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平成 30年 第３回 小鹿野町教育委員会定例会 会議録 

開催年月日 平成 30 年 3 月 23 日（金） 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１０分 【笠原教育長】  

閉会：午後 ３時１５分 【笠原教育長】 

出席者 

 

（１）笠原 浩（２）齋藤榮一（３）高橋美正（４）朝比奈玲子（５）小池恭一 

 

議事録署名委員  齋藤委員   小池委員 

事務局出席者 
○磯田学校教育課長 ○黒沢社会教育課長  

○加藤両神公民館長 ○石田図書館長 

説  明  者 ○黒田主幹   

会      議     録 

磯田課長 
 定刻になりましたので、ただ今から定例会を始めますが、開会に当たり、笠原

教育長から挨拶を申し上げます。 

笠原教育長 あいさつ。 

磯田課長  それでは、教育長に議長になっていただき議事の進行をお願いします。 

 日程第１ 議事録署名委員の指名 

笠原教育長  本日の署名委員は、齋藤委員と小池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について 

笠原教育長 
初めに日程第２報告 教育長報告の１ 学校ネットパトロール１月分について

事務局より報告をお願いします。 

黒田主幹 

（配布資料に基づき説明） 

 今月の特徴としては、冬休み期間中ということもあり、深夜の書き込みが多か

ったということです。 

笠原教育長 

現代社会においては、こんなに便利なツールを使うなという方が無理なので、

使い方を指導していかなければと考えています。 

 それでは、委員の皆様からご意見等あればお願いします。 

小池委員 

 LINE アプリは大変便利で使い勝手も良いが、使い方によっては、イジメのもと

になってしまうものである。実際、他の地域等でそのような話も聞いている。保

護者を対象にしたＳＮＳ講習会を開催した方が良いと思う。 

笠原教育長 
 心の教育に重点を置いた取り組みを推進していきたいと考えています。 

 他に特になければ次に進みます。 

日程第２ 報告（教育長報告）  

     ２ ３月定例町議会について 

笠原教育長 
次に日程第２報告 教育長報告の２ ３月定例町議会について事務局より報告

をお願いします。 

磯田課長 

黒沢課長 

（配布資料に基づき説明） 

 一般質問は、３名の方からあり、それぞれ配布資料のとおり回答しましたので、
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 ご確認をお願いすることで説明とさせていただきます。 

笠原教育長 
事務局からの説明が終わりました。ご質問等ありましたらお願いします。 

特に無いようなので、次に進みます。 

日程第２ 報告  

      ３ 小学校現状説明会報告について 

笠原教育長 
次に日程第２報告 教育長報告の３ 小学校現状説明会について事務局より報

告をお願いします。 

磯田課長 

 今回の小学校説明会は、12 月の定例会で委員の皆様にご説明したのと同じ内容

で、各小学校ＰＴＡ役員並びに評議員を対象に実施しました。各会場においては、

小学校統合云々という具体的な意見はありませんでした。一方で人口減少に対す

る町の取り組みに対する厳しい意見が数名からありました。 

 今後は、幼稚園・保育所の保護者を対象に同様な説明会を行うとともに、「教育

委員会だより」等で情報提供を行っていく予定であります。 

笠原教育長 

事務局からの説明が終わりました。補足させていただきますが、統合を４校同

時に行うことは人事上の都合で難しいと考えています。 

委員の皆様からご質問等ありましたらお願いします。 

特に無いようなので、次に進みます。 

日程第２ 報告  

      ４ 学校給食アンケート調査結果について 

笠原教育長 
次に日程第２報告 教育長報告の４ 学校給食アンケート結果について事務局

より報告をお願いします。 

磯田課長 

（配布資料に基づき説明） 

 11 月の定例会で概要を説明させていただきましたが、今回はその詳細を各保護

者へ配布させていただきました。アンケート結果をみると、給食に関しては、概

ね良い評価をいただきました。今後は、これに甘えることなく、できる改善を少

しずつ重ねていきたいと考えています。 

笠原教育長 

小鹿野町の給食は、アレルギーや地産地消など他と比較してもかなりのレベル

で提供できていると自負しています。今後は、今まで以上に情報発信を積極的に

行い、多くの方の理解を得ていきたいと考えています。 

委員の皆様から特に質疑等無いようなので、次に進みます。 

日程第２ 報告  

      ５ 中学校進路指導の結果について 

笠原教育長 
次に日程第２報告 教育長報告の５ 中学校進路指導結果について事務局より

報告をお願いします。 

黒田主幹 

（配布資料に基づき説明） 

 去る３月９日に公立高校の合格発表がありましたが、公立・私立・その他全て

で卒業生100名は進路が決定したことを報告します。 

笠原教育長 
事務局からの報告が終わりました。ご質問等ありましたらお願いします。 

特に無いようなので、次に進みます。 

日程第２ 報告  

      ６ 業務改善ポリシーについて 
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笠原教育長 
次に日程第２報告 教育長報告の６ 業務改善ポリシーについて事務局より報

