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飯田市教育委員会 平成 31 年１月定例会会議録 

 

１ 会議開会の日時 平成 31 年１月 17 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。 

 

△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 

 12 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 

左肩止め、教育長報告ということでＡ４三枚でまとめてありますので、少しお話しをさせて頂き

たいというふうに思います。 

まず、冒頭になりますけれどもこの書面にはありませんが、今朝、17 日に鼎小学校において火災

が発生しました。無事鎮火をし、また１人のけが人もいなかったという状況ではありますけれども、

近隣の住民の方々にご心配ご迷惑をおかけし、関係者の皆様にそういった気苦労をかけたことに関
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してはお詫びを申し上げたいなというふうに思います。さらには、初期対応等にあたって頂いた地

域の皆様、保護者の皆様には改めて大きな災害にならなかったことに関して、感謝申し上げたいな

というふうに思います。現在、出火の原因に関しては現在調査中ということであります。教育委員

会として状況を把握して、関係諸機関からも情報取集しながら把握して参りたいというふうに考え

ております。今後、このようなことがないように改めて学校施設の適正な管理に努めていきたいと

思いますのでよろしくお願いいたします。詳細については私の教育長報告事項の後に北原学校教育

課副参事のほうから報告がありますので承知置きよろしくお願いします。 

それでは、私のほうから改めまして４点報告をさせて頂きたいというふうに思います。年頭所感

ではなくてですね、年末の教育長挨拶ということで教職員の方々に毎年お話しをさせていただいて

おりますが、その文面を教育委員の皆さんとも共有したいというふうに思っています。２ページ目

をめくって頂いてですね、２ページ目の裏に、ことし意識していきたい言葉で「多事争論」という

言葉を書かせて頂きました。多事争論というと以前ニュース 23 というＴＢＳの番組で筑紫哲也さん

が多事争論というコーナーでニュースの多面的な見方を最後にコメントしていて、非常に私自身も

好きなコーナーだったというふうに思うのですが。ありました大丈夫ですか。はい、ごめんなさい。

私自身も非常に好きな言葉です。これどういう言葉かと言うとですね、福沢諭吉がヨーロッパに行

ったとき 1867 年ですかね、62 年ですね。今から 150 年くらい前ですね。東欧使節団の中でイギリ

ス議会を見たときにですね、こう向き合った議会の中でまるで喧嘩をしているようだと、それに衝

撃を受けて。それぞれが自由に発言するそういった議会というのは素晴らしい文明だなと感動した

わけですが、もっと感動したのは議会が終わった後、与党も野党も同じテーブルで酒を酌み交わす

対応をしているのだということで、議論の違いと人格の違いということを別にして、意見を言いあ

うという素晴らしさということを帰国後「文明論之概略」という本の中で、「多事争論と自由の気風

は、ただ多事争論の中に存在する」というようなことを書いたのが多事争論の語源であります。こ

こからが本題になる訳ですけれども、私もいま飯田市の小学校・中学校に行ったときにですね、多

事争論の文化というのは飯田市の子どもの中にあるんだろうかなと言った時に、例えば私も中学校

の校長、東京で五年間やっていましたけど、文化の違い雰囲気の違いはやっぱりあってですね、よ

く言うなと、色んな人が来た時によく言うなというふうなことをお褒め頂いた、空気感、比べると

と言ったら失礼ですが、飯田の子ども達は大人しいなという印象は思います。それはですね、子ど

も達というよりも、じゃあそれを見て育っている大人のほうはどうかなというふうに感じる時があ

ります。自分の意見を堂々と言ったりとか、また、感情的になって喧嘩をしちゃわないとか、そう

いう非常に議論の上手な大人達の場を作っていかなきゃいけないんじゃないかなというふうな思い

を込めて、今の現状が良い悪いというわけではなくて、今後多様な社会、また小さな国際都市を目

指す飯田市の中で、こういった議論がうまく上手にできる地域柄にしていきたいなと、それは子ど

も達に言うのではなくて、我々がしっかりとした議論の場を作っていくことで、子ども達の実りに

なるのではないかとそんなふうに思います。この教育委員会の場もまさに多事争論で色んな意見を

言って、高め合って、色んな視点で語り合う、そんな場にしていきたいというふうに思っておりま

すので、ことしもぜひ意識的に多事争論の場であっていきたいなというふうに思っておりますので

よろしくお願いします。 

２番目としてはですね、私は四文字熟語ということで書いておりますが、市長のほうから毎年、
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年頭所感で漢字一文字が提示をされます。今年は改めるのあらたで「改」という文字が示されまし

