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令和３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 3年 1月 26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 55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、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、茂木 寅二社会教育課長、黒沢 貴子中央公民館長 

黒沢 敏江図書館長 

説 明 者 菅沼指導員、岩本主任、黒沢主任 

会      議     録 

学校教育課長 皆さん、おはようございます。令和 3 年最初の定例会になります。年が明けて

からだいぶ経ちますが、今年もどうぞよろしくお願いいたします。 

それでは、令和 3年第 1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

お願いしたいと思います。 

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 学校ネットパトロール（１２月分）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（１２月分）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 12月分のネットパトロールについて報告いたします。SNSの調査対象

件数、投稿された個人情報の内訳、SNS の利用割合については配付させていただ

いた報告書のとおりになります。12月につきましてはこれまでと比較すると、さ

ほど件数は増えておりません。投稿された個人情報の内訳については顔画像の投

稿が若干増えております。SNS の利用割合については先月と変化はございません

でした。 

委託業者から報告のあった 12 月投稿の概要については下段に記載したとおり

となります。（12月の概要読み上げ） 

2枚目はこれまでの調査件数の推移となります。 

別添資料をご覧ください。報告内容のピックアップになります。1 点目として

は教師に対する暴言の書き込みになります。続いて友人の投稿に対する返信の投

稿でございます。上段の白枠の書き込みが友人の投稿で、その下の書き込みが本
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生徒のものになります。この友人については本町の生徒なのかは不明です。左下

の書き込みも小鹿野中学校生徒と友人のやり取りの投稿になります。続いて右下

のページでは内容は不明ですが学校での揉め事が推測される内容についての書き

込みです。次のページでは性的画像、動画を載せている書き込み、またその次で

はゲームアカウント、アイテムの売買を募集している書き込みがございます。こ

の性的な画像、動画は生徒自身が発信した書き込みではなく、他の人が投稿した

内容をリツイートや転載により紹介しているものとなります。ゲームアカウント、

アイテムの売買については、実際にやり取りがあったかはこの書き込みからは確

認できませんが、このゲームの利用規則で禁止されている内容をやろうとしてい

る書き込みであります。これらの書き込みは同一のアカウントの書き込みであり、

どの生徒なのか特定はできておりますので、学校の方で保護者を交えて指導して

いただく予定です。最後に右下のものがタグ付けの書き込みにより、非公開にし

ている友人の顔画像が明らかにしてしまっている書き込みになります。 

以上、紹介したこれらの内容については指導主事を通じて学校に報告しており

ます。先ほども触れましたが、危険な内容、対応が必要な内容については指導を

していただくようお願いしてあります。 

教育長 説明が終わりました。何か質問、ご意見等はありますか。 

３号委員 別添資料の 2ページ目の投稿ですが、「死にたい」と投稿しているようですがこ

ちらについてはなにか対応はしているのでしょうか。 

事務局 この「死にたい」という書き込みは友人の書き込みになります。この友人につ

いては本町の生徒なのかは特定できておりません。この友人の「死にたい」とい

う書き込みに対して本町の生徒が「相談乗るよ」と書き込んでいるため、報告と

して紹介しております。 

教育長 今回は刺激の強い性的画像の投稿も報告されています。中学校では投稿した生

徒をすでに特定ができているようですので、保護者も交えて指導をすると報告を

受けております。 

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）  

     ２ 令和３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 2 令和 3 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 3年度の小中学校入学予定者について令和 3年 1月 8日現在の数字を報告

いたします。表中のカッコ内の数字は昨年度のものとなっておりますので、参考

にしていただければと思います。 

まず小学校ですが、小鹿野小学校、男子 10人、女子 24人、計 34人。長若小学

校、男子 3人、女子 4人、計 7人。三田川小学校、男子 3人、女子 1人、計 4人。

両神小学校、男子 4 人、女子 5 人、計 9 人。全小学校の合計、男子 20 人、女子

34人、計 54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 29 人、女子

34 人、計 63人。長若小学校から男子 10 人、女子 3 人、計 13人。三田川小学校

から男子 9人、女子 6人、計 15人。両神小学校から男子 11人、女子 6人、計 17

人。合計、男子 59人、女子 49人、計 108人となっております。 

以上で報告を終わります。 
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教育長 令和 3年度の入学予定者になります。今後は人数だけではなく、男女比につい

ても注目していく必要があります。教育委員会としても毎年男女比を確認し、対

応が必要か考えていく必要があります。 

ご覧いただいて何か質問、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）  

      ３ 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 3 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） 

