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飯田市教育委員会 平成 30 年９月定例会会議録 

 

１ 会議開会の日時 平成 30 年９月 14 日(金) 

 

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 

         飯田市美術博物館庶務係長：浅井淳  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 

 会議録署名委員に三浦弥生教育委員に指名をした。 

 

△日程第４ 会議録の承認 

 ８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 

 それでは私のほうから報告事項としてお話をさせて頂きたいと思います。Ａ４の綴りをご覧

ください。３点あります。１つは、いまも只今も議会中ではありますけれども、先々週行われ

た一般質問の結果について内容について話をさせて頂きます。そのあと、一度裏面をみてくだ

さい。 
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２番目としては学校敷地内及び指定通学路ブロック塀安全点検についての現状の報告、さら

には猛暑対策についても現状と市教委の意見、市としての意見を報告させて頂きたいというふ

うに思います。 

それでは戻って頂いて、まず、はじめにまさに定例議会がいま行われております。その中で

17 名の議員の皆さんによる一般質問がありましたけれども、教育委員会関係が７人の委員の皆

さんよりご質問を頂きました。特にはあとしっかり見て頂ければと思いますが、やはり猛暑対

策の問題、学校施設の問題というのはありましたのでそれについては、２番、３番の報告につ

いて代えさせて頂きたいと思います。 

今回、質問の中で今までになかった視点という３名の議員の方の質問を中心にお話しをさせ

て頂きますが、まず、原和世議員からはスポーツと飯田市、これからのスポーツ振興というテ

ーマでのご質問を頂きました。これは大きな雑感でありますけれども、議員が質問して頂くこ

とによって、飯田市の進めているものが、しっかりと市民に伝わる良い機会になるのかなとい

った意味では、スポーツ文化というご質問に関してはありがたかったかなというふうに思って

います。我々として話したかったところは、この(2)にあります、飯田市としての、飯田市教育

委員会としてのスポーツ推進計画。これをお話しする機会が中々なかったので、そういった意

味では良い機会になったかなという風に思います。ちょっと具体的に申し上げますと、質問と

しては、「飯田市はスポーツを文化として育むことについてどのように考えているのか。スポー

ツを推進していくためにはどうしていったらいいのか。」という質問。さらには「そういった考

え方が、飯田市の『総合計画未来デザイン 2028』の中にどういうふうに位置づけられているの

か。」さらには、一番最後になりますけれども、「スポーツ施設の充実、公共施設マネージメン

トの関係の中でどういうふうに続けていくのか。」こういう筋立てての質問がありました。教育

委員の皆さんにもご承知置き頂きたいというふうに思っているのが、いま飯田市スポーツ推進

計画では、「スポーツを通じて人と地域が輝くまち飯田」を基本理念に推進しているところであ

ります。これは、昨年度よりスタートした教育振興基本計画、分野別計画に連動するものとし

て、昨年度より本格的にスタートしているものであります。その内の柱として２ページに書い

てありますけれども、スポーツ振興基本計画の中の柱として、スポーツによる健康・体力の向

上というテーマにおいては、やまびこマーチや風越登山マラソン。また、ニュースポーツフェ

スティバルやウォーキング大会などを通じてより多くの市民が交流できる機会を設けています。

さらにスポーツを通じたコミュニティーづくり。これも大きな柱に掲げているわけですけれど

も、これもスポーツ推進委員と公民館が中心となって地域の交流を務めている。さらにこれに

関しては、三遠南信自動車道の全線開通が近づいている中で、中央道沿線都市親善スポーツ大

会というのも行っているわけですが、こういう都市に三遠南信の地域も参加を促すことで、地

域間の交流を深めて、正にスポーツを通じたコミュニティーづくりについて進めていきたいと

いうふうな回答をしています。ただ、現実的にはスポーツ文化、すみません、失礼しました。

「いいだ未来デザイン 2028」の基本戦略に位置付けてどう評価していくかという部分の点につ

いては、まだまだ議員のご指摘のとおり十分ではないところもありますので、これについては

しっかりと行っていきたいと思います。さらに、公共施設マネージメントに合わせて体育館と

運動場に限らず飯田市内のスポーツ全般の施設については現在検討しており、平成 31 年度末、
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来年度末までに協議を経て方向を考えたいという方針を述べさせて頂いています。 

