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令和元年 飯田市教育委員会５月定例会会議録 

 

 

令和元年 ５月１６日（木） 午後３時 00 分開会 

 

    【出席委員】 

        教育長          代田 昭久 

        教育長職務代理者     北澤 正光 

        教育委員         伊藤 昇 

        教育委員         三浦 弥生 

        教育委員         小澤 由美子 

 

    【出席職員】 

        教育次長         今村 和男 

        学校教育課長       桑原 隆 

        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 

        市公民館副館長      秦野 高彦 

        文化会館長        棚田 昭彦 

        中央図書館長       瀧本 明子 

        美術博物館副館長補佐   槇村 洋介 

        歴史研究所総務係長    佐々木 美鈴 

        学校教育課長補佐     滝沢 拓洋 

 

 

 

 

 

 



 ‐2‐ 

日程第１日程第１日程第１日程第１    開開開開    会会会会    

○教育長（代田昭久） それでは、改めましてこんにちは。 

ただいまより、令和元年飯田市教育委員会５月定例会をいたしたいと思います。 

 

日程第２日程第２日程第２日程第２    会期の決定会期の決定会期の決定会期の決定    

○教育長（代田昭久） 日程の第２ 会期の決定。 

会期は、本日１日のみとさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

 

日程第３日程第３日程第３日程第３    会議録署名委員の指名会議録署名委員の指名会議録署名委員の指名会議録署名委員の指名    

○教育長（代田昭久） 日程第３ 会議録署名委員の指名。 

今月の会議録署名委員は、北澤正光教育長職務代理者にお願いします。 

◇教育長職務代理者（北澤正光） はい。 

○教育長（代田昭久） よろしくお願いいたします 

 

日程第４日程第４日程第４日程第４    会議録の承認会議録の承認会議録の承認会議録の承認    

○教育長（代田昭久） 日程第４ 会議録の承認。 

臨時会及び４月の定例会の会議録のほう修正等あればですが、いかがでしょうか。 

（承認の意思確認） 

○教育長（代田昭久） はい、それでは、承認ということでよろしくお願いいたします。 

 

日程第５日程第５日程第５日程第５    教育長報告事項教育長報告事項教育長報告事項教育長報告事項    

○教育長（代田昭久） 日程第５ 教育長報告事項。 

Ａ４の裏表で書類を用意させていただきましたので、これに沿いながら、今日４点お

話をさせていただきたいというふうに思います。 

まず、１点目ですけれども、４月の１９日から北澤教育長職務代理者と学校訪問をさせて

いただいております。今週、終わったところで２５校を終え残り３校ということで、ほぼ全

部回るような形になりました。 

この学校訪問は４年前から始めているわけですけれども、学校経営に関する今年度の校長

の経営方針を聞きながら、相談に応じたり、また、時にはアドバイスをしたり、また、半分

はすべてのクラスを回って子どもたちの様子を見ると。また、新しく来た先生や、そんな授
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業の中の様子を見るというそんな機会にしています。 

改めて学校訪問をして感じるのは、それぞれの学校がそれぞれの課題を抱えているなあと

いうふうには思います。小さい学校だから課題が少ないというわけではなくて、小さい学校

なりのやはり困難な課題もありますし、また、さまざまな困難に立ち向かう中で、先生たち

が本当に一生懸命頑張っていただいているなあというふうに感じます。 

そんな中で、教育委員会として、また、教育長としてもしっかりと支援・サポートしてい

きたいなあと、そんなことを認識するいい機会であるかなあというふうに思います。 

また、前回の校長会の中で、北澤教育長職務代理者のほうから校長先生方に「もっとマネ

ジメントをしながら、教頭先生や先生方が伸びるようなそんな育成をしていってほしい」と

いう話をされたんですけれども、それを受けて、もう早速、校長面談の中で、学校経営方針

については教頭がプレゼンテーションするという学校も幾つかあって、要は、校長と教育長

だけの面談ではなくて、そこに教頭が入りながら学校経営について校長と交えて話し合う、

そんな場も幾つかできてきたなあというのが今回うれしい、新しい変化かなあというふうに

思っています。 

そういった意識で各学校の中で、職場で働く先生方や、また、次の管理職を担う人材がは

ぐくまれていくといいなあとそんなふうに感じたところでもあります。 

また、各クラス全部回って見ているわけですけれども、クラスの雰囲気や授業の雰囲気、

それは生徒と先生との関係、また、生徒同士の関係というのは非常に落ち着いているなあと

いうのが総じた感想です。何かクラスが非常に成立していなかったりとか、出歩いちゃった

りとか、そういうクラスというのは１つもなくて、その意味では本当に今、飯田市の学校の

授業の様子というのは良い状態だなあというふうにつくづく思います。 

しかも、それが年度末で仕上がりの状況じゃなくて、スタートの時点でこういったスター

トが切れているのは、非常に今、良い環境で学習が行われているなあと、本当に現場の先生

方のご努力ご尽力を感じるところでもあります。 

ただ、その一方で、学校間の授業力の格差みたいなものは感じざるを得ないなあというふ

うに感じます。要するに、今、飯田市が注力をしている「学力向上・結プラン」「ねらい、

めりはり、見とどけ」こういった三観点を大事にしましょうということが本当に全クラス徹

底した学校もあれば、なかなか授業の終わりを見ても「どういう授業をやったんだろうなあ」

と、わかりにくい、目当てのはっきりしない、また、見届けもできていないような授業を感

じるときもあります。 

こういった学校間の格差、格差というか差異ですね。違いというのはやっぱり埋めていき
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たいし、飯田市全体として学力向上を目指す中では、こういった本当に凡事、基礎的なこと

だと思いますが徹底していきたいなあというふうには思いますが、「徹底していきたいなあ」

という願いだけではうまくいかないので、その知恵を絞るとともに、これからまた専門幹の

学校訪問や、また、南信教育事務所の指導主事のほうもまた教育委員会の訪問等もあるので、

そういった連携も図りながらですね、ぜひこういった学校の差というのをどんどんと高みに

合わせられるようなそんなことも課題として感じています。 

いずれにしろ今週、来週ですべての学校訪問終わりますけれども、いいスタートを切りな

がらしっかりとサポートをしていきたいと思っています。 

２番目は、第３３回の「飯田やまびこマーチ」についてです。こちらはですね、今日の定

例会の協議事項にもありますので、ぜひ皆さんご意見があればご協力いただければなという

ふうに思います。 

その前提で少し私の感想ですけれども、今年度は天候にもまた恵まれ、一大行事を無事大

きなけががなくできたというのは、本当に市民の皆さんの力やスタッフの陰の努力があった

からこそかなあというふうに思っています。 

結果速報として書いてありますけれども、ＰＴＡコースや焼き肉コースや大平コース、今、

教育委員会が力を入れているコースに関しては、昨年度比すべて上回ってきたので、そうい

った意味では、力を入れた企画が充実してきた証拠かなあというふうに思っています。 

私自身も１日目はＰＴＡコース、２日目は１０キロコース歩きました。特に１０キロコー

スはいろんな地方から来ていただくので、大体抜かれてしまうことが多いんですが、抜かれ

てしまうと「どちらかから来ました」というような会話をするんですけれども、そんなとき

に、やはり飯田のこの「やまびこマーチ」の良さというのを共通して言っていただけるのは

「おもてなし」、「市民の皆さんのおもてなしがとても良いんです」っていうふうに言ってい

ただきます。こんなところは本当に強みとして自覚しながら感謝しなきゃいけないなあと改

めて思うわけですけれども。 

今年度中に天龍峡大橋が開通する見込みであります。来年度に関しては、その天龍峡大橋

の開通を見据えたコースも今準備をしているところで、今現状の「やまびこマーチ」に満足

するんじゃなくて、さらにもう一段階上の天龍峡を利活用した、そんな新構想の準備しなが

らですね、より市民の皆さんや、また、市外から来た皆さんにも喜んでもらえる行事にして

いきたいなとそんなふうに考えています。 

３番目は、第１１回を迎えた「オーケストラと友に音楽祭」についてです。こちらのほう

も今日の議論でありますので、ぜひ感想やご協議をお願いしたいんですけれども、こちらの
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ほうもゴールデンウィーク大変忙しい中、多くの皆さんのご協力いただき無事できたことに

