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令和３年度 小谷村教育委員会５月定例会 会議録 

 

 

◎開催日時 令和３年５月１３日（木） 

      開会：16 時 30 分     閉会：17 時 55 分 

 

◎開催場所 小谷村教育委員会  相談・応接室 

 

◎出 席 者 教 育 長     関  芳明 

      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 

教育委員     片山 弥生 

◎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 

 

１ 開 会  （16：30） 

〇教育長 令和３年度小谷村教育委員会５月定例会の開会を告げる。 

    

２ 日程の報告 

 日程第１ ４月定例会会議録の承認 

〇教育長  ４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)  コロナの影響で出張はほとんどありません。４月 19 日の

県招致連絡会もＺＯＯＭ会議となり、太田久吉委員さんと、この部屋で参加しまし

た。 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 令和３年度小谷村就学相談委員会委員の委嘱について 

・議案第 18 号 令和２年度小谷村教育委員会事務事業の点検及び評価報告について 

〇教育長  議案第 17 号 令和３年度小谷村就学相談委員会委員の委嘱について、委員

の任期は令和３年６月１日から令和５年３月 31 日までの２年間です。委嘱する委

員は、議案に記載のとおり 13 名にお願いする予定です。参考までに昨年までの委
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員名簿を添付していますが、今年度・来年度は、白馬幼稚園から１年生に入学する

児童がいませんので、幼稚園の園長先生は委嘱いたしません。また、住民福祉課の

保健師については、小池保健師が新規採用だったため、宮井保健師と２人委嘱して

いましたが、丸山保健師一人に委嘱します。就学相談委員会の会議は、全体会２回、

小委員会３回程度を予定しています。ご質問等ありますか。 (なし) それでは、

委員の委嘱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 17 号は、可決されました。 

 続いて、議案第 18 号 令和２年度小谷村教育委員会事務事業の点検及び評価報

告についてです。 （議案第 18 号説明） 地方教育行政の組織及び運営に関する法

律の規定に基づいて、年１回、事務事業の点検と自己評価を行い、第三者の意見を

いただいたうえで６月議会に報告することになっています。報告書前半は、教育委

員会の活動報告になっていまして、委員構成から定例教育委員会・総合教育会議の

議案や審議内容、研修会等への参加、主催行事や学校行事への参加、その他活動状

況を記載しています。後半はそれぞれの項目について、１年間取り組んできた内容・

成果・課題を、係長がＡＢＣＤの４段階で評価しています。10 ページから評価シー

トになっていますが、ほとんどの事業がＢ評価・概ねできたと評価しています。４

番の中学校施設維持管理については、以前から課題となっています、プールの跡地

利用、駐車場の確保に対する対応が十分できなかったことからＣ評価としています。

15 ページ、14 番中学校海外交流研修は、台湾との交流事業、15 番交流研修事業は、

白子町・菊川市との交流事業ですが、どちらもコロナの影響によって事業を実施で

きませんでしたので、Ｄ評価としています。16 ページ社会教育の充実の項目の中で、

16 番公民館運営事業ですが、取り組み内容の中で開催できた講座等もありますが、

中止となったものもあったということからＣ評価となっています。18 番成人式につ

いても実施できなかったことからＤ評価としました。18 ページ 25 番の文化芸術事

業についても、里の秋コンサートを中止としましたので、Ｄ評価としています。 

  この評価については、外部からの意見をいただくことになっており、今月 19 日

に議会総務委員会で説明しご意見をいただくことになっていますので、今日の議案

には外部の意見を記載していませんが、追加で記載をさせていただき議会に報告し

ます。本日お配りしたばかりの資料ですが、内容をご覧いただいて、ご質問やご意

見等がありましたらお出しください。 

○太田久吉委員  28 番の社会体育整備事業の中で、グランドの整備や維持管理が厳し

い状況とありますが、どこのグランドのことを言っていますか。整備が厳しいとい

うのは、できないということですか。 

○教育課長  千国崎村営グランドのことです。グランド管理・整備については小谷野

球リーグに委託していますが、野球リーグに所属するチーム数が減りメンバーが減

っている中で、行き届いた整備ができないということです。過去に芝のグランドと

して整備し、その後、クレーに戻しているのですが、芝を剥いた後で出た雑草がな

かなかしぶとく、教育委員会でも除草剤を散布するなど対応しているのですが、
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年々広がっている現状です。 

