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平成３１年駒ヶ根市教育委員会第１回定例会 会議録 

 

１．告示年月日 平成３１年１月１８日（金曜日） 

２．開催年月日 平成３１年１月３０日（水曜日） 

３．開 催 場 所 駒ヶ根市役所 保健センター２階 大会議室 

４．開 会 時 刻 午後４時３０分 

５．閉 会 時 刻 午後５時１５分 

６．議題 

〇審議案件 

（１）駒ヶ根市公立学校教職員組合への回答について 

〇協議事項 

（１）来年度学級編制について 

〇報告事項 

（１）中学生海外派遣研修ネパール訪問報告について 

（２）行事共催等承認申請の専決処分について 

〇その他 

（１）市内小中学校の卒業式、入学式への教育委員の出席について 

（２）臨時教育委員会について 

７．出席者 

教 育 長  本 多 俊 夫 

教育長職務代理者  下 島 公 平 

委   員  福 澤 惣 一 

委   員  唐 澤   浩 

委   員  氣賀澤 知 保 

〇委員以外で会議に出席した者 

北澤教育次長、北原子ども課長、吉澤学校教育係長、小松教育総務係 

〇傍聴者：０人（うち報道機関 ０人） 



- 2 - 

８ 会議の顛末 

 １）開会宣言 本多教育長（午後４時３０分） 

 ２）教育長報告 

○本多教育長より、教育長報告資料により報告等がされた。 

改めまして、こんにちは。（一同「こんにちは」） 

平成３１年の第１回教育委員会定例会に御参集賜りありがとうございます。それでは始めたい

と思いますのでよろしくお願いいたします。 

教育長報告ということでございますが、１月の市町村教委の連絡会の報告を１ページ２ページ

に書かせていただきましたが、昨日２月の教育委員会の連絡会も行われました。 

１番の非違行為根絶に向けてということで、昨日はそのことばかりについて論じられるくらい

でありまして、昨年の１２月４日に北信地区の高等学校の実習担任教諭が、勤務校の慰労会に参

加した後に、コインパーキングにとめていた自家用車を運転して、途中でタイヤのパンクに気づ

いて道路脇に駐車していたところ、不審に思った警ら中の警察官に調べられ、アルコールが検知

されたということです。飲酒運転は、学校における教員の職務や指導力とは関係なく発生すると

いうことで、これからも送別会等々で飲む機会が多くなろうかと思いますが、重々に気をつける

ようにというお話がございました。 

また、アスタリスクのところで、今年度は体罰の事案が非常に多いということが言われました。

正さなきゃいけない、正さなきゃいけないと思って、やればやるほど何かこういう粗といいます

か、ミスがよく発生しているなあという感も否めないわけですけれども、心しなきゃいけないこ

とだと思っております。 

次ですが、２番にパソコン、ＵＳＢメモリー、指導案簿等々の保管、管理の再徹底ということ

を言われましたけれども、重々気をつけるようにとのことでありました。 

３ページに、大山隆久さん、日本理化学工業、皆様お聞きしたことがあるかと思いますが、チョー

クの会社でございます。この大山隆久さんというのは初代の社長の息子でありますけれども、こ

の会社は７割が障がい者を採用しているという会社です。日本でも有数のチョーク製造会社であ

ります。先代というのはお父さんですけれども、養護学校から卒業に当たる歳の子どもの就職を

頼まれて、１回断り２回断りといったときに、３回目に「就職しなくていいですので、斡旋して

いただかなくていいので、職場体験を是非させていただきたい。」と言われたら、余りのすばらし

い働きぶりに、その２名の方を採用して欲しいと現場から声が上がったという、そんなお話でご

ざいます。今年６０歳過ぎになるようでありますけれども、本当に、２人は言葉じゃなくて、仕

事ぶりで当時の従業員に採用してほしいという気持ちを芽生えさせたと、それで、周りの見本と

なるような働きを続けたと、これは、私が現職のときにも、こんな話を先代から、こんなふうで

ありますという本を読んだことがございます。先代が採用に踏み切ったのは、お坊さん、禅僧に

「その施設で暮らしていれば叱られることもなくて幸せなんじゃないかと思うんだけれども、ど

うなんでしょうかねえ。和尚さん。」と言ったら、「人間の幸せには、人から愛されること、人か

ら褒められること、人の役に立つこと、人から必要とされること、働くことで得られる幸せがあ

ること、こういうものがあるんだぞ。」ということを教わったということで、それ以後、障がい者

の方をずっと採用するようになったということでございます。ちょうど中ほどに書きましたけれ

ども、今の学校は、障がいのある児童生徒を守ろうとし過ぎずに、守ることはいいんだけれども、
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し過ぎず、できることはさせてやるということが大事じゃないかと、そういうふうに私は思って

