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令和２年 第１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１月２９日（水） 

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 10時 00分 【笠原教育長】  

閉会：午前 11時 03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、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 栗原勇雄公民館長  

黒沢敏江図書館長 

説 明 者 齊藤主査   

会      議     録 

学校教育課長 
 皆さん、おはようございます。令和２年第１回小鹿野町教育委員会定例会をこ

れより開会いたします。開会にあたり、教育長より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） 学校教育だよりについて 

教育長 次に、日程第２報告 教育長報告（１）学校教育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） 

学校教育だよりの原稿が完成しましたので、報告させていただきます。11月定

例会において配付させていただいた原稿に、若干修正等行っております。 

資料をごらんください。左側のページは「がんばってるね、小鹿野の子供たち」

ということで、県大会３位の成績を収めた鹿中バレー部やおがのことだま百選の

紹介、「プログラミング教育始まる」ということで、令和２年度から始まるプログ

ラミング教育に向けた教職員の研修会の紹介、「小鹿野町学校教育推進協議会につ

いて」ということで、協議会で委員からいただいた様々なご意見を紹介していま

す。 

右側のページでは「パソコンが新しくなりました」ということで、小・中学校

のパソコンの入れ替えの様子や小鹿野未来塾の漢検、英検それぞれのチャレンジ

スクールの結果報告、小学生科学不思議講座や来年度の未来塾の参加者募集の記

事になっています。 

なお、この原稿で２月１日に各家庭に配付されることになっています。 

以上で報告を終わります。 

教育長 何かお気づきの点等ございますか。よろしいでしょうか。 
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学校教育推進協議会において、委員からもっと具体的な話し合いをするべきだ

という意見がありました。原稿の一番下に「来年度は各小学校区の協議会が設置

できるよう、学校関係者等の皆さんにご協力をお願いしてまいります。」とありま

すが、今年度中に各小学校区で、これから入学する児童の保護者等も含めて推進

協議会を立ち上げられるように働きかけてくれと、校長へ指示を出しております。

動き出すのは来年度からになりますが、もちろん統合について話し合うというも

のではなく、町で行った推進協議会の意見等を受けて、自分たちの学校ではどう

なのかということを話し合っていただきます。当然、統合の話も出てくると思い

ます。三田川小は来年度から複式が２学級になりますが、個人的にはできれば複

式２学級は避けたいと思っています。小規模校でアットホームないい雰囲気であ

り、保護者も子供も不満がなく満足度が高い状態なので、統合という声は上がっ

ていません。急ぐわけではありませんが、真剣に向き合わなければいけない時期

に来ていると思います。この機会に各地区で真剣に向き合っていただきたいと思

っています。 

それでは次に進みます。 

日程第２ 報告（教育長報告）  

    （２） 学校ネットパトロールについて 

教育長 続きまして、日程第２報告 教育長報告（２）学校ネットパトロールついて報

告をお願いします。 

事務局 （配付資料に基づき報告） 

12月分の調査対象件数、個人情報の内訳や概要等は配付させていただいた報告

書のとおりです。 

別添資料をご覧ください。１ページ目は本人の顔写真の掲載、名前の投稿、２

ページから４ページがツイッターによる先生や学校、後輩への不満、５ページ以

降が報告書でも説明させていただきましたが、質問箱による投稿になっています。 

これらにつきましては、中学校へ報告させていただき、注意喚起を行っていた

だく予定です。 

以上で報告を終わります。 

教育長 あまり変わりのない状況です。子供たちが危険性を理解したうえで、適切な利

用ができるようにしていくしかないと思っています。 

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）  

     （３） 令和２年度町立小中学校入学予定者について 

教育長 続きまして、日程第２報告 教育長報告（３）令和２年度町立小中学校入学予

定者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２年１月 20日現在の数字になります。表中のカッコは昨年度の数字となっ

ていますので参考にしてください。 

まず小学校ですが、小鹿野小学校、男子 15人、女子 26人、計 41人。長若小学

校、男子０人、女子７人、計７人。三田川小学校、男子４人、女子２人、計６人。

両神小学校、男子４人、女子７人、計 11 人。合計、男子 23 人、女子 42 人、計

65人となります。 

続きまして小鹿野中学校入学者数ですが、小鹿野小学校から男子 31 人、女子
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36人、計 67人。長若小学校から男子３人、女子８人、計 11人。三田川小学校か