○村越委員  15 番の交流研修事業については、白子町・菊川市からスキーに来る交流

のことだと思いますが、ここに書いてあるように小谷村の受け入れ側の参加者が少

ないということですが、どんどん少なくなっているのですか。 

○教育課長  菊川市のスキー交流は、数年前に始まり、小谷の子ども達に浸透してい

ないのではないかということが考えられます。また、スキー交流ですので、スキー

が得意な子ども達はジュニアスキーの練習に行きますので、あまり交流に参加する

子がいないというのが現状です。白子町のスキー教室は、小谷村の子どもとの交流

はありません。 

○太田明委員  Ｄの評価をしている事業は、全部コロナが原因ですね。評価としては

仕方がないと思います。 

○片山委員  12 番の課題ですが、徒歩通学児童の安全確保とありますが、具体的には

どのようなことでしょうか。 

○教育課長  主に、歩道の確保と冬期間の歩道除雪です。去年の工事で、国道の歩道

にはガードポールが設置されましたので、国道沿いについてはほぼ良いと思います。

後は、県道・村道の部分で対応が必要な箇所について、県道でしたら建設事務所、

村道は建設水道課に対して要望活動をすることが重要となります。 

○太田久吉委員  有害鳥獣出没時の安全確保とありますね。 

○教育課長  熊の目撃情報が多発してきた時には、徒歩通学の児童生徒であっても最

寄りのバス停までバスに乗せる、バス停までも迎えに来ていただくということにし

ています。７～８年前に熊の目撃が多発した年には、バス停から家が遠い生徒を、

教育委員会の職員が手分けして家まで送ったこともあります。 

○片山委員  登校は、まとまって行くので良いと思いますが、帰りはバラバラなので

心配です。ここに来るときも、小学校１年生が家まで１人で歩いて帰っていくのを

見て心配だなと思いました。１年生は早く下校になるので、帰りが１人になってし

まうことがあると思いますが、ちょっと気になります。 

○教育課長  徒歩通学となっている区域でも、保護者の申し出があれば通学方法の変

更ができますので、バスが通っている地区であればバスに乗せることもできますし、

家とは違う方向のバスに乗って、祖母の家に行くという子もいます。がったクラブ

も登録児童数に余裕がありますので、がったクラブを利用していただくことも可能

です。いずれにしても、各ご家庭の判断になります。 

○片山委員  通学方法の判断というのは、各家庭に働きかけはしていますか。 

○教育課長  学校からお知らせしていると思います。教育委員会からはしていません。 

○太田久吉委員  今晩のおたり学校園運営委員会にはＰＴＡの役員も出席するので、

通学方法のことを教育長から話したらよいと思います。 

○教育長  ご心配な方はご相談くださいということの周知は必要かもしれません。 

○片山委員  13 番の公営塾ですが、英語塾は誰が教えているのですか。英会話の方は

外国人の講師でしょうか。 

○教育課長  田中 守先生が教えています。田中先生は、白馬中学校の校長先生を最後
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に定年退職され、国語と英語の免許を持った先生です。小学生の英語教室の方は、

補助としてモニカ先生・メリアン先生についてもらっていますが、主となって教え

ているのは、田中先生です。 

○教育長  先生の確保が難しくなってくる状況ですので、良い先生をご存じでしたら

ご紹介いただきたいと思います。太田久吉委員さんも英語の先生ですが・・・。 

○教育課長  塾の講師ですので、英検や受験に向けた指導ができるということを考え

ると、教員免許や外国語指導者資格が必要です。外国人や英語を話せる人は、村内

や白馬村には大勢いますが、英語が話せれば良いということではありません。 

○教育長  他にご意見等はありませんか。  （なし）  それでは、この件につき

ましては、議会総務委員会に説明し、総務委員会の意見を記載したうえで６月議会

に議案提出させていただきます。 この議案については、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 18 号は、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、報告及び協議事項です。児童生徒の様子についてということで、

