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飯田市教育委員会 平成 30 年 10 月定例会会議録 

 

１ 会議開会の日時 平成 30 年 10 月 11 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：北澤正光 

         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          

         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 15 分） 

 

△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 

 会議録署名委員に北澤正光教育委員に指名をした。 

 

△日程第４ 会議録の承認 

 ９月定例会の会議録を承認した。 

 

△日程第５ 教育長職務代理者の指名 

○代田昭久教育長 

この件につきましては、去る 10 月８日をもって小林正佳氏が教育委員を退任されたことに伴

い、現在、教育長職務代理者が不在となっております。そこで、地方教育行政の組織及び運営

に関する法律第 13 条第２項の規定に基づき教育長が新たに教育長職務代理者を指定するもの

であります。 

それでは、教育長職務代理者の指名を行います。教育長職務代理者に北澤正光教育委員を指
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名します。 

それでは、ここで北澤正光教育長職務代理者に一言ご挨拶をお願い致します。 

 

◇北澤正光教育長職務代理者 

ただいまご指名を頂きました北澤正光と申します。前任の小林正佳職務代理者とは比べるべ

くもない、本当に非力な者で身が引き締まる思いです。不慣れではあるんですけれども、教育

行政の中では最も子どもや保護者や学校、地域の皆様の側に立つ眼差しで職務に専念して参り

たいと思っていますので、どうぞよろしくお願いします。 

 

○代田昭久教育長 

はい、それでは皆さんよろしくお願いいたします。 

 

△日程第６ 教育長報告事項 

〇代田昭久教育長 

それでは左止めのＡ４を３枚、教育長報告事項をお配りしましたので、それにそって行いた

いと思います。きょうは５点説明させて頂きたいと思います。 

まず１点目ですが９月の下旬、９月 27日に泰阜村にて飯伊市町村教育委員会連絡協議会の教

育長の部会研修会が行われました。飯田下伊那には 14の市町村があるわけですけれども、その

教育長が集まっての年に１回の研修会です。ここ３年同じテーマで研修をしておりまして、そ

のテーマというのがＩＣＴを情報共有しながら各自治体で、非常にお金をかけて整備していく

ものをどういうものに使っていこうかというテーマでＩＣＴは３回目の研修会になりますけれ

ども、一番大事なことというのはこの飯田下伊那 14市町村あるわけですけれども、これが足並

みそろえてやっていくということが非常に大切なことかなというふうに考えています。という

のも、ある村に行くととても優れて便利だけど、ある村に行ったら何もできないという状況が

異動の度に起こっていては全体の関わりができない。その中で、一定程度足並みを揃えながら、

高めあう環境が必要だろうということが大きな研修会のテーマになっています。その中で言う

と、ページをめくって頂いて添付資料の３番目に付けさせて頂きましたが、ここ３年で飯伊の

ＩＣＴの環境の整備というのが急速に進んでおります。実は３年前、全国の調査の中で飯田下

伊那の状況というのが 1700自治体の中でおもむろにランク付けがされた資料が発表されたの

ですけれども、全体としては長野県、また飯田下伊那は高くなくてですね、たいてい多く飯田

下伊那が 1000以下の順位で、先端ではなく、後塵を拝するＩＣＴの環境部類ではあったのです

が、ここ３年で見て頂くとわかりますが、大型提示装置に関しては普通教室に全て入っている

100％の整備率や、学習者用コンピュータ。これは文部科学省のほうで、３人に１人は子どもた

ちが使えるような割合で整備してくださいというのが目標値でありますけれども、これを達成

している自治体が次々と出てきています。また、ネットワークの整備も大変な工事を伴うわけ

ですけれども、100％できている自治体も出てきている。ということで、むしろ飯田市のほうが

その中ではまだまだ整備が整っていない状況ではあります。また、アプリケーションの中でも

デジタル教科書を使っている自治体が半分以上になっているという状況の中で、ずいぶんとＩ
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ＣＴ環境が整ってきたなというのが共有されました。１ページ目に戻ってください。１ページ

