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令和２年 第５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 5月 26日（火） 

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：午前 9時 55分 【笠原教育長】  

閉会：午前 11時 40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 
宮原正博委員、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、黒沢貴子公民館長 

黒沢敏江図書館長 

説 明 者 小野指導主事、岩本主任 

会      議     録 

学校教育課長 おはようございます。定刻前ではありますが、全員お揃いになりましたので令

和 2年第 5回小鹿野町教育委員会定例会を開催させていただきます。よろしくお

願いいたします。はじめに教育長から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、宮原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 英検・漢検取得者数について 

教育長 次に、日程第 2報告 教育長報告 1英検・漢検取得者数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） 

令和元年度英検合格級調査結果及び漢検合格級調査結果の資料をご覧くださ

い。昨年度末に小鹿野中学校全生徒を対象として調査が行われ取りまとめたもの

になります。級ごとのレベルは、5級が中一終了程度、4級が中二、3級が中学校

卒業程度となっています。調査結果は、1 年生の 5 級以上合格者が 18.1％、2 年

生の 4級以上が 24.5％、3年生の 3級以上が 27.2％でした。漢検では 1年生の 5

級以上合格者が 11.7％、2 年生の 4級以上が 8.2％、3 年生の 3 級以上が 16.5％

という結果になりました。 

目標として中学校卒業時に英検・漢検 3級合格者 4割を掲げておりますが、昨

年度と比較しても合格率は伸びていますので、目標には近づいている状況です。

今後も学校での取り組みや未来塾実施を通して合格率の上昇を目指していきま

す。 

以上で報告を終わります。 

学校教育課長  追加で報告があります。別綴りでお配りさせていただきました未来塾の資料を

ご覧ください。関連がありますのでここで申し上げさせていただきます。最終ペ
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ージの実施計画についての資料をご覧ください。コロナウィルスの関係で当初お

