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飯田市教育委員会 平成 31 年３月定例会会議録 

 

１ 会議開会の日時 平成 31 年３月 13 日(水) 

 

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 

         飯田市公民館副館長補佐：氏原理恵子 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 

 会議録署名委員に伊藤昇教育委員に指名をした。 

 

△日程第４ 会議録の承認 

 ２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 

 日程第５教育長報告事項。それでは、私のほうから。今回はＡ４の４枚綴りで７ページ分あ

りますけれども、ご報告をさせて頂きたいというふうに思います。大きく３点ですが、まず１

点ですが。２月 26 日第 1 回定例議会のほうで私自身の教育長２期目の任命を議会のほうから頂

きました。改めて教育委員の皆さんには、ここまでの支えを感謝申し上げながら、またこの３
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年間よろしくお願いしますということでお願いしたいと思います。 

その際に初日の終わりにですね、お時間を頂きましたので、いわゆる抱負を語らせて頂きま

したので、この場でも共有したいなというふうに思います。３年間振り返ってみると、自分自

身はまだまだ課題もあり力不足を感じるところもあったのですが、それでも皆さま方と力を合

わせながら飯田市内 28 の全ての学校でコミュニティスクールを立ち上げられたこと、また電子

黒板や遠隔地を結ぶ事業システムＩＣＴの計画が進んだこと、さらには、今年度は飯田人形劇

のまちづくり 40周年の節目にあたって、世界フェスティバルが無事成功裏に収められたことな

ど、大きなイベントやまた中長期の計画に従って着実に進められたこともあったかなと思って

います。そこで、今後３年間についてですけれども。改めて来年度３年目を迎えますけれども、

第２次教育振興基本計画の３つの重点目標にしっかり立ち返って進みたいと思っています。重

点目標３つですが、改めてここでは確認しないのですが。１つ目は「全ての子供たちが通える

学校を地域ぐるみで作ります」こういった目標です。これに関しては 1丁目 1番地が小中連携・

一貫教育とコミュニティスクールという形が学校の仕組みにあるわけですが、これを更に充実

させていきたい。特に小中連携・一貫教育に関しては９カ年だけではなく幼保小の連携、小学

校入学前、または中学校卒業後の高校との接続等もしっかりと意識した教育をしていきたと考

えています。その中でも特に、いま飯田市の課題である教室に馴染めない子供や特別配慮を要

する子供達がいます。この子達がより一層輝けるように、またはもっと寄り添っていけるよう

な連携一貫教育というものを飯田の中で樹立させていきたい、そんなふうに考えています。ま

た２つ目にある「世界と日本と地域を結ぶＬＧ地域・地球飯田教育」をしっかりと推進してい

きたいなと思います。これは第２次教育振興基本計画をやった時にですね、懇話会のメンバー

の方々からやはり、リニア時代を見据えた時に故郷飯田に愛着、誇りを持つこともすごく大事

だけれども、その一方で、グローバルな視野を持って世界に羽ばたいていける、そういう子供

達の力も必要だという家族のご意見が出たのを非常に印象的に覚えています。そこで出た目標

がＬＧ飯田教育という言葉になって昇華されているわけですけれども、そのＬＧ飯田教育、じ

ゃあ理念は分かるけど具体的な活動はなにかというところは、まだまだだど思いますので、皆

さんと一緒に好事例や良い取り組みを増やしていきたいなと思います。３つ目は「伊那谷の自

然と文化を守り育み、世界に繋がる価値を発信します」これ、創発しますです。創発しますと

いう３つ目の目標です。先ほどの協議会でも出ていましたけれども、恒川官衙遺跡の史跡公園

整備事業など、飯田市の大事にしている歴史や文化、そういったものをしっかりと守り育みな

がら、それはそれで地域の子供たちが学ぶ機会にしながら世界に発信していきたいなと思いま

す。この３つを通してですけれども、リニア開通まで 10 年をきったわけで、ストロー現象とい

ったこの飯田の地が大切にしてきた物が流失する恐れもあるわけです。その中で人づくりとい

うものが益々重要になってくると思います。第２次教育振興基本計画のビジョンでもあり、「地

育力による、未来をひらく、こころ豊かな人づくり」また、「小さな世界都市・飯田市」の発展

に向けて尽力していきたいなと思っています。よろしくお願いいたします。 

それでは２番目。ただいま議会開会中ではありますけれども、教育委員会関連の質問、特に

教育長答弁を求められたものに関してざっくりとご説明させて頂きたいなというふうに思いま

す。まず、岡田議員のほうからはですね、郷土の偉人、先人をもっと顕彰して子供達の飯田市
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に対する誇りや愛着を育むために、そんな活動を充実させるべきではないかという趣旨の質問

を頂きました。冒頭、市長、副市長、私教育長ということで、それぞれ飯田市の偉人誰でしょ

うかというご質問を頂きました。私としては乳酸菌シロタ株の代田実。ヤクルトの創業者代田

実ですといったら、議会の終わった後、代田実さんは代田さんと血縁関係があるんですかとい

う質問を何人かに頂きましたが、今のところあるということは証明されていませんので、血縁

関係はないと思っています。それから、近代マグロの父である原田輝雄さん。養殖マグロ、養

殖の海洋漁業をやる時に基本になったのは、鯉の養殖を座光寺の近辺でやった時がきっかけに

なっているんですね。正に故郷飯田のこの地で育んだものを世界に羽ばたいたという意味で、

ＬＧ教育の原点となるような人ではないかなと思っています。それから、ＬＧで言うならば菱

田春草ということで、日本画の新しい洋画の画法を取り入れながら朦朧体という新しい日本画

の改革・画法に努めた春草を飯田の偉人として最後挙げさせていただきました。具体的な質問

ですけれども、新聞記事のほうで報道ありましたけれども、春草の顕彰に寄附がございました。

現在のところですが、総額 40万いただいております。こういったことを大変ありがたく受け止

め、感謝をしながら、正に故郷に自信をもったり、子供達の情報転換につながるような、そん

な教育にも結びつけていきたいと考えております。 

２番目は原議員から、地域人教育と人材サイクルということに関して、年頭の市長の所感の

中で、地域人教育で人材サイクルをしっかりしていきたいという年頭所感がありましたので、

それを受けての質問です。市長が回答する部分が多かったのですが、教育委員会としては、こ

の市長が言う高校の地域人教育と小中をどう結んでいくのかという背景の質問であったと思い

ます。私の答弁した骨子ではありますけれども、教育委員会としてはいわゆる義務教育、小中

の９年間が大事ではありますけれども、その前後のつながりももちろん大事であり幼保の連携、

さらには中学校卒業後の高校との接続というのも大事にしたいと。いま現状ですけれども、飯

田市内の５校の高校、OIDE、下伊那農業高校、風越、飯田高校、そして女子高の校長先生方と

の懇談を定期的に行っています。実際に行うと各校長先生やっぱり接続に対する重要性はよく

感じていらっしゃいますので、そんなところをしっかりと接続させていきたいなというふうに

考えています。また古川議員のほうからは、危機事案が発生した際の児童や生徒の心のケアを

どのように対応しているのかというような質問を頂きました。これに関しては本当にオーソド

ックスな回答になりますが、危機事案が発生したら児童生徒が不安やストレスを抱えることが

ないように、早期発見・早期対応に努めていると。また、教職員がチームになって対応したり、

またそれぞれの子供達の様子を逐次観察するなどに努めています。また、スクールカウンセラ

ーなどの専門機関との連携も図っていると、こういう対応は危機事案だけではなく、いじめ等

の対応についても同様に対応しているということで答弁しております。 

４番目、山崎議員からもいじめに関する質問を頂きました。教育委員会や学校というのはい

じめの隠蔽体質があるのではないかというようなことを言われるがそれに対する認識はどうか

という質問だったのですが、まず、少なくとも飯田市ではそういった隠蔽を起こさない体制作

りができているという認識を答弁させて頂いております。具体的には子供達の様子をきめ細や

かに先生方が把握していること、また、ＰＴＡ絡みや学校運営協議会の場で学校のいじめ基本

方針などを説明し、いじめの問題に対する学校の認識や対応方針などを学校だけではなく、地
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域や保護者の皆さんと一緒に理解を得る活動をしていること。さらに年度末では学校評価の中

にいじめのアンケートをしっかりすることで、保護者の通知の中でも公表したりしていじめを

しない、させない、許さないと、こういった子供達の育成に努めているということを述べさせ

ていただいております。 

５番目の湯沢議員のほうからですけれども、湯沢議員のほうも同じように地域人教育の人材

サイクルをどのように教育委員会と連携していくのかというご質問をいただきました。趣旨等

については、先程の原議員と同じなので答弁のほうをお読みになって頂ければと思います。 

６番目吉川議員のほうからは、小中連携一貫教育の現状とまた今後の課題について、さらに

は地域人とコミュニティスクールの関わりについてというご質問をいただきました。先月の小

中連携一貫教育の報告の中にもありましたけれども、いま教育委員会の小中連携一貫教育に対

する認識としては、８年間の探索・深耕期を経て大きな成果としては、４つ上げています。ま

ず、授業のねらい・めりはり・見とどけをした「学力向上『結い』プラン」に基づく授業づく

りが徹底し始めていること。また、中学校区ごとの小中の合同職員会議が複数回行われるよう

になり、共通の課題認識のもと取り組みが行われるようになったこと。また「授業規律」や「学

習習慣」、「家庭学習の約束」など小中共通の子供達への指導が行われるようになったこと。さ

らには、小中一貫カリキュラムが作成、実践、修正される、こういうことができたことは大き

な成果だったなとおいうふうに考えています。ただ、課題としてはそもそもコミュニティスク

ールも、また小中連携一貫教育も、教育の 1つの仕組みであって、目的としては人間関係作り

や子供達の授業改善や人間関係作りをしっかりするということが目標ですので、この目標にし

っかり立ち返ること、さらには「めざす子ども像」にどのくらい近づけたかこういったところ

をしっかりと目的と手段を明確にする時期に、また、立ち返る時期かなというふうに考えてい

ます。その中で、地域人教育の絡みなんですけれども、共通点としては地域に誇りもち、地域

に愛着をもち、主体的に行動できる子供を育もうという地域人教育とコミュニティスクールの

目標が大事です。手段として公民館がコーディネーター役になる、ここも共通はしているので

すけれども、コミュニティスクールというのは学校運営の仕組みであり、一方、地域人教育と

いうのは学校教育活動という観点が違うので、その部分はしっかりと認識して進めたいなと考

えているところです。 

３番目になります。３月４日の飯伊市町村連絡協議会のほうで、規約の改正が行われ可決を

されました。連絡協議会が総会に代わるという位置づけにされた後、二点。会長は教育長部会

において選出するということ。また、今回の運営は理事が会長及び副会長の職務を補佐すると

いうことで、新しい教育委員会制度に対応するような組織にするということで、可決されまし

たのでご報告させて頂きたいと思います。私のほうからは以上です。 

何かご質問等あれば。 

よろしいでしょうか。はい、また引き続きよろしくお願い致します。 

 