ら男子５人、女子６人、計 11 人。両神小学校から男子 11 人、女子６人、計 17

人。合計、男子 50人、女子 56人、計 106人となっています。 

以上で報告を終わります。 

教育長  こういう状況になっています。長若小、三田川小のこの年代は、将来、当然複

式学級になります。２学年合わせて 16人に満たない状況です。小鹿野小は 41人

を予定していますが、40人定員ですのでプラス１です。20人と 21人の２クラス

になります。人事で教員定数というものがあります。この学校に何人教員を配置

するかというものですが、これは学級数で決まります。そうした時に 41人という

学級数は２人異動すると 39 人になり１クラスになります。最初は保留学級とい

い、教員を２人配置してくれません。１人でスタートします。ぎりぎりになって

大丈夫だと判断されると２人になります。ぎりぎりまで待って配置するという状

態ですので、基本的には本採用の教員が配置できませんから、臨時的任用の教員

がまわってくるという状況になります。 

 何かご質問等ございますか。 

１号委員  長若小学校の入学者数が男子０人、女子が７人となっています。これは長若地

区に住んでいる児童が全員そのまま長若小学校へ入学するということでいいです

か。それとも男子が少ないので他の学校に入学するということがあるのでしょう

か。 

事務局  長若小学校管内に男子児童が１人いるようです。長若小学校の男子児童の入学

者数がこういう状況ですので、小鹿野小学校へ入学するという話を聞いています。 

教育長  本来８人だったのですが、１人減になりました。長若小は男女バランスが悪く、

来年度の入学生は男子が１人ということで、こういう結果になってしまいました。 

 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）  

     （４） 中学校卒業予定者の進路希望調査について 

教育長  続きまして、日程第２報告 教育長報告（４）中学校卒業予定者の進路希望調

査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） 

 12月 15日現在の小鹿野中学校３年生１０５人の進路希望状況です。 

秩父郡市内の公立高校を希望する生徒が男子 40人、女子 36人、計 76人。秩父

郡市外の公立高校を希望する生徒が男子９人、女子７人、計 16人となっています。 

また、県内の私立高校を希望する生徒が男子５人、女子１人、県外の私立高校

を希望する生徒が男女それぞれ１人ずつとなっています。 

その他、高等専門学校が２人、通信制高校が２人、その他１人の計１０５人と

なっています。 

以上で報告を終わります。 

教育長  これは 12月調査ですので、今後、多少異動はあると思います。 

小鹿野高校は募集１２０人のところ、ここ数年 80人近い応募があり横ばいの状

況になっています。一時期より小鹿野中学校の生徒が小鹿野高校へ行き始めまし

た。充実した高校生活が送れるという認識が少しずつ定着してきています。小鹿

野高校は子供、保護者にアンケートを取っていますが、非常に満足度が高いです。

確かに面倒見もよく、色々な活動に取り組んでいます。町も小鹿野高校の魅力化
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を応援する「小鹿野高校魅力化プロジェクト」を立ち上げました。今、少しずつ

取り組んでいるところで、竹明かりもその一環です。地域の方が高校生と一緒に

活動するような取り組みを広げていこうというところです。 

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） その他 

教育長 その他、何かございますか。 

無いようですので、日程第２の報告を終了します。 

日程第３ 議事 

報告第１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１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） 

