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朝日村教育委員会令和３年 11 月定例会会議録 

 

日時 令和３年１１月２６日（金）午後１時３０分 

場所 役場 第 1、2会議室 

 

１．開会 

午後１時３０分 

 

２．出席委員の氏名 

教育長  百瀬 司郎    教育長職務代理 中村 八重美 

委 員  清澤 あゆみ     委 員   清沢 喜代登 

委 員  上條 正光 

 

３．会議に出席した者の氏名 

朝日小学校長 黒田 敏樹 

教育次長 上條 靖尚 

課長補佐 上條まゆみ 

傍聴者       無 

 

百瀬司郎教育長あいさつ 

それでは、ただ今より、令和３年度 第８回朝日村定例教育委員会を始めます。 

コロナの感染も先月辺りから大分落ち着いてきたように思います。松本圏域も感染

者が「０」という状況が続いています。人の動きも元に戻っているようで、ややもす

るとこのままの状態で推移するのかなと勘違いするほどですが、警戒は緩めないよう

にしたいと思います。 

11 月に学校関係で大きな事故が発生しています。一つは長野市の小学校での石碑

倒壊事故であり、子どもが大怪我をしています。早速その翌日、学校や保育園、美術

館等の教育関係施設の石碑の安全チェックをしてもらいました。今一つは愛知県の中

学校での生徒刺殺事件です。とても衝撃的な事案で痛ましいとしか言いようがありま

せん。背景に人間関係のトラブルがありそうだとのことですが、コロナ禍の中で、マ

スクの下の子どもたちの内面の心理状況がつかみにくくなっている現状があり、それ

をどうとらえていくか課題になると思われます。 

一人一人の子どもたちが本当に健やかに成長できるような教育をしていかねばな

らないと思ったところです。 

 

百瀬司郎教育長：会議録署名委員は、中村八重美委員と清澤あゆみ委員にお願い致します。 

  尚、条例により公開とし、個人情報が出る場合は非公開とさせていただきます。 

 

百瀬司郎教育長：本日は議事５件、報告６件となっております。 

先に、５報告第３号の保育園、小・中学校における支援状況について、上條適応支

援員から報告をお願いします。 

尚、順子先生は、この度お家の都合で１１月末をもってご退職されることになりま
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した。順子先生は切れ目のない支援を掲げる村の教育支援体制の構築と整備をしてき

ていただき、保育園、小学校、中学校の子どもたちや保護者へのきめ細かい支援の先

頭に立っていただきました。各機関の連携の太いパイプを作っていただきました。朝

日村にとって大きな仕事をしていただきましたことに感謝申し上げます。ありがとう

ございました。 

それでは、順子先生よろしくお願いします。 

 

報告 第３号 保育園、小・中学校における支援状況について 

 

上條順子適応支援員：保育園、小・中学校における支援状況について報告 

 （保育園児５名、小学校生３名、中学生１名、高校生２名） 

 

百瀬司郎教育長：只今の上條適応支援員からの報告についてご質問等ございますか。 

 

無いようですので、議事に入ります。 

 

４ 議 事 

 第１号 教育大綱について 

 第２号 朝日美術館・歴史民俗資料館への寄贈の承認について 

 第３号 文化財保護事業について 

 第 4号 小学校給食費の無償化について 

 第 5号 高校生通学費補助について 

 

百瀬司郎教育長：第１号 教育大綱について説明をお願いします。 

 

上條まゆみ課長補佐：第１号 教育大綱について説明する。 

   検討委員会の経過、パブリックコメント 4 件の意見の内容。 

   小中学生にアンケート行い 162 名からの回答結果。 

 

百瀬司郎教育長：これについては本日確認をいただき、よろしければ来月の総合教育会議

へ提出していくことになります。ご意見ご質問ありましたらお願いいたします。 

 

中村八重美委員：素晴らしい大綱が出来たと思う。子供たちにアンケートを行ったことは

子供たちがどのように考えているのか感じ取ることが出来た。このアンケートは効果

もあり関心を持ってもらううえでもよかったと思いました。内容については前回の説

明より、カラーになるなど見やすくなったと感じました。 

 

