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朝日村教育委員会令和４年２月定例会会議録 

 

日時 令和４年２月２４日（木）午後１時３０分 

場所 役場 第３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 

担当課長補佐 上條  信 

係長 宗田 桂子 

保健師         羽廣 郁美 

傍聴者       無 

 

百瀬司郎教育長あいさつ 

ただ今より、令和３年度 第 11 回朝日村定例教育委員会を始めます。 

北京オリンピックが始まりました。日本の選手の皆さんの活躍が騒がれています。

委員の皆さんもいろんなことを思われたのではないかと思います。小平選手や羽生選

手は、結果は残念でしたが世代交代の波があるのかと感じました。そういう中でスノ

ボなど若い世代が難しい技に果敢に挑戦する姿には感動しました。カーリングの選手

も自分たちのコミュニケーションを最後まで保って戦い抜いたということも凄いこ

とだと思いました。学校現場でよく言われるのが日本の子供たちは自己主張しない、

自分の考えに自信が持てない或いは積極的に人と関われないと言われてきて、私も若

いころから言われながら、目の前の子供たちに自分の考えをしっかり持って主張して

いくという姿を求めていたような気がします。委員の皆さんも学校訪問をするとグル

ープ討論をする姿を目にすると思いますが、そんなところで子供たちが引っ込み思案

で積極的に参加しない姿が見て取れるわけです。そこはカーリングの選手の姿を見て

いると、コミュニケーションというのはこうやってやるんだよと、お手本になるよう

な姿に見えます。本当に自分の考えをしっかり持って、それをお互いぶつけ合って、

それを否定するのでなくて認め合いながら最終的にこうしようといった結論を導き

出していく。そこで決めたら即実行に移してみんなが全力でそこに向かっていく。見

ていて清々しい姿であります。本当にチームが勝ち進むことができた要因はそういっ

た部分が大きいのではないかと思っているところです。 

学校でも子供たちが自分の考えをしっかり持って互いに係わり合えるそんな姿が
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見えるといいと思ったところです。 

新型コロナウイルスのオミクロン株も少しピークを越えたという話も出てきてい

ますが、しかし重症化する患者の皆さんの数は少し増えているということで、また医

療に掛かれず亡くなっているという事案が出ているという切ない状況です。まだまだ

気を緩めてはいけないと思っています。まん延防止重点措置も長野県が適応になりま

した。近隣の市村でも発生がひどくなってきたという情報が入っています。当村の教

育施設は今のところ感染という情報はないわけです。中に入れないように水際対策を

徹底しなければと思います。コロナワクチンも 3 回目の接種が進んでいるわけですが、

今までできるだけ高齢者に対応しようとやってきていて、感染対策になればいいと思

っているところです。 

それでは教育委員会に入りたいと思います。 

 

百瀬司郎教育長：会議録署名委員は、清沢喜代登委員と上條正光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：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、

羽廣保健師から報告をお願いします。 

 

羽廣郁美保健師：５報告第３号 保育園、小・中学校における支援状況について報告。 

 （支援会議６件、訪問３件、対応が必要だったケース４件） 

 

４ 議 事 

第１号 令和４年度朝日小学校グランドデザイン等について 

第２号 令和３年度就学援助費交付認定について 

 第３号 令和３年度社会教育事業報告について 

 

百瀬司郎教育長：第１号 令和４年度朝日小学校グランドデザイン等について説明をお願

いします。 

 

黒田敏樹小学校長：第１号 令和４年度朝日小学校グランドデザイン等について説明する。 

    朝日村教育大綱を踏まえたグランドデザイン、運営方針と年間計画等。 

 

百瀬司郎教育長：この件についてご意見、ご質問ございますか。 

 

中村八重美委員：教育大綱の教育理念を加えていただき、また見やすく理解しやすいグラ

ンドデザインになっていると感じます。コロナ禍により子どもたちの生活も制限さ

れていて先生方もご苦労いただいています。また子どもたちなりに考えていること

が読み取れます。タブレットも低学年が興味を持つように取り組まれています。 

 

