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飯田市教育委員会 平成 30 年 11 月定例会会議録 

 

１ 会議開会の日時 平成 30 年 11 月 15 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         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 30 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 

 会議録署名委員に伊藤昇育委員に指名をした。 

 

△日程第４ 会議録の承認 

 10 月定例会の会議録を承認した。 

 

△日程第５ 教育長報告事項 

〇代田昭久教育長 

お手元に教育長報告ということで、Ａ４の裏表、そして参考資料で信州サマープログラムという

横向きのＡ４とエストニア研修報告ということで、裏表６枚の資料を３つ用意させて頂きましたの

で、ご覧頂きながらお話しをしたいと思います。 

今日は３点お話しをしたいと思いますが、まず１点。 

10 月の 24 日に下條村で飯伊市町村連絡協議会の研修会が行われました。全体会では、一律の講

演だったのでここでの共有は省かせて頂きますが、分科会では私と教育委員の発表による分科会が
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行われましたので、その共有をしたいと思います。また、できれば委員さんからの共有をご発言の

場面でまた共有して頂ければなと思いますのでよろしくお願いいたします。 

発表趣旨としてはですね、書きましたけれどもいま、第二次教育振興基本計画の中で２番目の重

要項目としてＬＧ飯田教育、この説明をしました。具体的には理念と小学校、中学校、高校、生涯

学習の４つの事例紹介を具体的に行い、さらにそれぞれの活動の中でローカルな視点、グローバル

な視点を一体的に学ぶってどういうことなのかということを各事例をもって説明し、またこういう

活動が将来的には子ども達が地元に戻ってくる、そんな子ども達を育む大きな原動力となるという

発表を伊藤委員のほうからして頂きました。討議の内容としては、大きくは３つくらいの大きなテ

ーマで話し合いができたかなというふうに思うのですが、１つは市教委がこういったビジョンを掲

げた時に、これをどうやって学校現場や保護者に理解を促進し推進していくのかということで、質

問なりなかなか難しいねという話があったんですが、飯田市の回答としては、28年度に作成する時

に市民をメンバーに入れた懇話会、委員会を作り、その委員会がしっかり議論する中でみんなで作

り上げたという感覚や、それぞれの意見が集約できるような作り方をしたということ。また学校の

グランドデザインの中に、こういったビジョンを入れるというのは、校長会等で指示をしたりだと

か、また時において、折にふれてビジョンを伝えるようにしているというような回答をしましたら、

各教育委員会の政策がどう実行されるのか、というのは難しいテーマだなという意見を交換しまし

た。 

またもう１つ、今回のＬＧ飯田教育の１つの結びにもなる地元に住み続けたい、また外に出ても

帰ってきたい子ども達を増やしたいというテーマに関しては、なかなか教育だけでは難しくて、産

業経済を中心に考えるべきではないかとか、悲観的な意見としては、リニアが通ればストロー現象

として都会の私立校に流れていく可能性が十分にあるといった中で、こういった教育は大事ではあ

りつつ、飯伊の状況は決して楽観視できないというようなご意見もあり、また働く場所がないと言

われているけれども本当にないのだろうかと、そういった基礎調査を飯伊でも進めるべきじゃない

かとそんな意見が出ました。 

３番目としては外国派遣ＬＧのグローバルな視点の時に、松川のほうから教育委員会としてもコ

スタリカの派遣を始めたという報告があった中で、自治体が海外との接点を持ってそういった人材

を育てていく、視野を向けるということも重要だということが松川のほうから報告がありました。

飯田市のカンボジアスタディツアーの内容を参考にさせて頂き、飯田下伊那の比較とコスタリカと

見比べる中で、学習をしていきたいということがあり、飯田下伊那の中でも飯田のカンボジアスタ

ディツアーというのが１つのモデルケースになっているんだなということで嬉しく思いました。 

２つ目ですが、11 月８日に県と市町村の総合教育懇談会というものに私自身が出席してきました

ので、ご報告をさせて頂きたいなと思います。ここに出席者と書いてありますが、阿部知事、原山

教育長、市長会の代表２名、町村の村長さん町長さんですね、代表２名。市 19 ある長野県の市の代

表２名、町村の教育委員２名ということですが、市の代表が３名になっているのがここがですね、

原山教育長のほうから今回夏休みについて議論するので、意見を出してほしいということで特別参

加ということで招待されて行って参りました。議題は「学びの体験」の充実に向けてということで、

ここで見て頂きたいのですけれども信州サマープログラムをやっていきたいという説明を受けて、

これについての意見交換が大きな議題になりました。私も代弁する形でご説明させて頂くと、信州
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は「学びの県」という標榜をする以上、その学びの体験をもっと推進していったらどうだろう。こ