上條正光委員：検討委員として参加させていただいて手前みそとなるが、大変いい大綱が

出来たと思います。最後の検討会で全体像について検討したが、今回の物を見てすっき

りし、可愛くなり良いと思っています。今後は第 6 次の総合計画に従って実行してい

き確実に進めていければよいと思います。朝日村が目指していく教育の姿が見えてき

たと思います。 
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清沢喜代登委員：本当にわかりやすくて素晴らしいと思います。これでこれからはどれだ

けの村民が、理解し行動に移せるようにするのかといったところが大事かと思います。 

  この教育大綱のどの部分を村民に配布するのか、例えばパンフレットでどのようなも

のにするのか。家庭でも目の届くようなところに貼っておけるようなものにしてほし

いと思います。 

 

清澤あゆみ委員：横文字のところなど注釈をつけていただいたことは分かりやすくてとて

も良かったと思います。アンケートも子供たちの考えていることがわかるのですごく

良かったと思いました。すっきりしていてカラフルで見やすくてステップアップした

ものになったと思います。 

 

百瀬司郎教育長：皆さんのご意見を伺い大方良かったというご意見でした。ここで集約し

たいと思います。 

全員異議なし。 

 

百瀬司郎教育長：第２号 朝日美術館・歴史民俗資料館への寄贈の承認について、説明を

お願いします。 

 

丸山真由美係長：第２号 朝日美術館・歴史民俗資料館への寄贈の承認について説明。 

蜜波羅伸三氏家族から作品の寄贈の申し出があったことにより、「縄文むら施設

管理運営に関する規則」第 10 条 1 項の規定により教育委員会の承認をお願いした

い旨説明。 

 

百瀬司郎教育長：ご意見、ご質問ございますか。ないですので採決をしたいと思います。 

全員承認。 

 

百瀬司郎教育長：第３号 文化財保護事業について、説明をお願いします。 

 

丸山真由美係長：第３号 文化財保護事業について説明。 

１ 高遠藩奉納具足調査を行い、来年度以降紹介する機会を検討したい旨。 

２ 朝日村指定文化財の確認調査を来年度文化財保護委員会で現状把握のため

の点検を行う旨。 

３ 旭城跡標柱を移設し正確な位置に設置する旨。 

 

百瀬司郎教育長：この 3 件についてご意見、ご質問ございますか。 

 

中村八重美委員：熊野神社、旭城の位置を教えてください。（事務局説明） 

 

上條正光委員：熱田神社にこのようなものがあったことは知らなかったが、もう建物も古

くなっている。このままお宮で管理しておくことが良いのか。美術館等で保管する

ほうが良いのか。その辺の考えはありますか。 

 

丸山真由美係長：担当としても危惧している。しかし、その地区に奉納された経過もあり
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その地区で代々大切にしていく想いと、文化財としてみるならば今後良い状態で残

しておくならば美術館等で保管することも必要だが、今のところ保管できる場所が

ない。しばらくは地区の皆さんに経過をお知らせしながら考えていきたい。保管方

法も総代に伝えてあります。 

  

清澤あゆみ委員：お宮にあることを知らなかった。是非皆さんに見ていただいたら良いと

思います。こんなに立派に残っていてびっくりしました。 

 

百瀬司郎教育長：それではこれについて、承認としてよろしいでしょうか。 全員承認。 

 

百瀬司郎教育長：第 4号 小学校給食費の無償化について、説明をお願いします。 

 

上條まゆみ課長補佐：第 4号 小学校給食費の無償化について説明する。 

   令和 4 年度新規事業として実施予定。事業の目的、村負担額、関係法令、県内の実

施市町村の状況等 

 

百瀬司郎教育長：これについてご意見、ご質問ございますか。 

 

中村八重美委員：小学校の給食費の無償化については村長の公約であった。進めていただ

いてよいと思う。中学校は組合立ではあるがこの意向はありますか。 

 

上條靖尚教育次長：事務局とすれば切れ目のない子育て支援の観点から中学校の給食費の

無償化の考えはあり、理事者とも打ち合わせを行っております。しかし 3 市村での

組合立であるので 2 市村との調整、協議も必要です。来年からの施行は見合わせて

います。 

 

中村八重美委員：保護者とすれば、小学校が無償化になれば中学校もという要望も出てく

ると思います。前向きな検討をお願いします。 

 

