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新年あけましておめでとうございます。今年もしっかり問題を掘

り起こし、なお提案もどんどんしていきます。皆様方のご意見を

お知らせください。１２月定例議会の内容は次のような内容でし

た。	 

 
 

①「小中学校教育に教員及び教育委員会が専念できる環境づくりのために市とし

てできることについて」  （今回はこの一問だけにしました。） 

 

〇発端： この質問は、今年 7／4～6 日の総務文教委員会の行政視察の際、犬山市

と出雲市へ行き、教育課題への二市の取り組みや、方法に大変な感銘をう

けたことに端を発しています。 

 ●犬山市（7 万 5 千人）は、教育委員会の強い機能と主導性で「学びの学校づく

り」を進めている自治体、市内 14校の小中学校に 77人「市費の講師派遣」を

している。全国統一テストに参加しなかった唯一の市で有名。 

 ●出雲市（14万 5千人）は、教育委員会の業務から生涯教育、スポーツ振興、文

化行政部門を市長部局へ移管し、学校教育に専念できるかたちをつくった「教育

委員会制度改革」が特徴。 

〇質問の要旨：  

● 学校の問題、課題の解決や、子供のために「市行政としてできること」につい

て聞きたい。そのために、茅野市として、出雲市の取り組みのような「教育委員

会制度改革」をして、教育委員会に学校教育だけに専念させる考えはあるか。 

● 市長が部長あてに出した「平成２０年度予算編成方針」のなかで「重点項目と

しての教育分野への予算配分を取り上げていること」を受けて、その具体的内容

は何か。市としての施策や方向を出してくると思い、期待していたからです。 
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一般質問は次のような内容です。 

①「小中学校教育に教員及び教育委員会が専念できる環境づくり

のために市としてできることについて」 

 要旨●教育委員会制度改革と教育委員会の役割の見直しは 

   ●教育分野への重点的予算配分の具体的内容とは 



〇忙しい教師の現状：  

● この質問に際して、数人の先生方から現状をお聞きいたしました。  

 子供と向き合う時間がない「教員の長時間労働」や「忙しい先生」の実情。 

 授業つくり、宿題、日記、ＰＴＡお便りなどの子供への直接的な仕事 

 会議、大会、発表会、研修会の準備、教材費の集金、名簿作成、校外学習準備、 

地域に対する対応、学童クラブ対応、クラブ活動、参加行事等 

一つの事業について必ず一人、係の先生が必要となる。 

 教育委員会が実施する調査統計、実情報告、照会事務、服務や人事評価 

 昼食、トイレにもいけないとのことでした。 

  

● 私の感想： 「先生は大変だなー」というのが実感。加えて昔のように先生に

何も言わず、任せていた当時をなつかしんでも仕方ないが、今は保護者が学校に

意見をどんどん言うようになってきた様です。意見というより一方的な文句を言

ってくる、言いたい放題状態もあると聴く。 

  先生はそんな親への対応も大きな負担になっている。 

 

● 先生の要望： とにかく先生の数を増やしてもらいたい。専科（理科）の先生

一人でも増やしてもらえれば、その分担任の先生は、事務処理等に時間が割ける。 

  
〇国の政策： 文部科学省の中教審： 学習指導要領改定に伴う「ゆとり教育」に代

わり、30 年間減らしつづけた授業時間を増加させ、教員の 21000 人増員する概

算要求を求めた。これに対して「財政制度等審議会」は「少子化で教員数は実質的

に増加している」「教員一人の年間授業時数は先進国平均より 3割少ない」として、

文科省の要求を拒否。審議会の会長は「文科省は悪乗り」との発言まであった。教

員増計画は 2006年予算折衝でも財務省が一蹴したばかり。財政再建の旗印、公務

員削減の政府方針に逆行、教員も例外でなく、削減もありうるのが現状である。 

● 私の感想： 国の政策に期待は出来ない。 

 

○県への期待： 

県教委「信州こまやか教育プラン」では  

● 教員配置が市町村単位でできるようになる。 

学校単位の教員配置を市町村単位に変更 まず市町村に配分し、市町村教委の判断

で学校ごとの配置を決められる 

● 5,6 年生の 30人規模学級（３５人）の市町村任意協力金の負担段階的廃止 

● 私の感想： 県はそれなりに進んでいる印象 

 

 
 

○「読リーむ in ちの」の検証	 

成果のあった教育行政で取り組んだ「読リーむ in ちの」の活動を検証してみると、 

●質問：『この取り組みで成功の一番のポイントはなんだったか。』の質問に対して 

教育長は「学校単位の雇用だった図書館指導員を市費公費負担として学校司書を全

13校に配置」した点をうけて、「人を増やした点」ではないかと答えた。 



● 私の感想： やはり人なんです。人を増やすことが大切 

 

〇茅野市が今すぐ取り組むことができることはある。  

●事務職員に教師の一部業務代行してもらって、先生の子供に向かう時間を作る。 

●教育基本法の改正による『教育委員への保護者の選任の義務化』と『教育委員増員

弾力化』に伴って、教育委員を現場に近い人で 5人以上に増員する。 

 ●出雲市のような教育委員会の担当業務から、生涯教育、文化、スポーツを外し、

学校教育に専念してもらう。等々 

〇疑問  

しかし、提案しながら質問を重ねてみても、市長の言葉からは、市方針「平成２０

年度予算編成方針」のなかの「重点項目としての教育分野への予算配分」の具体的

内容が見えてこない。（何を重点で予算付けするのかしら。疑問） 

〇市長の答え： 

 ●増員については状況をみて真に必要なところは手当てしなければならない。 

●教育委員会改革は国の動きを見守るなかで、全体の人員配置、サービスの低下のな

いように、全体の機構改革はある。  

● 私の感想：具体策がないなら、「重点予算配分」などと書かなければいいのに。 

 

