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飯田市教育委員会 平成 31 年２月定例会会議録 

 

１ 会議開会の日時 平成 31 年２月 14 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  

        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 

文化財担当課課長補佐：関島隆夫   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 

 会議録署名委員に北澤正光教育長職務代理に指名をした。 

 

△日程第４ 会議録の承認 

 １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 

Ａ４裏表の２枚で用意をさせて頂きました。今日は主にコミュニティスクールの件と、先日まで

ですが佐賀県武雄市に行ってまいりましたので、その報告をさせて頂きたいというふうに思います。 

 まず、今年度でちょうど本格的に始まって丸２年が経つコミュニティスクールですが、コミュニ

ティスクールの学校運営協議会、これには教育委員会の事務局が全てなるべく参加しようというこ
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とでそれぞれ参加していますし、私自身も時間があればできる限り出席しているような状況にあり

ます。まだまだ、２年ということで理念の浸透や現実的に動くというところが到達点としてはどう

なのかなというふうには思いますが、それでも今年度最後開かれている学校運営協議会、平均的に

は３回から４回、３回が多いかな、そういう３回目の協議会を参加しておりますが、非常に地域の

皆さんと保護者と学校の良い協議の場が持てる学校が増えてきたのではないかというふうに思いま

す。ここに書かせて頂きましたけれども、いわゆるどういう会議があったのかというと、今までは

評議委員会というのはたぶん学校で開かれていたので、学校を評価するとか、こんなことをお手伝

いするというような会議はあったのですが、積極的に学校運営に参画するとか協働して学校運営を

考えていこうという意識のある発言が多いなというふうに思って、これはコミュニティスクールの

大きな成果に結びついているのではないかというふうに思います。逆に言うと下に課題を書かせて

頂いたのですが、こういう意識で他の学校にも広がっていくといいな思っておりますので、こうい

う良い協議会が今後他の学校でも共有され、切磋琢磨できるような環境を作っていくのが教育委員

会の仕事かなというふうに思っています。 

いくつか参加していく中で具体的に３校、事例を報告させて頂きたいなというふうに思います。

まずは、さくじつですが、飯田東中学校に行って参りました。東中学校は公民館によって３地区、

橋南、橋北、東野があるので参加人数が 20 名以上あるそもそも人数の多い学校運営協議会ではある

のですけれども、充実した協議会が開かれているなというふうに思いましたが。まず、学校が用意

した姿勢というか、この会議に臨む姿勢が素晴らしいなというふうに思いました。配布資料が 20

ページにわたるものなんですが、学校の様子がよく書かれていたし、また課題なんかも整然と整理

された資料が配布されました。その資料を元に校長先生の説明さらに、各学年主任、１年、２年、

３年さらには、生徒指導主任からもですね学校の様子を１年間振り返ってという報告がありました。

本当に要旨にまとまっているというのもあって、端的に成果とそして課題なんかを的確に説明され

ていたなというふうに思いました。これが前半なんですけれども、後半は１人１回は発言するとい

う機会があって充実したやりとりがあったなと思ったのですが。やはり地域の人達から出たのはで

すね、ある意味での自省というか、地域に課題があるのではないかという声が結構あがりました。

挨拶ができないという学校の反省を踏まえて、いやいや、子供達に問題があるのではなくて挨拶は

双方向だから地域の人達がもっとしなきゃいけないのではないかという声が複数あったのと、逆に

ポツの２つ目に書いたのですが、地域の人達もしにくい、昔は色んなお付き合いがあったので、誰々

さんの家の息子とかそういうのをわかったので挨拶ができたけれども、今は誰々さんの家の息子と

か地区の触れ合う機会自体が少なくなっているので挨拶が難しいのではないかと。お互い子供も大

人も知っているような触れ合う機会や、そういうことを増やすことが重要ではないかという建設的

な意見がありました。地域の人達のそういう会話を聞いて保護者の皆さんからは、こんなにも地域

の方々が気にかけてくれていることには感謝をしなきゃいけないなという発言も保護者の方からあ

りました。どうしてもいまの子供達は保護者の視点からすると、自分のことだけを考えがちなので、

そういった学校でも友達でもない地域の関係というのはありがたいなというご発言もありました。

また、これは東中らしいなというふうに思ったのが、生徒の清掃活動や並木活動などを通じて、あ

る企業の方々が東中に影響を受けて町の清掃を始めたというようなところもあって、子供達の影響

を受けているのだなということがありました。また、アンケート結果から課題として朝ごはんを食
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べる生徒の割合が減っているというような数字があって、こういったことは地域や保護者と一緒に

やっていかないといけないなということもありました。 

２番目は鼎の学校協議会というよりは語る会ということで、50 名ほどの地域の方々、保護者の

方々、先生方が集まった会議が２月５日に行われました。非常に象徴的な言葉だったので矢印の２

つ目に書かせて頂きましたが、「校長先生が熱心に誘うので渋々参加しましたが、本当に来てよかっ

たと思いました。地域の方々がこんな思いで子供達を見守っていることがわかり感謝したいと思い

ます。」というような発言があって、やはりどうしても学校だけでいると学校だけで育てているよう

な気持ちになってしまうし、地域だけでいると学校はというような関係性になりがちだけれども、

こういう場があることによって、学校・地域・保護者が一緒に子供達を育てていくんだという意識

が共有されたかなというふうに思って、先生方はたぶん 15,6 人来ていたと思いますがこういう輪が

広がっていくと益々いいなというふうに思いました。東中と同じような質問が必ず出るなというの

が挨拶の問題で、もうちょっと挨拶をしたいけれども、そのためにはもう少し交流をしなきゃいけ

ないというふうな意見が鼎小中でも出ていて、それはポツの４つ目ですね。学校をステージにする

活動と、地域をステージにする活動その両方が充実してきていると、それで挨拶がしやすくなった

という話があって、地域の人達も学校に入るのはいいのだけれども、子供達も外へ出ていく、この

両方が充実することによってお互いが顔見知りになって、挨拶ができ、そのポツ２つ上になります

けれども、私なんか名前を呼んで挨拶できるようになったよというような地域の方々からのご意見

もありました。また東中と共通しているところが、やっぱり戻ってきて欲しいなと、飯田を、鼎を

離れても、鼎に戻ってきて欲しいなと。それはこういった輪を広げていくことでできるのではない

かというご意見も頂きました。ポツの一番下に書かせて頂きましたが、先生からの感想で飯田市に

初めて赴任してきましたが、鼎の地域のことがよく日記に書いてあると、こんな地域は私赴任して

も初めてで、こんなこと聞くとやっぱり地域の人達は非常に喜んでいることがあって、こういうの

はやっぱり地域に住んでいると分からないので、こういうことの情報交換というのは価値があるな

というふうに思いました。 

また、１月最後にいわゆる今年度最後という学校運営協議会ではたぶん一番早く１月中に今年度

最終という学校運営協議会をやったのですが、校長先生の戦略性が見えたなというふうに思いまし

た。というのは、来年度の計画をこの時点で決めるので、ぜひご意見をくださいという場にしてい

ました。まさに学校経営の協力参画だなと思っていたのですが、例えば３ページの一番上にいって、

部活動も来年度は総合運動部というのを作っていきたいというふうに提案があったりとか、夏休み

の長期化をしていきたいのでこんなふうに考えているという原案のところから巻き込んでいるので、

もちろん地域の人達は「えっ。あの部活がなくなっちゃうの」とか色んな不安がある中で、この時

点で解消したいと、結局は校長先生の原案に落ち着きました。そういった落ち着いたところは、自

信をもって来年度の計画がたてられるなと思って。この学校運営協議会、保護者・地域のいわゆる

承認を得たということを上手く活用しながらやっているそんな学校も出てきたなというふうに感じ

ました。さらには学校グランドデザインのほうに関わって保護者がやること、地域がやること、こ

こら辺についての反省を振り返っている点でも、戦略的な学校運営協議会だなと思いました。いず

れにしろ冒頭お話ししましたが、地域とともに子供を育てるというところのコミュニティスクール

の大きな柱とすると、そういったことを理解している校長先生が出てきてそういう会議を開くこと
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によって、徐々にこういった認識も広がっていくのだろうなと期待して参加しています。また今年

