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４月定例教育委員会次第 

                日  時 令和４年４月２６日（火）午前９時３０分か

ら 

                場  所 市役所 ８階 大ホール 

 

１ 開  会 
 

２ 前回会議録の承認 
 

３ 報告事項 

   第１号 教育長報告 

   第２号 各課からの報告 

       （１）学校教育課 

         （２）こども課 

       （３）幼児教育課 

       （４）生涯学習課 

         （５）公民館 

       （６）文化財課 

（７）スポーツ健康課 

   第３号 教育委員会共催後援 

        （１）生涯学習課 

        （２）スポーツ健康課 
 

４ 議 案 

（１）茅野市社会教育委員等の委員委嘱について 

 

５ 検討事項 

今回はありません 
 

６ その他 

（１）学童クラブの状況について 

（２）尖石縄文文化賞選考委員について 

（３）令和３年度尖石縄文考古館等の入館状況について 

（４）新型コロナウイルス感染症の対応について 

（５）その他 

 



 次回定例教育委員会日程について 

           ５月３１日（火）午前９時３０分「８階大ホール」 

   （ 事務局会議  ５月１７日（火）午前９時００分「６０２会議室」） 

 

７ 閉会 

 

 

  



○教育長  

４月定例教育委員会を始めます。前回の会議録ですが、承認としてよろしいでしょうか。 

 

○全委員 

 なし。 

 

○教育長 

後ほど、署名をお願いします。 

報告事項に入ります。私からですが、４月１日、新任校長辞令交付式・着任式がありまし

た。委員の皆様ありがとうございました。新しく赴任された校長先生・教頭先生は、諏訪の

方が多く、茅野市で経験された方も多いです。みんなで新しい茅野市教育を作って参ります。 

７日、中学校入学式・小学校入学式がありました。感染症対策のため、１年生だけの入学

式でしたが、できたら全校で迎えたいなという思いがあります。この入学式の変則的な形は

２年目ですが、来年は通常の形態でできたらと思います。 

13 日、長峰中の朝読書参観を行いました。こども読書応援センターの職員、学校教育課

指導主事は毎回参観し、必要な助言を行っています。また、私と読りーむ inちのの職員も

可能な限り参観しています。 

15 日、トヨタ自動車販売の方から、交通安全の冊子を小学生分いただきました。この冊

子を通して交通安全の理解を深めていきたいと思います。 

20日、八並先生が月に１度ずつお越しいただいていますが、20日にお越しいただき、宮

川小、長峰中のパソコンを使った生徒指導の研究についてのご指導、市全体の教育の方向に

ついてアドバイスをいただきました。 

21日、県施策説明会、市町村教委連絡会がありました。 

22 日、縄文プロジェクト実行市民会議がありました。今年度の大まかな方向が出たわけ

ですが、縄文プロジェクトがより精神性の高いものへ大きく舵をとっていきます。 

25日、不登校支援に焦点をあてて、多様な学び創り委員会を行いました。 

南信教育事務所の小松先生より教えていただき研修を積むことができました。 

全体を通して朝読書見学会、スタートカリキュラム、全小中学校で現在実施中です。コロ

ナの関係で急遽中止になった学校もありますが、with コロナを目指して精力的に、新学期

を開始しています。 

報告第２号「各課からの報告」をお願いします。 

 

○学校教育課長 

報告第２号、１ページをご覧ください。学校教育課５月の予定です。 

19日木曜日、諏訪地方市町村教育委員会連絡協議会総会が、1時 30分から下諏訪の総合

文化センターで予定されています。教育長のご出席をお願いしますが、暫定の予定になりま



す。コロナの状況等により、総会を行うのかオンラインで行うのかを検討しています。 

23 日月曜日、諏訪地方市町村教委連絡協議会を 14 時 45 分から諏訪教育会館で行います

ので職務代理者の出席をお願いします。 

31日火曜日、５月定例教育委員会を 9時 30分に８階大ホールで行います。 

以上です。 

 

○こども課長 

次ページをご覧ください。こども課の行事予定になります。 

こちらは、0123 広場で開催されている通常行事となっていますが、10 日と 24 日に行わ

れるおはなし会については中止とします。 

６日、20日金曜日の家庭教育課カウンセリングについては予定通り１3時 30分から行い

ます。17日火曜日、子ども家庭相談日についても、10時から 16時まで開催します。 

以上です。 

 

○幼児教育課長 

３ページ、幼児教育課です。園長会、保育士会、調理員会、障害児保育推進委員会、幼保

小連携協議会を予定しています。いずれも庁内会議になります。 

以上です。 

 