日程第６ 議案審議 

〇代田昭久教育長 

日程第６議案審議。本日の議案審議は９点ありますので、よろしくお願いします。 
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それでは、議案第４号学校医の任命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４号学校医の任命についてお願いいたします。学校保健安全法に基づきまして、下記

の者を学校医に任命したいというものでございます。学校名、氏名、住所、勤務先等は議案書

記載のとおりでございます。提案理由につきましては、一般社団法人飯田医師会より学校医の

適任者として推薦がありましたので、平成 31 年４月 1 日付けで任命したいとするものでござい

ます。以上よろしくお願いします。 

 

〇代田昭久教育長 

 はい、ありがとうございました。ただいま議案第４号の説明がありましたけれども、何か質

問・ご意見等は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４号学校医の任命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。 

続きまして、議案第５号お願いします。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５号でございます。学校歯科医の任命についてでございまして、学校保健安全法に基

づき下記の者を学校歯科医に任命をしたいというものでございます。学校名、氏名、住所、勤

務先等は議案書記載のとおりでございます。提案理由につきましては、一般社団法人飯田下伊

那歯科医師会より学校歯科医の適任者として推薦がありましたので、平成 31 年４月 1 日付けで

任命したいとするものでございます。よろしくお願いします。 

 

〇代田昭久教育長 

 はい、ありがとうございました。ただいま議案第５号の説明がありましたけれども、何か質

問・ご意見等はありますでしょうか。 

よろしいでしょうか。 

それでは承認ということでよろしくお願いいたします。 

続きまして、議案第６号お願いします。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６号をお願いいたします。学校薬剤師の任命についてでございまして、学校保健安全

法に基づき下記の者を学校薬剤師に任命をしたいというものでございます。学校名、氏名、住

所、勤務先等は議案書記載のとおりでございます。提案理由につきましては、一般社団法人飯

田下伊那薬剤師会より学校薬剤師の適任者として推薦がありましたので、平成 31 年４月 1 日付

けで任命したいとするものでございます。よろしくお願いします。 
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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。ただいま、議案第６号の説明がありましたけれども、何か

質問・ご意見等はありますでしょうか。 

よろしいでしょうか。 

それでは、承認ということでよろしくお願いいたします。 

続きまして議案第７号説明をお願いします。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、それでは議案第７号飯田市スポーツ推進委員の委嘱についてご説明させてただきます。 

スポーツ基本法第 32条第１項の定めにより、現在のスポーツ推進委員の任期が３月 31 日満

了になるため、新たに委嘱しようとするものです。氏名・住所・選出方法・備考については記

載のとおりです。業務内容、役割等につきましては飯田市におけるスポーツの推進のため、ス

ポーツの推進のための事業の実施にかかる連絡調整並びに住民に対するスポーツの実技の指導、

その他スポーツに関する指導および助言を行うということです。特に 11 月の 10 日にはニュー

スポーツフェスタあるということで。500 名参加の囲碁ボールなどニュースポーツなどを中心

になって実施いただきます。今回、市内 20地区からの推薦 27名及び公募６名の計 33 名を選出

させて頂きました。任期につきましては、2019年４月 1 日から 2021 年３月 31 日までの２年間

となっております。以上、ご審議のほうよろしくお願いします。 

 

〇代田昭久教育長 

 はい、ありがとうございました。ただいまの説明、ご意見ご質問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 7 号承認ということでよろしくお願いいたします。 

続きまして、議案第８号お願いします。氏原市公民館副館長補佐お願いいたします。 

 

◎氏原理恵子市公民館副館長補佐 

 はい、議案第８号、公民館長の任命についてお願いいたします。本議案は社会教育法第 28

条により、教育委員会の任命を求めるものでございます。提案の理由といたしましては、公民

館長の任期が満了となるために、新たに任命をいたしたく推薦するものです。任期は 2019年４

月 1 日から 2021 年３月 31 日までの２年間でございます。公民館名・氏名・住所等々はこちら

の記載のとおりでございます、よろしくお願いいたします。 

 

〇代田昭久教育長 

 はい、ありがとうございました。ただいま議案第８号について説明がありましたが、何かご

質問、ご意見等ありますでしょうか。 

はい、よろしいでしょうか。それでは承認ということでよろしくお願いいたします。 

続きまして、議案第９号説明お願いいたします。 
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◎氏原理恵子市公民館副館長補佐 

 公民館の運営審議員の委嘱についてお願いいたします。本議案は飯田市公民館条例第 6条の

規定により、現在の公民館運営審議員の欠員が生じたために委嘱を提案するものでございます。

委員の任期でございますけれども、飯田市公民館条例第６条第３項により補欠委員の任期は前

任者の残任期間とされております。今回は 2019年３月 31 日までといたします。委嘱をいたし

ます委員につきましてはこちらに記載された通りでございます。よろしくお願いいたします。 

 

〇代田昭久教育長 

 はい、ありがとうございました。ただいま議案第９号の説明がありましたが、何かご質問ご

意見等ありますでしょうか。 

よろしいでしょうか。それでは承認ということでよろしくお願いいたします。 

続きまして、議案第 10号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 10号でございます。飯田市中学校の運動部活動等のあり方について（新たな活

動方針案）を定めることについてでございます。飯田市中学校の運動部活動等のあり方につい

て別紙のとおり定めたいというものでございます。議案書につけてございます中学校の部活動

のあり方をご覧頂ければと思います。この新たな活動方針案につきましては、先月協議会の中

で説明をさせていただきました。その後２月 21 日に開催されました校長会、その後の２月 25

日に開催された教頭会、それぞれに説明をしながら、校長会では特に校長先生方、中学校の校

長先生方からも意見を聞きながら素案をちょっと修正してきたものでございます。主な内容は

大きく変わっておりませんので、変更点のみを説明をさせていただきます。１番の趣旨、２番

の飯田市が目指す運動部活動の姿、３番の目指す姿の実現に向けた取組は特に変更はございま

せん。４番の部活動の活動基準のところ、ご意見等をいただきながら少し修正がありますので

そこの点を説明をさせていただきます。（1）の休養日の設定の関係であります。学期中は、週

あたり２日以上の休養日を設けますということで、平日は少なくとも１日の休養日、土日につ

きましては少なくとも１日以上の休養日を設けますということでは、そこの点は変わっており

ません。その次の丸でございますが、週末に練習試合や大会で両日活動する場合は、平日に設

けた通常の休養日以外の休養日を、他の曜日で確保しますということが前回までのたたき台で

ございましたが、その後に学校の校長先生方からもご意見をいただきまして、また学校長は土

日両日の部活動が日常化しないよう現状を把握し、適宜に指導、改善しますということで、土

日の活動がもう恒常的に行われないように、これはもう学校長の責任において指導していきま

しょうということを付け加えさせていただいております。②につきましては前回の通りでござ

います。（2）の活動時間でございます。最初の丸二つは変更ございませんが、丸三つ目でござ

いますが、放課後の部活動は、生徒が保護者の迎えがなくても安全に帰宅できる時間までの活

動が望ましいと考えますということが前回までのたたき台でございましたが、これにつきまし

てはいきなりここまで時間制限したところで、学校ではなかなか難しいというようなそんな意

見もございまして、これは後ほど運用の中で説明をさせていただきますが、ここの部分に「し
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かし」以下を付け加えさせていただきました。「しかし一方で、冬季における部活動のあり方な

ど、実現に向けて解決すべき課題も確認されているため、試行期間において引き続き検討し、

考え方を整理します」。課題と言いますのは部活動の時間を制限しております、社会体育にある

とか、相当の受け皿とか、そういうものが現時点でははっきりどういうふうに受けられるのか

ということが決まっていませんので、安全に帰宅できる時間までにして、じゃあその後どうす

るのかというところがはっきり見えていない。だからその解決につきましても試行期間の中で

整備しながら、考え方も整備をしていこうと。そういうことでその部分を付け加えさせていた

だいておるものでございます。以下（3）の朝の部活動の禁止等は変わっておりません。５番、

６番になりますが、社会体育活動の廃止、試行期間の設定と適用の関係は変わっておりません。

その４のページの隣のページ、参考資料とありますものをご覧いただければと思いますが、こ

の 31 年度の各中学校における部活動につきましては、本日決定いただければ新たな活動方針案

に則り、活動方針、活動計画を各学校で立てていくということになります。この方針案につき

ましては平成 31 年４月 1 日から翌年の８月末までの試行期間ということで、実際の方針案で運

用しますが、この試行期間の間に色々な課題等を整理をしながら新たな活動指針として決めて

いきたいというものでございます。それがその下に書いてあるものでございます。さらに下か

ら二つ目の段落でありますが、ついては、現在行われている「部活動の延長として行っている

社会体育活動」や「保護者会主催の社会体育活動」の廃止など、試行期間における更なる検討

や調整が必要な活動については、本方針案の段階で直ちに廃止を求めるものではありません。

先ほど「しかし」以下で付け加えて説明させていただきましたけれど、試行期間中はこれを一

切やっちゃダメだということではなく、試行期間で色んな試行ということを繰り返しながらや

っていくということでありますので、直ちに廃止を求めるものではないということをここで確

認をさせていただきます。さらに、一番最後にありますが、この方針案の策定後の試行期間に

おける部活動の考え方や取組については、各校から問い合わせもあるため、本件については本

方針案とともに改めて各中学校へ周知をしたいということで、本日お決めいただいたものにつ

きましては、この部活動のあり方、各中学校の取組についてと併せて各学校のほうへ周知をし

てまいりたいというものでございます。一部の修正を含めての活動方針案ということで説明を

させていただきました。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。部活動方針案についての説明がありましたけれども、ご意

