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令和４年度 小谷村教育委員会５月定例会 会議録 

 

◎開催日時 令和４年５月２５日 (水) 

      開会：16 時 30 分     閉会：17 時 35 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     片山 弥生 

   

◎欠 席 者  教育委員     深澤 和子 

◎傍 聴 者   な し 

◎職務のため出席した者   な し 

 

１ 開 会 （16：30） 

〇教育長 令和４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、４月１１日の定例委員会以降、資料のとおりです。ご覧

いただき、ご質問等ありましたら、後ほどお出しいただきたいと思います。  

 

 日程第３ 議案上程、説明、質疑、決定 

・議案第１０号 令和３年度 小谷村教育委員会事務事業の点検及び評価報告 

・議案第１１号 県教育委員会及び市町村教育委員会相互の連絡調整について 

〇教育長  本日は２議案提出させていただきます。  

議案第１０号 令和３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１０号説明） 

毎年６月の定例議会に提出してます。本年度につきましても実施事業について、 

各係長が自己評価をして記載しています。 

最初の部分は教育委員会の活動関係です。委員の関係については、年度初めに私が
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新しく着任したことと、年度中に村越くに子委員が任期となり深澤和子委員に代わ

っているという委員の異動です。 

２ページ以降は教育委員会の開催状況として、定例会１２回分と、８月２７日に年

１回の総合教育会議を実施しています。それぞれの案件を記載しています。  

６ページについては、研修会、検討会、勉強会への参加状況実績に基づき１年分記

載してあります。 

７ページ、主催行事や学校行事への参加状況につきましても４月から３月までの状

況を記載しています。行事等については、令和３年度は新型コロナウイルス感染症

の関係から来賓者の制限をした部分がございました。 

８ページのその他活動状況については、村の行事、スキー関係、表彰等会議の記載

をしてあります。 

９ページのところですが、教育委員会の活動に対する評価です。（５）については、  

各種講座や研修会に積極的に参加し、情報収集や意見交換を行い、各自の資質向上

に努めております。定例教育委員会では、十分な審議を心がけるとともに常に教育

の機会均等や教育水準の維持向上を念頭に置き、真に学校現場を支え元気を与える

教育委員会でありたいと考えています。このため、「小谷の子どもを育てる会」や

「小谷の子どもを守る会」等支援組織の一本化を図った「おたり学校園運営委員会」

を立ち上げ、保小中連携教育を縦軸に、地域との連携を横軸とした保小中一貫型の

共同体をつくり、地域ぐるみで小谷の子どもを支え育む体制づくりを整えました、

ということで前年度と同様のつくりとなっています。 

３番の事務事業の点検評価について、教育委員会の事務事業の評価の点検項目とし

て小谷村総合計画に基づく事業の中から２８事業を抜粋して評価してあります。  

評価についてはＡＢＣＤの４つに分類し評価しています。 

評価については１０ページからです。 

教育委員会会議ということで１については例年同様でＢ評価、おたり学校園運営委

員会についてもＢです。課題としては会議が形式化することなく活発な意見交換が

できるよう開催方法を検討すると記載しています。 

保育・学校教育の充実の部分で３番、小学校施設維持管理、主な実施事業を記載し

ています。体育館照明一部 LED 化、遊具設置工事、校舎周辺側溝修繕、学校机購

入、保健特別対策として A 棟網戸、サーマルカメラを購入しました。 

課題として学校施設の適正な維持管理、開校から１６年が経過し、経年劣化による

施設修繕や点検など安全面を優先した施設管理を継続する、引き続き適切な感染予

防対策を講ずることができるよう、必要な物品類の配備、評価としてはＢ評価とし

ています。 

同じく４番、１１ページですが中学校施設維持管理につきましては、Ｃ評価として

あります。課題でありましたプールの跡地利用、駐車場の確保、拡大という部分が

実施できておりませんのでＣ評価としてあります。 

５番については保育園管理運営、Ｂ評価です。課題として運営面においては一時保

育や延長保育など保護者の要望を聞きながら対応できるように努めるとしていま
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す。令和３年度から満１歳になった翌月から受け入れ可能としています。 

