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令和３年度 小谷村教育委員会１月定例会 会議録 

 

 

◎開催日時 令和４年１月２５日（火） 

      開会：16 時 30 分     閉会：17 時 15 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     片山 弥生 

教育委員     深澤 和子 

◎欠 席 者  教育委員     太田  明 

◎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 1 月定例会の開会を告げる。 

 なお、本日 太田 明 教育委員さんは、ご都合により欠席です。 

 先週末からコロナウイルス感染症の関係で学校関係を中心にバタバタしている

状況であります。先日、電話で状況をお話しさせていただいたところですが、今日

までの状況等についてお話しさせていただきます。なるべく短時間で終了したいと

思いますので、よろしくお願いします。 

    

２ 日程の報告 

 日程第１ 12 月定例会会議録の承認 

〇教育長  12 定例会の会議録は事前にお送りしました、内容について加筆訂正等あり

ますか。    《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  出席した会議等、資料のとおりです。事務報告についてご意見や質問など、

ありましたら、自由討議の際発言をお願いします。 

 

 日程第３ 報告及び協議事項 

〇教育長  本日は、ご審議いただく議案はありません。報告及び協議事項に移ります。

児童生徒の様子について、スキー関係の報告をいたします。第 60 回全国中学校ス

キー大会に小谷中学校から６名（男子４名女子２名）の選手が出場することとなり
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ました。大会は、２月１日から４日まで野沢温泉村で開催されます。選手名の横に