れを夏休みの期間にやって信州サマープログラムというものを考えているということで、そういっ

た活動を推進することによって信州サマープログラムの成功のカギのほうを見て頂きたいですけれ

ども、このサマープログラムを推進するために、県のほうで品質保証の仕組みを作っていきたいな

と。市町村から各団体から上がってきたものを県が認証していくと。認証基準をしてお墨付きを付

ける形でブランディングして学びの県をしていきたいと。こういう説明があってこれについての意

見交換でした。２時間の議論の中で 10 名以上の参加なのでなかなか発言の機会が回ってくるわけで

はないのですが、それでも私のほうからは２つの意見をさせて頂きました。１つは学びの体験自体

は、非常に信州の自然、比較的涼しい環境の中で学ぶということは良いことだと思うという前提の

上で、これがいま、夏休みを延長するという議論とは分けて考えるべきではないかというふうに発

言をさせて頂きました。というのも委員の皆さんにもご理解をして頂きたいなというふうに思うの

ですが、信州の夏休み、長野県の夏休みは確かに全国の中で１番短い夏休みです。日本の夏休み自

体も世界各国の中で１番短いので、言い方を極端にすると世界で最も短い夏休みの自治体というこ

ともできるわけですが。じゃあ休日が少ないかと言うとそうでもなくて、例えば日本全体で言えば

休日とか、長野県はさほど大きくなっている状況ではないし、ここでも書きましたが、大事なこと

としては授業時数をちゃんと確保しているかという点でいうと、飯田の例ですけれども、いわゆる

学習指導要領に定められた時間はぎりぎり申請しているという状況で、いま実は全国でいくと７割

くらいの自治体が、最低限以上の申請をして授業に取り組んでいるということで長野県や飯田市自

体が定められた学習指導要領の時間数よりも、かなり多くやっている自治体ではないということで

す。新しい学習指導要領になって授業の確保が大変な中で他の自治体はどうしているのかっていう

と、土曜日登校をするようにして、いま全体でいうと４分の 1 の自治体が、25％ぐらいですね、土

曜日を登校させるというふうに踏み切って授業時数を確保しているというのが現状で。休み全体を

加えると長野県が決して登校日が少ない自治体ではないと、授業時数の確保も結構苦労しているだ

ということもふまえないと、夏休みだけ長くしたら今度はどこで授業確保するだと。コンセンサス

がまだとれていない土曜日登校とか、春休みを短くするとかということになっちゃうと難しい問題

なので、信州の学びの体験は素晴らしいことなのだけれども、授業時数の確保が伴う夏休みの延長

との議論は分けてすべきではないかいうような話をさせて頂きました。実はこれは前段としてしゃ

べりたかったのですが、後段のところがですね、ポジティブに捉える意味で発言したことなのです

けれども、そもそもこのプログラムは長野県の子ども達向けのプログラムなのか、逆に県外を対象

とした子ども達で学びの県のブランディングをしていくためのプログラムかというのは少しはっき

りしないなというふうに思っている感想の中で、認証プログラムにしていくのであれば、私自身は

県内と県外の子ども達が集まるプログラムということが認証に値するのじゃないかと。長野県の子

ども達だけでやっていく体験ではなくて県外のまたは海外の子ども達とやるところの交流が認証プ

ログラムにしたらどうかというふうに発言させて頂きましたが、このことは新聞記事にはのらなか

ったので、ここが言いたかったのだけどなというふうには思っています。 

３つ目ですが、エストニアのほうに 10 月 31 日から 11 月７日まで１週間余行ってきました。留守

中、事務局の方にもご迷惑をおかけしましたが、なんとか無事に行ってきたので、これからは行っ

てきた内容を少しでも還元していきたいなというふうに思っています。内容としては報告書に書き
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ましたので、後でお読み頂ければと思いますが、少し３点くらいまとめさせて頂くと、エストニア

に２校、スウェーデンに１校ということで３校の学校にお邪魔させて頂いたのですが、日本も真似

しなきゃなというふうに思ったのがテクノロジー電子政策国家ということでテクノロジーを入れて

いるのですけれども、子ども達の学びにとっては楽しそうにやっているということなんです。例え

ば教室に行くとドローンが４台くらい飛んでいました。それは美術のドローンのプログラミングな

んですね。ドローンをプログラミングする、それは日本人の子ども達がやっても「おお、きょうは

ドローンを飛ばせるだ。嬉しいな。」というふうになると思います。美術の時間も単に模型を引くん

じゃなくて、ロボットを動かして絵を描こうというような授業をして、子どももわくわくしながら

チームでやっていました。また技術家庭科では３Ｄプリンターがあって、ちょうどドライブスを作

っていました。要は、昔の教室って家にはない最先端の物があって、キラキラして学校に行ったと

思うのですけれども、今家庭のほうのテクノロジーが最先端になっちゃっていますが。学校に学ぶ

という意味で言うと、いま申し上げたドローンだって、ロボットだって、３Ｄプリンターだって、

家にはないのでそういったものを学びにやることによって、正に楽しい授業が展開されているなと

いうふうに思って。これについては実際に先生方がこれ欲しいというと手に入れられる予算環境で

あるというのもあるんですけれども、少なくともそういった現場からワクワクした授業、先端的な

授業をするっていう姿勢については学んでいきたいなというふうに思いました。 

２点目としては、そういったテクノロジーばかりやっているかというと、そうではないのですね。

むしろ伝統と先端との融合ということをしきりに言っていて、決して先端ばかりではなくて、必ず

芸術であったり、文化であったり、音楽であったり、そういう授業とひっつけながら先端を勉強さ

せているというふうに、それぞれの校長先生が言っていたのがすごく印象的だなと思いました。 

３番目としては、社会全体の生活風景なんですけれども。エストニアでもスウェーデンでもほと

んど全く現金は使わないですね。タクシー乗るのもカードですし、交通機関はスイカみたいなカー

ドで、現金を一切使わないという生活スタイルでした。銀行に行くと現金お断りのマークがあった

りですね、現金を扱わないということを国の方針としている中で、生活してみるとたかだか一週間

ですが便利です。やっぱり便利です。だから、日本も現金主義とは言いつつも、便利なものの文明

には多分、遅かれ早かれこの流れが来るんだろうなというふうに思いました。そうした時にバーチ

ャルなお金ということと、リアルな現物というところで言うと、先程の伝統と革新じゃないですけ

れども。リアルなものも一生懸命教育でやっていくし大事にしているんだけれども、バーチャルな

ものもその価値を高めていくという両方なんだなというのをよく感じました。最先端国家で本だけ

読んでいるとですね、すごいテクノロジー国家だなと思うのですけれども。エストニア自身、この

街並みを表紙に掲げましたけれども、そもそもが世界遺産の中世の街です。こういったものを大事

にしながらテクノロジー生かして進んでいこうというスタイルで、こういうことなんだなと思いま

した。実際にいま、エストニアが考えているのがイーレジデンスということで、要はリアルだとそ

こに住んでいないと国民じゃないという言い方なんですけれども、エストニアで起業したいとか働

きたい人はバーチャルでもいいですよということでバーチャル国民の考え方をして。既に登録が始

まっているんですけれども、人口 135万人なんだけれどもバーチャルはもっと多くてもいいじゃな

いかというような考え方をしていて。そんなところまで進んでいる国家を目にしてですね、日本も

焦るわけじゃないですけれども、最先端のことを国からも学ぶところが多いなと思いました。 
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もう 1 つ感じたのは１週間で結論付けてはいけないなと、ちょっと見ただけで結論付けてはまだ