度終わりましたら総括していきたいなというふうに思いますので引き続きよろしくお願いいたしま

す。 

２番目のところで、佐賀県の武雄市、４年前までお世話になりましたけれども、いま特別顧問と

いう形になっていますので、年に一度視察をしたりだとか研修をしたりするために、昨日、一昨日

と佐賀県武雄市のほうに行って参りました。やっぱり感じることは、どこかのタイミングで長野県

て非常に色んな数値が特殊だったりするケースが多くて、以前こんな話をしたことがあるのですが、

長野県は色んな独自の教育政策をしていますねという話をすると、すごい教育県として先端を走っ

ていて他の県に研修に行っても学ぶことないなというくらいの時代もあったんだよという話を聞い

たことがあります。じゃあいま、もちろん学びを大事にしているところもあれば、逆に他の県が先

行している部分もあるので、そういったところは県の習慣、飯田市の習慣としても他の進んでいる

自治体は謙虚に学ぶということも大事だなというふうに思っています。実際に佐賀県も薩長土肥の

肥前で、大隈重信やそういった教育改革をした県ではあるのですけれども、そういった流れの中で

ＩＣＴ教育も日本でも最先端の地域だなというふうに思いますが、本格的に始めて７年目です。い

ま、飯田市も３年目なのでこの積み上げの差はいかんともしがたいのだけれども、試行錯誤しなが

らじっくりやっているなということが総論としての感想です。いまプログラミング教育とかもやっ

ていますが、先行している自治体でも試行錯誤しながらやっているので、そういった試行錯誤を学

ぶことによって同じ間違いをしなくてできるのかなというのも思いました。 

具体的に３つ書かせて頂きましたが、プログラミング大会で私が勤務していた武内小学校の教え

子が全国大会に昨年優勝して、一昨年、去年は準優勝だということもあって。なにがこういうのは

積み重ねかなと思ったのは、プログラミングだったら全国大会で優勝できるんだという自分に自信

を持っていることが偉いなというふうに思っていて。「準優勝では悔しかった。」と、「優勝してシリ

コンバレーの研修に行きたかった。」というのをするっと言っている子供達を見て、やはりこういう

意識や高い志というのは教育環境を作っていかなければいけないなとそんなふうに思いました。２

番目は先程少し触れましたけれども、平成 26年度からいまから４年前から武雄市のプログラミング

教育を始めていますが、かなり試行錯誤ですね、先生方どうやっていったらいいのかということ。

特に学習指導要領でやっているようなことはかなり実証研究しているので、その中で苦労している

という話をしましたけれども。私自身、大事だなというふうに思っているのがエストニアで確信を

してきたわけですけれども、指導要領にのっているものをやっているよりは、自分がこういうふう

にやったほうが面白いのではないかということがすごく工夫が生かされているなと、いうのがエス

トニアへ行って、学校の現場の先生が考えたプログラミングがやっぱり子供達にとって一番面白い

んだよということ。さらには、企業と連携しながら最先端をやることがチャンスになるのではない

かと、そんなことを伝えたわけなんですけれども。まさにモデル校である山内西小学校というのは

モデルがない中で、自ら先生方が考えたりだとか企業のＤeＮＡとやっているというところで言うと、

後押しするような形にはなったと思いますが、そんなことを確認しあった講演会になりました。最

後に、１年に１度行ってみて改めてふと気が付いたのは、小学生の姿勢が良いなというふうに思い

ました。立腰教育という森信三先生が人間に主体性の確立ということで、戦前戦後でブームになっ

た 1 つの教育手法であります。単なる姿勢を良くしましょうというよりは、精神性を説いたものな



5  

んですが、佐賀県近辺というのは授業の前にこう言うのですね「はい、背骨・腰骨を立てましょう、

はい」と、これが必ずフレーズになっていて、なんでこんなことやっているんだろう、私も立腰教

育を全く知らなかったのだけど、そういうので姿勢を良くするということがあって、写真で何枚か

撮ったんですが、非常にいいなという印象があって。どのくらい確率的な裏付けがあるかどうかは

定かではないのですが、少なくとも学力と姿勢というのは相関関係し体力とも相関関係があるとい

う中で言うと、こういった姿勢も時々私も飯田市の教育を見に行った時に、くたーとなっている子

供達を見るので、そういう子供達にも姿勢というものも大事にしていきたいなと改めて思いました。 

はい、すみません。少々長くなりましたが、２つの事例を挙げさせて頂きました。何かご意見ご

質問等ありましたらお願いします。よろしいでしょうか。また、よろしくお願いいたします。 

 

△日程第６ 議案審議 

〇代田昭久教育長 

それでは、日程第６議案審議。今月の議案審議は１件です。それでは、議案審議にうつります。

議案第３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３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お願いいたし

ます。飯田市就学援助費の支給について別紙の通り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。よろしくお願いいたします。 

 

〇代田昭久教育長 

はい、ただいま支給対象者の認定についての説明がありましたけれども、承認ということでよろ

しいでしょうか。 

（「よろしくお願いします」と言う声あり。） 

はい、ありがとうございました。それでは議案第３号は承認されました。 

 

△日程第 7 協議事項  夏季休業の期間等について 

○代田昭久教育長 

 日程第 7協議事項、夏季休業の期間等についてお願いいたします。 

はい、それでは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、お願いします。夏季休業の期間等につきまして協議頂きたいというものでございます。後

ほど説明いたしますが、県教委から夏休みの期間のあり方についての通知もございまして飯田市教

育委員会としてどう対応するか、教育委員の皆様で協議をしていただきたいというものでございま

す。本日は私のほうで県教委の各方針と市教委の規則等の説明をさせて頂きますので、後ほど教育
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長のほうからまた補足をしていただきます。 