県大会での成績を記載しましたので、ご覧ください。県大会に出場した選手それぞ

れ頑張っていただきましたが、その中で６名の選手が全国大会に出場できるという

ことは、村民の皆さんにとっても大変うれしいことだと思いますので、応援してい

ただければと思います。 

   次に、新型コロナウイルス関係について報告させていただきます。１月 15 日に報

道がありました、中学生１名・小学生１名・未就学児３名の感染につきましては、

同一の家庭でありますが、冬休み明けから登校登園をしていませんので、他の児童

生徒への影響はないということで、学校・保育園ともに特段の対応はしておりませ

ん。自宅療養と聞いています。  

中学校の関係ですが１月 21 日(金)、２年生４名が欠席しており、また、発熱して

いる生徒が２名あったということで、まず２年生を学級閉鎖としました。３年生に

も発熱者があったため、１年と３年を午後休業とし、給食を食べて下校させました。

その後、検査によって１年生１名・２年生１名・３年生１名・教職員１名の陽性が

確認されました。複数の陽性者が確認されたことによって、土日から 26 日(火)まで

学校を臨時休業とし、リモート学習を行うことを決定しました。その後の状況で、

22 日(土)２年生１名、23 日(日)２年生２名・３年生１名の陽性者が確認されました。

保健所の指導によって、24 日(月)に生徒全員を対象に、ＰＣＲ検査を学校前でドラ

イブスルー方式によって行い、26 日(水)午後、結果が判明する予定になっています。

最新の情報では、24 日(月)１年生１名の陽性報告があり、今日３年生１名の陽性情

報が入っております。今日までで、教職員１名生徒９名の陽性が確認されています。 

小学校の関係では、４年生１名が家庭内濃厚接触者となり、24 日(月)にＰＣＲ検

査を実施、先ほど陽性反応が出たという連絡がありました。陽性者が出たことで今

後の対応につきましては、保健所の指示を待っての対応となりますが、話を聞く中

では、昨日、微熱が出たということで症状が出る２日前の接触者と考えますと、土

日は学校には来ていませんので、日数的に学校内での接触者はいないという扱いに

なると考えています。他に、一般接触者２年生 1 名が 22 日(土)にＰＣＲ検査を実施

して、陰性でした。それから、２年生 1 名と３年生１名が一般接触者として 24 日

(月)にＰＣＲ検査を実施、結果は陰性でした。本日６年生１名が家庭内で濃厚接触

者となったという連絡が入りました。 

保育園の関係ですが、１月 22 日(土)に年長の園児が、家族が陽性となったため濃

厚接触者となりました。これを受けて、検査結果が判明するまで 24 日(月)と 25 日

(火)の２日間、年長クラスを学級閉鎖としております。23 日(日)ＰＣＲ検査を実施、

24 日(月)陽性が確認されました。保健所の調査の結果により、保育園内に濃厚接触

者はいないと判断されましたので、26 日(水)から保育園は通常に運営することとし

ています。いずれにしましても、明日、中学校全校を対象としました検査の結果が

わかりますので、結果によっては兄弟関係など影響が出てくるかもしれません。こ

れ以上の陽性者が出た場合には、保健所の指導をいただきながら、今後の対応につ

いては考えていきたいと思います。集団的に出ないことを願うばかりですが、明日
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の午後の結果を待っている状況です。ここまででご質問等ございますか。  

〇太田久吉委員  中学校が全員で検査を受けたとき、先生方も一緒に検査をしていま

すか。 

〇教育長  はい。教職員も全員検査を受けています。子ども達は自宅で療養、先生は

療養施設に入ったと聞いています。 

〇深澤委員  陽性になった皆さんは、結構症状が出ているのですか。  

〇教育長  今まで聞いたところでは、当初、熱が出ていた人は、ほぼ検査で陽性にな

ったと聞いています。それ以外はあまり聞いていませんが、昨日あたりから数人の

報告がありましたので、多少は出てくるのではないかと思っています。  

〇深澤委員  自宅にいると聞きましたが、インフルエンザの時のように隔離している

ということでしょうか。 

〇教育長  部屋を分けて、関わる人を限ってということが書いてありますが、聞いた

話ですと、熱もその時は出ましたが今は熱も下がって、普通に療養していると聞い

ていますので、重症とかにはならないと思います。基本的な感染予防をしていれば、

感染はほぼ防げると思っていたんですが、学校の中でこれだけ出たということは、

相当注意しなければならないということだと思います。  

〇太田久吉委員  オミクロンは空気感染が主なので、マスクなしで大声で話したりす

ると感染リスクが高まるとニュースで言っていました。冬は寒いので空気の入れ替

えなど大変だと思います。 

〇教育長  学校でも、その辺は対策をしているはずですが・・・。オミクロンかとい

うこともそこまでは情報がありませんが、広がりが早いところを考えると、可能性

はあると思います。 

〇深澤委員  中１の娘が、学校からタブレットを持ち帰ってきて、リモート学習をし

ています。午前中、１時間目から３時間目まで授業になっていて、朝９時から学活

が始まります。お休みだと朝も起きないかもしれませんが、制服を着て９時にタブ

レットの前に座るので、その前に朝ご飯を食べて身支度をしていますので、リモー

ト学習をやっていただいて良かったなと思っています。  

〇教育長  中学校ではタブレットの持ち帰りのテストなどもやってきているので、で

きているのだと思います。小学校はまだそこまでは対応できていませんで、課題が

あります。 

〇深澤委員  スキー大会、全中などは今のところやる予定ですか。  

〇教育長  全中は無観客で行うという情報は来ていますが、開催の可否については情

報がありませんので開催するということだと思います。開催地と中体連がどのよう

に判断するかというところです。明日の検査結果など新しい情報がある時は、随時

お知らせしていきたいと思います。 

〇太田久吉委員  長野県がまん延防止等重点措置の対象になりますが、その間はずっ

とリモート学習になりますか。 

〇教育長  今は、陽性者が出ているので休業となっていますが、まん防の期間中全て

ではないと思います。今後の中学校の状況を見て判断することになると思います。 
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〇太田久吉委員  白馬高校は、登校したい生徒は登校するし、家でやりたい生徒は家