た。大きくはことし、平成から改めて次の時代に移るという時代の変化を捉えたことでありますし、

飯田市自身も変化の中で改めるべきものは改めていこうというメッセージだというふうに思います。

それに引き続いて市長のほうからは年頭所感で色々な抱負、また市政経営の方向についてのメッセ

ージが発っせられたわけですけれども、１つ市長のほうから強くあったのが、人材サイクルを構築

していこうということです。ご存じの通り、いま、飯田市の現状としては定着率が約４割を切る状

況がずっと続いている中で、６割の若者たちが飯田市の地を離れているというなかで、やはりここ

に関係をもって、戻ってくる子ども達を多くしたいという人材サイクルの構築というのは１つのテ

ーマではあります。その中で、市長がどういう理論の組み立てをしているかというのを改めて考え

てみると、ここに書きましたように、戦後から始まる右肩上がりの時代の経済状況で、そういった

状況で、教育というのはある種の主体性・自主性のない組織人を作ってきたんだと、こういう捉え

であります。これ自体は市長の見解というよりは、戦後教育の１つの特徴であり一斉授業によって

組織に従順であるという、組織力を高めた経済成長の中では非常に有効的な教育であったというふ

うには思います。その結果、若い人は根なし草になってしまい地域も疲弊してしまった。こういう

考えのもとに、これからは自分達で地域を作っていこうという主体性や自主性のある若者を作って

いこうと。これが人材サイクルの構築を加速させていくのではないかという、こういう主張なわけ

であります。私自身はですね、この地方創生が上手くいかない、地域が元気がない１つの理由は、

確かにこの教育にも問題があって、その教育の中の問題で言うと、子ども達の主体性・自主性が十

分に育まれてなかったというのは課題として捉えるべきだというふうなことに関しては非常に賛同

するわけであります。その中の取り組みとして市長のほうでは、高校生の地域人教育についてもし

っかり捉えていきたいということの報告がありました。こういった形で市長が教育や人づくりに関

してメッセージを発して頂くというのは非常にありがたいし、我々もそのメッセージに沿う形と言

ったらですね、そういったものを両輪として教育委員会でも子ども達に育んでいきたいなというふ

うに思います。じゃ、我々が所管とする小学校・中学校の義務教育９年間で、はたしてその課題で

あるとされる主体性・自主性はというのは育まれているのかどうかということに関しては、これは

我々の問題として、しっかり捉えていかなければならないなというふうに考えています。それで３

枚目を見て頂いて、パワーポイントで４スライド書いたものです。市長の所感の後にですね、私自

身がこれはちょっとまとめなきゃいけないなというふうに思ってまとめたものなので、教育委員会

としてオーソライズされたものというよりも、私のいま、個人的な見解の異色が強いということで

ご理解頂きたいなというふうには思いますが、私なりにこのように解釈しているということでお話

しをしたいと思いますけれども。スライドの１枚目を見て頂きたいのですけれども、これは市長の

年頭所感の論理的な構成です。いま地方創生・東京の一極集中があまり上手くいっていないという

ふうに言っています。それは地方に雇用の受け皿がないからだ、または地方に魅力がないからだと

いう捉え方です。すみません、ちょっとホッチキス止めが１枚失敗しているのかな、ごめんなさい。

あの三浦教育委員、１枚失敗作がいっちゃってます。ごめんなさい。大変申し訳ございませんでし

た。スライドの１枚目をお話させて頂きます。色んな地方創生が上手くいかない理由の中で、最も

大きな理由として若者の主体性・自主性・自立性が育まれていないのではないかと。こういった経

済成長時代の教育の影響もあるのではないかというのが１つの仮説です。その中で飯田市の方向性



4 

 

としては、若者の主体性・自立性を育んでいこうと、これが大きな前提になるわけです。市長の１

つの年頭訓示の中では、高校生の地域人教育を実践していきましょうというふうな話になるのです

が、ここで、イラストで書いたようにこういう質問に関してはどう答えるんだろう。三ヵ年の高校

のカリキュラムの中で果たして、三ヵ年だけで主体性・自主性・自立性は育まれるのでしょうか。

いわゆる九ヵ年の義務教育の段階での課題というものはありませんかというふうに、もし聞かれた

場合に、やはり教育委員会そして私自身もちゃんと整理しておかなければなと思ったということで

す。下のスライドは基本的に教育委員会としても、私としても、地方創生が上手くいっていない理

由としては内発性が育まれていないという論理構成に関しては同意するところが大いにあるなとい

うふに思っています。ちなみに、少し細かいのですけれども、いわゆる自発性という言葉と内発性

というのはちょっと教育界では使い分けることが多いので、ここであえて内発性という言葉で私は

ちょっとすり替えています。というのはいわゆる自発性というのは、その要因が例えばルールでし

ばられてあったりとか怒られてあったりしても、例えば絵を描くといった時に自分で絵を描けばい

いと、それは、宿題だから自分で一生懸命描きますというのはある種の自発性の捉え方です。内発

性というのは誰にも言われていないのだけども、この子は絵を描くなというのがですね、外的な要

因を全く入れずに描いてしまわざるを得ないような、そういった気持ちを内発性、内側から湧き上

がるような力と。自発性というのは、自ら判断しながら外的な要因も含めて自分で判断していくと

いうのを内発性、これを分けているので。今後は主体性・自主性・自立性という市長の年頭所感で

ある言葉というよりは内発性という言葉に置き換えて私のほうはやっていますが、大きな意味合い

は違わないので、ニアリーイコールの意味合いで使っていきたいと思いますが。それで最終ページ

を見て頂きたいというふうに思います。若者の主体性・自主性・自立性すなわち内発性を高めてい

くにはどうしたらいいんだということで、１つはコミュニティーをいかした学級の学校経営、いわ

ゆる地域を中心とした学校経営、今回の第２次教育振興基本計画の重点目標に掲げたことが、その

まま、そういった内発性を育む取り組みになっているのではないかなというふうに考えています。

つまりこの四角囲いに書きましたけれども、じゃあ内発性ってどうやって育まれるのですかという

ことに関しては、色んな論述がされるわけですけれども、これ自体はやはり感動体験とか、これは

専門用語でミメーシスというのですけれども、感染的な動機、あの人の様になりたいなとか、あん

な風になってみたいな、という体験とか経験が内発的なものになっていくだろう。いうなれば、自

分が好きだとかそういった感情も大事だというふうに言われています。そうした時に今まで教員を

中心とした学校文化の中で、コミュニティースクールをはじめとして色んな人が関わっていくとい

うこと自体は、まさに感染動機や内発性を育む機会になるだろうなというふうに思っていますので、

コミュニティースクールを中心とした地域力を生かした学校経営というのは、そのまま内発性を育

むきっかけになっていくというふうに捉えていいんじゃないかというふうに思っています。まさに

先程、体力向上の話で松尾小学校が青木さんを連れて来たと。これは学校経営の中ではなかなか今

までなかったのだけれども、そういうオリンピック選手を連れてくることによって、色んな指導力

とすごいことがあるんだという、これに体験とかまさに感動によって子ども達の内発性が育まれて

いくので、そういった外部の人たちが入る効果というのは子ども達にもそういう意味で非常に効果

があるのではないかというふうに思っています。また、もう１つの重点目標のローカルとグローバ

ルを統合した教育、ＬＧ飯田教育を重点目標の②に掲げているわけでありますけれども、これは大



5 

 