感謝申し上げたいというふうに思います。 

速報値としての数値を書きましたけれども、こちらのほうも昨年度比から比べると名曲コ

ンサートやクリニックコンサート、クリニックの受講者、小学生の音楽ひろば、それぞれの

力を入れている企画に多くの人たちが参加していただいて、毎年充実しているなあというふ

うに感じます。 

その中で、特に中高生の皆さんへのクリニックというのは、例年、充実しているなあとい

うふうに思います。円光寺先生から、今年度から名古屋フィルの正指揮者になった川瀬賢太

郎さんのほうの指揮者に変わったわけですけれども、比較をするわけではないんですが、や

はり川瀬先生の持っているこの若さというのが受講生に乗り移って、また新しい風を吹き込

んでいただいているなあというふうに思っています。 

私個人としてはですね、「どんな思いで受講生に指導しているんですか」というような質

問を懇親会のときにさせていただいたらですね、「中学生と思って指導はしていないんだ」

と、「名フィルを指導するのと同じように指揮することで、子どもたちの伸び代ってもっと

伸びていくし、その能力を引き出すのが私の仕事なので、それはプロと思ってやっています」

というような返答が返ってきました。 

やっぱりうれしかったのは、「飯田の子どもたちって私が想像していたように力がある子

たちが多いなあ」と、「率直な感想です」というふうに言っていただいて「まだまだ伸び代

があるよ」と言っていただきました。川瀬賢太郎さんとのこのご縁を大事にしながら、飯田

市の子どもたちのこの音楽の力とか感性が伸びていくといいなとそんなふうに思っていま

す。後ほどの協議事項でよろしくお願いします。 

４つ目として、先週ですね、関東地区の教育長会議というものがありましたので、少し報

告をさせていただきます。 

教育長になるとなかなか研修という機会は少ないわけですけれども、年に２回、この関東

というものと、来週になりますが、全国の教育長が集まっての研修会というのがあって、こ

の２回とも「いい研修の機会だなあ」と、むしろ「いい研修の機会にしなきゃいけないなあ」

というふうに思いながらいつも向かっているわけですけれども、その中で、今回は関東甲信

越だったんですが、松本で行われたということで、松本の菅谷市長のほうの講演を聞きまし

た。 

医療出身者で、チェルノブイリとか本当に世界的に活躍されている医療従事者ということ

は聞いたんですが、どんな市政経営をしているのかというのは初めての機会で、本当に医療



 ‐6‐ 

出身者だからこそ見える視点という、それは行政だけではなく教育の視点というのが学ぶこ

とができて、非常に勉強になったなあというふうに思います。 

ですので、幾つか印象に残った言葉をここで教示させていただきたいんですけれども、１

つは、「初期教育の重要性」というのはすごく言っていて、「教育の現場では、最初にだれに

教わっていくか、どんな環境でその指導を受けるかというのはすごく大事にされている」と。

「根本原理を教え込まれれば応用はきくから、その初期教育の初期指導というのを重要にし

ているんだけど、これは教育現場でも全く同じじゃないか」と、「初めの教育をどうするの

かというのをしっかり考えていく必要があるんじゃないか」という経験に基づくお話をいた

だきました。 

その次に、タイトル自体が「２１世紀を生きる若者たちへの期待」～地球規模の人づくり

に向けて～というタイトルでお話をいただいたんですが、国際感覚をもっと磨いていかなき

ゃいけない、これが非常に強い思いや意思を感じました。 

菅谷市長自身は、あまり早期の英語教育に関しては疑問を呈していて、「それよりも大事

なことは日本自身を知る大切さだ」と。「外国人とかコミュニケーションをしていて、言葉

じゃなくて、本当に語らなきゃいけないのが日本のお花や仏教、歌舞伎、お茶、そういった

ことを知らないと会話ができないので、そういうことをまずは知っていくこと、理解してい

くこと、体験することが真の国際人なんじゃないか」。 

そんな話をしていただきながら、ご本人も本当にチェルノブイリやそういった世界の中で

活躍してきた、視点に置いた活動をされてきたので、もっともっと地球市民の発想という、

「「地球は１つのムラなんだ」という意識をこれからの若い人たちは持っていかなきゃいけ

ないんだ」ということを「地球規模で生きていくんだ」ということを強調されていたなあと

いうふうに思います。 

これ自身は、今、飯田市が第二次教育振興基本計画の重点目標に掲げている、ローカル・

グローバル、ＬＧ飯田教育の概念と本当同じことをおっしゃっていらっしゃるなあというふ

うに思いました。 

「act global, think local」、こういった地元で活躍しながら、世界視座で行動する、こ

ういった一体的な教育というのを言葉は少し違いますけれども、非常に強調されていたなあ

というふうに思いました。 

あと、その中で行動することというのもかなり強調されていたなあというふうに思ってい

て、これは少し下に書きましたけれども、留学に行ったときに、「行動を起こさなければ何

も生まれないんだよ」としきりに言われたと。そして、後で、シェイクスピアの言葉の中に
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も「良いことを言うのは善行の一種なんだ。しかし、言葉は決して行為ではない」というこ

とで、「やはり行動を伴うということが大事なんじゃないかな」というふうなお話をしてい

ただきました。 

紙面の一番最後になりますけれども、もう１つ、スマホの害については、医療従事者なら

ではだなあと。子どもたちが今スマホに慣れ、対人関係の弱さ、また、脳科学的な問題とい

うのは指摘されているのにも関わらず、なかなかこれが是正されない。この情報過多のスマ

ホの問題というのは大問題なので、これは早いうちから手をつけなきゃいけないというふう

に思っています。 

その中で、「こうした地域の課題とか地域のことを学ぶというような時代の中で、これか

らの教育というのは画一的な教育制度という今までの弊害から、地方分権型の教育というも

のをもっともっと試みていきたいし、松本もそんな試みを教育長とやっていきたいんだ」と

いうことを最後のまとめでしていただきました。 

これを聞いて、やはり行政のトップである市長と、また、教育委員会、教育長と本当に方

向性、コンセンサスをとりながら、もちろん手法の違いはありながら、こういった思いとい

うのは多分市長と総合教育会議でやっていただいて、いつも皆さん同じ方向に向いているん

だなあというふうには思うと思いますが、そんなところを松本市に負けないようにというふ

うに言うと語弊がありますけれども、切磋琢磨しながら良い教育を飯田市としても取り組ん

でいきたいとそんな思いを感じた教育長会議でした。 

私のほうからの報告は以上です。 

今の報告について、何かご質問ご意見等あればお願いします。 

よろしいでしょうか。 

（発言する者なし） 

○教育長（代田昭久） はい、それでは、後ほどいろいろフォローしていただいて、活動報告の不

足をフォローしていただければと思います。 

 

日程第６日程第６日程第６日程第６    議案審議議案審議議案審議議案審議    

○教育長（代田昭久） それでは、日程第６ 議案審議。 

今月の議案審議７件になりますのでよろしくお願いいたします。 

 

議案第議案第議案第議案第２１２１２１２１号号号号    飯田市結核対策委員の任命について飯田市結核対策委員の任命について飯田市結核対策委員の任命について飯田市結核対策委員の任命について    

○教育長（代田昭久） まず、１つ目、議案第２１号、「飯田市結核対策委員の任命について」お
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願いします。 

桑原学校教育課長、お願いします。 

◎学校教育課長（桑原 隆） それでは議案第２１号をお願いいたします。 

「飯田市結核対策委員の任命について」でございます。 

飯田市結核対策委員会条例第４条第２項の規定に基づきまして、ここに記載のものを飯田

市結核対策委員に任命をしたいというものでございます。 

委員の氏名、住所、役職、それから、備考の選出区分につきましてはご覧のとおりでござ

います。小中学校におけます結核対策方針を定めるに当たりまして、専門的な意見を徴する

ため、同条例第４条の規定により関係機関から６人の委員を選出し任命したいとするもので

ございます。任期につきましては、令和２年３月３１日までとしています。 

以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○教育長（代田昭久） はい、桑原学校教育課長ありがとうございました。 

今、報告ありましたが、今の提案について何か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。 

（発言する者なし） 

○教育長（代田昭久） それでは、任命について、承諾ということでよろしくお願いします。 

 

議案第議案第議案第議案第２２２２２２２２号号号号    飯田市社会教育委員の委嘱について飯田市社会教育委員の委嘱について飯田市社会教育委員の委嘱について飯田市社会教育委員の委嘱について    

○教育長（代田昭久） 続きまして、議案第２２号、「飯田市社会教育委員の委嘱について」お願

いします。 

北澤生涯学習・スポーツ課長、お願いします。 

◎生涯学習・スポーツ課長（北澤俊規） それでは議案第２２号よろしくお願いします。 

飯田市社会教育委員につきましては、こちらのほう業務としましては、社会教育に関する

諸計画を立案し、定期または臨時に会議を開き、教育委員会の諮問に応じ意見を述べる。職

務を行うために必要な調査・研究を行うということで、１２人以内、２年の任期で業務を行

います。 

今回につきましては、再任の方もおられるわけなんですが、２名の方が新任ということで、

中ほどにある竹内 稔様、それから、下の平田睦美さん、それから、学校の関係については

留任という形であります。それぞれの分野、社会教育の分野から選出されておりまして、文

化・芸術、生涯学習、青少年健全育成、それから、学校教育、家庭教育、考古学、図書、地

域、それから、多文化共生、公民館教育と幅広い分野からそれぞれの学識のある方になりま
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す。 

任期につきましては、令和３年３月３１日までということでよろしくお願いします。 

以上、よろしくお願いしたいと思います。 

○教育長（代田昭久） ありがとうございました。 

今の説明について、何かご意見ご質問等ありますでしょうか。 

（発言する者なし） 

○教育長（代田昭久） よろしいでしょうか。 

（異議を唱える者なし） 

○教育長（代田昭久） それでは、承認ということにします。 

 

議案第議案第議案第議案第２３２３２３２３号号号号    学校体育館施設開放運営委員の委嘱について学校体育館施設開放運営委員の委嘱について学校体育館施設開放運営委員の委嘱について学校体育館施設開放運営委員の委嘱について    

○教育長（代田昭久） 続きまして、議案第２３号、「学校体育施設開放運営委員の委嘱について」

お願いします。 

北澤生涯学習・スポーツ課長、お願いします。 

◎生涯学習・スポーツ課長（北澤俊規） それでは引き続きまして、議案第２３号、「学校体育施

設開放運営委員の委嘱について」ということで、こちらにつきましては、学校体育施設開放

運営委員会につきましては、学校体育施設開放の計画、体育施設管理運営に関することとい

うことで、現在、伊賀良地区、それから松尾地区、それぞれ組織されています。こちらにつ

きましては、中学校区単位ということで会議等を開催しております。 

こちらのほうご覧のとおり伊賀良小学校体育施設開放運営委員会委員、それから旭ヶ丘中

学校体育施設開放運営委員会委員、それから緑ヶ丘中学校体育施設開放運営委員会委員、松

尾小学校体育施設開放運営委員、それぞれ記載のとおりお名前、それから住所、役職載って

おりますのでよろしくお願いします。任期につきましては、伊賀良小、旭ヶ丘中が２年、緑

ヶ丘中、松尾小が１年となり、令和２年３月３１日までということでよろしくお願いいたし

ます。 

以上、よろしくお願いしたいと思います。 

○教育長（代田昭久） ありがとうございました。今の説明について、何かご意見ご質問等ありま

すでしょうか。 

（発言する者なし） 

○教育長（代田昭久） よろしいでしょうか。 

（異議を唱える者なし） 
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○教育長（代田昭久） それでは、承認ということでよろしくお願いいたします。 

 

議案第２４議案第２４議案第２４議案第２４号号号号    飯田市図書館協議会委員の選任について飯田市図書館協議会委員の選任について飯田市図書館協議会委員の選任について飯田市図書館協議会委員の選任について    

○教育長（代田昭久） 続きまして、議案第２４号、「飯田市図書館協議会委員の選任について」

願いします。 

瀧本中央図書館館長お願いします。 

◎中央図書館長（瀧本明子） では、議案第２４号、「飯田市図書館協議会委員の選任について」

お願いいたします。 

この議案は、飯田市図書館協議会委員の任期が満了になりますので、飯田市図書館条例第

１２条により教育委員会の任命を求めるものでございます。 

任命をお願いします委員は表に記載してありますが、社会教育団体の方、学識経験者、そ

れから家庭教育関連活動に関わる方など１０名の任命をお願いしたいと思います。 

期間につきましては２年と定められておりますので、令和３年３月３１日までとさせてい

ただきたいと思います。 

よろしくお願いいたします。 

○教育長（代田昭久） はい、ありがとうございました。 

今の議案の説明について、何かご意見ご質問等ありますでしょうか。 

（発言する者なし） 

○教育長（代田昭久） よろしいでしょうか。 

（異議を唱える者なし） 

○教育長（代田昭久） それでは、承認ということでよろしくお願いいたします。 

 

議案第２５議案第２５議案第２５議案第２５号号号号    飯田市歴史研究所協議会委員の任命について飯田市歴史研究所協議会委員の任命について飯田市歴史研究所協議会委員の任命について飯田市歴史研究所協議会委員の任命について    

○教育長（代田昭久） 続きまして、議案第２５号、「飯田市歴史研究所協議会委員の任命につい

て」お願いします。 

◎歴史研究所総務係長（佐々木美鈴） 歴史研究所総務係長の佐々木と申します。本日、小椋が所

用で欠席となりますので代理でご提案させていただきます。 

議案第２５号についてご説明いたします。 

歴史研究所では、研究所の円滑な運営及び市民との連携した事業の推進を図るため飯田市

歴史研究所協議会の設置を条例で定めております。教育委員会の諮問に応じ必要な事項にお

いて協議し意見を述べることとなっています。 
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このほど、協議会委員の７名の内２名の方について、所属される団体からの転任、退任が

