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令和２年 第３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 3月 24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：午後 1時 30分 【笠原教育長】  

閉会：午後 2時 39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、近藤 正委員 

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 小野指導主事、齊藤主査   

会      議     録 

学校教育課長 
みなさん、こんにちは。令和 2年第 3回小鹿野町教育委員会定例会を開会いた

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、宮原委員と近藤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 

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。2 月分を報告いたします。全体的な数字につき

ましては先月とほとんど変化はございません。 

利用割合につきましては、全体の 6割がインスタグラムを利用しています。 

次のページをご覧ください。自殺をした方に対する心無い書き込みをしたとい

う内容になります。また、自転車を運転しながら携帯で撮影をしている危険運転

の動画も投稿されています。 

参考資料といたしまして、振り込め詐欺を中学生が防いだことで表彰されたと

いう画像でありますが、埼玉新聞のホームページにもこの画像がアップロードさ

れていたようですが今では削除されています。ただツイッター等でこの画像がア

ップロードされ、良い行いであっても画像がインターネット上で残ってしまうの

で十分注意をする必要があるということがございます。 

以上で報告を終わります。 

教育長  これはネットパトロールの中で引っかかってきたものであって、これだけとい

うわけではなく、他にもあるというわけでございますが以前から変わりがない状

況です。 
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 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） 学校教育だよりについて 

教育長 続きまして、日程第 2報告 教育長報告(2)学校教育だより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。次回の発行は 6 月を予定しています。大まかな

見出しが出てきましたので説明させていただきます。 

今回の学校教育だよりにつきましては、今年度の小鹿野教育の中で小鹿野町の

重点施策、また令和 2 年度の目玉取り組み紹介として心の教育、ことだま百選、

キャリアパスポートに加えて未来塾や英語体験講座などオリンピック見学ツアー

などを掲載する予定となっています。また令和元年度、小中学生の体育の結果が

埼玉県内市町村別で第 2位となっていますので、そちらについても掲載する予定

となっています。次回には詳細な記事ができてくる予定ですので、その折にご報

告させていただきます。 

以上で報告を終わります。 

教育長 オリンピック見学ツアーでございますが、これはなくなってしまう可能性があ

りまして、子供たちが楽しみな事業がなくなっていきそうで残念に感じておりま

す。学校教育だよりは年度当初なので重点施策としてある心の教育を広げたよう

な形で伝えていければと思っております。 

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）  

     （３） ３月議会定例会一般質問及び初回答弁書について 

教育長 続きまして、日程第 2報告 教育長報告(3)3月議会定例会一般質問及び初回答

弁書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） 

 前回は一般質問のみの説明でしたが、答弁書ができましたのでお手元に配付い

たしました。猪野議員、髙橋謙治議員、齋藤議員、笠原議員、髙橋耕也議員から

一般質問の通告がありまして、それぞれ答弁は配付資料のとおりです。説明につ

きましてはご覧いただくことで代えさせていただきます。 

 以上で報告を終わります。 

教育長  毎回私の答弁が多いわけですが、これほど教育長が答弁する議会もなかなかな

いと思います。ほとんどのところが、教育長の答弁は１つあるかないか程度かと

思います。ただ、それだけ関心を持っていただいていることでもあり、協力をい

ただいているということかと思います。 

 最近よく話をしていますが、小鹿野町は子育ての支援に関しては日本一に近い

と思います。埼玉県内でも熊谷市は目標に学力日本一を掲げています。県平均で

日本一である秋田、福井などを市単位では超えそうな勢いです。戸田市では最先

端の取り組みを行っており教育日本一を掲げています。埼玉県には学力日本一、

教育日本一を掲げている市が 2つもありすごいと思いますが、小鹿野町で言いま

すと、学力がもう少し上がってきて、健康教育の面において給食のアレルギー対

応は頑張っておりますが、これに加えて地産地消やオーガニックな食材、メニュ
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ーの工夫などが加わってくると相当なレベルになってくるかと思います。したが

