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平成 30年 第４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４月 23 日（月） 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 ３時 ３分 【笠原教育長】  

閉会：午後 ４時１０分 【笠原教育長】 

出席者 

 

（１）笠原 浩（２）齋藤榮一（３）   （４）朝比奈玲子（５）小池恭一 

 ※髙橋委員は、欠席 

議事録署名委員  齋藤委員   朝比奈委員 

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、齋藤委員と朝比奈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 

（配布資料に基づき報告） 

 今月の特徴としては、時期的に入試に関する書き込みが多かったということで

す。なお、１学期中の配布を目指し、保護者・生徒向けのＳＮＳ注意チラシを作

成中です。 

笠原教育長 
 事務局からの報告が終わりましたので、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（教育長報告）  

     ２ 教育委員会だよりについて 

笠原教育長 
次に日程第２報告 教育長報告の２ 教育委員会だよりについて事務局より報

告をお願いします。 

黒田主幹 

（配布資料に基づき報告） 

 １ページは、平成30年度の教育目標、２ページは、児童・生徒数の将来予測に

伴う、学校の在り方、３ページは体力テストの結果、４ページは小鹿野未来塾に

関する記事となっています。昨年度まではＡ４サイズでしたが、記載内容を考慮

し、Ａ３両面印刷のサイズとしました。なお、配布は広報５月号と一緒となりま

す。 
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笠原教育長 

事務局からの報告が終わりました。１点付け加えさせていただきます。三田川

小学校の複式教育については、保護者には大変喜ばれているようです。とりあえ

ず安心しているところです。もう１点、学力状況調査については、小規模校にお

いては、県全体で見ると差が目立たなくなってしまっています。 

委員の皆様からご意見等ありましたらお願いします。 

斉藤委員  ３ページの「仮想統合校」のクラス数は、どのように算定していますか？ 

教育長  各学年の人数を単純に集計し、学級基準で算定しています。 

小池委員  小鹿野小学校でも、少子化の影響で登校班の再編を行っています。 

笠原教育長  他に質疑等なければ、次に進みます。 

日程第２ 報告（教育長報告） 

      ３ 小鹿野未来塾について 

笠原教育長 
次に日程第２報告 教育長報告の３ 小鹿野未来塾について事務局より報告を

お願いします。 

黒田主幹 

（配布資料に基づき報告） 

 配布資料に記載してある人数は、申込締切時の数字となっていますが、昨年と

ほぼ同数の参加者です。なお、漢検・英検検定料の助成については、昨年度より

枠を拡げて行う予定です。これにより、検定受験者の増加と取得率の増加に繋が

ればと考えています。 

笠原教育長 事務局からの報告が終わりましたので、質疑等あればお願いします。 

小池委員 中学生の漢検・英検の受講者が少ないのは、部活動と関係があるのですか。 

笠原教育長 

小学生ではスポーツ少年団の活動、中学生では部活動が関係していることは否

定できない事実であります。文科省の通達を受けて、中学生の部活動は、６月以

降土日どちらかを休養とするようになると思います。 

他に無ければ、次に進みます。 

日程第２ 報告（教育長報告） 

      ４ 平成 30年度児童・生徒数について 

笠原教育長 
次に日程第２報告 教育長報告の４ 平成 30年度児童・生徒数について事務局

より報告をお願いします。 

黒田主幹 

（配布資料に基づき報告） 

 平成 30年５月１日現在の児童・生徒数一覧表を配布させていただきました。昨

年度より若干の減少となっています。今後は、徐々に減少傾向にあります。 

笠原教育長 
事務局からの報告が終わりましたので、質疑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２ 報告（教育長報告） 

      ５ 旧両神中学校備品売払い入札の結果について 

笠原教育長 
次に日程第２報告 教育長報告の５ 旧両神中学校備品売払い入札の結果につ

いて事務局より報告をお願いします。 

磯田課長 

（配布資料に基づき報告） 

 去る３24・25 の２日間に渡り実施し、300 人を超える多くの方に参加いただき

ました。今後は、旧三田川中学校でも実施する予定です。 
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笠原教育長 
事務局からの報告が終わりましたので、質疑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２ 報告（教育長報告） 

      ６ その他 

笠原教育長  その他で何かあればお願いします。特に無いようなので次の議事に入ります。 

日程第３ 議事  

      報告第５号 要保護・準要保護の新規認定について 

笠原教育長 
 次に日程第３議事 報告第５号 要保護・準要保護の新規認定について事務局よ

り説明をお願いします。 

黒田主幹 

（配布議案に基づき説明） 

 報告第５号の新規認定は、先月の継続認定とあわせて毎年認定するものです。要

保護は、生活保護受給者、準要保護は生活保護受給ではありませんが、準ずる家庭

ということで認定を行っています。 

笠原教育長 
事務局からの説明が終わりました。ご意見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３ 議事        