知らせしていました予定から変更がございました。5月、6月について赤字で消し

てある箇所がコロナウィルスの関係で変更となっております。未来塾は回数が 12

回、漢検については 5回、英検については 4回になっております。昨年度好評だ

った英語体験講座、英語劇にチャレンジですが令和 2 年度については開設を見送

り実施いたしません。小学生科学不思議講座は 6回のところを 4回に変更となっ

ております。募集については 6月 9 日にチラシ配布を行い、6 月 10 日から 15日

までで募集をするという形に変更しております。変更箇所についてのご報告とな

ります。よろしくお願いいたします。 

教育長  ご報告がありましたが、未来塾の方では英語劇が実施できなくなりました。こ

れは夏休みの短縮などもあり、集まるのは無理があるだろうということで中止と

いう判断をせざるを得ないわけであります。これもまだスタートして短いので続

けたかったところではありますがやむを得ない状況であります。その他について

も短縮をしての実施を計画しておりますが、保護者や子供たちがどういう受け止

めをするか、7月からの実施で積極的に参加をしてくれるかが心配であります。 

 それから英検漢検の検定の結果でありますが、報告でもあったように毎年少し

ずつ伸びてきてはいます。昨年度は英検の 3級以上合格者は 27.2％となっており

ます。そして 2年生の 4級以上の合格者が 24.5％となっておりますので、うまく

すれば来年も少し合格率を伸ばすことができるのかなと思います。目標が 4 割で

すので少しずつでも伸びていけばと思っています。ただ、漢検の方が少し私は残

念に思っているのですが、漢検の方が間口が広いので保護者や町民などを含めて

広まってくれるのではないかと期待をしていたのですが、やはりご時世なのか英

検の方が多いという状況になっています。県内で最も合格率の高い市町村は 6 割

程度の 3級合格者を出すところもあります。そういった意味で小鹿野町のそもそ

もの目標が 4 割で、もう少し高い設定をしたかったところではありますが、実態

に合わせた目標に設定したわけでありますので、なんとか少しでも早く目標を達

成したいと思っています。これだけの好条件でありながら、受験者数が思ったよ

り伸びないので色々な形で働きかけていければと思っています。今年度は学校の

先生とか役場職員など幅広く受験をしてくれる人が出そうですので少しでも盛り

上げていければと思います。 

 何かご質問等はございますか。 

１号委員 英検漢検合格調査結果の合格者の中に「なし」という項目がありますが、これ

は受験して「なし」なのか、それとも受験せずに「なし」なのかどちらになるの

でしょうか。 

教育長  これは受けていないということです。 

１号委員  そうなると漢検の結果を見ると 1年、2年、3年と伸びていないですね。英検の

方は中学生になると英語を本気でやりだすということも影響しているのでしょう

が。 

教育長  英語についてはグローバル化などの観点からも保護者の後押しもありますし、

子供たちの意識なども高いのではないかと思います。 

１号委員  受ける人は興味をもって級も上がっていくのかと思いますが、受けない人はそ

のままということなりますね。 

教育長  私の考えでは国語の勉強というのは全ての学習の基本であること、言語能力を

高めていくうえでも非常に大きな意味を持っていると思っています。そのため、
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国語は大事にという話はしていますが、なかなか漢検に結びついていきません。  

おじいちゃん、おばあちゃんと一緒に受けてくれる子とかが始めたころはいく

らかいたのですが、最近は全くいなくなってしまい残念であります。小鹿野高校

でも漢検に熱心に取り組んでいる先生もいて、漢検のまちづくりのように町民の

大勢が受けてくれるような話をしながらスタートをしたのですが、なかなか漢検

は厳しい状況です。ぜひ皆様も機会がありましたらチャレンジをしてみてくださ

い。 

３号委員  10月の第 2回時に検定料を助成されるようになってから、第 2回時に受ける人

が多くなったと聞きました。そのため、第 1回、第 3回の検定は検定料がかかる

から受けないという人もいて、また、第 2回時に部活動の試合などで日程が重な

り検定が受けられないということで断念したという話もよく聞きました。 

 うちの子は小学校 5 年生の時に漢検を受けましたが、その頃は検定料の助成が

なかったので自分が受けられる時にお金を払って受けるという形でした。その頃

の方が検定を受けている人が多かったような気がします。ここ何年か助成される

ようになり、助成される検定に向かってはやりますが、それ以外の時は受けない

ということも聞くことがあります。 

教育長  第 2回を助成対象にした理由の一つには、未来塾としての勉強に取り組み、そ

の結果受けるというタイミングが必要であるということがあります。3学期の第 3

回に受けるということも考えられますが、それだと資格として内申書などにも書

き込むことも考えると、検定を合格しても間に合わないので、2 学期の第 2 回を

助成対象にしようということで決めたわけであります。助成する回を決めずに受

けた時に補助をするという考え方もあるかもしれませんが、本町としてはしっか

り講座を受けた子供たちに助成をするという形にしています。 

学校教育課長  中学生に関しては、漢検の講座ではなくても中学生未来塾を受講していれば漢

検の助成は受けられるということとしています。 

教育長  これは両方の講座は出られないものですから、途中から中学生未来塾に参加し

ている子でも助成対象とする変更をしたものになります。 

 少しずつ上向いているということで、来年はできれば 30％は少なくとも超えた

いと思っているところであります。 

 他に何かございますか。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）  

     ２ 教科書採択について 

教育長 続きまして、日程第 2報告 教育長報告 2教科書採択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） 

平成 28年 10月付の埼玉県教育委員会及び埼玉県市町村教育委員会連合会から

出されているリーフレットをご覧ください。まず教科書についてですが、授業等

における学習活動で用いる教材であり、極めて公共性の高いものであるとされて

います。そのため著作・編集から検定、採択、供給に至るまで公正性・透明性の

確保が求められています。中でも採択は、各採択権者がその権限と責任のもと、

実際に子供たちが用いる教科書を選択する重要な行為とされています。採択に関

しましては綿密な調査研究を踏まえた上で、採択権者の権限と責任のもと、公正

かつ適正に、主体的に行われることが求められています。今後の教科書採択の公
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正性・透明性を高めるため教科書について改めて理解を深めるためにということ