って、今の状況の中に学力がもう少しついて結果が出ること、健康教育がさらに

進むことができたら子育て支援日本一ではなく子育て日本一であると言っていい

のではないかと思います。今回の議会でも町の総合戦略の指針で平成 31年度まで

に学力で県平均を超えると目標を設定していたのが、達成できてはいないという

厳しいご指摘がありました。県平均には近づいてはいますが超えてはいないので

今後とも努力を続けていきますという話をさせてもらいました。 

 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２ 報告（教育長報告）  

     （４） 中学校進路指導の結果について 

教育長 続きまして、日程第 2報告 教育長報告(4)中学校進路指導の結果について報告

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。令和元年度小鹿野中学校 3年生進路指導状況になります。

令和 2年 3月 9日現在の状況です。公立高校の秩父郡市内ですが男子 42名、女子

35 名で計 77 名になっています。公立高校の秩父郡市外については、男子 8 名、

女子 7名で計 15名となっております。私立高校は県内県外合わせて男子 6名、女

子 2名で計 8名となっております。県外については宮城県の高校、栃木県の高校

となっております。続きまして、高等専門学校は男子 1 名、通信制高校は男子 2

名、女子 1名の計 3名となっております。無認可校は女子 1名となっております。

合計で男子 59名、女子 46名で計 105名となっております。 

以上で報告を終わります。 

教育長  今年度の進路状況は以上のとおりであります。郡市内の高校への進学が 77名と

いうことで 7 割を超える子供が郡市内への高校に進んでいます。秩父全体では 6

割程度になりますので、小鹿野町は比較的に郡市内に行く子供が多いという状況

かと思います。地理的な面で厳しい状況であるということでそういった結果にな

っているのかと思います。小鹿野高校は今年 66名の入学ということで 70名を割

ってしまいました。ここ数年は 70名以上入学していましたが、今年度は 66名で

止まってしまいました。小鹿野中学校からも 20名が進学しているわけですが、な

んとか生徒数の確保をしてもらいたいと思っています。 

 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）  

     （５） その他 

教育長  続きまして、日程第 2報告 教育長報告(5)その他ですが、何かございますか。

よろしいでしょうか 

 それでは日程第 2の報告を終了します。 

日程第３ 議事 

報告第７号 要保護・準要保護の認定について 

教育長 それでは、日程第 3 議事 報告第 7 号 要保護・準要保護の認定についてお

願いします。 

事務局 （配付資料に基づき説明） 

 令和 2年度の要保護・準要保護である別紙名簿の保護者を小鹿野町就学援助費
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支給要綱第 8条第 1項の規定により継続認定を行ったので小鹿野町教育委員会事