見等ありましたらよろしくお願いいたします。 

 

◇北澤正光教育長職務代理者 

 素朴な質問です。現実に合わせてとてもきめ細かに作っていただいて、急変するというので

はないようにしていただいています。最後は８月末までということで、新年度の中学２年生の

ところからは、これが生かされてきますよという流れで、市内のことについては承知できるの

ですが、懸念は周辺の自治体、具体的には飯田下伊那という範囲になるのですけれど、周辺町

村の教育委員会の部活動等のあり方についての動きというのは、どうなっているのでしょうか。
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ある程度共有しながら進んでいるという部分はあるのでしょうか。学校現場で一番苦しいのは

そこではないかと思います。市内の学校だけで試合をしているのならとにかく、大きく言えば

県内、全国という話にもなるのですけれど。そこまでのことはおくとして、県の指針も練られ

てきて、飯田市のものもかなり近い状況になっている。少なくとも地区大会を一緒にやってい

くのは、近いところではこの飯田下伊那地区ということになるので、周辺の教育委員会ではど

んな受け止めになって、どんな動きをしようとしているのかというあたりのところをある程度

共有していかないと、「飯田市だけがこれだけ前に進めようとしています。でも周辺はなかなか

進んでいません。」というふうになったときに、現場の学校はちょっと苦しい、釈然としないと

いう思いを持ちながらやっていくというようなことが起こらないか心配するのですがどうでし

ょうか。 

 

○代田昭久教育長 

 これは私が答えたほうがいい、一番近いかなと思うんですが。一つ課題としてはこういう問

題を教育長レベルではなくて、事務局レベルで共有したりとかっていう組織は、必要は必要だ

なと、部活動に限らずですね。飯田下伊那の課題を考えるというのは市町村連絡協議会で先ほ

ど言いましたように、年に９回ありますけれども、常にこういった具体的な内容ばかりに時間

を割いているわけではないので、具体的な課題を解決できるような組織は必要なんだろうなと

いうのは前提としてあります。その中で、いま教育長部会とかで集まって議論をするのは、こ

れはまだ統一できていないなというのが実感値です。というのも一校、一中学だったりすると、

たまたま部活動に熱心な先生が来られちゃったらなかなかこれはストップが効かないという、

市全体というよりは、一中学校区の問題だったりするとですね、じゃあ、そのしっかりとした

指導者がいるので、部活指導につけて長時間、保護者なんかやってみようなんていうような、

少し逆行するような動きも実際には目に見えているので、いま、北澤教育長職務代理者からい

ただいたように、これまでの県の方針や国の方針がある訳なので、沿うような形での歩調を合

わせる動きは少なくとも教育長部会の中で設けていかなくてはいけないなというふうに考えて

います。そこのところが一番大きな問題かなというふうには思います。 

 他には、保護者の立場からはいかがですか。はい、小澤教育委員お願いします。 

 

◇小澤由美子教育委員 

 勉強不足で申し訳ないんですが、前から話が出ていたそれに対して、その大会自体も変える

ということもちゃんと進められているのかというのも思うのと、あとこれは運動部の部活動の

あり方ということなんですけれども、たぶん熱心な部活動って運動部だけではない所もあるん

です。吹奏楽部とか。そこらへんもやはり関わってくるんじゃないかなと思います。 

 

○代田昭久教育長 

 じゃあ文化部の件に関してはお願いします。 

 

◎北原康彦学校教育課副参事 
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 はい、じゃあ文化部の活動につきましては活動方針案の１ページの一番下にも書かせていた

だいておりますが、（3）新たな活動指針の策定のところの一番下の二行ですね。この活動方針

案、本日お決めいただきました活動方針案につきましては文化系部活動についても同様に扱っ

ていきたいということで。特に吹奏楽部とかそういうところが該当するんだと思いますが。そ

ういうことで、まずそこからスタートしていくということであります。 

 

○代田昭久教育長 

 すみません、最初の質問はどんな質問でしたっけ。もう一回お願いします。 

 

◇小澤由美子教育委員 

 大会。 

 

〇代田昭久教育長 

 わかりました。大会のほうはですね、いま県教委のほうでも洗い出しが始まりました。もう

一覧表になっているのを前回の飯伊市町村連絡協議会でも示されて、県教委も調べてみたらこ

んなにあるのかという。いま実態把握が始まったという段階で、それぞれ今年度中にこの大会

を統合できないかどうかというのを交渉し始めるというふうにはスタートしています。 

 

◇北澤正光教育長職務代理者 

 若干付け加えると、私はちょうど県の市町村連絡協議会の代議員会、役員会に行っている関

係で、その場へ県からスポーツ課の担当の方が来て今まで２回説明をいただいています。最近

ではようやく県でも改善すべきこととして、子どもたちが一番楽しみに参加しているのは大会、

その大会に向けて活動しているので、子どもたちが参加する大会がどういう状況になっている

のだろうというのを調べていったら、今は大会の数が非常に増えていることがわかった。それ

ぞれの種目ごとの協会で作った大会とか、個人名をつけた冠大会のようなものがかなり増えて

いて、種目によっても大会数がまるで違うというようなこともあり、ようやくその把握が始ま

ったところだと。なので、それをもうちょっとしっかり把握したうえで今度は競技団体とも、

県として一緒に協議をしながら、より適正な活動のあり方といったところへ進めていきたいと

いうようなことを言っていました。部活動のありを学校側だけでやっていくのでなく、競技団

体等にも理解と協力をいただくということです。いま教育長からも話があったとおりで、取り

組みが始まったばかりという説明でした。 

 

○代田昭久教育長 

 他にご意見ありませんでしょうか。 

よろしいでしょうか。それでは部活動のあり方についてこの方向で進めていきたいというふ

うに思いますので、ご承認いただいたということでよろしくお願いいたします。 

私のほうからひと言付けさせていただくと、やっぱりこの一年半どう受け皿を作っていくか

とか、どう保護者の要望に対応していくのかという、大変な時期になるかと思いますので、教
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育委員の皆さんにも「こんな意見があった。」とか「こんなふうにすればどうか。」とか、お力

添えのほうをよろしくお願いいたします。 

 続きまして議案第 11号お願いいたします。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 11号でございます。学校教育法附則第 9 条に基づく教科用図書の採択についてでござ

います。平成 31 年度、新年度でありますが、飯田市立追手町小学校及び飯田市立松尾小学校の

特別支援学級に在籍予定の児童に対する指導のため、学校教育法附則第 9 条に規定する教科用

図書の使用について具申があったので、同条及び学校教育法施行規則第 139 条の規定により具

申のとおり採択したいというものでございます。提案理由にもありますが、まずその裏面です

ね。めくっていただきますと、一般図書無償給与についてということで説明文がございますが、

そこでちょっと説明をさせていただきたいと思います。左ページの給与一般図書名というのも

併せてご覧いただければとおもいますが。この給与一般図書につきましては、文科省で採択さ

れた教科書ではありません。教科書の採択につきましては委員の皆様方にも採択していただい

ておりますけど。そこではなくて通常の教科書が特別支援学校や特別支援学級での特別な教育

課程で授業に適さない、ちょっと難しくて使えないという言い方が良いかと思いますが。易し

い教科書として使えるものではないということで。適さない場合にこの一般図書が教科書とし

て使用できる本ということになっているものでございます。この採択につきましては無償給与

を受ける場合、無償給与になる訳でございますが、前年度の内に学校からの要望を受け、市町

村の教育委員会において教科書としての採択を行う必要があるということで、本日お諮りをす

るものでございます。その下の採択の基準にありますけれど、採択の基準としては「上・下」

などの分冊本の禁止や、ジグソーパズルやＣＤなど云々とありますが、その後にそれらの基準

を満たし教育委員会が採択すれば、どの図書でも一般図書として使用することが理論上可能で

あるけれど、実際には文科省でとりまとめている、実際には私共は文科省の「一般図書一覧」

というものから、学校はそこから選択をしておりますが。選択をして採択を行うことがほとん

どであるということで、今回もその文科省のとりまとめている「一般図書一覧」のほうから選

択をしております。採択の時期につきましては９月の上旬に全国で行う云々とありますが、年

度末にかけて需要数の変更が行われ、その時点で需要が発生した場合も同様に採択を行えると

いうことになっておりまして、左側のページの関係別紙というところにあります追手町小学校

の４年生、飯田市立松尾小学校の２、５、６年。それぞれ給与一般図書名ということで、これ

は特別支援学級に在籍をする、個に応じた指導が必要であり、検定済の教科書による指導が困

難であり、今回のこの給与一般図書の「易しい本」、易しく学べる本を使いたいというものでご

ざいます。提案理由につきましては以上でございます。よろしくご審議の程お願いいたします。 

 