清澤あゆみ委員：不登校の子供たちはタブレットを持ち帰っていますか。 

 

黒田敏樹小学校長：不登校傾向の子供がおり、持ち帰って朝の会、算数など特別な授業を

行っています。 
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上條正光委員：皆さんのお話のとおりグランドデザイン見やすくてよいと思います。目標

やあるべき姿も示されているので、計画通り進めていただきたい。また最近、ヤン

グケアラーについても話題になります。このような子供で学校へ来られない場合の

タブレットの活用も可能かと思います。このような子供の把握は出来ていますか。 

 

上條靖尚教育次長：把握は出来ていません。アンケートを行って正確な把握が難しいと考

えています。他の市町村のアンケート方法を確認してみたいと思います。 

 

清沢喜代登委員：下校時の放送は、子どもたちの気持ちも伝わり良いと思います。続けて

いただきたい。運営方針内の《教師十戒》毛涯章平先生のこの言葉は大事に考えて

います。グランドデザイン内の「しっとり語る」は良いです。また「聞く」を「聴

く」ということもまた考えていただければと思います。 

 

百瀬司郎教育長：その他ないようですので、今年のプール工事について日程をお願いしま

す。 

 

上條靖尚教育次長：今年度はプール改修工事を予定している。着工はプール授業後の９月

頃を予定しています。 

 

清沢喜代登委員：プールについては、西側は西日もあり劣化が激しいので今後もその辺を

考慮していただきたい。 

 

清澤あゆみ委員：プールの軒下には、鳩の巣もありこれまでの対策はありますが、何らか

の対策をお願いします。 

 

上條正光委員：壁については現在木材が使用されている。個人的には木材を大事にしてほ

しいと思っています。耐久性では他の建材には劣ると思いますが、塗装の技術も進

歩しているのでその辺を含めて検討していただきたい。コストのこともありますが、

朝日村は木材の利用も進めてきていることも踏まえてお願いします。 

 

百瀬司郎教育長：その他無いようですので、この件については承認とさせていただきます。 

 

百瀬司郎教育長：第２号 令和３年度就学援助費交付認定について説明をお願いします。 

 

宗田桂子係長：第２号 令和３年度就学援助費交付認定について説明する。 

   入学前申請の件について交付認定を行うもの。 

３件の申請があり判定基準から２件認定、１件不認定としたい。 

 

百瀬司郎教育長：説明のありました議案について、ご意見ご質問ありましたらお願いいた

します。 

無いようですので、本申請について２件を認定、１件を不認定としてよろしいで

しょうか。 全員異議なし。 
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百瀬司郎教育長：第３号 令和 3年度社会教育事業報告について説明をお願いします。 

 

上條信課長補佐：第３号 令和 3年度社会教育事業報告について説明する。 

   令和 3 年度実施の社会教育事業内容を報告書により説明。 

 

百瀬司郎教育長：1 年間を通しての説明がありました。これについてご意見ご質問ありま

したらお願いいたします。 

 

清沢喜代登委員：これだけの仕事を教育委員会の今の人数で行うというのは大変なこと。

もう少し職員を増やしてもらえればと思います。ご苦労様です。 

 

百瀬司郎教育長：これは学校教育を除く事業ですが、これだけ多義にわたる事業を教育委

員会として行っています。 

 

清澤あゆみ委員：今年度はコロナの影響でいろいろ計画をしていただいたのに出来なかっ

たことは残念だと思います。私は縄文むら公園整備の検討委員会に参加させていた

だきました。今後は具体的に動くと思うのでコロナの状況を見ながら、人が集まれ

ないというのは寂しいことなので、集まっても出来る方法をみんなで考えていけれ

ばいいと思います。お夏まつり、体育祭にしても考えなければいけない時期に来て

いるので、いろんな人に関心を持ってもらい考えてもらえればいいと思います。 

 