ございましたので、後任の委員を任命したいとするものでございます。 

お名前と所属先等は議案に記載のとおりでございます。任期は令和２年３月３１日までで

す。 

以上、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○教育長（代田昭久） はい、ありがとうございました。 

今の説明について、何か意見ご質問等ありますでしょうか。 

（発言する者なし） 

○教育長（代田昭久） よろしいでしょうか。 

（異議を唱える者なし） 

○教育長（代田昭久） それでは、承認ということでよろしくお願いいたします。 

 

議案第２議案第２議案第２議案第２６６６６号号号号    飯田市小中連携・一貫教育推進委員の委嘱について飯田市小中連携・一貫教育推進委員の委嘱について飯田市小中連携・一貫教育推進委員の委嘱について飯田市小中連携・一貫教育推進委員の委嘱について    

○教育長（代田昭久） 続きまして、議案第２６号、「飯田市小中連携・一貫教育推進委員の委嘱

について」お願いします。 

桑原学校教育課長、お願いします。 

◎学校教育課長（桑原 隆） それでは、議案第２６号をお願いいたします。「飯田市小中連携・

一貫教育推進委員の委嘱について」でございます。 

飯田市小中連携・一貫教育推進委員会要綱第３条第２項の規定によりまして、記載の者を

飯田市小中連携・一貫教育推進委員に委嘱したいというものでございます。 

区分ごとの氏名につきましてはごらんのとおりでございます。 

小中連携・一貫教育の指導体制及び教育環境・教育課程に関する事項の方針の策定、その

他、全体調整等を行うために記載の１８名の委員を委嘱したいというものでございます。任

期につきましては、１年間ということで、令和２年３月３１日となります。 

以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○教育長（代田昭久） はい、ありがとうございました。 

今の説明について、何かご意見ご質問等ありますでしょうか。 

（発言する者なし） 

○教育長（代田昭久） よろしいでしょうか。 

（異議を唱える者なし） 

○教育長（代田昭久） それでは、承認ということでよろしくお願いいたします。 
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議案第２７号議案第２７号議案第２７号議案第２７号    飯田市美術博物館評議員の選任について飯田市美術博物館評議員の選任について飯田市美術博物館評議員の選任について飯田市美術博物館評議員の選任について    

○教育長（代田昭久） 続きまして、議案第２７号、「飯田市美術博物館評議員の選任について」

お願いします。 

槇村美術博物館副館長補佐、お願いします。 

◎飯田市美術博物館副館長補佐（槇村洋介） 議案第２７号、よろしくお願いします。「飯田市美

術博物館評議員の選任について」です。 

飯田市美術博物館条例施行規則第５条２の規定に基づき下記の者を飯田市美術博物館評

議員（人文・考古分野）に選任するというものです。委員につきましては、こちらの氏名、

住所等を閲覧ください。 

提案理由ですが、人文・考古の分野において、評議員１名が任期途中で離任したため、新

たに上記の者を選任したく提案するものです。任期は令和２年３月３１日までです。 

以上であります。 

○教育長（代田昭久） はい、ありがとうございました。 

ただいまの説明について、何かご意見ご質問等ありますでしょうか。 

（発言する者なし） 

○教育長（代田昭久） よろしいでしょうか。 

（異議を唱える者なし） 

○教育長（代田昭久） それでは、承認ということでよろしくお願いします。 

以上、今月の議案を終了させていただきたいと思います。 

ありがとうございました。 

 

日程第７日程第７日程第７日程第７    協議事項協議事項協議事項協議事項    

○教育長（代田昭久） 続きまして、協議事項に移りたいと思います。今月の協議事項２件になり

ます。 

 

（１）飯田やまびこマーチについて（１）飯田やまびこマーチについて（１）飯田やまびこマーチについて（１）飯田やまびこマーチについて    

○教育長（代田昭久） まず、「飯田やまびこマーチについて」お願いします。 

北澤生涯学習・スポーツ課長、お願いします。 

◎生涯学習・スポーツ課長（北澤俊規） よろしくお願いします。 

ちょっとお時間をいただきましたので、資料Ｎｏ．１「第３３回飯田やまびこマーチにつ
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いて」ということで、今日、教育委員会の皆さんにこういうお話をさせていただく機会があ

ったということでありがとうございます。 

３３回を迎える「飯田やまびこマーチ」についてなんですが、協議事項というふうになっ

ておりますけれども、当日の運営とか、あるいは大会全体の反省は実行委員会等で反省があ

ります。それぞれ職員のレベルの反省というのを今やっておりますので、全体の中で皆さん

の中でご意見をいただければという部分もありますのでよろしくお願いしたいと思います。 

「飯田やまびこマーチ」につきましては、今大会までの経過ということで簡単に記載して

ありますが、抜粋した部分でお話をさせていただきますと、昭和６２年に飯田・大平宿・馬

籠間で第１回大会を行われたということで、市政５０周年記念ということで、当時の松澤市

長が始めたということです。何か記念にということがまず第１回です。 

それから、一番大きい部分というか、平成２年の第４回大会から全国の公式大会で構成さ

れるＪＭＬ、日本マーチングリーグ協会というんですが、これに２番目に加盟したというこ

とで、１番目に加盟しているのが東松山の日本マーチングリーグのスリーデーマーチという

ことで、現在１８の大会が認められているということで、この加盟されるのがなかなかハー

ドルが高いということで、これに認定されているがゆえに多くの外からの参加者があるとい

うことと、公式の大会で全国からの認知があるということであります。 

平成１３年、その間いろいろ会場が変わったりといろいろなこともあったかと思うんです

が、１５回大会から現在の基本となる多彩なコース設定がなされたということ。平成１５年、

第１７回大会でＰＴＡが主体的に参加して、参加者が全体で４千人を超えるという状況にな

りました。 

それから、いまだにこれ記録的な参加人数になっていますが、平成１８年の第２０回記念

大会にフィギュアスケートの浅田姉妹が来飯したということで、参加者が５,３９９人、こ

の人数は非常に多いということです。 

それから、平成２３年、第２５回大会、韓国原州ウォーキング大会との友好提携締結式と

いう形で、今の訪問が実現したということで、国際的な大会にもなってきたとこういうよう

なそれぞれの経過があります。また、パンフレット等、あるいはガイドブック等記載されて

おりますので、またご覧いただきたいと思います。 

こういった歴史を踏まえる中でいろいろなことをやってきたんですが、３３回の実績概要

ということで、４月２７日・２８日に中央公園スタート、全国でもほかの大会にはない多彩

なコースということで、２７日に８コースと２８日７コースと、それに前の日のおもてなし

コースということで、飯田市外散策と、２９日、せっかくウォークということです。そうい
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ったことが魅力であるということになると思います。 

それから、参加者が４,５４７人ということで、昨年度４,６９７人ということなんですが、

ここ４年間、平成２８年から担当しておりますけど、４,５００人以上の参加がありました。

非常に天候に恵まれているということです。内訳は、地元約３,０００人、地元外約１,５０

０人ということで変わっておりません。 

また、こちらのほう２ページと３ページ、それぞれ変遷と推移ありますが、特に２ページ

につきましてはそれぞれ各コース、先ほど教育長からあったとおりのコースそれぞれ人数を

まとめてありますが、その年その年で変わるということです。 

また、３ページ見ていただければわかるんですが、右肩上がりで上がってきておりますが、

ここ４年間４,５００人を超えているということで、３０回記念大会以降、大体４,５００人

をキープということで、今年はちょっと少ないのかなというふうに思っておりましたが、４,

５００人来ていただいたということです。 

ＰＴＡコースも同じように参加をいただいたということです。ただ、今年、昨年より減っ

た要因としてはスポ少の参加人数、特に中学生等、あるいは部活動あるということで、連休

の初日ということで１３０人くらい少なかったというデータ的なものは、理由ははっきりし

ているということです。 

地元外約１,５００人参加というのは日本マーチングリーグという権威のある大会で、そ

ういった形で人がたくさん来ているということだと思います。 

特にそういった特徴、先ほどありましたように特に大会を支えるスタッフということで、

中高生のボランティア、地元のおもてなしというのが非常に大きいのかなということと、大

平コース、特に県外からの参加者が６０人から８０人に増員したということで、以前は１泊

２日であそこの大平へ泊まって、参加者が減少して、どういうふうにやっていくかというこ

ともあって、それを片道に切り替えてバスでそこまで行って、そこから歩いてくるというコ

ースに変えてからが非常に人数が増えてきたということで、特に大平コースについては、特

に一番過去の中でも非常に多い人数じゃないかということです。この歴史的な経過は大平か

らスタートというところも大事にしてこういう形にしております。 

それから、焼肉コースについては、３年目を迎えますけれども、これは飯田の特徴の焼肉

ということで、始めたころは２０人くらい、参加者。昨年の２倍の５１人の参加ということ

で、イチローのものまねをするニッチローさんに参加いただいたということで、パフォーマ

ンスも非常にたくさん人が集まりました。 

それから、和菓子のプレゼントということで、一二三屋まん十さんのご協力をいただきま
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して、今回２回目なんですが、２００人までというか、５人以上で申し込みすると和菓子を

プレゼントということで贈呈をしたということです。こういった特徴を今回展開をしたとい

うことです。 

それで、「日常的な運動週間の定着のためのウォーキングの普及」というふうに記載して

あります。こちらのほう、この「やまびこマーチ」をきっかけとして、成人の運動習慣定着、

それから子どもの体育の運動能力向上というのを考えております。 

そういったきっかけとして定期的に月いちウォーキングと、公民館で連携してやっていま

す。９回実施しておりますが、１２回、毎月１回はやろうということなんですが、雨の日と

かそういったことで急遽やめましたけど、昨年度延べ８１４人参加。各地区の特徴あるコー

スが魅力となり参加者が増えつつあるということです。 

来年度に向けては、大きな事件・事故の発生がなく安全な運営が行われるよう取り組んで

いくということで、本部におりますといろいろ反省事項、運営の中でいろいろあります。ま

ずはそういった大きな事故がなく運営できました。 

それから、引き続きウォーキングをきっかけとしたスポーツ習慣の普及に取り組んでいく

ということ。 

それから、教育長からも話したように、天龍峡大橋をコースに組み入れるコース検討と、

来年に向けては大会が盛会となるように進めていくということです。 

私の課題の認識としては、非常にウォーカーが高齢化しているということで、これは飯田

市だけの問題ではなくて全国的にそういうウォーカーが高齢化しているということが、非常

に課題になっているということです。 

それから、飯田市は地元のおもてなしって非常に評価が高いことなんですけれども、それ

ぞれの場所でご活躍というかご協力いただくことがありまして、その負担が非常に重くなっ

ているというようなところが課題でありまして、これが飯田市の魅力と、あと、日本マーチ

ングリーグの中での評価の高い大会というのもあるわけなんですけれども、そこのところの

バランスが非常に難しいのかなというふうに思っています。 

他の大会、話を聞きますと「そこまでのおもてなしはしていない」というようなところも

ありますので、こういったところでウォーカーの高齢化の問題とかそういったところもあり

ますが、この２点、負担が重いのかなというふうには思っていますが、なかなか始めている

方は熱心にされている部分がありますので、そういったところで今後の課題というか、検討

していきたいというふうに思います。 

まあ、できる範囲でのおもてなしというところも満足してもらおうと思いますが、そうい
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ったところを今後の課題というふうに考えています。 