きく考え方の概念の提示と考えられるんではないかと思っています。今までは、いい大学にいって

いい会社に入って大都会で暮らせれば幸せという１つの個人としてもモデルになったし、社会とし

ても合理性のあった生き方から、これからは地球規模ものと考えて地域で実践する、新しい生き方

の提示をすることが必要だし、そういった考え方の中で子ども達を育んでいきたいということでは、

強烈なメッセージなっていくのではないかというふうに思っています。実際に地域を深く知ること

が実はグローバルへの近道であり、人形劇を見るまでもなく人形劇を深く学んだり体験していくこ

とで海外との接点も多くなるし、また、海外へ行って色んな文化を知るという機会にもなると思い

ます。ですので、このローカルとグローバルが統合したＬＧ飯田教育というのはなんで内発性が育

まれるのというふうに言ったら、地域を深く知ることでグローバルな出会いや、目から鱗の感動体

験が多くなり、内発性を育むことができるのではないか、そんな意味で実際にカンボジアスタディ

ーツアーであったりとか、人形劇の交流、そういう視点でちゃんと捉えることによって、子ども達

の内発性は育まれるのではないかというふうな形で私なりにまとめてみたということです。元々２

年前に教育振興基本計画を策定している時には、こういった議論が積み重なってできていたという

ことを思い出しました。子ども達がもっとグローバルのために自分からいってくれる人が欲しいな

という議論の中で、今まではできたのですけれども、もう一回原点に戻って子ども達がどういう力

を育まなければいけないのかといった点では、こういった内から湧き出るような主体性・自主性と

いうものをしっかりと育んでいきたいというのは、市長の方向性とも全く同じですし、基本計画に

あるこの１番、２番に沿うものなのでしっかりと落としながら、関連付けながらやっていきたいと

いうふうに改めて教育委員会として考えていました。ということで、またご議論頂ければと思いま

すのでご報告とさせて頂きます。 

続きまして、簡単にはなりますけれども、さきほど協議会のほうで全国体力・運動能力、運動習

慣の調査結果を報告させて頂きました。いま体力は一応向上しているということは非常にいいなと

思いますが、まさに今回の１つの体力向上の相関関係があるというふうに報告があった、運動が好

きだということが関連付けられているので、まさにこれは先程言いましたように、子どもたちの内

発性みたいなところを育むことによってですね、すごい極端な話を言えば徹底的に朝マラソンと柔

軟体操を毎日やっていれば、基本的には向上する、それでは意味がなくて、子ども達が主体的に運

動が好きだというような環境と施策をしていくんだろうなというふうに改めて思いました。 

最後４番目ですけれども、さくじつ長野県市町村教育委員会連絡協議会・理事会と教育行政懇談

会ということで、長野市で行われました。本当に行く度に思うのですけれども、各教育長さんが色

んな発言をしたりすることに関しては勉強になるし、こういう考え方で色んな市がやっているんだ

なと本当に貴重な機会だなと思います。その中で懇談事項としては２つありました。外国語教育の

取り組みと、インクルーシブ教育についてということで。新しい学習指導要領の中でも際立って取

り上げられていることですが、方向性を見出すというよりもですね、各自治体で、なかなか困って

いるという情報共有に近いです。実際にはＡＬＴがあるんだけれども、学校の先生との打ち合わせ

時間がなかなか取れないということに対して各教育委員会ではどうしていますか、また、支援とい

うものを県に求めたいけど今の状況はどうなっているのか、実際にはこれから議会があるので、こ

の場で確定的な報告はなかったのですが、それでもＡＬＴの支援をしていきたいし、英語専科の教

員もしっかり支援していきたいとの県からの報告がありました。また、もう１つインクルーシブ教
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育についての意見交換がありました。その中で、県と教育長との皆さんとこういう方向性なんだろ

うということで、１つ確認できたことは、幼保小連続性をもった教育をしていかないといけないだ

ろうということと、信州型ユニバーサルデザインという真新しい言葉が出てきているのだけれども、

今まで長野県教育委員会が大切にしてきた、いわゆる三観点「目当て、メリハリ、見届け」これを

まず徹底していくことがベースになるし、これは後ほど、もしあれば北澤職務代理からもフォロー

して頂きたいのですけれども、それプラスやっぱり学級作りですね。受けるほう、その子じゃなく

てその周りの人達への学級経営もしっかりしなきゃいけないんじゃないかという北澤委員からの発

言もありましたけれども、こういったところは基本も大事にしながらしっかりと対応していきたい

なと改めて思ったところです。きょうは時間がないなのでこの程度にしますが、また詳細があれば

ご質問頂ければというふうに思います。少々今月長くなりましたが、教育長報告とさせて頂きます。 

何かご質問ご意見あればよろしくお願いします。 

じゃあ、なければ火災についての報告をお願いいたします。北原学校教育課副参事お願いします。 

 

◎北原康彦学校教育課副参事 

鼎小学校の火災について報告をさせていただきます。本日の朝になります。消防への火災発生の

連絡は午前７時 55 分、鎮火が８時 14分ということで署のほうから報告をいただいております。場

所につきましては、鼎小学校の高学年棟の中央階段の１階から２階に昇る途中に踊り場があるとこ

ろにトイレがあるのですが、そこの男子トイレの中が燃えていた状況であるということです。トイ

レの壁や床がおよそ 13m2が燃えたということで報告が入っております。出火当時、この時間帯です

と、児童ほとんどが登校している時間帯になりますが、先生方の誘導等により全員無事に体育館に

避難をして、けが等はありませんでした。その後煙等のにおいもあったり、充満しておりますので、

煙が収まって校舎の換気をすませてから授業の再開をいたしております。原因につきましては現在、

警察と消防で調査しておりますが、現段階では原因の特定には至っておりません。報告は以上です。 

 

〇代田昭久教育長 

はい、ありがとうございました。以上含めましてご意見ご質問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、ほんと大変なことだったかと思います。子どもさん達、けががなかったということで安心

しております。火災を目の当たりにしてというところであったり、いま、警察や消防が入ってとい

う状況があったり、また、火災のそういったものを見たり、また匂いもというところでの感覚の関

係ですとか、色々なところでびっくりしたのではないか、動揺したのではないかというふうに考え

ますとこれから担任の先生、校長先生、教頭先生はじめ養護教員の先生方にも子供さん達の心のケ

アといった点で子どもさんを見て頂けたらと、しばらくの間そのように思います。よろしくお願い

いたします。 
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〇代田昭久教育長 

 はい、ありがとうございました。 

はい、北澤教育長職務代理者お願いいたします。 

 