います。能力の高さも大事だが、周囲への思いやりやあいさつ、これがとても大事だよというこ

とであります。 

最後には、「従業員の力がなければ当社の会社の商品の生産はあり得ません。」と非常に謙虚な

言葉、「人をマニュアルに当てはめるのではなく、人に工程を当てはめるように工夫を重ねてきま

した。」と、これは、会社もそうですけれども、学校も何かこうせねばならぬというものがあって

子どもを当てはめるのではなくて、子どもにそういうような部分を当てはめるみたいな、そうい

うことがやっぱり大事じゃないのかなということで大変に考えさせられました。 

手前みそですけれど、真ん中ほどの障がいのある方のことですけれど、信大の附属養護学校に

いたころに就職のことで一流企業なんかにもお願いに行きますと、「あいさつだけは、先生、しっ

かりできるようにしておいてくれや。」と、「あとは、仕事ができなくたって、我々が責任を持っ

てやらせるから、それは大丈夫だよ。」と、「あいさつだけはどうにもならねえ。」とはっきりと言

われました。長くなって申しわけありませんでした。 

以上です。 

本日はよろしくお願いいたします。 

それでは、事業報告及び事業計画をお願いします。 

 

３）事業報告及び事業計画  

○北澤教育次長より、事業報告及び事業計画資料について説明がされた。 

<質疑・意見等なし> 

 

○本多教育長 審議案件へ入ります。 

４）審議案件 

（１）駒ヶ根市公立学校教職員組合への回答について 

○吉澤学校教育係長 ７ページをお願いいたします。 

前回の委員会で御協議をいただきましたけれども、教職員組合からの要望についての回答書と

いうことで、前回、御協議いただいた内容から修正等ございませんので、本日の定例教育委員会

の後、この会場で行われます教職員組合の皆様との懇談の場で回答をしていきたいと思いますの

でどうぞよろしくお願いいたします。 

以上です。 

○本多教育長 訂正等ないということでございますがよろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○本多教育長 よろしくお願いいたします。では、次の協議事項に移ります。 

来年度学級編制について、お願いします。 

 

５）協議事項 

（１）来年度学級編制について 
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○吉澤学校教育係長 １７ページをお願いいたします。 