連休中に電話で報告させていただきましたが、コロナウイルス感染の関係を報告い

たします。上のお子さんが長野市内の高校に通学しており学校内で濃厚接触者とな

ったためＰＣＲ検査を受け、４月 27 日に検査結果が陽性となりました。妹弟は中学

生と小学生がいますが、高校で感染者が出ていたことをご家族が気にしてくださり、

その週の月曜日から登校していませんでした。保健所の調査によって、ご家族全員

が濃厚接触者と指定され、４月 30 日検査、５月１日に結果が出て、お母さんと中学

生１名が陽性となりました。中学校の校長先生と協議し、他の生徒には影響は及ば

ないと判断して、連休中の部活動は中止としましたが、６日から通常どおり授業を

行いました。濃厚接触者には５月 11 日まで自宅待機の指示が出ていましたが、陽性

となった中学生と共に姉弟全員 17 日月曜日から登校しています。今回は、児童生徒

で初めて陽性者が出たケースでしたが、ご家族の事前の配慮と連休中だったことで、

学校運営には特段影響がありませんでした。誹謗中傷などが心配されましたが、学

校から、そのようなことがないように通知を出しましたのでご承知ください。いつ、

だれが、どこで感染するかわからない状況ですので、特に学校については、クラス

ターとならないよう注意していただいているところです。 

   次に、おたり学校園運営委員会について、本日の会議資料をお配りしました。こ

の運営委員会のあり方については、小・中学校の校長先生と、今までの経過も踏ま

えて、どのように会議を進めていったら良いかということで話をしています。今日

は、今年度第１回の会議ですので、これまでの運営委員会の経過と、学校・園から

それぞれ、事業の内容等の説明をさせていただく機会としたいと思います。例年で

すと、分科会をやっていたのですが、あまり時間が取れずに話す時間が短いという

ことがありますので、今回はこちらから説明させていただく機会とさせていただき
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ます。役員については、小・中学校ＰＴＡ会長さんが代わりましたので、副会長が

代わります。保育園の保護者会役員も変わっていますが、基本的には運営委員は、

令和４年４月までの任期となっており、昨年委嘱させていただいています。会議次

第の３ページをご覧ください。私も、今回初めてですので、運営委員会についてま

とめてみましたので、認識が違うところなどがありましたらご指摘いただきたいと

思います。小谷小学校を作る時から村全体で関わって盛り上げていきましょうとい

うことの中で、「村民の学校」というコンセプトがあったことと、「新しい学習空間

の創造」ということで、教室のあり方など新しい試みをしてきました。そこで、従

前の組織中で「小谷の子どもを守る会」という、子どもを守る安心の家ですとか安

全マップ作製などの事業をやってきた組織と、「小谷の子どもを育てる会」が平成 20

年 10 月に設立しておりまして、これが今の学校園運営委員会の前身、ほぼ同じよう

な活動をしていたのかなと思います。この会の中で別紙の「おたり子育て７つの願

い」を作り上げたという経緯があります。お配りしたものは、修正を加えた最新の

ものです。いろいろな組織がある中で、平成 28 年５月に「おたり学校園運営委員会」

を設立しました。これは信州型コミュニティスクールに関係した組織であり、こう

いった仕組みを取り入れて村の方々に学校の運営に関わっていただきたいというこ

とで、この委員会ができたということだと思います。ここでいう信州型コミュニテ

ィスクールとは何かといいますと、県教委が作った資料をお配りしていますが、学

校と地域が「こんな子どもを育てたい」という願いを共有しながら一体となって、

持続可能な仕組みを持った、地域と共にある学校ということです。この資料の図で、

運営委員会と書いた枠がありますが、おたり学校園運営委員会はこの位置づけで会

議があると理解しています。運営委員会の役割としては、地域の住民の学校が児童

生徒の将来あるべき姿について熟議により話し合いをする場で、学校運営への参画、

学校支援、学校関係者評価という３つの機能が、この運営委員会にはあるというこ

とを、委員の皆さんには改めて説明させていただきたいと思っています。この信州

型に小谷村のやっていることがズバリ当てはまるかどうかという疑問はあるのです

が、今まで目指してきたものは、信州型コミュニティスクールだと理解していると

いうことを説明し、もう一度基本を確認していただく機会にしたいと思います。委

員の皆さんが今まで関わってこられた中で、違うという部分があればご意見をお出

しください。 

○太田久吉委員  資料２ページの運営委員会の構成の欄を見ると、地域の代表（自治

会・商工会）、社会福祉協議会とありますが、おたり学校園運営委員会にはこの委員

は入っていませんし、南小谷・中土・北小谷とバランス良く委員が入っていれば良

いですが、偏っているようであれば考えなければいけないと思います。 

○教育長  どちらかというと役職で選出されている部分があるので、地域的なバラン

スは考えていないように思います。運営委員のほかにボランティア組織もあります

ので、そちらでは村内のいろいろな団体の方に入っていただいています。 

   課題としては、コーディネーター２名について、現在は奥原先生と中村公民館長

にお願いしています。専門的にやっていただける方がいれば良いのですが、２人と
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も兼務ですので、学校が思っているコーディネート業務とは少し違っているかもし