告をお願いします。 

舩﨑指導主事 

（配布資料に基づき説明） 

 今回お示ししたポリシーは、国の働き方改革に基づく教職員の業務改善の骨子で

あり、現在の取組み状況となっています。平成 29 年度はスクールカウンセラーも

月１日から週１日に増加しています。また、事務の軽減を図るため、校務支援シス

テムの導入も平成 31 年度を目指し、検討を始めています。さらに、夏季休業中に

おける日直を置かない日の設定も今年度から行う予定となっています。 

 このようにできるところから徐々にではありますが、進めてまいります。 

笠原教育長 

御存じのとおり、教職員の負担は年々増加の一途です。さらに今年度からは小学

校の外国語や道徳など教科自体の増加もあり、大変な状況ではあります。 

委員の皆様からもぜひ、具体的なご提案をいただければと思います。 

今回は、簡単ではありますが、以上で報告とします。 

日程第２ 報告  

      ７ 生徒指導・教育相談の状況について 

笠原教育長 
次に日程第２報告 教育長報告の７ 生徒指導・教育相談の状況について事務局

より報告をお願いします。 

武藤相談員 

（配布資料に基づき説明） 

 今年になって、小学校に３名の転入生がありました。多少問題を抱えている児童

もいますが、今のところ順調に通学しています。 

 全体状況は、平成 29 年度は各小中学校とも校長・教頭を中心に教職員全員で問

題事案に取り組んだ結果、取り立てて大きな問題はありませんでした。また、大き

な問題に発展する前に解決することができました。 

笠原教育長 
事務局からの報告が終わりました。ご質問等ありましたらお願いします。 

特に無いようなので、次に進みます。 

日程程第２ 報告        

       ８ 心の教育推進について 

笠原教育長 
次に日程第２報告 教育長報告の８ 心の教育推進について事務局より報告を

お願いします。 

武藤相談員 

（配布資料に基づき説明） 

 夢と志を育む教育を来年度も推進していきます。そのため、小学４年で1/2成人

式、小学６年で卒業式記念会、中学２年で立志会など現在行っている学校もありま

すが、全校で取り組んでもらおうかと考えています。 

笠原教育長 
事務局からの報告が終わりました。ご質問等ありましたらお願いします。 

特に無いようなので、次に進みます。 

日程第２ 報告        

      ９ 次期学校教育ビジョンについて 

笠原教育長 

次に日程第２報告 教育長報告の９ 次期学校教育ビジョンについては、私の方

から報告します。 

 新年度になったら本格的に手を付けようと考えていますが、何とか新年度の秋ま

でにある程度のものにできればと考えています。そこで、皆様方にお願いですが、

積極的にご意見・ご指摘をいただきたいと思います。 
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笠原教育長 