12月中の申請件数は３件でした。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。 

教育長  ２つ目の申請、古秩父湾スタンプラリーですが、おがの化石館が対象施設とし

て入っています。今、おがの化石館はおもてなし課が管理をしています。今後、

施設の有効的な活用に向けて、おもてなし課と教育委員会が連携し、来年度から

内容の充実に向けて取り組んでいこうと動き出しています。来年度は地質関係を

専門とする学芸員資格を持つ者を１年間の臨時的任用契約で配置し、展示の一新、

様々な企画等に取り組めるような方法を模索していただこうと考えています。今

までは化石館まで手が回らずに有効活用ができていませんでしたので、大事にし

ていければと考えています。 

何かご質問等ございますか。承認いただくことでよろしいでしょうか。 

 それでは承認いただきましたので、次に進みます。 

日程第３ 議事 

報告第２号 要保護・準要保護の認定について 

報告第３号 要保護・準要保護の取消について 

教育長 それでは、日程第３ 議事 報告第２号 要保護・準要保護の認定について、

報告第３号要保護・準要保護の取消について、併せて報告をお願いします。 

事務局 （配付資料に基づき説明） 

それでは初めに報告第２号 要保護・準要保護の認定について報告させていた

だきます。令和２年１月１日付で要保護・準要保護の新規認定を、小鹿野町就学

援助費支給要綱第６条第１項の規定により、別紙名簿のとおり行ったので、小鹿

野町教育委員会事務委任規則第１条の規定により報告します。なお、民生委員、

学校長の所見は記載されたとおりです。 

続きまして、報告第３号 要保護・準要保護の取消について報告させていただ

きます。令和元年 10月 31日付で要保護・準要保護の取消を、小鹿野町就学援助

費支給要綱第 11条第１項の規定により、別紙名簿のとおり行ったので、小鹿野町

教育委員会事務委任規則第１条の規定により報告します。母親の所得増加により、

児童扶養手当の支給が 10月で取消になったため、要保護・準要保護も取消になり

ました。 
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以上で報告を終わります。 

教育長 要保護・準要保護の認定及び取消について報告させていただきました。 

何かご質問等ございますか。承認いただくことでよろしいでしょうか。 

それでは、それぞれ承認いただきましたので、日程第４、その他に進みます。 

日程第４ その他 

     （１）秩父地区教育委員会連合会被表彰者の推薦について 

教育長 それでは、日程第４ その他（１）秩父地区教育委員会連合会被表彰者の推薦

についてお願いします。 

事務局 秩父地区教育委員会連合会褒章並びに慶弔慰問規程及び表彰規定に基づき、推

薦書のとおり、１月 10日に推薦をさせていただきましたのでご報告させていただ

きます。よろしくお願いします。 

教育長 規程に基づきまして、対象者を推薦させていただいたところです。推薦書の３

番、退職教員ですが、見ていただくとわかると思いますが、校長、教頭を含めて

これだけ退職になります。さらに異動になる者もいます。また、今年度各校の教

務主任が退職及び異動になり、全校の教務主任がいなくなります。かなりの異動

数であり、ここで退職する先生方も各学校で中心的な役割を果たされている先生

方なので、その補給というのはなかなか厳しいものがあります。 

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  次回定例会の日程ですが、２月 26日の水曜日、午後１時 30分からお願いした

いと思います。町長から総合教育会議の開催依頼がありまして、定例会と同日に

開催できればと考えています。町長の予定等考慮したところ、26日しかないとい

うことですので、午後１時 30分から定例会、午後３時から総合教育会議という流

れで考えています。委員の皆さまのご理解とご協力を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  こういう形しか取れないということでご無理をお願いしますが、よろしくお願

いいたします。 

総合教育会議の内容については、令和２年度の予算を中心とした教育施策の展

開の説明をするということになると思います。 

日程第４ その他 

     （３）その他 

教育長  続きまして、日程第４ その他（３）その他ですけれども、何かございますか。 

事務局  １月 16 日に文科省において、令和元年度市町村教育委員研究協議会が開催さ

れ、宮原委員に出席していただきました。前半は、「初等中等教育施策の動向につ

いて」ということで、文科省職員から説明がありました。後半では、５つの分科

会にわかれてグループ討議を行いましたが、宮原委員には「学校における働き方

改革について」の分科会に出席いただきました。当日の資料を用意してあります

ので、興味のある委員さんがいらっしゃいましたらお声がけください。 
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教育長  この件につきましては、次回またはその次に時間を設けて宮原委員から報告し

ていただければと思います。 

それでは、本日の定例会の内容はすべて終了となりました。ありがとうござい 

ました。 

中央公民館長 

【情報提供】 

（１）小鹿野町の婚活について 

（２）その他 

 