目の②のところですけれども、現状としては、環境の整備が整ってきて子ども達や先生達の感

想や反応はどうなのかというところですが、概ねやはり児童や生徒がわかりやすいとか、好奇

心が湧くとか、慣れてきたと、非常に好意的な反応が各自治体で声として上がってきています。 

その一方で、③の課題ですけれども、やはりＩＣＴまだまだ故障やトラブルがあるので、そ

の時のＩＣＴ支援員やトラブル対応の先生達の力量みたいなところ、また、さらにはあくまで

もツールとして授業の中でどう生かしていくのかということで言うと、研修の必要性なんかも

感じているという自治体が本当に多くありました。また、これは元々大きな課題ですけれども、

泰阜村のようにコストが非常にかかります。維持するのもかかります。その中でどうさらに充

実を図っていくのか。また、いま言ったトラブル対応のＩＣＴ支援員などどのくらい整備して

いったら十分使えるのか。こういった課題を出し合いながら共有したというのが現状です。 

また、翌々年度からプログラミング学習というのが必須になるわけですけれども、それぞれ

の自治体の中で売木、天龍、豊丘などはですね、すでに今年度から始めている報告や、また研

究グループを立ち上げたというような発表もありました。こんなところも各自治体が村や町で

単独で行うのではなくて、一緒に研修をしたりとか、情報交換をしながら飯田下伊那の全体の

学習・研修のレベルを上げていこうと、そんなところを共有した研修会になりました。非常に

有意義な研修会を行えたことをご報告させて頂きたいと思います。 

続きまして２番、第１回総合教育会議が９月 25 日に行われたわけですけれども、ぜひ皆さん

の感想なんかを聞かせて頂ければなと思いますのでよろしくお願いします。テーマは３つあっ

て、「人形劇のまちづくり」、「学力・学習状況の調査の報告から」、最後は「子どもたちの教育

環境について」という３つの大きなテーマについて行ったわけですけれども、改めてここで、

私が人形劇のまちづくりというのを考えなきゃいけないなというふうに思った背景をですね、

ちょっとお伝えしようかなと思うのですが。素朴な疑問として飯田市の人形劇がどうやって学

校教育の中に浸透していったのかなぁというのは、テーマだし、知っておかなきゃいけないな

と思っている時にですね、前の前の前の教育長であった小林恭之助さんが平成７年の教育長の

時に、学校教育の中で何とかできないかというのを２年がかりで議論したという「ひとひらの

雲」という書籍の中に出てきておりました。ここに書きましたけれども、２年あまりの議論を

交わして市内 25 校、当時は 25 校が全ての学校だったわけですけれども、人形劇クラブを成立

させた。その頃からですね、目指すのは小さな世界都市だと。民話で世界を目指している学校

があるから文化を通じてこの飯田が、世界に通ずる小さな世界都市を目指そうという目標を立

てていたこと。また、学校人形劇の特徴としては心豊かな子どもの育成をしていきたい。さら

にはこの人形劇には限りない夢や理想を抱かせるものであるという文章があって、やはり先代

の皆さんがこういったご苦労があってこのようなまちづくりがされたのだろうということを踏

まえると、我々に置かれた使命というのはもう一度意識的にこの人形劇に向かい合いどう発展

していくかということが大事かなというふうに考えています。その中では非常に皆さんの意見

聴きながら、まさにこれは教育委員会だけではできることではないので、市長部局としての協

働という取り組みとして有意義な時間がもてたかなというふうに私自身は思っています。 

また、テーマ③ところに書かせて頂きましたが、教育環境の整備ということで、ざっくばら
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んな色んな要望が出たのも、良い機会だったなというふうに思いますが、今後、意見交換をし

たいと思いますが、どうしても総合教育会議だと、公開でまた議事録が残り、見ている方がい

らっしゃるという中でなかなか市長本音を言うことができないということだと非公式や、非公

開の場での意見交換というのもあってもいいのかなというふうには感じましたので、こちらの

ほうもご意見頂ければなと思います。 

３番目、中学校での文化祭に参加してきました。９月の下旬、飯田市の中学校で文化祭が行

われたわけですけれども、こちらのほうもぜひ中学校の様子、またその前後挟んだ小学校の運

動会の様子をお聞かせ頂ければなというふうに思います。詳細はここに記述させて頂きました

ので、詳しくの説明は省かさせて頂きますが、特徴的だなというふうに感じたのが、地域をテ

ーマに子どもたちが話し合うというのが充実しているなというのを感じました。特に遠山中学

校の清流祭は旧上村中学校と遠山中学校が合併して 10 年目の記念すべき清流祭ということだ

ったんですけれども、そこに当時の生徒会長が来て、この 10 年を担ういま、ということだった

んですが、やはりそこにもですね、地域が半分でも大事にしたかったのでゼロからのスタート

ではなかったんだというような発表があり、そういったそれぞれの地域のものを大事にしたん

だというという話はとても印象的でした。また、生徒会が企画した地域フォーラムというもの

があって、全校の生徒、保護者、来賓、地域の皆さん全員がそれぞれのグループワークでこれ

からの遠山地区を考えていこうというようなところをですね、それぞれのグループに中学生が

入ってリーダーシップをとりながら話し合いをして地域を考える、という機会は本当に素晴ら

しいし、口々に大人の中で出ていたのは、私たちの子ども時代、こんなに地域のことを考えて

なかったな、というような言葉が出ていました。逆に言うと、そういう子ども達だからこそ地

域が頑張らなきゃいけない部分もあるんだろうなというふうに考える訳でありますけれども、

「地域との協働」そういうテーマで子どもたちが本気になって話し合うというのは素晴らしい

機会だなというふうに思いました。これは緑中学校、旭中学校でも形こそ違え同じような志で

やられていることに感銘し、こんな取り組みがどんどん文化祭の中でそれぞれの学校で深まっ

ていくと良いなとそんなふうに思いました。 

４番目、ページめくって頂いて４番目です。昨日夜になりますけれども Free Wing 友の会、

すみません。これ間違えました親の会です。Free Wing 親の会です。参加をしてまいりました。

Free Wingご存じのとおり学校になかなか馴染めない課題を抱える子どもたちを支援して頂い

ている NPO法人ですけれども、そのお母さん、保護者の皆様が集まって意見交換をするという

中に鼎公民館で行われたのですが、行ってまいりました。やはり学校や教育委員会の課題等と

して頂きましたが、スタンスとしてはもっともっとここには寄り添うというふうに書きました

けれども、同じ目線や同じ立場で一緒に考えていくということがもっともっと必要だし、そう

いうスタンスを忘れちゃうと、ともするとどっちの責任だみたいな議論になってしまうので、

お互い子どもに対して一緒に考えていくということが大事だなというふうに思う貴重な機会で

した。実は、２月でしたっけ。半年前には次長のほうに参加して頂きましたけれども、こうい

った場に教育委員会もしっかり絡んでいくということが大事だなというふうに思いました。 

最後５番目ですけれども、私費研修旅行ということで、北欧のエストニアというところに一

週間ステップアップ休暇ということを取りたいと思っております。まずこのステップアップ休
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暇の説明なんですけれども、教育委員会ではですねステップ休暇を連続２日間の休暇、ステッ