２番目、熊谷議員のものに関しては、猛暑と関係しますので後ほどにします。 

竹村議員のほうもトイレ改修とありましたけれども、視点としては、小中連携・一貫教育、

コミュニティスクールのいまの評価を聞かせてくれというご質問がありましたので、特にコミ

ュニティスクールに関しては、目指す子ども像を地域や保護者、学校が一緒になって話し合い

が進んできた。これは大きな成果であり、課題としてはもっともっと知ってもらうというのが

大事で、学校便りや地域便り等、発行を促したり、またコミュニティスクールの良い取り組み

については、教育委員会としても収集して発信していきたい、そんな風に考えているところで

ございます。 

６ページ目の岡田議員の質問は、いいだ人形劇フェスタの総括を教育委員会なりにしてくれ

というご質問でありました。総括としてはですね、非常に多くの国、地域また 400 を超える劇

団が来る中で、無事に予定通り行うことができたということを含めて、成功裏に終了できたと

いうふうに総括をしております。また、人形劇のまちづくりをしている AVIAMA の総会において

は、新たに南あわじ市、韓国、台湾、スペインの４都市の新規加入があったということに関し

ては、人形劇のまちづくりをする飯田市としては、非常に大きな一歩を踏み出せたのではない

かなと考えているところでございます。 

古川議員の問題に関しても施設、空調設備に関するものなので後ほどにしたいと思います。 

湊議員のこれもですね、今までの視点とは違った ESDの教育について、その進行状況と市と

しての見解ということで回答をしています。ESDとは「Education for Sustainable Development」

略であり、「持続可能な開発のための教育」。ただこれを言ってもなかなか英語で難しいですけ

れども、もう少し平たく言うと、「いま世界的な課題として環境や貧困や人権、平和、紛争、開

発、様々な問題がある中でそういった世界的な問題を他人事に捉えるのではなくて、自分の事

として捉え、自分のできることを足元からやっていこう。」というプランが、簡単に言えばこの

ESD の教育の概念であります。この ESD の教育を柱にして学校教育として ESD の起点となって

いくのが、ユネスコスクールという関係であります。そういった教育理念を積極的に行ってい

くのがユネスコスクールということで、湊議員のほうもご存じでしたが、いま遠山の上村、和

田。上村小学校、和田小学校、遠山中学校はユネスコスクールの申請に対して積極的に準備を

しているという状況です。その中で、すでに提携を結んでいます、立教大学 ESD研究所と提携

を結んで、その教授の方々また関係者、研究所の方々にも遠山に来て頂き、この教育の目指す

ところ、そしてこの遠山地区の地域資源がどのくらい素晴らしいか、どういった点で素晴らし

いのかという講義も地域の人たちと共に学習会が始まっているという報告をさせて頂いていま

す。実際にユネスコスクールに加盟するには、すぐできるということではなくて、約２年ほど

時間がかかるわけですけれども、その申請に向けてしっかりと準備を進め、教育活動を進めて

いるという答弁をさせて頂いております。 

新井議員もブロックの件にからみますので、ここでは省きたいと思います。 

11ページ目をお開きください。 

２番目として、学校敷地内及び指定通学路のブロック塀の安全点検についてということで、

経過の報告と、いま教育委員会での経過についてお話しをさせて頂きたいと思います。６月 18
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日、大阪府北部地震が発生し、小学生の女子が亡くなるという痛ましい事故が起こったわけで

