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令和３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 3年 5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 【武藤教育長】  

閉会：午前 10時 50分 【武藤教育長】 

出  席  者 武藤 彰男教育長、宮原 正博教育長職務代理者、中山 忍委員、近藤 正委員 

欠  席  者 石田 加津美委員 

議 事 録 

署 名 委 員 
宮原 正博教育長職務代理者、近藤 正委員 

事務局出席者 
南 徳秀学校教育課長、高橋 豊社会教育課長、黒沢 貴子中央公民館長 

黒沢 敏江図書館長 

説 明 者 菅沼学校教育指導員、岩本主任 

会      議     録 

学校教育課長 皆さん、おはようございます。初めにご報告がございます。石田委員から本日

体調不良により会議を欠席したい旨の連絡を頂いておりますのでご報告させてい

ただきます。 

それでは令和3年第5回小鹿野町教育委員会定例会を始め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

お願いします。 

日程第１ 会議録署名委員の指名 

教育長 それでは議事に入ります。 

はじめに、日程第 1会議録署名委員の指名でありますが、今回は宮原委員と近

藤委員にお願いします。 

日程第２ 報告（教育長報告）  

１ 令和２年度英検・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 令和 2 年度英検・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） 

資料をご覧ください。令和 3年 3月に小鹿野中学校にご協力をいただき英検、

漢検の合格級調査を行いました。そちらをクラスごとに纏めたものが資料になり

ます。英検の方は町の目標として、中学校卒業時に 3級の合格割合 4割を掲げて

取り組んでおりますが、残念ながら中学 3年生の 3級合格割合は 19.2％でした。

昨年 27％ほどまで上がり、右肩上がりでございましたが下がってしまいました。

ずっと右肩上がりで行くことも難しいですが、今年度も頑張っていきたいと思い

ます。 

次に 1、2年生になりますが、受験者数が増加しております。1年生は 5級以上

が 45.3％、2年生は 4級以上が 39.4％となっており、令和元年度と比較するとそ

れぞれプラスになっております。3 年生になった時に結果が伸びてくるのではな

いかと期待しております。 
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次に漢検ですが、1、2 年生は昨年度と比較するとプラスになっております。3

年生は若干減少しておりますが、町全体で見ると漢検チャレンジが応募者数 100

人を超えました。また英検の方が 50人弱となっており、こちらも人数が増えてお

ります。講師の方に頑張っていただいており、町からも受験料を全額助成して頂

いておりますので、今後も成果に繋がるよう取り組んでまいりたいと思います。 

説明は以上でございます。 

教育長 小鹿野町の特色ある事業でありますので、これからも伸びていってもらえれば

と思います。 

何か質問、ご意見等はありますか。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 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 2 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） 

お手元の資料をご覧ください。6 月の議会では学校教育課、社会教育課で補正

予算を予定しております。今回の補正予算につきましては歳出のみとなっており

ます。 

はじめに、学校教育課の補正予算になります。新型コロナ対策修学旅行キャン

セル料支援事業費で 63万 8千円増額補正しております。こちらにつきましては、

令和 3 年度の小鹿野中学校の修学旅行につきましても中止が決定したことに伴

い、企画料のキャンセル料が発生しています。このキャンセル料について町で補

助金を出し補填できるよう補正予算を計上しております。 

次に社会教育課の補正予算になります。会計年度任用職員の社会教育指導員の

通勤費について、当初予算に計上漏れがございましたので今回の補正予算で 2 万

2千円計上しております。以上が補正予算の内容になります。 

教育長 6 月補正予算の概要について 2 件説明をさせていただきました。修学旅行のキ

ャンセル料の補助金と社会教育指導員の通勤費の追加となります。 

修学旅行のキャンセル料については、昨日北部の教育長会議がありましたが、

北部全ての市町で補助をするとのことでした。多くの市町ではコロナ対策の交付

金が使えるということで、そちらをキャンセル料に充てたようでした。本町はコ

ロナ対策の交付金については全て使い切っておりますので、本年度新たに町の持

ち出しで補助をすることになります。中学校も大変助かるということで良かった

なと思います。 

県内を見てみますと、多くの中学校で修学旅行が中止になっておりますが、キ

ャンセル料を補助することが当然というわけではなく保護者の自己負担の市町村

もございます。南部の市町の 12か所中 10か所くらいは保護者負担のようです。

こちらは市町村の裁量になりますのでそのような状況です。小鹿野町には頑張っ

ていただいたかなと思います。 

なにかございますか、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 小鹿野町立中学校修学旅行中止等に伴うキャンセル料等補助金交付要綱の制

