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令和２年 第２回 小鹿野町教育委員会定例会 会議録 

開催年月日 令和２年２月２６日（水） 

開 催 場 所 両神ふるさと総合会館 研修室Ａ 

開催宣言時刻 

宣 言 者 

開会：午後１時 30分 【笠原教育長】  

閉会：午後３時 07分 【笠原教育長】 

出  席  者 
笠原浩教育長  齊藤榮一教育長職務代理者  宮原正博委員 

中山 忍委員  近藤 正委員 

議 事 録 

署 名 委 員 
齊藤榮一教育長職務代理者、近藤 正委員 

事務局出席者 
南徳秀学校教育課長 茂木寅二社会教育課長 栗原勇雄公民館長  

黒沢敏江図書館長 

説 明 者 小野指導主事、齊藤主査   

会      議     録 

学校教育課長 
 みなさん、おはようございます。令和２年第２回小鹿野町教育委員会定例会を

これより開会いたします。開会にあたり、教育長よりあいさつ申し上げます。 

教育長 【あいさつ。】 

学校教育課長 
それでは議事に入らせていただきます。議事の進行につきましては、教育長に

お願いしたいと思います。 

日程第１ 議事録署名委員の指名 

教育長 
 それでは議事に入ります。 

初めに議事録署名委員ですが、齊藤委員と近藤委員にお願いします。 

日程第２ 報告（教育長報告）  

    （１） 令和２年度小鹿野町教育委員会主要事業について 

教育長 次に、日程第２ 報告 教育長報告（１）令和２年度小鹿野町教育委員会主要

事業について報告をお願いします。 

学校教育課長 （配付資料に基づき報告） 

こちらにつきましては総合教育会議で詳細をご説明いたしますので、概要につ

いて簡単にご説明申し上げます。 

まず学校教育課ですが、最初にスクール・サポート・スタッフ配置事業です。

授業の準備補助や会議資料作成などの補助を行い、学校運営をサポートするもの

です。中学校へ１人配置し、事業費は２１３万４０００円を予定しています。 

次に東京オリンピック・パラリンピック学校連携観戦事業です。夏に行われる

東京オリンピック・パラリンピックに小学校６年生全員を国立競技場に連れてい

き、陸上競技の観戦を行います。事業費は６４万４０００円です。 

次に学校教育支援事業です。引き続きＩＣＴ支援員や三田川小学校の複式学級

の支援を実施するとともに、「学校やる気応援事業」として、新しく５０万円の予

算を付けて各学校から提案を受け事業を実施していただくものです。指導員等の

人件費を含め５７１８万９０００円の予算を予定しています。 

続きまして学校施設整備費です。小鹿野中学校の特別教室へエアコンの設置、

また、スクールバスの乗降場所の舗装工事２５００㎡を予定しています。事業費

は４４００万円です。 
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続きまして小鹿野未来塾開催費です。小鹿野未来塾につきましては、平成 28

年度から開催し、学力向上を目的に取り組んできました。その事業を継続すると

ともに、昨年度好評であった英語劇につきまして、今年は笠地蔵とシンデレラ、

中学生による歌舞伎を英語で行います。 

続きまして中学生国際交流事業です。８月に中学３年生 10人をオーストラリア

へ派遣します。６月には海外の交流校であるギルストン小学校より 12人の生徒に

来ていただき、ホームステイの受け入れを行う予定です。事業費は４３４万円で

す。 

続きまして校務支援システム導入事業です。予算化はされていませんが、来年

度補正予算で対応していきたいと思います。統合型の校務支援システムを導入し、

教職員の事務の軽減を図るものです。 

続きまして学校ＩＣＴ整備事業です。国のＧＩＧＡスクール構想の実現を目指

し、小中学校の児童生徒に１人１台の端末を、また、高速通信環境を整備するも

のです。小鹿野町の高速通信環境はほぼ整備されていますので、タブレットの導

入を来年度から準備をしていき、令和３年度から取り組めるように進めていきま

す。 

以上で報告を終わります。 

社会教育課長 （配付資料に基づき報告） 

続きまして社会教育課、中央公民館、両神公民館、図書館までを私から説明させ

ていただきます。 

 まず社会教育課の指定文化財管理費です。台風 19号で被災した犬木の不整合見

学路の災害復旧工事費を計上しています。また、町内の指定文化財、飯田屋台の

修復事業等を行っていきます。 

 次に文化財資料整理事業です。合角ダム水没地域の地域資料を引き続き調査整

理していきます。また、町で所有する町域の自然・人文分野の貴重な資料を社会

教育資料として活用するため、早期に展示・公開できるよう資料整理を進めてい

きます。なお、来年度は学芸員資格を持った専門員を任用し、地質関係資料の保

存、整理、展示等を行っていただきます。こちらについてはおもてなし課と連携

し、おがの化石館の展示等のリニューアルや企画展示を行っていく予定です。 

 次に歌舞伎のまちづくり事業です。来年度は歌舞伎・郷土芸能祭の開催が第 50

回となり、記念誌を発行する予定です。また、記念事業も予定しています。 

 次に総合運動公園維持管理費です。野球場の内外野間の芝のすき取りや不陸調

整を行うほか、バックネット部分の衝撃緩衝マットの修繕を予定しています。 

 続きまして中央公民館の文化センター施設整備費です。今年度は屋根の改修工

事を行いましたが、来年度は通常の維持管理に加え、舞台設備の吊物及び音響設

備の改修工事を行います。舞台照明のライトの交換等も予定していまして、来年

度は総額９０００万円を計上しています。 

 続きまして両神公民館の総合会館維持管理費です。２階ロビーの空調工事を行

うほか、タイルカーペットの張り替え工事費、まだ行われていない研修室等の証

明のＬＥＤ化も行っていきます。 

 最後に図書館の学校図書館支援事業です。小中学校の読書活動、調べる学習活

動における資料の収集と団体貸出及び出張図書館３校を実施します。また、調べ

る学習コンクールや読書感想画コンクールを開催し、子供たちの調べる力、考え

る力、生きる力や表現する力を養う支援を実施する経費７８万８０００円を計上
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しています。 

 以上で報告を終わります。 

教育長 

 

 