◇北澤正光教育長職務代理者 

非常に素早い対応していただいて、早々に安心メール等で保護者の方にも起こった事実について

現在の進捗状況が配信されました。時間を置くとどうしても、事実とは違う部分のところで色々な

憶測が流れたり、心配なことに尾ひれがついて話が思わぬほうに行ってしまったりということがあ

るので、分かっていることについて素早い対応をしていただいたことはすごく良かったと思います。 

 

〇代田昭久教育長 

 はい、ありがとうございます。他にはありますでしょうか。 

はい、それではもし何かありましたら教育委員報告事項のほうでもお話し頂ければと思いますの

でよろしくお願いいたします。 

 

△日程第６ 議案審議 

○代田昭久教育長 

それでは、引き続きまして日程第６議案審議に移りたいと思います。まず議案第１号平成 30 年度

飯田市就学援助費支給対象者の認定についてお願いいたします。北原学校教育課副参事お願いしま

す。 

 

◎北原康彦学校教育課副参事 

議案第１号についてお願いいたします。平成 30 年度飯田市就学援助費の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ほうを用意してございますが、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、ただいま事務局より議案第１号の説明がありましたけれども、何か質問ご意見等あります

でしょうか。 

よろしいでしょうか。 

それでは議案第１号承認ということでよろしいでしょうか。はい、以上承認のほうされました。

ありがとうございました。 

続きまして、議案第２号教育功労表彰者の決定について。 

 

◎熊谷玲奈生涯学習・スポーツ課主事 

 はい、本日課長の北澤が別の会議のため、担当の私、熊谷が説明させて頂きます。よろしくお願
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いいたします。議案第２号教育功労表彰者の決定についてですが、飯田市教育功労者表彰規定に基

づきまして、以下 12 名の方の推薦がございました。12 名の内 11 名の方が表彰規定の役職を８年以

上務め、地域の活動を支えてこられたことから地区公民館より推薦されております。５番目の前澤

隆志さんにつきましては規定の役職の在職期間が８年に達してはおりませんが、龍江地区の園児、

児童を対象に年間を通じて作物の栽培、そして収穫物を調理して食べるまでの食育体験事業に 12

年間、そして伝統文化である和紙作り指導に５年間携わっておられます。これらは学校と公民館の

共同事業で、事業開始時より前澤さんにはご指導ご協力いただいておりました。これらの永年の功

績を表しまして前澤さんについても龍江公民館より推薦がありました。なお、表彰者の方が議決さ

れました場合には、２月 17 日日曜日の公民館大会にて表彰の予定です。以上です。 

 

○代田昭久教育長 

 はい、ありがとうございました。いま議案第２号の説明がありましたけれども、何かご質問ご意

見等ありますでしょうか。 

はい、それでは教育功労者表彰の決定については承認ということでよろしくお願いいたします。 

 以上で今月の議案審議を終了とさせていただきます。 

 

△日程第７ 協議事項 

△日程第８ 陳情審議 

○代田昭久教育長 

日程第７協議事項、日程第８陳情審議。今月の協議事項及び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 

日程第９その他教育委員報告事項お願いします。教育委員の皆さんのほうからあればお願いいた

します。 

伊藤教育委員お願いします。 

 

◇伊藤昇教育委員 

 はい、成人式が先日ありまして、私は丸山羽場地区ということで行って参りました。人数はその

学年の４分の３が出席ということで、未だかつてない出席率だったらしいです、数字的にはね。内

容的にはですね、整然としてヤジも飛ばないような、ちょっと３，４年前よりはまた一段と大人し

くなった、大人しいという言い方も変ですけれど。元気がないという見方もありますけれども、そ

んな成人式でして。先ほど教育長も冒頭の挨拶がありましたが、内発性と言うようなところにもそ

ういうようなことに少しずつ繋がってくるのかなと、先ほどの挨拶を聞いてそんなふうに思いまし

たけれど。従順で大人しいが、エネルギーやパワーはないのかなというようなそんな見方もできな

いこともない。だけども、人の話はよく聞いているのでそこは良いなと思いますし、両面あるのか

なとそんなところが感想です。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。他にございますでしょうか。はい、小澤教育委員お願いします。 

 

◇小澤由美子教育委員 

はい、私も松尾地区の成人式のほうに参加させていただいたんですが、色々な事情が、式自体は

厳かに進められたんですが、祝賀会のほうにも参加させて頂いた中で、色んな事情がある中で昨年

までとは違う、来賓の方々の出席関係がちょっと変わった祝賀会ではあったんですけれども。昨年

位から飯田市は小学校区の成人式になるので、小学校の当時の先生たちが参加しやすいということ

があり、祝賀会にも小学校の先生たちが参加してくれて、ほとんどその先生方がことしはとてもメ

インのように子ども達ととても和気あいあいと話をされて、８年経ってあの時の小さかった子ども

たちの頼もしい姿を見た先生たちがとても嬉しそうで、また違った意味で良い成人式、祝賀会だっ

たのではないかなと。色んな高校生活を失敗したり、色んなことがあったんだけども、いま頑張っ

ている姿を見てもらった子どもがとても嬉しそうに先生に報告している姿が印象的でした。以上で

す。 

 

○代田昭久教育長 

 はい、ありがとうございました。はい、三浦教育委員お願いします。 

 