すけれども、これに向けて教育委員会のほうでは翌日から 27 日までの緊急安全点検ということ

で、敷地内の危険工作物の調査を行いました。そして８校９ヵ所の危険箇所が見つかりました

ので、これについては速やかに８月中旬、夏休み中に撤去をしました、という状況です。もう

一方で、学校の敷地外にあたる指定通学路の安全点検に関しては教育委員会だけではできない

ので、各学校の学校運営協議会、また各まちづくり委員会のほうのご協力を得ながら、８月の

下旬を目安に全校より危険箇所を報告して頂いたということです。いま、合計として全ての校

から報告あったのですが、1,412 ヵ所という報告を頂いています。ただ、この通学路の危険箇

所に関しては教育委員会で何かすぐにできると、要はまちの財産であったり、私有地であった

りするので、すぐにできるわけではないので、そういった意味で言うと、飯田市役所全庁的な

課題として、庁内を横断的に対応すると。その対応の仕方も補助制度の活用やどんな風にやっ

たらいいかということで、教育委員会も含めながら対応している最中です。じゃあ、この間、

危険な個所はについては野放しなのかということでは困りますので、いま学校のほうには「危

険な個所には近づかない。もし地震が起こったらそういう個所から離れる。」といった安全指導

の徹底を再度、休み明けにお伝えしているところでございます。 

３番目、猛暑対策です。１番の議会報告でお示したとおり、多く議員から空調設備に対する

要望を頂きました。今年の猛暑が起こってからの市教委の動きでありますけれども、市教委と

しては７月に猛暑が連続するタイミングで各学校に関してはⅰからⅳまで。屋外活動の制限、

水分補給の奨励、涼しい服装の奨励、熱中症対策グッズ等の許可。２番目としては、暑さ指数

の情報確認による涼しい時間への変更、中止等の判断。また夏季休業中のイベントに向け、各

家庭での熱中症への注意喚起。そしてまた、年度当初の学校予算がありますので、そこで緊急

的に扇風機を購入して頂いて構わないということで、年度途中の扇風機の購入等を奨励してき

たわけでございます。その中で、新たに休み明けになるわけですけれども、熱中症指数計を各

階に配布をしてより正確な状況を把握しようと、さらにはその把握を８月 31 日までの記録を学

校に提出して頂き、より学校の状況がつかみやすいことをいまデータとして集めているところ

でございます。市のいま、大きな方向性として、市長の答弁として、「全国の対応に遅れること

なく市としても対応することが基本である。基本的には設置の方向で検討している。」という答

弁をさせて頂いており、また市教委としても国の補助制度の動向も注視し、本年度内の極力早

い時期に資料をまとめ、事業化の判断をしたい。ということで回答と、方針を統一しながら答

弁をし、また、まさにこの状況の中で見積もりを取り、資料を作成しているというのが現状で

あります。 

以上、私からの報告です。何か、質問ご意見等ありましたら、よろしくお願いいたします。 

よろしいでしょうか。 

 

△日程第６ 議案審議 

〇代田昭久教育長 

はい、それでは続きまして、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２

件です。それでは議案第 36 号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。 
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◎北原康彦学校教育課副参事 

はい、議案第 36 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。別紙で追加申請もございますが、就学援助費支給対象者の一覧表をお付けして

おりますので、それと合わせてご覧いただければと思います。飯田市就学援助費の支給につき

まして、別紙のとおり、追加申請がございましたので、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お願いいたしたいところでござい

ます。別紙一覧のとおり１番から 11 番まで申請がございました。認定要件等につきましては、

認定要件欄に書いてありますとおり、全てこの認定要件に合致しておりますので合わせてご報

告をさせて頂きます。よろしくお願いいたします。 

 

〇代田昭久教育長 

はい、ありがとうございました。議案第 36 号に関して何かご質問ご意見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 37号お願いいたします。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 

それでは、教育功労者表彰ということで、議案第 37号よろしくお願いします。こちらにつき

ましては事前にお送りしました資料と、本日送りました資料と差し替えとういうことでお願い

したいと思いますので、それを元に審査をということでよろしくお願いしたいと思います。飯

田市教育功労者表彰につきましては、学校教育の振興、公民館活動、図書館活動、社会体育活

動、芸術文化活動、青少年育成活動等をつうじて飯田市の教育に関し顕著な功績のあった個人

又は団体を教育功労者として表彰する、ということで。公民館活動につきましては、２月の公

民館大会の場で表彰ということなんですが、それ以外の功績があった個人または団体について

は今回審査を頂くということでよろしくお願いしたいと思います。 

それでは、こちらのほう第 37号につきましては、飯田市教育功労者表彰規定第３条の規定に

より、下記の者を教育功労表彰者に決定する。平成 30 年９月 14 日提出、飯田市教育長代田昭

久ということで、規定に基づく教育功労者つきまして、金田亮兵、金田とき子。住所について

は、飯田市千代 1172。功労内容については別紙記載のとおりです。提案理由については、教育

功労表彰の候補者として、上記の者が美術博物館から推薦があったので飯田市教育功労者表彰

規定第３条の規定により、教育功労表彰者に決定したく提案するものです。以上ご審議のほう、

宜しくお願いしたいと思います。 

 

〇代田昭久教育長  

はい、ありがとうございました。ただいま、議案第 37号に関する説明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？はい、伊藤教育委員お願いします。 

 

◇伊藤昇教育委員 
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金田さんのこれなんて読むんですか。いたひ。 

 

〇代田昭久教育長 

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 

これは関東地方を中心に分布しております。いわゆる秩父石という石版を原材料としていま

す。中世の歴史を物語る板碑というものでございます。こちらについては長野県内でもですね、

諏訪地域まではあるんですけれども、飯田にないということで、これは元々、おそらく伝承に

よりますと、関東におった武士の方が泰阜の方へ移住されてきた際に、持ち込まれたものでは

ないかと、いうふうに言われているものです。美術博物館の常設展示を現在行っておりますけ

れども、その中で、当初はですね、この方の墓所に立てられておったんですが、風化等も激し

く進んでいるという中でお願いをしまして文化財に指定したいというところでお話をして参っ

たところご寄付頂いたという経緯があります。以上です。 

 

〇代田昭久教育長 

はい、よろしいでしょうか。 

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。よろしいでしょうか。はい、それでは第 37号承認ということで

よろしくお願いいたします。 

 

△日程第７ 協議事項 

〇代田昭久教育長 

続きまして、日程第７ 協議事項、日程第８ 陳情審議、今月は２つともございません。 

 