務委任規則第 4条第 1項の規定により報告します。 

 次のページが令和 2年度の要保護・準要保護継続認定状況一覧表になります。3

ページ目が認定を行った保護者の一覧表になっております。今回の認定は年度を

またぐ認定となっております。来年度、新１年生になる新入生の認定は前回承認

いただいておりますが、今回は年度をまたぐということで、名簿は平成 31年度の

ものとなっております。令和 2年度は今年度に比べ、要保護で中学校が 1名増の

8名、準要保護が小学校が 2名増の 41名、中学校が 1名増の 9名になっておりま

す。全体としては令和 2年度は要保護が小学校、中学校合わせて 8名、準要保護

が 50名となっております。 

 以上で説明を終わります。なお会議終了後に名簿は回収させていただきます。 

教育長  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 

議案第２０号  教育財産の廃止について 

教育長 それでは、日程第 3 議事 報告第 20号 教育財産の廃止についてお願いしま

す。 

事務局 （配付資料に基づき説明） 

 報告第 20号教育財産の廃止について、次の教育財産を廃止することについて議

決を求めるものでございます。1財産収入、土地及び建物、2所在、小鹿野町小鹿

野 2743番地、3面積、土地 2,601㎡町有地、5752.22㎡借地、建物 1309.77㎡、4

現況園庭及び園舎、5 廃止予定日、教育委員会議決日。提案理由ですが、地方教

育行政の組織及び運営に関する法律第 21条第 2号、小鹿野町教育委員会事務委任

規則第 1条第 7号の規定により、小鹿野幼稚園の土地及び建物を教育財産から廃

止したいので、この案を提出するものです。4 月 1 日から認定こども園になると

いうことで、小鹿野幼稚園を教育財産から廃止して外すことを予定しております。 

 以上で説明を終わります。 

教育長 小鹿野幼稚園が閉園となり、4 月 1 日から認定こども園として園舎を再利用し

ていくということになっておりますので、教育委員会の管理ではなく住民生活課

の方で管理していただく施設になるということでございます。 

ご質問等ございますか。よろしいでしょうか。 

それではご議決いただきましたので、次に進みます。 

日程第３ 議事 

議案第２１号 小鹿野町教育委員会研究委嘱校の委嘱について 

教育長 それでは、日程第 3 議事 議案第 21号 小鹿野町教育委員会研究委嘱校の委

嘱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年度の研究委嘱を別紙のとおり行う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、小鹿野町教育委員会研究委嘱校の委嘱を行いたいの

で、この案を提出するものです。各学校には毎年 6年間学校で研究テーマを持っ

て研究を行っていただいております。来年度も各学校から小鹿野町の教育基本計

画に沿ったテーマを設定していただいております。 

 次のページが令和 2年度の研究委嘱についてです。小鹿野小学校は分野が学力

向上、校内研修テーマが確かな学力をもち、心豊かに生きる児童の育成、長若小
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学校は分野が学力向上、校内研修テーマが主体的に学ぶことができる児童の育

成、三田川小学校は分野が心の教育、校内研修テーマが少人数学級の特性を生か

し、豊かな心を育む教育の充実、両神小学校は分野が学力向上、校内研修テーマ

が主体的に学ぶ態度を育てる指導の研究、小鹿野中学校は分野が心の教育、校内

研修テーマが他者と共によりよく生きる生徒の育成。以上の研修テーマを持って

取り組んでいただく予定となっております。 

 以上で説明を終わります。 

教育長 各学校には、県教育委員会や文科省、その他教育団体などから委嘱がある場合

もありますが、来年度はそういった委嘱は特にございませんので、町からの委嘱

のみということになります。学力向上と心の教育の 2つの分野においてそれぞれ

の実情に合わせた取り組みを進めてもらうことになります。 

ご質問等ございますか。よろしいでしょうか。 

それではご議決いただきましたので、次に進みます。 

日程第３ 議事 

     議案第２２号 小鹿野町社会教育指導員に関する規則の一部を改正する規則 

教育長 それでは、日程第 3 議事 議案第 22号 小鹿野町社会教育指導員に関する規

則の一部を改正する規則についてお願いします。 

事務局 議案第 22号、小鹿野町社会教育指導員に関する規則の一部を改正する規則。小

鹿野町社会教育指導員に関する規則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、地方公務員法及び地方自治法

の一部改正に伴い、規則の改正が必要となるためこの案を提出するものです。令

和 2 年度から臨時職員から会計年度任用職員ということで、制度が移行します。

これは地方公務員法によって改正するものですが、これに伴う規則の一部改正と

なっております。3 ページ目の新旧対照表をご覧ください。第 3 条の「任期を原

則 2年とする」から「在任期間を 1会計年度を超えない範囲の期間とする。ただ

し、再任を妨げない」とし、第 4条では非常勤としを削除するものでございます。

また条例も変更となっておりますので、第 5条で会計年度任用職員の条例に変更

するものでございます。 

以上で説明を終わります。 

教育長 この議案につきましては上位法の改正に伴う町の規則の改正となります。 

ご質問等ございますか。よろしいでしょうか。 

それではご議決いただきましたので、次に進みます。 

日程第３ 議事 

議案第２３号 小鹿野町社会教育委員の委嘱について 

    議案第２４号 小鹿野町社会教育委員の委嘱について 

    議案第２５号 小鹿野町社会教育委員の委嘱について 

    議案第２６号 小鹿野町社会教育委員の委嘱について 

    議案第２７号 小鹿野町社会教育委員の委嘱について 

    議案第２８号 小鹿野町社会教育委員の委嘱について 

    議案第２９号 小鹿野町社会教育委員の委嘱について 

    議案第３０号 小鹿野町社会教育委員の委嘱について 

    議案第３１号 小鹿野町社会教育委員の委嘱について 

    議案第３２号 小鹿野町社会教育委員の委嘱について 

教育長 続きまして日程第 3 議案第 23 号から議案第 32 号 小鹿野町社会教育委員の
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委嘱について一括でお願いします。 