◇三浦弥生教育委員 

 はい、私も 13 日の日に今月、成人式に出席させて頂きました。去年もそうだったんですが、こと

しも地元の子どもたちの和太鼓からのスタートということで、地元の方の和太鼓もありましたが、

子どもさんたちの和太鼓からのスタートで。やはり新成人の人たちにとっても地元の子どもたちの

応援をもらうといったところは、やはり背筋、気持ちも引き締まる、そんなスタートの成人式だっ

たんじゃないかと思います。とても良い印象を受けました。小澤教育委員が言われていたように小

学校の先生たちの出席がありまして、新成人の人たちが小学校の時の恩師と話をするときには本当

に小学生に戻ったような形で、本当に笑顔で、先生と当時の姿が私達でも見て取れるような形で親

しく話している姿は本当に良いものだなと思いましたし、いま飯田市外にお勤めの先生もいまの時

期、他の地区ではこうやって成人式に呼ばれることがなくて、成人になった子どもたちとこうやっ

て会える、飯田市はこんな形で呼んでもらえて子どもたちが見れて嬉しいなんてお話を聞きました

ら、あ本当に成人式は新成人にとっても、またこういった教育に携わっていらっしゃる先生方にと

っても、成長が見られて良いものなんだなというところを見させていただいた気がします。 

 

○代田昭久教育長 

 はい、ありがとうございました。それでは北澤教育長職務代理お願いします。 

 

◇北澤正光教育長職務代理者 

 私からは二点です。きのう、市内のある中学校で授業の公開があったので行かせてもらいました。

技術家庭科で情報機器を安全に使おうというねらいで、導入の授業をしているところでした。２年
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生 35人のクラスで、その授業をするにあたって教科担任の先生がアンケートを取られた結果が報告

されていました。その結果を生徒と共有した上で授業が始まりました。パソコンについて、家族と

共用だけれど、自分も使っているパソコンがあると答えた子が 50％、ちょうど半分になっています。

それをほぼ放任状態で使っていると答えた子がその内の 85％あるということ。携帯電話については、

中学２年生で自分専用のものがあるという子が 41％、家族と共用しているという子が 16％いて、合

わせて 57％。一日の利用時間が一時間以上という子が、その 57％の内の 67％に上っている。その

57％携帯を使っていると答えた子の内の 89％がフィルタリングなどは一切なしで、利用についても

家族との約束事はほとんどないというアンケート結果です。それからゲーム端末を持っているとい

う子は 35 人中 94％。その内のちょうど半分、50％がネットゲームもしていると答えていて、この

ような状況を踏まえたうえで、「一旦ネットで繋がると実は地球上で 40憶人といっぺんに繋がって

しまうんだよ。」というようなところから授業に入っていきました。どういう使い方をしていくかの

投げ掛けがあって、子ども達がグループ討議や全体での話し合いで学んでいったのですが、危険に

ついて子たちは理屈としてはかなり知っている。理屈上は知っているけれども、子ども達のやり取

りしている様子に切実感がない。担任の先生とも授業後に話してきたのですが、いかに我が事とし

て考えさせるか。LINE上でのいじめの事例なんかも挙げられて、グループ討議をしているのですが、

「危険は分かっているよ。」というところから入っているので、やり取りしている姿が軽いと言うと

語弊がありますが、本当に「もし自分が知らないところで、LINEで自分の悪口やいやな思いをする

内容が共有されたりしたらどう思うの」というところの真剣さという点で、我が事として考えるよ

うにしないと、自分だけは大丈夫という段階で終わってしまう。先ほど数字を示したようにかなり

の子どもたちが使っていて、一日一時間以上という子どもが 67％もいるという状況の中で、危険は

知っている、でも自分の場合は関係ないんじゃないかという感覚が非常にあるなというふうに思い

ました。今、方々の学校で専門家を呼んで講演会を開くとか、親子同伴で聞くとかっていうことは

盛んには行われていますが、今後もＩＣＴ等を含めて益々進んでいく時代なので大事に指導してい

く、自分がこれに巻き込まれたらどうするか、その対処法はどうしたらよいかという立場をもうち

ょっと鮮明にして学ばせていく必要があるなということを感じました。 

 二点目は先ほど教育長の報告にもあった、きのうの県教委との懇談会の中のインクルーシブ教育

の推進という部分です。飯田市の場合も特別支援学級で学ぶお子さんの率が長野県の中でも一番多

いということが以前から報告されているところです。国や県の今後の方針として、特別支援学級で

個別に学ぶのも一つの方法として、必要なお子さんについてはそういう学びの場も従来どおり提供

していくのだけれど、できる限り通常学級を基本にして、むしろ通級指導教室で一週間に数回程度

通って心の安定を保ちながら通常学級で学ぶという方向をこれからはもう少し強めていきたいとい

うことです。きのうも県内各地の教育長さん方のご意見がかなり出ました。お聞きしていると、発

達特性のあるお子さんの側を非常に大事に、どう受け入れていくのかという立場での発言が結構続

いて、県教委への要望もそこへ人を付けてほしいとかＳＳＷをもっと入れてほしいという趣旨の発

言が多く出されました。それはそれで大事なことですが、一方で、一緒に学ぶ通常学級の子どもた

ち全体がどういう学級で、どういう人間関係で、特性をもったお子さんともお互いに理解し合って

一緒に学んでいくんだということ、互いの違いを理解し合うというところを学校もそれから学級担

任や保護者の皆さんも子どもたちも、共有して進めていくことが大事だと思いました。一緒に生活
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していることは当たり前というところで、本当に安心してお互いに学び合える、そういうクラスを

作っていくのだということを一番の土台に考えないと、本当のインクルーシブ教育は進んでいかな

いのではないかと思いました。飯田市の場合も、これから進めて行くときに教育長がいつも言って

いることですが、「安心した人間関係がある学級づくり」をみんなでやっていこう、そこを一番の土

台にしながら進んでいく必要があるということを強く感じました。以上です。 

 

○代田昭久教育長 

 はい、ありがとうございました。それぞれの皆さんの発言に対して、もしあればですが。 

貴重な御意見ありがとうございました。じゃあ、三浦教育委員お願いします。 

 