いろいろ運営とかそういったものの反省については、また、こちらのほうの実行委員会で

反省するんですが、何か教育委員さんのほうでご意見、あるいは「こういうふうにしたらい

い」とかあれば、ご意見いただければと思います。 

よろしくお願いします。 

○教育長（代田昭久） はい、ありがとうございました。 

今大会の「やまびこマーチ」の説明と今の課題等の話がありましたけれども、委員の皆さ

んで何かお気づきの点等あればお願いします。 

三浦教育委員、お願いします。 

◇教育委員（三浦弥生） 課題に、ウォーカーの方、歩いていらっしゃる方たちの高齢化というよ

うなお話がありましたが、高齢化の方たちがウォーキングされることが課題というか、その

後ろにある課題、若い人たちが歩かない、多くならないということを課題にされているのか、

それともその適したコースの指定がないということを課題にされているのか、ウォーカーの

方の高齢化に対する課題が何が課題なのかをお願いします。 

○教育長（代田昭久） はい、北澤生涯学習・スポーツ課長、お願いします。 

◎生涯学習・スポーツ課長（北澤俊規） ありがとうございます。 

ウォーカーの高齢化の課題ということで、まず新しい方が入ってこないという後継者とい

うんですかね。役員さん自体も高齢化しておりますので、そういったところの部分と歩かれ

る方が非常に健康面で心配な場面というか、そういった部分もありますので、そういったと

ころとか若い人にはどんどん入ってきてほしいというところがまず第１点だと思います。 

その点、飯田市の場合、ＰＴＡコースというのがありますので、そういった方で親子で触

れ合ったりとか、若い間にそういった経験をする、お子さんの間に経験するというのは非常

に今後続いていくためには期待できるのかなというふうに考えていますが。１つはそういっ

たことで課題になっています。 

それから、もう１点は、「飯田市のコースは非常に山坂が厳しい」ということを全国のウ

ォーカーからも聞きますので、そういったところで特に高齢化になって「非常に歩くのが大

変だ」ということ、何かそういった方も声を聞きますので、そういったところでそれぞれ合

ったコース、多彩なコースあるので、コースを選ぶときにそういうふうに選んでいただけれ

ばというふうに思っております。 

２点ちょっと課題かなというふうに思っています。 

○教育長（代田昭久） はい、いかがですか。そのほかについて、何かご意見ありますか。 
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◇教育委員（三浦弥生） 役員の方の高齢化といったお話や、また若い人たちの新規参入がないと

いうようなお話でしたので、またそういった若い人たちが歩くためにはということをやはり

考えていかなきゃいけないんだなあというところを思いましたし、あと、ちょっとコースの

あれでしたけれども、町中を歩くようなコースもあったでしょうか、散策するような。 

○教育長（代田昭久） はい、北澤生涯学習・スポーツ課長、お願いします。 

◎生涯学習・スポーツ課長（北澤俊規） あります。赤石コースというのがありますので、今年、

春草のゆかりの地を回るということで、美博を中心に回ったりとか、５キロコースとか、Ｐ

ＴＡコース、それから、前日のおもてなしコース、それから、２９日のせっかくウォークと

かそういった歩きやすいコースも幾つかあります。 

それで、今ちょっとウォーカーの高齢化っていう話も出ましたけど、それが悪いとかそう

いうことではなくて、９０過ぎの方が歩いている、私もすばらしいことだというふうに思っ

ていますので。それ自体が問題ということではなく、新規参入というところが気になってい

るという部分なので、そういったことでよろしくお願いしたいと思います。 

○教育長（代田昭久） はい、三浦教育委員。 

◇教育委員（三浦弥生） ありがとうございます。 

いろいろなコースを考えていただいていて、今も「９０歳の方が」というお話もありまし

たけれども、お年をとった方も参加ができるといったことではすばらしい本当大会なんじゃ

ないかなあというふうに思います。 

また、そういった大きな大会をする中で、こういった課題も考えてられますし、高齢者が

多いということでは観光面ということもということですので、本当それでそういうことをき

ちんと考えているので、こう事故がなく、安全に大会を終えているということも普段から認

識されているからこそだなあということは感じます。 

済みません、感想でありました。 

○教育長（代田昭久） ありがとうございました。 

それに続いて、私のほうから質問なんですが、健康面での高齢化の不安がある。今、飯田

では安心なんですけれども、今事故起こっていないんですが、そのＪＭＬ（全国マーチング

リーグ）のほうで大きな事故とかそういった高齢者が倒れちゃう、そんなものは課題になっ

ているんでしょうか。 

北澤生涯学習・スポーツ課長、お願いします。 

◎生涯学習・スポーツ課長（北澤俊規） そういった大きな報告というのは特別ないです、現時点

では。ただ、心配する声が会議の中でも出ているということをお聞きしております。大きな
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事故があるということはあまり聞いていないので。ただ、非常にそういったことで「心配

される」という意見は出ているというそういう状況です。 

○教育長（代田昭久） はい、わかりました。 

ですので、私自身も高齢の方が歩いているのを見たときに、起こらない対策や起こったと

きの対策はそれなりにやっぱり必要なんだろうなあというふうには感じましたので、そんな

ところも１つのまさに課題だなあ、解決していきたいなというふうには意識できればなあと

思います。 

ほかにいかがでしょうか。 

伊藤教育委員、お願いします。 

◇教育委員（伊藤 昇） こんなに長くやってられて、今回、こういう資料をしっかりいただいて、

毎回になるんですけど、あまりにも知らない点が多かったので反省しています。 

「おもてなしが良い」ということなんですけど、具体的にどういうおもてなし、おもてな

しコースというのはもちろんあるんですけれども、どんなおもてなしがあるのかなあと、ち

ょっと具体的にお聞きしたいんですが。 

○教育長（代田昭久） はい、北澤生涯学習・スポーツ課長、お願いします。 

◎生涯学習・スポーツ課長（北澤俊規） 残念ながら、私もそのおもてなしの現場にいたことはな

いので、いつも本部にいるもんで。話を聞く限りという話になるんですけど、特に「かざこ

し子どもの森公園」へ行く前の北原土木さんのタケノコ汁とか、あるいは婦人会のウェルカ

ムパーティーのおもてなしとか、あるいは天龍峡における「昭和乙女の会」のいろんなおも

てなしとか、それから山本の婦人会のおもてなし、それぞれしっかりやっていただいている

という話を聞いて、「よかった」という好評はいただいております。 

現場で見てないので何とも言えないですが、そういった評価をいただいておりまして、全

国のウォーカーもそれを楽しみにして来ているということをお聞きしております。 

そういったさまざまなおもてなしが各現場でやっていますし、チェックポイントごとにい

ろんな工夫を凝らしているというのをお聞きしております。 

◇教育委員（伊藤 昇） マラソンなんかもよくそういうことをされているので、特別飯田がそう

なのかなあと思っていたんですが。今度の東京オリンピックも「おもてなし」という言葉が

キーワードになっていますが、まただんだん調べていただいて次回のときにお願いしたいと

思います。 

その質問ついでに、「せっかくウォーク」というこの言葉の意味がちょっとわからないん

ですけれども、それの言葉の語源というか、どこから来ているものか。 
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○教育長（代田昭久） はい、北澤生涯学習・スポーツ課長、お願いします。 

◎生涯学習・スポーツ課長（北澤俊規） せっかく来たんだから３日間ということで、スリーデイ

マーチという考えでおりまして、それをせっかく来たんだから、せっかくということで実施

しております。よろしくお願いします。 

◇教育委員（伊藤 昇） はい、わかりました。ありがとうございます。 

○教育長（代田昭久） 私も冒頭触れた「おもてなし」という点で言うと、マラソンに比べる

と沿道でいろんな物が食べれるというほどではないんですが、やっぱりチェックポイン

トに行くと漬け物が出たり、お菓子が出たり、お水が飲めたり、お茶が出たりするんで

すけれども、その出している物も確かにおいしいんですが、やっぱり会話もいいんです。

「わあ、えらいや」とかそういう会話のところがやっぱり物理的というよりは向かい合

いだなあという感じと。 

あと、やっぱりもう１つ言っているのは宿泊するじゃないですか。で、高いホテルではな

いので民宿とか行ったときにいろんな料理出してもらって、その宿泊場所でのおもてなしが

良いというようなことは言っていただいているかなあと。 

これは、ごめんなさい、私も全体を見ているわけじゃないので個人的な会話の中でのおも

てなし、そういうふうにとらえていただいているかなあというふうに思います。 

どうぞ。 

◇教育委員（三浦弥生） 今のおもてなしに引き続いてですが、先ほど課題の中で、「おもてなし

の充実と、あと協力する方々への負担というところのバランスが」というようなお話があっ

たかと思います。 

例えば、来る方たちが「おもてなし良かった」という感想がある中で、それぞれの部署で

も感想を反省されているということでしたけれども、例えば、おもてなしをする側の人たち

が「地域が元気になってよかった」とか、「外部の方とお話できてよかった」とか、そんな

ような感想とかがもしお聞きになったことありましたらお聞かせいただければと思います

が。 

○教育長（代田昭久） はい、北澤生涯学習・スポーツ課長、お願いします。 

◎生涯学習・スポーツ課長（北澤俊規） 特に私が直接話をした中では、山本の婦人会の方の、特

に鳩打と、それから杵原、それぞれでやっていますけれども、「非常に楽しみにしている」

ということを言っておられましたし、「来た人との交流が楽しい」ということも聞きました

し。 

今回、「かざこし子どもの森公園」の手前にある北原土木さんのほうでは、非常に張り切
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ってタケノコを準備されていて、「迎えなければ」ということで前の晩からということを直

