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令和２年度 小谷村教育委員会４月定例会 会議録 

 

◎開催日時 令和２年４月２８日（火） 

      開会：10 時 40 分     閉会：11 時 20 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 久吉 

教育委員     太田  明 

教育委員     村越くに子 

 

◎欠 席 者 教育委員     太田 加代 

◎傍 聴 者 な し 

◎職務のため出席した者   教育課長  鷲澤 美幸 

 

１ 開 会 （10：40） 

〇教育長 令和２年度小谷村教育委員会４月定例会の開会を告げる。 

 

２ 日程の報告 

 日程第１ ３月定例会会議録の承認 

〇教育長  ３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)  新型コロナウイルスの影響で、会議・出張も中止になって

います。学校の再開については、なるべく登校の機会を作るように心がけたいと思

います。 

○村越委員  学校再開を決めるのは、国の緊急事態宣言の動向を見てということにな

りますか。 

○教育長  おそらく４月 30 日には、政府の有識者会議があると思います。その結果を

受けて首相からの発表があり、さらにその後、各都道府県が判断して知事から何ら

かの要請がでるものと思います。学校再開は、県立学校の動きに合わせることにな

ると思います。大北地域で統一した対応をとった方が管内の保護者も安心できると

思いますので、なるべく足並みをそろえようと話し合っています。本来ですと、教
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育委員さんにお諮りして休業を決めるべきところですが、急な対応を迫られており、

電話での連絡や事後報告の形になることが多く、大変申し訳ありません。今後も同

様の対応になるかと思いますが、ご了承ください。 

   事務報告についてご意見や質問など、ありますか。 

〇全委員  なし。 

 

 日程第３ 議案上程、説明、質疑、決定 

・議案第 17 号 小谷村立小・中学校会計年度任用職員に関する規程の制定につい

て（報告） 

・議案第 18 号 小谷村図書館司書に関する規程の制定について（報告）  

・議案第 19 号 小谷村学校臨時職員等設置要綱を廃止する要綱について（報告）  

・議案第 20 号 小谷村図書館司書設置要綱を廃止する要綱について（報告）  

・議案第 21 号 新型コロナウイルス感染症対策における教職員の在宅勤務の特例

についての教育委員会通知について 

・議案第 22 号 令和２年度小谷村立小・中学校教育課程編成の承認について  

・議案第 23 号 おたり学校園運営委員会委員の委嘱について 

 

〇教育長  議案第 17 号 小谷村立小・中学校会計年度任用職員に関する規程の制定に

ついて、議案第 18 号 小谷村図書館司書に関する規程の制定について、議案第 19

号 小谷村学校臨時職員等設置要綱を廃止する要綱について、議案第 20 号 小谷

村図書館司書設置要綱を廃止する要綱については関連がありますので、４議案まと

めて教育課長に説明させます。 

〇教育課長  （議案第 17 号、議案第 18 号、議案第 19 号、議案第 20 号説明） 

３月定例教育委員会において、４月１日から新たに会計年度任用職員制度が始ま

るにあたって必要な例規整備について、専決処分し４月定例教育委員会で報告する

ことを承認いただいた件について、報告いたします。 

会計年度任用職員とは、今までの嘱託職員・臨時職員のことです。行政の集中改

革プランによって、職員数を減らした結果、嘱託職員・臨時職員に職員と同様の職

務をお願いしているというのが現状です。これまでは非常勤特別職という立場でし

たので、法律上は守秘義務がありませんでした。会計年度任用職員に移行すること

で、地方公務員法の規定により、公務員に準ずる立場を確立し、守秘義務を持つこ

とになります。 

議案第 17 号は、小・中学校に勤務する村費講師、図書館事務、校用技師について

規定するものです。議案第 18 号は、小谷村図書館の司書について規定するもので

す。議案第 19 号・議案第 20 号は、議案第 17 号・議案第 18 号を制定したことによ

り、不要になった要綱を廃止するものです。 

〇教育長  この件については、報告案件ですのでお認めいただけますか。 

〇全委員  異議なし。 

〇教育長  議案第 17 号から議案第 20 号までの４議案の報告については、承認されま
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した。 