まだだなというふうに思って。もうちょっとバルト三国の歴史とか勉強してからもう１度行かない

とあまり偉そうなことは言えないなというのも学んだところでありました。また引き続きどこかで

機会があればお話しをしていきたいと思います。私のほうからの報告は以上です。一気に３点話し

ましたが何かご意見等あればと思いますし、また北澤委員のほうからはぜひ２番目の時間数の確保

のところで、長野県そんなに多くないという正に真ん中にいた方ですので、ちょっと補足して頂け

ると嬉しいかなと思いますが、ご意見等あればお願いします。 

 

◇北澤正光教育長職務代理者 

意見とか補足とかではなくて、私の見てきたデータはもう 10 年近く古いデータなんですけど、結

局、長野県の登校日数自体は 210 日くらいで、全国で北海道に次いで１番多い、裏を返すと北海道

に次いで夏休みが全国２番目に短い県ということになります。登校日数が多いから授業時数を沢山

やっているのかというと、授業時数だけを全国調査で比べると、ほんの１、２時間ですけれど、全

国平均より少ないというのが長野県の状況です。じゃあ、登校日数を他の県よりも 10 日近くも余分

に登校していながら、なぜ授業時数が少ないのかというと、結局、特別活動ですね。特に長野県は

伝統的に子どもに本物の体験をさせるということをすごく大事にしているので、例えば登山ですと

か、海、山の行事とか、児童会とか生徒会の活動とか、そういうようなことにとっても時間をかけ

ている。結局、10 日から２週間くらい余分に登校している時間は、ほとんどそういう特別活動の時

間に長野県の場合は使われているので、授業時数そのものだけで比べると、決して全国の中では多

いほうではないということなのですね。今、他県では長かった夏休みをむしろ短いほうに少しずつ

シフトしてきたり、さっき教育長さんからあったように土曜日にも登校して授業時数を確保すると

いうような流れの県が増えてきたりしている中で、長野県は逆に夏休みを長くするという方向を模

索しているんですけれども。新しい学習指導要領で、ますます授業時数の確保が必要になっている

という流れが一方にある中で、ただ夏休みを短くするの、長くするの、という議論をしていても根

本的なことの解決にはいかないのではないかということと、それから長野県は長くしていくと言っ

ていることの根拠が、例えば暑さ対策で長くしようというぐらいな発想でいるんだとしたら、さっ

き課長のほうからの説明あったように、ここ２年くらいの間に大方それは解決される方向にある問

題なのでちょっと違うかなと。それから教育長のほうからさっきあった信州サマープログラムみた

いなものを本格導入していくには、ある程度夏休みの時間を使うので長い夏休みが必要だという観

点から夏休みを長くしようという発想も、本質とは違うのではないかというようなことは、もうち

ょっと私たちも議論をするというか、何を１番大事にするかということを考えていく必要があるの

かなと思います。この企画自体は素晴らしい企画だと思うのですけれども、そのことと夏休みの長

短、それから１番大事な授業時数を確保するということあたりを整理して見ていく必要があるので

はないかと個人的には思っています。 

 

〇代田昭久教育長 

はい、ありがとうございました。いま、総合教育会議の話題になりましたけれども、その他から

もし意見があれば。はい、三浦教育委員お願いします。 
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◇三浦弥生教育委員 

はい、ちょっと聞きかじったような言葉でご質問なんですけれども、ＳＤＧｓというような形の

いくつかの都道府県でグローバル化する社会のために認定された都道府県があるかと思って、長野

県もその 1 つかと思いますが、その中のＳＤＧｓという中に 17の目標があってその内の１つが質の

高い教育をとなっていたかと思いますが、これってそれにあてはめられた 1 つのプログラムになっ

てくるんでしょうか。あれとはまた別なんですか。 

 

〇代田昭久教育長 

そうですね、多分これはその流れというよりは、暑さ対策の流れの中から出てきた発想なので、

それを言っちゃうと怒られそうなんですけど。暑さ対策の中から夏休みの過ごし方というロジック

で生まれてきたものなので、ＳＤＧｓの持続可能社会の教育というところとは違いますし、今後結

びつけていくということはありうるかと思います。出所はちょっと違うかなと思います。 

 

◇三浦弥生教育委員 

はい、すみません。ありがとうございました。 

 

〇代田昭久教育長 

よろしいでしょうか。はい、それでは、以上報告とさせて頂きたいと思います。 

 

△日程第６ 議案審議 

○代田昭久教育長 

続きまして日程第６議案審議。本日の議案審議は１件です。議案第 39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 39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

ざいまして、飯田市就学援助費の支給について別紙お配りしてございますが、別紙の通り申請がご

ざいましたので、飯田市就学援助費の支給要綱第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いたしたいものでございます。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した。いま認定の説明がありましたけれども、認定ということでよろ

しいでしょうか。はい、それでは承認されましたの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 

今月の協議事項はございません。 
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△日程第８ 陳情審議 

○代田昭久教育長 

今月の陳情審議はございません。 

 