接ちょっと今年はタケノコの出が悪かったので、ちょっとお伺いしたりとかして話をさせて

いただいて。 

ということで、それぞれ現場では張り切っていますけれども、特に今年については「タケ

ノコが出なくて非常に苦労している」という話を聞いたりとか、前の晩から準備をやってい

るといういった負担というのはやっぱり重いんだなということと、山本の婦人会についても

２カ所を担当するということで、実際のところ非常に「それはそれで大変だ」というお話を

お聞きしておりますが、「その分張り切っている」というようなこともいただいております

ので、そこのバランスも考えていかなきゃいけないなということで、私のほうの感想になり

ますがよろしくお願いします。 

◇教育委員（三浦弥生） ありがとうございました。 

○教育長（代田昭久） はい、ありがとうございました。 

◇教育長職務代理者（北澤正光） 時間は大丈夫ですか。 

○教育長（代田昭久） はい。 

◇教育長職務代理者（北澤正光） 資料１のところの３番のことにも関わる部分です。それから、

さっき課題と言っていた参加者の高齢化というようなことで、新しい方がなかなか入っても

らえないということとも関わることの質問です。私は鼎地区に住んでいますので、５月３日

に毎年ずっと恒例のワンデーマーチというのがあって、地域内を７キロくらい歩くんですけ

ど、地域の方が５００人くらいは参加すします。 

歩いた後は地区ごとに分かれて焼肉大会を地区ごとやって、とても楽しい催しだし、地域

の人ともなじみになれるし、子どもからお年寄りまでが参加できるというようなのがあって、

それが多分３番の後半に書かれていることですね。 

自分の記憶だと、そのときに市内のあちこちで開かれるウォーキングがポイント制になっ

ていて、何回以上参加するとみたいなカードをいただいているような経過があるんですけど、

ああいう地域でやっているウォーキングの催しと、さっき参加者の高齢化とか新しい方が入

ってこないという辺りのところをどんなふうに結ぼうとされているか。きっかけは地域のほ

うにあって、この「やまびこマーチ」のほうにも何か、そういう中から歩く楽しさにつなが

ってくるといいなあと思っているのですけが、その辺の関係はどうですか。 

○教育長（代田昭久） 北澤生涯学習・スポーツ課長、お願いします。 

◎生涯学習・スポーツ課長（北澤俊規） 先ほど北澤先生が言われたとおりで、鼎地区のワンデー

マーチも連携して、各地区で実施している公民館も主催したウォーキング大会とか、それか
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ら、この月一ウオーキングにつきまして、あとは幾つかの歩くグループあります。そういっ

たところと連携しながら、そこで実施している各地区の大会に市内のほかの地区からも参加

してもらってウォーキングの習慣を定着しようということで３年前から始めております。 

それが、だいぶ定着しておりまして、考え方としては各地区でやっているのと連携しなが

ら、それが裾野を広げているし、場合によっては地域の保健師さんと連携しながら健康ウォ

ーキングとか、そういったのと連携していきたいということで実施しております。 

また、年間通じてのお知らせとかそういったものを生涯学習・スポーツ課で出す形で、そ

れぞれの大会でもＰＲさせていただくということで、ポイントとかそういったところも考え

ながら実施しております。 

○教育長（代田昭久） はい、ありがとうございました。 

ほかにはいかがでしょうか。 

（発言する者なし） 

○教育長（代田昭久） はい、ありがとうございました。 

今、貴重な意見をいただきながら、またより良い「やまびこマーチ」にしていきたいと思

いますのでよろしくお願いいたします。 

 

（２）オーケストラと友に音楽祭について（２）オーケストラと友に音楽祭について（２）オーケストラと友に音楽祭について（２）オーケストラと友に音楽祭について    

○教育長（代田昭久） 続きまして、協議事項の２つ目、「オーケストラと友に音楽祭について」

お願いします。 

棚田文化会館館長、お願いします。 

◎飯田文化会館館長（棚田昭彦） それでは、「オーケストラと友に音楽祭２０１９」の実施報告

をさせていただきます。 

まず、「オーケストラと友に音楽祭」でございますけれども、歩みをひもときますと１９

８９年から２０年間にわたり開催されてきました「アフィニス夏の音楽祭」というのがござ

いまして、それが開催方法の変更ということで、飯田での開催を終了したということをきっ

かけに「アフィニス夏の音楽祭」が残してくれた音楽を楽しむ機会、これを将来につなげて

いきたいということで、音楽祭を支えてきた市民の有志が「市民による市民のための音楽祭

を自分たちでつくり上げたい」ということで、会議を重ねてスタートしたのが２００９年５

月にスタートした「オーケストラと友に音楽祭」でございます。 

基本理念のほうですが、こちらのほうに記載してありますけれども、「市民とプロオーケ

ストラとのコラボレーションによりクラシック音楽を楽しみ、学び、子どもと市民と地域社
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会に広がっていく市民が創る音楽祭」ということが理念になっております。 

１０周年を昨年迎えましたが、その中で内外の有識者の皆さんとの知見を交えて、この音

楽祭自身の将来ビジョンを昨年作成し、クラシックの音楽の花咲く町飯田ということで、現

在取り組んでいるところでございます。 

それでは、４月２９日、５月３日から５日までの間、開催されました２０１９の音楽祭の

状況についてご報告します。 

例年のとおり、今年も名古屋フィルハーモニー交響楽団と連携し、９つの事業を実施して

おります。 

まず始めに、（１）番でございますが、「小学生のための音楽ひろば」ということで、学校

で音楽鑑賞の機会が少なくなる中で、生のコンサートや楽器体験で音楽を楽しいと感じたり、

感動できるものを提供したいという形で企画されているものでありまして、貴重な音楽を体

験できる機会となっております。 

（２）番の名古屋フィルハーモニー交響楽団の名曲コンサートでございますけれども、フ

ルオーケストラによる重厚かつ迫力のある生演奏を聴ける貴重な、地域としてもそういう貴

重な機会としてコンサートが開かれております。音楽のすばらしさや感動を与えて、クラシ

ック音楽に対する市民の関心を高めることができているというふうに感じているところで

す。 

（３）の「そよ風☆コンサート」でございます。これにつきましては、市民の皆さんに気

軽に音楽を地域の店舗や野外などで不特定の皆さんに地元の演奏家が生演奏をすることで、

クラシック音楽を楽しむことの楽しさ、身近に音楽を楽しんでいる団体があることを知って

いただく機会となっております。 

「まちかどコンサート」としましては、ごらんのとおり会場としてりんご並木や、「ホー

ルコンサート」につきましては、文化会館のホールを使いまして、このようなコンサートを

行いました。 

次に（４）番の「にこにこステージ音楽祭スペシャル～小さな子どもと、子育て中のお父

さん、お母さんのためのコンサート～」でございます。小さなお子様や子育て中のお父さん

お母さんのためのコンサートでして、幼児の情操教育の一助となると同時に、育児中の親の

皆さんのリフレッシュの機会となるということでこのコンサートは開催されておりまして、

４月の２９日に飯田人形劇のほうで開催しましております。 

次に、（５）番の「コミュニティーコンサート」でございますが、文化会館まで来られな

い皆様にクラシック音楽を聴く楽しさを知っていただく、プロの演奏に触れてもらう機会、
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貴重な機会としまして、いわゆるデリバリーコンサートという形で開催していただいている

内容です。場所としましては、今年は売木村の文化交流センター「ぶなの木」での開催、あ

と、飯田市竜東中学校の体育館のほうで開催をしております。 

最後、（６）番の音楽クリニックでございますが、年間を通じて市民がプロ等から演奏の

技術や芸術性の向上を図る学びの機会としまして開催しているものでございます。コンサー

トという形では、５月の４日にその成果として文化会館のホールで開催させていただきます

し、それに至るまでの間「音楽クリニック」の公開としては文化会館や各公民館、今年度は

千代公民館での講習風景をごらんいただいております。 

プロの音楽のクリニックを通じまして、演奏の上達、技術の上達やそれを積み重ねて向上

していくことで、音楽のすばらしさや魅力を感じてもらえる機会となっているというふうに

とらえております。 

なお、参加者数でございますが、現在、実際のチケットの販売枚数等でお手元のほうの提

示となっておりまして、若干速報値とは若干数字が違いますが、実行委員会のほうで、現在

精査している現時点での数字がこのようになっておりますのでご報告いたします。 

以上です。 

○教育長（代田昭久） はい、ありがとうございました。 

ただいま報告がありましたけれども、ご意見等あればお願いいたします。 

それでは、私のほうから。先ほど「やまびこマーチ」、課長のほうから課題というのが提

示されたわけですけれども、今、実行委員会なり文化会館のほうでこの「オケ友」に対する

課題というのはどういうふうな認識をしていらっしゃるんでしょうか、お願いします。 

◎飯田文化会館館長（棚田昭彦） 「オケ友」の実行委員会では、昨年つくりましたビジョンに基

づきまして、それを具体的に進めるための今方策を考えているところでございます。 

今年度は、昨年ビジョンをつくりまして、今年第１回目のスタートでございますので、今

回の開催内容を踏まえて評価を行いまして、じゃあ自分たちのつくってきたビジョンとどの

ような課題があるのかどうかということで今後評価して、今後の音楽祭のあり方をちょっと

検討していきたいというような形で考えているところでございます。 

今後は、その評価に基づいて、その目指す姿、ビジョンに向けてのどのようなやり方をや

っていったらよいかということを実行委員会のほうで検討して、また次年度に向けて、また

報告させていただければという格好でございますのでよろしくお願いします。 

○教育長（代田昭久） はい、伊藤教育委員お願いします。 

◇教育委員（伊藤 昇） ここのところの数値の参加人数とか小学生云々、それから名曲コンサー



 ‐24‐ 

ト、人数が毎回、年々増えればいいというものでもないんですけれども、特にクリニックの

ところなんかは８回、９回、１０回、数字的に落ちていますけれども、今の課題の話にもつ

ながるんですけれども、その辺のところはまだ分析はできていないと思いますけれども、ど

んな感想でおられるのかちょっとお聞きしたいんですけど。 

○教育長（代田昭久） はい。 

◎飯田文化会館館長（棚田昭彦） まず、クリニックの受講者につきましては、クリニックのやり

方等若干変わったり、その年々で例えば初心者のための弦楽コースとか、改めてコースをつ

くったりとか、逆にコースをまとめたりしてやり方を変えていますので、それによってちょ

っと受講者が変わってしまうという状況が出ていますので、今までの実績を踏まえて、今後

どのような形でより効果の高い講習方式でいったらよいのかということを実行委員会で今

後検討していく形になると思います。 

それに伴いますクリニックコンサートでございますが、出席された方には、確かにこれだ

けのクリニックを受けたことで子どもたちがこれだけ上達するということは感じていただ

いているんですが、その魅力をいかにクリニックに参加される方、その関係される方にもお

伝えしながらコンサートをしっかり皆様にその成果を鑑賞いただくように取り組んでみた

いということは、受講生のほうで若干話は出ておりましたので、そういう視点でまた大切に

していきたいと思っているものです。 

以上です。 

○教育長（代田昭久） 伊藤教育委員、お願いします。 

◇教育委員（伊藤 昇） 私ども、クリニックを実際に見させていただいて、これも毎年見させて

いただいているんですけれども、音楽に別に精通しているわけじゃないですけれども、やっ

ぱりプロの方たちが真剣に時間を割いて本気で教えてくださるというのは、いろんなさまざ

まな問題があろうかと思いますけれども、ぜひその具体的な数字が下がっているということ

ですね、まあ原因は究明されてないとは思いますけれども、その辺を分析していただいて、

やはり一番大事なところが、私はこの「オケ友」の中でもクリニックのところが大事なとこ

ろかなあと。 

一番という言い方はよくないですけど、ほかの小学生とかいろんなのもありますけれども、

一番ここがポイントのところかなあと私自身はそう思っていますので、ぜひ実行委員会の方

たちに働きかけていただいて、まあ試行錯誤だとは思いますけれども、年々伸びればいいと

いうものでもないとも思いますけれども、何とか１人でも多くの方がプロの本気でやってい

ただけるクリニックを１人でも多く受けていただきたいなあとそういうふうに思います。 
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○教育長（代田昭久） はい、ありがとうございます。 