でもいいということにしています。 

〇教育長  リモートでも出席として扱うということになっていますので、いろいろな

対応が出てくるのではないでしょうか。 この件についてはよろしいでしょうか。 

   では、当面の予定ですが、資料記載のとおりですのでご確認ください。２月 10 日

(木)に小学６年生の模擬議会を予定しています。24 日(木)に学校園運営委員会を予

定していますが、現在の状況ですと全員集まるというのは難しいと思っていますの

で、方法については改めて考えさせていただきたいと思います。卒業式卒園式の関

係では、３月 17 日(木)午前小学校…卒業式、午後…中学校卒業式、25 日(金)に保育

園卒園式の予定になっています。保育園入園式は４月４日(月)、４月６日(水)午前…

小学校入学式、午後…中学校入学式の予定になっています。コロナ禍ですので、来

賓の人数を絞るということで、通常ですと 70 人近い来賓が招待者リストに載って

いたんですが、半分くらいにしたいという学校の意向がありますので、来賓を精査

していきたいと思いますし、コロナの状況によっては村長、議長のみということも

想定しています。全校で歌う歌を CD に変えるなど、今後の感染レベルに応じた対

応をしていきたいと思います。 

 

 

日程第４ 自由討議 

〇教育長  自由討議です。何かありますでしょうか。 

〇深澤委員  保育園の未満児の待機児童はいますか。年少・年中・年長は良いんです

が、未満児さんの受け入れをしてもらえないということを聞きました。  

〇教育長  未満児の定員が 10 名となっていますが、現状では 11 人入園しています。 

〇深澤委員  定員を増やすことは、スペース的にできないということですか。 

〇教育長  現状のスペース的には、現在の定員でいっぱいです。施設的にも対応する

スタッフ的にも現状の定員が上限だと考えています。家庭で保育ができる状況にな

ったタイミングで園児の入れ替えがあったりして、対応できているのではないかと

思いますが、やはり今の人数が限度だと思っています。  

〇深澤委員  定員がいっぱいで入れないという話を聞いて、小さい村なので、お互い

の事情が分かったり、同じ年頃の子どもを持つ親同士で情報交換をする中で、大体

皆さんわかると思うんです。「どこの子がそろそろ入れる」とか「うちは入れれない

な」とか遠慮をするとか。現状で良いのか、これからニーズが増えてくるのでもう

少し受け入れられる方法を考えた方が良いのか、ルールを決めて抽選にするとか、

空きが出たときに広報するとか、規定を決めた方が良いのかなと、話を聞いて思い

ました。 

〇教育長  ３歳未満児ですので、家庭で見られるのであれば、なるべく家庭で保育し

ていただきたいというのが願いです。それぞれ家庭の事情がありますので、そこに

は対応していかなくてはなりませんが、その時期の子どもは、なるべく家庭で見て

いただくことが、子どもさんにとっても良いことではないかと思っています。  
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〇太田久吉委員  産休・育休の制度があるので、利用していただきたいですね。  

〇深澤委員  産休の１年目は給料が出るけれど、２年目からは給料が出ないとか、決

まっていると思います。 

〇教育課長  給料が出るのは、産前・産後休暇で、一般的には産前 6 週・産後８週で

す。育児休業は無給ですが、一定の条件を満たせば育児休業給付金の制度がありま

す。 

〇深澤委員  給料が出なくなるタイミングで復帰したいということですね。 

〇教育長  育児休業になると、その部分で不利になるので、復帰を考える人はいると

思います。 

〇教育課長  小谷村保育園の３歳未満児さんに多いのが、年度の初めは「一時保育」

を利用していて、そのうちに正式に入園させるというケースです。フルタイムで、

きっちり働くわけではないけれど入園させる背景には、保育園に預ければ基本的な

しつけやトイレトレーニングもしてもらえるから「楽」だということがあるのでは

ないかと園長も苦慮しています。共働きで入園させなくてはならない家庭もある反

面、ちょっと無理やりな感じの就労証明をつけて入園させている家庭があるのも事

実です。安易に定員を増やすのではなく、なるべく家庭で愛情をもって育ててほし

いということを話していきたい、本当に働きたい人が困らないように考えていきた

いというのが園長の考えです。 

〇深澤委員  定員が不足しているわけではないのではないかという感じでしょうか。  

〇教育長  真に必要な時に対応できるように、考えていかなくてはなりません。  

  他にはよろしいですか。 

 

 

 日程第５ 次回委員会の開催予定 

〇教育長  次回の教育委員会 ２月 25 日金曜日４時 30 分から予定したいと思います

がいかがでしょうか。 

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１月定例会を閉会とします。ありがとうございました。 

    

 

                                  (17：00) 

 

 


