をした

らどうかというような提案がありました。これは私が教育委員会のほうとして一貫して該当し

ているのは上村小学校が特認校になったのは本当に児童数が９名から６名になってしまうとい

う非常事態に対する対応であって、基本的には特認校を他の学校に指定していくということは

現状考えていなくて、地域の子どもたちを地域で育てるというのを飯田市のベースとしたいと

いう回答にしております。もう一つ、この市政懇で小学生や中学生が意見発表するケースがあ

ります。半分の 10 の学区でですね、中学生小学生の作文や意見発表があったのですが、特にい

いなというふうに思うのは、地域について学んでいます。ふるさと学習や総合的な学習の時間

で、学んだことを地域の方々にこういうことを学びましたというような発表は非常に有意義だ

なというふうに思いました。特に遠山地区での遠山中学校の発表を受けて、市民の方々等本当

にその発表についてまた考えるという機会はまたとないいい機会になるんじゃないかなという

ふうに思いました。その反面、来年への課題だなというふうに思うのは子どもたちに一方的に

という言い方は変なんですけれども、自由作文を読ませちゃうとですね、今までの地域の積み

重ねや今まで議論したことは子どもたちは知らないわけなので、作文を読みなさいと言うよう

なあれはないと思うのですが、唐突感のないような子どもたちの作文発表にしていくことも必

要だったのかなというふうに感じた場面もありましたので、こちらについては課題としていき

たいと思います。 
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 続きまして、人形劇のまち飯田として 40周年を迎え、いいだ人形劇フェスタ・世界人形劇フ

ェスティバル・AVIAMA総会が無事終了できたことを本当にこの場を持ちまして感謝を申し上げ

たいなというふうに思います。８月３日から 12 日という長丁場のいいだ人形劇フェスタでした

けれども、初日の３日の日、非常に暑くてセントラルパークの３公演が中止になったのがあっ

てですね、これから大丈夫かという心配もありましたけれども、その後は無事全て一式全て普

段通り実施することができました。また多くのボランティアの皆さんや力を合わせてできたこ

とを本当に感謝申し上げたいなと思います。所感のところに書きましたが、ちょっと数字が改

めて言うとですね、世界中から 410劇団来られたそうです。昨年度は 360 ということだったの

で昨年度よりも 50劇団も多い劇団が来ていただき、ステージ数としては 631 と。昨年度は 507

ということでしたので、こちらの方もより数多くのステージが行われ、まさに日本最大級の市

民の祭典、人形劇の祭典になったんじゃないかなというふうに思っています。私もですね、今

年は何とか期間が長いのでたくさん見ようというふうにスケジュールを組んでいろんな現場を

見ているだけでも非常に楽しい時間を過ごさせていただきましたが、全部で 25、小学校の公演

８、海外劇団を５、日本の公演を 12 ということで今までになく鑑賞させていただき、本当に幅

広い分野があって多様で人形劇って奥深いなというふうに感じました。特に子どもたちの公演

に関してはですね、これは子どもたちの力だなと思うのが全くオリジナルの昔話をやるという

のではなくて、自分たちなりにやはりシナリオである台本作りを考えて、納得するようなもの

にしているということでそこに工夫が見られたこと、また人形作りにおいては本当に独創的な

人形とかが多くて、一生懸命４月から頑張ったんだろうなというのを感じられる上演が非常に

多くありました。そして最後挨拶するときに前に出てきた時の笑顔が本当に素晴らしいなとい

うふうに感じました。子どもたちの演劇で言うと来年度以降 50周年に向けては学校教育の中で

の人形劇というのをどういうふうに今後しっかり考えていったらいいのか、また突っ込んで言

うと教育の人形劇というのは子どもたちのどんな教育的な効果があるのか、こんなこともしっ

かり議論していきながら、50 年に向けての思いをはせていきたいなとそんなふうに思いました。 

もう一つの大きな行事である AVIAMA総会です。こちらは最後の８月 10、11 日に総会が行わ

れたわけですけれども、初めての国際会議ということでこの飯田が小さな世界都市を標榜する

中で非常に大きな意味があったんじゃないかなというふうに思っています。その中でも AVIAMA

総会が終わった後にりんご並木に行って中学生が紹介をするという企画がありました。どうだ

ろうなとハラハラしながらハラハラだったんですね。どうだろうなというふうに期待もそして

不安も入り乱れながら見ていると堂々と説明をしていたのにはびっくりしました。すべて原稿

見ていないですね、ちゃんと覚えてしっかりとりんご並木の歴史、そして自分たちの思いを４

つくらいあるのですが相当な量の英語を覚えてプレゼンテーションをしていたところは非常に

いいなというふうに思いました。こういった国際会議をベースに子どもたちにとってもこうい

う機会は本当に英語の重要性っていうだけではなくて、小さな世界都市に向けて国際性をグロ

ーバルな視野に広げるという意味でも大きな課題になったんじゃないかなと引き続きこういっ

た価値をしっかりと今後にも生かしていきたいなとそんなふうに思いました。 

 ３つ目ですが、【3】教育委員の退任に伴う今後の予定についてということで、ここに書かせ

ていただきましたけれども、２期８年の任期満了に伴い、小林正佳教育長職務代理が、今年度
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の 10 月８日をもって退任の予定でございます。今後のスケジュールについてはご承知おきをい

ただきたいということで、この場で報告させていただきますが、来週、飯田市議会第３回の定

例会が開幕しますが、その場で人事案の上程をし、その場で議決というかたちになりますので、

ご承知おきいただき、任期が新しい教育長職務代理の任期が 10 月９日より始まるわけですが、

10 月 11 日に交付式を予定をしております。のでご承知いただければと思います。私のほうか

らは以上です。何かご質問等あればよろしくお願いします。 

 

◇小林正佳教育長職務代理者 

 いいですか。 

 

○代田昭久教育長 

 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 

 私の退任のことはまだ１ヵ月もありますので、10 月の時にまたご挨拶申し上げますが、もう

辞めると思うと手を抜きますので、手を抜かず頑張ります。お願いします。 

 教育長報告事項の中で、特に市政懇談会について質問をさせていただきたいのです。 

 １つは橋南地区のことなんですが、橋南地区で「フリー通学区制を」という要望がでたとい

うことですが、ここには「教育水準の高い学校で子育てをしたいニーズに対応をしたい」とい

うことが書かれているのですが、ここの意味がちょっと読み取れないのです。どなたがどんな

立場から言われているのか説明をいただきたい。これが、まず最初です。 

 

○代田昭久教育長 

 はい、これはまちづくりの委員会のほうからの提案です。教育水準が高いというのは解釈と

しては特色のある学校教育をすることによってというふうに解釈できる内容だと思っています。 

 

◇小林正佳教育長職務代理者 

 ちょっとまだよくわかないのですが、橋南地区からすると、追手町小、浜井場小ですよね。

それで提案するときにもうちょっと具体的に何か言うと思うのですよね。まちづくり委員会の

方からフリー通学制にとか「教育水準の高い学校で」といっても、浜井場小と追手町小がある

ので、フリー通学区制にするとどっちか一方に児童数が偏ったりしてくることにもなりかねな

いじゃないですか。そういうことを見通しているのか、そのあたりのことについてどんな言い

方をされているのですか。 

 

○代田昭久教育長 

 具体的にじゃあどういった教育内容でとか、ということは少なくとも市政懇談会の中では出

てきませんでした。どういう教育内容にしたいとか、詳細のところは出てきてなかったです。 
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◇小林正佳教育長職務代理者 

 ただただ突然こういう言い方をしているのですか。 

 

○代田昭久教育長 

 はい。突然という言い方はあれですけれど。 

 

◇小林正佳教育長職務代理者 

 唐突にということです。非常に今の話からすると非常に唐突じゃないですか。提案理由も何

もよくわからないのでは。 

 

○代田昭久教育長 

 背景としては、子どもたちの学校の人数が少なくなっているというのがある中で、人数を増

やしていきたい。魅力的な学校があることによって市外から。 

 