この件につきましては、定例会後に開催される総合教育会議で詳しく取り扱い

ます。総合教育会議の前に、皆さんに簡単に説明させていただきました。総合教

育会議においてご意見等いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。   

それでは次に進みます。 

日程第２ 報告（教育長報告）  

    （２） 学校ネットパトロールについて 

教育長 続きまして、日程第２ 報告 教育長報告（２）学校ネットパトロールついて

報告をお願いします。 

事務局 （配付資料に基づき報告） 

お手元の資料をご覧ください。１月分の報告をさせていただきます。調査対象

件数、個人情報の内訳や概要等は配付させていただいた報告書のとおりです。特

に大きな変化等はございません。 

別添資料をご覧ください。インスタグラム内において友人の氏名と顔がわかる

動画、ツイッターによる友人への暴言や性的内容の投稿、質問箱による名前の投

稿が報告されています。これらにつきましては、指導主事を通じて中学校へ報告

させていただき、注意喚起を行っていただく予定です。 

以上で報告を終わります。 

教育長 何かご質問等ございますか。 

４号委員 毎月、同じ子供が報告されているようですけれども、保護者にも注意喚起はさ

れているのですか。 

事務局 報告内容を学校に伝えています。担任、学年主任、生徒指導主任がいますので、

そちらから当該生徒に指導しています。保護者にも連絡をして、必要な場合には

来校いただいたり家庭訪問を行い、指導を行っています。 

教育長 子供たちを含め、若い人たちは顔画像等を意識的に投稿する風潮があります。

我々が考える以上に子供たちはこういうことに対して抵抗がなく、困った状態に

なっています。トラブルが起きてからでは間に合いませんので、学校からの指導

を徹底していただきます。 

よろしいでしょうか。それでは次に進みます。 

日程第２ 報告（教育長報告）  

     （３） ３月補正予算及び３月議会定例会一般質問について 

教育長 続きまして、日程第２ 報告 教育長報告（３）３月補正予算及び３月議会定

例会一般質問について報告をお願いします。 

事務局 （配付資料に基づき報告） 

３月補正予算では、幼稚園の１階テラスの舗装修繕工事の不足分３０万円をお

願いしたところです。また、一般質問においては、猪野議員、高橋謙治議員、齋

藤議員、笠原議員、高橋耕也議員より教育委員会に関する一般質問が通告されて

います。通告書を添付させていただきましたので、お時間のある時にご覧くださ

い。次回定例会では初回答弁書も併せてご報告できると思いますので、よろしく

お願いします。 

以上で報告を終わります。 

教育長  議会の一般質問は、同じような質問が繰り返し提出される傾向があります。教

育に目を向けていただくのはありがたいことでありますけれども、答弁につきま
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しては、次回、ご報告させていただきたいと思います。 

 何かお気づきの点がございましたらお願いします。よろしいでしょうか。 

それでは次に進みます。 

日程第２ 報告（教育長報告）  

     （４） 令和元年度体力テスト結果について 

教育長 続きまして、日程第２ 報告 教育長報告（４）令和元年度体力テスト結果に

ついて報告をお願いします。 

事務局 （配付資料に基づき報告） 

資料をご覧ください。すぐれているものは、男子、女子ともに共通して、小学

生の 20ｍシャトルラン、ボール投げ、中学生では握力と男女とも同様の結果が出

ています。課題につきましては長座体前屈、立ち幅跳び、中学校の女子になりま

すが持久走になります。小学校と中学校を総合して、小鹿野町の結果が県内 62

市町村ありますが、今年度トップクラスの結果を残すことができました。 

以上で報告を終わります。 

教育長  体力テストにつきましては、非常にすばらしい結果を残しています。昨年度も

よかったのですが、今年度はさらに向上しています。学力と体力は相関関係があ

るといわれていますので、今後、学力も伸びてくれるのではないかと期待をして

いるところです。 

 何かございますか。よろしいでしょうか。 

それでは次に進みます。 

日程第２ 報告（教育長報告）  

     （５） その他 

教育長  続きまして、日程第２ 報告 教育長報告（５）その他ですが、何かございま

すか。よろしいでしょうか 

 それでは日程第２の報告を終了します。 

日程第３ 議事 

報告第４号 教育委員会後援の承認について 

教育長 それでは、日程第３ 議事 報告第４号 教育委員会後援の承認についてお願

いします。 

事務局 （配付資料に基づき説明） 

１月中の申請件数は２件でした。審査の結果、小鹿野町教育委員会後援等取扱

要綱第３条に該当すると認められましたので、承認したことを報告させていただ

きます。 

教育長  ２件目の奈倉こどもの日ですけれども、これは地域の活動です。こちらが応援

してあげたい取り組みを進めていただいていたので、実行委員会を組織していた

だき応援をしているところです。皆さんも時間がございましたらお出かけくださ

い。今年はさらに充実した内容になっております。 

何かご質問等ございますか。承認いただくことでよろしいでしょうか。 

 それでは承認いただきましたので、次に進みます。 

日程第３ 議事 

報告第５号 要保護・準要保護の取消について 

教育長 それでは、日程第３ 議事 報告第５号 要保護・準要保護の取消について報

告をお願いします。 

事務局 （配付資料に基づき説明） 
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令和元年 10月 31日付及び令和元年 11月 30日付で要保護・準要保護の取消を、