定について 
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教育長 続きまして、日程第 2 報告 教育長報告 3 小鹿野町立中学校修学旅行中止等

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 （配付資料に基づき報告） 

この小鹿野中学校の修学旅行キャンセル料補助金交付要綱は同様の要綱を昨年

度制定しておりますが、制定した時点では修学旅行の中止は令和 2年度限りのこ

とと想定していたため、要綱に令和 3年 3月 31日付けで失効する規定を設けてい

たためすでに失効しております。 

しかしながら、先ほどの補正予算でも説明させていただきましたが、今年度に

つきましても中学校の修学旅行が中止となってしまったため、キャンセル料の補

填をするため再度この補助金が交付できるように改めて要綱を制定するものであ

ります。 

要綱の内容につきましては、失効規定を令和 4年 3月 31日に変更した以外は昨

年度制定した要綱と変わりはございません。 

また、この要綱は町が制定する要綱であるため、教育委員会の承認は必要でな

いことから教育長報告の中でご説明させていただいております。以上となります。 

教育長 なにかございますか、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 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一部を改正する告

示について 

教育長 続きまして、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一部を改正する告示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） 

こちらは昨年度制定したオンライン学習通信環境整備補助金交付要綱の一部改

正になります。この補助金は GIGAスクール構想によるオンライン学習を見据えて

Wi-Fi 環境の整備がまだ済んでいない家庭に対して 1 万円を上限に補助するもの

であります。 

今回の改正では Wi-Fi 環境が整備されていない家庭に対して今後モバイルルー

ターの貸し出しを開始するにあたって SIMカードのみの契約では対象にならない

ことを明確化するために補助対象経費の条文を改正しております。SIM カードの

みの契約を対象経費にしてしまうとモバイルルーターが借りられる前提での

Wi-Fi 環境になってしまうため、家庭の Wi-Fi 環境を整備したと認めるには難し

いため対象外にしております。 

また、以前おこなった調査で Wi-Fi環境が未整備の家庭が 34世帯あることを把

握しておりますので、今後その家庭に対しては改めてこの補助金の周知をする予

定でおります。 

また、この要綱につきましても町の告示であるため教育長報告の中での説明に

なります。以上となります。 

教育長 オンライン学習の環境整備についての補助金になります。国、県でもオンライ

ン学習を進めるため、タブレットを家庭に持ち帰らせるようにと通知が出ており

ます。ところが実際には家庭に Wi-Fi環境がない家庭がたくさんあるようです。 

大阪市ではオンラインと対面の両方で行うこととしたようですが、環境が整っ

ていなく非常に混乱した状況があったようです。そのような中でも、オンライン

学習をどんどん進めるようにと調査などもたくさんきております。小鹿野町でも

昨年度から Wi-Fi環境については調査を行ったり、未整備の家庭には補助金を出
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すということで取り組んできております。今年度新たに調査を行った結果、未整