 まず、いまの議案第３号の次のページでございますが、飯田市教育委員会の規則等の説明をさせ

て頂きます。そこにもありますけれども公立学校の夏季における休業日等は市町村の設置する学校

にあっては、当該市町村の教育委員会が定めることとなっております。これは下にありますが学校

教育法の施行令ということで、第 29 条の第１項ですね。そこに「市町村又は都道府県の設置する学

校にあつては当該市町村又は都道府県の教育委員会が、公立」云々と書いてありますが、そこが定

めるということになっております。もう一つ、これを受けまして、飯田市教育委員会では、飯田市

小学校及び中学校管理規則で「あらかじめ教育委員会の承認を得て、校長が定める」ということで、

管理規則の中でも決めております。それが下のほうにありますが、そういうことで夏季休業につき

ましては決めておるということであります。 

その次のページ以降ですね、ありますのが長野県教育委員会が、31 年の１月、今年の１月に出し

ました「夏休み期間のあり方について（最終まとめ）」ということであるものでございます。長野県

の特徴等、長くありますが本日は要点のところということで、そのあり方についての９ページを開

いて頂けますか。結論というところが出てございます。既に新聞報道等でこの検討委員会の内容等

の報告がありましたが、最終的に長野県教育委員会から結論ということで送られてきたものがこれ

でございます。読みながら説明をいたしますが(1)の基本的な考え方の一番下の丸でございますが、

「県教育委員会としては、長野県内のすべての児童生徒にとって望ましい学びのあり方を探求する

という立場に立って、次の(2)に掲げる方向性で検討を共に進めることとする」ということで方向性

を示してまいりました。(2)の方向性であります。要点を説明しますが、児童生徒の主体的・自律的

な学びの充実、専門性を高める教員研修の充実というこの二つの観点から段階的に一定程度延長す

る方向で検討を進めましょうという、そういう方向性が出されております。①の中の主体的・自律

的な学びの充実についてはいくつか示されておりますが、「日常を離れて取り組んだり、豊かな自然

の中での体験などを通して、自分なりの問いを立てたりするなど、夏休み中の児童生徒の学びを支

える仕組みの整備について検討を進める」と。また２番目の丸でありますけど、「児童生徒の学びの

場の整備・拡充」。三つ目の丸になりますけれど「児童生徒が主体的・自律的に取り組む「学びの場」

としての観点からの充実」。四つ目の丸になりますけど「夏休み中の宿題については、一斉一律の宿

題を見直し、主体的・自律的な学びの成果を実感できるものになるよう、検討する」。そういうこと

で主体的・自律的な学びの充実について方向性を出しております。②は教員研修の充実についてで

ございますけれど、丸が３つありますけど、「県内外で開催される研修会やセミナー等に教員が自主

的に参加できる時間や体制などを検討する」ということで。検討するとか、充実するというそうい

う方向性を出しながらやっていくということでございます。めくって頂きまして裏側になりますけ

れど、今度は授業時数の確保というところになりますけれど、授業時数の確保につきましては年間

計画全体の中で検討を進めましょうということと、「夏休み期間の段階的な延長を検討する」という

ことで、段階的に延長を検討しなさいということであります。あと「卒業式や高校入試合格発表後

に登校日を設ける等、春休みの短縮について、市町村や各学校の実情に応じた対応を検討する」と

いうことで、県はこういう方針でやっておるということであります。 

今後の進め方としましては、①の市町村立小・中学校、義務教育学校というところにつきまして

は、年度内にこれは 30 年度内にということですが「県内外の市町村の取組事例について取りまとめ、
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情報共有する」ということと、色々な課題が検討する中で出てきますので課題解決につきましては

「必要に応じて助言、支援する」そういうことで長野県教育委員会は今後の進め方につきまして、

方向性を出してきております。これにつきまして今日協議を頂きたいということであります。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す。いま説明がありましたが県のほうから段階的に一定程度延長する

方向性が出ている現状ではあります。その中で飯田市教育委員会としては、方向性としては既に 12

月でしたね。私のほうからこの冒頭の文書にあるように、冒頭の学校教育法第 29 条にありますよう

に、市町村の学校の夏休みというのは市教育委員会が定めるものですので、そもそも教育委員会の

ほうで学校と十分に相談しながら、その意義についてしっかり考えながら進めていきたいという方

針に、大きな方向にブレはないなというふうには思っておりますが、できるだけせっかくの機会で

すので、夏休みのあり方やどういうふうにしたら子供たちの充実した学びにつながるか、このこと

についてはしっかり学校現場にも考えて頂き、充実した夏休みが送れるようにしていきたいなと。

単なる長さの延長ではなくて、その質的なものをきちんと問えるような伝え方を学校のほうにも考

えていただきたいなと、そんなふうに思っているわけです。そんな訳で委員の皆さんにもご意見を

頂ければなと思います。よろしくお願いいたします。 

はい、三浦教育委員お願いします。 

 

◇三浦弥生教育委員 

 すみません、ちょっと私が理解していない部分もあるのかもしれませんが、また訂正していただ

いて。夏休みを一定程度延長するということにあっては一番の理由は、私は夏の猛暑が原因でこう

いった話が挙がってきていたのかなというような理解がありました。飯田市もたくさんの予算を組

んで負債も負いながらエアコンの整備をするというような形のお話を伺う中で、延長をしなくても

学校が快適な設備が整えば、そういった議論はないのかなというふうに思っておりましたけれども。

これはそういった猛暑とかといったこととは別に、受け皿として夏休みに何か学べることがあれば

延長していくという、そういうことの内容なのかというところです。また、エアコンといった環境

整備にあっても順を追って整備していかなければいけないということを考えてみれば、整備できる

所できない所が何年か続く。そうしたときに学校毎にそういった対応が必要ということの考え方が

あるのか。ちょっと私は猛暑と夏休みの延長という考え方だったもので。その辺のご説明も。訂正

があれば訂正頂きたいと思います。 

 

○代田昭久教育長 

 はい。当初は猛暑から入ったんです。ただ、いまはその猛暑の議論は本質的な議論ではないとい

うことであったので、きっかけとしてはこの暑い夏というふうにあったんですが。今の夏休み延長

の議論は暑さとはきっかけであって、本質ではないということで横に置いています。むしろ他の都

道府県との差からもとがなっていくんじゃないか。それはどうしてかと言うと研修、全国的な研修

が入れなんじゃないかとか。また宿題やそういった豊かな学びが、そういうことで少なくなってい
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るんじゃないかというふうな、正に質的なものの議論に移行している中で、もう少し長くしたほう

がいいんじゃないかという経緯を辿っています。 

 

◇三浦弥生教育委員 

 わかりました。前もそういったお話がありましたか、すみません。だとすれば一石二鳥という訳

ではありませんけれども、環境整備をする。環境整備をしたその間学校に子供がいない期間が増え

たということはどうなのかなというようなところが、ちょっといま考えられるところです。なので、

これからエアコンの環境整備をしていくという段階にあって、もしそういった延長で、より子供た

ちに教育の質が高くなるということであればそういったところも見据えた上での学校の整備、環境

の整備というものも併せて考えていったほうがいいのかなといま少し思いました。 

 

○代田昭久教育長 

 その通りですね、その通りだと思います。それは大事な視点だなと。 

 実際には全国的な動きの中ではこれだけ整備をするので夏休みはもう少し短くてもいいんじゃな

いかという議論は色んなところでは始まっていますし、私が行った佐賀でもそれは十分に検討して

いるという話がありましたので、まさに仰るように設備の問題と子供たちの学ぶ環境、さらには単

に長くしたらその受け皿となる子供たちの居場所というのも併せて考える必要があるので、私とし

ては学校と地域としっかりと話し合いながら段階的でも十分だし、むしろ学校によってはこれで十

分という判断ももちろん尊重されるべきかなというふうには思っております。 

 どうでしょう。 

 

◇北澤正光教育長職務代理者  

 今すぐにという意見ではないのですが、今回のインフルエンザの流行で学級閉鎖になったお子さ

んは児童センターやそれに類する施設でも、例えば兄弟のクラスが学級閉鎖になっているお子さん

は本人は元気であっても児童センター等へも行かれない、保護者にしてみると兄弟が次々に罹患す

るというようなことが起こった時に、何日も家で子供を見ていざるを得ない。特に、核家族でお子

さんを養育されているようなお宅で、しかもご夫婦ともに働いているといったような場合に、受け

皿がないというのはかなり困った状況が生まれてしまう。つい数日前に新聞等でも話題になってい

ましたが、受け入れ態勢がもうちょっと柔軟であってほしいと思う。施設では流行を防ぐ立場から

来てもらっては困るという。実際には、子供の居場所がなくなって宙に浮いてしまうといったこと

が問題となっている。夏休みを延長するという話になった時にも、いま教育長の話にもありました

ように、ただ長くするの短くするのといったレベルの話ではなく、子供達がどこにいて充実した時

間が過ごせるのかといったところから、保護者の方のご意見とか、地域でその時の受け皿が作れる

のかといったことも含めての議論をしないと意味がないのではないか。暑いから云々といったとこ

ろだけ、全国と比べて長野県が短いから長くしたほうがいいとかといったところだけで話をするこ

とではないのではないかということを県の検討委員会の資料を見ても思います。最終的に県教委か

ら出てきたものも、来年すぐに結論を出しましょうということにはなっていない。どの項目も「検

討する」で提言が終わっているという経過なので、特に来年については 10連休等もある経過から、
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いきなり夏休みの期間を長くしましょうみたいなことになった時には、授業時数の確保など、カー