１２ページについて、学校給食共同調理場の運営はＣ評価。課題としては食育を大

切にしながら、安全でおいしい給食を提供し、アレルギー児童生徒への個別対応を

継続するとしていますが、令和４年２月に異物混入、髪の毛が入ったことが連続発

生しまして、職員間での確認など再発防止に努めるとしています。 

７番の教員住宅関係につきましては、引き続き老朽化に伴う修繕計画の立案をする

として、評価としてはＢ評価としております。主な事業として千国崎教員住宅の外

壁を５７２万円で修繕しております。 

８番については特別支援教育の充実ということで、評価についてはＢ。個別の支援

が必要な者への継続支援、保護者・家庭の理解を深める活動が必要ということです。 

１３ページ９番。特色ある学校づくりの推進ということで、特色ある学校教育補助

金を交付し、「小谷っ子タイム」や「小谷学」による小谷の歴史や文化の学習、特色

ある学校づくりに寄与できました。例年同額ですが小中とも５０万円ずつ補助して

おりＢ評価としています。 

１０番子育て支援センター管理運営も評価はＢです。子育てに関する相談業務に対

する期待は高く、令和３年度から保健師兼助産師を雇用しました。併せて子育て支

援センターを役場保健センターに移動。より利用しやすいセンター運営を行うとし

ています。 

１１番子育て世代包括支援センターですが、センターの位置づけが複合的な位置づ

けとなっており、子育て支援センターの中でこういう業務もやっています。保健師

兼助産師を雇用し、妊娠期から子育て期に渡る切れ目ない支援が可能となった。相

談や連携の体制を確認し、住民福祉課と共通の認識のもと進めていくということで

す。 

１２番通学環境の整備についてもＢ評価です。徒歩通学の児童生徒については、徒歩

通学児童生徒の減少により少人数登校となるため、安全確保に努める。スクールバ

スの運行にあたっては、学校園、バス会社との綿密な調整を継続する。有害鳥獣出

没時の通学の安全の確保です。 

１４ページ、１３公営おたり塾運営事業です。英会話教室・英語教室と理科・数学教室

の２つを行っています。実績ですが開催回数、参加延べ人数保育園１８回７６７人、

小学校低学年２０回２４７人、高学年１９回１９２人中学校７７回３５９人となっ

ています。 

理科数学についても中学１年２７回延べ ４９５人、中学２年２９回延べ６６４人、 

 中学３年２８回延べ８０４人、高校生８５回延べ３４３人の実績となっています。 

新型コロナウイルス感染症の関係で開催できなかったところもありますが、課題と

しては塾生が負担なく学べるよう、開講日や時間の検討。小学校高学年英会話塾に

ついての内容の見直し。年明けからの緊急事態宣言により、殆どの休講を休講した

という結果でＢ評価としています。 

１４番の中学校海外交流研修事業です。台湾との訪台、訪日交流事業ですが、新型コロ

ナウイルス感染症の関係で残念ながら実施できなかったということで、Ｄ評価となっ
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ています。中学生はＷｅｂによる交流は始めておりますが、実際の行き来はできません