三浦教育委員、お願いします。 

◇教育委員（三浦弥生） 毎年ありがとうございます。こういった内容のことについて、いろいろ

評価していかれるということは本当大変なことだろうなあと思います。 

例えば、人数でどうだったかというところがとても大事なところではありますけれども、

ほかに、例えば、この子どもたち、また、参加している方たちの技術面でこんなふうに向上

したということが例えばデータとしてといいますか、見える形で何か評価につながるとか、

例えば、子どもたちでしたら、参加した子どもたちがやる前後でクラシック音楽に対する興

味であったり、あと精神的なものであったり、そういったものがこんな形でこんなふうに伸

びたとか、何かそんなようなところが評価するものが後で目に見えると、将来ビジョン立て

ていらっしゃるので、この評価もできるのかなと思いますが、そんな点もし何かされていて、

もうデータあるようでしたらちょっとまたお話いただきたいと思いますし、そのところの評

価をどんなふうにお考えなのか、もしお考えがあったらお聞かせいただければと思います。 

○教育長（代田昭久） 棚田文化会館館長、お願いします。 

◎飯田文化会館館長（棚田昭彦） 音楽クリニックの評価につきましては、参加者の皆様に受講生

の皆様にもアンケートを取りながらご意見をいただいたりとか、受講していただいたらどう

だったかという形はとりまとめておりますけれども、具体的にその成果がどのように成果が

上がってどうだったのかということについては、具体的な評価方法については、まだ実行委

員会でまたちょっと検討しながら、じゃあそのような取り組みが本当に効果が出たものかど

うかということを評価していきたいというように実行委員会にも持ち帰りたいと思います。 

○教育長（代田昭久） 小澤教育委員、お願いします。 

◇教育委員（小澤由美子） それに重ねてなんですけれども、例えば、私の見たところ下伊那農業

高校の生徒さんとかが多く受講されていたと思うんですが、それによって学校に帰って、ほ

かの吹奏楽の生徒さんたちとの教え合いとかがあって、例えば入賞が多くなったとか、そう

いうのが聞こえてくるといいのかなと思いますのでお願いします。 

○教育長（代田昭久） 北澤教育長職務代理者、お願いします。 

◇教育長職務代理者（北澤正光） 全く同じクリニックのところを見させてもらったので、どうし

てもここに意見が集中してしまうのですが、それぞれの高等学校の吹奏楽部の中の分担で扱

う楽器の人数が多い少ないがあるから、受講されている皆さんのグループによって人数の差

がかなりある。クラリネットなんかは人数が多いし、逆に１対１でやっているようなところ

もあって、正直言ってもったいないなあと、せっかくの機会なので１対１のぜいたくな機会
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も素晴らしいんですけど、ああいうところに多くの高校生が機会を得て参加してもらえれば

うれしいなあと思います。 

コマーシャルをしても来ないということもあるでしょうが、もう少し高校の顧問の先生方

などにもご理解をいただいて、せっかくの機会を活用してもらえるといいなと改めて思いま

した。以上です。 

○教育長（代田昭久） はい、ありがとうございました。 

委員の皆さんから本当に意見ありがとうございました。 

多分、私の記憶では、最近この協議事項の中で、オケ友の議論をしたことがなかったと思

いますが、今出していただいた意見をぜひ事務局のほうでも委員さんからの貴重な意見とい

うことでフィードバックして。私自身も評価の問題とか、参加人数の問題、大事な問題をご

指摘いただいたなあというふうに思いますので、ぜひ次に生かしていただきたいなあという

ふうに思いますのでよろしくお願いします。 

どうもご意見ありがとうございました。 

 

日程第８日程第８日程第８日程第８    陳情審議陳情審議陳情審議陳情審議    

○教育長（代田昭久） 続きまして、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日程第９日程第９日程第９    その他その他その他その他    

（１）教育委員報告事項（１）教育委員報告事項（１）教育委員報告事項（１）教育委員報告事項    

○教育長（代田昭久） 日程第９ その他。（１）番、「教育委員報告事項」。 

教育委員の皆さんの中から報告事項あればよろしくお願いいたします。 

はい、北澤教育長職務代理者、お願いします。 

◇教育長職務代理者（北澤正光） 先ほど、教育長報告事項の１番にもあったことで似たようなこ

とになってしまうんですが、実際学校の全教室を、まだ学校がスタートして、１カ月ほど経

っているんですけど、その間に長い連休があったり土日があったりしているから、実際の学

校の登校日数というのは２０日程度の辺から回らせてもらい始めて今ようやく残り３校ま

で来ているという状況です。 

学校がスタートして間もない中で、全部の教室を見させていただくという機会をもらいな

がら、学校側からすると、特に校長先生、教頭先生からすると、私たちが行くことを逆手に

とって、学校体制を整える動機づけに使っていただいて、新学期の日数が経っていないにも
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関わらず、教室環境ですとか、構内の環境を整えて、新年度のスタートの体制がとられてい

る学校が非常に多くありました。 

そうは言っても学校ごとにそれぞれの個性もあるので、正直に言うと「せっかく子どもさ

んたちがいるんだからもう少し整えてほしいな」と思った教室も幾つかはありますけれど、

ほぼ大多数はよくこの短い期間の中で、ここまで整えて始めてくれているなあととてもうれ

しく感じたということが１つです。 

それから、短い時間の中にも関わらず学校の先生方、本当に新年度の思いをそろえて、と

にかく「結プラン」を全教室でやろうというふうに、かなり意図的に進めているなあと感じ

られる学校ですとか、小学校では、せっかく配備された電子黒板を全教室でフル活用して授

業しているという学校も幾つかありまして、これも飯田市が今進めようとしている方向を学

校が受け止めて動いているなあということをとても心強く思いました。 

一番は教育長さん、非常にフットワーク軽く、新年度のスタートの忙しいところだけれど

も、全部の学校に出向いて、しかも、その時間の約半分は全教室に足を運んで、子どもたち

の姿や先生方の様子をつぶさにやっぱり見させてもらっているということがとても大事な

ことだと思って一緒に回らせてもらいました。 

いよいよ１学期も佳境に差し掛かってきますので、「各学校頑張ってほしいなあ」と思っ

ています。以上です。 

〇教育長（代田昭久） ありがとうございました。 

ほかにいかがでしょうか。 

三浦教育委員、お願いします。 

◇教育委員（三浦弥生） 私も教育長報告でありました内容のＬＧ飯田教育についてですけれども、

菅谷市長さんのお話の中から、本当にそういった飯田が取り組んでいるＬＧ飯田教育という

ものに通ずるものがあるというところは、本当に飯田市の教育のあり方としては本当良い視

点を持っているんだなというところを思わせてもらえるようなそんなお話であったかと思

います。 

ＬＧ飯田教育については、教頭会に出席させていただいたときの調査研究プロジェクトと

いう中で、私は、ＬＧ飯田教育プロジェクトというところのグループを見させていただいて

います。ほかのところも見させていただこうと思いましたが、ちょっと内容的に興味深かっ

たので終始そこのグループの話し合いのほうを見させていただいた感じでいます。 

ＬＧ飯田教育については、新しい教頭先生がそこにいらっしゃって、まず、「Ｌはわかる

けれども、Ｇはどういったものなんでしょうか」というご質問をまずされました。そのとき
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に、そのことについて、新任で転入していらっしゃった教頭先生じゃない、そのグループに

いらっしゃった教頭先生もやはり一度口をつぐまれるといいますか、ちょっとグループの中

でもどうだったのかなというようなそんなような感じが見受けられたかなというふうに思

います。私個人としてもそうでした。 

教育指導主事の田中先生がその中でいらっしゃって、「Ｌを深堀りしたものがＧなんだよ」

というようなそんなご説明もありまして、「あ、なるほどな」というふうに私自身も思った

わけですけれども、新しい教頭先生のほうからは、「「こういうものです」というものが確立

されていないという認識でいいんでしょうか」というそういったご確認と、あと、「「Ｇとい

う世界の視点の概念が緩くなった」という考え方でよろしいでしょうか」というような、そ

んなようなご確認がありました。 

ということで、私もそのグループの話し合い聞かせていただいていて、「わかりづらいな、

概念が」というのを感じたわけです。ＬＧ飯田教育、先ほども考えていまして、本当に地域、

例えば、さっきの松本市長さんのお話でしたら、日本の良さを知って、社会で通ずるような

そういったところに生かしていくと、飯田でしたら飯田市のそういった１つ１つの地域のこ

とを理解をしておいて、それを外に発信できるような、外のことも考えていかれるようなこ

とであろうなと思うんですけれども、なんせちょっと概念がわかりづらい。 

そうなってくれば、今、いろいろなことで小学校、中学校の中でも先生方がＬの知識から

Ｇのことを引っ張り出していろんな授業をされている。 

教育指導主事の田中先生の「例えばね」というお話の中では、この教頭会プロジェクトの

中での話し合いでは、「例えば、米作りを題材にすれば環境のこととかを考えていく、こう

いうことなんですよ」というような具体的なご説明もありましたけれども、そういった幾つ

かの授業の中での積み重ねがあるので、改めて帰納的といいますか、演繹帰納的の帰納的、

それぞれのものを概念的に少し改めてまとめるようなことをしたほうが、それこそ現場にい

らっしゃる先生方、教頭先生はじめ、校長先生やほかの先生方もわかりやすくて、「教員が

わからない、私たちもわからないとなると教育受けている子どもたちが余計わからないんじ

ゃないかな」という思いもありまして、もう１回そんなところの概念をはっきりさせる必要

がもしかしたらあるのかなというのを教頭会のプロジェクトに参加させて、見させていただ

いて感じたところです。 

それで、前に伊藤教育委員さんもＬＧ飯田教育については報告されたときに、報告したと

き「難しかった」というふうなお話を今されていたので、伊藤教育委員さんもいかがですか。 

◇教育委員（伊藤 昇） まあ最初に聞かれる方は確かに難しく、ＬからＧへいくというところは
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方向性はなかなか難しいところですけれども、今日ここでちょっとそんな大したこと言えな