ブを急に直角には曲がれないので、慎重に進めていかなくてはいけないと思います。 

 

○代田昭久教育長 

 小澤教育委員いかがですか。 

はい、伊藤教育委員お願いします。 

 

◇伊藤昇教育委員 

 はい、まだあまり意見らしい意見は言えないんですけれども。健康への配慮ということも当然入

口としてはあったということですけれども、その後の「主体的・自律的な学びの充実」ここがけっ

こう難しいところで。この辺のところについては、私はまだあまり深く読んでいないので、あまり

触れられていないような気もしますけれども。子供の居場所の問題もさることながら、この主体的・

自律的な学びの充実というのがどうなのかなというところ、もうちょっと具体的な所が見えないと

いう。これからだと思いますけれど、どんなものが出るのかなと。期待しています。 

 

○代田昭久教育長 

 はい、三浦教育次長お願いします。 

 

◎三浦伸一教育次長 

 はい。北澤教育委員、それから伊藤教育委員からもお話がありました９ページの(2)の方向性の①

でございます。長期休業が長くなるということは当然ここに検討項目で挙がっているものを、県教

委じゃなくて市町村教委が考えると、環境整備をするということになっていまして、なかなかそこ

についてはまだ十分な、飯田市教育委員会としての議論が詰まっていないという状況かなと思いま

す。ただ例えばですね、１つ目の丸「興味関心があることに、じっくりと、日常を離れて取り組ん

だり、豊かな自然の中での体験など」これは飯田市の場合は夏休み中に、美博や宇宙留学サマーキ

ャンプもそうですけど、生涯学習・スポーツ課が農業体験・宿泊研修みたいなことをやっています

し、社会教育機関があることによって、そういうことはいまでも準備がされているかなと思います。

また、公民館は夏休み中にいくつかの地区ですけど、子供の居場所づくりのための事業を行って頂

いています。これから課題になるのは３つ目の放課後、ここには子どもクラブと書いてありますけ

ど、飯田市の場合は「放課後児童クラブ」、これは年間を通じての登録制で、なおかつ１年から３年

までの低学年を重点的に、長期休みもお預かりをしています。それは日常的な支援員と登録されて

いる家庭の保護者が当番で出て頂いてということになりますので、登録されていない方をお預かり

して、子供の居場所を作るということになると、いまの放課後児童クラブの仕組みではできないと

いうことになりますので。この放課後児童クラブ自体は飯田市教育委員会が所管している事業です

から、教育委員会の中ではここが今後一番大きな課題になるのかなということで、放課後児童クラ

ブもほとんどの所が建物、公共施設等を使ってやっていますから、もう物理的にこれ以上定員を増

やせないというそういう課題がある中で、長期休業だけ受け入れるという余裕はいまのところない

ということですが、ここに対する希望は多分今後増えてくるだろうなという状況だと思います。 
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○代田昭久教育長 

 はい、ありがとうございました。総合的に対応していかないと、長くすればできるというもので

もないので。今後も飯田市としてはじっくりと進めていきたいなと思っています。 

 はい、ありがとうございました。それでは以上をもって協議事項を閉じさせて頂きたいと思いま

す。 

 

△日程第８ 陳情審議 

○代田昭久教育長 

日程第８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(1)教育委員報告事項 

○代田昭久教育長 

日程第９その他(1)教育委員報告事項お願いします。 

教育委員のみなさんの中からご報告があればよろしくお願いいたします。はい、三浦教育委員お

願いします。 

 

◇三浦弥生教育委員 

 はい、飯田ＯＩＤＥ長姫高等学校の評議委員をやっている関係で１月 18日に課題研究発表会とい

うものに出席しております。ここで色々な生徒さん達の発表を見させて頂いていますけれども、地

域企業と一緒になったり、また地域の人たちと一緒になったりということでの研究発表、本当に立

派なものがあるなというふうに感じております。12 月 21 日に同じ方向で地域人教育成果発表とい

うことで、商業科の発表等もあったかと思いますけれども、私のほうは建築・土木・工業・商業全

ての学科の発表を聞いております。身の回りにある物を自分で作ってみるというそういった、専門

の企業さんから知識を頂いて作ってみるといったものや、全く新しいものに取り組むといったこと

で美術博物館さんと一緒になった発表のほうもブースのほうで見させてもらいました。先輩のほう

から受け継いだものをまた新たに自分たちで引き継いでやっていくと、そういう研究もありました。

一つここでお話したいのは、どれもそうですけども良いなと思ったのは建築の生徒さんたちが色々、

飯田市の駅の、教育長さんもご覧になったかもしれません、飯田駅の裏手の土地をどんなふうに利

用していくかということで、建物を構想するというようなところでした。建物、これは技術的なと

ころでしっかりと建物を作っておりましたけれども、高齢者と子供達が一緒になって楽しめるよう

なそういった施設だと、お年寄りの施設とあと保育施設なんかが一緒になって、人が交流するよう

な施設というところのコンセプトで作っておりました。私が本当に感じたのは、ただ建築物を作る

という専門的な分野だけではなくて、地域を見る、そして考察するといった、この地域での地域人

教育と言うのでしょうか、そういうところのしっかりと学びができていて、きちんとそういったと

ころが考察できているなというところを感じました。ですので、生徒さんですとか担当の先生にお

話しをお聞きしたら、やはり建築物を作るといったその前に、いまこの地域には何が必要かといっ

たところを、実際のところを出て歩いて、飯田市の現状を歩いて知って、何が問題か、それを自分
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の専門的なところに生かして作品を作るというようなところを聞いたときに、こういった教育は本

当に大切だないうところを感じております。 

一点、教育委員会のほうに質問させていただきたいと思いますけれど、いま「エス・バード」と

いうことで竣工が終わりまして、あそこは地域振興とあと人材の育成といったようなところがコン

セプトでしょうか。ということで航空宇宙産業というところにも力を入れていくと、そういったよ

うなところだと認識しています。そういった中で、例えばこういった地域の総合技術高校みたいな

こういうところとも、連携ですとか、教育委員会、教育委員会というよりは飯田市でしょうか。飯

田市の考え方。そういうところで、やはり教育。小学校、中学校、高校といったところまで点では

なくて線でつないだ時に、そういった場所と、そういった高等教育機関といったところのなにか連

携とかがあるのかどうかというところを、ちょっと私は分かりませんでしたのでこの場で少しお聞

きしてと思っておりました。 

 

○代田昭久教育長 

はい、ありがとうございました。じゃあ事務局のほうでその高校との連携について。 

 

◎秦野高彦飯田市公民館副館長 

 「エス・バード」のほうですか。 

 

◇三浦弥生教育委員 

 そうです。 

 