でした。 

１５番の交流研修事業は、姉妹友好提携を結んでいる白子町、菊川市との体験交流で評

価はＤです。菊川市とのスキー交流はできませんでした。白子町スキーは１月９日１０

日で実施しています。今後の課題としては菊川市スキー交流の小谷小児童の交流参加

者を増やすことが課題と考えています。 

１６番、公民館運営事業の関係です。評価はＣ評価です。公民館の教室、講座等４５回

開催し延べ４０５人が参加していますが、中止となった講座もありました。ニーズ

にあった講座、教室の開催、村内の自然、歴史、民俗など小谷に関する知識の普及

を課題としています。 

１６ページ１７番、社会教育団体、サークル活動、分館事業活動支援ですがＢ評価。

社会教育団体１０団体への活動補助金３９万５，７００円、スポーツ協会への補助

金２３４万円等の支出をしています。 

１８番成人式については新型コロナウイルス感染症の関係で実施できませんでした。

今後、仮称２０歳の集いとして３年度分の対象者について実施予定です。今年から成人

が１８歳となりましたがお祝いは２０歳の時が良いだろうと考えています。 

１９番図書館運営事業、Ｂ評価です。需要にあった資料収集と提供、魅力ある企画の

実施とサービスの向上、休日スタッフの人手不足、大北５図書館が連携しての図書

館総合システムの共同利用化等が課題となっています。 

２０番人権教育事業はＢ評価としており、人権ふれあい講座講演会として牧 美花

さんのヴァイオリン演奏講演を実施し３８名参加していただいています。 

２１番の児童健全育成事業について、がったクラブに関するもので評価Ｂです。年

間解説日数２３９日、登録児童数４３名、延べ利用者数３，０４８となっています。

スタッフ８名で運営しており、児童増によるスペース不足、長期休暇時のスタッフ

確保、労働時間対策、スタッフ人手不足が課題となっています。 

２２番の文化財保護事業ですが、評価はＢ。稀少チョウ生態調査及び保護活動、 

来馬層化石調査、千葉石の講演会、古文書整理などを行っています。課題として稀

少チョウの住民協働による保護・啓発活動の継続、来馬層の化石調査の推進と村民

の保護意識の高揚、後継者の育成や人材の確保、千葉石の保護を課題としています。 

２３番の郷土館、牛方宿管理事業です。実績としては郷土館の入館者１，５６０名、

牛方宿は１，４７２名となっています。課題は入館者を増やすための情報発信、魅

力ある展示スペースの工夫、管内展示スペースリニューアル等でＢ評価です。今年

のＧＷから郷土館で千葉石の展示を行っています。 

２４番、文化祭事業ということで、文化祭実施に係るものです。昨年度、社会福祉

協議会との共催による講演会が中止となっています。縮小開催でしたがサークル活

動、芸能団体のＣＡＴⅤでの発表を行っています。課題は出演者、発表者の支援に

よる文化祭の盛り上げ、出店数の減少、来場者を増やす工夫が必要と捉えています。 

２５番、文化芸術事業です。里の秋コンサート、昨年度は実施できませんでした。

評価はＤです。課題は村内外の音楽・美術関係者との連携推進を挙げています。 
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１８ページ２６番、小谷村総合型地域スポーツクラブ事業です。一般部門１３教室、

登録者数１６９名、延べ参加者数１，０３２名(一般)全１８２回の教室を開催し、

ジュニア部門６クラブとなっています。課題は男性の参加者が非常に少ない、女性

は中高年の参加が多く、子育て世代の参加を促すための施策が必要。教室の見直し

を行っているが、指導者不足、村民のニーズ調査が必要としています。評価Ｂです。 

２７番はスポーツ大会事業、スポーツ協会との連携による各種スポーツ大会の運営

というとこで、新しいくボッチャの大会を行い２０チーム１４０名が参加していま

す。ジュニア記録会の実施、栂池ノルディックは中止しました。課題としてはスキ

ー大会について、地元及びスキー学校の協力無くして開催できないが、各団体から

の人員確保が難しく、開催及び大会期間中の人員配置に支障が出てきている。感染

対策を講じながらも、以前のように村民が集えるイベントの開催をどのように企画

していくか、となっています。評価はＣです。 

２８番は社会体育整備事業です。施設管理の部分です。池の田グリーンスポーツ、

村営社会体育館、栂池ゴールハウスの３施設の指定管理者による管理等です。課題

はグランドの整備や維持管理が厳しい状況になってきている。施設の老朽化も課題

となっており、Ｂ評価としています。 

１９ぺージは外部有識者の意見として、例年議会の総務委員会から意見をいただき

記載します。ここに添付のものは昨年度のもので、明日の総務委員会で説明し意見

書をいただく予定です。この部分は差し替えとなります。 

沢山の内容ですが、ご覧いただく中で何かございましたらお願いします。 

〇太田明委員  新型コロナウイルス感染症の影響は大きいですか？ 

〇教育長  はい、事業はできなかったものも多いです。 

〇片山委員  １３の英会話で保育園のところの人数が多いですが、大体１回４０人く

らいになりますが、こんなに子どもたち多いですか？ 

〇教育長  保育園は時間は短いですが、同じ日で各クラスを回るので延べとして多い

人数となっています。 

〇太田久吉委員  太田明委員の仰るように、新型コロナで仕方ない部分以外は概ね出

来たということで良いですか。新型コロナ以外でできなかったものはありますか？  

〇教育長  Ｂ評価が２０事業、Ｃ評価が４つほどありあますが、中学校のプール跡地、

給食の関係、公民館運営事業とスポーツ大会は新型コロナですので、概ねできたと

いう評価となっています。 

〇片山委員  １８ページ、ジュニアの６部門は何ですか？ 

〇教育長  バドミントン、アクア（水泳）、フットサルのトロバオ、サッカーですが

小谷ＦＣ、剣道、ランランクラブです。 

〇太田久吉委員  スキーは入らないのですか？ 

〇教育長  スキーは総合型地域スポーツクラブではないのでここには記載してありま

せん。 

〇太田明委員  新型コロナの影響以外、Ｂだから結構ですね。 

  共同調理場の髪の毛の関係は、本当に調理場で入ったのか、配膳の時なのか、はっ
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きり解らないですよね。運搬中の可能性もありますし。  