△日程第９ その他 

〇代田昭久教育長 

それでは、日程第９ その他（1）教育委員報告事項。報告事項があれば教育委員の皆さんの

ほうからお願いいたします。 

はい、三浦教育委員お願いします。 

 

◇三浦弥生教育委員 

はい、お願いします。南信教育事務所飯田事務所主幹指導主事の曽我先生に帯同をしてきま

した。報告書を机上のほうに置かせていただいております。少し前のものを大変遅れて申し訳

ありませんでした。浜井場小学校とこの間行きました三穂小学校ということで、報告書体裁を

整えさせて頂きましたけれど、ちょっと内容のほうが十分でなくて申し訳ありません。 

まず浜井場のほうは７月に行かせて頂いておりまして、この時の報告は口頭でさせて頂いて

います。主にはお話しを聞く中では特別支援の子どもさん達が増えてきているということで、
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支援員の補充が頂きたいんだというお話しをお聞きしていますし、私自身も教室訪問させて頂

いた際に、支援員の方が、どこかこう出て行ってしまう子どもさんの後を追いかけて対応、こ

まめにですけれども、本当に大変だなということを感じておりますといったところが１点でし

て、裏面にいって頂きますと今度は、２本線が引いてアンダーライン引いてありますけれども、

下のほう、トイレの件、これも口頭にて報告させて頂いた件ですけれども、もう古い円筒状校

舎の中で、女子トイレと男子トイレの兼用のつくりであったものを男子トイレ、女子トイレに

分けていると、女子トイレで使っている所に男子用の便器がずっとあるということ。やはり、

そこからは異臭もしてくるし、せめて改修願えないなら撤去だけでもして頂ければありがたい

っていうお話を頂いてきております。ホッチキスとめさせて頂いた後の３枚に関しまして、あ、

２枚。両面の２枚に関しましては、こちらは学校の方で用意してくださった資料で、特別支援

教育の件とあと色々見させて頂いた中で 14 項目ほどありますけれども、学校の改修等がちょっ

と必要な部分と、学校のほうで思われる部分の資料がありましたので、合わせて載せさせて頂

いています。 

私の報告書の裏面の４の環境整備のところの(4)の所にもありますけれども、校舎、やはり築

63 年ということの円柱状の有名な校舎のつくりではありますけれども、もう古いということと、

物が落下しないように中央にある階段の周りにガラスを張ったことで、夏場魔法瓶のようにな

ってしまう。４月でも 30 度ということは、確かに学ぶ環境としてはどうなのだろうかといった

ところは、曽我先生もですけれども帯同させて頂いた私も思うところでしたというのが浜井場

小学校の報告になります。 

続きまして、三穂小学校のほうには、昨日、一昨日、行かせて頂いております。ここで感じ

たところは、１枚目のところのアンダーライン(2)番のところにアンダーライン引かせて頂いて

いる内容につきましては、教室訪問の感想としまして、電子黒板とデジタル教科書が上手に使

われているというところを感想として持ったところです。上手にと言いますのは、これまで通

りの板書もされていますし、手作りの教材等も用いられて、なおかつ板書のノートをとるとい

ったこともされています。そんな中で上手に電子黒板にデジタル教科書を写して先生方が授業

されている。この三穂小学校、60歳以上の先生方も何人かおられる中で、上手に本当、お歳関

係なく使っていらっしゃって子どもさんも先生も、電子黒板自体に慣れていると、いうような

感想を受けまして、どんな風に電子黒板やデジタル教科書をツールとして使っていくんだろう

と私思っていましたので、こんなふうに自然に導入されていくんだなぁというところを見れた

というのが、最初のアンダーライン。一番目の下の所に児童がワクワクしながらと書かせて頂

いておりますけれども、ベテランの先生の授業を見させて頂いて、授業の展開とか話術とかで

す。子どもさん達がワクワクしながら次何が出てくるんだろうっていうところでの授業を拝見

した気がしまして、そんな感想を書かせて頂いています。 

裏面のところにいきまして、面接に入らせて頂いています。事務職員の方のところにアンダ

ーラインを引かせて頂いておりますけれども、こちらは去年、新任で緑ヶ丘中で１年事務仕事

をして３人の中で事務を覚えてきた、そういった若い男の先生。今回２年目にしてこちらの三

穂小学校に来ましたが、中学校と小学校での事務の違いと、３人いたところが１人になってし

まったというところでの若干不安があるっていうことを口にされておりましたが、教頭先生の
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面接の時にも不安に思っているということをよくご存じでして、不安の程度や状況もきちんと