◎秦野高彦飯田市公民館副館長 

 すみません。「エス・バード」についての情報というのは公民館では持っていないのですけれども。

大学との連携ということで、企画課が中心に、大学院生の授業を高校生が受けるというようなこと

を実際には行っております。また大学院の研究者から一般の皆さんが学ぶというようなことも行っ

ておりまして、そこに高校生が参加したということがあります。飯田市では高校の中だけの地域人

教育だけではなくて、高大連携といった大学と高校生を結ぶというような事業を教育委員会管轄で

はなく、企画課の管轄で実施をさせていただいています。 

 

◇三浦弥生教育委員 

 ありがとうございました。 

 

○代田昭久教育長 

 はい、ちょっと補足をするとですね、「エス・バード」自体は県との経緯があるので、なんでもか

んでも使えるという状況、目的で使えるということではないんです。ただ三浦教育委員が仰るよう

にあそこの有効活用自体は、飯田市の大きな今後のテーマなので、そういったことの可能性という

のも追い求めていくべきだろうというふうに思いますし。小・中それから高の接続というのは飯田

の課題に留まらず、日本の教育行政における課題だなというふうに思うわけです。それはいま基礎



12  

自治体が小中の義務教育を管轄し、高校生が県が、都道府県が持つという中でその連携をどうする

のかというのは、大きな課題なので、むしろそこの部分は県庁より少し距離をもった飯田市が独自

の色合いを出していくというのは非常に、地理的にもできることだと思うので。そういったことは

したいと思いますし、いま言っていた、秦野市公民館副館長が言った大学との連携、要は学輪ＩＩ

ＤＡともどういうふうに大学とも連携、いわゆる一つの大学がないこの地域がどうやって大学ネッ

トワークを利用していくかというのも課題なので、まさにご指摘して頂いたところを深掘りしてい

くのは今後のテーマかなぁというふうには思います。 

 

◇三浦弥生教育委員 

 はい、わかりました。 

 

○代田昭久教育長 

 はい、それじゃあどうぞ。 

 

◇北澤正光教育長職務代理者 

 大きく括れば教員の研修ということになると思うのですが、１月 26日に下伊那教育会の「郷土調

査部研究発表会」、２月２日には「教科等研究まとめの会」というのに行き、２月１日には市内のあ

る中学校、その学校の教科指導研究に３年間関わらせてもらってきていて、その学校の全員の先生

が１年に１回は授業公開をするのを毎回見させてもらうということを繰り返してきました。そんな

三つの出来事から感じていることを申し上げます。 

まず、郷土調査部の研究発表。さっき夏休みを長くして教員研修の充実にも充てましょうという

ようなことが県の提言にもありましたが、郷土調査部は 10 の研究委員会、自然科学分野では気象、

地質、陸水、生物委員会、人文関係では歴史、資料、考古学、地理、菱田春草、西尾実に分かれて

います。それぞれの委員会が、下伊那地域のことを題材として地に足の着いた研究テーマを掲げて

共同、個人で研究する。基本的にはフィールドワークです。例えば気象委員会では伊那谷の霧の発

生のメカニズムについて数年間の観察結果をまとめて発表する。歴史委員会では「日露戦争と下伊

那の学校」について資料を掘り起こして紹介・考察し、現在の学校教育に生かせることを探るなど、

色々な発表がされている。信濃毎日新聞には、丘の上のコンビニがどんどん減って郊外のほうに増

えているという地理委員会の研究が載っていました。どっちにしても他郡からみえて、下伊那のこ

とを全く知らなかったような若い先生も、そういう委員会の委員として１年間なり３年間ぐらいテ

ーマを持って研究に従事した結果を発表している。地域に密着したテーマを決めて、それを科学的

に研究をした成果が発表される機会です。そういうことを通しながら、他郡から来た若い先生方も

下伊那のことを知り、そうやっていく手順が実はそのまま授業を作っていくときに地域のより身近

な出来事から導入をして、その背後にある科学的な真理を学ばせるという分かりやすい授業を作る

過程そのものなんです。そういうことを学んで発表されているという会でした。 

また、ある中学校の授業公開というところでも強く感じたことですけれど。例えば、３年前に他

郡で１期だけやって下伊那にお見えになった女性の先生がいました。学校規模が小さくなってきて

いるので中学校の中では一人だけの教科なんです。そうすると誰にも相談する機会がなくて、音楽
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科の先生だったりすると「前の学校で三年間、本当に中学の音楽を教えてきた人」って思わせられ

るくらい頼りない授業をされていたんですが。その学校では校内の先生方も工夫されてチームを組

んで教科研究をする。一人教科の先生が多いので、先生同士の年齢構成や強化の特性なども考えて、

校内で３つくらいの研究チームを作って、教科は違うんだけど一緒に相談に乗って、授業を作ると

いうようなことを三年間されてきた。その結果、若い先生方がすごく育っている。３年経って見せ

てもらった授業は本当に安心感があるというか、焦点をピシッと絞った授業ができるようになって。

本人は気が付いていないと思うんですが、こちらから見ると「随分自信がついた。そこに立ってい

る佇まいが、この教科の専門の先生だなという佇まいに変わってきた」というふうに育っている。 

したがって、「働き方改革」の議論がされていますが、将来ある子供たちにその土台となるところ

を教える、この教師という仕事についた人たちに、働き方改革という名の下で単純に勤務時間が長

いとか短いとかそういうレベルで、または業務を軽減するとかというレベルだけでの改革の議論で

あってほしくないなということをうんと感じたのです。むしろ私はその先生方の育ちを見ていて、

働き方改革と言うよりも「学校や教師としてのあり方改革」という視点で検討してほしい。本当に

この仕事を志してやっていく時に、自分はどう在りたいのか、どういう研鑽をして子どもや保護者

の願いに応えていこうとしているのか。そういう場を具現するために、学校は何を充実させ、何は

外部機関へ任せるのか。そういう「あり方の改革」が問われているんだなというふうに思います。

時間の長短や業務の増減といった表層的な話ではないということを、先ほど申し上げた３つの「ま

とめの会」を見させていただきながら強く感じました。直裁に言えば、研修している先生は育って

いるという当たり前の結論を得たということです。以上です。 

 

○代田昭久教育長 

 はい、ありがとうございました。他はいかがでしょうか。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、報告というかなんですが。先日テレビのある番組を見ていたら北海道の小さな小学校が出

ていたんですけれども。その小学校は冬になるとグラウンドが一面スケートリンクになるらしいん

です。それをＰＴＡの方と地域の方々が、年末の忙しい時に 15日から 20 日間かけて作るんだそう

ですが、その時のインタビューに答えていた方の言ったことが「この地域では 50 年以上前からＰＴ

ＣＡという言葉が根付いている。」と。ＰＴＣというのはＰＴＡに Community、地域が入っている、

ということで根付いていて。その地域の方々も率先してスケートリンクを作っていて、また空き時

間ができると子供たちにスケートを教えに来ていると。そして大会という名の競技会では、孫が通

っているわけではないけれども、地域のお年寄りの方々が来ていて、本当に一生懸命応援、子供達

の成長ぶりを喜んで応援しているという姿があるというのを見て、コミュニティスクールというか、

地域で子供を育てるという私たちがやっていることと、同じことだけれども、そういう言葉が根付

いている地区というのは素晴らしいなと思って見たので。ＰＴＣＡって皆さんはご存知だったと思

うんですけど、初めて聞いたのでちょっとご紹介させて頂きました。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。 

 

◇伊藤昇教育委員 

 きょうはありません。 

 

○代田昭久教育長 

 はい、ありがとうございます。あの、必須ではありませんので。 

はい、ありがとうございました。また引き続きよろしくお願いいたします。 

それでは各課からの報告事項に移りたいと思います。 

 はい、それでは、(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。 

 

◎櫻井毅社会教育担当参事 

 ありません。 

 