 令和 2年 12月 15日現在の小鹿野中学校 3年生 104人の進路希望状況を報告い

たします。 

秩父郡市内の公立高校を希望する生徒が男子 36人、女子 39人、計 75人。秩父

郡市外の公立高校を希望する生徒が男子 2人、女子 11人、計 13人となっており

ます。 

また、県内の私立高校を希望する生徒が男子 6人、女子 3人、計 9人。県外の

私立高校を希望する生徒が男子１人となっております。 

その他、高等専門学校が男子 1人、定時制・通信制高校が女子 1人、特別支援

学校が男子 3人、女子 1人、計 4人で総合計 104人となっています。 

以上で報告を終わります。 

教育長 卒業予定者の進路希望状況について説明していただきました。 

地元の小鹿野高校への進学は小鹿野中学校からは 20名の予定ですが、全体で見

ても 29名となっております。秩父地区の高校の多くは定員割れで、秩父農工の 3

つの学科以外は定員割れとなっております。例年ですと定員オーバーしている高

校から小鹿野高校に進路変更をする生徒もおりましたが、定員オーバーしている

ところが少ないので、はたしてこれから受験者が増えていくか心配をしていると

ころです。現状このような状況ですのでご理解頂ければと思います。 

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） 

      ４ 令和２年度小鹿野未来塾の事業報告について 

教育長 続きまして、日程第 2報告 教育長報告 4令和 2年度小鹿野未来塾の事業報告

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年度小鹿野未来塾についてご報告いたします。中学生未来塾はまだ 2月

に実施予定がありますが、英検チャレンジスクール、漢検チャレンジスクール、

小学生科学不思議講座の 3つの講座が終了いたしましたのでご報告させていただ

きます。新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、今年度は小鹿野未来塾

は 2カ月遅れのスタートになりました。そのような中ですが予定していた講座は

順調に終えることができました。 

はじめに、英検チャレンジスクールのまとめをご覧ください。今年度は参加者

38 名でした。令和元年度の 47 名と比較しますと減少しています。小学生が今年

度は 10 名でしたが昨年度は 20 名の参加がありました。今年は 10 名減というこ

とで、小学生への働きかけが今後の課題と考えております。出席率は毎回 80％を
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超えており、トータルでは 87％の出席率でありました。昨年度が 62％でしたの

