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令和元年度 小谷村教育委員会１０月定例会 会議録 

 

◎開催日時 令和元年１０月３１日（木） 

      開会：16 時 30 分   閉会：17 時 50 分 

 

◎開催場所 小谷村教育委員会  相談・応接室 

 

◎出 席 者 教 育 長     山田 光美 

      教育長職務代理者 太田  明 

      教育委員     村越くに子 

教育委員     太田 加代 

      教育委員     太田 久吉 

◎欠 席 者 な し 

◎傍 聴 者 な し 

◎職務のため出席した者   教育課長    鷲澤 美幸 

社会教育係主査 澁谷 祥充 

   

 

１ 開 会 （16：30） 

〇教育長 令和元年度小谷村教育委員会 10 月定例会の開会を告げる。 

 

２ 日程の報告 

 日程第１ ９月定例会会議録の承認 

〇教育長  ９月の定例会の会議録は事前にお送りしましたが、内容について加筆訂正

等ありませんか。    《なしの声あり》 

それでは、会議録については異議なしということで署名をお願いしたいが、よろ

しいでしょうか。 

〇出席委員  了解する。 

 

日程第２ 教育長事務報告 

〇教育長   (資料説明) 

10 月 14 日ＳＢＣ合唱コンクールに小谷小学校合唱団が出場しました。今年は、

準優勝にあたる「かんてんぱぱ賞」（優秀奨励賞）をいただきました。10 月 18 日に

は村費講師の先生方と来年度の契約更新について村からの要望も含めて面談を行

いました。10 月 23 日、魅力ある池田工業高校をつくる検討委員会に出席しました。

また、村内８会場での行政懇談会が始まっており、栂池、白馬乗鞍会場が終了して

います。 

事務報告についてご意見や質問など、ありませんか。 

〇全委員  なし。 
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 日程第３ 議案上程、説明、質疑、決定 

・議案第 28 号 小谷村文化財の指定について（史跡 飯森日向守春盛墓所） 

・議案第 29 号 小谷村就学相談委員会判定結果について 

〇教育長  議案第 28 号 村の文化財指定について、前回、文化財保護委員会に諮問す

ることにした案件について、文化財保護委員会からの答申があり、教育委員会にお

いて、史跡指定に関する議決をお願いするものです。文化財担当の澁谷主査に説明

させます。 

〇澁谷主査   （議案及び資料説明）  

   大町市文化財調査指導員の小林茂喜先生に、飯森日向守春盛墓所の史跡指定に関

して意見書を作成していただいています。   （意見書の朗読） 

飯森春盛は小谷の歴史上欠くことのできない人物であり、小谷の人々の記憶にと

どめておかなければならない人物であるため、墓所は当時の記録を伝える重要な史

跡であるということから、村史跡に指定する議案を提出するものです。 

〇教育長  ご質問はありますか。 

〇太田明委員  小谷村に飯森という名字の方がいますが、飯森十郎との関係はあるの

でしょうか。 

〇澁谷主査  中谷に飯森さんが何件かありますが、伝承は聞いたことがありませんの

で、関係はわかりません。 

   東筑の麻績村に飯森さんが大勢いますが、小谷の平倉十郎の子という言い伝えが

残っているそうです。坂北に青柳城という山城があるのですが、いくつかの系図の

中で、平倉城と兄弟であると示されていて、兄弟の所に逃げて行ったのではないか

と推察されますが、資料がないため断定はできません。 

〇教育長  他に質問はありますか。 

〇全委員  なし。 

〇教育長  詳細な調査書が添付されています。小谷村史跡に指定することでご異議は

ありませんか。 

〇全委員  異議なし。 

〇教育長  それでは、議案第 28 号は、全員賛成により議決いたしました。 

   協議の順番を入れ替えて、文化庁選定「歴史の道百選」について澁谷主査に説明

してもらいます。 

〇澁谷主査  この度、文化庁選定の歴史の道 100 選に松本・千国街道及び東回り古道

が選定箇所に追加されました。平成８年に文化庁の「歴史の道 100 選」の指定が始

まり、当初から松本街道の糸魚川方面は選定されており、小谷村の千国街道も候補

となっていました。この指定については、平成７年に申請しなければならなかった

のですが、ちょうど平成７年は梅雨前線豪雨災害のあった年で、塩の道がどうなっ

ているのか確認・調査ができない段階で申請するわけにはいかないという判断に達

し、申請しなかったという事情があります。今回、文化庁から指定する箇所の追加

はありますかと問い合わせがあり、申請の結果、歴史の古い道形、千国街道の道形

が残っている箇所が選定箇所に追加されました。松本千国街道及び東回り古道につ
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いて、小谷村は全村的に古来の道形が残っている部分が多いので、それを追加申請