事務局 議案第 23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

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、小鹿野町社会教育委員の任期が令和 2年 3月 31日に満了する

ため、新たに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、この案をするものです。これから先、議案第 32号までは全て同

じ提案理由で令和2年3月 31日で任期が満了するため新たに委嘱することについ

て議決を求めるものでございます。 

以上で議案第 23号から議案第 32号までの説明を終わります。 

教育長 ご質問等ございますか。よろしいでしょうか。 

それではご議決いただきましたので、次に進みます。 

日程第３ 議事 

    議案第３３号 小鹿野町文化財保護審議委員の委嘱について 

議案第３４号 小鹿野町文化財保護審議委員の委嘱について 

議案第３５号 小鹿野町文化財保護審議委員の委嘱について 

議案第３６号 小鹿野町文化財保護審議委員の委嘱について 

議案第３７号 小鹿野町文化財保護審議委員の委嘱について 

議案第３８号 小鹿野町文化財保護審議委員の委嘱について 

議案第３９号 小鹿野町文化財保護審議委員の委嘱について 

教育長 続きまして日程第 3 議案第 33 号から議案第 39 号 小鹿野町文化財保護審議

委員の委嘱について一括でお願いします。 

事務局 議案第 33号、小鹿野町文化財保護審議委員の委嘱について。小鹿野町文化財保

護審議委員に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、小鹿野町文化財保護審議委員の任期が令和 2年 3月 31日に満

了するため、新たに委嘱することについて議決を得たいので、この案を提出する

ものです。こちらも議案第 39 号まで任期満了に伴う委嘱の議案となっておりま

す。 

以上で議案第 33号から議案第 39号までの説明を終わります。 

教育長 ご質問等ございますか。よろしいでしょうか。 

それではご議決いただきましたので、次に進みます。 

日程第３ 議事 

    議案第４０号 小鹿野町スポーツ推進委員の委嘱について 

議案第４１号 小鹿野町スポーツ推進委員の委嘱について 

議案第４２号 小鹿野町スポーツ推進委員の委嘱について 

議案第４３号 小鹿野町スポーツ推進委員の委嘱について 

議案第４４号 小鹿野町スポーツ推進委員の委嘱について 

議案第４５号 小鹿野町スポーツ推進委員の委嘱について 

議案第４６号 小鹿野町スポーツ推進委員の委嘱について 

議案第４７号 小鹿野町スポーツ推進委員の委嘱について 

議案第４８号 小鹿野町スポーツ推進委員の委嘱について 

教育長 続きまして日程第 3 議案第 40 号から議案第 48 号 小鹿野町スポーツ推進委

員の委嘱について一括でお願いします。 

事務局 議案第 40号、小鹿野町スポーツ推進委員の委嘱について。小鹿野町スポーツ推

進委員に委嘱することについて議決を求めるものでございます。 
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提案理由ですが、小鹿野町スポーツ推進委員の任期が令和 2年 3月 31日に満了

するため、新たに委嘱することについて議決を得たいので、スポーツ基本法第 32

条第 1項の規定により、この案を提出するものです。こちらも議案第 48号まで任

期満了に伴う委嘱の議案となっております。 

以上で議案第 40号から議案第 48号までの説明を終わります。 

教育長 ご質問等ございますか。よろしいでしょうか。 

それではご議決いただきましたので、次に進みます。 

日程第３ 議事 

    議案第４９号 小鹿野町公民館長若分館長の任命について 

議案第５０号 小鹿野町公民館三田川分館長の任命について 

議案第５１号 小鹿野町公民館倉尾分館長の任命について 

教育長 続きまして日程第 3 議案第 49号 小鹿野町公民館長若分館長の任命について

から議案第 51 号 小鹿野町公民館倉尾分館長の任命についてまで一括でお願い

します。 

事務局 議案第 49号、小鹿野町公民館長若分館長の任命について。 

小鹿野町公民館長若分館長に任命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、小鹿野町公民館長若分館長の任期が令和 2年 3月 31日に満了