△日程第９ その他（教育委員報告事項） 

○代田昭久教育長 

教育委員の皆さんのほうから報告事項あればお願いいたします。 

はい、伊藤教育委員お願いします。 

 

◇伊藤昇教育委員 

先程教育長より分科会の発表の件でありましたけれども、ほとんど教育長のおっしゃった報告事

項すべてなんですが、内容の何点かの話なんですが。たまたま、飯田市の場合は、ローカル、グロ

ーバルそういった視点からの教育のことを発表したのですが、地球規模の様な話をするのでちょっ

と話が大きくなっていて、ちょっとなんか自分でもある意味、進んでいるような話でいながらなん

かちょっと浮いているのかなと思いながら発表した感がありまして。飯田市、飯伊市町村連絡協議

会ですから飯田市が１番比較的には大きくて、町、そして小さな村の方がいるわけなので、そんな

ことをして小さな村の委員の方が、なんていう話でなんか東京の話をしているんだというような自

分で発表しながらなんかそんな感がありましたので。どんな発表がいいかというのは次長はじめ、

事務局さんに大変お世話になりましてできたことではありますけれども、分科会の発表は飯田市が

毎年ある訳なので、どんなテーマが良いのかというのは考えなければならないし、また連絡協議会

の中でのことは北沢会長さんがおられるのでその辺のバランスはとって頂けると思いますけれども。

それが率直な感想でありました。以上です。 

 

○代田昭久教育長 

はい、ありがとうございました。私も同じ分科会であったので少し補足すると、飯田市が大上段

で構えているわけではないのだけれども、受け手としては、飯田市だからできるし、私達みたいな

小さな村がグローバルっていってもなという様なご発言を頂きました。正直、思いとしては残念で

す。小さい所こそグローバルとローカルを一体的にということなんですが。少しそこの受け止め方

と伝え方のところに、ちょっとギャップがありながら進んだなというのは私自身も率直な感想です。

ただ、思いとしてはそれでも一部の人達でしたし、大きな考えとしては飯田下伊那で共有すべきか

なというふうに思ったので、思いは良かったのですが、そういうふうなちょっとギャップがあった

のは事実かなというふうに感じました。 

はい、伊藤教育委員からありましたが他の皆さんはいかがでしょうか。 

はい、三浦教育委員お願いします。 

 

◇三浦弥生教育委員 

はい、いまの飯伊の市町村の教育委員会の連絡協議会の席で私は阿南の元気塾という所で文化会

に行かせてもらいました。実はこちらのほうは、私がいま勤めている短期大学の学生もボランティ
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アで出させて頂いたりするところで、そんなところでちょっと興味もありましたし、私が以前こち

らで保健師をしておりましたので、そんな阿南町、ちょっと興味があってこちらに出させて頂いた

という経過がありましたが。阿南元気塾ということで、小学校六年生、あそこは４地区あるそれぞ

れの学校から子どもたちが集まりまして、それで泊まりながらそこから学校に通うというような形

で、合宿しながら学校に通うと。そういうような形ですが、始まった経緯、今から六年間これが続

いていると。こちらのやっている意味。どうしてもちっちゃな町であるので社会性に乏しくて協調

性がある、いやいや同調しやすいんだよなぁという、そんなようなところの見ていての気付きであ

ったりだとか、あと外への刺激が弱くてなかなか社会に出た時にそれがストレスになってしまう。

だから多くの子ども達と交流をさせてみようというところの思いがあってスタートして六年目とい

うようなところでの、色々検討を重ねながら行っている、そういうような形のスタートがあったん

だなぁという所も改めて確認しまして。すみません、小学校五、六年生全員参加ということで。阿

南町の４つの小学校の五、六年生が全員参加するといったところで阿南少年自然の家でやるという

ような形でのものでした。そんな中でボランティアの方やうちの短期大学の学生なんかも行かせて

頂きまして、子ども達が交流会のある中で仲間を作ったりだとか、普段の自分じゃない自分を出す

というような、そういうような所を見て取れて、とても学校側としてはとても成長があるという評

価があると。かたや家庭ではまだそんなに変わらなかったんじゃないかというような家庭のアンケ

ート調査があるというお話だったんですけれども、でもそれは家庭の中では甘える場所であって、

それはそれで良いんじゃないかというような評価もされていたりして、先程飯田市の発表はちょっ

と難しかったというお話がありましたが、こちらは具体的な形だったというような発表が、そんな

ところでそれぞれの町村からも色々な、うちはこんなことをやっていますよみたいな意見があった、

そんな分科会であったかと思います。ちょっとすみません。まとめずに喋ったのでダラダラ喋っち

ゃいました。申し訳ありませんでした。 

もう一つだけ、小学校の教育課程研究会というのに行かせて頂いています。10 月の中旬、体育科

ということで行かせて頂きました。体育科の授業の課程研究ということでした。体育の授業という

ことでしたが、とても驚きました。きちんと最初の、この授業はこういう授業だよというところを

示す、そしてその授業のポイントをちゃんと理解させてちゃんと振り返りも行うと。今日こういう

ことができたかできなかったかという振り返り。そういうことがきちんと体育でもこういうことが

きちんとできるんだなというところをしっかり見せて頂きました。タブレットを使っておりました。

子どもたち同士が互いの体育の動きを、幅跳びをやっておりましたけれども、体育館内でマットを

使った幅跳びです。タブレットで撮ってその映像を確認してそれぞれの課題ができたかどうかとい

うところ。あと電子黒板には実際のモデルとなる映像を常に流して分からなければそこに確認に行

くということで、そういった機器もツールとして上手に使った中での授業の在り方を見させて頂い

て、体育の授業はこのようにやって、きちんと何を学んだかが分かる、そういった授業なんだなと

いう所を見させていただきました。こちらもまとまりのない話でした。すみません。ありがとうご

ざいました。以上です。 

 

