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令和２年 第８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 8月 25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 30分 【笠原教育長】  

閉会：午前 11時 00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、中山 忍委員 

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 岩本主任 

会      議     録 

学校教育課長 皆さん、こんにちは。本日もお集まりいただきありがとうございます。ただい

まから第 8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。 

はじめに教育長からあいさつを申し上げます。 

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、齊藤委員と中山委員にお願いします。 

日程第２ 報告（教育長報告）  

１ 学校ネットパトロール（７月分）について 

教育長 次に、日程第 2 報告 教育長報告 1 学校ネットパトロール（7 月分）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） 

7 月分を報告いたします。調査対象件数、個人情報の内訳や利用割合について

は配付させていただいた報告書のとおりです。調査対象に引っかかった投稿が先

月と比較すると 10件増えております。学校が再開されてからは件数が増えている

傾向にあります。7 月投稿の概要は下段に記載のとおりとなります。（7月の概要

読み上げ） 

2枚目をご覧ください。委託業者から報告のあった資料の抜粋になります。(1)

が調査対象になった投稿件数の 5 月からの推移となります。おおよそ、毎月 10

件程度増加していることが見て取れます。(2)は調査対象となった投稿の学校別の

内訳となります。7 月の調査対象 73 件の内 71 件が小鹿野中学校の生徒の投稿と

なり、その内 10件が新規のものとなります。各小学校については調査対象に引っ

かかった投稿はございませんでした。 

3 枚目の別添資料をご覧ください。こちらが 1 枚目の 7 月の概要でご説明しま

した韓国アイドルグッズの交換、売買の投稿内容になります。フリマアプリなど

を使用して行っているようです。危険性のある投稿内容として報告があったもの
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はこちらの 1件のみとなります。 

以上で報告を終わります。 

教育長  報告のあった内容については、指導主事を通じて学校の方にも報告をさせてい

ただいております。 

 ご覧いただいた資料にもあるように、5 月から件数は増加傾向が見受けられる

ようです。中学生にも韓国アイドルは人気があるようですね。 

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 教育委員会だよりについて 

教育長 続きまして、日程第 2報告 教育長報告 2教育委員会だよりについて報告をお

願いします。 

事務局 （配付資料に基づき報告） 

今回の学校教育だよりについては、大きく分けて 4 つの内容を取りまとめてい

ます。 

一点目が GIGAスクール構想の実現についてになります。まず前段で今後のタブ

レット端末の導入、通信環境整備の補助制度、モバイルルータの貸し出しについ

て触れています。①といたしまして、夏季休業中に行いました小中学校オンライ

ン職員研修会について記載しています。ふるさと総合会館をキーステーションと

して、各学校とオンラインで繋ぎ、町立病院の院長を講師にお招きし人権教育研

修を実施しました。また、人権教育研修終了後に併せて、学力向上研修、授業改

善研修を実施しました。 

②にはこの人権教育研修を通しての町立病院院長からのメッセージについて記

載しております。 

2 ページ目をご覧ください。③といたしまして臨時休校中に行いました「おが

のことだま百選」のオンライン検定について記載しております。町長が検定員と

なり役場の町長室と子供達をオンラインで繋ぎ、覚えたおがのことだま百選を発

表していただきました。こちらについては、多くの子供にチャレンジをしていた

だきました。 

次の取組内容が小鹿野未来塾についてになります。コロナウイルス感染拡大防

止のため 2カ月遅れでスタートした未来塾について、これまでに行った各講座に

ついて写真を混じえて記載しています。 

3 ページ目をご覧ください。3つ目の取り組みとしては、「おがの自学ノート」

表紙の刷新についてです。町内小学校から応募された作品の中から 4つの作品を

表紙と裏表紙に採用して作成しました。作成した自学ノートは 7月下旬にすでに

配付をしております。 

最後に本定例会でも説明させていただいております「学校における働き方改革

基本方針」の策定についてとなります。 

以上の内容につきまして、文言等については若干の修正はでるかもしれません

が、内容としてはこのような形で町広報 10月号に掲載し、教育委員会ホームペー

ジにも載せる予定で進めています。 

以上で報告を終わります。 

教育長 町立病院の院長からのメッセージを載せておりますが、こちらは院長の了解を

得てから載せる予定でおります。おがのことだま百選のオンライン検定は子供た

ちにも大変喜んでもらえました。未来塾は 2カ月遅れのスタートということで、
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厳しい中でスタートをしました。今年は保護者や教職員で受講している人が多く、