○代田昭久教育長 

 はい、ありがとうございました。議案第 11号に関して何かご質問・ご意見等ありましたらお

願いいたします。 

はい、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 

 すみません。よくわかっていないので教えていただきたいのですが、これは例えば４月に入

学される子どもさんが、もう前年度の 9月にこの教科書は適さないというのがわかっていれば、

９月に申し込んで新年度の４月からこういう教科書を使いたいですという申請をして、それに

適した教科書を無償でいただけるということでよろしいんですかね。その場合、９月にその子

が確実にその学校の特殊学級のほうに進める、でも確定していない場合もあるのかな。あるか

もしれないし、もしもうちょっと後で、例えばですが、ぎりぎりになってこっちの学校に行き

たいという子がいて、その子に適さない教科書があった場合はもうこれはダメっていう。ちょ

っと上手に言えないんですが。まあ前の年の９月までに申請しないと確実にダメですよってい

うことなんですかね。授業を進めていくにあたって、この教科書は適さないからこの教科書は

違う教科書にとかっていうのは、却下ということになるんでしょうか。ちょっとわからなくて

すみません、教えてください。 

 

○代田昭久教育長 

 北原学校教育課副参事お願いします。 

 

◎北原康彦学校教育課副参事 

 はい、先ほど説明のところの採択時期の所の説明がうまくできていなかったんだと思います。

９月に一回ございます。その時は順調にいって新年度にということになるんですが。その下に

「また」というふうにありますように、年度末にかけて需要数の変更調査。これはいまの小澤

教育委員のお話のように、途中からちょっとこの教科書ではダメというか、なかなか難しいの

で、適さないので、ということで判断されてくれば年度末、まさにこの時期なんですが、この

時期に需要が発生した場合、同じような手続きを取れば新年度から使えるという。そういう２

回の手続きができるということになっていますので、今回はその年度末にかけてのほうという

ことで、年度末にかけてですから、この時期に結局なるんですけど。そういうことで検定教科

書が適さないということでこういうものを使いたいと、そういうことでございます。 

 

◇小澤由美子教育委員 

 はい、そうしましたら、４月スタートを始めて、その時にもうこの教科書が適さないといっ

た時にはもう無理ということなんですね。授業を実際に始めたんですが、この教科書は授業を

始めて進めていったらやっぱりダメだったといった時には、もうダメということですよね。 

 

○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 

 始めてダメだということにならないように、事前にしっかり把握をしながらこの一般図書を
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使っていくということで申請をかけているということであります。 

 

○代田昭久教育長 

 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、すみません。これは多分本当にこのとおりで、このとおりにするべきですけれども、

採択の基準というのが本当に厳しすぎて、ジグソーパズルやＣＤなど「本」としての体裁でな

いものの禁止などがあるというんですが。うちの息子何かはジグソーパズルで「あいおうえお」

を覚えたくらいで。なので、何で禁止なんだろうって思ってしまうな。このとおりはこのとお

りなんですけれども。厳しいなと思って読みました。 

 

○代田昭久教育長 

 私が。副教材ではなくて、これは教科書なので。副教材としてジグソーパズルを使ったりだ

とか、デジタルのサポートをするということは常時行われる可能性がある訳です。 

 

◇小澤由美子教育委員 

 じゃあ、これは教科書ということですね。 

 

○代田昭久教育長 

 教科書なので、ここは厳密にしないと。一人二冊やるとかっていうのはできないので、厳密

な審査が必要だということで。いま小澤教育委員の言っているようなものに関してはサポート

ツールとしては、教材としては別に全く禁止されているわけではないので、その点等は充分で

きる限りの所ではあり得る話だと思います。 

 

◇小澤由美子教育委員 

 すみません。この教科書に沿ったものが、ほぼ似たものが、申請されているということです

かね。その、本来の教科書に沿ってほぼ似たようなもので、この子たちに分かりやすいような

ものが選ばれているということになっているんですかね。 

 

○代田昭久教育長 

 北原学校教育課副参事お願いします。 

 

◎北原康彦学校教育課副参事 

 採択基準のところにもご説明させていただいておりますが、実際にはそれに近いものといい

ますか。当然そういうことになります。はい。 

 

◇小澤由美子教育委員 
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 すみません、わからなくて。 

 

○代田昭久教育長 

 いいです。ぜひ聞いていただいて。こういった所が分からないということがあれば。 

他にいかがでしょうか。 

はい、それでは議案第 11号は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。 

 続きまして議案第 12号お願いします。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、議案第 12号でございます。平成 30 年度飯田市就学援助費支給対象者の認定について

でございまして、飯田市就学援助費の支給について別紙がございますが、別紙のとおり申請が

あったので、飯田市就学援助費支給要綱第５条第１項の規定により飯田市就学援助費の支給対

象者として認定を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。 

 

○代田昭久教育長 

 はい、ありがとうございました。 

議案第 12号の説明がありましたが、対象者の認定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。 

それでは今月の議案審議は以上で閉じたいと思います。 

 

△日程第７ 協議事項 

○代田昭久教育長 

 日程第７協議事項。今月の協議事項はございません。 

 

△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（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。教育委員のみなさんの中で報告事項があればお願いい

たします。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、先月の飯田市大会、公民館大会のほうは勉強になりました。ありがとうございます。

白戸先生の講演会を聞いて、私も何かちょっと一個やりたいなと思うくらい、良い勉強をさせ

ていただいたんですが。その後の分科会の時に私は第５分科会に行ったんですけれども「いま
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思っていることを自由に話そう」というグループだったんですけれども。その中でだいたい公

民館で行事をする時に若い方々が参加しないんですが、どうしたらいいでしょうという意見が

多く出された中で。その後に、最近の児童虐待のニュースを聞いて、その方はなんとか救いた

いと。それでご飯が食べられないような子どもがいたら家に連れて行ってご飯を食べさせたい。

昔の日本のように困っている子がいたら家に連れて行ってなんとかしたい。飯田市としてその

情報を下ろしてくれることはできないのかという意見が出ていました。それはいまは無理でし

ょうという話だったんですけれども。その時に主事さんかな、話をまとめていた方が「皆さん

はコミュニティスクールはご存知ですか。」と問いかけたんですが、悲しいことに誰一人知らな

かったんですよ。でもまだ立ち上げたばかりなのでそうだと思うんですけれども。まちづくり

委員長さんや公民館長さん、また主事さん。その方々が今一生懸命動いているところであって、

まだ各地区の公民館の行事を動かしている方々のところにはまだ下りて行っていない状態なん

だと思うんですよ。なので、それを何とか下の方々に知っていただいて動いてもらう。また、

公民館の主事さんも館長さんも代わっていくと思うんですよ。それが上手に引き継いでいって、

うまくコミュニティスクールが回っていくといいなと思って帰ってきました。以上です。 

 

○代田昭久教育長 

 はい、ありがとうございました。はい、三浦教育委員お願いします。 

 

◇三浦弥生教育委員 

 はい、感想ばかり、三つほどですが。私も公民館大会のほうに出させていただきました。白

戸先生のお話は本当に面白いものでした。人が動くには「困っているか、儲かるか、面白いか」

というそんなような、わかりやすいようなところを聞かせていただいて、自発的・内発的に動

くには「なるほど」と思うようなところも聞かせていただいています。その中で私は保健師を

やってましたので、大峡美代志さんという須坂の保健師さんの話が出ておりました。保健補導

員を立ち上げたといった保健師ということですけれども。そんな中で生活の改善や家族計画や

ら、あの時は農業の経営についてとかいうことだったでしょうか。そんなようなところを地域

の中で回る時に、やはり保健師だけでなくて公民館といった地域に根差したところと一緒にな

って、地域の中に出ていくといったような話をされていたのが私個人としては印象的です。そ

う思うと、先ほど小澤教育委員も言っていたコミュニティスクールといったものも公民館活動

が活発である飯田市という所は本当にコミュニティスクールといったところを動かしやすいと

言いますか、理解を得やすい、そういった地盤が確かにあるんだなといったところを併せて感

じました。コミュニティスクールといった名前は確かに市民の人たちは知らないように思いま

す。そこのところの名前の定着ややっていることをどうやったらできるかなというふうに考え

ていけたらいいなということも併せて感じたところです。 

 もう一点の感想は、小中連携・一貫教育推進委員会に出させていただいております。こちら

では自分の感想としましては、良い感想を持っております。９年間の育ちといった部分での共

通理解と、幼保の連携だっているじゃないかというようなところの課題も出てきていたりする

といったところは本当に素晴らしいことだと思いますし。もう一点は活動であるとか目標に基
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づいた活動というのがすごい具体的になっているといったところを私はとても感じました。講

評いただく先生方は原点に戻りましょうというような講評をされていたりですとか、表の用い

方、文章の目標に合ったものの書き方というところのご指摘もあって、それも大切かと思いま

したが、私は具体的な課題に基づいた活動ができている、そしてまたそれを課題として取り上

げて９年間の子どもたちの育ちを見ているといったところではとても評価できるものであった

んじゃないかと思います。評価される先生の厳しいご指摘も大切ではありますけれども、本当

に具体的な所ができているといったところは評価できるところで。もし可能であれば評価でき

る、そういった評価・講評いただける先生の中に、こういった小中連携についてもっと具体的

なことをご存知の先生を入れていただいて、その先生からも講評頂けるような形で、具体的な

ものがより発展するような、そんなような内容になってくるともっと生きてくるんじゃないか

なと、そのようにも少し感じました。 

 三点目の感想、先ほどの教育長の冒頭の報告事項にあったいじめに関する議員さんに関する

お答えを教育長さんが報告してくださった、そんな中で私の全くの感想です。本当にいじめと

いうことに関しましては、いじめはもちろんしてはいけないし、そのために自分はどんなふう

にあるのかということで、いろいろ教育委員会のほうでも実態把握といったところもしっかり

やっていただいているというところで取り組み、「やっちゃいけないよ。わかっている。」とい

った指導が主ですけれども。なんか本当に命が大切であって、そういった大切な命が立ち上が

れなくなるほど傷ついてはいけないんだという認識であるとか、自分の命も自殺といった形で

終わらせてはいけないんだとういうそういった命の大切さの根本的なところと、そういったい

じめといったところや自殺といったところが教育的に結び付いてきたらいいのになという。い

じめがダメなこと。いじめをしてはいけない。いじめられたらどうなんだ。というところの指

導が表に立ちますけれども。そういったところで例えば道徳教育でもされていると思いますし、

日々の先生方の教育の中でもそういったことはきっと含まれていると思います。そんなところ

で子どもたちがそれと結び付けて考えていかれたらいいのかな、なんて教育長さんの報告をお

聞きしながらそんなところを感想を持ちました。以上です。 

 