把握された中で、学校が一丸となって支えているというようなところで、学校の中のそういっ

た人間関係の良さというところも見てくることができています。 

面接のところ、主任、研究主任の先生のところに１つアンダーラインを引かせて頂いており

ます。社会科の先生ということですけれども、教室訪問させて頂いたのが、６年生の担当クラ

スの美術ということでの授業拝見しております。すごく落ち着いて授業ができておりましたが、

面接の時のお話しでは研究主任と書いた最初の点のところですけれども、13人中５人が週一通

級に通っているそういった児童の方達だということでした。そういった子どもさん達がきちん

と授業を受けられるように５年、６年と担当する中できちんと座って集中して授業ができる、

そんな授業の工夫も美術でもされております。ただ描いて終わりとかではなくて、一つ一つ今

回は細かく描く、今回はグラデーションで水を描くといったところ。細かく指導されている授

業を見たということと、そういう授業できちんと集中力を高めているというところも見てくる

ことができました。アンダーライン引かせて頂いている課題というところは、集中力を高める

児童の子どもさん達にはそういった力がつきましたけれども、それ以外の子どもさん達の学力

が若干追いついてこないということで、そういった子どもさん達をこれからのこの６年生の半

分のこの期間、授業を分けて授業をするといったことを校長先生、教頭先生にご相談しながら

やっていきたいんだというようなお話をこの面接の時にお聞きしています。とても力のある先

生だということを、私の方でもこの先生に関して感じることができましたし、主幹指導主事の

曽我先生もとても力のある先生だということで評価頂いたかなというふうに思います。ぜひ、

飯田市に長く居て頂いてということを言われておりましたが、若干ちょっとお体、体調面で持

病を持っておられるということで、そういった健康管理も校長先生のほうにお願いしながらこ

の先生の力を発揮して頂ければなぁといったところが感想です。長くなりました。２校につき

まして以上です。 

 

〇代田昭久教育長 

 はい、ありがとうございました。主幹主事の学校訪問について報告がありましたが、感想等

ありますでしょうか。 

あわせて他にあればお願いいたします。 

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 

 私からの報告は「９月の市町村教委定例会資料」という名前で配布されていると思います。

この資料は、タブレットにペンでメモ書きしたものを、そのまま打ち出しただけですので、ち

ょっと言葉足らずな所があるかと思いますがご了承ください。 

最後の「感想」という所から見て頂きたいんですが。校長先生はですね、働き方改革ってい

うことを精力的に取り組んでくれています。どんな取り組みしているかというと、一例を申し

上げると、黒ポツの一つ目、「学級通信は週一回にしよう」と。学級通信はできるだけやめよう

ということです。私の四十何年前の新卒の時はそうでした。学級通信を出すと叱られました。
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それから「文章は簡潔で」と言っています。それからさっきのボイスワープというのが書いて