共学でスタートすることができました。親と子供との共学を期待しているところ

であります。自学ノートの表紙については子供たちから絵を募り、選出した作品

を表紙と裏表紙に載せております。教職員の働き方改革については一般の人は興

味を持たれないかもしれませんが、超過勤務時間の実態などを理解してもらえる

ように載せました。この部分については記事の内容を英語学習動画に差し替えを

するかもしれません。また、今年度はやっと校務支援システムを導入できる予定

でおります。このシステムを導入することで、まとめて校務の管理ができ、成績

管理や通知表の作成などを個々で作らなくて済むようになります。当初は埼玉県

で共同導入という話もありましたが、結局市町村単独での導入となりました。 

何か質問はございますか。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 「家族で楽しむ英語小鹿野むかし話」について 

教育長 続きまして、日程第 2報告 教育長報告 3「家族で楽しむ英語小鹿野むかし話」

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） 

「家族で楽しむ英語小鹿野むかし話」として簡単な英会話により、小鹿野の民

話を動画形式により制作をいたしました。一枚目が企画書になります。「武甲山と

両神山」の民話について長若在住の住民の方にご協力をいただき、マスコットキ

ャラクターおがニャッピーとの掛け合いにより紹介するものとなっております。2

枚目～4枚目までの横綴りの資料が全体の流れのイメージ図になります。5枚目以

降の資料が台本となります。こちらおおよそ 10分程度の動画となり、昨日から小

鹿野町教育委員会のホームページで公開しております。 

以上で報告を終わります。 

１号委員 教育委員会のホームページは小鹿野町のホームページから見ることができるの

ですか。 

学校教育課長 町のホームページから見ることができます。また、小鹿野町教育委員会で検索

しても教育委員会のページが出てきます。 

教育長 この英語学習動画はとにかく簡単な英会話の内容で作っております。子供たち

が繰り返し見てもらえるように作りました。 

せっかくですので、動画鑑賞の用意をしておりますのでご覧いただきたいと思

います。 

 （用意していたモニターで制作した動画を鑑賞する。） 

日程第２ 報告（教育長報告） 

４ 小鹿野町オンライン学習通信環境整備費補助金交付要綱の制定について 

教育長 それでは、日程第 2報告 教育長報告 4小鹿野町オンライン学習通信環境整備

費補助金交付要綱の制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） 

小鹿野町オンライン学習通信環境整備費補助金交付要綱の制定についてご報告

させていただきます。 

こちらにつきましては、新たに予算執行をする補助金の交付要綱となっている

ことから、教育委員会告示ではなく小鹿野町告示によるものとなっているため、

本定例会の議案としてではなく教育長報告の中でご説明をさせていただきます。 
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2 枚目をご覧ください、要綱の本文になります。この補助金はオンライン学習