○代田昭久教育長 

 はい、ありがとうございます。 

それでは(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、お願いいたします。まず平成 31 年度の学校給食費につきましてお願いをいたします。資料

No.１ということで本日の綴りの中にもございますのでお開き頂ければと思います。平成 31 年度の

学校給食費につきまして、前回説明をさせて頂いて以後、理事者、地域等の話を聞いて、この内容

で決定をして参りたいというものでありますので報告をさせて頂きます。学校給食費につきまして

は、南信濃給食センター配食校分、上村・南信濃にあります小中学校。あとそれ以外の飯田市にあ

ります５調理場等で額が分かれておりますが。今回は値上げをさせて頂きたいというのは、南信濃

給食センターの配食校分の給食費でございます。給食費の改定につきましては(2)のところにござい

ますけれど、小学校が３円値上げをして 297円。中学校が 10円値上げをさせて頂いて 340円という

ことでありまして。その他の市内５調理場分につきましては、来年度は据え置きをさせて頂きたい

というものでございます。値上げの理由につきましては、副食食材・主食、お米になりますがその

供給価格の上昇に対して、食数では吸収できないという理由。あと色んな献立等を工夫しながら平

成 26年の給食費からずっと据え置いてやってきたんですけれど、やはり工夫だけでは定められた栄

養摂取の確保ができないと、そんな理由でございます。今後につきましては２月の 21 日の校長会で

改定案につきまして説明をさせて頂いた後、３月に入ってから各小中学校の保護者宛に通知をして

参りたいというものであります。説明は以上です。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す。続きましてイ平成 30 年度小中学校卒業式及び平成 31 年度小中学

校入学式等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。 
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◎高坂徹学校教育専門幹 

 はい、それでは資料 No.２をご覧ください。30 年度卒業式及び裏面が 31 年度入学式のほうであり

ますが、出席者一覧の案のほうを提出させて頂いております。ご覧いただきまして、ご都合等悪い

ことがございましたら会が終了した後お知らせいただくか、後日でありましたら上沼課長補佐のほ

うで調整をしておりますので、ご連絡いただければと思います。 

続きまして一枚めくって頂きまして教育委員会挨拶の案をご覧ください。小学校卒業式でありま

すが。ご覧いただきまして最初の導入がございまして、その後の四角の中で、各学校に卒業生に関

わるエピソード等を紹介をかけたいと思います。そこに数行でありますが、入れていただきます。

中段がありますが、京都大学の本庶佑先生の例を載せまして、がんで苦しむ多くの患者さんをなん

とか助けたいという気持ちで努力したと、そういう気持ちを大切にしてくださいということをお話

しいただければと思います。続きまして、中学校に入ってからは、小中連携・一貫教育を行ってき

ているので安心して中学校生活を送ってくださいということ。次の段落では保護者の皆様、それか

ら地域の皆様方にお祝いとお礼含め、地域の皆様にはコミュニティスクールの活動のことを話して

頂ければと思います。次のページ中学校卒業式でございますが、手前側につきましては小学校とほ

ぼ同じとなっております。少し難しい言葉を使ってございます。後半では８年後にリニアが通りま

すが、飯田市が大きく変わっていくかと思いますけど、たくましく生きて将来飯田市を担う人にな

ってほしいと。そういうようなことを述べております。次のページにいきまして小学校入学式のほ

うの挨拶がございます。第三段落の所で小学生向けに一つだけお願いということで「元気な挨拶を

しましょう。」ということを入れさせていただきました。その次の段落では在校生へのお願い、次の

段落では保護者の皆様方に小中連携一貫教育、我が家の結いタイムの関係、コミュニティスクール

の関係等々がございます。最後に地域の皆様へのお願いということで結んでございます。その次の

ページであります。中学校の入学式でありますが、第三段落のところでは、将来どんな職業に就き

たいかというようなことを入れまして、いまのランキング、それから過去のランキング等々も入れ

ながら世の中は急速に変化していると、でも心配せず中学校生活を一生懸命頑張ってくださいとい

うことで、まとめてございます。以上、よろしくお願いいたします。３月の定例会の時にはきちん

としたものをお配りできると思います。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、ウ平成 30 年度飯田市小中連携・一貫教育推進委員

会報告書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  

 それでは別冊の資料をご覧ください。19日に行われます小中連携・一貫教育推進委員会最後の委

員会で報告いたします案をお示しいたしました。読み取って頂きまして、構成としましては４つの

窓口、Ａ授業改善、Ｂ人間関係づくり、Ｃ９年間の教育課程、Ｄ組織の構築に関しまして、それぞ

れ検証を入れてございます。ちょっと時間がございませんので、細かくご説明いたしませんが、そ

れぞれに関しまして全国学力・学習状況調査の質問用紙の結果から考察できる点、それから各中学
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校区から発表頂きました実践事例について紹介しながらまとめております。 

この中の 14 ページを見て頂きまして、14 ページの下、緑のラインボックス内にありますが、各

中学校区に配布されております教育支援指導主事の皆さんの実践事例というのも入れさせていただ

きました。(1)から(3)までの事例を載せましてそれぞれ教育支援指導主事が関わることで不登校支

援が充実していると、そんな事例を入れさせていただいております。18ページをご覧ください。30

年度の成果と課題のところであります。Ａの授業改善では従来から取り組んでいる「学力向上『結

い』プラン」に基づく授業づくりが充実している点。それから新学習指導要領で示されている「主

体的・対話的で深い学び」の視点の授業改善が進んでいるというようなこと。それから実践事例の

発表、合同研修会の公開等から取り組みの成果と課題の共有が図られ好事例が広がっているという、

そういう成果を載せてございます。反面でありますが、取り組み開始から８年が経っておりまして

時間経過とともに本来手段であるべき小中連携・一貫教育の取り組みそのものが、目的化している

のではないかと。そこで何を目指しているのかということを常に意識し、可視化してそれを基に検

証・改善していく必要があるということを課題に挙げさせていただきました。Ｂの人間関係づくり

では複数の学校関係者によるチーム支援が充実しており、新規を出さない取り組み、継続者を早期

に復帰させる取り組みが行われているという点。それから未然予防のために開発的・予防的な生徒

指導を充実させていきたいという点。それから様々な要因が考えられますので学校だけではなく、

地域を含めた社会全体で考えていく必要があるということを書かせていただきました。Ｃの９年間

の教育課程では、中学校単位で行われている合同研修会が充実しているという点。一貫性のある指

導について共通理解が深められているという点。それから小中一貫カリキュラムの外国語教育の試

案を作りましたので、来年度は各中学校区での作成を促していくという点。それから既にできてい

る総合的な時間・キャリア教育のカリキュラムについては見直しをしていくと、修正を掛けていく

という点を書かせて頂きました。Ｄの組織の構築ではコミュニティスクールが２年目、順調に進ん

でおりまして小中連携・一貫教育が縦糸、コミュニティスクールを横糸に捉えて進めてきていると

いう点を載せてございます。 

19ページにまいりまして、31 年度の方向を決め出していくわけですが、「探索期」それから「深

耕期」の総括をしてございます。１番２番はそれぞれやったことの内容を書いてございます。３番

の成果のところをちょっと読ませて頂きます。授業改善では「学力向上『結い』プラン」に基づく

授業づくりの徹底が全市的に進むと同時に、中学校区ごとに小中合同職員会等が複数回開催される

ようになり、学力や体力の課題分析をもとにした共通の取組が行われるようになったと。人間関係

づくりでは、取組当初において不登校児童生徒数が 19年度比で半減するなど大きな成果を上げるこ

とができたと。後半はやや高止まりの状況が続いているが、チームによる支援や教育支援指導主事

等の取組の充実により、中 1ギャップを減少させることができた。９年間の教育課程では、小中共

通の「授業規律」や「学習習慣」、「家庭学習の約束」などを決め出して指導を行ったり、９年間の

小中一貫カリキュラムを作成・実践・修正したりするなど、学力・体力向上に向けた一貫性のある

指導について共通理解が深められた。組織の構築では、市内全小中学校が「飯田コミュニティスク

ール」に指定され、子供たちを中心に「小中連携・一貫教育」を縦糸に、「飯田コミュニティスクー

ル」を横糸に捉え、学校と地域による協働活動を始めることができたという具合にまとめてござい

ます。課題といたしましては、いま述べたように「探索期」、「深耕期」では大きな成果を上げるこ
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とができ、これらの好事例を様々な機会で共有することを通して飯田市全体への広がりが見られて