〇教育長  ハンバーグの中に入っていた、とかであれば可能性高いですが、食べると

きあった場合ははっきりわかりません。 

〇太田明委員  これは誰も責められませんよね。 

〇教育長  お互い注意しながらできることをやっています。 

〇太田明委員  ニュースにあるように金属片とかならともかく。 

〇教育長  注意してやっていきたいと思います。 

〇太田久吉委員  水泳は中学ではやらないんでしょうか？なぜ中学校のプール使わな

くなったんでしょう？ 

〇太田明委員  確か老朽化じゃなかったですか。 

〇教育長  小学校にプールができたこともあると思います。 

〇片山委員  中学が小学校に行くようになったのは小学校に出来てからですよね。中

学のプールは冷たくて、小学校は奇麗だし中学よりは温かいし。  

〇教育長  老朽化もあると思います。中学校は水は奇麗ですが山水で冷たいです。 

〇太田明委員  小学校はステンレスだし水を温めてるし、滅菌も自動ですし。 

〇太田久吉委員  中学生は小学校までは泳いでいるんですね？ 

〇教育長  そういうことですね。 

〇太田明委員  修繕にすごいお金がかかるということで小学校に行っていると聞いた

気がします。 

〇教育長  維持管理にも費用が掛かりますし、使う頻度、時期も限られますし。  

〇太田久吉委員  高校に行って大体水泳の授業あるが、小谷の子は泳げないといと困

るけれど、そんなことはないですよね。 

〇教育長  それでは宜しいでしょうか。これで明日の総務委員会で報告させていただ

き、意見書をいただき添付したものを６月の定例議会で報告させていただきます。  

 

〇教育長  議案第１１号 県教育委員会及び市町村教育委員会相互の連絡調整につい

てです。（議案第１１号説明） 

  こちらも毎年行っておりますが、長野県教育委員会と小谷村教育委員会で、人事に

関する取り交わしを行って進めていくものであります。県から６月末までに提出を

求められています。先日の大北地教委の会議で書類をいただきましたので本日提出

いたします。 

教職員の任免その他の進退について、校長の任免その他については、市町村の実情

を勘案し全県的立場に立って、長野県教育委員会と市町村教育委員会とが十分連絡

の上、内申案を得て速やかに事務処理を行うものとする。教頭の任免その他の進退

については、市町村の実情を勘案し広い視野に立って、長野県教育委員会と市町村

教育委員会とが十分連絡の上、内申案を得て速やかに事務処理を行うものとする。

教職員の任免その他の進退については、校長の意見を尊重する。教員の新規採用に

ついては、長野県教育委員会教育長が採用候補者として推薦する者を内申する。と

なっています。 
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  別紙として覚書があります。校長等の人事については中信教育事務所の主幹主事と

大町で会議の際に面談をもって人事調整する流れとなっています。例年のことです

のでこのような覚書で提出したいと思いますが宜しいでしょうか。  

〇全委員  異議なし 

 