小鹿野町就学援助費支給要綱第 11条第１項の規定により、行ったので、小鹿野町

教育委員会事務委任規則第１条の規定により別紙のとおり報告します。お手元の

資料のとおり、10月 31日付の取消が１件、11月 30日付の取消が２件となってお

ります。取消理由は、児童扶養手当の支給停止、保護者の婚姻となっています。 

以上で報告を終わります。 

教育長 何かご質問等ございますか。承認いただくことでよろしいでしょうか。 

それでは、それぞれ承認いただきましたので、次に進みます。 

日程第３ 議事 

報告第６号 要保護・準要保護の認定について 

教育長 それでは、日程第３ 議事 報告第６号 要保護・準要保護の認定について報

告をお願いします。 

事務局 （配付資料に基づき説明） 

 令和２年４月１日付で要保護・準要保護の新規認定及び継続認定を、小鹿野町

就学援助費支給要綱第６条第１項及び第８条第１項の規定により行うので、小鹿

野町教育委員会事務委任規則第１条の規定により別紙のとおり報告します。 

 最初に令和２年度新規認定者です。件数は小鹿野小学校で５件、長若小学校で

２件、三田川小学校で１件の計８件です。認定理由は資料に記載のとおり、児童

扶養手当の受給、町県民税の非課税となっています。 

続きまして継続認定です。件数は小鹿野小学校で６件、三田川小学校で１件、

両神小学校で１件、その他１件の計９件です。その他の児童はこれから小鹿野町

に転入してくる児童となっております。認定理由は資料に記載のとおり、児童扶

養手当の受給、国民年金保険料免除となっています。 

なお、報告第５号及び６号の議案につきましては、定例会終了後、回収させて

いただきますのでご協力をお願いします。 

教育長 何かご質問等ございますか。承認いただくことでよろしいでしょうか。 

それでは、それぞれ承認いただきましたので、次に進みます。 

日程第３ 議事 

     諮問第１号 議会の議決を経るべき議案について意見を求めることについて（小鹿野町

両神ふるさと総合会館条例の一部を改正する条例） 

教育長 それでは、日程第３ 議事 議会の議決を経るべき議案について意見を求める

ことについて（小鹿野町両神ふるさと総合会館条例の一部を改正する条例）につ

いてお願いします。 

事務局 （配付資料について説明） 

諮問第１号、議会の議決を経るべき議案について意見を求めることについて。

小鹿野町両神ふるさと総合会館条例の一部を改正する条例の一部を別紙のとおり

改正したいので、教育委員会の意見を求めるものでございます。提案理由ですが、

小鹿野町両神ふるさと総合会館３階の健康相談室を研修室Ｅとし、料金を定めて、

町民の利用に供するため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２９条並

びに小鹿野町教育委員会事務委任規則第１条第１項第１０号の規定により、この

案を提出するものです。 

この議案につきましては、本定例会において承認いただきましたら、３月議会

定例会において上程させていただく予定になっております。 

新旧対照表の２ページをご覧ください。提案理由でも申し上げましたが、健康
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相談室を研修室Ｅとし、別記１の利用区分に研修室Ｅを追加するとともに、それ

ぞれの時間区分に料金を定めるものとなっています。附則といたしまして、この

条例は公布の日から施行するものです。 

以上で説明とさせていただきます。 

教育長 今説明がありましたが、ご理解いただきましたか。この建物の３階に健康相談

室がありますが、研修室として位置づけし、使用料も定めるものです。 

ご質問等ございますか。よろしいでしょうか。 

それではご議決いただきましたので、次に進みます。 

日程第３ 議事 

    議案第１号 小鹿野町両神ふるさと総合会館条例施行規則の一部を改正する規則 

教育長 続きまして日程第３ 議事 議案第１号 小鹿野町両神ふるさと総合会館条例

施行規則の一部を改正する規則についてお願いします。 

事務局 （配付議案について説明） 

議案第１号、小鹿野町両神ふるさと総合会館条例施行規則の一部を改正する規

則。小鹿野町両神ふるさと総合会館条例施行規則の一部を別紙のとおり改正する

ことについて議決を求めるものでございます。提案理由ですが、小鹿野文化セン

ター条例施行規則との整合性を図るため、この案を提出するものでございます。

改正本文をご覧ください。小鹿野文化センター条例施行規則との整合性を図るた

め、(1)から(9)までの減免規定を設ける一部改正となっています。附則といたし

まして、この規則は令和２年４月１日から施行するものです。 

以上で説明とさせていただきます。 

教育長 この改正につきましては、小鹿野文化センター条例施行規則との整合性を図る

ためのものとなっております。 

ご質問等ございますか。よろしいでしょうか。 

それではご議決いただきましたので、次に進みます。 

日程第３ 議事 

    議案第２号 小鹿野町小鹿野文化センター条例施行規則の一部を改正する規則 

教育長 続きまして日程第３ 議事 議案第２号 小鹿野町小鹿野文化センター条例施

行規則の一部を改正する規則についてお願いします。 

事務局 （配付議案について説明） 

議案第２号、小鹿野町小鹿野文化センター条例施行規則の一部を改正する規則。

小鹿野町小鹿野文化センター条例施行規則の一部を別紙のとおり改正することに

ついて議決を求めるものでございます。提案理由ですが、町民の施設利用の利便

性を考慮し、利用申請の初日を１ヵ月早めるため、また、条文の字句を修正した

いので、この案を提出するものでございます。この一部改正は、小鹿野文化セン

ターのホール、楽屋及び練習室以外の施設の利用申請を２ヵ月前から３ヵ月前に

変更するもの、また、法を社会教育法に字句の修正をするものとなっています。

附則といたしまして、この規則は公布の日から施行しますが、利用申請の改正に

ついては４月１日から施行するものです。 

以上で説明とさせていただきます。 

教育長 町民の施設利用の利便性を考慮し、２ヵ月前から３ヵ月前に早めるということ

になります。 

ご質問等ございますか。よろしいでしょうか。 

それではご議決いただきましたので、次に進みます。 
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日程第３ 議事 

    議案第３号 小鹿野町社会体育施設条例施行規則の一部を改正する規則 

教育長 続きまして日程第３ 議事 議案第３号 小鹿野町社会体育施設条例施行規則

の一部を改正する規則についてお願いします。 

事務局 （配付議案について説明） 

議案第３号、小鹿野町社会体育施設条例施行規則の一部を改正する規則。小鹿

野町社会体育施設条例施行規則の一部を別紙のとおり改正することについて議決

を求めるものでございます。提案理由ですが、社会体育施設の使用料減免規定の

整備及び利用申請開始日の改正をしたいので、この案を提出するものでございま

す。改正本文をご覧ください。改正内容は社会体育施設の利用申請日を、町民は

１ヵ月半前を３ヵ月半前に、町民以外の方は１ヵ月前を３ヵ月前に変更するとと

もに、第５条に(1)から(10)までの減免規定を設けるものとなっています。附則と

いたしまして、この規則は令和２年４月１日から施行するものとしますが、申請

日の改正については周知の時間も必要なことから、４月１５日から施行するもの

です。 

以上で説明とさせていただきます。 

教育長 社会体育施設使用料の減免規定の整備となります。 

ご質問等ございますか。よろしいでしょうか。 

それではご議決いただきましたので、次に進みます。 

日程第３ 議事 

    議案第４号 小鹿野町夜間照明施設条例施行規則の一部を改正する規則 

教育長 続きまして日程第３ 議事 議案第４号 小鹿野町夜間照明施設条例施行規則

の一部を改正する規則についてお願いします。 

事務局 （配付議案について説明） 

議案第４号、小鹿野町夜間照明施設条例施行規則の一部を改正する規則。小鹿

野町夜間照明施設条例施行規則の一部を別紙のとおり改正することについて議決

を求めるものでございます。提案理由ですが、夜間照明施設の使用料減免規定の

整備及び利用申請開始日の改正をしたいので、この案を提出するものでございま

す。改正本文をご覧ください。この改正は、議案第３号小鹿野町社会体育施設条

例施行規則の一部を改正する規則と同様の改正で、利用申請日の改正、減免規定

の整備となっています。 

以上で説明とさせていただきます。 

教育長 この改正は、先ほどの改正と内容は同じになります。 

ご質問等ございますか。よろしいでしょうか。 

それではご議決いただきましたので、次に進みます。 

日程第３ 議事 

    議案第５号 独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の徴収に関する規則 

教育長 続きまして日程第３ 議事 議案第５号 独立行政法人日本スポーツ振興セン

ター共済掛金の徴収に関する規則についてお願いします。 

事務局 （配付議案について説明） 

議案第５号、独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の徴収に関する

規則。独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の徴収に関する規則を別

紙のとおり定めることについて議決を求めるものでございます。提案理由ですが、

独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の徴収に関して規則で定める必
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要が生じたので、この案を提出するものでございます。改正本文をご覧ください。