○代田昭久教育長 

はい、ありがとうございました。他にいかがでしょうか。はい、伊藤教育委員お願いします。 

 

◇伊藤昇教育委員 

 あの、報告というよりは感想ですけれども。教育長が二期目に入られているということで、

頑張っていただきたいと思いますが。思い返しますとちょうど三年くらい前に佐賀のほうへ行

きまして、斬新な教育をされているということで伺ったわけですけれども。それでＩＣＴ教育

という、教材と言いますか、飯田市の教育の現場へ入れてくださったということで。そういう

功績があったんですけれども。私もその頃ちょうど三年前くらいは、そんな授業をやっている

ところは、確かに世の中はそういう流れに動いているんだけれど、そんな授業をこれからされ

るというのにどうなのかなという、新しい期待とちょっと不安と言いますか。皆さん教育機関

の方たちも皆同じ歩調でいくのかなとそんな思いでおりました。それで三年が経っていま思い
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返しますと、ただ授業にそういったＩＣＴを入れるのではなくて、やはり社会そのものが、特

に日本は今 2020 ですか。オリンピックを機会にＡＩの世界とか。あるいはいまの児童生徒は社

会に出るときにはコンピューテーショナルな社会が入ってくるということで。やはり、私たち

がいま思っている以上に社会に入ってくるということは、ＩＣＴの、あるいはいまのプログラ

ミング教育ですか。そういった社会になっていくので。もちろん英語もそうですけれど。そう

いう流れの中であるので、これはただそういう教育にもっていくというよりも、児童生徒が社

会に出た時に職業そのものが、そういう職業にもうなってくるということで。そういうものの

中にあるんだなと。三年前と違って今はそんな思いで聞いておるという、そんな感想ですけれ

ど。ぜひ頑張っていただきたいと思います。 

 

○代田昭久教育長 

 はい、ありがとうございます。引き続きよろしくお願いいたします。北澤教育長職務代理者

お願いします。 

 

◎北澤正光教育長職務代理者 

 私からも三点。中身はほとんど共通のことになります。一点目は２月終わりでしたけれど、

南信州民俗芸能伝承フォーラムというのが、竜丘公民館でありました。主旨は先ほど来、ずっ

と話題になっているＬＧ飯田教育や地域人教育のことに繋がる話です。その場は民俗芸能の伝

承というので、実演もされるフォーラムでしたので、和田小学校の子供達が霜月祭りの扇の舞

と剣の舞を女男の子たちがそれぞれ実演してくれました。もう一団体は飯田女子高校の人形劇

クラブの生徒達と黒田人形保存会の皆さんとがコラボして、太夫は女子高の生徒さんが務めて、

実際に人形を使っての発表がありました。そういう姿を見て改めて、民俗芸能の継承が人と人

を結ぶ大事な機会になっていることとか。学校とは違う学びの場になっているということを思

いました。さっきのコミュニティスクールともつながりますが、学校だけが人を育てているの

ではなくて、例えば民俗芸能を学ぶとか、継承をするというそういう活動の中にも、子どもた

ちが地域で育てられている場なのだということを改めて学んできました。ＬＧ飯田教育なんか

はまさにそのこととつながっているので、地域の方もこんなに思いを寄せて子どもたちを支え

てくれているのだなというのを学ぶ機会でした。 

 二点目はいま公民館大会のことが出ていたのですけれど。私も第６分科会に参加しました。

高校生たちが地域のことに一歩踏み出して活動した子たち、６グループが参加して発表し、こ

んな活動をしてきたということプラス、大人にもうちょっとこういうことを助けてほしいとい

うことも言っていました。それを聞いた時に、小中で９年間のカリキュラム、特にキャリア教

育や総合的な学習の時間のカリキュラムができて、地域のことについて学ぼうということをや

っている。その延長に高校生たちの発表のような活動があるので、さっきの小中連携一貫教育

のことを見ていった時に、中学までの学びで終わりではなくて、この９年間のカリキュラムの

授業のどこかに、例えば地域人教育でこんな学びをしているという高校生たちを招いて、高校

生がやっていることを中学生に知らせていくというようなことも大事になる。来年度予算のと

ころでも、さっき説明をいただいた 22 ページにあるのですけど、要するに義務教育だけで終わ
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りじゃない。その先の高校生たちの活動を中学生に知らせていくというようなことでとても繋

がりができてくる、大事な場面になってくるのではないかと思う。それをやっていくことは飯

田市の取り組みとしてかなりの目玉になる。小中高と一貫したカリキュラムとして本物になっ

ていくのではないかということを公民館大会の高校生達の活動から感じました。 

 最後は、全く別件ですけれど。教育長さんと一緒に 28 校の校長先生方と面談をさせていただ

く機会がありました。どの学校の校長先生も、先生方と一緒になって働き方改革と言われてい

る中だけれど、少しでも子どもたちのために力になる授業や行事をしようとして、ない時間を

やりくりしながら取り組んでおられるんだなということを思いながらお話を聞かせていただき

ました。来年以降さらに働き方改革が進んでいくのですが、学校としてかなり意図的に、戦略

的という言葉は強すぎるかもしれないけれど、学校としての意図をもって、これは外部へ任せ

るとか、これは学校として徹底的にむしろ今まで以上に力を入れて取り組んでいくんだという

あたりのその腹構えとか、意図を明確に持っていって欲しいということを改めて感じました。

また新年度の校長会や教頭会のスタートの段階で発信をして、市内 28 校の校長・教頭先生とも

心を合わせて進めていければいいなと思いました。以上です。 

 

○代田昭久教育長 

 はい、ありがとうございました。意見交換という訳ではないのですが、ありがとうございま

した。 

それでは続きまして、(3)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  

 ちょっと口頭ですけれど二点、ご報告やらご説明をさせていただきたいと思います。先ほど

協議会の場で新年度の予算について社会教育担当参事と各課長から説明をさせていただきまし

た。来年度だけじゃなくて少し中期的に見た時に教育委員会の課題は実はですね、公共施設、

飯田市の所有している公共施設の 45％が教育委員会の所有です。学校がありますので面積的に

見るとどうしてもそうなってしまうんですけれど。その施設のほとんどが老朽化、建設して長

年経過しているということになりますので、それを長寿命化するのか、それとも再整備するの

かということが大きな課題になります。先ほどの見ていただくと、教育委員会の当初予算に占

める割合が９％くらいで、これは県下の他の市に比べて比較的社会教育施設が多くありますの

で、多いんですが。それでもソフト事業も含めた教育施策を充実していかなければいけない時

に、そういうハード、建物の維持管理をどうするのかというのが今後の課題なのかなというふ

うに思います。あと教育委員さんが学校訪問に行っていただいた時に、特に各学校からいただ

く施設要望ですが、お手元に資料はございませんが、担当からいただいた資料ですと、27年か

ら 30 年度の４年間ですね。この中で小学校・中学校で合計、毎年約 550件くらい修繕の要望が

あります。その中で整備できるのはこの４年間で見ますと 200件から 250件くらい。大規模な

ものが、事業費がのすものがありますと、やはり件数が伸びませんけど、ということでこの数

字を見ても各学校の要望の半分くらいしか対応できていないということであります。また新年
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度学校訪問の場でもそういうお話があるかもわかりませんが。 

 もう一点は、12 月から２月にかけて各団体と懇談をしました。各団体というのは連合長野飯

田地協、働く皆さんの団体、勤労者協議会、女性団体連絡会、明るい民主市政を考える会等で

す。この中でいただいた教育委員会への要望は文化スポーツ施設を整備してほしいということ。

学校施設付近へ防犯カメラを設置してほしいということ。満蒙開拓平和祈念館のセミナー棟の

増築を支援してほしいというような、個別の課題が出ましたが、４団体の共通した課題はです

ね、小中学校のトイレの洋式化でした。小中学校のトイレの洋式化でいきますと、これは担当

から資料をもらったんですが、いま小学校が全体で便器数が 932 あるそうです。それの洋便器

があるのが 363。ですから小学校では 38.9％。中学校は 538 で 117が洋便器ということで、中

学はちょっと落ちますが 21.7％。ですから、小中合わせると 33％くらいが洋式化ということで

す。ただどうしても事業費がかかるので、全部の施設を洋式化するのに時間がかかるので、30

年度に教育委員会が取り組んだことは各ボックスですね、トイレのボックスの中にせめて一つ

だけ洋便器をということで、こう被せる、和式便器に被せる式の洋式を作ったんですが。これ

が小学校で行きますと 340 ブースの内、一つでも洋便器があるブースが 233。ですからこれで

いくと 68％。競争率高いんですけど、一個しかないと、そういうことです。中学は 198ブース

の内、104ということで 52.5％。ですから全体では約 62％ということです。これは多額の事業

費がかかりますのでまだまだ時間はかかりますけど、うまく工夫をしながら、家庭で洋式トイ

レしか使ったことがないので、和式だと学校へ行けなくなってしまいますという、そういう意

見まで市政懇談会の中で出ておりますので、教育委員会としては極力施設数を絞りながら効率

よく執行をしていくということが大事かなというふうに思っています。あとその４団体で共通

して出ているのが、放課後児童クラブの日曜・祝日の開設、それから夏休みが長期化になった

時の受け入れ、施設の改善、児童支援員の待遇の改善というようなことが出ておりまして、今

後、働き方が多様化してきてますので、それに対する対応として今までどおりの放課後児童ク

ラブの運営で良いのかどうかというのは教育委員会としても、検討して方向性を出さなければ

いけない時期にきたのかなというふうに懇談の中で感じたところであります。 

 以上二点、口頭で大変失礼かとは思いますが報告させていただきます。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。 