 日程第４ 報告及び協議事項 

〇教育長  児童生徒の様子についてです。新型コロナウイルス感染症の関係ですが、

保育園について５月１３日から１７日までの土日挟んで５日間、年長組で学級閉鎖

を行いました。５月１５日（日）に年長組一斉検査を実施し、その段階で３名の陽

性者が確認されました。それ以前の陽性者を含めて年長組で６人、年中組で１人、

３歳未満児で１人、計８人の陽性者が確認されましたが、その後は何もなく現在は

通常に戻っています。 

  小学校について、１年生１人、２年生１人、３年生２人、６年生１人の合計５人の

陽性者がありましたが、休日の関係で授業等に影響はありませんでした。 

  中学校については出ておりません。その他では、中学校の不登校傾向の生徒は順調

に登校が出来ていると報告を受けています。 

  当面の予定ですが、市町村教委連絡会の総会について６月２８日（火）に決定しま

した。松川村のすずの音ホールで午前１０時からとなっています。午前中を目安に

行うこととなっており、中信教育事務所の特別支援教育推進委員の下川先生からお

話をいただきます。教育委員の皆様が特別支援員の先生の話を聞く機会は中々ない

でしょうということで今回計画いただいています。昼食後、ちひろ美術館の見学も

していただける設定となっています。 

  次第ですが、教育委員表彰、事業報告、決算報告、役員改選等４議案が予定されて

います。小谷村、村越前委員が昨年改選でしたが、総会のタイミングの関係で今回

の表彰となっています。 

  ６月２８日、皆様のご都合はいかがでしょうか。まとまって行けたらと思っていま

す。 

〇全委員  今のことろ、予定は問題ありません。 

〇太田明委員  ３０日までの任期ですが。 

〇教育長  ぜひ行っていただきたいと思います。車を用意しますので８時３０分に役

場を出発したいと思っています。昼食も用意していただけるようです。午後の美術

館も無料で手配していただけるようです。 

〇全委員  総会終わった後ですよね、折角ですので見せていただきましょう。  

〇教育長  では予め、ご予定をお願いします。 

  続いておたり学校園運営委員会の関係です。明日２６日は９時３０分から見学いた

だき、会議は役場で１０時４５分からです。片山委員さんお願いします。  

  ２７日は小学校で１３時５５分から参観で、１５時４５分から会議で深澤委員さん

にお願いしています。 

  中学校は５月３０日（月）１３時２５分から参観、１５時２５分から会議というこ
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とで、太田久吉委員さん、太田明委員さんお願いします。資料は４月の拡大校園長

会議で配布した資料をお手数ですがご持参ください。 

  今回は全体会を行わず、それぞれ保小中で会議を持つ形で行ってみたいと思います。

宜しくお願いいたします。 

       

日程第５ 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。 

〇太田明委員  外国人の移住者の関係ですが、大町警察署管内で把握している範囲で

すが、令和３年１０月末現在で、大町市５４８人、池田町１１４人、松川村１５０

人、白馬村３０３人、小谷村７３人、合計１，１８８人。令和３年５月以降はマイ

ナス１４人。５月末では１，１７４人。となっています。参考に。  

〇教育長  外国人登録している数ですね。 

〇太田久吉委員  ３分の１は白馬ですね。 

〇太田明委員  大町市の５００人は多いですね。工場の関係ですかね。  

〇教育長  小学校、保育園に外国籍のお子さんが授業に参加するケースが増えていま

す。 

〇太田明委員  保育園で３歳未満児で３、４人いました。 

〇教育長  保護者の方で日本語のコンタクトが難しく、通訳を介して対応しないと難

しいケースもあります。外国の方がいても将来暮らしていく時に困らないよう、日

本のお子さんと同じように受け入れて下さいというのが基本の流れですので、要望

があれば受けていますが、教えるにあたり付きっ切りという訳にもいかずそういう

課題もあります。 

〇太田明委員  学校に行けば友達もできるし。 

〇教育長  手続きの部分で、難しいケースが出てきたりしています。 

〇太田久吉  神戸市のお子さんはどうなりましたか？ 

〇教育長  ５月９日から小学校に通っています。私たちとしては事前に保護者の方と

打合せをしてから受け入れたかったのですが都合が合わず、９日夕方に話ができて

翌日から来ていただいています。２年生だったと思います。体験入学でもポールさ

んに繋いでいただき、今後も週１回でも関わって頂きたいと思っています。  

  保育園児も日本語通じませんが、それでも良いということで入園となりました。  

  その他、宜しいでしょうか 

〇全委員  特になし 

 

 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 ですが、いつもですと２５日ですが土曜日になります。

６月２８日に研修会がありますので、差し支えなければその日の夕方と思いますが

いかがでしょうか。午後、研修会終了後ということでご予定頂きたいと思います。 

〇全委員  了承する。 

〇教育長  太田明委員さんが６月末で任期となりますが、世の中色々動いてきており  
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ますが、送迎会いかがいたしましょうか。 

〇太田明委員  新型コロナウイルス感染症が出てから前山田教育長、太田加代さん、

村越さん、関教育長、片山委員、深澤委員とその時点からですし、マスク完全に外

して良いよとなってからが良いのではないでしょうか。学校の先生とも一切出来て

いませんし。 

〇教育長  では、残念ですが様子見させていただき、賑やかにできるようになってか

ら気兼ねなく開催したいと思います。 

  では、これで宜しいでしょうか。 

〇全委員  特にありません。 

 

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４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。 

 

                                  (17：35） 