いですけれども、英語教育に近い国際的なこういう世の中、要するにグローバルな世の中に

なってきたということで、そういう視点を常に考えることに持っていくほうがいいんじゃな

いかっていうそういうことで、多分、Ｇというグローバルということの見方を入れてきたと

思うんですけれども。 

どうしても学校、低学年なんかを見ていると、なかなかＬをやっていてもＧにすぐ結びつ

けづらいのでなかなか難しいんですけれども、だんだんにＬを深堀りしていく中で、だんだ

んＧというところに、今言ったように、米のことなら環境教育を結びつけるとか、それはま

た先生の努力も要るかと思いますけれども。 

今、三浦教育委員のお話を聞いて思ったことは、確かにこういうので乗り出しているんだ

けれども、我々はやっぱりここでちょっと多少肉付けをしていかなきゃいけないのかなとい

うそんな思いもして聞いていました。 

〇教育長（代田昭久） はい、ありがとうございました。 

学校教育専門幹のほうで何かＬＧに関しては、何か、課題認識とか何かありますか。 

◎学校教育専門幹（高坂 徹） はい。ＬＧのほうについては、あれですので、個人的な見解を言

いますと、飯田ではＬＧって言いますが、全国的には「グローカル」という言葉が主に使わ

れているというか、「グローバル」と「ローカル」をくっつけるような、そんなような言葉

を全県的には言っているかと思います。 

今、話題に出ましたが、いろんな題材の持つ要素というか、１つの要素でもローカル的な

要素というか、教材みたいな話もありますし、先ほど米のことも話題になりましたが、そう

いう身近なところの要素を持っていますし、世界とつながるというような要素もあるので、

その題材の持つものを両方のグローバルとローカルの両方の視点で、多角的というか多面的

に見ていくというそんなことかなあと自分は理解しているわけですが。 

ちょっとＬＧ飯田につきましては、今お話がありました概念的なものは議論していかなき

ゃいけないのかなあということは思っております。 

以上です。 

〇教育長（代田昭久） ＬＧの報告書はまとめていましたよね。生涯学習・スポーツ課で。 

じゃあ、ごめんなさい、北澤生涯学習・スポーツ課長お願いします。 

◎生涯学習・スポーツ課長（北澤俊規） ＬＧの報告書というのは、ＬＧ子ども未来事業というこ

とで学校への支援事業として実施しております。その報告書はまとめております。 

このＬＧ子ども未来事業というのは、従来のふるさと学習事業をグローバルな視点でとい
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うことの、グローバルなことを結びつける形で何か事業展開できないかということで展開を

しています。 

それで、それぞれの事業につきましては、先ほど伊藤教育委員さんがおっしゃられたとお

り、小学校低学年から中学生までということで、なかなか授業としていろいろ難しいという

ところがあるわけなんですけれども、そこは発達段階に応じてということと、必ずしも外国

とかそういうことではなくて、他と比較というところからスタートをしてやっているという

ことでやっています 

教育長なり学校教育専門幹が言われたとおり、ふるさとを心根に置きながら地球規模で考

えるということで、それによって自己達成感なり、あるいは課題解決なりといった能力を身

に着けられればという趣旨で始めております。 

ただ、これからリニア時代を迎えて、子どもたちへの変化が激しい時代なので、そういっ

た能力を身に着けるというところの１つの、それを構成するＩＣＴとか、あるいは英語教育

とかいろいろあるわけで、そのうちの１つを構成する事業としてふるさと学習を深めた事業

をやっていて、その事例集みたいなものを作ったということで、学校のほうで１つのこれを

きっかけにしてもらえればということで事業展開をして、事業の事例集をお示ししたとおり、

それを参考に少しずつでも進めていければということで、そういうスタンスで進めておりま

す。 

◇教育委員（伊藤 昇） 教育長いいですか。 

○教育長（代田昭久） はい。 

◇教育委員（伊藤 昇） 去年ですかね、ＬＧの発表をさせていただいたときに、今言った各学校

のＬの視点Ｇの視点の実際にやっているものの表一覧を見せてもらったんですね。私もその

とき初めて見たので、ぜひこの場でも見ていただくことがいいと思うし、また、先ほどの教

頭会のときに出されたときに初めての方だとなかなかわかりにくいですけど、今まで小中学

校でやってきたものがすべてじゃないけれど、こういう事例というのを見ていただくと説明

するときにも、「ああ、こういうことでお金が出ていて、こういうことを助けてもらってや

っているんだな」ということがわかるので、一応見てもらおうと授業そのものを。ああ、こ

この学校、こういうことをやって、こういうことをやって、こういう視点でやっているとい

うのを一覧表を見ていただくと私はいいかと思います、この場でも。 

○教育長（代田昭久） そうですね。ぜひ今、問題提起でもあったので、理解を深めていきたいな

あとは思うんですが、わかりにくいと言えば、今まで積み上げたことは逆に言うと大切にし

たいなあと思うんです。 
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要は、伊藤教育委員が去年発表して、私その会にいたときに「あ、わかった、わかった」

とほかの市町村の方言いました。で、何がわかりやすかったというと、今までは久堅和紙漉

いていただけですよと、すいてたんだけど、この厚い紙というのは、こういう手法というの

は世界にしたときになかなかなくて、すごい丈夫な紙になるんだという。 

要は、田中先生の言葉を借りれば、どんどんどんどんやったときにこの紙ってどのくらい

強い、「強い、強い」と言うけど、どのくらい強いんだというときに、そのグローバルな視

点を見たときに「どれだけ強いかがわかってきました」という子どもたちの感想があって、

「あ、こういうことを飯田ってやりたいんだねえ」という発表があったときにわかりやすく

て。 

そういう事例を発表すればそんなに難しいことじゃなくて、地域のことが世界と比べたと

きにどうあって、そのときに紙の環境の話もしていきましょうというあれなので、良い題材

とか良い事例というのは随所に事例集を見たときに出てきているなあというふうには思っ

ているので、むしろそういった好事例とかグッドプラクティスというのを今後、もうちょっ

と話としてだしたり。 

実際には授業でやっている先生たちきっと多いと思うんですよね、そんなに全く新しいこ

とを始めようではなくて、まさに理念や概念のある種の焼き直しで飯田版にしているので、

そんなところをまた勉強会してみるといいのかなあというふうに思いました。 

三浦教育委員。 

◇教育委員（三浦弥生） そうなんです。私もわかりづらくてどうのということが今回言いたかっ

たのではなくて、たくさん今言われたような事例、今の教育長さんのお話わかりやすいわけ

で。そういうところの幾つも事例も授業いろいろやっていただいていて事例がある。それで、

今のお話わかりやすい。 

そういった形でやっていただいているそういった実際の授業とか、そういったものが幾つ

ももうあるわけなので、そこからこう上手に、上手にというか帰納的に持ってくればＬＧ飯

田教育というもの、今ご説明いただいたもののもっとまとまった概念的なものが幾つか出て

くるんじゃないのかなと。 

済みません、自分がやってもないのにそんなことを言っていますが、出てくるんじゃない

かな。それって周りの人にも「ああ、こういうものか」というのが同じ認識でわかる言葉と

いうか考えが出てくるんじゃないかなというのを少しプロジェクト聞かせていただいて思

ったという、そんな今日は発言です。 

○教育長（代田昭久） はい、ありがとうございました。 
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いずれにしろ私自身も非常にまだまだ課題が多いし、途上の重点目標だなあとは思ってい

ますので、いろんな意見を聞きながら進めていければなあと思います。ありがとうございま

した。 

委員報告ですね、ごめんなさい。委員報告で何を議論していたか。済みません、ありがと

うございました。 

ほかに教育委員さんのほうから報告いかがでしょうか。 

小澤教育委員、お願いします。 

◇教育委員（小澤由美子） 最近、小中学生の保護者のお母さんとお話をすると、ゴールデンウィ

ーク明けまでに家庭訪問が終えられたということなんですけれども、最近の家庭訪問って玄

関で５分とかという感じになっているそうなんですよね。 

働いているお母さんにとっては大変ありがたい。お掃除も玄関だけすればいいし、お茶も

出さなくていいしという感じなんですけれども、ある一方で、「だったら別に家に来なくて

もいいじゃん」という声もあったりして。来ていただいて家庭訪問するならいいと思うんで

すが、だからこそ子どもから出されるＳＯＳとか、お家の異変とかというのをより先生方は

アンテナをちょっと立てていただいてよく見てくる必要があるんじゃないかなと思って、ち

ょっとその辺だけ危惧してお母さんたちの話を聞きました。 

以上です。 

○教育長（代田昭久） はい、ありがとうございました。 

◇教育委員（伊藤 昇） 私はありません。 

○教育長（代田昭久） はい、ありがとうございました。貴重な意見、また参考にさせていただき

たいというふうに思います。 

 

（２）教育次長（２）教育次長（２）教育次長（２）教育次長報告事項報告事項報告事項報告事項    

○教育長（代田昭久） 続きまして、教育次長報告事項お願いします。 

◎教育次長（今村和男） はい。 

 

（３）学校教育課報告事項（３）学校教育課報告事項（３）学校教育課報告事項（３）学校教育課報告事項    

○教育長（代田昭久） ３番、「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。 

◎学校教育専門幹（高坂 徹） それでは、別冊で冊子をお配りしました「令和元年度 特色ある

学校行事・公開授業等一覧」のほうをごらんください。 
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各個に紹介したものをまとめさせていただきました。それぞれの学校ならではの特色のあ

る教育活動、あるいは中学校ごとに行われております小中合同研修会の内容、参観日であっ

たり、教育課程研究協議会等、公開授業等の一覧表になっております。それぞれ掲載してお

りますので、委員の皆様方、時間等の許す範囲で参加していただければありがたいと思いま

す。以上でございます。 

○教育長（代田昭久） はい、ありがとうございました。 

 

（４）生涯学習・スポーツ課関係報告事項（４）生涯学習・スポーツ課関係報告事項（４）生涯学習・スポーツ課関係報告事項（４）生涯学習・スポーツ課関係報告事項    

○教育長（代田昭久） 生涯学習・スポーツ課関係報告事項お願いします。 

◎生涯学習・スポーツ課長（北澤俊規） 特別にありません。 

○教育長（代田昭久） はい。 

 

（５）公民館関係報告事項（５）公民館関係報告事項（５）公民館関係報告事項（５）公民館関係報告事項    

○教育長（代田昭久） 公民館関係報告事項をお願いします。 

秦野市公民館副館長、お願いします。 

◎飯田市公民館副館長（秦野高彦） 資料Ｎｏ．４をごらんください。 

平成３１年度の飯田市の公民館活動基本方針事業計画を説明させていただきます。 

基本方針は、飯田市の公民館全体の方針ということを改めて確認をするため、昨年に引き

続きまして飯田市の公民館基本方針事業計画としております。昨年もご説明を差し上げまし

たが、それまでは「飯田市公民館基本方針事業計画」というふうになっておりましたけれど

も、２０地区すべての公民館のもとになる方針ということで、館長会で話し合いが行われて

おりまして、この間に「の」が入っているということになっております。 

１につきましては、現状と公民館の果たす役割の記述をしております。 

２につきましては、具体的な役割について、公民館が果たす役割を実現するために何を中

心に取り組んでいくかということを具体的に示させていただいております。 

５の重点目標につきましては、１～４を踏まえて、飯田市の公民館が今年度特に取り組ん

でいきたいというものにまとめておりまして、１・２・３については全公民館で取り組んで

いくもの、なお、２につきましては、次世代育成で、大くくりとして、①が小中学生、②が

高校生、③が青壮年の世代で分けてございます。また④につきましては、成人年齢の引き下

げに伴う成人式のあり方について、今年度検討を進めて公民館としての方向性を確認をして

いきたいというふうに思っております。 
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めくっていただきまして、事業計画におきましては、１は、地区公民館と市の公民館が合