でこのリーフレットが作成されております。2ページ、3ページをご覧ください。

こちらにチェックリストが載っております。公正性・透明性を高めるためのチェ

ックリストとなっておりますので後ほどご覧ください。さらに次のページに教科

書制度の概要ということでいくつかまとめられております。基本的には 4年サイ

クルで教科書の採択が行われます。昨年は小学校の採択がございました。秩父郡

市では採択方法を共同採択地区ということで1市4町によって実施をしています。

最終的な採択につきましては市町村教育委員会が行わなければなりません。7 月

の本定例会において採択をいただけるよう事務を進めていきます。本年度は中学

校の採択となります。道徳を含め 11教科の教科書の採択もあり、多くの教科につ

いて多数の教科書業者のものを比較していただきます。見本の本を 6月の定例会

までには揃えておきますので、ご覧いただき研究いただきますようお願いいたし

ます。また、齊藤委員、中山委員におかれましては次ページの採択等の日程に記

載があります 7月 16日（木）の第 2回採択協議会への参加もよろしくお願いいた

します。公正な教科書採択が進められるよう事務局も最善を尽くしていきますの

で、よろしくお願いいたします。 

以上で報告を終わります。 

教育長 ただいま説明をさせていただきましたが、去年は小学校の採択でありましたが、

学習指導要領が 1年ずつ小・中・高とずれて実施になるのに合わせて採択も行わ

れるわけであります。 

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）  

      ３ ６月補正予算について 

教育長 続きまして、日程第 2報告 教育長報告 3 6月補正予算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） 

学校教育課、社会教育課でそれぞれ 6月の補正予算を予定しております。 

まず学校教育課の方では一点目として、新型コロナ対策学校臨時休業対策事業

費として 3 月の給食キャンセル分に伴う給食食品業者に支払う違約金として 39

万 6 千円計上しております。この違約金に対する国の補助金として歳入で学校臨

時休業対策費補助金を 29万 6千円計上しています。この補助金については、支払

った経費の 4分の 3が交付されるものとなっています。 

二点目は、GIGAスクール構想実現事業として全児童・生徒の学習用コンピュー

ター端末の購入費、端末の設定費、フィルタリング･セキュリティサービスの使用

料、また校内のネットワーク環境整備に伴う設計業務委託料、工事費、校内使用

用と貸出用のモバイルルーターの購入費及び通信費、その他カメラ･マイクなどの

消耗品購入費といたしまして合計 1億 1,863万 7千円を計上しております。この

GIGA スクール構想実現事業に対する国の補助金として歳入で公立学校情報機器

整備費補助金を 2,611万 5千円、公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備費

補助金を 2,478万 4千円、合計 5,089万 9千円計上しております。 

三点目は、夏場に授業を実施することに伴い熱中症対策として各小学校の特別

教室の空調設置工事費を 1,300万円計上しております。こちらの財源については

小鹿野中学校の特別教室空調設置工事費から一部 1,100万円、中学生国際交流事
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業から業務委託料の一部 200万円を予算振り替えて充てています。 