 本日に関しては、お願いと配布資料をお持ち帰りいただき、お読みいただくお願

いのみとさせていただきます。なお、来年度策定予定の町の総合振興計画との整合

性を図りながら策定していきます。 

日程第２ 報告        

      10 学力向上プロジェクトについて 

笠原教育長 
次に日程第２ 教育長報告の 10 学力向上プロジェクトについて事務局より報

告をお願いします。 

鈴木学習支援

推進員 

（配布資料に基づき説明） 

 平成 30 年度の学力向上プロジェクトについては、計画年度の最終年・仕上げの

年であることを念頭に現在作成しています。素案ができましたら皆様方よりご意見

をいただきたいと思いますのでよろしくお願いします。 

笠原教育長 

 最重要課題は、どこの市町村も同じだと思いますが、学力の向上、これは避けて

通れない命題だと思います。しかし、いつまでもこれを最重要課題と据えておくの

も工夫が感じられないので、別の視点から学力を活用していく力を育てていく方針

も盛り込んでいきたいと思います。 

 この件に関しては、以上ですが、ご意見等あればお願いします。特に無いような

ので次に進みます。 

日程第３ 議事        

      報告第３号 要保護・準要保護の継続認定について 

笠原教育長 
次に日程第３ 議事 報告第３号 要保護・準要保護の継続認定について事務局

より説明をお願いします。 

黒田主幹 

（配布議案により説明） 

 今回の提案は、平成 29 年度から引き続き認定する方ですが、一部所得等の関係

で、非認定とさせていただいた方がいます。なお、資料については、会議終了後回

収させていただきます。 

笠原教育長 
事務局からの報告が終わりました。質疑等ありましたらお願いします。 

特に無いようなので、次に進みます。 

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 

笠原教育長 
次に日程第３ 議事 報告第４号 教育委員会後援の承認について事務局より

説明をお願いします。 

黒田主幹 

（配布議案により説明） 

 ２月中の申請は２件で、いずれも要件を満たしていましたので、承認したことを

報告いたします。 

笠原教育長 
事務局からの報告が終わりました。質疑等ありましたらお願いします。 

特に無いようなので、次に進みます。 

日程第３ 議事        

      協議第２号 平成 30年度小鹿野町教育委員会研究委嘱校の委嘱について 

笠原教育長 
次に日程第３ 議事 協議第２号 平成 30 年度小鹿野町教育委員会研究委嘱校

の委嘱について事務局より説明をお願いします。 

山口指導主事 
（配布議案に基づき説明） 

 今年度も各学校からの提案に基づき、委嘱をしたいと考えています。 
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 各校の特色を生かしたものとなっていますが、いずれも根底には学力向上があるこ

とを申し伝えておきます。 

笠原教育長 事務局からの報告が終わりました。質疑等ありましたらお願いします。 

小池委員 秩父地区教育委員連合会からの研究委嘱はあるのですか。 

齋藤委員 
連合会の役員という立場で説明しますが、本年度から各市町村持ち回りの研究委

嘱となりました。従って、小鹿野町は平成31年度に委嘱される予定です。 

笠原教育長  
補足ですが、小鹿野中学校は、埼玉県から学力向上の研究委嘱を受けています。

他に質疑等なければ次に進みます。 

日程第３ 議事        

      議案第２号 小鹿野町立幼稚園医の委嘱について 

笠原教育長 
次に日程第３ 議事 議案第２号 小鹿野町立幼稚園医の委嘱について事務局

より説明をお願いします。 

黒田主幹 

（配布議案により説明） 

 今回の委嘱については、現幼稚園医である本間修一先生より退職の願いが提出さ

れ、秩父郡市医師会へ新たな医師の推薦をお願いし、推薦に基づき、本間信先生を

委嘱するものです。 

笠原教育長 
事務局からの報告が終わりました。質疑等ありましたらお願いします。 

特に無いようなので、次に進みます。 

日程第３ 議事        

      議案第３号 小鹿野町立図書館長の任命について 

笠原教育長 
次に日程第３ 議事 議案第３号 小鹿野町立図書館長の任命について事務局

より説明をお願いします。 

黒田主幹 

（配布議案により説明） 

 本議案は、任期満了に伴い新たに任命するものですが、現図書館長を再任するも

のです。 

笠原教育長 
事務局からの議案説明が終わりました。質疑等ありましたらお願いします。 

特に無いようなので、次に進みます。 

日程第３ 議事        

      議案第４号～第６号 小鹿野町公民館分館長の任命について 

笠原教育長 
次に日程第３ 議事 議案第４号から第６号 小鹿野町公民館分館長の任命に

ついて事務局より説明をお願いします。 

黒田主幹 

（配布議案により説明） 

 議案第４号から第６号については、公民館分館長の任命の件となりますので、一

括してご説明します。今回は、任期満了に伴う任命で、１名を除き、新規の方とな

ります。なお、任期は、平成32年 3月 31日までの２年間となります。 

笠原教育長 
事務局からの議案説明が終わりました。質疑等ありましたらお願いします。 

特に無いようなので、次に進みます。 

日程第３ 議事        

      議案第７号 小鹿野町社会教育指導員の委嘱について 
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笠原教育長 
次に日程第３ 議事 議案第７号 小鹿野町社会教育指導員の委嘱について事