事務に関し、今までは明確に規則等で定められていませんでした。今回、国から

各市町村において共済掛金の徴収に関する事務について規則等で定めるよう通達

がありました。そのことから、今回、新たに規則で定めるためこの議案を提出さ

せていただきました。内容ですが、共済掛金の額、共済掛金の免除、徴収の時期

について定めるものでございます。附則といたしまして、令和２年４月 1日から

施行するものでございます。 

以上で説明とさせていただきます。 

教育長 今まで行っていたことを新たに規則で定めるものでございますが、すべての市

町村が規則で定めていなかったのですか。 

事務局 すべての市町村というわけではないようです。会計検査院から日本スポーツ振

興センターに指摘があったようでして、それに基づき規則等で定めるように通達

がありました。 

教育長 ご質問等ございますか。よろしいでしょうか。 

それではご議決いただきましたので、次に進みます。 

日程第３ 議事 

    議案第６号 小鹿野町立学校体育施設の開放に関する規則の一部を改正する規則 

教育長 続きまして日程第３ 議事 議案第６号 小鹿野町立学校体育施設の開放に関

する規則の一部を改正する規則についてお願いします。 

事務局 （配付議案について説明） 

議案第６号、小鹿野町立学校体育施設の開放に関する規則の一部を改正する規

則。小鹿野町立学校体育施設の開放に関する規則の一部を別紙のとおり改正する

ことについて議決を求めるものでございます。提案理由ですが、小鹿野町立学校

体育施設の使用料減免規定の整備及び利用申請開始日の改正をしたいので、この

案を提出するものでございます。改正本文をご覧ください。この改正は、議案第

３号小鹿野町社会体育施設条例施行規則の一部を改正する規則、議案第４号小鹿

野町夜間照明施設条例施行規則の一部を改正する規則と同様の改正で、利用申請

日の改正、減免規定の整備となっています。 

以上で説明とさせていただきます。 

教育長 社会体育施設と内容は同様であり、議案第６号は学校体育施設になります。 

ご質問等ございますか。よろしいでしょうか。 

それではご議決いただきましたので、次に進みます。 

日程第３ 議事 

    議案第７号 小鹿野町立幼稚園管理規則を廃止する規則 

教育長 続きまして日程第３ 議事 議案第７号 小鹿野町立幼稚園管理規則を廃止す

る規則についてお願いします。 

事務局 （配付議案について説明） 

議案第７号、小鹿野町立幼稚園管理規則を廃止する規則。小鹿野町立幼稚園管

理規則を別紙のとおり廃止することについて議決を求めるものでございます。提

案理由ですが、小鹿野町立小鹿野幼稚園が閉園することに伴い、小鹿野町立幼稚

園管理規則を廃止したいので、この案を提出するものでございます。改正本文を

ご覧ください。小鹿野町立幼稚園管理規則は、廃止する。附則といたしまして、

この規則は令和２年４月１日から施行するものです。 

以上で説明とさせていただきます。 
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教育長 学校等の管理規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づき、管理

運営を校長に付託するものでありますが、小鹿野幼稚園が閉園になりますのでその規

則自体が不要になります。 

ご質問等ございますか。よろしいでしょうか。 

それではご議決いただきましたので、次に進みます。 

日程第３ 議事 

    議案第８号 小鹿野町立幼稚園延長預かり保育の実施に関する規則を廃止する規則 

教育長 続きまして日程第３ 議事 議案第８号 小鹿野町立幼稚園延長預かり保育の

実施に関する規則を廃止する規則についてお願いします。 

事務局 （配付議案について説明） 

議案第８号、小鹿野町立幼稚園延長預かり保育の実施に関する規則を廃止する

規則。小鹿野町立幼稚園延長預かり保育の実施に関する規則を廃止する規則を別

紙のとおり廃止することについて議決を求めるものでございます。提案理由です

が、小鹿野町立小鹿野幼稚園が閉園することに伴い、小鹿野町立幼稚園延長預か

り保育の実施に関する規則を廃止する規則を廃止したいので、この案を提出する

ものでございます。先ほどと同様で提案理由でも申し上げましたが、小鹿野幼稚

園が閉園することに伴い、本規則を廃止するものでございます。附則といたしま

して、この規則は令和２年４月１日から施行するものです。 

以上で説明とさせていただきます。 

教育長 小鹿野幼稚園があるということで、さまざまな規則等が設置されていますが、

これもそのひとつであり、閉園により廃止するものです。小鹿野幼稚園にかかわ

る規則等がこの後もいくつか続きますが、よろしくお願いします。 

ご質問等ございますか。よろしいでしょうか。 

それではご議決いただきましたので、次に進みます。 

日程第３ 議事 

    議案第９号 小鹿野町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関

する条例施行規則の一部を改正する規則 

教育長 続きまして日程第３ 議事 議案第９号 小鹿野町立学校の学校医、学校歯科

医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則の一部を改正する規則に

ついてお願いします。 

事務局 （配付議案について説明） 

議案第９号、小鹿野町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害

補償に関する条例施行規則の一部を改正する規則。小鹿野町立学校の学校医、学

校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則の一部を別紙のと

おり改正することについて議決を求めるものでございます。提案理由ですが、小

鹿野町立小鹿野幼稚園が閉園することに伴い、規則の一部を改正する必要が生じ

たので、この案を提出するものでございます。新旧対照表にて説明させていただ

きます。右側が現行、左側が改正後になります。第１条の「、中学校及び幼稚園」

を「及び中学校」に変更するものです。小鹿野幼稚園の閉園に伴い、幼稚園に関

係する字句を削除するものになります。附則といたしまして、この規則は４月１

日から施行するものでございます。 

以上で説明とさせていただきます。 

教育長 規則中の幼稚園が削除されるということでございます。 

ご質問等ございますか。よろしいでしょうか。 
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それではご議決いただきましたので、次に進みます。 