を行うための通信環境が整っていない家庭に対して、補助金を交付することで経

済的負担軽減を図ることを目的としており、町内の小中学校に在籍する児童及び

生徒の保護者に対して一回を限度に上限 1万円までの通信環境整備に要する工事

費や機器購入費、通信料などを対象とし補助するものとなっております。また、

この補助金の予算については 9月の町議会に補正予算として計上する予定でおり

ます。本文以降は各様式となっております。 

以上で報告を終わります。 

教育長 補足をしますと、現在通信環境整備が整っていない家庭は 69世帯あります。そ

の家庭に対する補助金となっております 

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） 

５ 小鹿野町立中学校の修学旅行中止に伴うキャンセル料等補助金交付要綱の 

制定について 

教育長 それでは、日程第 2報告 教育長報告 5小鹿野町立中学校の修学旅行中止に伴

うキャンセル料等補助金交付要綱の制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） 

小鹿野町立中学校の修学旅行中止に伴うキャンセル料等補助金交付要綱の制定

についてご報告させていただきます。こちらにつきましても、さきほどご説明し

たオンライン学習通信整備の補助金と同様の理由により、教育長報告でご説明さ

せていただきます。 

2 枚目をご覧ください、要綱の本文になります。この補助金は今般の新型コロ

ナウイルス感染拡大防止の観点から、中学校の修学旅行のキャンセル料等につい

て、全額補助金を交付することで各家庭の経済的負担軽減を図ることを目的とし

ております。具体的に申し上げますと、今年度の小鹿野中学校の修学旅行につい

ては、旅行に係る企画料についてキャンセル料が発生しております。こちらのキ

ャンセル料相当分について町から補助金を交付することとなります。ただし、旅

行会社からの生徒分のキャンセル料の請求については、中学校に対してまとめて

請求をしてもらう予定でおりますので、実際には各家庭にキャンセル料の補助金

を交付するのではなく、中学校が立て替えて支払ったキャンセル料に対して町が

中学校に補助金を交付する形になります。本文以降は各様式となっております。 

以上で報告を終わります。 

教育長 修学旅行のキャンセル料については、小学校は発生せず中学校のみが発生して

いる状況となっています。 

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） 

      ６ ９月補正予算について 

教育長 それでは、日程第 2報告 教育長報告 6 9月補正予算について報告をお願いし

ます。 

事務局  （配付資料に基づき説明） 

9月議会では学校教育課、中央公民館、図書館で補正予算を予定しております。 

 1 枚目が歳入になります。こちらは全て学校教育課の補正予算になります。ま

ず国庫支出金として学校保健特別対策事業費補助金を計上しております。 

こちらにつきましては、新型コロナウイルス感染症対策として教育委員会及び
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各小中学校で購入したマスクやアルコール製品、体温計などの衛生用品、また熱

中症対策として購入した扇風機や飲料水などについて、国から 2分の 1補助が出

るものとなります。国から交付決定を受けた 498万 7千円を計上しております。 

次に学校教育施設環境改善交付金として、小鹿野小学校の特別教室に設置した

エアコンの工事費について、国から 3分の 1補助が出るものとなっており、こち

らも内定を頂いた 269万 2千円を計上しております。 

 次に県支出金としてスクール・サポート・スタッフ配置事業費補助金を 187万

7千円計上しております。こちらも新型コロナウイルス感染症対策の一環として、

追加で配置したスクール・サポート・スタッフの人件費について全額補助金が交

付されるため新たに配置予定の 3名分に対する補助金を計上しております。配置

予定校としては小鹿野小学校、長若小学校、両神小学校に各 1 名ずつの予定で進

めております。 

 次に学習指導員等配置事業費に対する補助金になります。こちらにつきまして

もスクール・サポート・スタッフの補助金と同様の理由により追加配置する学習

指導員について、人件費に対して全額補助金が出るため新たに配置する 5名分に

対する補助金として 778万 8千円を計上しております。学習指導員につきまして

は、各小中学校に 1名ずつ配置する予定となっております。 

 2 枚目をご覧ください、歳出になります。初めに学校教育課分の補正予算にな

ります。事業ごとにご説明いたしますので事業の欄をご覧ください。まず初めに

新型コロナ対策学習指導員等追加配置事業費になります。報酬、職員手当等、共

済費、旅費として合計 1,146万 1千円計上しております。先ほどの歳入の説明で

申し上げたスクール・サポート・スタッフ及び学習指導員の追加配置に係る人件

費について計上しております。共済費 158万 5千円とスクール・サポート・スタ

ッフの旅費 21万円については補助金対象外経費となりますが、別の補助金である

地方創生臨時交付金の対象になるため、そちらの補助金を活用する予定でおりま

す。 

 次に新型コロナ対策夏季授業実施に伴うスクールバス運行事業費となり、委託

料として 39万 7千円計上しております。こちらにつきましては、民間会社に業務

委託をして運行するスクールバス長若 A便、長若 B便、三田川便について、確認

をしたところ夏休み短縮に伴い運行する日数が 5日分追加になり追加料金が発生

してしまうためその経費を計上しております。こちらにつきましても財源として

全額地方創生臨時交付金の対象になるため活用する予定でおります。 

 次に校務支援システム導入事業費になります。委託料として 2,460万 8千円計

上しております。こちらは各小中学校の先生が使用するシステムであり、成績管

理や通知表作成など様々な校務について支援するシステムになります。このシス

テムを導入することで教職員の事務の効率化が図れ、負担軽減が見込めるものと

なっております。こちらも全額地方創生臨時交付金を活用し導入することで進め

ております。 

 次に新型コロナ対策オンライン学習通信環境整備補助事業費として 30万円、新

型コロナ対策修学旅行キャンセル料支援事業費として 130万 3千円を計上してお

ります。こちらが教育長報告の際にご説明いたしました補助金となります。 

 3 ページ目をご覧ください。新型コロナ対策学校保健特別対策事業費になりま

す。需用費消耗品費 307万円、備品購入費 165万円計上しております。こちらは

歳入の説明で申し上げた学校保健特別対策事業費補助金を財源とする経費になり
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ます。各学校で購入予定の消耗品、備品分について計上しております。 