百瀬司郎教育長：2 年間できなかったことにより、意識が離れていってしまっているとい

うことは悲しいことだと思います。コロナだから出来ないということでなくて、こ

の中でどう工夫してやっていくかということをこれから検討しなければいけない

と思っています。各事業のあり方を根本的に見直すというつもりでいるところであ

ります。 

 

中村八重美委員：お話のとおり、違った角度で検討し、出来るところから行っていこうと

いう気持ちが伝わりますので、コロナの中でもできることをやっていこうという、

前向きな方向が良いと思います。行事が出来ないことは子どもたちにとっても朝日

村の思い出が作れないということが悲しい寂しいこと。村の人が集まらなくてもそ

れぞれの地域でできることがあるかもしれない。子どもたちが少しでも分散しなが

らも参加できるような内容を検討していただければと思います。 

 

百瀬司郎教育長：その他ご意見ご質問ありましたらお願いいたします。 

    無いようですので、原案通り可決といたします。 

 

５ 報 告 

第１号 主な行事等報告について 

 第２号 ３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（保健師報告） 

 第４号 小学校の様子について 
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第５号 令和４年度小学校学級編制について 

第６号 公民館事業アンケート結果について 

 第７号 社会教育団体への補助金について 

 

第１号 主な行事等報告について 

  1 月 29 日から 2 月 24 日までの主な日程 

  朝日未来塾、アイススケート場まつり、大人のための英会話教室、アントン先生と英

語で話そう教室【各中止】。中学校組合議会 ほか 

 

第２号 ３月の行事予定等について 

  2 月 26 日から 3 月 31 日までの行事予定 

  朝日未来塾（閉講式）【中止】、教育長：伊那市立伊那小学校講話、３月定例議会、小

中学校卒業式、保育園卒園式 ほか 

  教育長：伊那市立伊那小学校講話について外部での講演等については、教育委員会の

承認が必要となるため承認を得る。 全委員承認。 

 

第４号 小学校の様子について 

黒田敏樹小学校長：学校行事の実施状況（まん延防止等重点措置対応）について他 

 

百瀬司郎教育長：この件について承認として集約します。 

 

第５号 令和４年度小学校学級編制について 

黒田敏樹小学校長：1 年生 36 名。2 年生２クラス 38 名。3 年生 27 名。4 年生 32 名。5

年生 29 名。6 年生２クラス 48 名。普通学級６クラス、特別支援学級２クラス全１０

クラス。1 年生学習習慣形成の対応にならなければその対応が重点課題。 

 

百瀬司郎教育長：この件については承認として集約します。 

 

第６号 公民館事業アンケート結果について 

上條信課長補佐：アンケート結果内容について報告する。 

 

上條正光委員：アンケートの状況から 9 割の方が答えていないというのは、公民館事業に

関心がないか、アンケートが届かなかったのか。配布されても答えなかった人たち

は、公民館事業に何を期待しているかがわからない。見えていないので、これから

の検討会の中でこの人たちの考えをどう拾い上げていくのかということを、検討し

ていっていただきたいと思います。今後 10 年先の方向性が見えるまとめ方をして

ほしいと思います。 

 

百瀬司郎教育長：この件については報告を受けたとして集約します。 

 

第７号 社会教育団体への補助金について 

上條信課長補佐：算定基準を見直し、5 団体について補助を行う旨。 
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清澤あゆみ委員：各団体とも人数が減少し活動ができなくなってしまうので、基準を見直

し上げていただいたのは良いと思う。要望として、サッカーは山雅を活用している

が、野球なども公民館で検討してほしい。 

 

百瀬司郎教育長：この件については承認として集約します。 

 

６．周知事項 

なし 

 

７．その他 

  (1) ３月定例教育委員会等の日程について 

     日時：３月２９日（火）午後１時３０分から 役場 会議室 

 

百瀬司郎教育長：それでは以上で、第１１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０２分 

 

 

令和４年２月 24 日 

 

教育長        百瀬 司郎   

  教育委員       清沢喜代登   

  教育委員       上條 正光   