するため、新たに任命したいので、この案を提出するものです。 

続きまして、議案第 50号、小鹿野町公民館三田川分館長の任命について。 

小鹿野町公民館三田川分館長に任命することについて議決を求めるものでござ

います。 

続きまして、議案第 51号、小鹿野町公民館倉尾分館長の任命について。 

小鹿野町公民館倉尾分館長に任命することについて議決を求めるものでござい

ます。 

それぞれ、分館長の任期が令和 2年 3月 31日で満了するため、新たに任命する

ものです。 

以上で議案第 49号から議案第 51号までの説明を終わります。 

教育長 ご質問等ございますか。よろしいでしょうか。 

それではご議決いただきましたので、次に進みます。 

日程第４ その他 

     （１）小学校及び中学校入学式について 

教育長 それでは、日程第 4 その他(1)小学校及び中学校入学式についてお願いしま

す。 

事務局 （配付資料に基づき説明） 

 資料をご覧ください。令和 2年度の各小学校及び中学校、おがのこども園の入

学式の予定になります。来賓については縮小して最小限の来賓を招待するという

形になっております。教育委員につきましては、前回の定例会で割振りをさせて

いただきましたが、現段階では資料のとおり入学式を行う予定となっております

のでよろしくお願いいたします。 

 以上で説明を終わります。 

教育長  中学校の時間について改めて確認をしましたか。 

事務局  確認はしておりません。 
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教育長  この時間ではなくなる可能性がありますよね。 