また新型コロナウィルスの影響で中止になった東京オリンピック・パラリンピ

ック学校連携観戦事業費と中学生国際交流事業費を全て 0円にする減額補正を計

上しております。 

次に社会教育課の補正予算ですが、社会教育指導員の通勤費を 2万 2千円、文

化財資料整理事業用情報端末購入費として文化財や歌舞伎などのパネル展示にも

使用するソフトなどを入れたパソコン端末を1台購入するため30万円計上してお

ります。 

 以上で報告を終わります。 

教育長  補正予算の大きなものとしては GIGA スクール構想の展開が前倒しになりまし

て、1 億円を超える補正をやらなければならなくなりました。こちらについては

大半が国からの補助金で戻ってくるわけであります。その他に夏休みの縮減の影

響もあり、学校の空調設備工事として今まで配置されていなかった特別教室全て

にエアコンを設置する方向でお願いをするものであります。 

 何か質問はございますか。 

４号委員  情報機器整備費がありますが、これは全児童・生徒に端末を配付するというこ

とかと思いますが、具体的にどういった計画を予定していますか。 

学校教育課長  この端末については今現在の計画では 896台配付予定となっております。スケ

ジュールといたしましては、今回の 6月補正予算に計上しまして 6月中に予算を

確保し、そこから工事等の調査設計をして 8月ぐらいに入札にかけれればという

形を予定しています。その後、契約をして工事、端末購入を進めていき 11月、12

月頃には端末の納品というスケジュール感で事務は計画しているところでありま

す。また導入しただけで終わってしまいますと全く使わないことも考えられます

ので、同時にどういった形で使っていこうかということも含めて学校と調整をし

ながら計画を作っていく形になります。 

教育長  もう少し踏み込んだことを言いますと、計画があっても果たして物が間に合う

のかという懸念があります。これは日本中が動いていることなので心配なところ

です。おそらく繰り越しになって後になってしまうことも考えられます。 

 またテレビなどでオンライン授業と騒がれていますが、あれは試験的にやって

いるところが取り上げられており、実際にオンライン授業をやるということは大

変なことです。一時間の授業であっても子供たちが教室にいて教員が行けばなん

の準備をしなくても一時間くらいは授業ができます。しかしオンライン授業とな

るとごく限定的な中で伝えていかなければならないので、ただ座っているだけで

は授業にならず準備などに相当な時間を取られてしまいます。これを各市町村が

単独でオンライン授業ができるような体制を作るのは基本的に無理があると私は

思っています。今のところ情報が先走りしていて保護者等の期待が膨らみすぎて

いるので、実際に導入された時にもっとしっかりしろと言われるのではないかと

心配をしているところであります。もちろん最善の努力はしていくわけではあり

ますが、とにかく様々な課題が累積していますので、本当の意味での実現までに

は時間が必要であると感じています。 

 ただ、コロナウィルスの第 2波、第 3波が来て、また休業となった場合になに

もできないという状況では厳しいと思いますので、学校の教職員が今までのタブ

レット、ICT の活用という視点から更に一歩進んだ準備を進めていく必要がある

ことは間違いないことであります。 
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２号委員  今から 25年くらい前だったと思いますが、県北の自治体が大金をかけてテレビ

会議システムを導入するということがあり、視聴覚室にテレビとカメラを設置し

ましたが、一回目の運用はいつ始まるのだろうということがありました。これが

結局全然使うことがありませんでした。テレビの報道とかで実験的にやっている

先端の学校では先生が二人で組んで家庭にいる子供たちと画面越しに授業をして

おりますが、今、教育長がおっしゃったように端末をこれから全生徒にいくよう

にして使えるようにということですが、今現在、小鹿野町の家庭でも自宅のパソ

コンを持っている家庭は多いかと思います。それでも多くの家庭がオンライン授

業に対応できるような端末を持っていないため、行政主導で全家庭に準備をして

いくといことかと思います。先生たちもとにかく授業をどこまで進められるかと

いうことを一方において、新しい最先端の取り組みに舵を切ってかなければなら

ないということもありますから、本当に行政側も大変ですが現場も様々な課題を

抱えているなと思いました。 

教育長  この手の話は教員の中でも興味、関心のある人は話が早いですが、そうではな

い人もおりますので非常に苦しむかと思います。 

 また小鹿野町の状況でありますが、今把握している段階でネット環境のない家

庭は 69世帯あります。 

学校教育課長  生徒数で言うと今小鹿野町の生徒は全部で 806 名になっており、小学生が 504

名、中学生が 302名でありますが、小学校 50世帯持っていなく中学校 19世帯が

持っていない状況です。 

教育長  そういった状況でありますので、環境のない家庭でも使えるようにモバイルル

ーターを貸し出せるように準備をしています。市町村単位でオンライン授業を実

施しているところは多くありますが、埼玉県内で進んでいるところはなんといっ

ても戸田市であります。戸田市は端末を 3,000 台用意して 100％のネット環境整

備をしています。さいたま市では 90％前半であり、オンライン授業ができない家

庭には別の対応をしているということであります。現実問題として 100％の子供

が参加できる環境を作るだけでも非常に大変であります。 

その他何かございますか。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）  

      ４ その他 

教育長 続きまして、日程第 2報告 教育長報告 4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１０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 10号 教育委員会後援の承認についてお願い