１月２３日現在での平成３１年度児童数、生徒数、学級数の予定一覧になります。上段が小学

校の関係になってきます。一番上が１年生で、横に見ていっていただくと、学校別でお示しして

あります。 

赤穂小学校ですけれども、普通学級での児童数、上段が 109 名、それから特別支援学級への入

学予定者が２名ということで、合計 111名、普通学級の学級数が４という予定でございます。 

赤穂東小学校につきましては、普通学級の児童数が 70名で、特別支援学級の児童数２名という

ことで、普通学級につきましては３５名を２クラスということで２学級という形で今のところ予

定がされています。 

それから、赤穂南小学校ですが、普通学級の児童数が６４名、特別支援学級の児童数が２名、

普通学級の学級数が２クラスです。 

中沢小学校は、普通学級児童数 13名、特別支援学級児童数１名、普通学級数１クラス。 

東伊那ですけれども、普通学級児童数が 20名、特別支援のお子さんはいらっしゃらないという

ことで、普通学級数１学級ということです。 

合計で 283名、普通学級 10クラスという形で現在予定をされております。 

２年生からずっとあるのですが、一番下の段に合計というところがございますけれども、それ

ぞれ学校で普通学級数、知障学級数、情緒障がいの学級数、院内学級数ということで載せさせて

いただいておりますけれども、東伊那小学校ですけれども、来年度、知情障学級を１クラス新設

をしたいということで今動いているところでございますので、今年度と比べまして自情障のクラ

スが東伊那に新しくできるというところが昨年度と変わってくるところです。 

１月１日現在の小学校の人数を見てみますと 1,753 名で、来年度の人数のほうが 1,729 名とい

うことで、マイナス 24名ほどになってくるということでございます。 

下段の中学校をご覧いただきますと、一番上が同じように１学年です。 

赤穂中学校、普通学級の生徒数が 241名、特別支援学級の生徒数が 11名、普通学級のクラス数

は７クラスです。 

東中学校につきましては、普通学級の生徒数が 50名、特別支援学級の生徒数が４名、普通学級

のクラス数は２クラスということです。 

合計で 306名、９クラスという形を予定しております。 

一番下に、同じように普通学級、知障学級、情障学級とございますが、知障の学級と情障学級

数は本年度と同じ予定であります。 

今年、赤穂中学校の３学年が８クラスでしたので、全体的な中学校のクラス数としては１クラ

ス減という形になる予定であります。 

１月１日現在、中学校の生徒数は 951名ですので、予定している生徒数 911名ですので 45名減

という状況になっています。 

詳細は、またお目通しいただければと思います。 

以上になります。 

○本多教育長 来年度の学級編制になりますが、御質問等ございましたらお願いします。赤穂東

の１年生と赤穂南の３年生は不安定学級だね。 
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○吉澤学校教育係長 そうですね。 

○本多教育長 これから１人増えれば３クラスになる、そうなってくるということです。 

不安定学級のときには、正規の教員はもらえませんので、また減るかもしれない、増えるかも

しれないという、２人～３人オーバーすれば大丈夫ですが、だから、先生は増えるけど、講師の

先生をお願いするということになります。３５人ぎりぎりなので。 

先ほどの説明にもございましたが、東伊那で自情障の学級が１クラス、一応今のところ４名と

いうことでございます。自情障にお世話になっているお子さんたちは、原則は現級に体調がよく

なってきたりしたら戻しましょうということになっていますので、なかなか全県的にも戻れない

ようなことがありますけれども、少しずつ戻れる形に取り組んでいかなきゃいけないなあと思っ

ているところであります。 

１月２３日現在の学級編制の状況ですがよろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○本多教育長 よろしくお願いいたします。 

では、報告事項に移ります。 

中学生海外派遣研修ネパール訪問報告について、お願いします。 

 

６）報告事項 

（１）中学生海外派遣研修ネパール訪問報告について 

○吉澤学校教育係長 お願いいたします。 

お手元に資料はございませんが、口頭で御報告をさせていただきたいと思います。 

１月４日から１月１１日まで、赤穂中学校の生徒６名、東中学校の生徒２名、それから、今年

は中川村の中学校の女の子が１名、生徒は全体で９名、それから引率ですけれども、団長を副市

長としまして、駒ヶ根市から５名、中川村から中川中学校の先生が１名、飯島町から来年度から

一緒に参加をするようなことも見据えた上で職員が１名ということで、１６名で無事に行ってき

ました。 

大使公邸にお伺いをして食事会をしたりだとか、ポカラ市役所に訪問をさせていただいたりだ

とか、あと、別々の日に２つの学校で交流を行うことができました。 

それから、母子保健事業プログラムということで、母子友好病院へ行って現地の職員の皆さん

と交流や村歩きをして現地の皆様と交流を深めるということもやってまいりました。 

最終日には、ＪＩＣＡのネパール事務所を訪問させていただいて、事業内容などを説明してい

ただき、あと、ホームステイを２日間させていただいて、子どもたちはそれぞれとてもいい体験

ができたということで、帰ってきてからの報告会の準備の中でも話をしてくれています。 

昨年度は、ちょっと体調を崩した子どもさんが何名かいて大変だったのですが、本年度につい

ては、最後に１人、軽い熱が出てしまったので、ＪＩＣＡの事務所訪問のところだけホテルで休

んでいたということがありますけれども、ほぼ全行程を全員が経験できたというところで、良かっ

たなということでございます。 

２月１１日の１０時から南庁舎で報告会を計画させていただいております。中学生も一生懸命

準備しておりますので、是非、御都合がつくようでしたらお出かけいただければと思います。 

簡単ではございますが、報告をさせていただきます。 
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以上です。 