事務局 若干早まる予定です。まだ最終決定はしておりません。 

教育長  これは皆さんには迷惑がかかるわけではなく、私の方に影響があるだけですが、

もう少し早くなるであろうと思われます。これまでは同日に開催しておりました

ので、小学校から中学校に来賓の移動などがあり時間をずらしていましたが、今

年は来賓がおりませんので一緒の時間でも問題がないということであります。そ

のため中学校ももう少し早い時間になるのであろうと思われます。挨拶文等は用

意させていただきますので、よろしくお願いいたします。今回は非常に短いもの

になると思われます。 

１号委員  来賓は大丈夫ということですが、保護者は時間が重なってしまうのではないで

しょうか。 

教育長  そこは各学校で調整をしております。まったく同じ時間になるのではなく、少

し早い時間になると思います。 

よろしいでしょうか。 

 それではお願いいたします。 

日程第４ その他 

     （２）教職員辞令伝達式について 

教育長  続きまして、日程第 4 その他(2)教職員辞令伝達式についてお願いします。 

事務局  令和 2年 3月 11日付けで教育委員会から令和 2年度小鹿野町公立学校教職員辞

令伝達式の挙行についてということでご案内が届いているかと思いますが、4月 1

日午後 2時より小鹿野町役場両神庁舎 3階大会議室にて行われます。年度当初忙

しいところでございますが、ご出席いただきますようお願いいたします。 

 以上となります。 

教育長  例年のことになりますが、辞令伝達式ということで 4月 1日の 14時両神庁舎 3

階大会議室になります。お願いいたします。 

日程第４ その他 

     （３）令和２年度関東甲信越静市町村教育委員会連合会総会及び研修会について 

教育長  続きまして、日程第 4 その他(3)令和 2年度関東甲信越静市町村教育委員会連

合会総会及び研修会についてお願いします。 

事務局 （配付資料に基づき説明） 

資料をご覧ください。令和 2 年度関東甲信越静市町村教育委員会連合会総会及び

研修会の開催についてということで案内が届いております。期日は 5月 28日、会

場は群馬県太田市の市民会館になっております。今回群馬県太田市ということで

だいぶ近い会場ですので、皆様出席できるようでしたら出席をお願いいたします。

出欠の連絡は 3月一杯までにご連絡をいただければと思います。コロナウィルス

の関係の通知はきていないので予定通り行われるかと思われますが、コロナウィ

ルスの心配もあるかと思いますので、皆様にはそこをご理解の上出欠をいただけ

ればと思います。 

教育長  出席をする場合に連絡をするのでいいですか。 

事務局  出席、欠席ともに連絡をいただければと思います。よろしくお願いいたします。 

日程第４ その他 

     （４）次回日程について 

教育長  続きまして、日程第 4 その他(3)次回日程についてお願いします。 
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事務局  次回の定例会の日程ですが、4月 23日の午前か午後、または 4月 24日の午前、

もしくは 4月 28日の午前か午後で開催したいと考えています。委員の皆様のご都

合と合わせてご協議いただければと思います。なお、例年 4月の定例会のみ教育

委員会の歓送迎会を行っておりましたが、コロナウィルスの蔓延防止ということ

で 4月には開催しないということで 5月以降に状況を見ながら開催をするかしな

いかを判断させていただければと思います。 

 以上となります。 

教育長 ご都合はいかがでしょうか。どこか不都合なところがあれば言っていただけれ

ばと思います。 

１号委員 4月 28日は予定が入っています。 

教育長 そこだけでよろしいでしょうか。では一番早く済ませるということで 23日の午

前でもよろしいでしょうか。 

委員一同 はい。 

教育長 では次回の定例会は 4月 23日午前 10時からということでお願いいたします。 

日程第４ その他 

     （５）その他 

教育長  その他ということでなにかございますか。 

学校教育課長  はい。 

教育長  ではお願いします。 

学校教育課長  情報提供という形でお話させていただきます。町の人事異動の内示が昨日ござ

いました。まず事務局職員が異動になります。また、社会教育課の方で公民館長

が異動になります。では一言お願いします。 

事務局  昨日内示がありまして、4月 1日から異動となりました。1年間という短い間で

したがお世話になりました。今後皆さんとの関りがあるかは分かりませんが、も

しあるようでしたらご協力をお願いいたします。大変お世話になりました。 

中央公民館長  昨日の内示で異動となりました。今回は両神公民館に 3年、中央公民館に 3年

と 6年間お世話になりました。またよろしくお願いいたします。 

学校教育課長 また、指導主事がおりましたが、3月 31日をもって退職という形で学校に戻り

ます。両神小学校の教頭として赴任をしていただきます。また、指導主事の後任

として三田川小学校の教員がこちらに来ることになりました。また後任といたし

ましては福祉課職員が来ます。それから学校教育課職員が中央公民館長として後

任で行くことになりましたので報告させていただきます。 

教育長  管理職の異動について報告お願いします。 

事務局  はい。小学校ですが、長若小学校長が定年退職となります。後任で寄居町教育

委員会職員が着任をする予定となっております。また、教頭ですが先ほど話のあ

りました両神小学校ですが教頭が定年退職となりまして指導主事が教頭として着

任をする予定でございます。三田川小学校教頭が市内の校長として着任する予定

でございます。後任は県立大滝元気プラザから来ます。以前、両神小学校に勤務

されておりました。以上です。 

教育長  ただいま、教育委員会の職員として町内の管理職の異動について説明をさせて

いただきました。人事は非常に厳しい状況となっておりまして、町の人事も厳し

い状況で一年で異動をしなければならないということがありました。本来一年で

の異動というのは本人のためにも避けるべきであろうと思いますが、やむを得な
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い状況もあるわけであります。また学校職員につきましてもなかなか厳しい状況

がございました。その中では比較的に順調に進んだのではないかと思っておりま

す。来年度また新しい体制の中で更に内容が充実するように取り組んでいきたい

と思っております。よろしくお願いいたします。 

 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。 

学校教育課長  大変ありがとうございました。 

 以上で、第 3回教育委員会定例会を終了とさせていただきます。 

 