れませんが、できる範囲で対応していかなくてはならないと思っています。 

○太田久吉委員  百姓七人衆は以前から委員になっていましたか。 

○教育長  今回の任期からですので、去年からです。小学校５年生が学校田で米作り

をするときの手伝いですとか、児童生徒の農業体験で支援していただいています。

新しい農業集団として法人化して、村内全域で活動していますので、委員に選出し

たのだと思います。 

○片山委員  学校支援ボランティアというのは、例えば小谷っ子タイムで「わら細工」

を教えてくれる方などですか。 

○教育長  そのとおりです。保育園児の芋ほり体験をさせていただいている宮澤さん

や伊折生産組合なども支援ボランティアのメンバーです。 

○片山委員  小学校のヤギは共働学舎から借りてきていますし、運営委員に入ってい

ただいたらよいと思います。 

○教育長  校園長と相談し、来年度以降お願できるようであれば委嘱したいと思いま

す。この件については、以上とさせていただきます。 

   次に、小谷村第６次総合計画についてです。４月臨時議会に提出し、承認された

ものです。教育に関係する部分のみ抜粋した資料をお配りしましたのでご覧くださ

い。22 ページは、基本構想、将来像を示したもので、「豊かな自然 力をあわせ 元

気に暮らす小谷村」に向かって、これから 10 年進んでいきましょうということで

す。次のページは施策の大綱ということで第１節から第５節まであり、教育に関す

る部分は「第５節 (基本目標５)未来へつなげる人と文化をはぐくむ村づくり」で

す。その中で４項目あり、１地域で支える教育環境、２生涯学習の振興、３生涯ス

ポーツの振興、４文化活動の振興を上げています。これを体系的に記載しているの

が施策体系図です。次ページ以降、項目ごとに現状・課題や具体的施策など、細か

い部分まで記載したものです。 【各項目について基本方針・具体的施策 読み上

げ】 策定にあたっては、太田教育長職務代理からも参加していただきました。今

後 10 年間の総合計画ですが、５年経ったところで後期５年間に向けての見直しを

します。 

総合計画と合わせまして、小谷村教育大綱があり、これは平成 27 年４月に法改

正によって総合教育会議の制度ができ、また、各地方公共団体は教育・学術・文化

の振興に関する総合的な施策の大綱を定めることとなったため、策定したものです。

平成 28 年４月に第５次総合計画後期計画が策定されたことによって見直しをし、

平成 28 年８月に若干の言葉の変更程度ですが改定しています。教育大綱は、学校

の教育計画やグランドデザインの基になっているのですが、第６次総合計画が策定

されたことで若干の修正を加えなくてはならない部分や整合性を図る必要がある

と思いますので、総合教育会議に提案して改定したいと考えています。教育委員の

皆さんからは、気づいた点や不足している部分などを出していただいて、６月・７

月の教育委員会で取りまとめ、審議して改定案を作りたいと思います。 

次に当面の予定について、記載のとおりですが、５月 24 日２時半から大町市市
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町村会館で県招地教委連絡会がありますので、太田職務代理者の出席をお願いしま

す。５月 29 日日曜日、郡スポーツ協会のスポーツ祭が、小谷村が当番で予定してい

ますのでご承知おきください。６月 28 日には白馬村で、大北市町村教育委員会連

絡協議会総会が予定されています。通知はこれからですが、白馬村の教育長からは、

午前中から総会を開いて、お昼を食べて解散の予定だと聞いています。委員の皆さ

ん予定してください。主幹指導主事の学校訪問は、６月 29 日の予定です。 

 

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、お話はありますか。 

○教育課長  報告いたします。共同調理場の調理員１名が、連休中の５月４日から体

調を崩しています。症状は、下痢、嘔吐、発熱で、保健所に相談したところ緊急当

番医を紹介され受診しました。コロナではないということでしたが、当番医では検

査ができず、連休明けに共同調理場で検査を依頼している業者に検査をしていただ

き、ノロウイルス感染が判明しました。ノロウイルスについては、インフルエンザ

と違い出勤停止という決まりはないわけですが、調理場という性質上、自宅待機の

措置をとっています。感染が判明したのが７日金曜日でしたので、１週間後の 14 日

に再度検査をして陰性であれば月曜日から出勤できますが、当面の間は食材に直接

触らない作業を担当させます。再度陽性反応が出たときは、引き続き１週間の自宅

待機、金曜日に検査ということを陰性となるまで繰り返します。出勤停止の間は、

臨時調理員で対応しますが、中学校へ給食を運ぶコンテナ車については、通常調理

員２名で運搬するところを調理員１名で運び、中学校に到着したところで先生方に

手伝っていただいています。 

○片山委員  児童生徒の様子について、去年登校できなかった子ども達は、学年が変

わってどんな様子でしょうか。 

  【以下非公開】 

 

  【以下公開】 

○教育長  他に何かありますか。 

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、６月 25 日金曜日午後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。 

 

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３年度小谷村教育

委員会５月定例会を閉会とします。ありがとうございました。 

                                   (17：55) 