 

 

 

 

 

○素朴な疑問： 

●どうして職員が３～４年で変わるんだろう。 

「地域に即した特色ある開かれた学校づくり」 

に地域の先生がいないの。 

●地元の古狸のような先生がいないんだろう。 

◎わたしの提案（まとめ）  

●茅野市独自の市費による職員（非常勤講師） 

を入れ『古狸先生配備計画』として進める。 

 ●事務職員に教師の一部業務代行してもらう。 

 ●教育委員業務を学校教育に限定する。 

 ●教育委員増員と学校現場 100回 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

私はこう考える：	 

●市長は、市民プランの方向性は大切だが、そろそろ具体的 

 施策をひとつづつ出していくべきではないか。	  

議員交流の結果 

◎スポ振興議連体育協会ゴルフ交

流 

晴ヶ峰ＣＣ10／15 参加議員３名 

①野沢明夫 48・47：95 Ｎ74 

⑪宮坂武男 51・59：110Ｎ83 

⑫勅使川原 59・59：118Ｎ85 

◎同 体育協会交流ふらばーる 

楕円形のボールをワンバウンドで

返球する軽スポーツ（サブ体育館） 

スポ議連 ③‐０ 体協役員チーム 

◎諏訪地域議員親善ゴルフ大会 

蓼科高原ＣＣ11／５茅野上位３名 

①野沢明夫 50・48：98 Ｎ71   

⑥柳沢源太郎 48・43：91Ｎ76 

⑧吉田久明 49・55：104Ｎ78 

◎立科町議員交流ゴルフ 

立科ＣＣ 11／15 茅野上位３名 

②柳沢源太郎 43・46：89Ｎ77 

③宮坂武男 52・57：107Ｎ77 

④野沢明夫 43・43：86Ｎ78 

◎議会の動き	 

学習グループ（5 人と 4 人のグループが 2 つ） 

 が結成され、分野別の課題の勉強と共に、政策

検討をするグループもできた。18 人中 9 名が

参加し、私は残り 9 名の中にいて、無所属の立

場をとっている。個別の勉強会には必要に応じ

て判断し、出席するつもりであるが、グループ

が「囲い込み」や、個々の信条、行動が尊重さ

れない窮屈さを持つことなく、自由な活動を保

証する組織であることを祈るばかりである。 

 

 

 



 

 

 

9 月 21 日 北部中学やつがね祭    １１月１６日 湖東地区社協研修会伊那  

9 月 22日 保育園運動会               選挙管理委員選考委員会  

9 月 26日 公民館運営審議会            新人議員「６人の会」 

9 月 27日 議員交流ゴルフ         １７日 広域連合地震防災講演会   

      湖東防犯組合総会            男女共同参画推進大会 

      公民館広報部長会（私）  １９～２０日 消防委員視察新潟柏崎市 

9 月 28日 山梨リニア試乗会        ２１日 生涯学習研究会 東部中 

      中央病院研修講演会       ２２日 決算書の読み方勉強会 

10 月 2日 全協中央病院院長懇談会     ２５日 新井区自主防災訓練（私） 

３日～4日 防火協会視察研修（私）     ２８日 美術館津金孝邦展（代理）  

   6 日 縄文文化賞授賞式        ２９日 公民館審議会研修高崎経大  

   ７日 内山財産区東急交流懇談会  １２月１日 湖東そば営農組合収穫祭     

   ８日 市民スポーツ祭             読書の森のつどい 

      三団体親睦野球大会雨天中止       北部中学音楽祭市民館 

   9 日 白樺湖下水道組合会議       ４日 １２月定例会開会 

  １４日 市消防団救護大会         ５日 清水みち子さん葬儀  

  １５日 体協親睦ゴルフ、軽スポーツ    ６日 本会議 全員協議会 

      スポーツ議連と体協懇談会        前宮梶の葉会役員会 

  １７日 暴力追放県民大会（欠）      ７日 一般質問①  

      木戸口神社例祭          ８日 北山浦スケート大会 

  １８日 湖東地区市長と語る会      １０日 一般質問② 

  １９日 平和の文化と子供展       １１日 一般質問③ 

  ２０日 湖東分団林野巡視報告会         予算決算委員会 

  ２１日 新井圃場整備竣工式           全員協議会 

  ２６日 みどりアプローチそば収穫祭   １３日 総務文教委員会 

      全員協議会市民プラン      １４日 商工会議所講演会 

      教育委員会歓送迎会       １６日 市社会福祉大会 

  ２８日 須栗平圃場整備竣工式      １７日 消防委員会 

１１月２日 蓼科高原音楽祭鑑賞       １８日 定例会最終日 

   ３日 消防団北部 3地区懇談会         市長部局長懇親会 

   ４日 湖東公民館祭り（主事）     １９日 内山財産区議会例会 

   5 日 諏訪地区議員親善ゴルフ大会   ２１日 湖東地区区長会忘年会 

６～７日 旭市、つくば市行政視察     ２２日 白樺氷燈祭点灯式 

  ７日 糸萱区圃場整備竣工式（欠）       ソフトテニス協会忘年会 

   ９日 駅東口にて育成会現状視察    ２３日 新井区引継環境自治会 

  １０日 市民の森オープニング      ３１日 前宮梶の葉会イベント 

      パートナーシップ推進大会 

  １２日 森林産活性議連北大塩山視察 

      後期高齢者医療制度学習会 

  １４日 消防広域化勉強会諏訪市 

１５日 立科町議員交流ゴルフ 

9 月議会後から現在まで 

◎来年新井区での役職 

〇公民館館長 

〇環境自治会会長 

がんばってやりまーす。 