それでは続きまして(4)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 

 それでは飯田市のいじめ対策についての再確認をお時間いただいて行いたいと思います。冊

子の資料 No.２先ほどの教科書採択の次のページになりますが、資料 No.２をご覧いただきたい

と思います。まず１番といたしましていじめ防止対策。策定の経緯についてでありますが、①

といたしまして平成 23 年、2011 年ですが大津いじめ事件。中学校２年生の男子が自殺すると

いう事件が発生しております。それを受けまして 25年にいじめ防止対策推進法という法律が成
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立・施行いたしました。これを受けまして同じ 25年に飯田市小中学校いじめ対策指針及び飯田

市いじめ対応マニュアルというものを策定しております。各学校がその市の対策指針を受けま

して、学校いじめ基本方針、これは法律ではそういう名前がありますが、各校で名称は違って

おりまして、例えばいじめ防止基本方針というような名前になっております。それから学校い

じめ対策組織、これも法律の名前ですが。各校ではいじめ防止委員会等での名前で活動してい

ます。これらを設置いたしまして、いじめの未然予防・早期発見・早期対応に努めているとこ

ろであります。 

 ２番目、いじめの定義の変化であります。ご承知のように平成 17年度までは、そこに下線を

ちょっと引きましたが、自分より弱い者に対して一方的に、それから継続的に、それから相手

が深刻な苦痛を感じているものというような定義がございましたが、平成 18 年度に変更になり

まして、いま下線があったようなところを全部取り払いまして、被害を受けた人が精神的な苦

痛を感じているもの、これは全ていじめと認知しましょうということになっております。また

25年度のいじめ防止対策推進法の定義でさらに変更がございまして、インターネットを通して

行われるものを含むというような記述が加えられたり、あるいはそれまではけんかを除くと。

けんかはいじめから除くという記述があったものが、それが削除されております。これはけん

かやふざけ合いであっても、見えない所で被害が発生している場合があるため、きちんと調査

を行ったうえでいじめに該当するか否かを判断するということで、けんかイコールいじめとい

う訳ではなくて、必ず判断しなさいと、そんな具合になってきております。 

ここで飯田市小中学校いじめ対策指針の確認をしたいと思います。本日別冊でお配りをしま

した冊子、青い字で表紙に書いてある冊子でありますが、この指針を見ていただきたいと思い

ます。１ページを見ていただきまして、まず飯田市の基本方針が書かれておりますが、第２段

落のところから読ませていただきます。いじめは児童生徒の心身の健全な発達に重大な影響を

及ぼし、不登校や自殺などを引き起こす背景ともなりかねない深刻な問題です。いじめはどの

学校においても、どの子にも起こり得るものであること。誰もが加害者にも被害者にもなり得

るものであること。学校、教職員は常に認識していく必要があります。そのため日頃よりいじ

めを許さない学校づくりを進めるとともに、児童生徒の発する小さなサインを見逃すことなく、

いじめの早期発見に努めることが大切です。そしていじめを発見したら迅速に対応チームを組

織し、指導方針を共通理解したうえで、役割分担をして対応していく必要があります。またい

じめられている児童生徒には絶対に守るという学校の意思を伝え、心のケアと合わせて対応策

について保護者に十分に説明し、連携を図ることが重要です。学校教職員は、いじめは絶対許

されないという意識を児童生徒一人ひとりに徹底させるとともに、いじめのない学級づくりに

取り組んでいきたいと思います。子どもたちの笑顔を守るため、一丸となってそれぞれのお立

場でご尽力をお願いしますと記載してございます。続いて２ページをご覧ください。いじめに

対する基本姿勢といたしまして、いじめをしない、させない、許さないと定めております。そ

の後２番いじめの定義と基本的因子。４ページにいっていただきまして、３いじめをなくすた

めに、こう続いておりますが。具体的な対応につきましては別紙でお配りしましたＡ４一枚の

飯田市いじめ対応マニュアル、ちょっとご覧いただいてよろしいでしょうか。このマニュアル

をご覧ください。いじめ対応の流れとしまして一覧表になっておりますが、上から未然防止に
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ついて、それからいじめが発生した場合の早期発見、初動対応、その後の対応というものにつ

いてそれぞれ具体的に明記しております。また先ほど触れましたが各小中学校でもこのマニュ

アルを参考にして、学校いじめ基本方針、それからマニュアル等を作成すると同時に学校いじ

め対策組織、それぞれ名前が違いますが。設置していじめ防止の取組を行っているところであ

ります。 

それでは会議資料の資料 No.２にお戻りいただいてよろしいでしょうか。いじめ防止対策推

進法にあります重大事態というものへの対応について確認をいたします。まず重大事態が発生

した場合には、必ず各校には設置者、飯田市教育委員会への報告義務がございます。重大事態

というのはアとイ、二つございまして。まずアですが、いじめにより生命、心身または財産に

重大な被害が生じた疑い、例えばの例が出されておりますが、自殺未遂であったりあるいは骨

折とかそういう大けがを負ったような場合、あるいは多額の金品を要求されたと、そんなよう

なこと例は重大事態に相当いたします。あとイといたしましていじめにより相当の期間、学校

を欠席することを余儀なくされている疑い、これは年間 30 日を目安としておりますが、それに

あたる場合には重大事態の疑いということになります。また児童生徒や保護者からいじめられ

て重大事態に至ったと申し出があった場合も、これも含んでおります。また、疑いがあった時

点、その時点で設置者には報告をするようになっております。②といたしまして報告を受けた

場合の設置者の動きでありますが、重大事態の調査の主体を決定いたします。これは二つあり

まして設置者、教育委員会が主体になる場合は第三者委員会を設置しまして調査を行います。

学校が設置者の指示に従いまして、学校が調査の主体になる場合もございます。これらの場合

には設置者から指導・助言、人的支援を行うようになっております。この場合調査結果を地方

公共団体の長及び教育委員会会議に報告するように定められております。 

４番目のいじめの積極的な認知のところでありますが、先ほどの教育長からもありましたが。

25 年１月の大津市のいじめ自殺事件の結果報告書から次のように記載されております。「いじ

めを早期に発見し、有効な対応をした学校・教員こそが積極的な評価をされるべき」「そうした

価値基準を設けて内外に周知させるとともに、社会はそうした学校・教員を歓迎する姿勢を持

つべきである」と提言を真摯に受け止め、飯田市教育委員会としても「いじめの有無や数の多

い少ないのみを評価するのではなく、日常の児童生徒理解、いじめの未然防止や早期発見、い

じめが発生した際の迅速かつ適切な情報共有や組織的な対応等が評価される」ということを周

知・徹底してまいりたいと。先週の市議会で教育長から答弁をしております。 

続きまして飯田市のいじめの現状をお伝えしたいと思います。これも今日別紙でお配りしま

した、Ａ４一枚の飯田市のいじめの現状という印刷物をご覧頂ければと思います。これは先ほ

どありましたように山﨑議員からの質問にお答えしたものをお示ししているものであります。

まず１番２番、年度別のいじめ発生件数、解決数ですが、一覧表のようになっております。直

近の５年間をまとめました。小学校を見ていただきますと、件数が 25年から 54,47,19,86,413

となっております。またその右側解決件数も同じく 40,40,18,81,364と。それから重大事態は

ゼロ、いじめを理由とした転校もゼロとなっております。中学校を見ていただきますと、件数

のほうが 89,186,58,65,44。解決件数が 59,179,35,50,33 と。重大事態につきましては、平成

26 年度に中学校で 1 件。それからいじめを理由とした指定校変更、飯田市内の転校ですが 25
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年、27年、28 年にそれぞれ中学校で 1件ずつ認知されております。なお数字の増減がございま

すが中学校のほうは 26 年に大きく増えて減っているところがございます。これは 26 年の時に

アンケート結果を基に些細なものも全てピックアップしたというところがございます。それで

翌年のところであまりにも些細なものも挙げてあるのでそこは精査をしまして減ったと。そん

なような経緯もありまして、この時期いじめの認知に関わって解釈が揺れている時期かなとい

うように考えております。ただ、多少にかかわらず学校現場ではきちんと対応しておりますの

で、数の所ではこうなっておりますが、学校の現場では問題ないと思います。それから小学校

で 29年に大きく増えておりますが、これは職員に対する研修等を行いまして、認知件数が増え

ているという具合に捉えております。またアンケートの取り方についても学校毎に色々少しず

つ違っているところがあります。また年度によってそれまで記述式だったものが丸を付ける形

になる。そうするとすごく増えるとか、そういうこともございます。３番のところを見ていた

だきまして、いじめ認知件数ゼロの学校数、これは 29年度に調査したものでございますが、最

初の調査ではいじめ認知件数ゼロの学校が小学校 7校、中学校 1 校ございました。県教委の方

から追跡調査が行われまして、変更後小学校は２校、中学校は１校となっております。変更し

た学校の主な理由をそこに書いておりますが、職員研修等でいじめの認知の職員の認識が変わ

ったというようなこと。アンケートを先ほどお話ししましたが、そんな点が挙げられます。そ

れからいじめ認知件数ゼロの学校もいくつかございますが、これは本当にその学校で一生懸命

やっていただいている、そういう成果でありまして、例えばそこに載せているように、学年の

違いを取り払った本当に仲良くなれるような人権教育の活動を一生懸命やっている成果であっ

たり、あるいは学校の人数がもともと小さな学校で、本当に兄弟姉妹のような教育活動に取り

組まれている等々、各校とも手厚い未然予防の成果が浸透しているところであります。 

なお、いじめの積極的な認知を促すために各校では県教委から出された教職員研修資料を配

って、使って学習をしております。これも別冊でお配りしましたので見ていただきまして、Ｑ

＆Ａという冊子がございます。例えばちょっと開いていただきまして、１ページのところＱ１

では、いじめはどの学校でも必ず起こるものでしょうか。あるいはＱ２では、いじめは認知件

数が多いほど学校のマイナスイメージになるのでしょうか。めくっていただいてＱ３では、ど

んな些細ないじめでも一つ一つ指導し、即座に止めさせなければならないのでしょうか。等々、

現場の教職員が実際に迷いそうな事柄について詳しく説明がされております。各校ではこのよ

うな研修資料等を用いて定義とか教育方針の理解に努めている、このようなところであります。

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。引き続いて、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、続いて資料 No.３、いまのいじめのところを一枚めくっていただきまして、資料 No.