務局より説明をお願いします。 

黒田主幹 

（配布議案により説明） 

 議案第７号については、任期満了に伴う委嘱で、現在の方を引き続き委嘱するも

のです。なお、任期は、平成31年 3月 31日までの１年間となります。 

笠原教育長 

事務局からの議案説明が終わりました。質疑等ありましたらお願いします。 

なお、社会教育指導員に関しては、教員ＯＢを中心に委嘱してきましたが、基本

的には、定年退職後４年程度を目途に交代していこうと考えています。 

特に無いようなので、次に進みます。 

日程第３ 議事        

      議案第８号から 25号 小鹿野町社会教育委員会委員の委嘱について 

笠原教育長 
次に日程第３ 議事 議案第８号から第 17 号 小鹿野町社会教育委員会委員の

委嘱について事務局より説明をお願いします。 

黒田主幹 

（配布議案により説明） 

 議案第８号から 17 号については、小鹿野町社会教育委員会委員の委嘱になりま

すので、一括してご説明します。総勢10名のうち、新任は２名となります。なお、

任期は、平成32年 3月 31日までの２年間となります。 

笠原教育長 
事務局からの議案説明が終わりました。質疑等ありましたらお願いします。 

特に無いようなので、次に進みます。 

日程第３ 議事        

      議案第 18号から第 25号 小鹿野町文化財保護審議委員会委員の委嘱について 

笠原教育長 
次に日程第３ 議事 議案第18号から第25号 小鹿野町文化財保護審議委員会

委員の委嘱について事務局より説明をお願いします。 

黒田主幹 

（配布議案により説明） 

 議案第 18号から 25号については、小鹿野町文化財保護審議委員会委員の委嘱に

なりますので、一括してご説明します。総勢８名で全て再任となります。なお、任

期は、平成32年 3月 31日までの２年間となります。 

笠原教育長 
事務局からの議案説明が終わりました。質疑等ありましたらお願いします。 

特に無いようなので、次に進みます。 

日程第３ 議事        

      議案第 26号から第 38号 小鹿野町スポーツ推進委員の委嘱について 

笠原教育長 
次に日程第３ 議事 議案第26号から第38号 小鹿野町スポーツ推進委員の委

嘱について事務局より説明をお願いします。 

黒田主幹 

（配布議案により説明） 

 議案第 26号から 38号については、小鹿野町スポーツ推進委員の委嘱になります

ので、一括してご説明します。総勢 13 名でうち新任は２名となります。なお、任

期は、平成32年 3月 31日までの２年間となります。 

笠原教育長 
事務局からの議案説明が終わりました。質疑等ありましたらお願いします。 

特に無いようなので、次に進みます。 

日程第３ 議事        

      議案第 39号から第 41号 小鹿野町指定文化財の指定について 
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笠原教育長 
次に日程第３ 議事 議案第39号から第41号 小鹿野町指定文化財の指定につ

いて事務局より説明をお願いします。 

黒田主幹 

（配布議案により説明） 

 議案第 39号から 41号については、いずれも小鹿野町指定文化財を新たに指定す

る議案ですので、一括して説明します。３件とも文化財保護審議委員会からの答申

に基づき指定するもので、２件は、歌舞伎上演等に利用されています。 

笠原教育長 
事務局からの議案説明が終わりました。質疑等ありましたらお願いします。 

特に無いようなので、次に進みます。 

日程第４ その他        

     １ 教職員辞令伝達式について 

笠原教育長 
次に日程第４ その他の１ 教職員辞令伝達式について事務局より説明をお願

いします。 

黒田主幹 

（配布資料により説明） 

 毎年のことですが、今年は４月２日の月曜日の午後２時から両神庁舎３階大会議

室で行いますので、予定をお願いします。 

笠原教育長 

事務局からの説明が終わりました。毎年のことですが、皆様のご協力お願いしま

す。 

それでは、次に進みます。 

日程第４ その他        

     ２ 教育委員会臨時職員配置予定について 

笠原教育長 
次に日程第４ その他の２ 教育委員会臨時職員配置予定について事務局より

説明をお願いします。 

黒田主幹 

（配布資料により説明） 

 平成 30 年度の臨時職員の配置については、各校からの要望を加味したうえで、

適材適所・人数を考慮し、全体としては昨年度より１名減の 76 名を配置する予定

です。 

笠原教育長 
事務局からの議案説明が終わりました。質疑等ありましたらお願いします。 

特に無いようなので、次に進みます。 

日程第４ その他        

     ３ 次回定例会日程について 

笠原教育長 
次に日程第４ その他の３ 次回定例会日程について事務局より説明をお願い

します。 

黒田主幹 

（配布資料により説明） 

 次回、4月の定例会は事務局としては、23日の月曜日を提案します。また、同じ

日に奨学金審査委員会を行いたいと考えています。 

笠原教育長 
事務局からの議案説明が終わりました。皆様のご都合はいかがですか。よけれ

ばこの日でお願いします。また、盛りだくさんの予定ですが、ご協力お願いします。

笠原教育長 

最後に全体を通して、何かあればお願いします。 

特に無いようなので、以上で本日の定例会を終了とします。 

大変お疲れさまでした。 

 

 