◇三浦弥生教育委員 

 はい、職務代理のお話をお聞きしました。一番最初にあったＩＣＴを伴う機器のことに関しては

いまお話にもあった通り、親子でやはり学んでいくというところもお話の中にあったかと思います

が、私もその視点が大事だなと思いまして、大人も同じじゃないかな、もしかしたら大人のほうが

色々知らないのかもしれないというところが、いまＩＣＴの利用に関することなんじゃないかなと

いうふうに思います。大人は知らないで機器というものに関しても、大人も実感を持っていないの

で子どもに教えることも家庭の中で指導することができなかったりということを考えると、子ども

だけに学んでいくというよりは、親子で、家庭で、社会でということで機器に関して大事なことな

んだという、そういったところをちゃんと抑えていくという、そういったあり方が必要なんだなと

いうのをいまお話を聞いていて再確認ができたところです。 

 二番目のインクルーシブの教育に関しては、お話を聞いていてなるほどといったところを思いま

した。インクルーシブの教育が良いとなると、そこが目的になってしまって、なんでもかんでもじ

ゃあみんな一緒にというような形のことだけを自分が考えがちだなと思いましたけれども、そこに

至るまでのそういった過程であるとか、そうなった時に子どもたちみんなが安心した、そこの学級

が居場所であるというそういう視点の教育やサポートというところをきちんとおさえていかないと、

ただインクルーシブ教育というものだけが先走っていってしまうと、これは問題なんだなというこ

とをいまのお話で再確認しました。ありがとうございました。 

 

◇伊藤昇教育委員 

 今の三浦教育委員のお話にもちょっと繋がる話なんですけれど、職務代理のお話ですね、支援を

要する子どもを過大視するという感がある、それをもう少し普通学級といったところで努力して安

心したことができる学級づくりということで、ここに信州型ユニバーサルデザインとありますけれ

ども、県の方針と言うんですか、そういうようなことを言いたいんでしょうかね、県のほうは。県

のほうからはそういう考えとか、そういう話はなかったんでしょうか。 

 

◇北澤正光教育長職務代理者 

 長野県自体が今までどちらかと言うと、特別支援学級について、特性のあるお子さんを特別支援

学級で受け入れて個別の支援を充実させるという方向で進んできた経過があるのです。10 年数年く
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らい前から、具体的には田中康夫知事のころからと記憶しています。発達障害という言い方につい

て私は適切な言葉ではないと常々思っているのですけれど、発達障害の診断等があれば入級がスム

ーズに認められるという方向が進みました。特別支援学級を一学級増やすと、そこには先生が一人

配置されるということでかなり充実させてきました。児童生徒数に対する特別支援学級数は全国で

もトップだと思います。このことはかなりの成果をもたらした部分もありますが、個別支援を充実

するという方向できた結果として、支援学級で学ぶ子と通常学級で学ぶ子どもたちとの相互理解を

深める機会が少なくなるといったマイナス面も出てきました。そこで、通常学級で学ぶ中で、ちょ

っと苦しい時があったら、その時だけは個別になって心の安定を図ったり学べたりする場所、いわ

ゆる通級指導教室ということですが。その教室には専門性を持った先生が常駐していて、一週間に

１、２回通って、イライラが募っていることを調整してもらったり、友達との関係を上手にやるこ

とを学ぶ、ソーシャルスキルトレーニングと言うのですけれど、そういうことを学んだりする。普

段は通常学級の中で、なるべくたくさんの人の中で生活して、社会性や自律性を身につけていくと

いう方向が見直されてきたということです。個別支援を充実させたがゆえに、同じ学校の中にいる

のに、同学年やクラスの人と離れて生活する時間が多くなってしまったという反省もあると思いま

す。特別支援学級での学びが適正であるお子さんは、今後ももちろん個別支援を大切にして学んで

いくのですが、個別支援と通常学級との併用で生活できそうなお子さんについては、むしろ通級指

導教室を活用して、できる限りクラス皆で生活していくことを進めていきましょうという方向だと

理解しています。ここから県としても通級指導教室を増やす施策を進めているのだと思います。 

 

◇伊藤昇教育委員 

 飯田市もね、信州というか長野県ばかりではなくてちょっと似たようなところがあると思います

けれど。国もきっとそういう方向に、オリンピックの機運もまたさらにそういうふうに進んでくる

と思うんですけれど。そういう考え方になると思いますし。飯田市もやはりそういった良い指針に

してこれから考えていけたら良いなと思いますけれども。 

 

◇北澤正光教育長職務代理 

 さっきの教育長の報告にあった内発性のこととか、人を育てるという部分の話とか、色んなこと

が繋がっていることだと思います。話が大きくなりますが、日本のこれまでの学校教育では、画一

的という言葉は少し強いかもしれませんが、「ここまでのことは、みんなできることが大事なこと、

当たり前」という価値観のようなものが色濃くあったと思います。それがわが国を成長させてきた

原動力の一つであることは認めつつも、実際は、その子その子に苦手なことがあったり、凄く得意

なことがあったりで、みんなが一斉に同じことができる訳ではない。例えば、けん玉一つとっても、

縄跳び一つとっても、できないよりできたほうが良いということはもちろんだけれど、できないこ

とでその子が否定されるようなことではない。けん玉はできないけれど、別のことはできるという

ところを見つけて、その子の伸びる所を伸ばすという、本人が苦手としているところをいつまでも

角を矯めるようなことはしないというような柔軟な発想が弱かったと思います。これだけ少子化、

人口減少が進んでいる時代の中で、一人ひとりがかけがえのない子ども達。その子の持っている力

をこれから少しでも発揮してもらわなければいけないのに、相変わらず、今の三倍くらい子どもた
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ちがいた時代の発想で、「みんながやれるものはみんなやるんだよ。」というような価値観でいて、

その途中で潰れてしまう子どもを生んでしまうということは損失だと思います。これから先のこと

を考えた時、さっきの内発性のことにもかかわって、いかにその子の特性の良いところの内発性を

引き出す教育にしていくかという辺りは、学校も価値観を変えていかないといけない時代に入って

いる。そこに今のインクルーシブ教育のことも深くかかわっていると思います。いずれにしても学

校を卒業して社会に出れば、学校時代に特性があったとかと言っているのではなく、みんな一緒に

生活していく。ですから、子どもの時、学校教育だけのことではなくて、私達大人もインクルーシ

ブの視点をみんなが持っている必要がある。特性のあるお子さんをどう受け入れるかといっただけ

の話ではない。そういうことを学ぶ場である学校はもとより、社会人である私たちも、あの人ちょ

っとこういうところが苦しそうだからと理解し、支え合うような社会になるように。そのくらいの

先を見てこのインクルーシブ教育を捉えなければいけないと思います。 

 