同して行う事業、２は、地区公民館が主体的に行う事業、３は、公民館が主体的に行う事業

というふうに分けてございます。 

この基本方針・事業計画は、各地区の委員さんや地域の皆さんと共有をするというもので

ございまして、各地区の公民館の総会等には確認をしているというもので、今の課題を共有

するということで、さまざまな場面の活動の基本となるものでございまして、意識をしてい

きたいと思っております。 

続きまして、本日お配りをいたしましたカンボジアスタディツアーの報告会のチラシをご

らんいただきたいと思います。先ほどもＬＧ飯田教育のお話が出ておりましたけれども、飯

田市公民館では、高校生を３月の末に「カンボジアスタディツアー」ということでカンボジ

アに行って学んできております。 

このツアーにつきましては、裏面を見ていただきますと、１０月から事前学習を開始いた

しまして、半年間、カンボジアへ行くまでにこの地域、カンボジアだけではなくて、飯田・

南信州、この地域を学んで、それからカンボジアに行って、現地の子どもたちや現地の伝統

産業を守る皆さんと、交流を深めてきて、現在、その交流から何を学んだかということの振

り返りを行っております。 

それで、この最終的に生徒たちがどういうものを感じて、どういう成長を見たかというよ

うなことをこの報告会でご報告できればと思っております。６月の１６日、時間がちょっと

中途半端で申し訳ございませんが、１２時５０分からということで開始をさせていただきま

すので、お時間がございましたらぜひお越しをいただきごらんをいただければと思います。

よろしくお願いいたします。 

○教育長（代田昭久） はい、ありがとうございました。 

 

（６）文化会館関係報告事項（６）文化会館関係報告事項（６）文化会館関係報告事項（６）文化会館関係報告事項    

○教育長（代田昭久） 続きまして、文化会館関係報告事項お願いします。 

棚田文化会館館長、お願いします。 

◎飯田市文化会館長（棚田昭彦） 資料５番の８ページをごらんいただきたいと思います。「人形

劇のまちづくり」の推進に関する取り組みについてをポイントだけちょっとご説明いたしま

す。 

まず、１番で「人形劇公演事業」でございますが、人形劇を鑑賞できるようになること、

発表の機会が得られるようになることということで進めているところでございますけれど
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も、（２）のところが実施済み事業の２つ事業の関係です。（３）で、今後の予定でございま

すけれども、２つ目の丸ですが、「ワークショップ付き人形劇公演」ということで、今年の

フェスタに出演する小中学生を対象にした公演とワークショップを行うような事業を予定

しております。 

その一段下でございますが、「今田人形座と飯田人形劇センター」で、半年前から現代音

楽と人形浄瑠璃、今田人形を組み合わせたコラボレーションによる新しい演劇ということで、

「ゆきをんな」を飯田女子短期大学のほうで６月の２日に開催する予定です。２部公演とな

っております。 

次に、２番、「人形劇創造支援事業」でございますが、（３）の今後の予定のほうをごらん

いただきたいと思います。 

一番上の丸でございますが、人形劇講座初級者コースにつきまして、現在３４名で週１回

程度で講座を開催しているところでございます。 

１つ飛びまして、３つ目の丸でございますが、「伊那谷タイムトラベラーズ」ということ

で、人形劇活用事業ということで新たに今年から取り組んでいる事業でございますが、地域

の題材の人形劇製作に向けての取り組みの活動ということで今年からスタートしておりま

す。 

まずは、今回、「古墳」というものをテーマに将来的には人形劇を作っていこうというこ

とで、まず古墳の史跡ツアーを開始しまして、学習して、それから古来の伊那谷を描くとい

う形で、その取り組みをする中で、将来的にはそれを人形劇につなげていこうという事業で

ございます。 

３番でございますが、「いいだ人形劇フェスタ」につきましては、今後の予定のほうでご

ざいますが、現在、サポートスタッフの募集を開始しましたことと、２つ目の丸ですが、有

料公演のチケット販売が６月２３日ということで、そういったことも進めていくところでご

ざいます。 

次、２ページのほうをごらんいただきますが、４番、伝統人形芝居振興事業につきまして

はごらんのとおりになっております。 

あと５番、人形施設の管理運営でございますが、２番の今後の予定の欄をごらんいただき

たいと思います。川本美術館のほうでございますが、現在、展示替えということで、５月３

１日から「戦乱に生きる家族」をテーマにした新展示を行う予定でおります。その間、三国

志のメインキャラクターにつきましては、国立の東京博物館の「三国志展」というのがござ

いまして、そちらのほうに出展されるという形になりまして、また、それが戻ってきた後、
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展示することになります。 

あと、一番下の丸ですが、竹田人形館の展示替えを９月上旬に予定しております。 

以上、報告をさせていただきます。 

○教育長（代田昭久） はい、ありがとうございました。 

 

（７）図書館関係報告事項（７）図書館関係報告事項（７）図書館関係報告事項（７）図書館関係報告事項    

○教育長（代田昭久） 続きまして、図書館関係報告事項お願いします。 

瀧本中央図書館館長、お願いします。 

◎飯田市立図書館副館長（瀧本明子） お願いいたします。資料Ｎｏ．６をごらんください。「よ

むとす事業報告及び予定」ということでお願いいたします。 

予定の（３）のところをごらんいただければと思いますが、図書館では、さまざまな年代

の方に読書に親しんでいただく活動を行っているんですけれども、その中の取り組みとして

１年を通じて幾つかの講座を行っています。四角で囲んでありますものが５月から始まりま

した講座ですが、その中の一番上の講座、「録音図書制作ボランティア養成講座」というも

のも始まりました。目の不自由な方などに、本が読めないけれど読書に親しんでいただくた

めに録音図書の制作をボランティアの方にしていただいておりますが、この数年は字が、小

さな字が読みにくくなった高齢者の方も録音図書を使いたいという要望も増えておりまし

て、録音図書を作っていただくボランティアの方の養成も必要な状態になっております。 

それから一番下、（４）のところをごらんいただきたいと思いますが、毎年この数年行っ

ておりますけれども、南信州おもしろ科学工房と図書館とで共催の企画を行っております。

子ども、親子、一般の方すべて対象なんですけれども、「たのしく読んで、たのしく科学！」

ということで、実験などによって子どもたちの科学に対する興味を引き出して、さらに本を

読んだり借りていただいて、自分でもやっていただこうという企画であります。 

黄色いチラシを別に配布させていただきましたので、またごらんいただきたいと思います。

以上です。 

○教育長（代田昭久） はい、ありがとうございました。 

 

（９（９（９（９））））歴史研究所関係歴史研究所関係歴史研究所関係歴史研究所関係報告事項報告事項報告事項報告事項    

○教育長（代田昭久） 続きまして、「歴史研究所関係報告事項」、お願いします。 

滝沢学校教育課長補佐お願いします。 

◎学校教育課長補佐（滝沢拓洋） 歴史研究所、都合により退席をさせていただきましたので、私
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から説明をさせていただきます。資料Ｎｏ．７をごらんいただきたいと思います。 

去る４月１３日土曜日に、座光寺公民館におきまして「近世座光寺村の生活と組」と題し

ました地域史講座を開催しまして、歴史研究所の研究員が研究成果の報告を行いました。地

元の皆さんを中心に５０名を超える方々にご参加いただきまして、質疑も活発に行われたと

いうことで報告をさせていただきます。詳細は資料をごらんいただきたいと思います。 

また、地域史講座ということで、６月１５日土曜日に「豊川海軍工廠の天竜峡分工場」と

題しまして講座を開きます。裏面をごらんいただきまして、６月２９日、６月３０日に「飯

田アカデミア２０１９第８７講座」と銘打ちまして、「戦前日本の農村社会をどうみるか」

と題しました講座を開く予定でありますので、またチラシをごらんいただきましてご参加を

時間がありましたらお願いしたいということでございます。 

もう１点お願いします。先ほど、教育委員の皆様に「伊那谷の暮らしと住まい」という本

を配布させていただきました。歴史研究所の「わが町の建築史ゼミ」の皆さんが中心となり

まして３月末に刊行されたものでございますので、お時間があるときにお読みいただきたい

ということでございます。 

報告は以上です。 

○教育長（代田昭久） 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の報告が終わりましたけれども、委員の皆さん

のほうから質疑等ありましたらお願いいたします。 

よろしいでしょうか。 

（発言する者なし） 

○教育長（代田昭久） ありがとうございました。 

 

（（（（11110000）今後の日程について）今後の日程について）今後の日程について）今後の日程について    

○教育長（代田昭久） それでは続きまして、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。 

◎学校教育課課長補佐（滝沢拓洋） それでは、資料の３ページをごらんいただきたいと思います。

今後の日程につきまして、主なものについて掲載をしてございます。詳細な日程は教育委員

の皆さんのみに配付してございますのでごらんいただきたいと思います。 

１点、５月３１日の関東甲信越静市町村教育委員会連合会総会の件でお願いがございます。

参加される教育委員の皆さんにはお手元に配布をさせていただきましたが、集合出発時間と

しまして５月３１日金曜日午前９時半を予定しております。集合場所につきましては、市役
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所Ａ棟、Ｂ棟の間のエントランス付近ということで、学校訪問に行くときの集合場所という

ことにさせていただきます。９時半に出発をしまして、昼食をとり、午後から特別公演、総

会、研修会を行いまして午後７時に帰庁予定ございます。 

なお、留意点ということで、事務局のほうからクールビズの実施、それから、禁煙という

ことでお願いしたいというような話がございましたので申し添えておきます。 

以上でございます。 

○教育長（代田昭久） はい、ありがとうございました。 

ちなみに私、この５月３１日の関東甲信越静の研修会のほうには出席できませんので、よ

ろしくお願いいたします。 

今、日程について、何かご質問等ありますでしょうか。 

よろしいでしょうか。 

（発言する者なし） 

○教育長（代田昭久） それでは、会議を通して何かご意見、また、ご発言があればお願いいたし

ます。 

よろしいでしょうか。 

（発言する者なし） 

 

日程第１０日程第１０日程第１０日程第１０    閉閉閉閉    会会会会    

○教育長（代田昭久） それでは、日程第１０。 

以上をもちまして、令和元年５月定例会を閉じさせていただきます。 

本日はどうもありがとうございました。 

 

閉  会  午後４時 45分 