あります。 

 それから二番目なんですが、オープンルームの中に人間関係でつまずいた子たちが何人か通

ってきています。そうなったのは、「いじめが問題だ。だから学力を保障してくれ」という親御

さんの要望に応えて取り組み始めているがまだまだ十分ではないと心配をしておりました。 

 三番目の所を見て頂きたいんですが、今回から新しい方法での主幹指導主事訪問となりまし

た。今までは家庭科室だとか、理科室へ回って行って安全管理等をやっていましたけれど、今

度は面談中心になりました。私はこの法がいいと思いました。市教委として考えなくてはいけ

ないこともいろいろ見えてきました。それだけお話をさせて頂きます。 

前のページをめくって頂いて。まず、事務の先生がで、電話対応が良くないといって保護者

から苦情をもらって市教委へ報告が行ったと言っていました。保護者の中には学校は何を言っ

ても聞いてくれるというか、聞かざるを得ない状況があるということで、かなり強いことをし

つこく言われる。そういう状況があるようです。 

 その次のアンダーラインです。就学援助費の算定。これがなかなか大変なんだそうです。そ

れで後で校長先生も言われたんですが、去年までは一般の先生が、係分担して算定をしておっ

たそうです。今度来た市費の事務の先生は力のある先生なのでその先生に頼んでやってもらえ

るようになったそうです。そういうことも含めて集金業務が、かなり事務の先生、または担任

の先生も大変なのでぜひ公会計化をお願いしたいということです。これは市教委のほうでそう

いう方向で検討していかなければならないと思いました。集金で口座落としができなかった時

に保護者に連絡したりする。その保護者が色んなクレームを言ってきたりして、これが非常に

大変だというようなことでありました。 

 養護の先生の黒ポツの下の所なんですが、さっき言ったオープンルームに行った子どもたち

も含めてですね、時には法律の専門家に相談したいことがあるんです。なんとか市で法律の専

門家を常駐して相談に乗ってもらうようなことはできないかということでありました。 

それから次の栄養士の先生についてです。この先生は、市外から転任して来たのですが、今

の学校の給食センターは老朽化していて大変だと言っていました。まあ古いので仕方ないもの

で、それはアンダーラインを引いてありません。 

 次の問題なんですが、飯田市は報告文書がとっても多いんだそうです。それからメールにい

つも気を配らなければならないということでした。それから細かな備品まで学校備品として買

わなくてはならなくて、給食という特別枠があるみたいで。いちいち連絡を取らなくてはなら

なくて、許可を得ないといけないとこれが大変だということです。さらに飯田市の調理員のレ

ベル、言いにくそうだったのですが、私も初めて認識したんですが、学校給食の求めるレベル

というのはかなり高いんだそうです。だから病院とか他の所よりも高い水準が要求されるそう

ですが、そのレベルに達していないので、一から指導しないといけないということでした。飯

田市はいろいろな施設と交流があるので、学校給食が求めているレベルには達していない人も

いるということでした。 

 それから教頭先生のことなのですが、「早く帰りましょう」ではなくて、「あなたは何時に帰

るのか」という目標を決めてあって、８時に帰るんだったら８時の所に名札を掛けておくよう
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にしたそうです。そうしておいてその時間がオーバーしていると「先生、目標の時間に達して

いますよ」と言ったり、「遅くなるんだったらまた目標を変えてください。」と言ったりして目

標を再設定してもらいながら、いずれにしても帰る時間ということを意識しているんだそうで

す。 

それと同時にですね、これもう私の若いころと全然違うなあということを思ったんですけれ

ど、外に出す文書は全部教頭先生がチェックすることになっているようです。通知表を早めに

集めて教頭先生がチェックする。昔はそんなことはしていなかった。お便りなども全部教頭先

生がチェックしないといけない。どうしても間違ってはいけないものもあるけれども。そうい

うことまで完璧にさせていていいのかなぁと思います。教頭の大事な仕事まで、文章管理にと

られちゃうというようなことがあるのではないかと思いました。それに加えて保護者対応。も

うじっくりと話を聴いてあげないといけないということ。そういう辺りが大変になっているよ

うです。 

プールの水の件の監督については感謝しておりました。 

それからレターケースを入れたということなんですが、机の上にこんなふうに、どんどこ文

書がくるんだそうです。そうするとそれだけでもうパニックになってしまう。そこでレターケ

ースを購入して、入れておくようにしたそうです。机の上は何もなくすることにより気分的に

楽になるということです。そういうところまで対応せざるを得ないようなこともあるんだなあ

と思いました。 

 

いずれにしても、働き方改革っていうことを色々言うんだけれども、それには今まで必要だ

と思っていたことも見直していかなければならない。例えばですね、学年通信一本に絞るとい

うようなことも含めてなんだけれども、今までは学級通信を出す先生が熱心な先生だというふ

うに見られていた。だから下手をすると学級通信を出すことを最優先にしてしまうようなこと

も出てきちゃう。それからホームページの更新もどんどんしなければならない。必要だからと

言って色んな仕事が学校へきてしまっている。そういう中で、ここにも書いてありますが、心

の病で休んだ先生が去年から今年にかけて５名もいる。今も一人休んでいるんですがね。主幹

指導主事も校長先生もこれをなんとか改革しないといけないと言って、いろいろ手を打って動

き出してくれているんですが、打つことによってかえって負担になってくるという状況を聞い

てきました。 

いずれにしても、これは一方的に聞いただけですので、これには事務局のほうでは言いたい

こともあるかもしれませんけれど、一応そんな話を聞いてきました。以上です。 

 

○代田昭久教育長 

 はい、ありがとうございました。他にいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 はい、それではその他各館よりの報告事項に移りたいと思います。 

 まず初めに(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 
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 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。 

続きまして、(3)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、資料の No.１というのをちょっと開いて頂きたいと思います。これは９月７日の日に