○代田昭久教育長 

 はい、ありがとうございました。他にありますでしょうか。小澤教育委員お願いします。 
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◇小澤由美子教育委員 

 はい、飯伊市町村連絡協議会のお話はやめておきます。松川町のコミュニティスクールの発表を

お聴きして感想を述べたりしたんですが、ちっちゃい所ですので、教育委員さん達もコーディネー

ターに入っていて、学校に田植えとか色々地域の方々にお手伝いに入って頂いているというお話を

聴いてきました。それでコメントは控えておきます。 

 それで私は伊那谷芸術祭に行って今まで機会がなかったので上村小学校の成長を生で見ましたが、

大変一人ひとりが一生懸命発表していて感動してもう涙が出そうな素晴らしいステージを見てきま

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。何かいかがですか。 

 

◇北澤正光教育長職務代理 

私のほうは、郡市連合音楽会と、郡総合展にご招待頂いきましたので参加してきました。郡展の

ほうは例年一万人以上の保護者の皆さんの参加がある所でしたが、今年も飯田東中学校の会場で、

朝の早い時間から保護者らしい人もですけど祖父母と思しき人達もカメラ持参で、きっとお孫さん

のものが出ているのかということもあると思うんですが、ずいぶん沢山の皆さんが参観しておられ

て、伝統ある 70回を越えるような展覧会ですけど、とても地域に根差したものになっているなとい

うことを感じて帰ってきました。 

それから郡市連合音楽会のほうは第一部、最初の部を鑑賞させてもらってきました。全校 13人の

小学校から学年で 170人いる中学校３年生の合唱という、本当に小学校から中学校までのステージ

をそれぞれ味わってきました。聴いていると「もうちょっと思いっきり歌わしてあげたいな。」とい

うステージも正直言ってありましたが、どの学校も持っている力を精一杯発揮し合って、お互いに

聴き合っている姿があり、こちらも 70回を超えていますが、他の郡市ではほとんどなくなってしま

っているんですが、これも下伊那の地域性を踏まえて意味のある機会になっているなということで、

感動をもらいながら帰ってきたところです。 

 

○代田昭久教育長 

 はい、ありがとうございました。それではご報告ありがとうございました。引き続きよろしくお

願いいたします。 

 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。 

三浦教育次長お願いします。 

 

◎三浦伸一教育次長 

 はい、先ほど協議会で北原学校教育課の副参事のほうから飯田市学校施設における空調設備の整

備方針を説明させて頂きました。８月に臨時の教育委員さんとの懇談や保護者からの３千人を超え

る要望書があったり、市議会からも要望を頂いてきています。少し教育委員さんに課題とですね、

これから進めるにあたっての進め方についてご意見を頂けるとありがたいなと思っているんですけ
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ど。きょう、協議会でやったということはまだ非公開の場でご説明をさせて頂いておりますが、来

週 19日月曜日に午前中、先ほど 13億円余っていう数字が財政課のほうから 12 月の議会で審議頂き

ますということでまず出てきます。それから午後校長会で同じ資料を使って、きょうの資料と同じ

資料でご説明をするんですが、まず課題としてはですね、小学校、中学校という順番でやりますが

小学校 19校が来年の夏までに全ての学校が間に合わないということがございます。資料を見て頂き

ますと、帯がありますので、夏までじゃなくて基本的には年末とか、場合によっては年を越すとい

うこともあります。中学も下半期に入っていますので、今この地域の給排水とか管工事とかってい

う事業者数を見ますと全て来年度末までに行えるかどうかというのはなかなか微妙な段階です。た

だそれを目標にやるというのが一点です。 

 もう一点はですね、普通教室と特別教室を行いますので、校長室とか職員室とか、事務室とか、

まあ管理諸室と言われている部屋ですね。それから特別教室、音楽室、図書室、理科室等は今のと

ころ方針を明確に立てられないという状況です。文科省の補助は今年度と来年度使えるということ

ですが、普通教室優先ということですのでそれ以外の教室については今のところ補助金がとれるか

どうかも分からない、対象になるかどうかもちょっとわからないということですので、学校によっ

て差ができる、入る時期の差ができるということと、学校の中でもまずは普通教室というふうに考

えていますので、この辺は教育委員会としては大きな今後の検討事項となりますので、教育委員さ

んのもとにもそういう具体的なものが出てきた時にご意見を寄せられるということが多分出てくる

のかなというふうに考えています。皆さんが納得できるような順番でどういうふうに説明していく

かということは事務局の職員もこれから考えますけど、そんな課題があるということだけご承知お

き頂ければと思います。北原学校教育課副参事や施設係は８月からこの問題を日夜ずっとやってお

りまして、まだ検討事項は今後続いていくということでありますが、もし保護者の方の意見等で気

になるところがありましたら直接北原副参事とかにお伝えいただくと、私共もそういう備えを持っ

て対応していくことができると思いますので、その点をまたよろしくお願いいたしたいと思います。 

 

○代田昭久教育長 

 はい、ありがとうございました。 

 続きまして(3)学校教育課報告事項お願いします。高坂学校教育専門幹お願いします。 

 

◎高坂徹学校教育専門幹 

 はい、お願いいたします。資料 No.1 の「個別教育支援計画」作成の義務化についてという一枚の

ペーパーをご覧ください。これにつきましては今年の８月 27日に学校教育法施行規則の一部が改正

されまして、個別の教育支援計画を作成しなければならないという義務化に伴うものでございます。

具体的には下の表を見て頂きまして、右側の今まで個別の指導計画というものがございました。こ

れは各学校で一人ひとりの子どもさんにつきまして毎年作成するものであります。それがこの度、

左側ですが、個別の教育支援計画を作るというように変更になります。両者の主な違いですがいま

までの個別の指導計画、右側のものですが、学校生活、保育園、幼稚園も含めまして小中学校で具

体的に障害のある児童生徒に対する支援計画あるいは指導計画を示したものでありますが、それが

左側個別の教育支援計画では二行目にありますが長期的な視点で乳幼児期から学校卒業までを通し
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て一貫した的確な支援を行うということで、その下にありますようにいままで保護者と学校だけで