しました。また、東回り古道（戸土から横川、地蔵峠、深原を越えて中谷・土谷に

至る道）は、塩の道の本街道ではありませんが、更に古い時代からあったというと

いうことで、追加の認定を申請し、今回文化庁から追加選定していただきました。 

〇教育長  塩の道を歩く会の皆さんが、是非 100 選に選ばれるように活動しようとい

うことで、毎年「塩の道講演会」を開いてきた経過があります。５月の塩の道祭り

には文化庁の職員がお忍びで調査に来たこともあり、今回、ようやく形になったと

いうことです。これを弾みに、今度は国の史跡にという段階を踏むことができるこ

とになります。 

質問等よろしいでしょうか。本件は、報告に留めさせていただきます。 

議案第 29 号、就学相談委員会の判定結果について、鷲澤課長に説明させます。 

    【以下非公開】 

 

    【以下 公開】 

日程第４ 報告及び協議事項 

〇教育長  報告や協議についてです。  

【以下 非公開】 

 

    【以下 公開】 

スポーツ振興表彰について、11 月３日、栄光章 深澤嵩晴さん中学３年生、全中

の回転で３位、千國楓花さん大学 1 年が全日本ジュニアスキー選手権の回転で優勝

ということで、表彰する予定です。スポーツ振興表彰については以上です。 

文化庁の歴史の道 100 選については、先ほど説明しましたので、省略します。 

来週 11 月５日議会総務委員会との懇談会があります。年に 1 回教育委員会事務

事業の点検・評価を総務委員会にしていただいています。それがこの資料で、今年

の６月議会で報告したところですが、濃い黒いところが教育委員会と学校からの意

見に対する回答です。 （資料説明） この件について、修正や追加などご意見が

あればお出しください。 （なし） ５日は少しお時間をいただいて、現在の取り

組みについて説明し、来年も同じ質問が出ないようにしたいと思います。 

今後の行事予定についてわかっている範囲で、確認をお願いします。11 月３日定

例表彰とスポーツ振興の表彰式、11 月９日小学校土曜参観、都合がつけば是非ご覧

になってください。それから 11 日～15 日は、中学２年生が台湾交流に行ってきま

す。教育委員会からは鷲澤課長と渋谷主査が引率で加わっています。26 日人権ふれ

あい講座を開催します。これについては、小谷村いじめ問題対策連絡協議会の活動

として、このふれあい講座に出席することで今年は研修会に代えさせていただきた

いと考えています。また委員の皆様にもご案内しますので、ご都合がつきましたら

出席をお願いします。11 月 27 日の夜、今年２回目のおたり学校園運営委員会を開

く予定です。今回は１・２学期を通じた今までの取り組み、全国学力学習状況調査

の結果も含めて校長先生から報告をしていただく予定です。行事予定については以
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上です。これまでのところで、委員の皆さんから何かありますでしょうか。（なし） 

 

日程第５ 自由討議 

〇教育長  自由討議ということで、委員の皆さん何かございますか。 

〇太田明委員  夜 10 時半頃、まだ学校の職員室の電気がついているのを見ます。昨今

問題になっている働き方改革の面からも、合理的にと言いますか、何か方法はない

でしょうか。 

〇教育長  昨日は、小学校のＰＴＡ役員会がありました。しかし、10 時までやるわけ

はないはずなので、その後のまとめ等の仕事があったのかもしれません。 

〇太田明委員  小学校の場合、テストなど市販のプリントを使用することはあります

か。それとも、先生が自分で作るのですか。 

〇太田加代委員  小学校の場合ですが、基本的には製品としてできているものを注文

します。先生たちは、採点して評価しますが、パソコンに入力すると、一覧表にで

きたり分析したりするソフトもあり管理しやすいので利用しています。前段階の確

認テストやプリントなどは先生方が作ったりもしますが、一から問題を考えてテス

トを作るということは、ほとんどありません。 

〇教育長  中学校の先生は自分で作っているようですね。 

〇太田明委員  先生方は、残業手当などはもらえているのでしょうか。 

〇太田加代委員  ほとんど、もらえません。部活動手当や出張の際の手当てなどはあ

りますが少額です。だからこそ働き方改革ということで、定時退校日を設けていま

すが、早く帰ることでできなかった仕事を翌朝早く来てやることもあります。子ど

もが帰った後でないとできない仕事が多いので、音楽や家庭科など専科の先生に授

業をしてもらっている間に、担任は自分の仕事ができる時間を作るということも、

働き方改革の一つです。 

〇教育長  学校規模によって教員の配置が決まるので、小谷小・中の規模では、複数

の係を兼務することになります。遅くまで残っている先生は、だんだん少なくなっ

てきてはいます。ただし、教頭先生は調査や報告など提出物が多く、８時過ぎまで

残っていることが多いようです。 

 

 日程第６ 次回委員会の開催予定 

〇教育長  次回の教育委員会は、来月 27 日に開催するおたり学校園運営委員会の前に

開きたいと思いますがいかがでしょうか。 

〇全委員  了承する。 

〇教育長  では、11 月定例教育委員会は 11 月 27 日水曜日 17 時からとします。 

 

３ 閉 会 

〇教育長  以上で本日の会議事項は全て終了しました。これで令和元年度小谷村教育

委員会 10 月定例会を閉会とします。ありがとうございました。 

                                  (17：50) 