○生涯学習課長 

生涯学習課です。４ページをご覧ください。 

５月、小泉山体験の森が、山開き月間になります。 

11 日水曜日から６月１日までの 15 日間、優良芸術鑑賞講座を 40 回予定しています。中

学生は「もったいないミュージカル」、小学校は、「くちぶえ番長」を予定していますが、原

村との開催ということで、中諏校長会の先生方と詳細を詰めています。 

12日木曜日、男女共同参画推進会議があります。 

20日金曜日、調べ学習コンクール実施・審査委員会があります。 

同じく 20日、株式会社地域文化創造の取締役会があります。 

21日土曜日、多留姫文学自然の里田植え祭りがあります。 

５ページをご覧ください。25日水曜日にセカンドブックの手渡し会があります。 

同日、社会教育委員の会議があります。 

27日金曜日、株式会社地域文化創造の株主総会があります。 

６ページをご覧ください。家庭教育センターです。 

10日、おはなし会「えほんとなかよし」を予定しています。 

７ページをご覧ください。図書館です。 

11日水曜日、どんぐりちいさなおはなし会があります。 



12日に図書館でティータイムを、14日に紙芝居だいすき！、17日にパネルシアターであ

そぼう、21日土曜日におなかのあかちゃんのおはなし会、29日土曜日に読み聞かせ等が予

定されています。コロナの感染状況によっては、変更する可能性があります。 

８ページをご覧ください。中央公民館です。 

まず 10日の審判講習会、17日の高齢者大学入学式が中止となっています。 

16日月曜日にキックボクシング講座、18日水曜日に令和４年地区分館長主事連絡会長会

及び専門委員会合同会議、19日にピラティス入門講座、24日に「睡眠」と「健康」の知恵

袋講座、同日に高齢者大学教養講座を予定しています。こちらもコロナ感染状況によって変

わる可能性があります。 

以上です。 

 

○文化財課長 

９ページをご覧ください。文化財課尖石縄文考古館です。 

14 日、外来生物駆除ということで、環境課と協力をして尖石周辺の主にオオハンゴンソ

ウの駆除を行います。 

同日、縄文ゼミナールの第１回「永明中学校校庭遺跡の発掘調査速報」を開催します。 

15日から、ちの縄文遺産市民ガイド育成講座の解説実習を４日間開催します。 

28日、29日、縄文教室の１回目「縄文のビーナスを作ってみよう」を開催します。 

また、４月 23日から、企画展「永明中学校校庭遺跡席速報展」を６月５日まで、考古館

の特別展示室で開催しています。 

10ページをご覧ください。八ヶ岳総合博物館、神長官守矢史料館です。企画展「御柱祭」

は引き続き５月 29日まで、八ヶ岳総合博物館と神長官守矢史料館で開催しています。 

18 日、国際博物館の日ということで、八ヶ岳総合博物館・神長官守矢史料館・尖石縄文

考古館の無料開館を予定しています。 

その他は記載の通りです。文化財課の事業も引き続き感染症対策に留意しながら実施し

ていきます。以上です。 

 

○スポーツ健康課長 

11ページ、スポーツ健康課です。22日日曜日、諏訪時ジュニア陸上競技大会を予定して

います。開会式を行わないため教育長、教育委員の出席はありません。 

以上です。 

 

○教育長 

ご質問ご意見あったらお願いします。 

 

○全委員 



 なし。 

 

○教育長 

22日の諏訪地方ジュニア大会は、まだ決定になっていません。決定次第連絡します。 

報告第３号「教育委員会共済後援」お願いします。 

 

○生涯学習課長 

報告第３号をご覧ください。３月 15日から４月８日までの受け付け分として、７件の後

援申請がありました。要領に基づいて審査し、７件とも承諾決定しています。 

 

○スポーツ健康課長 

２ページ、スポーツ健康課分をお願いします。１番のバスケットボールクリニックですが、

感染警戒レベルが５のため承諾を取り消しました。２番から７番までは、ベースボール長野

からの申請で、すべて承諾しました。 

８番ついては、日程が未定ということで再提出となりました。 

10番は、４月 29日開催のため不承諾とさせていただきました。 

以上です。 

 

○教育長 

質問意見ありますか。 

 

○全委員 

 なし。 

 

○教育長 

議案第１号「茅野市社会教育委員等の委員委嘱について」お願いします。 

 