で、出席率については大幅な上昇が見受けられました。漢検、英検ともに検定に

向かって取り組んでいるわけですが、今年度英語検定を受験した人数は受講者 38

名のうち 37 名が申し込みました。合格率は 75.7％という結果です。中学生未来

塾の受講者についても町で検定料を助成しており、86名が受験いたしました。中

学生未来塾も含めた合格者数は 122 名受験し 91 名で合格率は約 75％と高い合格

率であったと言えます。また、講座終了後にはアンケートを実施いたしました。

回収率は 9割弱となり、楽しさ、分かりやすさの項目では 9割弱の受講者がその

ように思ってもらえたということで、高評価な結果となりました。感想のところ

では、小学校 3年生で 4級を受験した子がおりましたが、その子は来年度もまた

挑戦したいと書いております。続いて考察になります。申し込み理由のトップは

目標の級に合格したいとなっており、目標が明確になっております。これが学ぶ

意欲、受講態度に結びついているのかなと感じました。英検に関しましては講師

の先生方から今年は非常に取組みが良くてやりやすかったとご意見をいただき

うれしいかぎりでした。また、アンケート結果の講座に申し込んだ理由の項目で、

学校の先生からの勧めという理由の子は 2名という結果でした。学校の先生方も

一生懸命声を掛けていただいていると思いますが、ここのところがもう少し増え

てくると小学生の受講数も増えてくるのかなと思いますので、学校への働きか

け、学校の先生方の理解を深めることが今後の課題だと思っております。今年度

は漢検、英検共に教職員の先生方へ参加も呼びかけ応じていただいた方もいらっ

しゃいます。こういった傾向が広がっていくと、本事業の先生方の理解が深まり、

それが子供たちの意識の高まりに繋がっていくのかなと考えております。 

続いて、漢検チャレンジスクールのまとめですが、今年度は 96 名の受講でし

た。漢検は昨年度に比べて 10 名増加いたしました。これは先生方、学校教育課

職員の参加がございましたので、この辺りが増加の要因になっております。参加

状況ですが、昨年より 10％弱増加となりました。漢字検定については、受講生

96名のうち 94名が申し込みをし、合格率は 66.7％という結果でした。中学生未

来塾受講者の受験が 48 名で、それも合計しますと 51.1％となり、令和元年度の

合格率とほぼ変わらない結果です。講座の楽しさ、分かりやすさの項目は英検と

同様の満足度となっております。感想では小学校 1年生が未来塾があったので目

標に向かって努力ができましたという感想をいただきました。小学校 1年生の段

階で目標に向かってこつこつと努力することを体験できたことは本講座の目的

ともマッチしていてとてもうれしいなと思いました。続いて、小学校 5年生で人

生初の受験を経験し、とても緊張したけど良い経験ができましたという感想があ

り、こういった経験を積むことで子供たちの自信に繋がっていけばいいなと思い

ました。また、会場として小鹿野高校を使わせていただきましたが、暑い日など

はエアコンのある教室に会場変更をしてもらい、きめ細かい配慮をしていただい

て実施することができました。 

次に小学生科学不思議講座のまとめですが、今年度は 4回の実施でした。アン

ケート結果では各講座の内容が面白かった、分かりやすかった、もっと学んでみ

たいなどが 100％の結果になっており、子供たちの満足感が高い講座でした。感

想も載せさせていただきましたのでご覧いただければと思います。最後に考察で

すが、科学不思議講座の参加率は漢検、英検よりさらに高く 87.5％でした。また、

アンケート結果を見ますと、100％の数字がとても目立っております。この要因
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としては、小鹿野高校の理科部の先生方が毎回子供たちが興味関心を持って観

察、実験に取り組めるような講座の内容を設定していただいたおかげです。子供

たちが驚きや新しい発見に出会い、実験などで成功体験を積み重ねることがで

き、達成感や満足感を得ることができた有意義な講座であったと言えます。小鹿

野高校の 5名いる理科部の先生がほぼ毎回出席していただき、生徒さんも何名か

補助に来ていただいたりもしました。非常に高校のチームワークの良さが際立ち

大変ありがたいな感じております。また、子供たちからしてみると学校ではでき

ないような実験ができたことは非常に魅力的であったと感じております。 

以上となります。 

教育長 説明が終わりました。何か質問、ご意見等はありますか。 

２号委員 ご説明いただいたアンケート結果については、この会議だけではなく町民の皆

さんに公表はされているのでしょうか。 

事務局 町広報の限られた紙面の中で、細かくは載せられませんが紹介はさせていただ

いております。また、小鹿野高校にはアンケート結果を送付しており、各小中学

校については、校長会の中で校長先生方にお配りし必要に応じてお伝えください

とお願いしております。 

２号委員 アンケート結果の内容がとても良かったので、来年度の未来塾の参加者を増や

すためにはアピールしていった方がいいかなと思いました。考察についても科学

不思議講座のものを載せていただくと参加者が増えるかなと思いました。ぜひと

も大きく出していただければと思います。 

事務局 そのようにしたいと思います。先日、小鹿野中学校の入学説明会があり、その

時にお時間をいただいて保護者の方たちに PR をしてきました。今後も限られた

場面になるかもしれませんが頑張って PRをしていきたいと思います。 

教育長 小鹿野未来塾は小鹿野町にとって独創的で他の市町村ではやっていない取組

みですし、義務教育の中学校と所管が違う県立高校が連携してできるのは小鹿野

町の大きな特徴であると思います。これからも委員さんがおっしゃっていたよう

に素晴らしい取り組みを周知していければと思います。 

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 第２４回図書館を使った調べる学習コンクール（全国）の推薦作品結果報告に

ついて 

教育長 それでは、日程第 2報告 教育長報告 5第 24回図書館を使った調べる学習コン

クール（全国）の推薦作品結果報告について報告をお願いします。 

図書館長 （配付資料に基づき報告） 

以前の教育委員会定例会において、地域コンクールの結果報告をさせていただ

きました。その中で、町長賞の 2点の作品を全国コンクールに出しますとお話を

させていただいておりましたが、その全国コンクールの結果が 1月 8日に発表さ

れました。結果については図書館振興財団のホームページから確認ができまして、

こちらで確認をしたところ小鹿野町から推薦した作品 2点のうち 1点が文部科学

大臣賞を受賞しました。小学校中学年の部ということで長若小学校の 3 年生の作

品が受賞しました。そして、もう 1点小学校高学年の部で長若小学校 6年生の作

品が優良賞になりました。資料の裏面をご覧ください。今回の調べる学習コンク

ール応募作品数は 63,473作品となっております。昨年は 10万点を超えておりま

したが、今年はコロナウイルスの影響もありましてだいぶ減っております。地域
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コンクールについては、市町村や団体の方で取り止めたところもあり、また、こ