備の家庭が 34世帯あり、そちらに対する対応として家庭にタブレットを持ち帰っ

た時にしっかり Wi-Fi でネットに繋がるようにすることが必要であります。実際

に学校の方ではタブレットを持ち帰らせてどのように活用するか進めておりま

す。 

なにかございますか、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 

藤教育長 それでは、日程第 2 教育長報告 5 その他でありますが、なにかある方はおり

ますか。 

２号委員 はい。小鹿野中学校でコロナウイルスの濃厚接触者が出たと話を聞きましたが

どのように対応していくのでしょうか。 

学校教育課長 はい。たしかに小鹿野中学校の関係者で濃厚接触者に該当となった方がおりま

す。5月 24日（月）に PCR検査を受けましたので本日その結果が判明します。検

査の結果、陽性か陰性かで今後の対応が大きく異なってきます。今現在はその結

果が出るのを待っている状況でございます。 

教育長  国、県からコロナウイルス感染者の濃厚接触者については公表せず、陽性と判

明した場合に最低限の情報が公表されます。先ほど課長が申した通りで、本日結

果が出ますのでその結果によって保護者への通知やお願いといった段取りになっ

ております。この件については 5月 23日（日）に情報が入った段階で私たちはす

ぐに小鹿野中学校に行き校長、教頭含めて話し合いをしました。また、小鹿野中

学校の職員がこの日は廃品回収がありましたので全職員集まっており、臨時職員

会議を開いて事実確認と今後の対応について共有しました。そしてその翌日の月

曜日には臨時校長会を開き小学校長も含めて事実の確認と今後の対応について確

認をいたしました。今日の結果次第で動きが大きく変わってくる状況です。 

３号委員  陰性の場合でも何日か休ませるのでしょうか。またこの当事者が休んでいる期

間悩んでしまったりと心配な面もありますがその辺りはついてはいかがでしょう

か。 

学校教育課長  コロナウイルスの濃厚接触者になった場合、行政指導で 2週間は自宅待機とな

り行動制限がされます。 

教育長  当事者は行動制限が出て長期間休むことになりますので、どの人なのかはすぐ

特定されてしまうのが明らかです。児童生徒の安全第一を考えていくとともに委

員さんがおっしゃったように、当事者に寄り添って対応していかないと本人はど

れほど悩んでいるかということもございます。昨日の校長会でも確認をしその辺

りのことについては出来ることをみんなでやっていこうということで確認いたし

ました。 

 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 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 （配付資料に基づき説明） 

令和 3年 4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
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務委任規則第 4条第 1号の規定により、別紙のとおり報告いたします。 

2枚目をご覧ください、一覧表になります。4月中の後援依頼の申請は 2件とな

ります。 

1 件目はおがのまちバスケットボール部会による第一回おがのバスケットボー

ルオープン男バス編になります。こちらにつきましては、バスケットボールを通

じて地域との交流を深めるために4月29日に開催されたバスケットボール交流会

の後援になります。 

2 件目は秩父税務署管内国税モニター会による税に関する中学生の標語に対す

る後援になります。こちらにつきましては、毎年行われている税に関する標語に

ついて募集するもので、受賞作品については矢尾百貨店や役場等で展示される予

定です。 

詳細は資料に記載した内容のとおりになります。以上、承認の報告になります。 

教育長 後援につきましては 2件となります。 

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３ 議事 

議案第２９号  小鹿野町フレンドリー相談員設置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 議案第 29号 小鹿野町フレンドリー相談員設置要綱の一

部を改正する訓令についてお願いします。 

事務局 （配付資料に基づき説明） 

小鹿野町フレンドリー相談員設置要綱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、中学校統合以前の要綱であり現状に即した改正が必要となっ

たため、この案を提出するものであります。 

2 枚目が改正本文になります。今回の改正内容ですが、フレンドリー相談員の

雇用形態が非常勤職員から会計年度任用職員に移行されたことによる文言の修正

が主なものになります。また勤務時間についても要綱の中で定めておりましたが、

現在は勤務時間も変わっておりますので削除いたしました。3 枚目が改正後と現

行の新旧対照表になります。4枚目が議決後に告示する告示文になります。 

教育長 雇用形態も変わりましたので時期が少し遅れてしまいましたがこのような改正

をさせていただきました。 

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３ 議事 

議案第３０号 小鹿野町フレンドリー相談員の旅行命令及びその旅費並びに賃金に関する要領

を廃止する訓令について 

教育長 それでは、日程第 3 議案第 30号 小鹿野町フレンドリー相談員の旅行命令及

びその旅費並びに賃金に関する要領を廃止する訓令についてお願いします。 

事務局 （配付資料に基づき報告） 

小鹿野町フレンドリー相談員の旅行命令及びその旅費並びに賃金に関する要綱

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、小鹿野町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