○生涯学習課長 

議案第１号をご覧ください。まず生涯学習課からですが、茅野市社会教育委員任命の予定

者です。ご覧の通り１年の交代で、新任の委員は、上から５行目の名取哲男委員。その下の

古畑祐二委員、下から３番目の宮坂雅昭委員の３名になります。 

２ページをご覧ください。令和４年度茅野市公民館運営審議会委員の任命の予定者です。

新任の方は、１番上から飯嶋政泰委員と名取哲男委員の２名になります。 

３ページをご覧ください。茅野市図書館協議会委員の任命予定者です。新任となられる方

は、３番目の志水琴美委員。４番目の松岡隆志委員。８番目の濵喜一郎委員、10 番目の

松木美希委員、12番目の竹村清子委員の五名です。 



 

以上です。 

 

○文化財課長 

資料の４ページをご覧ください。令和３・４年度茅野市博物館協議会委員名簿についてで

す。今回は、校長会より推薦のあった小林俊男氏。５番、東海大学附属諏訪高等学校の前任

者の小口隆秀氏の退職により、新たに学校より推薦のあった、両角紀子氏。６番、ご本人の

都合により辞退の申し出があった山田勝俊氏に代わり所属団体より推薦のあった松本光夫

氏の任命について、提案させていただきます。 

任期は前任者の残任期間である令和５年３月 31日までとなります。ご審議のほどよろし

くお願いします。 

 

○教育長 

はいそれでは、最初に、社会教育委員の方々ですがよろしいでしょうか。 

 

○全委員 

 異議なし。 

 

○教育長 

公民館運営審議会委員の方々ですがよろしいでしょうか。 

 

○全委員 

 異議なし。 

 

○教育長 

図書館協議会委員の方々ですがよろしいでしょうか。 

 

○全委員 

 異議なし。 

 

○教育長 

博物館協議会の方々よろしいでしょうか。 

 

○全委員 

 異議なし。 

 



○教育長 

充実した１年間になるようにお願いします。 

その他 1「学童クラブの状況について」お願いします。 

 

○こども課長 

その他の資料１ページをご覧ください。９小学校で開所している学童クラブの入所児童

等についてご説明します。 

各学童クラブの入所児童数、支援員の配置人数については、表のとおりですが、入所児童

数合計 667人で、昨年度より 45名の増となっています。 

支援員の配置人数の総数は、49人で、昨年度より 10人増となっています。学校の児童数

は減っている中、学童の入所は年々増えている状況です。今年度については、年度途中の入

所についても、年度当初に申し込めるようになったため、現在、実際に通所している児童は、

申し込みより少ない状況です。 

学童クラブの今年度の主な変更内容についてですが、２ページ目の下段に書いてあるよ

うに、１つ目は、宮川小学校学童クラブでの低学年高学年の振り分けを廃止し、全学年とも

行政区分けにして縦割りにしたこと。 

２つ目は、米沢小学校学童クラブについては、現在米沢地区こども館がコロナ等でスペー

スが少なく、使用できていないことから、利用の児童が増えています。そこで、支援単位を

２つの教室に増やし、低学年と高学年で振り分けしました。また、職員体制については、放

課後児童クラブ運営方針において、１支援単位に２名以上の放課後児童支援員を配置する

こととなっていること。また、支援を必要とする児童が増えていることから支援員を増やし、

育成支援が適正にできるようにしました。今後も学童クラブが果たすべき役割を再確認し、

子どもの健全な育成と遊び及び生活の支援に努めていきたいと考えています。 

以上です。 

 

○教育長 

ご意見質問ありますか。 

 

○勅使川原委員 

（ ）内障害児とは、発達障害のお子さんが学童クラブを利用しているという認識で良い

でしょうか。 

 

○こども課長 

発達障害を含めた様々な理由で、学校で支援を必要とするお子さんということで、括弧書

きで入れています。 

 



○勅使川原委員 

今後も学童クラブの利用児童は増えていくと思いますが、支援員の人数と子どもたちの

人数のバランスも含めて現在はどのような状況ですか。 

 

○こども課長 

新学期が始まり、新入生を含め大変な場合は、支援員から事務局にご連絡をいただき、様

子を確認して、支援員を配置できればと考えています。 

 

○勅使川原委員 

長野県内の現状はよくわかりませんが、地域によっては、発達障害児の居場所のようなと

ころを民間でやっている場所もありますが、茅野市の状況として必要は無いと考えていま

すか。 

 

○こども部長 

放課後デイサービスを民間でやっている業者が市内にたくさんありますので、そちらの

方が必要だという方についてはご利用していただいています。比較的、学童の中で過ごせる

お子さんについては学童を利用していただいていますが、場合によっては途中から放課後

デイサービスを利用するケースもありますので、現状併用という形になっています。 

学童において、発達障害のお子さんの対応は、あまり経験がないので、不慣れな部分があ

りますが、こども課内に発達支援センターがありますので、就学相談で関わった先生や、発

達センター次長等が現場を確認し、対応等を指導しながら子どもたちに寄り添った支援で

きるように情報共有をしながら進めている状況です。 

 