プアップ休暇５日間を取りましょうということで昨年度から始めている取り組みです。ただ、

取ればいいというわけではないので、なかなか難しいものではありますけれども、教育長自ら

率先してとろうかなということで、取る訳でございます。なぜエストニアに行きたいのかなと

思った背景なんですけれども、いわゆる世界最先端の電子国家というふうに言われていて、市

役所の企業登録や納税、出産届、移転手続きみたいなものは全てスマホでできるという国にな

っています。電子化されていないのは、フェイストゥフェイスを大事にした結婚、離婚届、ト

ラブルの多い不動産売買のみと、１％だけで後は全て電子化することによって、コストは４分

の１になり、窓口の人員も 10 分の１になったという取り組みをしている国です。いま、そうい

った形で注目しているのですが、私は電子国家というそのものよりも、それを作り上げるうえ

で重要な役割を果たした教育戦略、これ 20 年前からこういう教育を作ろうということで、教育

戦略を見て来たいなというふうに思っています。簡単に言えばＩＣＴのリテラシー。それはブ

ラフも含めたところで、どういう強みと弱みがあって、どんなふうに使うと人間は幸せになる

かという教育から、実際に具体的には先程不登校の話もありましたけれども、家庭と家族と校

長、教師、生徒などが連絡が取り合えるイクルというコミュニケーションツールを入れて、そ

んな教育情報システムを構築したというのもあるので、そんなところを見ていきながら、教育

化することによってどんふうに国が変わってきたのか、参考にできることがあれば、飯田市も

参考にしたいなと、そんなふうな思いで行ってきたいと思います。12 月の定例会では学んでき

たことを共有したいなというふうに思っておりますので、またよろしくお願いします。 

私のほうからの報告事項は以上です。何かご意見等ありましたらお願いしたいのですが、ち

ょっと皆さんにお聞きしたいのは、総合教育会議の話はそれぞれの委員の発表のところでする

のがいいのか、せっかくなので総合教育会議の反省みたいなご意見ご質問があれば、この場で

意見出し合った方が良いかでいうと、まあ、それぞれご用意したのもあるので、もし良ければ

この場で総合教育会議のご意見頂ければなと思いますが、いかがでしょうか。それも含めて、

違う報告でも結構です。もちろん。じゃあ思い出されている間に、総合教育会議、ちょっとま

た一言コメント頂きたいのですが、伊藤さんいかがだったでしょうか。 

 

◇伊藤昇教育委員 

私は文化ホールのことについて言った記憶が残っているのですが、公式の場でありながら市

長がかなり話をしてくれたなという印象は残っています。 

 

○代田昭久教育長 

逆に言うと公式の場だからこそ良かったという、側面もあったということですね。 

 

◇伊藤昇教育委員 

そうですね。はい。 

 

○代田昭久教育長 
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三浦さんいかがですか。 

 

◇三浦弥生教育委員 

はい、事前にこのような流れでというところで頂いて、準備してあったものを言わせて頂い

たというところと、やはり市長のほうでもそれを踏まえて、私が思っていたよりも、本当にわ

かりやすく具体的に色々なお話しをして頂いたり、市長のほうから問いかけて頂いたりという

ことで、とても、楽しい気持ちになれるような、そういった会議であったかなというような印

象が残っています。最後に市長が言われたように、また、お昼でも食べながらという形の気楽

な感じでというのは私個人としてもぜひお願いしたいところではありまして、やはり議事録が

残ってといいますと、委員としての言葉の責任というものがこんな私でもちょっと感じるとこ

ろもありまして、気楽にお話ししてみたいなというのも前回楽しかった分、そのようなところ

も期待するといったところです。 

 

○代田昭久教育長 

はい、ありがとうございました。小澤委員いかがですか。 

 

◇小澤由美子教育委員 

私は三浦教育次長さんが用意してくれた資料を元に学校現場が大変なので支援員さんを増や

して欲しいというお話しをした中で、市ではどうにもならないというか、なんでしたっけ、文

科省のほうから色々決まっている中で、僕は頑張っているんですよっていうお話しを頂いて。

ありがたいなと思いました。 

 

○代田昭久教育長 

そうですね、そういうところもなかなか、私なんかはそれでも機会もあるので、市長が国で

どんなふうに頑張っているかというのは理解しているんですけれども、意外にやっぱり伝わっ

ていない部分だと思いますので。ぜひ、逆にそういうところがあれば、市長が頑張っていると

いうのを伝える側になって頂けると嬉しいかなというふうに思いました。ありがとうございま

した。 

じゃあ、総合教育会議以外でなにか、もしあればご感想を。 

 

◇三浦弥生教育委員 

さっきの運動会とか学芸会とか。 

 

○代田昭久教育長 

じゃあ、それぞれの委員さんの発表の中で言って頂ける分であれば、それはそっちのほうが

いいかなと思います。よろしいでしょうか。 

はい、ありがとうございました。それでは以上報告とさせて頂きたいと思います。 
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△日程第７ 議案審議 

○代田昭久教育長 

続きまして、日程第７議案審議、本日の議案審議は１件です。それでは、議案第 38 号につい

て説明お願いいたします。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 

はい、議案第 38 号をお願いいたします。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、別紙のとおり申請がございましたの

で飯田市支給援助費支給要綱第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

認定を頂きたいというものでございます。よろしくご審議お願いします。 

 

○代田昭久教育長 

はい、ありがとうございます。いま、平成 30 年度飯田市就学援助費支給対象者の説明があり

ましたが、今月の追加申請に関して申請どおり承認ということでよろしいでしょうか。 

はい、ありがとうございました、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８ 協議事項 

△日程第９ 陳情審議 

○代田昭久教育長 

今月の協議事項、陳情事項はございません。 

 