       報告第６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６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 

（配布議案に基づき説明） 

 ３月に申請のあったのは２件で、いづれも規程に適合しているので承認したこと

を報告します。 

笠原教育長 

事務局からの説明が終わりました。ご意見等ありましたらお願いします。なお、

「奈倉こどもの日」は、今年度初めての事業で、地域で子どもを育てるという趣旨

の事業です。 

特にご意見等無いようなので、次に進みます。 

日程第３ 議事        

      議案第 42号 小鹿野町スポーツ推進員の委嘱ついて 

笠原教育長 
次に日程第３議事 議案第 42 号 小鹿野町スポーツ推進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 
（配布議案に基づき説明） 

 今回の委嘱は、先月承認いただいたものに１名追加するものです。 

笠原教育長 
事務局からの説明が終わりました。ご意見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 43号～44号 小鹿野町社会教育委員会委員の委嘱ついて 

笠原教育長 
次に日程第３議事 議案第43号から第44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 
（配布議案に基づき説明） 

 本議案についても先ほど同様、２名の方を追加するものです。 
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笠原教育長 
 事務局からの説明が終わりました。ご意見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 45号～第 73号 小鹿野町学校評議員の委嘱について 

笠原教育長 
次に日程第３ 議事 議案第45号から第73号 小鹿野町学校評議員の委嘱につ

いて事務局より説明をお願いします。 

黒田主幹 

（配布議案に基づき説明） 

 本議案については、各学校長からの推薦に基づき委嘱するもので、小学校５名、

中学校９名を委嘱するというものです。 

笠原教育長 
  事務局からの説明が終わりました。ご意見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 81号 小鹿野町中央公民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 81 号 小鹿野町中央公民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） 

 今回の提案は、現在空席となっている中央公民館長について、現両神公民館長で

ある加藤館長に兼務していただくというものです。 

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４ 議事        

      その他 

笠原教育長 

次に日程第４ その他で何かあれば説明をお願いします。 

特に無いようなので教育長からお願いを１点します。今後の町の学校教育につい

て、独自色を出したいと考えています。そこで、皆さんからアイディアがあればお

願いしたいと思います。 

斎藤委員 
 子供たちが色々な体験ができる授業を取り入れてもらいたい。体験を通じて自ら

学ぶ力が養えると考えます。 

笠原教育長 

体験活動は授業時間の確保という観点から、これまで削減してきた経緯がありま

す。しかし、体験は将来に向けて大変重要な経験となると思われるので、何とか時

間を見つけ、本物に触れる機会を設けていきたいと思います。特に町には本物や専

門家が多くいるので、何とか実現していきたいと思います。 

朝比奈委員 
中学生の漢検・英検受験については、合格時の表彰制度を設けるなどしてやる気

を出させたらと思います。 

斎藤委員 中学生の改元派遣研修を復活したらどうか。 

小池委員 

 先日、中学生が振り込め詐欺を未然に防ぎ、表彰された記事が新聞に取り上げら

れていました。今後は、良いことは、もっと大々的に報道することがやる気のアッ

プに繋がるのではないでしょうか。それも含め、心の教育を充実させていただきた

い。 

笠原教育長 中学３年生時に、町民参加型の立志式をぜひ行いたいと考えています。 
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笠原教育長  それでは、皆さんから貴重なご意見ありがとうございました。今後の計画や事業

に活かせるよう取り組んでいきます。 

日程第４ その他        

      １秩父地区教育委員連合会総会について 

笠原教育長 
次に日程第４ その他 １秩父地区教育委員連合会総会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） 

 来月５月 14 日月曜日に秩父市歴史文化伝承館で予定されています。当日午後３

時に小鹿野庁舎を出発したいと思いますので、一緒に行かれる方はお願いします。

【乗車予定者：齋藤・高橋委員・教育長】 

笠原教育長 事務局からの説明がありました。よろしくお願いします。 

日程第４ その他        

      ２次回日程について 

笠原教育長 次に日程第４ その他 ２次回日程について事務局より説明をお願いします。 

黒田主幹 次回５月ですが、24日か 25日で考えています。皆様のご予定をお願いします。

笠原教育長 

事務局からの説明がありましたが、いかがですか。 

それでは、次回は５月２４日の木曜日午後１時 30 分からということでお願いし

ます。 

笠原教育長 

最後に全体をとおして、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。 

 