◇小林正佳教育長職務代理者 

 「市外から」と言っているのですか。 

 

○代田昭久教育長 

 市外からというか丘の上以外からですね。通学区以外から来れるようなやり方を考えたらど

うかと、やり方を考えられないかという。 

 

◇小林正佳教育長職務代理者 

 あ、そういうことを言っているのですか。よそから転入できるようにして、児童数が少なく

なってきている橋南地区というと追手町小ですね、そこを増やしたいということを言っている

んですか。 

 

○代田昭久教育長 

 はい。 

 

◇小林正佳教育長職務代理者 

 はい、よくわかりました。意図が。 

 そこと関係してなんですが、１ページのことで、２点お願いしたいのです。学校規模、学校

再編成、通学区変更等に関わる意見が複数の地区から出されたことについて、「教育委員会にお

いても検討を行いますが、学校運営協議会においても意見交換をしてみてください」という回

答しているということですが、これだけの大きな話を学校運営協議会においての意見交換をす

るということは無理だと思います。学校運営協議会ということは学校運営に関しての責任を持

つところなので、今のまちづくり委員会から出されてきた意見は、それはまちづくり全体とし

て考えていかないとできないことで、このまま進めば、学校運営協議会とまちづくり委員会の
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考え方が異なって、双方が離反してしまうようなことになってしまうこともある。これだけの

問題は地区全体で話し合っていかなくちゃいけない問題なので、学校運営協議会で問題にしち

ゃいかんということはないのですが、地区全体で協議していただきたいというふうにお答えい

ただいた方がいいんじゃないかなと私は思います。 

 それから２つ目なんですが、その黒ポツのところですけれども、子どもたちの意見発表に関

してのところです。これは教育長さんと同感なんですが、気を付けないと子どもたちに発表さ

せて市政懇談会の時間を埋めていくということになってしまうことはないか懸念しているんで

す。つまり、本当に子どもたちが市政、まちづくりに関わって、これからの将来のまちづくり

をどうしていくかということを考える機会とすることは非常に意味があるのですが、大人がや

らないでおいて、小学生や中学生に考えてもらって発表させようじゃないか。いわゆるよく使

う手なんですけれども、子どもたちを人集めに使ってしまうということがよくあるんですよ。

そうするとポスターや作文もそうなのですが、学校に負担をかけていくということになりかね

ないので、あくまでも子どもたちが地域づくりに参加していくということは、地域の人たちの

責任で行っていただきたい。そうしないと学校に負担をかけていくことになりかねない。働き

方改革に逆行するようなことになってしまう。そういう意味で地域も汗を流しながら子どもた

ちに作文を書かせたり、色々体験をさせたりというふうなことをやっていっていただきたい。

こんなことを地域に働きかけていってもらいたいと思います。以上２点です。 

 

○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。２点とも非常によくわかります。しっかりと

取り組んでいきたいなと思います。ありがとうございます。 

 他にはいかがでしょうか。 

よろしいでしょうか。 

 

△日程第６ 議案審議 

○代田昭久教育長 

 それでは続きまして日程第６議案審議。今月の議案審議は１件です。 

 議案第 35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 35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いて別紙のとおり追加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支給対象者として認定いただき

ますようご提案を申し上げます。よろしくお願いします。 

 

○代田昭久教育長 

 はい、それでは協議会でありました５名の申請、新規の申請についてご承認いただけますで
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しょうか。 

はい、それでは承認ということでよろしくお願いいたします。 

 

△日程第７ 協議事項 

○代田昭久教育長 

 続きまして協議事項、教育課程研究協議会開会式挨拶文案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 

はい、お願いいたします。次の資料をご覧ください。教育課程研究協議会の挨拶文の案でご

ざいます。 

一番上の段落でありますが、まず○○先生と書いてあるところでありますが、県教委の方か

らの挨拶になりますので、指導主事のお名前をそこに入れていただければと思います。 

１つ目の段落でありますが、新学習指導要領の告示を受け、今年度から「総則・総合的な学

習の時間・特別活動・(小学校道徳)」での実施が始まったという、そういうことの説明となっ

ております。小学校道徳が括弧となっておりますが、小学校に行かれる方はそのまま読んでい

ただきまして、中学校でのご挨拶の場合はそこはカットしていただいてお願いしたいとそうい

う意味であります。 

それから２つ目の段落のところでは飯田市のほうの取組の紹介ということで小中連携・一貫

教育に関わる点、学力向上『結い』プランに関わるところ、それからコミュニティスクールを

展開し、「社会に開かれた教育課程」の具現化を目指しているということで、飯田市のところの

紹介になります。飯田市以外の先生方もたくさんお見えになりますので、その先生方に飯田市

で取り組んでいくことを紹介するという意味もございますし、飯田市内の先生方には取組の再

確認という意味であります。 

一番下の段落でありますが、この部分は参加者の皆様へのお礼、それから研修会が有意義に

なりますようにという激励の意味で段落を作ってございます。よろしくお願いいたします。 

 引き続き小学校の方よろしいでしょうか。 

 

○代田昭久教育長 

 はい。 

 

◎高坂徹学校教育専門幹 

一枚めくっていただいて小学校の運動会の来賓、全員ではございませんが挨拶をされる場合

の案でございます。一番上の段落でありますが、天気に関わる点でありますのでその日の天気

に関わって変えていただくこともよろしくお願いいたします。 

真ん中の段落でありますが、２年後の東京オリンピックがあるわけですがそこに今日の皆さ

んの運動会の活躍ぶりがつながっていくよとそういう趣旨でございます。 

３つ目の段落になります。一生懸命練習して励んできたと思うのですが、もし失敗したり転
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んだりしても大丈夫だから楽しんでくださいと。みんなで応援しあって素晴らしい運動会にし

ましょうというそういう呼びかけになります。 

最後の段落ではご来場の皆様へのお礼ということで案を作りました。 

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。２点教育課程研究協議会挨拶文の文案と小学校運動会来賓

の挨拶文の文案と２点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。 

 

◇伊藤昇教育委員 

 はい。 

 

○代田昭久教育長 

 はい、伊藤教育委員お願いします。 

 

◇伊藤昇委員 

 今年度のことじゃなくてですね、運動会、今まで何度か出て教育長さんのお話なんですけど

なんか挨拶した記憶がないのですけれども。 

 

○代田昭久教育長 

 それでは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 

 小学校参加者一覧というところの、別紙でしょうか、Ａ４一枚のものがあると思うのですが、

挨拶される場所が鼎小学校と上村小学校ということでそちらから依頼が来ている関係で、他の

委員さん方は通常の来賓としてご出席いただいております。 

 

◇伊藤昇教育委員 

 はい。わかりました。 

 

○代田昭久教育長 

 他にはいかがでしょうか。 

 

○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 

 まず、教育課程研究協議会の挨拶文のことなんですが、重要なのは丸が付いているところの
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３番目と４番目ですよね。ここで飯田市の紹介をというところなんですが、結論的に言います

と紹介の内容が大きすぎると思うのです。これだけ言うと何年も同じ文を使ってもいいことに

なってしまうような気がするんです。そこで例えば学力向上『結い』プランの「ねらい・めり

はり・見とどけ」を大切にしたということの中で、飯田市とすると、今どこが課題なのかとい

うあたりのところを出しておいた方がいいんじゃないかと思います。特にここを大事にしてほ

しい。そのあたりのところを言っておかないといけない気がするんです。ですので、量的には

このぐらいしか言えないので、この〇の二つのところを合わせて特に大事に考えている『結い』

プラン、それからコミュニティスクールのところを含めて絞り込んでいただきたい。しかしあ

んまり専門的な話になってしまうと場に合わないので、私の案で申し上げると、「ねらい・めり

はり・見とどけ」ということを大切にしたこともやっているんだけども、それが形だけになっ

て、課題をパタッと貼る、それからただただグループを作って話し合う、最後に振り返りのカ

ードを書くという形だけにならない、本当に子どもたちが自分の問題として今日の勉強はこう

いうことをするんだ、こういうことを皆でグループ活動をするっていうふうな、そういう子ど

もたちにとって切実感のあるような「ねらい・めりはり・見とどけ」ができるようにしていっ

てほしいというようなところに書けばいいのかなと思います。私、文案を作ってきてあります

のでまた専門幹のほうにお渡ししますので、そこで練ってもらえるとありがたいなと思います。 

 