れまで大々的に募集していたところも積極的に行わなかったところもあったよう

で、全国コンクールに送る作品も少なかったようです。入賞作品は全部で 29作品

あり、その中で一番上の賞が文部科学大臣賞になります。その下に優良賞として

104 作品が選ばれ、その中に 1 点小鹿野町の作品が入りました。コンクールを行

っている団体は多いですが、埼玉県だと行田市、春日部市、鴻巣市など大きい市

が多いです。また毛呂山町や上里町なども行っております。そのような中で文部

科学大臣賞を受賞することができました。また、土曜日に本人にインタビューを

させていただきました。その内容を含めて町広報 3 月号で報告をさせていただく

予定です。 

以上となります。 

教育長 嬉しい報告です。文部科学大臣賞、優良賞ということでよく頑張ってもらいま

した。こういったことは様々な機会で広報できればと思い、色々な場面で紹介を

させていただいております。 

よろしいでしょうか。それでは次に進みます。 

日程第２ 報告（教育長報告） 

      ６ その他 

教育長 それでは、日程第 2 教育長報告 6 その他でありますが、なにかある方はおり

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３ 議事 

報告第１号 要保護・準要保護の認定について 

報告第２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 報告第 1 号要保護・準要保護の認定について、報告第 2

号要保護・準要保護の取消について一括してお願いします。 

事務局 （配付資料に基づき説明） 

令和 3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、また令和 2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 2 項の規定により、報告第 1

号、報告第 2 号に添付した各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。 

まず、報告第 1号の新規認定について、民生委員及び校長先生の所見は記載の

とおりになります。児童扶養手当の受給を開始したため、準要保護の認定要件を

満たすこととなります。 

次に報告第 2 号の取消についてですが、児童扶養手当が支給停止となり、準要

保護の認定要件を満たさなくなったため取消しとなりました。 

説明は以上となります。この名簿につきましては会議終了後に回収させていた

だきます。 

教育長 説明が終わりました。 

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。 
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事務局 （配付資料に基づき説明） 

秩父地区教育委員会連合会表彰規定及び秩父地区教育委員会連合会褒章並びに

慶弔慰問規程に基づき、別紙推薦書のとおり１月 8 日付で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。前教育長及び前教育長職務代理者の 2名、

また退職予定の教職員 4名となります。よろしくお願いいたします。 

教育長 説明が終わりました。表彰規程に則って資料に記した方々を推薦するというこ

とになります。 

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４ その他 

     ２ 小鹿野町立おがのこども園の見学について 

教育長 それでは、日程第 4 その他 2 小鹿野町立おがのこども園の見学についてお願

いします。 

事務局 ご提案頂いておりました、おがのこども園の見学につきまして、主管課の住民

生活課と調整を進めていたところですが、昨今の新型コロナウイルスの感染者の

拡大を考慮し、住民生活課、こども園と協議をした結果、当面の間見学は見送る

ことといたしました。 

コロナウイルスが落ち着いてきましたら、改めて調整しご案内させていただき

ますのでご理解いただきますようお願いいたします。 

教育長  見学につきましては、今説明があったような理由により延期をするということ

でよろしくお願いします。それでは次に進みます。 

日程第４ その他 

     ３ 次回日程について 

教育長 それでは、日程第 4 その他 3次回日程についてお願いします。 

事務局 次回の第 2 回定例会の日程ですが、2 月 24 日（水）午前か午後、又は 2 月 25

日（木）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 都合の悪い日がある委員さんは申し出てください。いかがでしょうか。 

委員一同 （都合が悪い日なし。） 

教育長 それでは早い日の方で 2月 24日（水）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 

     ４ その他 

教育長 それでは、日程第 4 その他 4その他ですがなにかございますか。 

社会教育課長 はい、一点ご報告がございます。1月 22日に予定しておりました東京オリンピ

ック聖火リレーのトーチの展示につきましては、新型コロナウイルス感染症拡大

防止のため緊急事態宣言が発令され、主催者であります埼玉県より事業の一時中

断ということで連絡がございました。県としては中止ではなく中断ということで

考えておりますので、また新たな日程で開催することになりましたらご報告いた

します。併せまして、パラリンピックにつきましても同様の聖火リレートーチの

展示が実施される予定です。こちらにつきましては、2月 18日（木）に文化セン

ターで実施できるよう計画しています。以上となります。 

教育長  トーチの展示ですが延期となりました。コロナウイルスの感染状況を見て開催

する予定となります。2月 18日のパラリンピックのトーチの展示は現時点ではこ
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のまま実施する予定となります。 

 他に何かございますか。 

一同 （なし。） 

教育長 よろしいでしょうか。  

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。それでは第 1回定例会を終了とさせていただきます。

引き続き情報交換に移ります。 

今回はGIGAスクール構想の進捗状況と今後のICT機器の活用方法についてご説

明させていただきます。 

学校教育課主

任 

【情報交換】 

・GIGAスクール構想の進捗状況と今後の ICT機器の活用方法について 

 