○代田昭久教育長 

 はい、わかりました。せっかくなんで私も。内発性の話をするとですね、やっぱりもう一個大事

なのは、お互いが内発性を推すとですね、どうしてもこうせめぎ合っちゃうので、ここで認め合う

という相互理解、相互承認という言葉をこっちで、要はクラス全体でやっていかないと「彼は内発

性があるもんで絵を描いとりゃいいんじゃん。」というのが世界じゃないのですね。なのでこれが私

が最初に説明したある種の反面で、内発性を育むんだけれど。やっぱり同時並行がですね、内発性

が育まれた後の社会というのもちゃんと見越した時に、お互いが内発性を認め合う、これの方がむ

しろ難しいかもしれないですね。お互いの内発性を相互に認め合うという、ここの教育なので、私

の先ほどの補足とするなら、まぁ両輪なんですね。ここはもっと自由に生きていいんだという、そ

れぞれのまさに「ムトス」と片一方では「結い」の心でお互いを結ばなければいけないという、あ

る種の落としところ、妥協をつけれられる、認め合うということが必要なので、本当に両方難しい

時代には、どちらか一方でもダメなので。だからこれは本当に何が言いたいかというとですね、こ

んなことを言えばみんな各々の先生は分かるし、私も二年前の来た時からこの話をずっとしている

んです。居心地の良い、ちょっと抽象的だけどという補足をつけて、なかなかどう落ちるかって私

自身もまだまだ力不足だなというふうには感じているので。こういった概念をどういうふうに画期

的な教育手法として興すかというのは、これからの我々の課題だろうなというふうに思います。 

 はい、ご議論ありがとうございました。 

それでは引き続いて(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。 

 

○代田昭久教育長 

 はい、ありがとうございました。 

(3)学校教育課報告事項お願いします。 
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◎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、ありがとうございます。 

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 

 はい、それではよろしくお願いします。資料 No.１ということで教育功労表彰者の決定の隣にあ

りますけれども、キャリア教育推進ファーラムの計画ということで、ご報告させていただきます。

こちらにつきましては、教育委員の皆さんも出席ということで報告をいただきましたので、何回か

ご参加をということでＰＲしてきましたが本日につきましては、こういう内容でやるということを

ご承知置き頂いて、ぜひ式の方に参加頂ければということでご紹介をさせて頂きます。まず一枚目

については、１ページについてはこういう流れでやるということなんですが、ことしについては特

に今までは働くことを中心にということで話をしてきましたけれど、地域社会との関りと、そうい

ったことをテーマにことしはやってみようということになっております。めくっていただいて２ペ

ージなんですが、こちらのほうを見ていただければと思いますが、こちらにつきましては特に地域

との繋がりということで、働くということは地域とも繋がるということと、特に中学生でなく高校

生など大人の方々の意見もいただきながらということで、前半の話し合い１については、30分間に

ついては各学校の職場体験と、そういったことから学んだことについての意見交換と、働くとはど

ういうことなのかということ。それから話し合い２に入りまして各地域との中での取り組みという

ことで、地域とどのように繋がるかということをご議論頂くと。この中で特に教育委員さんも含み

まして大人の皆さんから意見を頂いてというふうに考えております。特に組み立ても含めまして中

学生が「結いジュニアリーダー」というメンバーが組み立ててきたものですので、ぜひご参加を頂

いてご意見を頂いて、こういう取り組みにご参加をということでよろしくお願いしたいと思います。

日程につきましては繰り返しになりますが 1 月 27 日の日曜日ということで、会場は今までは飯田市

公民館でしたが鼎文化センターでありますので、当日よろしくお願いしたいと思います。以上です。 

 

○代田昭久教育長 

 はい、ありがとうございました。何かご質問はありますでしょうか。 

はい、こちらのほうもぜひよろしくお願いします。では、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 

 はい、本日別刷りの「98次 史跡恒川官衙遺跡確認調査 現地見学会」という資料をお配りいたし

ましたけれど、それにつきましては昨年 11 月の定例教委の時にもお配りした資料であります。本日、

地域の日刊紙のほうに恒川官衙遺跡の調査につきましての報道がされておりますので、そこの内容

についてざっくりと説明をさせていただきます。資料のほうをご覧頂いて中の二面のほうをご覧頂



15 

 

きたいと思いますけれども、奈良時代８世紀後半の礎跡、石の上に柱を建てた正倉と呼ばれる倉の

跡、税を米を納めた倉の跡、そしてその前でにですね、地面に穴を掘ってそこに柱を建てた掘立柱

の建物。こういったものが調査されているということで 10 月に見学会を開いておりますけれども、

その調査が進みまして、その掘立柱の建物については建て替えが一回あったと。ですので、合計、

同じ位置にですね、三回倉を建てているという状況が明らかになりましたというところでございま

す。資料の表面のほうを見て頂きまして、右側に写真がありますけれど、この写真の右下側のとこ

ろにつきまして、これから何年か継続して正倉院と呼ばれる倉庫群の調査を継続していき、計画で

は史跡公園として整備する中で可能であれば倉庫の復元をしていきたいというふうな計画で、引き

続き調査を進めて参ります。また調査が進みまして色々な集計が出てきた折には見学会等を開催し

て参りたいと思いますので、よろしくお願いいたします。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。ご質問はありますでしょうか。 

 はい、それでは(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。 

 

◎秦野高彦飯田市公民館副館長 

 はい、お願いします。資料 No.２をご覧ください。 

２月 17 日に予定をしております、第 56回飯田市公民館大会のご案内をさせて頂きたいと思います。

「“関り つながり 学びあう”心豊かな暮らし・地域をめざして」をテーマに開催するものでござい

ます。今回は「地域人教育」を指導して頂いております、松本大学の白戸総合経営学部教授の講演

と、公民館が抱える課題を考える分科会で、これからの社会に求められる公民館を考えてきたいと

いうところでございます。多くの皆様のご来場をお願いしたいと思います。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。 

はい、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、それでは続きまして文化会館から人形劇のまちづくりの推進に関する取り組みにつきまし