○代田昭久教育長 

 はい、ありがとうございました。 

 

◇小林正佳教育長職務代理者 

 二つ目なんですが、運動会のことなんですが、多少やっぱり地域に触れてもらった方がいい

かなという気がするので、鼎なり上村なりという部分で、そこはちょっと教育長さん鼎、上村

は三浦教育次長さんが行かれるのでそこはもうお任せして、この文案を大事にしながら、ちょ

っと地域の内容を触れていただけるといいんじゃないかなという気がします。 

 

○代田昭久教育長 

 はい、ありがとうございます。他にはいかがでしょうか。 

 はい、なければ協議事項は終了させていただきたいと思います。 

 

△日程第８ 陳情審議 

○代田昭久教育長 

 続きまして、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 

 続きまして報告事項。(1)教育委員報告事項。教育委員さんから報告があればよろしくお願い

いたします。 
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 小澤教育委員お願いします。 

 

◇小澤由美子委員 

 前回の定例会の時に伊藤教育委員さんが主幹指導主事の先生の帯同のことを印刷してくださ

ったので、私も仕事の合間に作ってきたので、また耳で聞いたことを書いたので誤字とかある

と思いますが、目を通していただければと思います。 

先ほどの運動会や文化祭の後の行事が入るかもしれないし、分からない字はひらがなで書い

てあると思いますが。 

 

○代田昭久教育長 

 はい、いいですか。 

 

◇小林正佳教育長職務代理者 

 感じたこととか、ちょっとお願いします。 

 

◇小澤由美子教育委員 

 はい。感じたことは前にもお話させていただいたのですが、とても図書館の先生が熱くてで

すね、何度かお話をさせていただいているんですけれども、ここにも書いたのですが飯田市の

図書館の先生５人で授業に先立ってのこうゆう資料みたいな勉強会をされているらしいのです

が、時間もたっちゃって自分もよくわかってないのですけれども、その先生が松本とかよそに

行って講演会を開いているらしいんですよ。そんな素晴らしい先生が飯田市からいなくなると

いうのはどうなんだろうと。やはりこの間もお話させていただいた臨時職員の雇用の関係で辞

めざるを得ない状態なんですけれども、そこを主幹の先生に一生懸命話をされていました。私

も素晴らしい先生なのでぜひ何とか飯田市に残って、図書館の本を授業に上手に出していただ

く図書館の先生がさらに増えていったらいいなと感じました。それが川路小学校ですが、千栄

小学校のほうは６年生の男の子がやはりちょっと自閉症傾向の子が二人男の子がいて、とても

先生フォローしていますけれども、上手に育ててくださっているなということをとても感じま

した。そこもまた図書館の先生とのやり取りが色々あって大変らしいのですけれども、また見

とい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。 

 他に何かないでしょうか。 

 三浦教育委員お願いします。 

 

◇三浦弥生教育委員 

 はい、２点、７月の 20 日の日に三遠南信教育サミット出席をさせていただきました。発表を

させていただきました。いい経験になりました。ありがとうございました。本当にやるやらな
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い色々本当に申し訳ありませんでした。やらせていただいて、実際に自分も発表しなければい

けないという立場で色々なことを勉強させていただいたなというように思っています。発表の

後ですけれども、懇親会の席では色々な教育長さんからご挨拶していただいたりですとか、湖

西市のほうの市長さんにもおいでいただいたりして、ご挨拶していただいたりしております。

何よりもと言いますか自分で嬉しかったなと思うのは教育委員さん、色々なところの教育委員

さん、特に同世代の女性の教育委員さんたちがたくさん寄ってきてくださいまして、教育委員

として発表、周りがみんな教育長が発表した中で、教育委員は一人だけだったということで、

どうして教育委員の三浦が発表することになったのか、このパワーポイントは誰がつくったの

か、原稿は誰が書いたのか、一人でやったのかみんなでやったのか、あと飯田市の教育委員会

はこれが何かの作戦なのかということを聞いてきてくださいまして、感じたのは明日のわが身

というところをよその教育委員さんたちがそんなふうに私の姿をとらえたのかなと、そのよう

に感じておりまして、この教育委員会の席でも、職務代理はじめ教育長さん色々なご意見いた

だきましたけれども、そういったところもよその教育委員会に伝わっていたんだなというとこ

ろをそんな懇親会の席で感じたところです。個人的な反省としましては、本当に自分の準備の

時間が遅くてなってしまいまして、実際には現場に向かうバスの中で最終の打ち合わせをさせ

ていただいて、前の日に一通り色々な委員の皆さん、職務代理、そして教育長からのご意見だ

とか、そういった議論をいただく中でしゃべることを整えたというところが本当のことでして、

もう少し前もって行えばもうちょっときちんとした発表ができたのかなというところも自分の

中での反省ではありますけれども、ちょっと本業の方も忙しくてあれが私の限界だったのかな

というところもありますので、その変もお許しいただければと思います。個人的には本当に良

い経験をさせていただいたと思っております。ありがとうございました。 

 もう１点はこの人形劇フェスティバルのことに関してです。本当に世界人形劇フェスティバ

ル、いいだ人形劇フェスタということで、良い時に良いそういったイベントをしっかりと視察

させていただいたなと思っています。シンポジウム出させていただきまして、40 年の歴史の中

で市民の人たちがどのような役割で関わってきたのかというところと、劇場の人たちがどんな

思いでいたかというところ、あとそれを陰で支えていた行政、教育委員会はじめその行政とい

うところもシンポジウムの中でとても感じる所でして、一市民でこのずっと 40 年間人形劇を見

てきた立場としましては、そんなふうにやってくださっていたんだなというところを強く感じ

たところです。AVIAMA の総会のほうも出させていただきましたけれども、そうやって始まって

切磋琢磨、試行錯誤してきたものがこれだけの大会が開催できるようなところまでしていただ

いているんだというところもとてもちょっと感激したようなところがあります。学校のことに

関しましては学校それぞれの小中学校のそういった人形劇も見させていただきました。人形劇

浄瑠璃をはじめ現代人形劇、小学校、中学校色々見させてもらっています。そういった中で表

現するというところや陰で支えるといったところが確かに教育的な視点に立ったそういったも

のなんだなというところを強く感じています。また高校生の総文祭といったところも見させて

いただきまして、人形劇部門はこれが初ということのお話を聞いています。まだ高校生では人

形劇といったところが十分成り立っていないのか中学生の力を借りての開催だったのかなとい

うふうに認識させてもらいましたけれども、飯田市というところのそういった人形劇フェステ
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ィバルといった中でそういった開催ができたというところのすごく評価、学校教育として評価

されるところではないかと思います。もう一つ感じたのは国際的な視野に立ってというところ

で、海外からいろいろな方がいらっしゃって色々な席に私も出席させていただきました。出席

していた中学生も英語で色々喋っていたりしておりましたけれども、やはり日本だけではなく

てそういう方たちと一緒に触れ合うことで近くにいるだけで海外、国際的海外に目が向くとい

ったところを私でも本当に感じることができまして、本当に大切な教育の一番の利なんだなと

いうことを強く感じております。感想ですが以上です。 

 

○代田昭久教育長 

 はい、ありがとうございました。 

 はい、伊藤教育委員お願いします。 

 