清沢喜代登委員：村の負担、財政負担がありますが、国や県の動きはどうか。他市村でも

始まっているので高校の教育費の無償化などもある。国の動きがあればありがたい

がどうか。 

 

上條靖尚教育次長：国では公会計を進めています。保護者負担の軽減について情報はあり

ません。 

 

清澤あゆみ委員：先日小学生を持つ保護者に会った際、給食費無償化は何時からか心待ち

にしているようで聞かれました。村長の公約であったのでタイムリーだと思いまし

た。小学生を持つ親の中では年に何回かこの話題になると聞きました。私個人的に

は、食べることは親の責任であると思っているほうなので正直あまり賛成ではあり

ませんが、私も 3 人の子供がいて月に 15000 円程度かかっていたので、確かに小

学生の親御さんはありがたいことだと思います。でも、その辺を子供にもきちんと

教えていかないといけないと思います。言い方は良くないかもしれませんが、皆さ
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んの税金で食べさせてもらっている。その辺の伝え方というのは大事だと思います。

親御さんもそうですが子供にも上手く伝えていってほしいと思います。ただ無償だ

ということだけでなく、感謝して食べていくということは大切なことなのできちん

と伝えていってほしいと思います。 

 

百瀬司郎教育長：大切なご意見をいただきました。村としてもこの給食費の無償化をする

ことによって、村の課題である人口減少に歯止めがかかるかわかりませんがそ

このところに少しでも役立つ施策になれば。このことによって少しでも移住し

てもらえればといった思いはあります。またお話があったように、子供側への指

導として、この給食がどのような仕組みで給食が提供されているのかというこ

とを指導していくことは大事だと思います。 

 

清沢喜代登委員：清澤委員の話を聞いてその通りかなと思いました。個人的な感想ですが、

親が子供を育てるそれがあまさになってきている。子供が成長する期間というのは

決まっている。その時親がどれだけ頑張れるか、親としての逞しさ、それを失って

はいけない。なんでも無償化になる。国や村がみるのは当たり前だということで親

があまえてしまう部分、本当に子どもの正面に向かって働くとか、今は我慢する時

だよとかそんな強さが、甘やかしということではないが親の力強さが子供を育てる

うえでかけていく。表現し難いですがもう一度立ち止まって考える。その辺を我々

は考えておかないといけないと思いました。 

 

百瀬司郎教育長：ありがとうございます。その辺も含めた案ということでいきたいと思い

ます。 

   それではこれについて、挙手により決を取りたいと思います。 

賛成者多数ということで可決といたします。 

 

上條靖尚教育次長：今後具体的な制度を作成しますので、１２月定例会で改めて説明させ

ていただきます。 

 

百瀬司郎教育長：第５号 高校生通学費補助について説明をお願いします。 

 

上條まゆみ課長補佐：第５号 高校生通学費補助について説明する。 

   令和 4 年度新規事業として実施予定。事業の目的、対象者、補助額、村負担案等 

 

百瀬司郎教育長：これについてご意見、ご質問ございますか。 

 

上條正光委員：継続的な支援としてこういう形もあるかと思います。ただし、村営バスが

あり、今井を経由していることから朝日発が６時半でとても速い。この予算があれ

ば、もう一便直接行くようなバスを増やしたほうがありがたいと私は思っています。 

 

清澤あゆみ委員：これは交通手段にかかわらず補助するというものですか。 

 

上條靖尚教育次長：全高校生を対象としています。 
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中村八重美委員：支援をしていくことは賛成ですが、上條委員のお話のようにもっと有効

な活用があるか検討をしてほしい。小学校の給食費無償化と同じ金額ということで

なくて、もっといい方法があるか検討が必要かと思います。私立高校へ通う家庭へ

の補助は負担が大きいので続けていいと思います。高校生を持つ保護者がもっと困

っていることに使えるようもう少し検討してはいかがでしょうか。 

 

清澤あゆみ委員：私のところにも高校 2 年生がいます。自転車で通っていますが天気によ

り送ることもありますが、もう少し検討しても良いと思います。 

 