○勅使川原委員 

たまたま北関東の知り合いが携わっている施設があり、茅野市内にもあるといいなと思

ったのでご質問させていただきました。 

 

○教育長 

いただいたご意見参考にしたいと思います。 

その他２「尖石縄文文化賞選考委員」についてお願いします。 

 

○文化財課長 

その他２「尖石縄文文化賞選考委員について」です。尖石縄文文化賞条例の規定に基づい

て、市長の諮問機関として尖石縄文文化賞選考委員会を、設置することになっています。       

委員は、７人以内、学識経験する者のうちから市長が委嘱することになっています。資料

の通り、引き続き７名の委員を委嘱させていただきます。任期は１年です。 



○教育長 

質問ご意見ありますか。 

 

○全員 

 なし。 

 

○教育長 

その他３「令和３年度尖石縄文考古館の入館状況について」お願いします。 

 

○文化財課長 

その他３「令和３年度尖石縄文考古館等の入館状況について」です。令和３年度も引き続

き、新型コロナウイルス感染予防対策に配慮しながら開館し、臨時休館や予定していた行事

講座等の中止もありましたが、資料の通り前年度に比べ、博物館を除いて入館者数は増加し

ました。ただし、コロナ前の令和元年度の入館者状況にはまだ回復しませんでした。 

博物館ついては、２月３月に予定していた講座等の中止が入館者の減に影響したと考え

ています。施設ごとの状況ですが、八ヶ岳総合博物館は 508人の減で対前年度比 93.44％で

した。神長官守矢史料館は、478 人の増で対前年度比 106.79％でした。尖石縄文考古館は

6076 人の増で対前年度比 123.04％でした。青少年自然の森は 445 人の増で対前年度比

134.93％となりました。なお、県の対応に協力し、９月３日から９月 29日を臨時休館・休

業としました。今年度についても、引き続き感染症対策に留意しながら、感染状況に応じた

対応をしていきたいと考えています。 

以上です。 

 

○教育長 

質問ご意見ありますか。 

 

○全委員 

 なし。 

 

○教育長 

その他４「新型コロナウイルス感染症の対応について」お願いします。 

 

○こども部長 

お手元にチラシをお配りさせていただきましたので、そちらの説明をさせていただきま

す。新型コロナウイルス感染症の高止まりが続く中で、子どもの感染者数は、減少するであ

ろうと見込まれた春休み期間中も増加傾向でした。県発表の資料からも、10 代以下の陽性



者数が全体の３～４割程度を占めているということで、何とかここを脱却したいという思

いを持ち、大人から子どもへの感染、子どもから家庭への感染のサイクルを断ち切ることを

願い、新学期を迎えて子どもたちが安心して学校生活や園生活を送ることができるよう、市

民の皆さんが新型コロナウイルスから子どもを守っていただきたい。また子どもを守るこ

とが、市全体の感染を防ぐことができることに繋がると考え、茅野市と茅野市教育委員会で、

市民向けのチラシを作成し、対応を行いました。 

このチラシですが、保育園、認定子ども園、小中学校、また市内の高校にも、個別配布さ

せていただきました。その他の外部公共施設にも置かせていただいてます。また、市内医療

機関は、４月 20日に医師会開催の際に市内の医療機関からも自由に持っていかれるように

配布のお願いをしました。 

また、各区の区長宛回覧で４月 20日取りまとめ文書として入れさせていただき、子育

て世代でない方にもご覧いただけるよう対応しました。ホームページ Line等でも発信を

行っていますので、対応状況についてご報告させていただきます。 

 

○教育長 

質問ご意見ありますか。 

 

○全委員  

 なし。 

 

○生涯学習課長 

１点お願いします。委員さんのお手元に「令和３年度学校における生涯学習の推進、読

書教育推進事業の実施報告書」を置かせていただいていますのでご覧いただければと思い

ます。 

 

○教育長 

事務局から日程をお願いします。 

 

○教育総務係長 

次回の定例教育委員会の日程についてです。定例教育委員会を５月 31日の火曜日、９

時 30分から８階の大ホールでお願いします。事務局会議については、５月 11日の火曜

日、９時から６０２会議室でお願いします。以上です。 

 

○教育長 

 以上で４月定例教育委員会を終わります。 

 



茅野市教育委員会会議規則第１９条第２項の規定によりここに署名する。 
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