◇伊藤昇教育委員 

 それでは簡単にちょっと２点。 

 １つは帯同報告というお話ですけれども、私はちょっと慣例化するつもりでなくて、報告し

ていただきましたけれども、教育委員として学校の現場に行った時に学校訪問では複数の立場

で行って、まあ 30分くらいで帰ってきてその半日くらいですね、ずっとその学校にいて校長先

生と面会、面談、そして一番その学校の現場に入れる教育委員として、その中でそういうとき

かなと、その帯同のときがそういう感じがしていますし、それもまた一番現場を知れるいい機

会になっているんじゃないかなとそんなふうに思います。 

それと、またフェスタについてほとんどお話されましたけれども、やはり 40 年の歴史という

のも感じましたし、私自身もカーニバルのボランティアのようなことを 10 年から 20 年にかけ

てちょっとしとったときもありましたけれども、非常に年輪を感じました。それで 40 年という

のは私たちの子どももそうです、いま 30 代なんですけども、もう生まれたときに人形劇があっ

たという感じ、それから、その子どもも今度はお母さんになって次の二代目を育てるっていう

その次のサイクルになってきているという非常にその年数の年輪を感じ、そしてまた AVIAMA

の総会なんかがありましたように非常に厚みの重厚さを感じたフェスタだったとそんな気がし

ます。以上です。 

 

○代田昭久教育長 

 はい、ありがとうございました。 

 

◇小林正佳教育長職務代理者 

 それでは私よろしいでしょうか。 

 

○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 

 １点だけ小中連携・一貫教育について報告をさせていただきたいと思いますが、８月 20 日の

第２回の推進委員会のほうをちょっと欠席させていただいた関係で当日の資料を送っていただ

いたので見させていただきました。その中で気づいたことが２点あります。 

 １点目は小中合同研修会の状況が発表されて、どこの中学校区がどんな取り組みをしている

かということが私には初めてよくわかった。具体的な資料だったのでよかったと思います。そ

の意味で大事な企画をしてくれたなと思います。皆さん方ご承知かと思いますが、この学力向

上『結い』プランのところに、土台になる部分が２つあるんですね。ここのところが非常に重

要なんです。ここになんて書いてあるかというと「地育力の活用」と「授業力向上に向けた市

教委の支援」とがあるんです。その中の一番上に「小中連携・一貫教育を推進するための飯田

市教職員研修会」を大事にしてやっていくぞというふうにまとめてあるんですが、どんなふう

に取り組んでいるかということが私ども教育委員は捉えられていませんでした。そこがね、今

回はここが明確になっていたのでそこが非常に大きかったと思います。 

 ２点目ですが、そのことと絡むのですけれども、ここのところにですね。教育指導主事、教

育支援指導主事による学校学習支援ということが謳われているんですが、資料読んでみると指

導主事または教育支援指導主事による中学校区への支援が非常に充実してきたということを感

じました。その中で一つ具体例を申し上げますと、７月 27 日に旭ヶ丘中学校の３校職員研修会

が行われました。パネルディスカッションやったんですね。そのパネルディスカッションのコ

ーディネーターは小学校の校長先生、パネラーが中学校の校長先生と小学校の校長先生に市教

委の田中清一指導主事とそれから 15，6年前に上村中にいて、今は県教委の指導主事になって

いる指導主事の先生も入ってもらってのパネルディスカッションでした。非常に内容が深いレ

ベルの話し合いがされていたことに感心すると同時に、そのテーマがですね「一人一人考えよ

う自分の次の一歩」で、自分の次の一歩、一人一人の先生たちが次の一歩は何にするのかとい

うことをそのパネルディスカッションで聞いて考えて次の場で話し合うことになっているんで

すよね。一人一人に返している点がいいなと思いました。その中で、前回の定例会の話題にな

った「差異」、つまり中学校区による違いがやっぱりあるなと感じた。もうちょっと手を入れて

やらなきゃいけないなということが見えてきた気がするので、そんなところもまた大事にして

いただきながら、第１回の小中連携・一貫教育の話し合った路線に近づけていっていただきた

いと思いました。私からは以上です。 

 

 

○代田昭久教育長 

 はい、ありがとうございました。それぞれの委員さんありがとうございました。 

 続きまして(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 

 ございません。 
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○代田昭久教育長 

 はい、わかりました。ありがとうございました。 

 それでは、それぞれの課のほうの報告事項を進めていきたいと思います。まずは学校教育課

報告事項お願いします。 

 北原学校教育課副参事お願いします。 

 

◎北原康彦学校教育課副参事 

 はい、夏休み以降の学校における猛暑対策ということで、併せて先月の定例会でも報告しま

した学校のブロック塀の緊急点検のことも併せて報告させていただこうと思います。この夏の

猛暑における市教委の対応についてということでまず報告をさせていただきますけれど、今年

の夏の学校施設の現状につきまして、まずお話をさせていただきます。飯田市の気温の推移と

いうことでありますけれど、ご承知のように、たしか７月 14 日だと思いますが、その時は非常

に暑い気温で、夜中にも 35 度を下回ることがなかったと非常に暑いということで、そこら辺か

ら始まっておりますが、実際には７月 11 日から８月 10 日までの間、猛暑、要するに 35 度以上

となった日が 20 日連続でございました。これにつきましては現在、学校現場の気温の状況等を

各学校から収集をしておりますが、和田小学校、暑い暑いといわれている南信濃の和田小学校

の関係でありますけれど、そこのデータを紹介させていただきます。２階の猛暑日の関係です

けれど、午後の 13 時 45分というその時間に計っておるんですが、その７月の間では４日、渡

り廊下では７日ほどの猛暑日があったということであります。子どもたちの状況でありますけ

れど、児童生徒教職員の学校生活における体調不良のデータも現在収集しておりますが、先月

の段階では特に熱中症を原因として具合が悪くなった子どもたちはいなかったということであ

ります。現在最終的なデータを集めていますので、またそれによってご報告をさせていただき

ます。あと国及び県の状況であります。エアコンの設置ということでありますけれど、議会で

もお答えしている部分があるんですけれど、エアコンの設置状況につきましては全国では

41.7％になっております。長野県は非常に低く、北海道や東北の涼しいところは低いのですけ

れも、長野県も 8.6％として非常に低いです。県内 18市になりますが、18市の状況でいきます

と 8.3％大体長野県平均なんですが、飯田市の状況につきましては 4％です。18 市に比べて低

いということになるんですけど、大体 18市とも普通教室には設置がされていない状況がほとん

どでございます。現在いろんな全国的に暑いということもあって、国及び県の動きもありまし

て文科省のほうで概算要求ではブロック塀の改修というものであるとか、教室へのクーラーの

設置時期についてのまあ前年度に比べて概算要求でありますのであれですが、大幅に増額する

要求の新聞報告等がされております。また８月 20 日の日には長野県知事が文科省のほうへ出か

けていきまして、財政補助要望をしております。この猛暑に対する対策につきましては本日の

資料 No.３のところにまとめてございますけれど、何回かにわたりまして、猛暑に対する子ど

もたち、気温に合わせた服装の奨励であるとか、水分補給をちゃんとさせてください、子ども

黙っててもあんまり水分補給は特に指示しないとできないということもあったりするもんです

から、適切な水分補給をちゃんとしてくださいということと、あと屋外での活動はやっぱり気

温とか熱中症暑さ指数というような話も前回したと思いますが、そういうもので制限をしたり
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とかで対応してくださいということを７月の 17 日にまず出しまして、18 日にも当面終業式ま