日程第３ 議事 

    議案第１０号 小鹿野町教育委員会公印規則の一部を改正する規則 

教育長 続きまして日程第３ 議事 議案第 10 号 小鹿野町教育委員会公印規則の一

部を改正する規則についてお願いします。 

事務局 （配付議案について説明） 

議案第 10号、小鹿野町教育委員会公印規則の一部を改正する規則。小鹿野町教

育委員会公印規則の一部を別紙のとおり改正することについて議決を求めるもの

でございます。提案理由ですが、小鹿野町立小鹿野幼稚園が閉園することに伴い、

規則の一部を改正する必要が生じたので、この案を提出するものでございます。 

新旧対照表の６ページをご覧ください。真ん中の部分ですが、小鹿野幼稚園の

閉園に伴い幼稚園印、また幼稚園長之印の部分を削除するものとなります。附則

といたしまして、この規則は４月１日から施行するものでございます。 

以上で説明とさせていただきます。 

教育長 これも小鹿野幼稚園の閉園に伴う同様の改正になります。 

ご質問等ございますか。よろしいでしょうか。 

それではご議決いただきましたので、次に進みます。 

日程第３ 議事 

    議案第１１号 小鹿野町スクールバス運行規則の一部を改正する規則 

教育長 続きまして日程第３ 議事 議案第 11 号 小鹿野町スクールバス運行規則の

一部を改正する規則についてお願いします。 

事務局 （配付議案について説明） 

議案第 11号、小鹿野町スクールバス運行規則の一部を改正する規則。小鹿野町

スクールバス運行規則の一部を別紙のとおり改正することについて議決を求める

ものでございます。提案理由ですが、小鹿野町立小鹿野幼稚園が閉園することに

伴い、規則の一部を改正する必要が生じたので、この案を提出するものでござい

ます。新旧対照表をご覧ください。小鹿野幼稚園の閉園に伴い、各条例の幼稚園

に関係する字句をそれぞれ削除するものです。附則といたしまして、この規則は

４月１日から施行するものでございます。 

以上で説明とさせていただきます。 

教育長 ただいまご覧いただきましたけれども、幼稚園に関連する字句を削除する一部

改正となっております。 

ご質問等ございますか。よろしいでしょうか。 

それではご議決いただきましたので、次に進みます。 

日程第３ 議事 

    議案第１２号 小鹿野町教育委員会が管理する情報システムの管理運営に関する規則

の一部を改正する規則 

教育長 続きまして日程第３ 議事 議案第 12 号 小鹿野町教育委員会が管理する情

報システムの管理運営に関する規則の一部を改正する規則についてお願いしま

す。 

事務局 （配付議案について説明） 

議案第 12号、小鹿野町教育委員会が管理する情報システムの管理運営に関する

規則の一部を改正する規則。小鹿野町教育委員会が管理する情報システムの管理

運営に関する規則の一部を別紙のとおり改正することについて議決を求めるもの
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でございます。提案理由ですが、小鹿野町立小鹿野幼稚園が閉園することに伴い、

規則の一部を改正する必要が生じたので、この案を提出するものでございます。 

新旧対象で説明させていただきます。右側が現行で左側が改正後になります。

小鹿野幼稚園の閉園に伴い、第３条では「、小鹿野町立小鹿野幼稚園長」を、第

５条では「、小鹿野町立小鹿野幼稚園長」をそれぞれ２ヵ所削除するものとなっ

ています。附則といたしまして、この規則は４月１日から施行するものでござい

ます。 

以上で説明とさせていただきます。 

教育長 ご質問等ございますか。よろしいでしょうか。 

それではご議決いただきましたので、次に進みます。 

まだ何件か続きますがよろしくお願いいたします。 

日程第３ 議事 

    議案第１３号 小鹿野町立幼稚園預かり保育実施要綱を廃止する訓令 

教育長 続きまして日程第３ 議事 議案第 13 号 小鹿野町立幼稚園預かり保育実施

要綱を廃止する訓令についてお願いします。 

事務局 （配付議案について説明） 

議案第 13号、小鹿野町立幼稚園預かり保育実施要綱を廃止する訓令。小鹿野町

立幼稚園預かり保育実施要綱を別紙のとおり廃止することについて議決を求める

ものでございます。提案理由ですが、小鹿野町立小鹿野幼稚園が閉園することに

伴い、小鹿野町立幼稚園預かり保育実施要綱を廃止したいので、この案を提出す

るものでございます。提案説明でも申し上げましたが、小鹿野幼稚園の閉園に伴

い、小鹿野町立幼稚園預かり保育実施要綱を廃止するものです。附則といたしま

して、この訓令は４月１日から施行するものでございます。 

以上で説明とさせていただきます。 

教育長 この要綱は幼稚園のものですので、そのものが廃止されるということです。 

ご質問等ございますか。よろしいでしょうか。 

それではご議決いただきましたので、次に進みます。 

日程第３ 議事 

    議案第１４号 小鹿野町立小鹿野幼稚園給食実施要綱を廃止する告示 

教育長 続きまして日程第３ 議事 議案第 14 号 小鹿野町立小鹿野幼稚園給食実施

要綱を廃止する告示についてお願いします。 

事務局 （配付議案について説明） 

議案第 14号、小鹿野町立小鹿野幼稚園給食実施要綱を廃止する告示。小鹿野町

立小鹿野幼稚園給食実施要綱を別紙のとおり廃止することについて議決を求める

ものでございます。提案理由ですが、小鹿野町立小鹿野幼稚園が閉園することに

伴い、小鹿野町立小鹿野幼稚園給食実施要綱を廃止したいので、この案を提出す

るものでございます。こちらの議案も小鹿野幼稚園の閉園に伴い、小鹿野町立小

鹿野幼稚園給食実施要綱を廃止するものとなっております。附則といたしまして、

この告示は４月１日から施行するものであります。 

以上で説明とさせていただきます。 

教育長 これも同様でございます。 

ご質問等ございますか。よろしいでしょうか。 

それではご議決いただきましたので、次に進みます。 

日程第３ 議事 
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    議案第１５号 小鹿野町教育委員会感謝状贈呈規程の一部を改正する告示 