おりますが、その反面、取組開始から８年が経ち、手段であるべき小中連携・一貫教育の取組その

ものが目的化しているおそれがあると。「めざす子ども像」にどこまで近づけたのか、あるいは「授

業改善」によって学力・体力は向上したのか、「人間関係づくり」によって不登校児童生徒数は減少

したのかなど、小中連携・一貫教育の取組による「子どもの変容」の具体的な検証と、それに基づ

く不断の改善が今後の課題と考えられるとまとめさせていただきました。そこで「充実期」の位置

づけでございますが、平成 31 年度から「充実期」と位置づけ、以下のように推進する。めざす子ど

も像の「達成状況」と、達成のための４つの窓口から見た「取組状況」について、具体的な「子ど

もの変容」に着目したＰＤＣＡサイクルによる継続的な検証・改善を推進し、小中連携・一貫教育

の次なる一歩を踏み出すと。具体的には次のページをご覧ください。31 年度の各中学校区の方向と

ありますが、１番といたしまして、めざす子ども像の達成や、達成のための４つの窓口から見た取

組、これを充実させるために、各中学校区の「取組の重点」。これを保護者・地域とも相談しながら

具体的に決め出し可視化して、それぞれ推進すると。２といたしまして、「取組の重点」の進捗状況

について、具体的な「子どもの変容」に着目したＰＤＣＡサイクルによる継続的な検証・改善を行

うと。この二つの視点を中心に取り組むことで小中連携・一貫教育がさらに深まることを期待して

いるところであります。 

それから一番下のラインボックス、推進委員会の方向でありますが、委員の皆さんですが様々な

立場の委員さんがいらっしゃいまして、そのことによって全体推進、方向付け等をしていくことが

とても良いわけでありますが。細かな議論、例えばカリキュラムをどうしていくかとか、そういう

ところは深まりにくいというようなご意見も多数いただいております。そこで来年度でありますが、

ラインボックスにある１、２で部会をわけて行っていきたいと考えております。まず推進委員会で

ありますが、現在５回ある推進委員会を年２回としたいと思います。これは要項の第２条に「小中

連携・一貫教育の方針の策定及び全体調整を行う」とありますので、そちらのほうに重きを置いて

やっていきたいと考えます。委員の構成は今年度と同じであります。それから２番、部会としまし

て４回考えておりますが、これも要項第７条に「調査研究を行うために部会を置くことができる」

とありますので設けたいと思います。部員の構成に関しましては、学識経験者、それから中学校区

の代表校長、教育支援指導主事、事務局を想定しております。４つの窓口に関わり、今まで以上に

深い研究を進めて参りたいと思います。そして結果を最終の委員会で報告していくと、そのような

具合で考えております。以上です。 

 

○代田昭久教育長 

 はい、ありがとうございました。 

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、それでは何点かありますが、まず飯田やまびこマーチの開催についてということで資料 No.

３をお開きください。飯田やまびこマーチの今年度につきましては 31 年の４月 27日から 28日とい
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うことで連休の期間に開催ということになります。場所については、飯田市の中央公園ということ

で例年通りということになります。それから「せっかくウォーク」ということで翌日になりますが

29 日に行われますのでよろしくお願いしたいと思います。やまびこマーチにつきましては第 33 回

目になるということで日本マーチングリーグの中でも「スリーデーマーチ」に次いで歴史ある大会

ということです。特に今年度の特徴につきましては、ウォーキングと飯田のご当地名物である出前

焼肉を合わせたコースを今年も実施するということで、これは定員 60 名ということです。それから

「せっかくウォーク」につきましては、今年は飯田市の竜丘地区の古墳を巡るコースということで

裏面に案内がありますが、そういったことも計画しています。また２年にいっぺんの赤石コース、

菱田春草のゆかりの地を団体で巡るコースなんですが、今年度については美博の常設展示、菱田春

草の常設展示を見ながらというコースになりますので、こういった形でいくつかのコース、バラエ

ティに富んだコースを展開していきますのでよろしくお願いしたいと思います。 

それからもう一点なんですが、今度１月 27日に開催予定だったキャリア教育推進フォーラムです

ね、インフルエンザの流行から中止とさせていただきましたけれども、残念ではあるんですが。そ

れの発表会という位置づけで、別紙、きょう用意をさせて頂きます平成 30 年度結いジュニアリーダ

ー市長報告会の実施計画というのが皆さんのお手元にいっていると思いますけど、結いジュニアリ

ーダーの皆さんの一年間の総まとめの発表の機会をぜひ、市長に聞いて頂くというようなことを企

画をさせております。実施期日については 31 年の３月 23 日の土曜日、９時から 11 時半でというこ

とで、会場については飯田市議会の議場ということで裏面にありますけど、入口が１カ所、市議会

の議場入り口になります。こちらで中学生の一年間の総まとめということで発表がありますので、

ぜひ教育委員の皆さんにもこういった機会にお越し頂いて、ぜひ応援をということでよろしくお願

いします。日程等についてはこちらのほうに書いてある通りということでお願いしたいと思います。 

それからもう一点なんですが、本日通知をお持ちするというお約束だったと思うんですが、飯田

市上郷公民館の竣工式を３月 28日に予定しております。こちらのほうが申し訳ございません、通知

のほうが間に合っておりませんで、直接教育委員の皆さんのほうに郵送で送らせて頂きますので、

また出欠席のほう、ご報告をお願いしたいと思います。以上の三点、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。 

 文化財担当課お願いします。 

 

◎関島隆夫文化財担当課課長補佐  

 本日馬場文化財担当課長の代理で出席をさせて頂いております、関島です。よろしくお願いしま

す。お手元のほうに「恒川 NEWS」というチラシをお配りさせて頂いておりますが、こちらのほう、

ご確認・ご一読いただきますようによろしくお願いいたします。以上でございます。 

 

○代田昭久教育長 

 はい、失礼しました。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。 
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◎秦野高彦飯田市公民館副館長  

 本日はございません。 

 

○代田昭久教育長 

 はい、ありがとうございます。 

  (6)文化会館関係報告事項お願いします。宮沢館長お願いします。 

 