あったのが医療、保険、福祉あるいは地域の方々と連携しながら見ていきましょうと、そういうも

のであります。誰について作るかというのはその下にありますが、特別支援学校、それから特別支

援学級に在籍する児童生徒は全て作ります。それから通常の学級に在籍しており特別な支援を必要

とする子、例えば通級指導をしている子であったり、発達障害の関係、不登校、要対協の関係、生

徒指導等々で必要な子には作るようになります。内容につきましては資料にございませんが、そこ

に書いてあるようになりますが、簡単に言うとこういうシートがありまして、名前等がありまして

その下に将来に向けての願いということで、本人の願いであったり、保護者の願いを記述する欄。

それから支援目標として長期的な支援の目標、短期的な支援の目標があります。具体的な支援内容

としまして、学校ではどういうことをしていくのか、あるいは家庭ではどういうふうな支援をして

いくのか、地域ではどの支援をしていくのか、福祉部局、福祉の関係ではどんなことをしていくの

かというのが一覧表になっております。そして支援会議の場で、関係機関と保護者で確認をしまし

て、最後に保護者の方に認めて頂きますという署名をして頂く、そういうものでございます。今後

の予定でありますが、８月にこれが示されておりますが、各学校ではまだ作られている所とこれか

らの所があります。11 月 19日の校長会で内容につきまして説明をし、12 月 21 日の特別支援コーデ

ィネーター連絡会で具体的な説明をコーディネーターの皆さんにします。目標としまして年度内に

それぞれのお子さんについて作っていくと、そういう予定であります。以上です。 

 

○代田昭久教育長 

 はい、ありがとうございます。学校教育課は以上でよろしいでしょうか。 

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 

 よろしくお願いします。資料 No.２をお願いします。資料が沢山ありますけどよろしくお願いし

ます。それから後でお配りしましたが別紙のほうに平成 30 年度ポスターコンクール入賞者というこ

とでお配りしましけれど併せてご覧頂ければと思います。いずれにしましても審査を頂きましたポ

スターコンクール及び三行詩コンクールについてご協力頂きましてありがとうございました。別紙

のとおり入賞者が決定しましたのでご覧いただくと同時に、入賞者の作品については「わが家の結

いタイム」啓発チラシ等に使用していきます。また１月 27日に行われるキャリア教育推進フォーラ

ム、２月のわが家の結いタイム推進月間の際には作品を掲示しますのでご覧を頂ければと思います。

またポスターコンクール、教育委員会賞の受賞者の在籍する追手町小学校では 11 月 22 日に教育長

が出席頂きまして表彰を行う予定であります。今後も引き続きわが家の結いタイムのさらなる推進

にご協力のほうをよろしくお願いします。またわが家の結いタイム推進協議会では会員等で色々な

活動を今後推進していくということで決定をさせて頂いておるということをご報告させて頂きます。

以上であります。 

 

○代田昭久教育長 
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 はい、ありがとうございました。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。資料 No.５の後ろですが、10 月 27日に行われました 98次の史跡恒川官衙遺跡の現

地見学の資料をお配りしております。すみません、私共ミスをしまして袋とじになっております。

中もちょっとご覧頂ければと思います。11 月 10 に行った菱田春草の朦朧体入門講座の資料をつけ

させて頂いております。当日 30 名ほどの方が来て頂いて見識を深めたというでございます。またご

覧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(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 

 はい、よろしくお願いします。本日お配りしました JICA PLSD 飯田研修とカンボジアの支援報告

会につきましてご紹介をさせて頂きたいと思います。まず JICA の PLSD 飯田研修 20 周年記念講演

会とありますけれども、飯田の地域づくりを海外に伝えた意味を考える機会として開催をいたしま

す。PLSD の提唱者でございます、大濱日本福祉大学准教授に PLSD 研修を飯田で開催してきた意味

とこれからについてのお話をして頂きます。飯田の地域づくりをなぜ海外に紹介しているか興味深

いお話を伺える機会でございます。 

 続いて、カンボジア支援報告会でございますが、カンボジア支援に生涯を捧げました森本喜久男

さんが設立しましたクメール伝統織物研究所の活動報告を行います。こちらへは高校生講座カンボ

ジアスタディツアーで訪問して学びを深めているところでございます。ちなみに高円宮絢子様の結

婚式の際にお召しになられた衣装に使用されたカンボジアの絹織物につきましては、こちらで織ら

れたものでございます。時間がございましたらお越し頂ければと思います。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(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 

 はい、それでは資料 No.３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につい

ての 11 月版ということでまとめてございます。きょうまでに終了したもの、それから今後行われる

事業について掲載いたしておりますのでご覧ください。 

めくって頂きまして裏側のページの関係でございます。一番下に人形劇フェスタの関係の記載が

ございます。ことしフェスタ 20周年、世界フェスティバルということで 10 日間の日程で開催をい

たしました。主な活動内容等につきましては右側のページに実行委員会として総括してございます

のでご覧ください。数字につきましては前回の教育委員会のほうで報告をさせて頂いております。
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それから５番の(2)のところで来年の日程でございます。まだ決定ではないんですが、実行委員会と