教育長 続きまして日程第３ 議事 議案第 15 号 小鹿野町教育委員会感謝状贈呈規

程の一部を改正する告示についてお願いします。 

事務局 （配付議案について説明） 

議案第 15号、小鹿野町教育委員会感謝状贈呈規程の一部を改正する告示。小鹿

野町教育委員会感謝状贈呈規程の一部を改正する告示を別紙のとおり改正するこ

とについて議決を求めるものでございます。提案理由ですが、小鹿野町立小鹿野

幼稚園が閉園することに伴い、規程の一部を改正する必要が生じたので、この案

を提出するものでございます。 

新旧対照表をご覧ください。第２条第１号中「小鹿野町立幼稚園及び」を削り、

また、第３条中「幼稚園長又は」を削るものでございます。附則といたしまして、

この告示は４月１日から施行するものでございます。 

以上で説明とさせていただきます。 

教育長 これも同様でございます。小鹿野幼稚園に関する部分が削除されます。 

ご質問等ございますか。よろしいでしょうか。 

それではご議決いただきましたので、次に進みます。 

日程第３ 議事 

    議案第１６号 小鹿野町立学校・幼稚園におけるセクシュアル・ハラスメントの防止に

関する要綱の一部を改正する告示 

教育長 続きまして日程第３ 議事 議案第 16号 小鹿野町立学校・幼稚園におけるセ

クシュアル・ハラスメントの防止に関する要綱の一部を改正する告示についてお

願いします。 

事務局 （配付議案について説明） 

議案第 16号、小鹿野町立学校・幼稚園におけるセクシュアル・ハラスメントの

防止に関する要綱の一部を改正する告示。小鹿野町立学校・幼稚園におけるセク

シュアル・ハラスメントの防止に関する要綱の一部を改正する告示を別紙のとお

り改正することについて議決を求めるものでございます。提案理由ですが、小鹿

野町立小鹿野幼稚園が閉園することに伴い、要綱の一部を改正する必要が生じた

ので、この案を提出するものでございます。改正本文をご覧ください。この要綱

の一部改正も改正本文のとおり、小鹿野幼稚園に関する字句を削除するものとな

っております。附則といたしまして、この告示は令和２年４月１日から施行する

ものとなっております。 

以上で説明とさせていただきます。 

教育長 これも同様でございます。幼稚園に関する文言が削除されています。 

ご質問等ございますか。よろしいでしょうか。 

それではご議決いただきましたので、次に進みます。 

日程第３ 議事 

    議案第１７号 小鹿野町教育施設整備グランドデザイン検討委員会設置要綱の一部を 

改正する訓令 

教育長 続きまして日程第３ 議事 議案第 17号 小鹿野町教育施設整備グランドデ 

ザイン検討委員会設置要綱の一部を改正する訓令についてお願いします。 

事務局 （配付議案について説明） 

議案第 17号、小鹿野町教育施設整備グランドデザイン検討委員会設置要綱の一

部を改正する訓令。小鹿野町教育施設整備グランドデザイン検討委員会設置要綱



- 13 - 

 

の一部を改正する訓令を別紙のとおり改正することについて議決を求めるもので

ございます。提案理由ですが、小鹿野町立小鹿野幼稚園が閉園することに伴い、

要綱の一部を改正する必要が生じたので、この案を提出するものでございます。

改正本文をご覧ください。内容といたしましては先ほどと同様で、幼稚園に関係

する字句を削除するものでございます。また、別表第１中ですが、４月から住民

課が住民生活課となりました。それに伴い改正すべきでしたが、改正がされてお

りませんでしたので、今回、住民課を住民生活課に改めさせていただきました。

附則といたしまして、この訓令は４月１日から施行するものでございます。 

以上で説明とさせていただきます。 

教育長 法令の改正や公共施設の廃止に伴い、非常に多くの見直しが必要になります。

今の説明のとおり、この中にひとつ見落としがありまして、今回、改正をさせて

いただくことになりました。このグランドデザイン検討委員会設置要綱自体が、

おそらくこれは中学校統合前に制定されたものと思われますが、当面、この検討

委員会を設置することはないと思われますので、この要綱自体を廃止しても構わ

ない状況があろうかとは思いますが、今回は一部改正ということで進めたいと思

います。 

ご質問等ございますか。よろしいでしょうか。 

それではご議決いただきましたので、次に進みます。 

日程第３ 議事 

    議案第１８号 小鹿野町不登校問題対応委員会設置要綱の一部を改正する訓令 

教育長 続きまして日程第３ 議事 議案第 18号 小鹿野町不登校問題対応委員会設 

置要綱の一部を改正する訓令についてお願いします。 

事務局 （配付議案について説明） 

議案第 18号、小鹿野町不登校問題対応委員会設置要綱の一部を改正する訓令。

小鹿野町不登校問題対応委員会設置要綱の一部を改正する訓令を別紙のとおり改

正することについて議決を求めるものでございます。提案理由ですが、小鹿野町

立小鹿野幼稚園が閉園することに伴い、要綱の一部を改正する必要が生じたので、

この案を提出するものでございます。改正本文をご覧ください。第２条第２号中

の「幼稚園、」を削除するものでございます。附則といたしまして、この訓令は４

月１日から施行するものであります。 

以上で説明とさせていただきます。 

教育長 １ヵ所、幼稚園を削除するものでございます。 

ご質問等ございますか。よろしいでしょうか。 

それではご議決いただきましたので、次に進みます。 

日程第３ 議事 

    議案第１９号 小鹿野町学校教育生活指導補助員設置管理要綱の一部を改正する訓令 

    議案第２０号 小鹿野町学校教育生活指導補助員設置管理要綱の一部を改正する訓令 

教育長 続きまして日程第３ 議事 議案第 19 号 小鹿野町学校教育生活指導補助員

設置管理要綱の一部を改正する訓令についてお願いします。 

事務局 提案ですけれども、議案第 19号と議案第 20号は関連がありますので、併せて

説明させていただいてもよろしいでしょうか。 

教育長 お願いします。 

事務局 （配付議案について説明） 

それでは議案第 19号、小鹿野町学校教育生活指導補助員設置管理要綱の一部を
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改正する訓令。小鹿野町学校教育生活指導補助員設置管理要綱の一部を改正する