議案第 21 号、新型コロナウイルス感染症対策における教職員の在宅勤務の特例

についての教育委員会通知について、教育課長に説明させます。 

○教育課長  （議案第９号説明） 

   新型コロナウイルス感染症対策のため、休業期間が続いていますが、教職員の在

宅勤務について、４月 10 日付で、教育委員会と小・中学校長から教職員に通知しま

したので報告いたします。 

○教育長  在宅勤務の特例については、小谷小・小谷中ともに、臨時休業中の在宅勤

務を特例で認めるための申請等について示したものです。この件について、ご質問

等ありますか。  《なしの声あり》この件についてお認めいただくということで

よろしいでしょうか。 

〇全委員  異議なし。 

〇教育長  議案第 21 号の報告については、承認されました。 

議案第 22 号 令和２年度小谷村立小・中学校教育課程編成の承認についてです。 

（議案第 22 号説明） 

本日の拡大校園長会議において各校長から説明がありました、教育課程編成につ

いてです。教育委員会で承認することが義務付けられていますので、お諮りするも

のです。この件について、お認めいただけますでしょうか。 

〇全委員  異議なし。 

〇教育長  議案第 22 号については、承認されました。 

議案第 23 号、おたり学校園運営委員会委員の委嘱についてです。 

（議案第 23 号説明） 

２年間の任期満了により、新たに委員を委嘱するものです。委嘱日は令和２年５

月１日。任期は２年、令和４年４月 30 日までとします。 

この件について、お認めいただけますでしょうか。 

〇全委員  異議なし。 

〇教育長  議案第 23 号については、可決されました。 

 

日程第４ 報告及び協議事項 

〇教育長  続いて、協議事項についてです。児童・生徒の様子については、特に変わ

ったことはありません。３月議会定例会で一般質問があり、吉岡久人議員からの質

問に対しての答弁をお配りしました。校歌の放送については、吉岡議員の提案とは

全く違う内容で実施しました。卒業式を縮小して行ったため、在校生や村民全員で

卒業生を祝おうという趣旨で実施し、小学校・中学校それぞれの校歌を音声告知放

送で流したものです。学校登山については、泊を伴う場合、医師の帯同が必須であ

り、医師会から、今後医師の派遣はできないと言われていることから、一泊二日の

登山を実施することは難しいことをお話ししました。小谷村には雨飾山や風吹岳な

どの百名山がありますので、日帰り登山にする方向で今後、考えていきます。 

○太田明委員  白馬岳に関しては、大雪渓の落石の心配と、温暖化で雪渓にクレバス
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ができているので危険度が増しています。白馬大池や他のルートを考えても、日帰

りは難しいと思いますので、その方針でよいと思います。 

○教育長  中学校から、英語検定の実施報告が提出されていますので、報告します。 

   平成 30 年度から、年間１回に限り 2,000 円を上限として、英語検定の受験料を補

助しています。２年間実施してきた成果が徐々に出てきていますので、資料下段の

考察をご覧ください。 

○太田久吉委員  大町北高では、２年生は全員受験と言って強制的に英検受験をさせ

たことがありましたが、受験料が高いので数年でやめてしまいました。 

○教育長  次に、ＩＴ環境調査についてですが、オンライン授業などを考えたときに、

発信する側と受ける側双方のＩＴ環境がどうなっているのかを調べる必要があると

考えています。小谷村では、全ての家庭がインターネットを使える状態にはなって

いないと思います。白馬中学校のオンライン授業では、インターネット環境がない

生徒は、友達の家に協力してもらったり、学校の教室や協力していただけるホテル

の部屋を開放していただいたりして実施したようです。小谷村でもオンライン授業

をやれば良いという声はありますが、一律にできる環境にないため、今は実施する

ことは難しいと考えています。今後の整備に向けて、各家庭の状況調査を行い、な

るべく早めに整備していきたいと思います。国のＧＩＧＡスクールで補助メニュー

が出てきています。1 人 1 台のタブレット端末は３年間で購入する計画でしたが、

文科省では計画を前倒しして、単年度で全員分購入するように計画を変更してきま

したので、小谷村でも対応を考えています。 

○太田明委員  タブレットの購入費は１台いくら位ですか。 

○教育課長  文科省の補助基準額は１台 45,000 円です。 

○教育長  現在の小谷村のインターネット環境では、全員が一斉に通信を始めると、

動かなくなったり、止まってしまったりすることが考えられます。ＣＡＴＶ側の環

境整備も喫緊の課題となっています。 

（意見交換） 

 

日程第５ 自由討議 

〇教育長  自由討議です、委員の皆さんから、何か話題にしたいことなど、ありませ

んか。  

〇全委員  な し 

 

 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５月 27日午後４時 30分から開催したいと思いますが、

いかがでしょうか。  （一同 了解する） 

それでは、５月 27 日(水)曜日午後４時 30 分から、教育委員会を開催することに

します。 

〇全委員  了承する。 
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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２年度小谷村教育

委員会４月定例会を閉会とします。ありがとうございました。 

    

                                  (11：20) 

 