上條靖尚教育次長：同じ予算を使いますので、高校生を持つ世帯のためになるような使い

方が良いと思いますので、更に検討させていただきたいと思います。これまでにも

保護者等へのアンケートなどニーズ調査から、朝日村に住むのに不都合なところは、

高校へ通うこと。市内の高校生に比べると通うことへの負担があるというご意見が

ありました。その負担軽減を図ることによって朝日村も住みやすいと感じていただ

くこと。移住定住にもつながるということで考えさせていただきましたが、教育委

員さんからのご意見をいただきましたので、関係部署とも一緒に検討させていただ

きたいと思います。 

 

百瀬司郎教育長：移住定住にもつなげたいということ。これは通学の負担軽減ということ

で公約にも入っています。0 歳から 18 歳までの切れ目のない支援をしていこうとい

うことから子育ての一環として考えていくということになります。 

    それではこれについても、挙手により決を取りたいと思います。 

賛成者なしということで否決となりました。 

 

上條正光委員：実施するとして、いつまでに決めればよいですか。 

 

上條靖尚教育次長：事業費を積算している状況です。今後要綱等の整備をしますので 12

月定例教育委員会で内容は改めて説明させていただきます。 

 

上條正光委員：では、検討する余地はあるということですね。 

 

百瀬司郎教育長：それでは、継続して教育委員会で検討していくということでお認めいた

だく方の挙手をお願いします。全員挙手。 

 

百瀬司郎教育長：それでは、５報告に入ります。 

 

５ 報 告 

第１号 主な行事等報告について 

 第２号 １２月の行事予定等について 

 第３号 保育園、小・中学校における支援状況について（適応支援員報告） 

 第４号 小学校の様子について 

 第５号 就学判定結果について 
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 第６号 12月定例議会教育委員会関係補正予算について 

 

第１号 主な行事等報告について 

  10 月 27 日から 11 月 26 日までの主な日程 

  朝日村文化祭、村民ゴルフ大会、旧 11通学区高校教育懇話会、中学校組合議会、文

化財保護研修会、アントン先生と英語で話そう教室 ほか 

 

第２号 11 月の行事予定等について 

  11 月 27 日から 12 月 28 日までの行事予定 

  小学校通学路説明会、１２月定例議会開会、朝日村アイススケート場安全祈願、総合

教育会議、朝日小学校２学期終業式 ほか 

 

上條正光委員：旧 11通学区高校教育懇話会の内容について質問。 

       （百瀬教育長説明。） 

 

第４号 小学校の様子について 

黒田俊樹小学校長：令和 4 年度の学級編成予定。配慮を要する児童。学校行事について。 

    スケート教室は 2 回予定している。 

 

各委員から：音楽会は出来てよかった。学校行事が戻ってきたこと嬉しく思う。 

      学校の下校時の告知放送が子供たちの声に変り非常にいいと思っている。 

      資料内の学校長の願いの内容が良い。 

      修学旅行、社会見学が出来てよかった。 

 

第５号 就学判定結果について 

    児童７名の就学判定結果について報告。 

 

第６号 12月定例議会教育委員会関係補正予算について 

主な補正内容 6 項目について説明。 

 

６．周知事項 

 第１号 年末年始休みについて 

 ・公民館等：別紙のとおり 

・保育園：１２/２９～１/６ 

・小学校：１２/２５～１/６ 

・中学校：１２/２８～１/６ 

 

７．その他 

  (1) １２月定例教育委員会等の日程について 

     日時：１２月２１日（火）午後 13 時 30 分から 役場 会議室 

 

(2)令和３年度 第２回総合教育会議の開催について 

   日 時 １２月 ２１日（火） 午後３時 30分から 役場 第 1・2会議室 
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  (3)通学路等での石碑等の点検について 

    （上條正光委員から点検状況について質問。教育次長から点検状況を説明） 

 

  (4)男女共同参画計画について 

    (中村職務代理より報告) 

 

百瀬司郎教育長：それでは以上で、第８回定例教育委員会を閉めさせていただきます。あ

りがとうございました。 

 

８． 議題となった動議を提出した者の氏名 

なし 

 

９． 質問または、討論をした者の氏名及びその要旨 

５に記載のとおり 

 

１０．議決事項 

なし 

 

１１．その他委員長または、会議において必要と認めた事項 

 

１２．閉 会  午後４時０５分 

 

 

令和３年 11 月 26 日 

 

教育長        百瀬 司郎   

  教育委員       中村八重美   

  教育委員       清澤あゆみ   