します。 

事務局  後援依頼の 4月中の申請は 1件のみでした。 

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。 

 以上で説明を終わります。 

教育長  後援依頼も少なくなっているところではありますが、これも例年行われている

中学生の標語の募集ということであります。 
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何か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 

     報告第１１号 小・中学校の休業日における授業実施について 

教育長 それでは、日程第 3議事 報告第 11号 小・中学校の休業日における授業実施

についてお願いします。 

事務局 （配付資料に基づき説明） 

 教育委員会規則第 9号小鹿野町立小・中学校管理規則教育委員会規則第 9号小

鹿野町立小・中学校管理規則第 3条第 2項の規定により別紙のとおり承認させて

いただきましたので、小鹿野町教育委員会事務委任規則第 4条第 1号の規定によ

り、別紙のとおり報告させていただきます。 

 2 ページ目をご覧ください。小中学校の休業日における授業実施についてとい

うことで、学校別の授業時数を上げさせていただきました。黄色の箇所が標準事

業時数ということで、学習指導要領等に記載されている授業時数になります。青

色の実施時数でありますが 4 月、5 月の臨時休業になった分を除いた実施時数と

なり、6 月以降に実施が可能な日数になっております。つまり、赤色の箇所が不

足時数となりまして、標準授業時数に対して不足をした分を表しています。日数

については一日 6時間授業を前提として、不足時数を 6で割って日数を算出いた

しました。表の赤字部分は各学校で最も不足が多い学年を表しております。小鹿

野小学校で見ていただくと 4 年生の-123.5 時間、約 21 日分が不足をするという

ことであります。各学校で教育課程の編成が学校行事や日課の関係で多少差があ

ります。そのため各学校で多少の日数のずれがあります。また、小鹿野中学校に

つきましては、3年生が 1015の標準時数に対して実施可能な時数が 860というこ

とで中学校の卒業式により 2週間ほど早い分 1，2年生より実施可能日数が少なく

なっております。-155 時間で約 26 日という形になっております。この不足日数

を踏まえて 6 時間×20 日で 120 時間は最低限必要であろうとなっています。120

時間を確保してもまだ不足している部分がありますが、4月、5月が臨時休業とな

った関係で学校行事等も削られたりしている部分もあります。さらに今後も運動

会や体育祭などの準備の日数等も少し削減をして実施をしていくことや、また日

課表の中で日々の授業を 5時間授業であったところを 6時間授業にするなどをし

て補っていくことも可能です。 

 3ページ目をご覧ください。20日間をどのように確保するかでありますが大き

く三つに分けました。夏季休業日の短縮、冬季休業日の短縮、土曜授業の実施と

いうことで、20日間確保していきたいと考えております。夏季休業を 8月 1日か

ら 8月 19日に短縮して、1学期を 7日間伸ばし 2学期の開始を 8日間早めます。

合計夏休みで 15日間確保するということになります。冬休みは 2学期の終わりを

1日、3学期の終わりを 1日確保しまして 2日間確保します。併せて土曜日の授業

を 3日間入れていくということで合計 20日間となります。この 20日間は必要最

低限でありますので、児童・生徒また教職員の負担を考慮した上で学校行事の縮

減や日課表との工夫を図り、更に授業時数の確保に努めていく必要があります。 

コロナウィルスの第 2波、第 3波や例年のインフルエンザ、台風や大雪等も考

えられますので、そういったことを踏まえるとぎりぎりの中での 20日間となりま

すが、学習の保障ができるようにと考えております。 

 以上で説明を終わります。 
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２号委員  この日数を算出した学校現場も苦労があったと思いますが、指導主事の先生も、