いたしましては色々と協議する中で、来年は７月 31 日の水曜日から８月５日の月曜日の６日間でし

たいということでございます。いままで火曜日から日曜日という予定でございましたが、日曜日が

どうしても寂しくなってしまうということ等もございまして、月曜日までやるという方向で考えて

おります。日程について４日間ということも考えたり、暑さ対策で時期の変更等も色々考えたんで

すけれども、色々な行事の関係等考慮する中で８月の初旬開催を守りつつ、50回を目指してやって

いきたいということで、実行委員会では、次の年への取り組みが始まっているところでございます。 

 それから国際交流の関係で雲林人形劇フェスティバルのほうへ派遣をされております。こちらに

つきましては別紙でお配りをいたしました Dogushiのほうで原田実行委員長が韓国の春川のフェス

ティバルに招かれました特集記事と併せまして載っております。また、今回の Dogushiにつきまし

ては世界人形劇フェスティバルの報告等もございまして、非常に国際化が進んでいる取り組みとな

っているということが紹介されておりますので改めて確認の意味でご覧頂きたいと思います。 

参考チラシということで、今度の日曜日にあります「伊那人形芝居」の公演、それから来月行い

ます人形劇の定期公演、それからコンサートの関係でございますけど 12 月９日のクリスマスコンサ

ートのチラシをお配りさせて頂きましたのでまた見て頂ければと思います。以上宜しくお願い致し

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.４でございます。よむとす事業 報告及び予定ということでワンペーパーまとめ

てあります。報告につきましては特別資料展ということで 10 月 27日から 11 月４日、全国の読書週

間に合わせて毎年こういう特別展をやっておりまして、日ごろ図書館の倉庫に眠っておる貴重な郷

土資料等を見て頂くということも併せての取り組みということで今回も行いました。併せて本箱を

作るということで私のひとはこ図書館づくりということで取り組みがありまして、多くの方に参加

を頂いたということと、現在まだ展示をしておりますが色んな方の本箱ということで、教育長の選

んだ本の本箱も館内に展示しておりますのでまたご覧頂ければと思います。 

それから予定の関係で参りますと、黄色いチラシが後ろのほうにありますが、一つは 17日に伊那

谷地名講座ということで関所のお話を原董さんにして頂くということ。それから 12 月の２日の日に

ですね、飯田下伊那読書会交流会ということで、婦人文庫の皆さんが頑張って色々企画しておりま

すが、そこに公民館と図書館とがタイアップいたしまして、飯田下伊那の読書会の皆さんを集めて

交流会を開くという試みがあります。そんな予定で計画しております。以上です。 

 

○代田昭久教育長 

 はい、ありがとうございました。 

 それでは続きまして(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
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す。 

 

◎池戸通徳美術博物館副館長 

 はい、お手元にはびはくにゅーすが 11 月号と 12 月号がございますが、12 月号、薄黄緑色のほう

で二点ご紹介とご案内がございますのでお願いします。 

まず一点目は 12 月びはくにゅーすの真ん中に大きくあります、美術博物館の休館のお知らせでご

ざいます。12 月 10 日から１月３日まで、約一ヵ月間の休館を行うということで年末年始も含めて

でございます。理由は来年の夏、リニューアルオープンをするために自然と人文の展示室の工事を

行うということで、全館休館して進めておるということ。これは広報いいだ、ホームページ等、色々

な所で広報しておりますのでご承知おき頂きたいと思います。 

 二点目は 11 月 18日から 12 月９日まで現代の創造展第 19 回を行うというものでございまして、

前回の定例会の時にハガキで皆様方にはご招待券がいっているかと思います。本日はその追加をち

ょっと持ってきましたので、もし足りなかったとかこの方にぜひ行ってもらう予定があるとかいう

ことがございましたら、この会が終わりましたらお声がけいただければお分けができると思います。 

という二点、ご紹介をしご案内をいたします。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(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。 

 

◎小椋貴彦飯田市歴史研究所副所長 

 それではレジュメのほうに戻りまして資料 No.５でありますが、11 月の定例教育委員会報告資料

ということになります。飯田アカデミア第 85 講座を載せてあります。囲みにございます通り 10 月

の 20 日、21 日にかけて松尾公民館の方で行いました。講師に東洋大学の名誉教授であります太田

邦夫さんをお招きしまして、テーマとしまして大地に時を刻む建築のかたちということで行うこと

ができました。その下にかいつまんで概要が書いてございますが、ユーラシア大陸という地理的枠

組みの中で木造建築における柱の構法的発展過程、それから古代遺構の復元に関する連続講義を行

って頂きました。私自身不勉強なものですからヨーロッパには石造りの建物しかないのかなという

ふうに思っておりましたが、かなりの数の木造建築がヨーロッパにもあるということで事例を紹介

して頂きました。第１講から第４講の概要は以下に記載がございますので、またお目通しを頂けれ

ばと思います。細かい資料をまた持っておりますのでご要り様でしたらお申し付け頂ければと思い

ます。次回のアカデミアは来年の３月の 16日を予定しております。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。 

 ただいま教育長次長から学校教育課、歴史研究所までの報告事項がありましたけれども、それに

ついてご質問、ご意見等あればお願いいたします。はいどうぞ。 
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◇北澤正光教育長職務代理 

 質問です。資料 No.１のところで高坂学校教育専門幹から説明頂いた、個別の教育支援計画の作

成の義務化についてのところに、障害のある子どもやその保護者が「地域で切れ目なく支援が受け

られるよう」と書いてあるのですが、この「地域」というのはどの範囲の何を指しているんでしょ

うか。 

 

○代田昭久教育長 

 はい、高坂学校教育専門幹お願いします。 

 

◎高坂徹学校教育専門幹 

 このプロジェクトと言いますか、元は文部科学省と厚生労働省のほうが家庭、教育、福祉の連携

トライアングルプロジェクトということでどうも立ち上げているものであります。その中で地域と

いうのは特に定義のほうはないかと思うんですが、いわゆる住んでいる地域ですので、小学校区あ

るいは中学校区という所を指すかと思います。飯田市全域ということではなくて。そんなような理

解でありますが。 

 