での対応ということで追加で出しております。また夏休み中を含めての対応ということで特に

プールの関係もあったりして、プールは各学校の対応に任せる形をとりましたけれど、７月 23

日に夏休みを含めた部活とかそういうことは涼しい時間帯への変更、延期、中止等の判断をし

てくださいということと、緊急の場合は躊躇なく救急搬送を要請してくださいというそういう

ことも改めてお願いしたところであります。８月 10 日の日にありますけど、学校閉庁日の前に

はなりますが、今後エアコン等の設置の基礎データということにもしたいということで、各学

校に熱中症指数計は１台配置をしとったのですが、各階層ですね、１階、２階、３階とか４階

とかそういうところでそれぞれの温度差を計れるようにということで各学校にみまもるくんと

いう名前の熱中症指数計を配布をしました。数にすれば 82個配布をして、それぞれの階を温度

差を正確に測りながら今後の対応の参考にできるようにということでお願いをしたことでござ

います。併せて熱中症指数といまの関係だと今年度すぐできるということで現在学校に配布を

している予算がございますので、そのあと扇風機の増設であるとか、よしずを購入して日陰を

作るとか、そういうことは積極的に柔軟な対応でお願いをしたいということも併せてお願いを

しています。さらに資料 No.３の６番目でありますけれど、各学校に FAX で２学期に向けての

対応ということで今後の熱中症発生の予防等に万全をきしてくださいということと、暑さによ

る体調不良の記録、先ほど配った熱中症指数計による教室の温度測定をお願いをしているとい

うことでございます。ちょっと戻っていただきまして、今後の対応ということでありますけれ

ど、概算事業費及び財源の検討を先ほどのデータを含めて検討していきたいということであり

ます。あと具体的にはどこの教室に設置をするか、また整備期間、整備スケジュールをどのよ

うにするか、単年度でやるのか２年度でやるのかということも①②と合わせて検討していきた

いと思います。きょうの資料のところの裏にもつけてございますけれど、８月 20 日の日に危険

な暑さから子どもと先生の命を守りたい父さん母さんの会による要望についてということで

2600人余の署名を集めた要望事項、要望がされております。新聞記事等付けておりますし、代

表である福沢直美さんの思いをペーパーにまとめていただいたものと、どんな署名かというこ

とをつけてありますので、参考にご覧いただければと思います。現在こんな感じで猛暑に対す

る市教委の対応をしているところでございます。 

 もう一つブロック塀の話でございますが、特にきょうは資料付けてございません。口頭で恐

縮ですが、７月の 18日の定例教育委員会でもお話をさせていただいて学校敷地内及び通学路の

ブロック塀の安全点検を行いますとお話をさせていただきましたので、その後どうなったかと

いうことも併せて報告させていただきます。このブロック塀の点検につきましては、そもそも

はご承知のように６月 18日の大阪の地震によって小学生が亡くなるということ、ブロック塀の

倒壊によって亡くなるということがあって、それをきっかけに６月 19日に併せて文科省及び長

野県教育委員会のほうからそれぞれに迅速に避難できる指導につながるように改めて通学路を

緊急点検しなさいよという指示があってそこから始まるものでございます。７月にも報告させ

ていただきましたけれど、６月 19日から学校敷地内の危険工作物、ブロック塀を含む石碑、門

柱等を含むものを点検をいたしまして、その中で倒壊の危険があるブロック塀及びブロック製

の工作物ということで、８校９か所の点検なものということで掘り出しをしました。それは県
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に報告をしているのですが、それにつきましては直ちに安全対策を施しながら、お盆前にはほ

ぼすべてのブロック塀は撤去をいたしました。あとブロック塀の代わりに目隠し版の設置とい

うのがありますのでその部分の工事は若干残っておりますが、今月いっぱいですべての工事完

了する予定になっております。併せて指定通学路のブロック塀の点検でありますけれど、これ

も６月 19日の通知を受けながら６月 22 日の校長会、併せて 27 日の PTA 会長会でもお願いをし

て学校運営協議会、学校運営協議会の中にはまちづくり委員会、公民館等入っておりますので、

そこの皆さんと協力をして、ぜひ点検をお願いをしたいということでお願いをしながら目視、

私の私有物になりますので目視という形の中で点検をして、危険と思われるブロック塀につい

ては拾い出しをして、それを把握しながら子どもたちの安全教育とか啓発に使っていきましょ

うということでお願いをしたところであります。現在までに 19校から、学校ごとにやっている

ものですから、19校から報告がありまして、数としましては 942箇所、これは指定通学路に関

わるところの数になりますが、実はまちづくり委員会ではどうせやるなら通学路だけじゃない

ところもやろうということで多くをやっていただいておりまして、1000ヶ所超えるような報告

がされておるところでございます。今後につきましてはそのブロック塀、教育委員会としては

啓発活動等に使っていくということでありますけれど、点検しただけで終わるのかどうかとい

う話もまちづくり委員会の中で出ているところもありますので、併せて明日まちづくり委員会

の連絡会というのがありますのでそこでも報告をさせていただきながら対応等のまずはご意見

いただくというような形になるかと思います。報告は以上です。よろしくお願いします。 

 

○代田昭久教育長 

 はい、ありがとうございました。続きまして一学期における教育指導主事の活動報告につい

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 

 はい、お願いいたします。資料をめくっていただきまして資料 No.４をご覧ください。教育

指導主事ということで昨年度田中指導主事が配置され、今年度は牧指導主事が配置をされてお

ります。目に見える形で学校支援を応募しているという取り組みであります。この場で１学期

の活動の報告をさせていただきたいと思います。まず田中指導主事のほうであります。学級経

営、授業改善のための継続的な支援というテーマで回っております。授業・研修支援のところ

はそこを見ていただきまして、現時点で 10 校延べ 16 回と、きょうも緑ヶ丘中学校の英語のほ

うにいっておりますのでそんな形で支援をしております。それから二つ目のところで外国語・

英語・学校訪問ということで、教育支援指導主事の下沢先生と一緒になって授業のほう支援を

しております。それから三遠南信中学生交流会、夏休みに行われたものでありますが意見交換

会の方の担当をしまして、仮想生徒会というテーマで豊橋市、浜松市との生徒との交流を行っ

ております。それから教育指導主事だより、次のところから何枚か代表的なものを載せてごさ

いますが、それぞれまとめたものを主に課内で共有するために出しておりますが、内容により

ましては、小中学校に配布して伝達をしていただいているところであります。下の方にいくつ
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か丸と黒丸がありますが、１学期の訪問の中からみえてきた成果、それから課題等々載せてご

ざいます。２学期の支援のほうに生かして参りたいとそんなふうに考えております。 

何枚かめくっていただきまして、牧指導主事のほうのまとめのほうをご覧ください。主とし

て ICTの教育のほうの担当をしております。大きく４つ書いてございますが、まず１番目とし

まして、モデル校 11 校ございますが、既に取り入れているモデル校のほうの取組の確認、それ

から本年度の活用方法について支援を行っております。それから２番目のところでありますが、

今年度導入する小中学校、小学校は３年生以上、中学校は理科室のところに電子黒板等タブレ

ットのほうを導入して、現在順次入っているわけではありますが、その導入のほうの仕事をし

ております。それから３番目としまして新規に入った学校は訪問しまして、実際使うほうの指

導をしております。大きく分けて二つありまして、一つ目は機器の取り扱いについての研修。

それからそれと同時に機器を使った授業作りのほうの研修のほうを行っております。授業作り

に関しましては４番のところを見ていただきまして、例えば遠山中学校区では遠隔授業等々行

っておりますが、その授業の内容に関して指導のほうしているところであります。以上報告で

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(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.５ご覧ください。第 34 回信州飯田 60 歳以上ソフトボール大会についての

ご紹介ということで、ちょうど期日につきましては９月 22 日、23 日ということでちょうど小

学校の運動会が開催されている日に開催ということで同時に開催するということをご承知おき

いただくということです。主催が信州飯田 60歳以上ソフトボール大会実行委員会ということで、

参加チームについては 62チーム、県外から 37チームが参加ということで、主に主催について

は各信州飯田 60 歳以上ソフトボール大会実行委員会構成するチームにも自主運営によって運

営をされておるという形でそちらのほうも市のほうで、飯田市の生涯学習・スポーツ課で支援

して実施しているということなのでこういった事業が盛大に行われているということでご承知

おきいただければと思います。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いたします。 

 秦野市公民館副館長お願いします。 

 はい、それでは資料 No.６をご覧ください。現在、平成 30 年度の高校生講座「カンボジア・

スタディツアー」の参加者を募集しております。高校を通じての参加者募集ということであり

ますけれども、今年度も昨年度と同様、地域の学びと現地の学びとの融合をさせた事業を展開
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していきますのでよろしくお願いしたいと思います。また現在、南信州新聞で平成 29年度参加

者のレポートを掲載していただいておりまして、掲載中となっておりますのでご覧いただけれ

ばと思います。 

続きまして、飯田市民大学講座の参加者募集についてご報告をさせていただきます。資料 No.