訓令を別紙のとおり改正することについて議決を求めるものでございます。提案

理由ですが、学校生活指導補助員の任用期間を変更したいので、この案を提出す

るものでございます。新旧対照表で説明させていただきます。右側が現行、左側

が改正後になります。学校教育生活指導補助員の任用期間を３月 25 日から３月

31日に変更するものです。議案第 19号はこの一部改正となっています。 

続きまして、議案第 20号、小鹿野町学校教育生活指導補助員設置管理要綱の一

部を改正する訓令。小鹿野町学校教育生活指導補助員設置管理要綱の一部を改正

する訓令を別紙のとおり改正することについて議決を求めるものでございます。

提案理由ですが、小鹿野町立小鹿野幼稚園が閉園することに伴い、また、学校生

活指導補助員の任用期間を４月１日から翌年の３月 31 日までの１年間に変更し

たいので、この案を提出するものでございます。こちらも新旧対照表で説明させ

ていただきます。まずは幼稚園が閉園することに伴い第１条から第５条までの幼

稚園に関連する字句を削除するものが一点、もう一点が、議案第 19号で任用期間

を３月 25日から３月 31日までに変更する一部改正を行いましたが、この議案第

20号で任用期間を４月１日から９月 30日までの前期、10月１日から３月 31日ま

での後期とわかれていた任用期間を、４月１日から３月 31日までの１年間と変更

する一部改正となります。附則といたしまして、議案第 19号が３月１日から施行、

議案第 20号が４月１日から施行するものとなります。 

以上で説明とさせていただきます。 

教育長 いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

これはいっぺんにできないものなのですか。 

事務局 ２つの議案を一括した一部改正を作成し例規審査会に提出しました。審査には

通ったのですが、その後、例規担当から今年度施行する一部改正と、来年度施行

する改正をわけて作成してほしいという依頼がありましたので、このようなかた

ちで今回提出させていただきました。 

教育長 わかりました。 

ご質問等ございますか。よろしいでしょうか。 

それではそれぞれご議決いただきましたので、次に進みます。 

日程第３ 議事 

    協議第１号 令和元年度小鹿野町教育委員会感謝状贈呈について 

教育長 続きまして日程第３ 議事 協議第１号 小鹿野町教育委員会感謝状贈呈につ

いてお願いします。 

事務局 （配付資料について説明） 

協議第１号、令和元年度小鹿野町教育委員会感謝状贈呈について。小鹿野町教

育委員会感謝状の贈呈者を別紙のとおり決定することについて協議を求めるもの

でございます。先日、幼稚園長、各小学校長、中学校長に教育委員会感謝状贈呈

について、該当者の推薦を依頼したところ、両神小学校長より推薦がございまし

た。功績といたしましては、学校応援団コーディネーターとしてご尽力いただい

たようです。資料の３枚目に両神小学校長からの推薦書を添付させていただきま

した。参考に次ページ以降、感謝状贈呈規程、感謝状のイメージ図、今までの表

彰者の感謝状贈呈台帳も添付させていただきました。 

つきましては、該当者としてふさわしいかどうか、委員のみなさんにご協議い

ただきたいと思います。 
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教育長 ただいま説明がありましたとおり、両神小学校の学校応援団コーディネーター

としてご尽力いただいている方について、校長から感謝状贈呈の推薦がございま

した。資料の推薦書の次に贈呈規程もございますが、こういったものと照らして

適当ではないかと考えておりますがいかがでしょうか。 

１号委員 いいと思います。 

教育長 それでは承認いただきましたので、感謝状贈呈へ進めていきたいと思います。 

以上で日程第３を終了いたします。 

日程第４ その他 

     （１）教育委員研修会報告について「令和元年度市町村教育委員研究協議会」 

教育長 それでは、日程第４ その他（１）教育委員研修会報告について、宮原委員か

らお願いいたします。 

２号委員  非常にいい機会をいただいて勉強になりました。ありがとうございました。お

手元には３枚資料がありますが、１枚目は、教員１日当たりの学内の勤務時間を

全国規模で調べた文科省からの資料です。平成 28年と 29年で比較しています。

これを基にして２枚目ですが、過労死ラインといわれる月当たり 80時間以上の残

業実態が小・中でどうなっているかという比較になります。小学校で約３割、中

学校で約６割が月 80 時間以上に相当する時間外勤務をしているという文科省か

らの資料です。そして３枚目です。国としての今後の取り組みということでまと

められた厚い資料があり、その最後に付いていたものです。みなさんには３ペー

ジ分だけ出させていただいて、研修の内容について説明させていただきたいと思

います。１点目は研修の概要、２点目は私が参加した教員の働き方改革の分科会

の様子、最後に研修全体を通しての感想を述べさせていただきます。 

 まず、研修の概要ですが、全体研修として、初等中等教育の施策の動向が説明

されました。現状の課題と現在文科省が取り組んでいること、今後取り組む予定

について説明がされました。多くの資料を配付しての説明、続いてそれぞれ５つ

の分科会についてスライドを用いてかなりの駆け足での説明でした。結局時間が

足らず、後で確認ください、分科会で議論してください、というかたちで終わり

ました。 

私が参加した分科会は、「学校における働き方改革」でしたが、その他には「い

じめ・不登校・児童虐待」、「地域と学校の連携」、「教育の情報化」、「各教育委員

会の特色ある教育活動」の５つの分科会がありました。全体研修終わって分科会

会場に移動し、２時間ほど協議を行いました。少し細かな話をさせていただきま

すが、私が参加した分科会は 70,80人で５班に分かれました。私の分科会は、埼

玉県の吉川市、東京の足立区、あと千葉、横浜などが参加し、グループで協議を

行いました。それぞれが自分の教委の働き方改革についての取り組みの状況を発

表、意見交換するというものでした。私は事前に山口指導主事から小鹿野町の取

り組み等も聞き取りをさせていただいておりましたので、それを基に準備をして

行ったのですけれども、進行役とグループ協議後の報告もさせていただきました。

みなさんの発表から見えてきたことは、どこも大きな差はなく特別なものはあり

ませんでした。模索、手探り状態なのだという、率直にそんな感想を持ちました。

もっぱらの話は、すでに多くが取り組んでいる内容で、家庭訪問を廃止して教員

の働きにゆとりを持たせるとか、教材の共有化、スクールサポーターの増員、夏

季休業中の事業の見直し、部活動に外部指導者を入れるなど、すでに小鹿野町で

もやっていることですし、私が現職のころもあったことでした。教育委員会の集
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まりですから、公務、業務、行事内容の見直し等についての話題はなかなか出て