どこで日数を捻出するかは大変であったと思います。今回のようなコロナウィル

スがなかった場合でも、インフルエンザや大雪で臨時休業になることも考えられ

るので、日数はぎりぎりで確保しておいたほうがいいのかもしれません。事前に

広報をして、あとから休業日を追加できるような余裕を持った形にした方がコロ

ナウィルスの第 2波、第 3波やインフルエンザ、大雪などにより、やむを得ず授

業が実施出来なくても結果として 100％が無理でもこれくらいはできたというふ

うに言えるのでいいのかもしれないと思いました。 

教育長 この資料の日数は本当にぎりぎりの確保であります。この日数ができれば法的

には問題がないという状況であります。実際にはもっと授業時数をかけていくわ

けでありますので厳しいことは間違いないです。したがって、様々なところで更

に時数を生み出す努力を各学校でしていかなければならないというのが現状であ

ります。一番恐いのは万が一コロナウィルスの第 2波、第 3波による休業になっ

た場合です。このような状況になったら年度に分けての分散時数といったことに

踏み込まなければならない事態になってくる可能性があります。 

資料のような作りにした理由としては、3 カ月も休んでいるため 1 学期にはな

るべく負担をかけないということで、夏休みと 2学期の土曜日、冬休みというこ

とで分散して最低限必要な日数を確保したということであります。他市町では更

に夏休みをカットするところもありますが、そういったところは土曜日や冬休み

は入れていませんので、結果的には 20日間程度に県内どこもなるようです。それ

以上に突出して多いところは恐らくないと思います。もっと少ないところもあり

ます。子供や学校の負担を考えると、この線でなんとか努力をして実施をすると

いうことが当面やるべきことかと思います。 

２号委員  県内は大体 20 日間くらいということで教育委員会の方で情報交換をしている

のですか。 

教育長  情報交換はしていませんが、新聞やホームページなどで発表しているところも

ありますので、それらを見ると大体トータルでは 20日間前後のところが多いよう

です。負担を考えるとこれ以上の確保は難しいです。 

２号委員  子供もずっと休んでいますから、始まってからは椅子に座って教室にいるのが

大変かもしれませんね。 

教育長  子供たちが学校できちんと座って授業を受けられるというのは大したことだと

思っています。特に低学年の子は。この 3か月間日々の習慣が無くなってしまっ

ていますので、スタートして当面学校の方は色々と大変だと思います。高学年は

問題ないと思いますが、低学年は大変だという気がしています。学習への意欲、

関心というところで心配なところがありますので様子を見ながら進めていきたい

と思っています。 

 これで正式決定をすることでよろしいでしょうか。 

 それでは次に進みます。 

日程第３ 議事 

議案第８５号 小鹿野町子ども読書活動推進連絡会議要綱の一部を改正する訓令に

ついて 

教育長 それでは、日程第 3 議事 議案第 85 号 小鹿野町子ども読書活動推進連絡会

議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 （配付資料に基づき説明） 
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小鹿野町子ども読書活動推進連絡会議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、子ども読書活動推進連絡会議の構成員の組織等の名称に変更

が生じたことに伴い、要綱の改正が必要となるため、この案を提出するものであ

ります。 

2 枚目が改正本文となりまして、3 枚目が新旧対照表です。改正箇所について

は新旧対照表をご覧いただければと思います。 

 以上で説明を終わります。 

教育長 名称が変わったことに伴い整合性を取る改正となります。 

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８６号～第８７号 小鹿野町社会教育委員の委嘱について 

教育長 それでは、日程第 3議事 議案第 86号～第 87号 小鹿野町社会教育委員の委

嘱についてお願いします。 

事務局 小鹿野町社会教育委員に次の者を委嘱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、委嘱することについて議決を得たいので、社会教育法第 15

条第 2項の規定により、この案を提出するものであります。 

議案第 87号についても同じ提案理由により提出するものであります。ご覧いた

だくことで説明は省かせていただきます。 

以上で説明を終わります。 

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。 

日程第３ 議事 

議案第８８号～第９７号 小鹿野町就学支援委員会委員の委嘱について 

教育長 続きまして日程第 3議事 議案第 88号～第 97号 小鹿野町就学支援委員会委

員の委嘱についてお願いします。 

事務局 一枚目が今回議案に提出した委員の一覧となり、二枚目以降が議案となります。 

小鹿野町就学支援委員会委員に次の者を委嘱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、小鹿野町就学支援委員会条例第 3 条に基づき委嘱された委員