７をご覧ください。今年度の市民大学講座でございますけれども、２番ですね。９月 18日の国

立極地研究所の菅沼准教授でございますけれども、現在、非常に注目を集めておりますチバニ

アン研究者でありますが今回郷土出身ということでご多忙の中、お話を伺えることになりまし

た。その他、地域の学びを深める内容の講座となっておりますので、ご参加をお願いいただけ

ればと思います。 

続きまして、尼崎市の職員の受け入れにつきましてお願いしたいと思います。こちらにつき

ましては以前お話をさせていただいておりましたが、９月から平成 31 年の２月まで２名、更に

派遣をしていただけるということでございまして、丸山公民館と山本公民館に配属をいたしま

す。詳細は資料をご覧いただきたいと思います。以上でございます。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。 

 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。 

 

◎宮沢正隆文化会館長 

 資料は、別紙資料ということで本日１枚表裏でお配りさせていただいた物をご覧ください。

先ほど来の報告等でお話しいただきましたけれども、８月のはじめからありました様々な事業

にそれぞれお忙しい中ご出席いただきましてありがとうございました。私のほうから資料に基

づいていくつか説明をさせていただきます。川本美術館と竹田人形館のほうで人形劇フェスタ

に併せまして特別展を行っております。期間中のみで終わったものとまだ今月いっぱいやって

いるのもありますので、まだの場合はご覧ただければ幸いでございます。それから３番のとこ

ろのいいだ人形劇フェスタ 2018・世界人形劇フェスティバルの概要でございます。まだ集計中

でございます部分がございますけれども、現時点の取りまとめ状況ということでご説明させて

いただきます。参加劇団につきましては 410 劇団で上演が 297、観劇参加が 113 という内容で

ございます。公演回数ステージ数は 631 ステージで、保育園公演も含めまして飯田市内外 160

会場で開催をいたしております。特記事項といたしましていくつか書かせていただいておりま

す。今年は世界フェスということで世界中の六大州の全てから 18の国と地域から 28 劇団が上

演参加をしていただいておりまして、それぞれの歴史や文化に育まれた個性あふれる人形劇が

上演されました。特にスペインから参加した「トローサの巨人と大頭団」につきましては非常

に目立って個性的なパフォーマンスということで数回の上演毎に評判を得まして多くの観衆、

観客の皆さんに見ていただけたらと思っております。またいいだ人形劇センター事業から独立

して実行委員会ということで取り組んだ「巨大人形劇さんしょううお」につきましては２日間
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で３回の公演を行ったわけでございますけれども、３回ともすべてが満席となって、約延べ

2000 名の方に見ていただきました。昨年は、こぎつけるのが精いっぱいだったという状況だっ

たのですけれども、今年は練習を重ねて見栄えのある素晴らしい発表だったんじゃないかと思

っております。それから、全国高等学校総合文化祭の人形劇部門ですけれども、こちら先ほど

お話がありましたように全国に呼びかけたわけでございますけれども、なかなか金銭的な面も

ありまして飯田女子高校と徳島県からの１高校が参加ということで、高校は２つの学校であり

ましたけれども、地元の中学生のゲスト出演もいただく中でお互い見合いながら刺激しあう発

表ができたんじゃないかと思っています。それから期間中としましては、天気は恵まれまして、

台風についてもそれていただいたわけですけれども非常に猛暑ということになりまして、初日

の３公演は教育長の報告のとおり、実行委員会で独自の判断基準を設けまして一部中止とさせ

ていただいたところでございます。それから人形劇の国際化の関係でございますが、AVIAMA の

総会をアジア地域で初めて飯田で開催ということでありまして、今回ちょうど役員改選がござ

いました。現会長のルドゥーさん、シャルルヴィル・メジェール市の前市長でございますけれ

ども再任が決まりまして、牧野市長につきましては副会長ということで、今まで以上の重責を

担う形になりました。それから新規加盟都市ということでそこに書いてあります４都市が新た

に加盟ということで特に今回飯田市といたしましても、日本を含む東アジア地域の各都市に呼

びかけをさせていただく中で、４都市が加盟いただいたということで AVIAMA の広がりに対する

貢献ができたのではないかと思っております。それからシャルルヴィル・メジェール市と友好

提携 30周年記念事業につきましては天龍峡桜街道の命名式、それから市街地での記念植樹とい

うことで両市を祝うセレモニーと 30 周年のあゆみを振り返る映像鑑賞等で新たな交流の広が

りに向ける機会になったのではないかと思っております。その中で中高生を対象とした短期留

学制度をやったらというような提案もボリス・ラビニョン市長からいただいておりますので今

後教育委員会として、そういったことができるのかどうか検討を始めていく必要があるという

ふうに受け止めております。報告は以上でございます。 

 

○代田昭久教育長 

 はい、ありがとうございました。 

 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.９をお願いします。よむとす事業報告及び予定ということで１枚まとめてご

ざいます。報告に関しては２つの講座、取組について報告がございます。それから予定につき

ましては絵本の関係ですね一つ。それから(2)として歴史研究所「地域史研究集会」に関連した

展示ということで山や木に関連した書籍等を紹介するという取り組みを８月 15 日からスター

トするということでございます。最下段にありますが、９月 15 日に長姫神社のお祭りがあると

いうことで、例年そうでございますが開館時間を５時までということで１時間繰り上げるとい

う予定で閉館するということを予定しております。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。 

 最後に(9)歴史研究所関係報告事項。すみません失礼しました。(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。 

 

◎池戸通徳美術博物館副館長 

 はい、資料はございません。第 13回美博まつりを行いましたのでその報告をさせていただき

ます。７月 28日 29日の土日でありました。変な動きをする台風に翻弄されましたけれど、開

催することができました。しかしながらその影響もあってか入場者数につきましてはトータル

1,508 を数えました。前年度が 1,729 名でしたので減ってしまったというのは残念であります

けれども、無事開催できたのが幸いでございました。特徴すべき報告といたしましては来館者

のほとんどが家族連れということ、それから低年齢化しておりますのでいかに幼児期の子ども

たちに体験的な学びをしていただけるかということがポイントになりましたけれども、多様な

学習効果の活動の推進につながったんだというふうに自負しておるところでございます。また

もう一点、ボランティアスタッフに支えられてのまつりでございます。今年は延べ 66名の方に

ボランティアをいただきました。この中には高校生のボランティア、阿南高校と下伊那農業高

校からも来ていただいておるということです。ボランティアの数にしますと昨年は延べ 63 名で

したので若干増えたということもありまして、市民に支えられる祭りになってきたなという感

じがいたしております。また来年はリニューアルを控えておりますし、そのリニューアルの後

の美博まつりということを計画しておりますので今日の反省を基にまた素晴らしいまつりにし

ていきたいと思っております。それから本日の資料の中には、９月の「びはくにゅーす」それ

からプラネタリウムの番組のご案内をさせて頂いておりますので、ぜひご覧頂きたいと思いま

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。 

 それでは(9)歴史研究所関係報告事項お願いします。 

 小椋歴史研究所副所長お願いします。 

 

◎小椋貴彦歴史研究所副所長 

 それでは歴史研究所のほうから報告をさせていただきます。資料は資料 No.10、資料 No.11、

それからレジュメの一番最後にございますが「歴研ニュース」を用意していただいております。 

はじめに資料 No.10 であります。飯田アカデミア第 84 講座の開催報告であります。７月 21

日に講師として大阪教育大学名誉教授の三輪泰史さんをお招きいたしました。テーマとして

「人々の息づかいの聞こえるような労働運動史を―紡績労働者の人間関係と社会意識―」とい

うテーマで四コマ講座を行って頂きました。細かい内容はまたお目通しいただきたいと思いま



21 

 