３をご覧ください。今年度年間を通しまして全ての学校の学校運営協議会に教育委員会事務局

の職員が可能な限りで参加をさせていただいております。その場で各コミュニティスクールの
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情報収集をしたり、必要に応じてアドバイスをしたりしてまいりました。今回は年度末に行わ

れました今年度最後の学校運営協議会で出された主な意見を資料としてお示ししております。

各校とも学校評価の説明、今年度の学校評価の説明とそれに対する質疑、あるいは年度当初に

相互承認をされまして取り組んできた「家庭ですること」「地域ですること」の評価、それから

来年度の学校運営の方針等につきまして活発な討議がされております。特に今回はいくつかの

学校運営協議会で「保護者がすること」について、参加をされたＰＴＡ会長など保護者代表の

方々から取り組みについて前向きな意見交換をされていることが一つの成果と考えております。

詳細についてはお読みいただければと思います。 

また、別冊で飯田コミュニティスクール平成 30 年度実践報告書をお配りしてございます。こ

れにつきましても各校に配布するとともに、今後ウェブサイトにもアップしてまいります。報

告書にあります成果や来年度に向けての工夫・改善点はそれぞれ共通していたり参考になった

りすることが多いと思いますので、今後各校での活用にあわせてまいります。また委員の皆様

方のところに「Hagu」をお配りしてございます。３学期号、情報共有誌の、めくっていただき

まして今回コミュニティスクールの特集ということで、これはきょう、あすあたりで全家庭に

配布されるものであります。それで挟まっているものでコミュニティスクールの概略がありま

すが、そのページを見ていただきまして、前とこれからということで絵入りでわかりやすく説

明されているかなと思います。それから裏面はそれぞれの各校でやっている具体的な取り組み

ということで、松尾小学校の例と鼎小中学校の例を掲載いたしました。また、見開きで全ての

学校のコミュニティスクールのめざす子ども像、それから「家庭ですること」「地域ですること」

それから学校支援ボランティアの活動内容。これが一覧表になるようにしてございます。なか

なか先ほども委員さんからご指摘いただいたように、コミュニティスクールの周知が進んでい

ないというところをご指摘いただいておりますので、なんとかこんなことも加えながらどんど

ん広げていきたいと思いますのでまた色々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。続いて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 

 ウの小規模特認校の関係、小中学校全体の児童生徒数の見込ということで資料 No.４という

ものをつけてございますのでそれをご覧ください。まず３月１日現在ではございますけれど、

31 年度の児童生徒数の見込ということでまとめたもので説明させていただきます。１番になり

ますが児童生徒数ということで小学校、中学校それぞれ普通学級、特別支援学級ということで

数字をご覧頂ければと思いますが、見て頂けますように昨年の５月１日と比較をしまして小学

校は 102人、中学校は 37人の減少ということになっております。学級数、３番の特別支援学級

の新増設、４番の特別支援学級の減、不安定学級の学年等はご覧頂ければと思います。あと６

番の複式学級の関係でありますが、現在 31 年度の見込として上村小学校と和田小学校に複式学

級ということで、それぞれそこに書いてはございますが。ちょっと３月１日以後、上村小学校

で変更というか、予定者が飯田市から転出をしてしまうということがありまして。上村小学校
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の複式学級が１・２年、３・４年、５・６年という、今もそうなんですが。その３クラスの編

成というふうに変わります。それで和田小学校は１・２学年が複式学級ということになります。

ページをおめくりいただきまして裏面につきましては、31 年度の児童生徒見込一覧ということ

で学校毎にまとめたものでございますが、その中の上村小学校のところをちょっとご覧いただ

きたいと思いますが、先ほどの複式学級でお話しましたとおり一名、１年生に新たに入学する

方が市外に転出をされるということになってしまったので。この数字はちょっと変わっており

ます。申し上げますが１年生が６人になっておりますが、これが５人になります。全校の人数

が一名減りまして 15人が 14 人。学級数が先ほど複式の３クラスと説明いたしましたけれど、

３になります。増減の欄までいきますと、６が５になって、学級数が１がゼロになると。そう

いうことでございます。この中で上村小学校、小規模特認校ということで上村地域外から入学

をされる方につきましては、これは内数でございますけれど申し上げます。１年生が２人、２

年生が１人。５年生が１人ということで。すみません。もう一度申し上げます。地域外から小

規模特認校で通っている児童さんですが、１年生が２人。２年生が２人。５年生が２人になり

ます。その内、31 年度に新たに上村小学校へ小規模特認校制度で通う方が、１年生がその２人

の内の２人。２年生が２人の内の１人。５年生が２人の内１人ということで。ちょっとわかり

にくくてすみませんが。全体としては小規模特認校制度を利用して通う方が６名いらっしゃる

という結果になります。その他の学校につきましては３月１日現在でございますけれど児童生

徒数の見込ということでご覧頂ければと思います。右側のページは色々な制度を使いながら学

校の先生たちを加配ということで入っておりますが、それにかかわる学校名と加配の事業名と

言いますか、そういう形で入っているということで、ご覧頂ければと思います。もう一枚、副

学籍校指定児童・生徒数一覧ということでありますけれども。31 年度の副学籍制度で利用して

飯田養護学校と各地元の学校に両方に席を置きながら、この制度を利用した交流を深めていこ

うということで利用される皆さんの一覧でございます。人数であります。小学校 16 名の、中学

校が４名で、全体小中学校計が 20人。そういうことになります。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。 

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  

 お手元に「Hagu」があると思います。コミュニティスクールを特集しておりますので、各学

校を通じて家庭に届いておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 

○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 



25  

 はい、それでは資料 No.５をお願いいたします。30 年度の伊那谷の自然と文化学びあい講座

の実績報告を申し上げます。３回開催いたしました。最初に１月の 20 日「お正月って何だろう？」

ということで開催しまして 19名の参加をいただいております。それから２回目は「知っている

ようで知らない飯田城と城下町」ということで 53 名の参加をいただいております。３回目につ

きましては「私の春の楽しみ方」ということで 13 名の参加がありました。次年度におきまして

も継続して開催し、各所・各館へ行く専門的な講座への導入として、また研究者等も拡大に資

するような形で講座を開催してまいりたいと思っております。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。 

(5)公民館関係報告事項お願いします。氏原市公民館長補佐お願いします。 

 

◎氏原理恵子市公民館長補佐 

 先ほどご意見を頂戴いたしました２月 17 日の飯田市の公民館大会へのご出席ありがとうご

ざいました。いただいたご意見をまた事務局の事業に生かしてまいりたいと思います、ありが

とうございます。２月に公民館が主催をしております高校生講座のカンボジアスタディツアー

の関係なんですが、３月の 22 日から 28 日に高校生の４校の市内の高校、15名が現地へ行くこ

とになります。また 10 月から事前学習を進めまして、３月 22 日から１週間、また戻ってから

は報告会に向けて自己の学習を進めてまいります。６月に予定をしておりますので、ぜひ皆様

にもまたご報告をさせていただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。以上です。 

 

○代田昭久教育長 

 はい、ありがとうございました。 

 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。 

 

◎宮沢正隆文化会館館長 

 それでは資料 No.６をお願いします。人形劇のまちづくりの推進に関する最近の取り組みで

ございます。主なところを説明させていただきます。今週末 17日日曜日に公演事業といたしま

して定期公演が行われます。この中にはことしの初級講座に取り組んでいただいた方々の発表

もありまして、岡田市議会議員さんも貴賓ということでご覧いただきます。２番の創造支援事

業でありますが、今後の予定といたしまして、新たな作品ということで「ゆきをんな」を作る

ということで、まだ途中なんですけれども３月 21 日の祝日の日に中間発表を行います。それか

ら４年ほど前に取り組んでおりました「人魚姫」につきまして再演をしたいということで、こ

れから稽古を始めまして、８月のフェスタの上演を目指しております。竹田人形館の関係でご

ざいますが、新たなお客を獲得していくということで、昼神温泉と提携をしまして、いしださ

んのほうで出張上演をしたりしております。それから学校で行う事業等でございますけれども、

本年度学校で取り組んでいた人形劇の関係のご報告会ということで先週行いまして、なかなか

先生方忙しいもので全員はご出席いただけなかったんですけれども、総括をいただきまして新
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年度に向けて取り組みを新たにしていくところでございます。それから巡回公演ということで