について、変更が生じたため新たな委員の委嘱を行いたいので、この案を提出す

るものであります。 

以降、議案第 89号～第 97号まで同じ提案理由により提出するものであります。 

こちらについてもご覧いただくことで説明は省かせていただきます。 

以上で説明を終わります。 

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。 

日程第４ その他 

      １ 次回日程について 

教育長 それでは、日程第 4 その他 1次回日程についてお願いします。 

事務局  次回の定例会の日程 6月 17日（水）もしくは 6月 18日（木）のどちらかで行

いたいと考えております。委員皆さまのご都合をご協議いただければと思います。
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よろしくお願いいたします。 

教育長  都合の悪い委員がいないようでしたら早い方の 6月 17日（水）午前 10時から

でよろしいでしょうか。 

委員一同 （都合が悪い委員なし。） 

教育長  では 6月 17日（水）午前 10時からでよろしくお願いします。 

日程第４ その他 

      ２ その他 

教育長  その他ということでなにかございますか。 

図書館長  はい。コロナウィルスの関係で図書館も今月いっぱい臨時休館となっておりま

した。もう少し早くできればよかったのですが、全国の色々な図書館をみてみま

すと、多くのところが郵送貸し出しをしているところがあります。郵送貸し出し

というのは普段でいいますと高齢者や障害者の方でなかなか図書館に来れない人

を対象にやっているものでございます。ですが今回コロナウィルスの関係で自宅

での生活を余儀なくされている方たちがおりますので、その方たちについて少し

でも生活を豊かにしていただくために本の貸し出しを実施するということで行い

ます。図書館は 6月 2日から開館となりますが、教育長もおっしゃっているよう

に今後コロナウィルスの第 2波、第 3波も考えられますし、あるいは外出するこ

とについて心配に思っている方もいらっしゃると思いますので、自宅で読書を楽

しんでいただこうということで郵送貸し出しを実施いたします。すでに 5 月 25

日（月）から貸し出しを始めております、ホームページにも掲載をしております。  

分からないことがあるようでしたらご連絡いただければ職員がご案内させてい

ただきますのでぜひともご利用いただければと思います。図書館としては何年か

前に郵送貸し出しを検討しておりましたが、なかなかスタートに踏み切れなかっ

たところがありましたのでこれを機に進めていければと思います。ちなみに先日

に 2件の申し込みがありました。教育委員さんにおかれましても PRをしていただ

ければと思います。 

教育長  小鹿野町は小規模な図書館でありますが、蔵書については個性のある蔵書がで

きており、活動についてもこういった個性のある活動が必要になってくるという

ことで、色々と工夫を凝らしているわけであります。皆さんもぜひ機会がありま

したら利用してみてください。 

２号委員  このまま状況が変わらなければ 6月 2日から開館ということでよろしいのでし

ょうか。 

図書館長  その通りになります。月曜日は通常閉館日になりますので、6 月 2 日（火）か

ら開館となります。ちなみに分室につきましては中学校の中に併設されていると

いうこともありますので、中学校の生活がある程度落ち着いた段階で再開したい

と考えております。だいたい 2週間ぐらい遅れて開館する予定でいます。開館し

ても滞在時間の制限や学習机、ビデオルーム、情報端末の使用は控えていただく

ことになります。本を借りに行くことはできます。ホームページから蔵書の検索

もできますし、ID、パスワードの登録が済んでいる人でしたら予約もできます。 

教育長  よろしいでしょうか。  

それでは、以上をもちまして、議事の進行を終了させていただきます。 

この後 5分ほど休憩を挟んで情報交換に移ります。 

社会教育課長 【情報交換】 
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・小鹿野町体育施設・使用料等について 

・平成 30年度社会体育施設、学校開放施設、総合運動公園の利用状況について 

・令和元年度社会体育施設、学校開放施設、総合運動公園の利用状況について 

・令和 2年度スポーツ大会等の今後予定について 

 