校長会で報告をした資料をそのままつけております。通学路の関係につきましては、冒頭教育

長の指示伝達の中でも触れておりますので省略をさせて頂きますが、ブロック塀の撤去はそう

いう訳で夏休み中までには完了しておりまして、その後、目隠しフェンスであるとか隣地との

境の関係でネットフェンスと言いますか、そういう物の設置につきましても８月中に全て完了

しておりますので併せてご報告をさせて頂きたいと思います。 

(2)の今年の夏の猛暑対応につきまして、これは先月の教育委員会の定例会にも報告をさせて

頂いたものを併せて校長会に報告をさせて頂いた内容でございます。ここに書いていない最近

の動きというものを口頭ではございますが、報告をさせて頂ければと思いますけれど。 

前回報告をさせて頂いた中で、学校の対応はそういうことでありましたが市民の皆さんから

も署名の提出があったということで、危険な暑さから子供と先生の命を守り、すみません。命

を守りたい父さん母さんの会による要望ということで、その時には 2,653人分の署名の提出が

あったというお話をさせて頂いたかと思います。資料もつけてお話をさせて頂きましたが、そ

の後、９月の４日に第一次で出したものを今度は第二次ということで 1,086人分、併せて 3,739

人分ということになりますが、それらの署名が届けられまして、現在、教育委員会のほうで保

管をしておる状況でございます。多くの方からそういう声を頂いている状況でございます。 

昨日、飯田市議会の常任委員会であります社会文教委員会がございまして、その中で緊急動

議ということで市内の小中学校及び保育園等にエアコン設置を求める要望書を市のほうへ提出

しましょうということで、委員会の中で可決をされております。最終日に委員長報告というこ

とで提案されて、市議会として市のほうへそういう要望書が出されるということで。併せて国

に対しましても、現在国は文部科学省の概算要求の中で今年の 3.5 倍ほどのメニューに対する

予算確保を概算要求でしておりますけれど、それの中には空調であったりブロック塀であった

り、防災機能ということでトイレの改修、耐震化のそういうものが諸々入った事業なものです

から、それが 3.5 倍ということなんですけれど、新年度予算ではなくて、早い段階でというこ

とも含めて、国に対し小中学校のエアコン設置に伴う財源確保を求める意見書も併せて提出を

しようということで、委員会の中で可決をされておりますのでご報告をさせて頂きます。 

現在、教育長の報告にもありましたけれど、設置を前提としまして、どういう教室に入れる

のか、あと整備方法、それから電気、ガスいろいろありますが、どういう形で教室に入れてい

くのかとか、あとランニングコストですね。そういうものですとか、何年計画でいくのかとか、

あと財源はいま国の話をしましたけど、どういう形で財源を確保していくのかということを併

せて多面的な検討をしておる段階でございます。 
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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、(4)生涯学習・スポーツ課関係報告事項お願いします。 

 

◎北澤俊規生涯学習・スポーツ課長 

いいです。 

 

○代田昭久教育長 

はい、続きまして(5)公民館関係報告事項お願いします。 

 

◎秦野高彦市公民館副館長 

ありません。 

 

○代田昭久教育長 

はい、続きまして、(6)文化会館関係報告事項お願いします。宮沢文化会館館長お願いします。 

 

◎宮沢正隆文化会館長 

 いまの資料に続き、資料 No.２をご覧ください。人形劇のまちづくりの推進に関する取り組

みということでございますが、川本喜八郎人形美術館では明日からひょっこりひょうたん島展

ということで、特別展示が 10 月 21 日まで行われております。期間中に特別の催しもあります。

通常の料金の中でご覧頂くことができるということになっております。 

それから竹田人形館の関係でありますが、展示替えが行われまして９月９日から新しい展示

になっております。寿竹田三番叟「翁と千歳」という題でやっております。また、敬老の日に

合わせました高齢者の方の減免の対応等をやっております。 

人形劇フェスタの関係、数字がだいぶまとまって参りまして、９月 11 日現在の集計でありま

すが、観客数は延べ６万人を超えるということと、ワッペン販売数は 15,200枚余ということで

ありまして、フェスタとしては第 10回に次いで二番目に多い数字ということになっておりまし

て、大変暑かったんですけれども目標の数字に届いたかなという状況でございます。 

併せまして資料をいくつかお配りしております。人形劇に関しましては、dogushi という機

関紙が８月にできましたので本日お配りします。もう家庭で見られているかもしれませんけれ

ど、一部ずつお持ち頂ければと思っております。それから明日人形劇の定期公演がありまして

中学生、高校生の上演がございます。それからコンサートの関係で２点チラシがあります。吉

田誠クラリネットコンサート、こちらは伊那文化会館さんがアウトリーチで行うということで、

11 月 23 日に一般向けの公演と、前日の 22 日には川路小学校へ出向いてのコンサートをやって

頂けるというふうになっております。それからもう一点、飯田交響楽団 25周年記念講演会に下

野竜也さんが指揮者でみえたりします。アフィニス夏の音楽祭を契機にできました飯田交響楽
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団が 25周年を迎えるということで、当時から関わってくれているこういった皆さんも、ぜひそ

ういった場に出て頂けるということでお越しいただけることになっております。 

以上です。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、(7)図書館関係報告事項お願いします。櫻井中央図書館長お願いします。 

 

◎櫻井毅中央図書館長 

 はい、資料 No.３でございます。よむとす事業報告及び予定ということで報告としては三点、

予定としては三点ございます。報告の中では９月８日に菱木晃子先生、児童文学の関係の先生

でございますが、今年スウェーデンと日本が国交、外交樹立 150 年という年で長靴下のピッピ

の世界展というのを今、全国転々とやっているということで、その企画をされた方ということ

で、約 70人の出席の中でお話を聞くことができました。予定の方では特に(2)(3)につきまして

は、次のページ以降、黄色とピンク色のチラシのほうがございますので、また参考にご覧にな

っ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。 

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。 

 