 次に中央公民館分の補正予算になります。文化センター維持管理費として借地

料を 5万 5千円計上しております。こちらは文化センター東側の中学校正門前の

土地をお借りして文化センターの駐車場にする予定でおります。そのため、10月

から 3月までの半年分の借地料を計上しております。 

 次に図書館分の補正予算になります。新型コロナ対策図書館安心安全確保事業

費として、需用費消耗品費 15万 5千円、備品購入費 120万円計上しております。

新型コロナウイルス感染症対策として購入したものと今後購入を予定している消

耗品、また書籍を消毒、殺菌をする書籍消毒器の購入費を計上しております。こ

ちらについても全額地方創生臨時交付金を活用することで進めております。 

 内容については以上となります。下段に各課所ごとの補正予算要求額を記載し

ております。 

  以上で説明を終わります。 

教育長  補正予算についてはこのような形で議会に提出いたします。 

何か質問はございますか。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） 

      ７ その他 

教育長 それでは、日程第 2 教育長報告 7 その他でありますが、なにかある方はおり

ますか。 

４号委員 一つよろしいでしょうか。これは要望になりますが、現在小鹿野町ではコロナ

ウイルス感染者は出ておりませんが、もし今後出た場合に発表をする際に一括り

に「感染者」という言葉を使うのではなく「陽性者」、「陰性者」という分けた形

にしていただけないでしょうか。 

教育長 言葉の問題についてはこれから考えていきたいと思いますが、これは教育委員

会の範疇を超えた内容であると思います。 

コロナウイルス感染者の公表については、あまり公表しすぎるのもよくないで

すが、教育委員会や学校では本人などから話がないと分かりません。 

情報を正確に把握するためにも、学校や保護者からは情報を提供してくれるよ

うにお願いをしているところであります。 

また、マニュアルも作ってありますが、すでに感染者が出ている近隣の市町村

の話を聞くと、ほとんどが保健所の判断に基づき対応しているようです。 

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 

報告第１３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 報告第 13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） 

令和 2年 7月中に申請のあった後援依頼について、小鹿野町教育委員会後援等

取扱要綱第 3 条の規定により別紙のとおり承認したので、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、別紙のとおり報告するものであります。

（別紙読み上げ） 

以上、承認の報告になります。 

教育長 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。 
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日程第４ その他 

    １ 各小学校・中学校運動会について 

教育長 それでは、日程第 4 その他 1各小学校・中学校運動会についてお願いします。 

事務局 各小学校の運動会については 9月 19日（土）、中学校の体育祭は 9月 12日（土）

に予定されておりますが、今年度については日程を短縮して実施されます。小学

校についてはおおむね、お昼頃に終わる半日の日程となり、中学校は午後 2 時過

ぎに終了する日程で行われる予定です。例年運動会については、教育委員皆様に

割振りをさせていただき出席していただいているところですが、今年度はコロナ

ウイルス感染防止対策として、全ての学校で来賓の招待はありませんのでよろし

くお願いいたします。また、保護者の来場については小鹿野小、中学校以外は特

に制限などはかけない予定になります。 

以上、報告になります。 

教育長 運動会については練習があまり必要ない種目に絞って行う予定でおります。 

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４ その他 

     ２ 次回日程について 

教育長  それでは、日程第 4 その他 2次回日程についてお願いします。 

事務局  次回の第 9回定例会の日程ですが、9月 24日（木）午前か午後、若しくは 9月

25日（金）午前か午後のどちらかで開催をしたいと考えております。委員皆様の

ご都合をご協議いただければと思います。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 9月 24日（木）午前 9時 30分

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 では次回の定例会は 9月 24日（木）午前 9時 30分からでよろしくお願いしま

す。 

日程第４ その他 

     ３ その他 

教育長 その他ということでなにかございますか。 

委員一同 （なし。） 

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 10分程度休憩をして情報交換に移ります。 

中央公民館長 【情報交換】 

・令和元年度中央公民館事業の実績について 

・令和２年度中央公民館主要事業年間スケジュールについて 

 