△日程第 10 その他 (1)教育委員報告事項 

○代田昭久教育長 

日程第 10 その他 (1)教育委員報告事項。教育委員さんのほうから報告事項等あればお願い

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、運動会あわせて学芸会のほうに参加させて頂きましたので感想を口頭でと思います。 

９月 22 日千代小学校のほうに行かせて頂いています。並んだ時には少ない人数と思いました

けれども、いざ体を動かしている時にはグラウンドをいっぱいに使ってといったところで、そ

れぞれが一つ一つ頑張って動いているという姿を見させて頂きましたし、小学校のまとまりの

良さも感じました。また、地域一丸となって行う運動会の良さというものも見せて頂きました。

来賓の他のまちづくりに関係してくださっている方々と、こういった小学校のあり方について

も簡単なお話しをしながら、千代の歴史ですか、千栄に別れて分校になって別れていったとい

うそんな歴史やなんかもお聴きすることができまして、これまでの小学校の歴史、いまの現状、

これからどうしていくかというようなところの地元の方達のお話しも少し聴けたかなと、そん

なように思っています。 
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学芸会のほうは 28、29と東中学校に行かせて頂いております。先程教育長のほうから話があ

りましたとおり、まちづくりの学習といったところでの報告。これは他の来賓の方達も「いま

はこんなことも中学生はやるんだな。」というような言葉が漏れるような、そんなような発表で

した。また、事前に行われました協議会の時にも話ありました、外国語教育といったような話

がありましたけれども、ここでは意見発表のスピーチに英語のＮスピーチのほうが４例中発表

２例は英語のスピーチでして、暗記をしてきてといいますか。画面上に和訳が出るような形で。

ああいった姿は他の仲間達といいますか、後輩も同年の子達に対しても、とても良い外国語教

育の刺激になるんじゃないかなと思って見てきています。 

全体通したら「開花」ということが東中はテーマになっていまして、オープニングセレモニ

ーでどのくらい花が咲かせるかなというような演劇交じりでオープニング始まりまして、最後

の閉会のセレモニーでは沢山の花がそれぞれのクラスでどのくらい咲かせられたかな、という

そういったような一連の流れができていたといったところが見事だなということを感じます。 

最後もう１点だけですけれども、縦のつながりを大事にしましょうといった形のテーマも、

設けられていまして、それぞれ学年の枠を超えたワークを行いまして、ワークを行っただけで

はなくて、その後に学びの時間をきちんと取ってまとめる。それを発言しあうというようなと

ころも見させて頂きました。ワークの活発なところも、意見をまとめていくそれをみんなの前

で発表すると、そういった姿、学ぶ姿勢というものも見させて頂いてきました。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、小澤教育委員お願いします。 

 

◇小澤由美子教育委員 

 はい、私は高陵中学校の文化祭のほうに行かせて頂きました。同じようにオープニングセレ

モニーでは執行部の方々が一生懸命考えて行った寸劇を面白く楽しく演じていまして、ステー

ジと他の会場の生徒さん達と笑いが一つになって、とても和気あいあいとしたオープニングセ

レモニーでした。また英語のスピーチなんかもありまして、そのあとですね、部活発表という

ことで黒田人形のほうを見せて頂く機会に恵まれました。傾城阿波の鳴門を上演してくださっ

たんですが、お師匠さんについて三味線を弾く姿、それから人形遣いの生徒さん達の本当に細

やかな人形の動きですね、部活動で一生懸命練習している成果を皆さんに見て頂く良い機会に

なったと思います。 

 また、それとは別なんですが、時々先生方とお話しをしたりする中に、いま、学校現場だけ

ではなくどこへ行ってもいじめとかいうことが大変多く出てくると思います。ふとした中に先

生達が「もうこれは第三者委員会を立ち上げなければいけないんじゃないか。」という話が出る

くらいなこともあるんですが。そうして家へ帰って新聞を見ていたら、先日、学校の揉めごと

を解決へ導く教育メディエーターというのを養成しているという記事が載っていました。これ

は愛知教育大学のほうで始まっているものらしいんですけれども。教育現場での揉めことに中

立的に介入し、解決を促す専門家として、いまそれを学んでいるのが学校の事務職員などを目

指す学生さん達らしいんですけれども。そうですね、いま、やはりいじめられるといじめられ
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た子どもも心にとても大きな傷を負い、また、親もどうしても我が子のこととなると怒りが心

頭してしまって、先生が一生懸命解決しようとするんですけれども、いまの時代上手に解決で

きれば良いものを、親がちょっと変わったふうに出てきてしまうともう子ども同士の関係が崩

れてしまってさらに学校にいけないということが出てくると思いますので、そういうことを学

んだ生徒さんがまた飯田市に来てくれたり、また違う環境からそういうことを学ぶ機会がある

と良いのかなというのを日々感じております。以上です。 

 

○代田昭久教育長 

はい、ありがとうございました。はい、伊藤教育委員お願いします。 

 