○本多教育長 ネパールの報告ですがよろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○本多教育長 続きまして行事共催等承認申請の専決処分についてお願いします。 

 

（２）行事共催等承認申請の専決処分について 

○小松教育総務係 １８ページをお願いします。 

今回は１３件申請がありまして、全て専決にて承認させていただきました。 

よろしくお願いいたします。 

○本多教育長 スキー・スノーボード体験が共催で、あとは後援ということですね。 

よろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○本多教育長 では、その他へ移ります。 

市内小中学校の卒業式、入学式への教育委員の出席について、お願いします。 

 

７）その他 

（１）市内小中学校の卒業式、入学式への教育委員の出席について 

○吉澤学校教育係長 １９ページをお願いいたします。 

平成３０年度の卒業式、それから平成３１年度の入学式の教育委員さんの皆様の出席の割り振

りを御確認いただければと思います。 

出席担当の割り振り基準につきましては、その表の下に書かせていただいておりますけれども、

竜西の３小学校は教育長と赤穂地区の委員の中で割り振ると、前年と交代で出席をしていくとい

うことです。 

平成３０年度につきましては、赤穂小学校の校長先生が退職ということになってまいりますの

で、卒業式は赤穂小学校に教育長さんに出席をしていただくということ、それから、平成３１年

度の入学式につきましては、赤穂小学校に新しい校長先生が着任をされるということですので、

教育長さんと交代をしていただいて職務代理の下島委員さんにお願いをできたらということで

思っております。 

それから、竜東の小学校につきましては、中沢地区と東伊那地区の委員の中で割り振るという

ことで、前年と交代をして出席をしていただくというようになっております。 

中学校につきましては、地元へ行っていただくということが原則で、告辞については教育長さ

んと職務代理さんで割り振りをしていただくということになっています。教育長と職務代理さん

については、前年と交代で出席をしていただくという基準に基づきまして上の表を作成させてい

ただきました。 

平成３０年度の卒業式ですけれども、３月１５日の赤穂中学校の卒業式につきましては下島職

務代理さんと唐澤委員さん、氣賀澤委員さん、それから東中学校の卒業式につきましては本多教

育長さんと福澤委員さん、それから、１６日の小学校の卒業式につきましては、赤穂小学校へ本

多教育長さん、東小へ唐澤委員さん、南小学校へ氣賀澤委員さん、中沢小学校へ下島委員さん、

東伊那小学校へ福澤委員さん、それから、平成３１年度の入学式ですが、４月４日午前中ですが、
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赤穂小学校に下島職務代理さん、それから東小学校に氣賀澤委員さん、南小に唐澤委員さん、中

沢小に福澤委員さん、東伊那小に本多教育長さん、午後からの中学校の入学式には、赤穂中学校

に本多教育長さんと唐澤委員さんと氣賀澤委員さん、それから東中学校に下島職務代理さんと福

澤委員さんという形で割り振りをさせていただきました。 

一応基準に従って割り振りをさせていただいておりますが、御確認していただいて、御意見等

ございましたらお願いをしたいと思います。 

それから、下の枠の部分ですけれども、卒業式終了後、離任式（一般教職員）と、校長先生が

異動する場合は校長先生の退任式が行われますが、教育委員さんは出席をしないこととするとい

うことで、昨年度、こういう形になっているようですので、その点を記載させていただきました。 

今年につきましては、赤穂小学校の校長先生退職ということですので、退任式において退職校

長先生の紹介を教育長さんにしていただくということで表をつくらせていただいておりますので、

御意見等ございましたらお願いしたいと思います。 

よろしくお願いいたします。 

○本多教育長 ３０年度の卒業式と３１年度の入学式の教育委員さんたちの出席の予定でござ

いますが、割り振り基準がございまして係で配分してもらいました。 

本多教育長 それでは、臨時教育委員会について日時だけお願いします。 

 

（２）臨時教育委員会について 

○北澤教育次長 臨時教育委員会ですけれども、３月５日の火曜日、午後１時半から保健セン

ターの大会議室で行いますのでよろしくお願いします。１時間程度で卒業式のことなども打ち合

わせいただきたいと思います。 

○本多教育長 それでは、以上で平成３１年第１回定例教育委員会を終了します。 

ありがとうございました。 

 

８）閉会宣言 本多教育長（午後５時１５分）