◇北澤正光教育長職務代理 

 言わんとするところは分かるんですけれど。ここでの「地域」という言葉は、当該の保護者や子

供にとってはとても重いものだと思います。これは国が決めてきたこと、理想としてはと言えばそ

れまでだとは思うんですけれど。現状とは相当かけ離れていて、まだまだ理解が不十分というか、

気軽に使う「地域」という言葉ではない気がします。 

 

○代田昭久教育長 

 わかりました。また参考にしていきたいと思います。ありがとうございました。 

 他にご意見等ありますでしょうか。伊藤教育委員お願いします。 

 

◇伊藤昇教育委員 

 はい、先ほど次長からあった学校施設の空調の件ですね。教育委員の方々のご意見もということ

なんですが。これはいつ、先ほど問題提起と言うか、問題ということじゃないんですけど、どうい

うふうに進めたらいいかとご意見を聴きたいと私は聞いたと思ったんですけれどそうじゃなかった

ですか。 

 

◎三浦伸一教育次長 

 そうです。 

 

◇伊藤昇教育委員 

 それはいつ、今やる。それともこれからまたやっていくということで。 
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◎三浦伸一教育次長 

 先ほど、北原学校教育課副参事が説明した時にご質問等が出るのかなと想定をしていたんですが、

その時に例えば特別教室については経験上こういう教室が必要じゃないかとか、子どもさんの授業

を見たりとか、そういう時にはやっぱりそこまでは教育委員会として、方針を持っていたほうが良

いんじゃないかとか、普通教室というふうにおろしていった時に保護者への説明をどういうふうに

していったら良いかとか、そういうことがもしあれば私共もこれからおろしていきますので、参考

にさせて頂きたいですし、場合によっては普通教室だけいま出てきますので教育委員さんにも、こ

の夏の暑さは、教育委員さんの所にも意見を頂いたというふうにお聴きをしていますので、そうい

う意味で、もしこれからこの内容で説明に入っていった時にご意見があれば。きょうでもよろしい

ですし、また気付いた場合とか地域の方から意見を頂いた時にまた北原学校教育課副参事のほうに

つないで頂ければありがたいというふうに思いました。 

 

○代田昭久教育委員長 

 伊藤教育委員お願いします。 

 

◇伊藤昇教育委員 

 じっくり考えた訳じゃなくて、いま、教育次長さんのお話を聴きながらさっきちょっと考えたこ

となんですが。普通教室だけでも来年度末までということになると、来年の夏を前に整備される所

と来年の暑い夏をひと夏越えた所と出てくるという、そういうハンデがありますよね。学校によっ

ては。私が学校訪問をして思ったことは、特に鼎の小学校でしたかね、廊下がないような感じで、

一つのクラス、教室に対しての人数、ですから人口密度のような話と一緒で、一つの部屋の中でも

すごい人数のいる所、そして階段がなくて窓が少ない所、それで扇風機を三つ駆使してやってます

けれども。やっぱりそういう所を優先にさせてあげたら良いかなと思いますよね。どこもやってあ

げたいんだけれども。比較的大きな教室の中で、少ない人数でいる所が順序は後になっても仕方が

ないのかなという。そういう説明をすると、来年の夏を越す越さないというところの説明をする根

拠が作られるんじゃないかなぁと。それは学校の順序としてはね。そういうところで、教室の広さ、

ホームルームの時の人数、あるいは窓の数、廊下の設置場所、そんなような条件を考えて順序立て

ていくと、「なんであそこの学校が早くやって、うちの学校は遅いんだ。」という時の根拠になるか

なぁと、そんなふうに思いました。 

 

○代田昭久教育長 

はい、ありがとうございました。いまこの件に関しては。はい、お願いします。 

 

◎北原康彦学校教育課副参事 

 はい、大切なところをご指摘いただきました。まさに学校毎に気温とか熱中症の指数とか、例え

ば一階だとか三階までだとか温度は計っておって、それによってどこからやろうかということも検

討の中には含まれておりました。いままさに伊藤教育委員がおっしゃるように、その中の一つには

やっぱり教室の中の子どもたちの密度というのが非常に関係するというところも把握していますの
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で、今後も具体的に作る順番というのを、着工していって夏までにどこまで完成させるのかという

のも学校の校長先生方とも協議しながら決めていくんですけど、その中ではその点も十分に踏まえ

ながら検討していきたいと思います。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。私のほうからも復唱になりますけれども、次の議会に普通教室

をやるというのはかけていくので。ここのところはぶれていないんですけれども、その順序。そし

て来年度どうするかということに関してはまだまだ決定事項ではないのでご意見を頂きたいなとい

うふうに思いますし、ぜひ市民の方々、また保護者の方々がどういう捉えをしていくかというのは

私共に届かないところも多分あると思いますのでぜひ情報共有させて頂きたいなというふうに思い

ます。よろしくお願いいたします。 

 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、それでは意見質問等を終わりに

させて頂きたいと思います。 

 続きまして (10)今後の日程ついてお願いします。滝沢学校教育課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、レジュメの３ページをご覧頂きたいと思います。今後の日程ですが主なものについて記載

してございます。明日は今年度最後の学校訪問になりますので、時間までにお集まり頂きますよう

よろしくお願いします。詳細については別綴りでつけてございますのでまたご確認頂きたいと思い

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。今までのところ、本日を通じて何かご意見やご質問等あります

でしょうか。もし事務局のほうで何かあればお願いします。よろしいでしょうか。 

 はい、きょうも色々なご意見どうもありがとうございました。 

以上をもちまして、11 月定例会を閉じさせて頂きます。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 37分） 

 