◇伊藤昇教育委員 

 学校訪問で上村小それから和田小へ行ってきた時の感想ですけれども、ちょっと重いことを

言いますけど、一教育委員の言っていることとして聴いて頂ければと思います。特に上村小の

あの複式の授業ですね、あの３年生一つのクラス、教室に３年生一人、４年生一人。それから

また他の１、２年生、５、６年生もそうなんですけれども。感想的にはちょっと胸が詰まる思

いがしたんですね。学校訪問で教室の授業を見た時に。それで和田小へ行った時に和田小はも

うちょっと人数がいましたので、何となく心が落ち着いてちょっとほっとしたという思いがあ

るんですけれども。いま、特認校を立ち上げたばっかりで、道半ばの時にこんなことを言って

はいけないと思うんですけれども、果たしてその学年一人の児童のいるそういった授業の中で、

児童そのものはそういう与えられた中で、子どもですから授業を受けているんですけど、これ

でいいのかなという思いがしたんですね。確かに地域に人がいなくなっていって、仕事も色ん

な事情があって、地域に学校がないことは地域が崩壊するという、そういう大人の考え方、論

理はわかるんですけれども、そして特認校という、こういう制度を導入した。私は本当にそう

児童の言葉から聴いた訳じゃないですけれども、姿を見ただけの感想なので、私の勝手な感想

かもしれませんけれども、何か和田小に行った時には少しほっとした思いがあったので、ここ

はやはり、いまどうのこうのするという、特認校の制度が進んでいますので良いですけれども、

果たして本当にその児童のためになっていることなのかなぁと。 

私達もみんな小学校、中学校、高校と、ずっとケンカ等して大人になってきている訳ですけ

れども、もちろん小学校の頃は小学校の友達、まぁついたり離れたり。また中学校。そしてま

た高校。そして成人になる。学びもあるけれども、色んな遊びをしたり馬鹿をしたり色々する

んですけれども、そういう中で育ってきた。そういうのを考えた時に果たしてあの上村小のあ

のスタイルで、あのやり方で良いのかなと、ちょっと私は気が重くなるような思いで見てきま

した。それで和田小へ行ってちょっとほっとしたと言うのは、やっぱり学年で少人数でも５、

６人や７、８人のところに行くと何となく見ていても気持ちが落ち着いたので。何が正解とい

うことを言いたい訳ではないですけれども、大人の目線だけ、大人の考え方でやっていって良

いのかなぁとちょっとそんな思いをしました。 

次長の故郷に大変重いことを言って申し訳ないと思うんですけれども、そんな思いをして、

今回。去年行った時はそう思わなかったんですね。ことしはなんかそういうふうな印象で帰っ
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てきました。一応感想として。 

 

○代田昭久教育長 

 はい、ありがとうございました。はい、お願いします。 

 

◇三浦弥生教育委員 

 伊藤委員のいまの話を受けて言って良いのか悪いのかわからないような内容だったんですけ

れど、私も同じような感想を持っています。私の持っている思いというのは、やはり子どもた

ちには縦の関係、同じ世代の縦の関係は兄弟とかいうそういうところで得られても、やはり同

じ学年の仲間と出会えるというのは学校という場面しかないところへもってきて、同じ学年に

それも同性の子もいないという環境を果たして大人がその環境を与えて良いのかというのを考

えてしまうと。そういったところではやはり上村小学校に行ってその学年の仲間がいない、同

じ性別の子がいないといった中で学んでいく、それはどうかなといったこと。そして和田小学

校にて来年１、２年生が複式になるというような話を聴いた時に、ここも複式になっていく。 

学校訪問で自分達が車で移動するこの距離を連れてきてあげれば子ども達が一緒に学べるの

かというふうに思うと、例えば特認校ということで遠山地区の学校という問題が、もし一緒に

考えていけるのであれば本当に学区を一緒にする、色々な所で小中一貫校というのを見てきま

したけれども、ああいった特認校を小中一貫、田舎の中で学べる、そういう学校ということで、

もっと同じ特認校の考え方でも魅力的なより良い形、地域にとっても、一番に子ども達にとっ

て一番良い方法を考えてあげられないものかなと。そういうことはすごく感想で思っています。 

遠山中学校に行った時に上村の子たちは、和田小学校のあのメンバーの中に吸収されていく

訳で、そうすると自分は一人の存在で新しい仲間をまた構築していかなければいけないと。い

うようなことを考えるとやはりそこに子ども達がちっちゃい時に切磋琢磨できる同じ年齢の子

をつくってあげるというのは、教育を考える大人の役目じゃないかなと、そのようにも考えま

した。思いだけです。 

 

○代田昭久教育長 

 はい、ありがとうございました。 

 まとめる訳ではないですが、その議論を踏まえたうえで、いま一定の方向としては、地域の

存続も含めて地域が小規模特認校で頑張ってみたいというところですので、いまはその議論は

踏まえつつもですね、子ども達が点々と集まってきて各年でもできるという学校をつくりたい

という方向で頑張っているので、繰り返しですけれども、そこの議論、どちらのほうが子ども

達が良いのかというのはありながらもですね、いま一つ地域が出した答え、そしてそれが応援

する立場の教育委員会としては特認校をやってそういった考えを整えていこうということで考

えております。 

 

◇北澤正光教育長職務代理者 

 教育長さんが話された後に失礼ですが、思いは同じところあるんですけれど、学校の先生方
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にも、いまある環境の中でなんとかしていきたいという思いがあるので、遠山２校はもちろん

ですけれど、天竜小まで含めた３校の小小連携を行うとか。 

それから上村小の去年までだと松尾小などとも、一週間ぶっ通しの合同授業とかみたいなこと

をされ、今年で言うと浜井場小の子たちとの交流とかという、自分のところには人数が少ない

けれど、同世代の子が何人かいる他の学校との交流の機会をより多くとろうというような工夫

とか、遠隔地とのテレビ会議ではないけれど、両方で顔を合わせる機会を多くとろうみたいな、

いまある環境の中では精一杯の同世代と交わる工夫を、されながらやっているというのをもう

ちょっと見守ろうということかなと思っているんですけれども。 

 