◎浅井淳美術博物館庶務係長 

 美術博物館副館長が出張のため欠席ですので、代わりに浅井のほうで報告させていただきま

す。 

お手元の方のチラシに第２回伊那民族研究集会、開山 1300 年記念特別陳列風越山、美博文化講

座明治 150 年その後の田中芳男。元虫捕御用の近代がありますので、ご覧を頂ければと思いま

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。 

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 

 はい、それでは資料の No.４になりますのでご覧頂きたいと思います。第 16回飯田市地域史

研究集会を８月 25 日、26 日の二日間に渡りまして開催いたしました。今回のテーマは「山里

社会の歴史とくらし」ということで、二日間で延べ 160 名弱の方にご参加を頂きました。細か

いことは、またお目通し頂ければと思いますが、特に地元木沢のことですとか、そういったこ

とも含めて６本の報告をして頂きました。併せて資料の下のほうにございますが歴研賞 2018
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ということで、５作品に賞を贈呈させて頂きました。なお研究集会の資料を私が持っておりま

すので、もしご興味がある方はまたお声掛けを頂ければと思います。それから本日の資料の中

に９月の地域史講座、川路村の養蚕業と、それから 10 月の飯田アカデミア第 85講座のチラシ

がございます。よろしければまたご参加をお願いできればと思います。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。 

ただいま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及びご意見がありましたら

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。 

 

◇小林正佳教育長職務代理者 

 学校教育課のほうで資料 No.１の猛暑対策のことについてお聞きしたいんですが、熱中症計

を配って各学校にデータ収集をして、今取りまとめているというふうな段階だと聞いたんです

が、いくらかは出てきていますか、データは。つまり熱中症の関係でエアコンの設置の必要性

という辺りのところが、そのデータから見えてきたことがあったらちょっと教えてほしいんで

すけれども。 

 

○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 

 ８月末まで分を第一分として集計をさせて、いま担当の方で分析をしている段階でございま

す。ただ一番のピークの７月の 16日でしたかね。あそこからの、その頃のデータとして残して

いる学校というのが全てではなかったものですから、それはそれとして集めながらそれも含め

て学校ごとであるとか、教室の位置であるとか、どういった形の中で、例えば上が暑いとか、

校舎の風通しが悪いから温度が高いのかという、そういった判断をするための分析をしている

最中ではございます。 

 

◇小林正佳教育長職務代理者 

 それじゃあまだ何とも分からない訳でありますね。 

 

◎北原康彦学校教育課副参事 

 エアコンの設置というのは教室の温度の夏の間の標準温度が 28℃という基準が出てますけ

ど、当然それよりかは超えている形の中では、30℃とか、高い所だと 36℃という記録があった

所も中にはありました。ちょっとまだその段階であります。はい。 

 

◇小林正佳教育長職務代理者 
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 天気予報だと長野県の中で一番気温の高い所が南信濃っていうふうに報道される場合がある

じゃないですか。その実感とすると、南信濃があんなに高いと言うんだったら、丘の上のほう

とか天竜川沿いのほうがもっと高いだろうなあという気はしているんです。ですので、このエ

アコン設置のところは、データを基にしながら、やっぱり本当に必要かどうかということを検

討しながらやっていかないといけないなということを基本的には思っているんです。今の話を

聞いて 36℃っていうと、これはちょっとただごとじゃないなということを思っているんですが、

私はちょっと問題意識としてそんなふうに思っております。できたら総合教育会議をやる時に

データを頂けたらなと思いますが。 

 

◎北原康彦学校教育課副参事 

 はい、用意します。 

 

○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(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、それでは会議資料のほうの３ページをご覧頂きたいと思います。(10)ということで、

今後の日程について主なものを示してございます。この間は学校訪問、それから総合教育会議

等を予定しておりますのでよろしくお願いしたいと思います。またもう一点、落としてしまい

ましたが、10 月 12 日の金曜日は県の市町村教委研修総会が安曇野市で行われますので、出発

時間は７時か６時半頃を予定しておりますので、また通知を差し上げたいと思いますのでよろ

しくお願いいたします。以上です。 

 

○代田昭久教育長 

 はい、ありがとうございました。他にございますでしょうか。 

 はい、それでは閉会の前にはなりますけれども、今月の定例会をもって小林正佳教育長職務

代理者のほうが最後の定例会ということになりました。本当に長い間ありがとうございました。 

もし一言頂けるようであれば、ぜひ。 

 

○代田昭久教育長 

 はい、わかりました。それでは記録に残らないようにとのご要望もありますので後にずらさ

せて頂いて。 

 以上をもちまして９月定例会を閉じさせて頂きます。長時間にわたり、どうもありがとうご

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４時） 