◎宮沢正隆飯田文化会館長 

 それでは綴ってあります中の資料 No.４、先ほどのやまびこマーチの続きをご覧ください。「オー

ケストラと友に音楽祭 2019」第 11 回目となりますが、ゴールデンウイーク 10 日間の中の真っただ

中、４日間行います。４月 29日と５月３日から５日までの４日間でございます。内容につきまして

はほぼ前年と同様でございますが、大きく変わった点としまして、指揮者が円光寺雅彦さんから川

瀬賢太郎さんという、若手の新進気鋭の方が担当頂くことになります。元気のある曲を選んでおり

ます。また、この中でフルートによるソロということで、特徴のある音楽を聴いて頂くことができ

るかと思います。それから３回目となりました、小学生のための音楽ひろばにつきましては今年も

小学生の合唱隊を募集いたしまして、多くの方に参加いただきたいという思いでやって参ります。

また地域に出ますコミュニティーコンサートでございますが、今年は市内は千代・龍江・上久堅地

区合同で行って頂きます。また郡部ということで売木村でも予定をしております。それから今日は

まだできていなんですけれど、ポスターのデザインも公募いたしまして、ポスターのほうをいま刷

って、ＰＲをしてまいるということで、この採用者につきましては毛賀在住のデザイナー、角田さ

んでございます。期間中教育委員の皆様には視察等をお願いいたしまして、また打ち上げ会等もご

参加いただきたいと思っておりますので、ご案内は改めてさせて頂きます。 

それから別の話題でございますが、先ほどの小中連携・一貫教育推進委員会の綴りの続きでござ

いますが、「歌舞伎講座」のご案内のチラシがあります。文化会館では歌舞伎事業実行委員会という

のをつくりまして、３年ほど前から取り組んでおりまして、最終的にはこのチラシの下段にありま

す、９月 18日に松竹大歌舞伎を招聘するということで取り組んでまいりました。その前段といたし

まして、３月 16日に歌舞伎ソムリエのおくだ健太郎さんによります歌舞伎講座を行います。 

また、別紙に人形劇のチラシ「Dogushi」をお配りしてございます。こちらのほうは特集２本立て

になっておりますが、８月の世界フェスティバルに合わせて行いました、人形劇の図書館コレクシ

ョン展の貴重な作品展の様子、それから昨年度から川本美術館と交流をいたしております台湾の高

雄市との交流ということで「竹田人形座 竹の子会」の糸操りが上演した模様等が載っております。

他の情報もございますので併せてご覧頂ければと思います。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す。 

 続きまして、(7)図書館関係報告事項お願いします。 
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◎櫻井毅社会教育担当参事 

 はい、資料 No.５をお願いします。「よむとす事業 報告及び予定」ということで報告については

二点掲載をしてございます。綴じ込みの資料です。文化会館の後ろです。よろしいですか、という

ことで報告は二点。それから予定のほうでは各二つの講座と特に(2)の特別還元図書市ということで

毎年行っているものですが、３月３日に除籍した本等を市民の皆さんに還元するという機会を予定

しております。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、(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、お手元にはカラーで三枚チラシをお渡ししました。いずれもプラネタリウムのご案内でご

ざいます。一枚目が春の番組案内でありまして、番組が変わるごとにこのようにご案内させて頂い

ている３月１日より新番組開始ということでございます。二点目は「東日本大震災～あの日を忘れ

ない～」という取り組みを今年で三回目行っております。今回はミニ展示、それから特別投影、そ

して防災講演会ということで内容はこの通り予定をしております。多面的なプラネタリウムの利活

用ということでこのような取り組みをしておることで、ＰＲをさせていただきます。最後は３月 23

日にプラネタリウムまつりということで、これも三年目になりました。主には午前中に新作「南信

州の煙火」の投影を行いますし、午後は「爆笑プラネタリウム」ゲストに星兄（ほしにい）、いまヘ

ブンス園原ですとか浪合のほうで案内をしている有名なゲスト解説者なんですけれども、この方を

お呼びしております。また別の切り口としましては「もっと自分が好きになる！話し方レッスン」

ということで、プラネタリアを目指そう、要するにプラネタリウムの説明ができるくらいにまでな

ってみようかなという、お話し方レッスンもあるということでありますので、報告ということでよ

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。 

(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 

はい、資料はページの続きでありますが、資料 No.６からでございます。12 月、１月に行いました

歴史研究所のゼミ・ワークショップのご報告を載せてございますのでお目通しをいただければと思

います。資料をめくって頂きまして、見開きで両方とも地域史講座の報告であります。１月下旬か

ら２月にかけて行ったものでございます。特に左側の１月 26日に行いました木沢と教育の講座であ

りますが、報告の内容の文章の中ほど、下段のほうに丸ポツの二つ目でありますが、旧木沢小学校

ではＰＴＡが在校生の家庭だけではなく地域の全家庭を準会員とする制度だったということで、先

ほど小澤教育委員さんが北海道の例をお話しになりましたが、旧木沢小学校でも地域を上げての学
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校運営に携わっていたとわかったという報告がありました。いま遠山地区に引き続きこういう準会

員制があるのかどうかということは、また調べてみたいと思っております。それから別の一枚紙の

資料ということで「アカデミア」のご案内のチラシ、それから裏面には３月の地域史講座のご案内

が載っております。いずれも３月の土曜日ということで年度末のお忙しい時期ではありますが、お

時間がよろしければ参加を頂ければと思います。それから最後に２月に発行した「歴研ニュース」

の 98号をお手元にお配りしておりますので、お目通しを頂ければと思います。説明は以上でござい

ます。 

 

○代田昭久教育長 

 はい、ありがとうございました。 

 今まで各課からの報告事項がありましたけれども、何かご質問ご意見等ありましたらお願いいた

します。 

 じゃあ私のほうから、これは事前に言っておけば良かったんですけど、これは少し提案なんです

けど、学校教育課の卒業式と入学式を読ませて頂きました。ありがとうございました。コミュニテ

ィスクールを飯田市が力を入れてきている良いアピールの場になると思ったときに、「めざす子ども

像」というのをそれぞれの地域で入れたらどうかなというふうには思っているんですが。高坂学校

教育専門幹、もしそれを考えたんだけれどということであれば、あれなんですけれども。それぞれ

の地域でめざす子ども像というのを、紹介する意味も含めて○○としておいて、こういうふうに決

定して、それぞれの家庭ですること、地域ですることを決めて頂くという流れというのはどうかな

というふうには思っておりますので、ご検討いただければなというふうに思います。 

 他にはいかがでしょうか。 

よろしいでしょうか。 

また、この報告事項に関する質問は、随時頂いて構いませんので、この後でも、また気が付いた

らご連絡いただければ対応いたしますのでよろしくお願いいたします。 

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長補佐 

 会議資料の３ページ目をご覧頂きたいと思います。今後の日程について主なものについて記載を

してございますのでご確認をお願いいたします。年度末までの予定を記してございます。なおこれ

以外に先ほど通知をお配りさせて頂きましたが、２月 21 日に校長会がございます。これは教育委員

皆さん全員の出席をお願いしたいと思います。あと２月 25日予定では教育委員全員ということでお

願いしておりましたが精査をしまして、最後の教頭会については申し訳ありませんが職務代理のみ

出席でお願いをしたいと思います。なおこの二つの会議については公開をしておりませんので、こ

こには記載しておりません。よろしくお願いしたいと思います。あともう一点ですが総合教育会議

の件です。年２回ほどを開くという予定でありましたが、今年度の２回目ですが、日程を調整しま

したが市長部局側と調整がつかないため、今年度は行わないということにしましたのでよろしくお

願いしたいと思います。総合教育会議につきましては今年度は行わないということでございますの

でよろしくお願いいたしたいと思います。日程につきましては以上です。 
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○代田昭久教育委員長 

 はい、ありがとうございます。小澤教育委員いいですか。 

 

◇小澤由美子委員 

 はい。 

 

○代田昭久教育長 

 はい、ありがとうございました。今、今後の日程について終わりましたがそれを通して定例会の

中でご発言、その他ご質問等あればお願いします。よろしいでしょうか。 

はい、それでは日程第 10閉会。以上をもちまして２月度定例会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 30分） 

 