◇伊藤昇教育委員 

 いいですか。もちろんいま道半ばでね、それをいますぐに云々という、そういうことを申し

ているのではなくて、もちろん承知しておられると思いますけれども。学校訪問に行って教室

を見た時のその気持ちがね、思いがね、まだ道半ばですから。その直感的な思いを感想だけを

伝えたかったと、そういうことだよね。どうのこうの難しい話じゃなく感想っていうことでと

っていただければと思います。また、今後そういう思いで見守っていきたいと思います。 

 

◇小澤由美子教育委員 

 私は、例えば上村小学校の５年生の女の子にしても大きい学校ではちょっと自分が出せなか

ったけれども、今回、上村小学校に行くことによって自分が頑張って皆と仲良くなって、また

リーダーシップを発揮できるという場面では良い環境なんじゃないかなというのもあるんです

が。それが近くにあればさらに良いのかもしれないけれど、空気の良い特認校の学校でやるの

も一つ良いことなのかなぁという思いもあります。 

 

○代田昭久教育長 

 はい、ありがとうございました。本当にこれは教育の考える子ども達の環境というテーマで

は最大だし、永遠のテーマだと思いますので、引き続きご議論頂きながらそれぞれの子ども達

にとって良いのかというのは考えていきたいというふうに思います。よろしくお願いいたしま

す。 

 いま伊藤委員の報告だったんですが、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 

 ちょっと資料を配らせて頂きたいと思いますが、若干まだ内々で検討していますので報道機

関いないのを確認して資料を配ろうと思ったんですが、たまたま特認校の上村の話題提供でし

て。ちょっと情報共有をして頂かなければいけないかなぁということで資料をつくらさせて頂

きました。 

９月と言いましょうか、この夏は台風がいくつも上陸したんですが、特に台風 21号は飯田市

内の小中学校の登下校にも影響がありました。上村については特に一時期交通規制もかかりま



12  

して、ご承知のように 50 分かけてスクールバスを運行していますので、それをどうするのかと

いう議論が出てまいりました。１番の所に纏めてあるのは９月８日の日が台風が本州を縦断し

た日だと思いますが、この日は多くの学校が下校時間を前倒しをしていますが、上村も通常

16:30 スクールバスが発車します。いま 10人いますが９人がスクールバスで通っていまして、

一人だけ上町に住んでいますので歩いて行けるということなんですね。すみません、２人です

ね。８人はスクールバスを利用しています。５日の日はたぶん上村小学校だけでしたが臨時休

校でした。この時点では矢筈トンネルの区間が雨量が多くなった交通規制で通行止めという把

握を市教委はしていたんですが、実は矢筈ダム付近の土砂崩落によって通行止めになったとい

うことで、その土砂崩落というのは裏面を見て頂きますと、これはちょうどあそこの矢筈ダム

を入っていくループの所に土砂が出てということです。当初これは一週間から一ヵ月位かかる

かもしれないと。一週間ならどうにかできますが一ヵ月ですとどうするんだという話で、事務

局で検討にはいったところです。 

１年と４年の女の子がスクールバス通っていますが、１年の子は５日は臨時休校なので休み

ましたが、６日は運動会直前だったのでどうしても学校に行きたいということで、保護者の方

が、阿南町、下條経由で送っていきました。４年の女の子は休みました。７日の金曜日、まだ

交通規制がかかっていましたが、１年の女の子は様々な登下校のシミュレーションをしてみよ

うということで飯田線で平岡からスクールバスということで、１年の女の子だけで行く訳には

いきませんので校長先生が同行して行きました。ただ、飯田駅を 7:04の電車に乗って平岡駅 8：

30 で学校に着くのは大体９時ということでして、２時間かかるという感じです。４年の女の子

は、この日は長野市の社会見学でしたのでそれに行き、土曜日になって通行止めは解除された

と。ほぼ一週間で通行できるようになったということです。 

市教委の対応をここに書いてありますが今後こういう自然災害によるスクールバスの運行が

できないことが想定されるので今後どうするかということですが、保護者は阿南町経由のスク

ールバスを運行して欲しいという希望が強く出ましたが、上村小学校から飯田市内へ来て、ま

た上村小学校へ子どもさんを乗せていくのに３時間かかります。ですから、ちょっとスクール

バスは私共は無理だろうと。運転手の負担のことも考えるとっていうふうに、その時点では判

断しました。飯田線ということになりますと、これはこれでさっき言いましたように２時間か

かるということがありまして。そういう部分で今後の課題、考えられる対応策ということで、

３番のところにまとめてあるところです。スクールバスを阿南町経由で運行した場合の想定さ

れる今までとは違う負荷ということ。それから公共交通機関を利用した時のデメリットと言い

ますか、そういうこと。それから上村小学校以外で学習保障をしていくという考えもありまし

て、４年の女の子は中間教室を利用してみようかなぁという希望もありましたが、１年の子ど

もさんはとにかく上村へ行きたいということでした。二つのご家庭と学校側と市教委で打合せ、

懇談はしましたが、懇談をしている中で方向性を定める前に開通ということになりましたが、

今後はどうするのかということはあります。④にありましたように、こういう時に備えて上村

地区でのホームステイということも選択肢に入れたらどうかということで。これは上村地区で

ホストファミリーを募った場合については、センター長からの情報ですと、受け入れの可能性

はあるんじゃないかということでした。ただ１年の女の子はまだ親御さんと離れて生活してい
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ないので、それができるかどうかということで、この時点では言っていましたが、活動的なご