きませんでした。私が進行役で話題を振っても、そのような視点からの話題には

なかなかみなさん乗れない状況でした。ただ、残業しにくくする、早く退勤させ

るなどの勤務時間の管理を徹底するという取り組みとして、次のようなことが話

にでました。電話は時間外になったら原則として留守番電話にする、ということ

です。それは事前にも報道等にも出ていたのですが、東京都や千葉の学校はそれ

をやっていました。また、出退勤の時間管理については、個々が自己責任で出勤

してパソコンを立ち上げ、退勤の時にシャットダウンするという、ＰＣのソフト

を使って管理している、タイムカードで申告するということでした。それらが分

科会で話し合われた内容でした。 

３点目、最後に全体を通しての私の雑感なのですけれども、もともとこの改革

というのは大手企業を中心として、長時間労働による過労死が社会問題化したこ

とに端を発して、学校現場も昔から例外ではなく時間管理がなかなかできないの

で、国が本腰を入れたということなのかなという感じでした。そこで学校が目指

す方向として忘れてならないことは、教育の質の確保だと思うのです。この日は

話題にならなかったのですけれども、その上に立った残業の削減でなければなら

ないはずだし、ここが根幹だと思っています。では学校はどうすればいいのかと

いう思い切った発想の転換が必要になってくると思いますし、組織で効率化のた

めに知恵を出し合うことが不可欠になってきます。それと併せて大事なことは、

保護者、地域も含めて、教育行政にかかわる私たちも、学校に対してよき理解者

として指導と応援を惜しまないようにしないといけない。なかなか校長に任せき

りというわけにもいかないな、決して任せきりにしているわけではないのですけ

れども、思い切った発想の転換というか、そういうことが必要なのだろうと考え

ました。校長が一人ひとりの職員の時間管理を客観的にすることということを盛

んに文科省の役人の方が言っていましたし、分科会でもそれが話題になったので

すけれども、この辺のところがこれから校長にも負担になっていくし大変なのだ

ろうなというふうに思っています。こういう意見もありました。現場は努力して

いると、もっとがんばれもっとがんばれと文科省は言うけれども、教員の数を増

やせばすぐ解決するよという意見もありました。小鹿野町からも定員増について

は丁寧に要望はさせていただきました。最後は、やはり人を配置してもらわない

ことにはということで締めくくりをさせていただきました。客観的な実態把握の

ための校長と教育委員会の役割の重要性ということについては、最後に文科省の

担当の方もそれを締めくくりにおっしゃっていました。限られた時間だったので

すが、小鹿野町も非常にがんばって事務局でも学校をリードしてもらっているな

というものを感じ、他に引けを取らないいいかたちでやっていただいているな、

そんな感想をもって帰ってきました。 

教育長  どうもありがとうございました。ただいま報告いただきましたけれども、ご意

見、ご質問等ございますか。 

 私からひとついいですか。２枚目の上段の表ですが、小学校で３割、中学校で

６割とありますが、これは 80時間以上ですか。60時間ではないですか。 

２号委員  これはおかしいですね。ここで線を引いて 80時間というのはおかしいですね。

60時間ですね。 

１号委員  １週間のデータと月の説明がこんがらがっているのではないですか。ちょっと

わかりづらいですね。 



- 17 - 

 

教育長 人がいれば解決するということで、校長の要望もとにかく人をくれというのが

多いのですけれども、実際問題もっと状況は深刻であり、単に数の問題ではなく

質の問題もあるわけです。 

２号委員  人数を増やしても仕事というものは忙しい人にどんどん集まるわけですから、

そうするとやっぱり校内での差というのは出てきます。単純な問題ではないです。 

教育長  難しい問題があると思いますね。私が一番気になっているのは、ここ５年で任

用された若い職員は、仕事に就くなり働きすぎであると言われるわけです。そう

いう状況が将来 10 年後、30 年後、学校の中で立場を変えたときにどういうふう

に作用していくのかなという部分は若干気になるところです。もちろん数値で示

されている状況を改善していくことは必要なことであります。教育委員会でも校

務支援システムをなるべく早く導入するだとか、そういうことは検討していると

ころではありますが、なかなか難しい状況があります。 

 よろしいでしょうか。 

 それでは以上で報告を終わりにいたします。 

日程第４ その他 

     （２）小・中学校等卒業式及び入学式について 

教育長  続きまして、日程第４ その他（２）小・中学校等卒業式及び入学式について

お願いします。 

事務局 （配付資料に基づき説明） 

 お手元に資料をご覧ください。令和元年度卒業式及び令和２年度入学式教育委

員出席者（案）の表がありますが、幼稚園、中学校につきましては全員の出席を

お願いし、各小学校はそれぞれ表のとおり割り振りをさせていただきました。こ

のようなかたちでお世話になれればと思います。よろしくお願いいたします。 

教育長  みなさんどうでしょうか。 

３号委員  子供が両神小学校入学なのですが、入学式の後に１年生のクラスで説明会があ

ると聞いています。両神小学校へ行かせていただければそのまま説明会に行ける

のですが、無理ではないですけれども、変わっていただけるとありがたいです。 

１号委員  入学式ですか。私が代わります。 

教育長  それでは入れ替えということでお願いします。このかたちでお願いすることで

よろしいでしょうか。 

 それではお願いいたします。 

日程第４ その他 

     （３）次回日程について 

教育長  続きまして、日程第４ その他（３）次回日程についてお願いします。 

事務局  次回日程ですが、年度末ということでみなさん忙しいところだとは思いますが、

３月 24日火曜日の午後１時 30分からお世話になりたいと思います。こちらから

の指定で恐縮なのですけれどもご協力をお願いいたします。 

教育長  大丈夫でしょうか。大変恐縮ですがご理解をいただきたいと思います。 

 先ほどちょっと申し上げましたけれども、コロナウイルスの蔓延が厳しい状況

となっております。町でも町の事業等の中止が始まっています。国や県からの通

知も、日々先に進んだ通知が来る状況でして、今日も園長校長会議があったので

すが、今日の通知をまたすぐ出さなければならないような状況になっています。

非常に厳しい段階になっています。そもそも卒業式、入学式に続いて６月には修
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学旅行、これがそのままのかたちで実施できるのかどうか。すでに卒業式自体人

員を削減するとか来賓を削減するとか、あるいは内容を縮小するとか、そういう

検討に入っている市町村があります。本町は一番はずれのところにありますので、

内部だけの行事であれば集まることもそんなに大きな問題はないのではないかと

いう考え方もできるわけではありますが、今後、急な展開もありうる状況になっ

ています。場合によると何らかの変更をせざるを得ない状況になるかもしれませ

んが、また、色々とご相談をさせていただくことがあるかもしれません。よろし

くお願いいたします。 

日程第４ その他 

     （３）その他 

教育長  続きまして、日程第４ その他（３）その他ですけれども、何かございますか。 

 それでは、本日の定例会の内容はすべて終了となりました。ありがとうござい 

ました。 

学校教育課長  以上で、第２回教育委員会定例会を終了とさせていただきます。 

引き続きになりますが、総合教育会議をお世話になりますのでよろしくお願い

いたします。 

 