及び小鹿野町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則に規定され

ているため、この案を提出するものであります。 

2 枚目が本文になります。今回廃止する要領はフレンドリー相談員の旅費や賃

金について個別に定めていたものになりますが、令和 2年 4月 1日から雇用形態
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が非常勤職員から会計年度任用職員に移行されたことに伴い、この要領で規定さ

れていた内容は町で制定した会計年度任用職員に関する条例及び規則で規定がさ

れているため不要となり廃止することといたしました。3 枚目が告示文となりま

す。 

教育長 会計年度任用職員になったことに伴いまして廃止となりました。 

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３ 議事 

議案第３１号～第４５号  小鹿野町就学支援委員会委員の委嘱について 

教育長 それでは、日程第 3 議案第 31 号～第 45 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 （配付資料に基づき報告） 

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。 

議案第 31号、小鹿野町就学支援委員会委員の委嘱について、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 4 条の規定に基づく委員の任

期が満了し、新たに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。 

全ての方が同じ提案理由により委嘱するものであります。こちらについてはご

覧いただくことで説明は省かせていただきます。 

教育長 ご覧いただいたような方々を委嘱したいといったことであります。 

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 

議案第４６号  小鹿野町社会教育委員の解嘱について 

議案第４７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 議案第 46号 小鹿野町社会教育委員の解嘱について、議

案第 47号 小鹿野町社会教育委員の委嘱について一括でお願いします。 

事務局 （配付資料に基づき報告） 

議案第 46号、小鹿野町社会教育委員の解嘱について、小鹿野町社会教育委員か

ら次の者を解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、同氏を解嘱することについて議決を得たいので、小鹿野町社

会教育委員設置条例第 4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。 

続いて、議案第 47号、小鹿野町社会教育委員の委嘱について、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ものでございます。 

提案理由ですが、前任者の解嘱に伴い、同氏を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。 

前三田川小学校の校長が定年退職され解嘱となりましたので、新たに両神小学

校の校長を社会教育委員として委嘱するものになります。 

教育長 定例の異動に伴いましてこのようになりました。 

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 

     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 次回の第 6 回定例会の日程ですが、6 月 24 日（木）午前か午後、又は 6 月 25
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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 ご都合の悪い委員さんはいらっしゃいますか。 

２号委員 24日の午後に授業参観が入っているのでそれ以外でお願いします。 

教育長 25日の午前でいかがでしょうか。 

委員一同 （都合の悪い人なし。） 

教育長 それでは 6月 25日（金）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 

     ２ その他 

教育長 それでは、日程第 4 その他 2 その他ですがなにかございますか。 

３号委員 はい。広報等で社会教育の運動町民大会等の予定がでておりましたが、こちら

は予定通り行われるのか変更があるのか教えていただきたいです。 

社会教育課長 はい。今時点で決定になっているもののみご説明させていただきます。町民大

会といたしましては町民バレーボール大会を5月30日に予定しておりましたがコ

ロナウイルス感染予防のため中止が決定しております。それ以外の大会につきま

しては今のところ実施する予定です。また、秋に計画しておりました小鹿野町ロ

ードレース大会につきましては、先の行事ではございますが 6 月から選手募集を

始めるということもございまして、先般、正副実行委員長会議を開催し来年に延

期をすることで決定いたしました。つきましては、来年の令和 4年 10月 16日に

延期し第 50回の記念大会を盛大に行えればということで進んでおります。 

現時点で決定しているものは以上となります。 

教育長 よろしいでしょうか。その他なにかございますか。 

一同 （なし。） 

教育長 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。 

ありがとうございました。 

学校教育課長 ありがとうございました。それでは以上を持ちまして令和 3年第 5回小鹿野町

教育委員会定例会を終了させていただきます。 

それでは 10分休憩を挟みまして、情報交換に移りたいと思います。 

学校教育課主

任 

【情報交換】 

・小鹿野町教育委員会会計年度任用職員について 

 