家庭でその後試しのホームステイをやりました。それで影響なかったということで、今後選択

肢としてあり得るということでした。他はですね、教職員が９人中７人が矢筈トンネルを利用

していますので、この教職員の問題もあるだろうということで。いま空いている教員住宅を緊

急時に仮住居として使うということもいま教育委員会としては選択肢として考えているという

ことで、今後、自然災害が増えていく可能性もありますので、どうやって考えていくかという

ことだと思います。 

先ほどの私個人の意見ですから、事務局の意見ではありません。先ほど伊藤教育委員の問題

提起は非常に大きい課題だと思います。教育環境としていまの状況が良いというのは多分誰も

思っていないですが、昨年、定例教育委員会に特認校の指定をしたいということを提案申し上

げた時に、当然、遠山中学校、和田小学校との小中連携施設一体型の学校とか、和田小と上村

小の統合とか、様々な選択肢はあったのですが、具体的な検討ができませんでした。というの

は、上村中学と遠山中学を統合したことに対する上村地区側のわだかまりがすごい強くありま

して、とにかくこの４月に６人になってしまうのをどうにか食い止めたいという中で、時間が

ないので、和田小と上村小の統合を経ての特認校指定はちょっと無理だろう、物理的にですね、

そういう判断がありましたので。そういう経過をちょっと教育委員会にご報告しなかったので、

いま行われている選択肢のみをお話ししましたので、そういう議論もやっぱり必要だと思いま

す。今後は例えば塩尻市はですね、単級になるともう統廃合を考えるという方針を教育委員会

が出していますから、今後 28校体制でいくというよりは子ども達にとっての教育環境とか地域

の思いとかを総合的に見ながらどうしていくのかという議論は飯田市教育委員会も必要な時が

来るんじゃないかなぁというふうに思います。 

なお、来年度も特認校制度を活用ということですが、いまの時点で複数、来年特認校制度を

使いたいという希望が出てきています。学校見学も何世帯かやっていまして、ことしの２名よ

りは増える可能性があるかなぁという感じでございます。社会教育担当参事はちょっと臨時の

部長会を、いまやっていますので、きょうは欠席させて頂きます、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(3)学校教育課報告事項お願いします。 

 

◎北原康彦学校教育課副参事 

 特にございません。 

 

○代田昭久教育長 

 はい、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 

 特にございません。 
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◎馬場保之文化財担当課長 

 教育長。 

 

○代田昭久教育長 

 はい、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 

 すみません。とじられた資料と別に「恒川 NEWS」の 11号と 12号をお手元の方にご配布して

おります。現在、元善光寺駅の東側におきまして正倉エリアの発掘調査をしております。10 月

20 日土曜日に午前 10 時から現地見学会を開催いたしますので、時間のある方はぜひ足を運ん

で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。 

 続いて(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 

 ございません。 

 

○代田昭久教育長 

 はい、続いて(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。 

 

◎宮沢正隆飯田文化会館長 

 はい、それでは３点お願いします。とじた資料の中の資料 No.１をお願いします。人形劇の

まちづくりの推進に関する取り組みについての 10 月版ということで、今後の事業等を載せてご

ざいます。 

フェスタという一大事業、一大イベントが終わった訳でございますが、年間を通して人形劇

に親しんでもらいたいということで定期的な公演を行っています。ご覧のとおりでございます。 

また、創造支援事業ということで、人形劇を創作する活動を支援するということで年間を通

して行っておりますが、ダンボールししまいワークショップをやっておりまして、今月行われ

る南信州獅子舞フェスティバルの中で発表ということになっております。川本人形美術館の関

係でございますが、ひょっこりひょうたん島展ということで今月半ばまで行っております。ま

た、台湾の高雄市の歴史博物館と昨年美術館同士の友好提携を結んだ訳でございますが、その

縁で台湾での人形劇の公演を竹田人形座竹の子会に行って頂いて行う予定になっております。

めくって頂きまして竹田人形館の関係でございますが、入館者を増やしていきたいということ

の中で敬老の日にちなんだ米寿の方への招待券の配布、それから新年の催し物の計画を立てて

おるところでございます。あと、学校で行われる人形劇活動への支援でございますが、来月行
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われます伊那谷文化美術祭には３つの中学校の人形劇部が出演頂きます。また来年度の人形劇

の指導事業ということで国の支援金の要望を小学校８校、中学校７校、内１校は遠山中の霜月

まつりでございますけれども、こちらのほうの助成申請を各学校で行って頂きまして国の方へ

挙げておるところでございます。フェスタの実行委員会の関係でございますけれども、この秋

に台湾と韓国のほうで友好提携を結んでおる人形劇祭がございまして、そちらのほうに訪問を

したいということで交流を行っておるところでございます。資料をめくって頂きますと、おい

でなんしょ寄席のチラシがございます。12 月５日にことしは開席 30 年ということで、実行委

員会体制で企画を進めており自主採算で行っている事業でございます。 

それから、先ほど封書を配らせて頂きました。来月行われます伊那谷文化芸術祭第 32回にな

りますが、こちらのほうのご案内とご招待券、それから最終日の 11 月 25 日に打ち上げ反省会

を行います。こちらのほうは会費制となっておりますが、またこちらの都合は来月の定例会で

お聴きしたいと思いますので、お時間が許しましたら、ぜひご参加を頂きたいと思います。ま

た、チケットの方は四日間共通となっておりますので、お時間が許す時、それからこれを見た

いなと思ったところで行って頂ければと思います。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。 

 続いて、(7)図書館関係報告事項お願いします。 

 

◎三浦伸一教育次長 

 はい、資料のほうをご覧頂きたいということで社会教育担当参事が言っておりましたので、

よろしくお願いします。 

 