保育園が中心でございますけれども、学校のほうで来年度３校希望をいただいております。 

 続きまして、次のページ資料 No.７ですけれども、文化会館におきましてＰＣＢを含む蛍光

灯安定器が発見されてしまいましたので、このことにつきましては昨日の市議会、社会文教委

員会協議会に報告させていただきまして、本日南信州新聞、それから信毎でも報告がされてお

るところでございます。ＰＣＢにつきましては下段のほうに説明が書いてありますけれど、カ

ネミ油症等を契機といたしまして有害であるということで、電気製品等への使用が禁止されて

きておりまして、その後、国が中心となってそれを取り外して処分するということが進められ

ております。法的には平成 35年３月までにすべての処分を長野県については行わなければいけ

ないということになっております。経過でございますけれども、飯田市では平成 12 年度に県か

ら通知を受けまして、そういったものがないかどうかという調査をしました。文化会館でも発

見をされまして、取り外しを行ってきたわけでございますが。たまたま昨年２月にいま使って

いない文化会館の事務所の２階にあたります、講習室という部屋があるんですけれども、そち

らの所に隣接したトイレがありまして。いまはもう使っていないんですけれど。こちらの蛍光

灯を見たところ、古いということと、そこに使われている安定器がどうも怪しいということで、

品番などを確認したところ、ＰＣＢが含まれていることを確認しました。その後、職員が館内

を点検したところ、他にはなかったんですけれども、高い所もありますので専門業者さん等に

見ていただいたところ、昨年６月の時点で 55器の蛍光灯について含まれている可能性があると

いうことを確認いたしました。それについて今年の１月から取替えを行っておりまして、全館

手入れを行う作業が必要なので来週の３月 18 日にそれも行いまして、全て取り外しができる予

定でございます。取り外した安定器につきましては液が漏れない等するために適切な処置をし

て取りながら保管をしてまいります。見つかった場所については主に地下の電気室とか機械室

だとか、そういった所が主でございまして。幸いにして液漏れ等の被害はありませんでした。

今後の取り組みですけれど、処分施設は限られておりますのでそちらの方へ処分の申込みを行

いまして、処分のできる日が決まったところで予算措置をしまして処分を行ってまいります。

また法令に基づきまして、県への届出等、適切な管理を行ってまいりたいと思います。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.８でございますが、よむとす事業報告及び予定ということでワンペーパーあ

ります。報告事項としては(1)から(5)まで５つございますが、特に３月に入ってから特別還元

図書市を行ったということ。新聞活用講座ということで信毎の方に来ていただいて研修を行っ

たというところでございます。今後の予定としましては新年度になりますが、毎年行っており

ます文学連続講座、その第１回目を４月の 21 日に予定をしておるということでございます。以



27  

上です。 

 

○代田昭久教育長 

 はい、ありがとうございました。 

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

 

◎池戸通徳美術博物館副館長 

 はい、美術博物館です。お手元に黄色と紫で３月、４月のびはくにゅーすをお届けいたしま

した。既に終わってしまった３月の行事もございますが、今後の日程の中にぜひ組み入れてい

ただきたいと思います。常設展示室は工事中で閉鎖しておりますが、他にも見どころがござい

ますのでよろしくお願いします。このペーパーに書いていないことで若干申し上げると、安富

桜については毎年観光課とタイアップでライトアップをしております。今年は早く咲くんじゃ

ないかということで、まだ蕾は膨らんでおりませんけれども、３月下旬から４月上旬が見込ま

れます。夜桜の時に売店が出ていましたけれども、それが飯田観光協会から南信州観光公社に

移って、観光公社として今年もお願いしたいというご挨拶とともに、今年はミニ音楽コンサー

トも行いたいという申し出がありましたので今若干調整中であります。４月の上旬に夜６時か

ら７時の間で一時間ほどコンサートを計画しております。もう一点、４月７日の日曜日の午後

１時から、橋北屋台囃子、昔ありまして今復活しているものでございます。橋北の都合がござ

いまして、会場を美博でやりたいと申し出がありましたのでお受けしました。４月７日の日曜

日の午後１時に橋北屋台囃子が行われるというご報告です。以上です。 

 

○代田昭久教育長 

 はい、ありがとうございました。 

続きまして(9)歴史研究所関係報告事項お願いします。小椋歴史研究所副所長お願いします。 

 

◎小椋貴彦歴史研究所副所長 

 はい、歴史研究所からお知らせをします。資料はございませんので口頭にてお願いします。

まず３月 16 日今週の土曜日でございますが、飯田アカデミア第 86講座ということで開催をし

ます。テーマは歴史教科書作りということをテーマとして、元東京都の中学校の先生でありま

すが、不破修講師をお招きしまして土曜日の午後、この市役所の３階の会議室で行います。東

京都の社会科の教員の先生が集まって子供たちの目線で教科書作りを進めていくというお話を

していただきますので、お忙しい時期かとは思いますが、お時間があればぜひ聴講をお願いで

きればありがたいです。それからもう一点でございますが、刊行物をまとめてございます。『飯

田・下伊那の歴史と景観』ということで、長年にわたって調査・研究をしてまいったものが年

度末にまとまる運びとなりました。配布が年度をまたぐことになるかもしれませんが、教育委

員さんにご案内を申し上げたいと思います。以上でございます。 

 

○代田昭久教育長 
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 はい、ありがとうございました。 

 学校教育課から今の歴史研究所まで報告事項がありましたけれども、ご質問等あればお願い

いたします。 

はい、事項が多かったのでなかなか難しいかとは思いますが、ぜひご質問等あればよろしく

お願いいたします。 

 続きまして(10)今後の日程についてお願いします。滝沢学校教育課長補佐お願いします。 

 

◎滝沢拓洋学校教育課課長補佐  

 レジュメに戻っていただきまして、３ページをご覧いただきたいと思います。今後の日程に

つきましてお示しをしてございますが、記載したものにつきましては、ご案内を差し上げてい

るものがございます。３月 29日は年度末になりますので午前９時半から教育委員会の臨時会を

お願いしたいと思います。場所はこの下の第２委員会室というところになります。終わりまし

たら永年勤続表彰伝達式ということで、教職員の先生方の永年勤続の表彰の伝達を行いたいと

思います。それから午前 11 時から校長離任式がありますので３月 29日につきましては、そこ

まで教育委員の皆さんの出席をお願いしたいと思います。月が替わりまして４月１日に午前 10

時から校長着任式を行いたいと思いますので、こちらも第２委員会室が会場となりますので出

席をお願いします。４月４日の小中学校入学式につきましては、２月の定例会でお示しをした

とおりになりますのでお願いをしたいと思います。４月 12 日が教育委員会の４月定例会の予定

です。その後に教育委員会の歓送迎会を予定しておりますので、ご出席をお願いいたしたいと

思います。 

今後の日程については以上ですが、別綴りで平成 31 年の年間計画をお配りしてございます。

ご覧いただきたいと思います。31 年につきましても毎月教育委員会の定例会をお願いしたいと

思いますので、記載をしてあるところが現在の予定でありますのであらかじめ日程の確保をお

願いしたいと思います。若干お時間をいただきまして主なものについて説明をさせていただき

ますが、４月につきましては前半については先ほど申しあげましたとおりです。後半につきま

して４月 23 日の火曜日に飯田市校長会、歓送迎会を予定しております。４月 27日が飯田やま

びこマーチ。29 日からオーケストラと友に音楽祭がございます。５月に移りまして５月 20 日

が飯伊市町村教委連絡協議会の総会がございます。それから 31 日に関東甲信越静市町村教委連

合会総会が山梨県の北杜市で予定しておりますので、そちらに参加をしたいと思います。６月

は定例会の予定です。二枚目に移りまして７月です。７月は例年三遠南信教育サミットが行わ

れておりますが、今年度はご案内のとおり松川町で行われます、７月 19日です。７月 20 日が

美術博物館展示リニューアルオープンとなります。７月 31 日からがいいだ人形劇フェスタです。

８月に移りまして、校長会等でも協議をいただきまして、今年度から 10 日から 16 日を学校閉

庁日として定めたいと思っております。９月に移ります。９月５日が中学校教育課程の研究協

議会となりますのでまたご挨拶等お願いしたいと思います。９月の末から学校訪問を予定して

おりますので、11 月の 15 日までを予定しております。これは学校側と調整が必要であります

ので、一応目安ということでございます。９月の末は中学校の文化祭が開催される予定です。

10 月に移りまして教育委員の皆さんとすると大きなイベントとなりますが、10 月の 11 日の金
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曜日に長野県の市町村教委研修総会が飯田市で行われますので、前日準備あるいは当日のお手

伝い等をお願いすることになると思いますので、よろしくお願いしたいと思います。あと 10

月の 17日が小学校の教育課程研究協議会となる予定です。11 月に移りまして、11 月 24日が伊

那谷文化芸術祭４日目最終日になりまして、また打上げ会等があると思いますのでお願いした

いと思います。12 月です。すみません、定例会が抜けておりましたが、12 月 12 日木曜日が教

育委員会の定例会を予定しておりますので、お願いしたいと思います。それでは早いですが年

が明けますと、１月は１月18日に第14回キャリア教育推進フォーラムを予定してございます。

例年より１週間前倒しをした土曜日の開催を予定しております。２月に移りまして、２月の 17

日に最終の第５回飯田市校長会を予定しておりますのでまた出席をお願いできればと思います。

３月は一応 17日の日が卒業式の予定ですが、日が決まりましたらまた通知を差し上げることに

なります。３月 31 日が教育委員会の臨時会、それから校長離任式を予定しておりますのでお願

いしたいと思います。平成 31 年の年間計画につきましては以上でございます。 

 

○代田昭久教育委員長 

 はい、ありがとうございました。今後の日程と来年度の委員会活動を説明していただきまし

た。何か質問等ありますでしょうか。よろしいでしょうか。本日通して何かご質問等あれば。

大丈夫でしょうか。 

それでは滝沢学校教育課長補佐お願いします。 

 

◎滝沢拓洋学校養育課長補佐 

 すみません、これ私の口から申し上げるのもなんなんですが。教育長が今度長野県の市町村

連絡協議会で、幹事に任命されるということでまた４月からそちらへ、30 年度は職務代理が副

会長という職になっていましたが、31 年度は教育長が幹事ということで、選任させていただく

ということで連絡がありましたのでお伝えをしておきます。以上です。 

 

○代田昭久教育長 

 ありがとうございました。他にありますでしょうか。 

はい、それでは本日の定例会の日程は以上です。 

 

△日程第 10 閉会 

 代田昭久教育長が閉会を宣言した。（午後５時） 