て１月版ということで、資料 No.３をご覧ください。 

12 月以降の取り組んだ状況と、今後の予定を記載してございます。その中で別でお配りを致しま

した青い色の紙でございますが、２月16日の土曜日の日にオランダの劇団によります、「Hands up!」

という手を使った人形劇を行います。こちらは子どもから楽しめる内容となっておりますので、お

時間がつきましたらぜひお越し頂ければと思います。それからもう一つチラシで萩本晴彦ホームタ

ウンコンサート第 18回ということで 3 月 28日の土曜日に文化会館ホールでピアノ三重奏というこ

とで予定しております。飯田信用金庫さんの支援もありまして、特に学生には安価な値段で一流の

音楽を聞いて頂きたいということで取り組んでおります。萩本晴彦さんについてはご存知の通り、

飯田市出身の音楽プロデューサーでありまして、「オーケストラがやってきた」等の番組を制作され
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た、故人の方でございます。 

 それからもう一点、資料ありませんけれども「オーケストラとともに音楽祭 2019」をことしもゴ

ールデンウィークに計画をいたしておりまして、実行委員会で準備を進めております。２月の上旬

の市の定例記者発表で内容を発表させて頂きます。詳しくは次回の教育委員会で報告をさせて頂き

たいと思いますけれども、準備を進めておりますのでご承知置きください。 

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まとめてございます。

報告、予定等記載がございます。特には報告の中で(4)新春お楽しみ企画として、年明け新聞報道も

ありましたけれども、三館のほうで色んな新春の企画をして来館者の皆さんに色んなお楽しみ企画

を体験頂いているという状況があります。それから３番として蔵書点検のための臨時休館というこ

とで例年そうでございますが、蔵書点検をご覧の日程で行い、休館をそれぞれ三館２月の内に予定

をしておるということでございます。以上でございます。 

 

○代田昭久教育長 

 はい、続きまして(8)美術博物館関係報告事項お願いします。池戸美術博物館副館長お願いします。 

 

◎池戸通徳飯田市美術博物館副館長 

 はい、お手元に「びはくにゅーす」１月号、２月号二つお渡ししました。オレンジ色の１月号に

つきましては先般６日の日に部分日食がございましたことを書きましたけれども、これは予定で書

いてあるという経緯でございますが、皆様ご覧頂いたでしょうか。美博の二階におきまして約 30

名、親子連れなどが来てくれました。あいにくの天気で少し曇り空で見にくかったとは言うものの、

大変好評だったというふうに受け止めております。このような天文事象に関して、下伊那の子ども

さんたちは結構興味があるのかなというふうに思っておりますので、このような体験型の鑑賞会な

んかもしていきたいなと思います。あとポイントで申しますと２月号の後ろには第 11回びはく学芸

会、２月３日ということ。それから当美博館長であります、滝沢館長の日本画実技講座がございま

すので、このようなことをやっているというお知らせを申し上げます。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。 

 

◎小椋貴彦飯田市歴史研究所副所長 
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 はい、歴史研究所でございますが、特に本日は資料はありません。先月の教育委員会のほうでチ

ラシをお配りしておりますが、来週末１月 26日の土曜日ですが地域史講座ということで 「木沢と

教育」というテーマで旧木沢小学校にて講座を開く予定であります。また内容については３月にな

ると思いますけれども教育委員会のほうで報告させて頂きたいと思います。もしお時間があればご

参加を頂ければ幸いであります。それからもう一点、来月の教育委員会でチラシを配布させて頂き

たいと思っておりますが、３月の中旬、飯田アカデミアを予定しております。内容については歴史

の教科書作りということで、元東京都の中学校の先生方が中心になって歴史の教科書を作られたと

いうことでありますが、それについて講座を３月 16日の日に予定しておりますので、またご案内を

させて頂きたいと思っております。説明は以上であります。 

 

○代田昭久教育長 

 はい、ありがとうございました。 

 ただいま学校教育課から歴史研究所まで報告事項がございましたが、ご質問等あればお願い致し

ます。 

よろしいでしょうか。 

 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長補佐 

 それではレジュメに戻りまして３ページをご覧頂きたいと思います。今後の日程つきまして主な

ものを記載してございますので、それぞれ個々に通知の準備があると思いますが、お願いしたいと

思います。あとは先にいきますが、年度末に向けて会議がありますので、こちらであらかじめお知

らせをしておきます。 

３月の定例会ですが当初の計画ですと、３月 12 日に予定しておりましたが市議会委員会が開催さ

れるということでございますので、３月 13 日に変更をお願いしたいと思います。こちらについては

先月の定例会でもお願いをしてございます。小中学校の卒業式が３月の 14,15,16日の予定で行われ

ます。また教育委員の皆様にはご出席をお願いしたいと思いますので、まとまりましたら具体的な

学校、日にち等を通知させて頂きます。それから年度末で恐縮なんですが、上郷公民館の竣工式を

３月 28日の木曜日に予定しております。こちらについても教育委員の皆様にご出席を頂く予定にな

っておりますので、詳細はまた別途通知の予定になっております。翌 3 月 29日が年度末の日になり

ますので、離任式等を行いますので連日で恐縮ですが予定をお願いしたいと思います。以上です。 

 

○代田昭久教育委員長 

 はい、ありがとうございました。予定については何かご質問ありませんでしょうか。 

はい、小澤教育委員お願いします。 

 

◇小澤由美子教育委員 

 はい、いつもご配慮いただいて校長会、教頭会には参加させて頂いてませんが、２月は参加をさ

せて頂くのですがお時間は何時から。 
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◎滝沢拓洋学校教育課長補佐 

 校長会、教頭会の日程ですけど、予定は３時からを予定しておりますのでお願いしたいと思いま

す。時間は協議内容によっては時間が前後する場合がございますが、一応午後３時でお願いします。 

 

○代田昭久教育長 

 はい、ありがとうございました。よろしくお願い致します。 

はい、それでは定例会を通じて何かございますでしょうか。 

よろしいでしょうか。はい、ありがとうございました。 

それでは平成 31 年１月定例会会議を閉じさせて頂きます。本日も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） 

 