○代田昭久教育長 

 はい、資料 No.２のよむとす事業報告及び予定をご覧頂ければと思います。 

 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 

 資料のほうがいくつかございまして、資料 No.３のところに８月、９月の歴史研究所が行っ

ておりますゼミやワークショップの報告をさせて頂いております。その次のページには９月下

旬に行いました川路村の養蚕業に関する地域史講座の報告を載せてございます。こちらの地域

史講座につきましては、日本三大桑園とも言われました川路の桑畑の関係で、当時の養蚕が盛

んであったという話を中心にさせて頂きましたが、川路のことだけではなくて養蚕から製糸、

糸を作る産業、そういったことを踏まえて日本全体の産業について、さらには輸出に絡めて世

界との関係についてグローバルな視点もありますがそういったことを含めて説明をさせて頂い

ております。この説明については、旧川路村の役場で養蚕をやっておった文書も調査させて頂

いて、それも含めて報告して頂いております。写真に資料の展示会をしているところを入れて

ございます。当日の細かい資料も何部か持ってきておりますのでもしご関心があればおしゃっ
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て頂ければ差し上げたいと思います。 

それから本日の資料の中に歴研ニュース 96号というカラー刷りのものを入れてございます

ので、二ヵ月にいっぺん、歴史研究所で発行しております。またご覧頂きたいと思います。色々

なセミナーですとか、研究集会等のご案内がありますので宜しければぜひご参加を頂ければと

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。 

 それでは報告事項の中、教育次長報告からただいまの歴史研究所の報告事項の中でご質問、

ご意見等あればお願いいたします。小澤教育委員お願いします。 

 

◇小澤由美子教育委員 

 いまの発表の中でという訳ではないんですけれども、いまあれですよね、置き勉ですよね、

ランドセルが重たいと言うので学校に教科書を置くという文科省のほうから各教育委員会のほ

うに色々話があるんですけれども。飯田市としてはどういうふうに学校現場のほうに指示を出

しているのか聴いたことがなかったので、ちょっと一度お聴きしたいなぁと思ったんですけれ

ども。 

 

○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 

 具体的には出してございません。まだそういうことは指示をしていなんですが、はい。 

 

◇小澤由美子教育委員 

 そうなんですね。学校毎に何かされているかもしれませんね、きっと。 

 

○代田昭久教育長 

 あとで議事録修正しますけれども。基本的にはそういった子ども達が一番近い学校判断のこ

とかなぁというふうに思っています。文部科学省の大きな考え方としてはやりやすくなったと

思いますが、これを一律に教育委員会が指示伝達する事項ではないのかなぁという思いを私自

身は持っていますが、検討していない訳では、もうちょっと検討するべき事項かもしれません

が、ご指摘を頂いたのでですね、やりますが、最終的にはそれは距離も違うし、地域性も違う

中での学校の判断になっていくかなぁというふうに思います。 

 

◇小澤由美子教育委員 

 よく色んなものを目にすると、孫のランドセルが何キロあったとか、これは重たいとかいう

文章もよく目にするので。何かあった時に飯田市としてはどういうふうにしているんだという
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話になってもいけないと思いますし。なんかね、体の骨が曲がるとかそういう話も出てきてい

るんですよ。なのでちょっと何かあると良いのかなと思ったんですが。 
 

◇三浦弥生教育委員 

 健康被害がある。 

 

◇小澤由美子教育委員 

 「重たいので骨が曲がる。」とかと言うお母さんもいる、ですけれども。 

 

○代田昭久教育長 

 そこの文科省の主旨とは違うと思うんですが、健康被害は。もしそれが逆にかなり重症な問

題が、もしそれが医学的に立証されていたら大きな問題だと思いますので、それはちゃんと調

べなきゃいけないことだと思いますが。 

 

◇北澤正光教育長職務代理者 

 ただあれですよね、Ａ４版の教科書になって、それから教育課程が一時期は指導内容がうん

と精選されて教科書が薄くなっていく方向にあったものが、また指導内容がうんと多くなって

きたので教科書自体も厚くなって、それが９教科集まると、毎日９教科ある訳じゃないですけ

れど、教科書自体も大きくなり、内容も厚くなりというところ、プラス、色んな持ち物、小学

生だと給食のエプロンとかそういう物。なおかつ、この暑い時期は水筒も持って行くとかとい

うふうになって、確かに持ち物がかなり子どもさん達を見ていると過重になっていることは確

かで、中学校１年生くらいの体がだいぶ大きくなってきた子ども達でも、女の子なんかの鞄を

たまに持たせてもらうと、えーと言うような、こんな重たい鞄を毎日背負っているのかという

くらいの、要するに昔の私共の感覚だと登山がありましたね。登山の時に中に砂糖袋を入れた

り色々してちょっと重いリュックにして体力づくりと言って一ヵ月位とか通ったりとか、また、

いまの僕ら世代の皆さんが中学生頃にそのようにやったようなぐらい、かなり重いということ

は確かですね。 

 

○代田昭久教育長 

 はい、ありがとうございました。他に報告についてのご質問等あればお願いします。 

よろしいでしょうか。 

 それでは(10)今後の日程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 

 はい、定例会の会議資料の３ページ目に今後の日程について主なものについて記載してござ

います。よろしくお願いしたいと思います。今後は市町村教委研修総会、学校訪問、それから

下伊那教育課程研究協議会等ございますのでお願いしたいと思います。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。日程等、予定の会議事項が終わりましたけれども、日程を

含めて何かご発言のある方いらっしゃいますでしょうか。よろしいでしょうか。 

 はい、それでは以上をもちまして、教育委員会 10 月定例会を閉じさせて頂きます。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 15 分） 