すけれども、当日は四日市にある、当時ありました敗戦直後の紡績工場、サークルのお話もご

ざいまして、その中で長野県の上伊那、下伊那も含めて、そういった皆さんも四日市の工場の

ほうへ当時女性の方が中心でしたが働いておられたと。その時にその女性たちは当時の新制中

学校の卒業でありましたが、まだまだお金持ちや貧しいといった、そういった差別も起こって

いる中で当時の新制中学校の先生からは「人間はみんな平等だよ。」と教わったと。そういった

若い女性たちが職場の雰囲気を変えていったというようなお話もありました。教育の点でも参

考になる講義でございました。当日の講義の資料を何部か予備を持っておりますので、もしご

興味があればおっしゃっていただければと思います。それから資料の 11 は６月、７月にかけて

行われました歴研ゼミ・ワークショップの活動報告でございますのでまたお目通しを頂ければ

と思います。それからレジュメの最後のほうに「歴研ニュース」がついてございます。その中

で今週の週末 25 日、26日と地域史研究集会、年に一回行っておりますが予定をしております。

それぞれ報告が両日とも３件ほどございますので、お時間があればぜひ一日でも結構でござい

ますのでおいで頂けるとありがたいと思います。報告は以上であります。 

 

○代田昭久教育長 

 はい、ありがとうございました。 

 ただいまの学校教育課から歴史研究所までの報告事項に関する質問、ご意見等あればよろし

くお願いいたします。 

 はい、小澤教育委員お願いします。 

 

◇小澤由美子教育委員 

きのうの中日新聞なんですけれども、もうご存知だとは思いますが県警と県の教育委員会が

児童通学路の点検を９月末までに全て見直すというのをでているのを見ました。全ての公立小

学校と特別支援学校の通学路を市町村、教育委員などと合同で点検する活動の実施を９月末ま

でにするという新聞が載っていました。これは５月に新潟で小学校２年生の女の子が殺害され

たことからみたいなんですけれどもその記事の中にですね、見守り団体が昨年から 100団体減

っているというのが載っていました。なので、まちづくり委員会に何かお話しされましたよね。

その時とかにぜひ見守りの方をなんとか確保してぜひ見守りして頂くのが防犯の第一歩じゃな

いかなと思って。ちょっと危ない方でもタスキを掛けている人がちょっといるだけで、きっと

ふっと危ないことをしなくなると思うので、ぜひそちらの地域の方々にもぜひ見守りを続けて

頂けるようにとお願いして頂ければと思います。以上です。 

 

○代田昭久教育長 

 はい、ありがとうございました。 

 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、いまのお話の通学路の防犯点検っていうところがあります、ブロック塀の点検をした
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後、また通学路という話がありますけれど、警察と学校と連携をとってどのように進めていこ

うかと検討を進めている段階でございますのでいまのご意見等も踏まえて、結果的にどのよう

に見守り活動に繋げていくかということになるかと思いますけど、そこらへんで調整していき

たいと思います。 

 

◇小澤由美子教育委員 

 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。 

 他にいかがでしょうか。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 

 はい、まず一点目は学校教育課なんですが、教育指導主事の訪問の表をまとめていただいて

大変ありがとうがございました。それで飯田市は２人配置しているんですが、学校現場は指導

主事っていうと県の指導主事のイメージを持っているんです。県の指導主事というのは、学校

市町村教育委員会との連名で派遣申請を出して、来て「もらうという形をとります。ところが

この田中指導主事と牧指導主事は飯田市の指導主事ですので、それは派遣申請がなくてもいけ

るというふうに私は理解しています。そうすると何が大事かというと、計画訪問ができるとい

うことなんです。呼ばれなくとも行けるということです。いろいろな課題のある所だとか、先

ほどの中学校の学力問題でも小学校からどのようにして力を伸ばすかというようなあたりを共

有できるということです。意識転換を図っていってもらい、ぜひ計画的にですね、訪問してい

ただきながら学校と課題を共有して一緒になって考えていこう、共に考えていくぞという視点

でやっていただくということが大事ではないかなと思いました。それから「ひとあし ひとあ

し」ちょっとばらっと見させていただいたけどずいぶん良い内容なんですよね。まとめてくる

と私なんかはそのまんま綴じちゃいますので、できたら毎月、参考になるものを綴じておいて

いただくと私どもが学校訪問や主幹と行った時に参考になるんじゃないかなと思いました。 

 二つ目ですが文化会館なんですが、色々な特に世界の人形劇というとやっぱり素晴らしいな

と非常に目を開かれる思いをさせていただきました。その中で、職員の方たちの気遣いのあり

がたさっていうことなんですが、人気のあると言ったら良いのか私はよくわかっていないもの

で行ってみたら「これは見られませんので一時間先に並ばないとダメですよ。」といったところ

があったんですね。人形劇劇場で一時間ぐらい炎天下で待たなければならないのかなと思った

んです。ところが早めに入れて、待たなければならないのだけれども中で待つような配慮をし

てくれていて、職員の方や実行委員の人たちが温かかったというか本当に参加者を大事にして

くれているんだなというようなそんなことを感じましたので、また館長さんからよろしく言っ

ておいていただきたいと思います。本当にありがとうございました。以上です。 

 

○代田昭久教育長 
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 はい、ありがとうございました。 

 他にはないでしょうか、よろしいでしょうか。 

 はい、それでは(10)今後の日程について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、それでは会議資料のほうの３ページ目にございますが、今後の日程ということで主な

部分につきまして掲載をしてございますのでご確認を頂きたいと思います。また詳細につきま

しては別綴りで予定表をつけてございます。あと参考に主幹主事との帯同、それから先月ご確

認頂きましたが学校訪問の日程、それから小中の教育課程研究協議会の実施計画書等をつけて

ございますのでまたご覧いただきたいと思います。日程につきましては以上です。 

 

○代田昭久教育長 

 はい、ありがとうございました。 

 それでは他に何かありますでしょうか。 

 

◇伊藤昇教育委員 

 今のところ、スケジュールのところ。 

 

○代田昭久教育長 

 伊藤教育委員お願いします。 

 

◇伊藤昇教育委員 

 はい、９月予定の 25 日のところに総合教育会議が。 

 

○代田昭久教育長 

 三浦教育次長、詳細をお願いします。 

 

◎三浦伸一教育次長 

 いまの滝沢学校教育課課長補佐のあとにちょっとご説明しようと思ったんですが、実は総合

教育会議は一年に２回を目途に開催をしてまして、この事務局は市長部局である企画課ってい

うことになっておるんですが、昨日になりまして急に上半期、下半期一回ぐらいを目途にして

いたんですが、９月 25 日でどうかということで日程の照会がきましたので、本日、教育委員会

の場で協議させて頂きますということで、昨日の段階では引きとったところであります。従い

まして、９月は主幹指導主事の学校訪問帯同を教育委員さんに行って頂いておりますし、学校

訪問も２回ある、定例会もあるという中でこの日程が可能かどうかということをまずきょうご

相談して頂ければありがたいと思います。なお内容についてはまだ事務局同士で全然詰めてい

ないものですから、実施をするとした時にどうしていくのかっていうことも今日の内容になる

かと思います。よろしくお願いします。 
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○代田昭久教育長 

 わかりました。よろしいでしょうか。 

 

◇伊藤昇教育委員 

 そうですね、今日初めて聞きましたのでちょっと、まあ一カ月後ですね。まあ向こうから急

にきた連絡なので皆さんのご意見によって決めればいいと思います。 

運動会等ありますけれども、向こうのご要望とあらば優先的にっていうことになると思うん

ですけど。 

 

◇小林正佳教育長職務代理者 

小澤さんどう。 

 

◇小澤由美子教育委員 

 うーん、なんとかしますが週二回はつらいなぁ。 

 

◇小林正佳教育長職務代理者 

 もう一つはなんでしたっけ。もう一つ小澤さんが出ないといけないのは。 

 

◇小澤由美子教育委員 

 この日文化祭があります。この週、文化祭もあって。 

 

◇小林正佳教育長職務代理者 

 ああ、ここじゃなくて他のところでということね。 

 

◇小澤由美子教育委員 

 いやぁ、９月はもうシフトができているんですよ。ちょうど高校生のテストなんですよね。

それで夜バイトが来ないのですよね。 

 

◇小林正佳教育長職務代理者 

 教育委員会関係で仕事が重なっちゃっているっていうこと。それからもう一つ何が重なる。 

 

◇小澤由美子教委員 

 そうですね。９月、目一杯ですよね。10 月も一杯だし。 

 

◇小林正佳教育長職務代理者 

 空いてれば、私が代わりに行くよ。 
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◇小澤由美子委員 

 なんとかします。三浦さんは。 

 

○代田昭久教育長 

 いまの時点でかなり厳しいっていうものが皆さんありますかね。 

 

◇小林正佳教育長職務代理者 

三浦さん、調整できる。 

 

◇三浦弥生教育委員 

 ちょっとわからないです。ちょっといまここでは。 

 

◇小林正佳教育長職務代理者 

 テーマも今回進めないと。あと一カ月くらいだから、ここキツイんで。 

 

◇伊藤昇教育委員 

 問題はテーマだね。 

 

◇小林正佳教育長職務代理者 

 ええ、何についてやるかね。 

 

◇伊藤昇教育委員 

 それでまあ、スケジュールに関連してなんですが、９月の暦になりますと９月７日の校長会、

教育委員出席になっているんです。これは？ 

 

◎滝沢拓洋学校教育課課長補佐 

 すみません。こちら職務代理の出席になります。レジュメに記載させていただいています。 

 

◇小林正佳教育長職務代理者 

 伊藤さんは９月 25 日は調整は大丈夫。 

 

◇伊藤昇教育委員 

 調整は可能なんですけど。こっちが優先でいいんですけど、内容しだい。 

 スケジュールはこちらを優先しますけど。 

 

◇三浦弥生教育委員 

 25 日の話ですよね。会議が重なっているのでそれを調整して。職場の会議と重なっています

のでそれが調整できれば。 
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◎三浦伸一教育次長 

 ５人しか教育委員さんがいらっしゃらないので、やはり全員が出て頂くというのが前提にな

ると思いますので、この提案日でも無理ならまた別途ということだと思うんですが、どうもお

話聞きますとシフト、小澤教育委員みたいにシフトを作る前でないと調整ができないというこ

とであれば、だいたい何ヵ月前とか、何日前とかっていうことを。あと三浦教育委員について

はもう定期的に授業が入ったりっていう日があれば、まあそこらへんをちょっと、また係のほ

うで確認させて頂きますけど。どうも 25 日は無理ですかね。 

 

◇小林正佳教育長職務代理者 

 私は良いので、お二人の考えで。 

 

◇小澤由美子教育委員 

 私はなんとかします。 

 

◇小林正佳教育長職務代理者 

 三浦さんはもうちょっと時間が欲しいっていうことね。今日じゃなくて。向こうへ行って調

整してみる。 

 

◇三浦弥生教育委員 

 調整させてもらいます。 

 

◇小林正佳教育長職務代理者 

 市長部局で調整してもらったっても良いですか。それこそ一ヵ月前になって言ってくるとい

うのはなかなか大変なことだから。他の日を提案してもらうっていうことだって考えられる。 

 

◇三浦弥生教育委員 

 いいです。私だけのことなので調整させてもらいます。職場のほうに話をします。 

 

◎三浦伸一教育次長 

 滝沢学校教育課課長補佐のほうへちょっと連絡を頂ければ、無理にこの日でなければどうし

てもダメっていうことではないと思いますので。 

 

◇小林正佳教育長職務代理者 

 まだ他に候補日があればね。 

 

◎三浦伸一教育次長 

 ええ、ただ市長も出るので、提案、日にちは市長側からの提案を受けてっていうことになっ
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ちゃうと思うんですよね。こちら側からちょっと日にちの提案はできないと思いますので、え

え。何案か出しますか。 

 

◇小林正佳教育長職務代理者 

 何案か出すってできるのかね、市長さんが。 

 

◎三浦伸一教育次長 

 まぁちょっとねぇ。もしかしたらこの予定空くのは次は三週間後とかそういう可能性はある

と思いますけれど。じゃあ三浦教育委員にはちょっと調整頂きますが、事務局のほうでは少し

秘書係と企画課と調整させて頂いて、ちょっと電話連絡になると思いますが、よろしくお願い

いたします。 

 

○代田昭久教育長 

 はい、じゃあ総合教育会議に関しては、そのようなかたちで進めたいと思います。 

 

◇小林正佳教育長職務代理者 

 教育長さん、いま伊藤教育委員さんも言われたようにテーマが問題で、今度のやる時になっ

ている 14 日が定例会ということで、14 日から十日ばかりで詰めなければならないということ

なんですが、何か漠然としてでもいいのでこんなことをやりたいというようなお考えはないで

すか。 

 

○代田昭久教育長 

 実は私も先ほど知ったので、漠然ともないというのが正直なところではあるんですが、少し

時間をもらえれば。そんなに 14 日では遅くなっちゃうと思いますので一両日中にちょっとご相

談できるかなぁというふうには思います。 

 

◇伊藤昇教育委員 

 私はね、文化会館のことを、ちょっと前から懸念があったので。なかなか市長ともそういう

話ができていないので。まあ内容はまだあれなんですけど、それもいまちょうどスケジュール

的にはこの半年、一年でね、いま新聞紙上をにぎわしているんですけど。それに関連してくる

かと。教育委員会としては文化会館っていうことでの話になると思うんですけど。 

 

◇小林正佳教育長職務代理者 

 もっと喫緊な課題で予算絡みでからんでくるというと、ちょっとそれは事務局に任せておけ

ばいい話かもしれませんが、例えばエアコンのこと、ブロック塀のこと、さっきのこと。いず

れにしても教育委員会の予算の外から出してもらわないと。今の予算の中で、エアコンをつけ

る、ＩＣＴをやらなければならない、それからさっきのシャルルヴィル・メジェール市との交

流で高校生の派遣のことだとか。そうは簡単な話じゃないと思うので。 
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○代田昭久教育長 

 じゃあ日程の方は。 

 

◇三浦弥生教育委員 

 はい、すみません。大丈夫です。ちょっと時間を間違えました。これ３時に終わるってこと

ですよね。 

 

◎三浦伸一教育次長 

 今回は２時間とっていただいています。 

 

◇三浦弥生教育委員 

 １時から３時ですね。ああ、すみません。私が間違えてました。３時からだと思っていまし

た。すみません、間違えました。失礼しました。 

 

◇伊藤昇教育委員 

 ああ、３時に終わるのね。 

 

○代田昭久教育長 

 じゃあ日程は１時からで、市長からの日程ということなので前向きにやるという前提の上で、

内容については一ヵ月になりますので 14 日にいかない前にちょっと委員の皆さんにご相談さ

せて頂く機会を、どうやっていいかすぐできませんが、少なくともちょっと私のほうで考えて

みたいなと思いますので、委員の皆さんもちょっといまみたいにどんなことを言うかなという

のを検討頂いてどこかで少し、集まらなくてもちょっと情報交換ができればなというふうに思

ってますので、その際は電話させていただくか、また連絡させて頂きますのでよろしくお願い

いたします。 

 いまの総合教育会議についてはよろしいでしょうか。 

 はい、他にはいかがでしょうか。 

はい、よろしいでしょうか。 

 

△日程第 10 閉会 午後４時 55 分 

 はい、それでは日程の第 10閉会。以上をもちまして、今月の定例会を閉じさせていただきま

す。長時間にわたりご苦労様でございました。 


