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令和３年 第２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 2月 24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 9時 30分 【武藤教育長】  

閉会：午前 10時 25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 
中山 忍委員、石田 加津美委員 

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 岩本主任 

会      議     録 

学校教育課長 皆さん、おはようございます。令和 3年第 2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、今回は中山委員と石

田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（１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（1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 3 年 1 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。1 月につきましては前月と比較すると、件数が

若干減少しております。投稿された個人情報の内訳については実名投稿が 2件増、

顔画像が 1 件減と、ほぼ横ばいの状況です。SNS の利用割合についても先月から

の変化はほとんどございませんでした。 

委託業者から報告のあった 1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。（1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。調査件数はこれまで毎月右肩

上がりに増加しておりましたが、今月初めて減少に転じております。 

次に横綴りの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

点目としては高校に対する暴言の投稿になります。裏面をご覧ください。2 点目

から最後のページまでの紹介は全て同じ生徒の投稿内容になります。内容につき

ましてはゲーム内の別の人が誹謗中傷している投稿に対して反応しているものや
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規約違反であるゲームアカウント売買募集の投稿、性的表現に関する投稿、ゲー

ム仲間とのトラブルに繋がるような中傷や不満、言い争いの投稿がございました。

これらの投稿をしている人物につきましては、先月の定例会でも報告させていた

だいた生徒でありまして、すでに保護者を交えた指導がされておりますので、今

後は問題視されるような書き込みもなくなってくるのではないかと思われます。 

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。 

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 ３月補正予算について 

教育長 続きまして、日程第 2報告 教育長報告 2 3月補正予算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。3 月の議会では学校教育課、社会教育課、両神

公民館、図書館で補正予算を予定しております。今回の補正予算につきましては

歳出のみとなっております。 

 はじめに、学校教育課の補正予算になります。新型コロナ対策夏季授業実施に

伴うスクールバス運行事業費になります。95万 2千円の増額になります。こちら

につきましては、夏休み短縮などにより臨時で運行したスクールバスの委託料に

つきまして、予定額より増加しため増額しております。次に児童派遣費のバス借

り上げ料 49万 7千円の減額、小学校合同事業実施費の合同芸術鑑賞会開催費補助

金 35万円の減額、生徒派遣費の鹿中のバス借り上げ料 203万 7千円の減額、生徒

派遣費補助金・公共交通料金 20万円の減額となっております。これらの減額につ

きましては、バスの借り上げ料は必要額のみを残す形で減額しており、合同芸術

鑑賞会開催費補助金と生徒派遣費補助金・公共交通料金は今後執行予定がありま

せんので予算額を全て落としております。 

 次に社会教育課の補正予算になります。こちらは文化財資料整理事業費の人件

費について減額しております。報酬 113万 8千円、期末手当 29万 2千円、費用弁

償 22万 7千円の減額となります。会計年度任用職員について、病気療養により業

務に従事することが出来なかったため減額しております。 

 次に両神公民館の補正予算になります。総合会館維持管理費 130万円の減額に

なります。こちらは施設改修工事請負費の不用額について減額しております。 

 2 枚目をご覧ください。最後に図書館の補正予算になります。図書館維持管理

費の人件費について同一予算科目内での調整を行っております。報酬を 18 万 6

千円減額し、共済費の社会保険料不足分に充てる形で同額を増額補正しておりま

す。 

 以上が各課所の補正予算の内訳となります。補正予算要求額の総額については

下段に記載したとおりとなります。 

教育長 3 月補正予算の概要になります。学校教育課の補正予算についてはコロナウイ

ルスの影響で予算が執行できなかったものがほとんどになります。 

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） 

      ３ その他 

教育長 それでは、日程第 2 教育長報告 3 その他でありますが、なにかある方はおり
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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３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 報告第 3 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） 

令和 3年 1月中に申請のあった後援依頼について、小鹿野町教育委員会後援等

取扱要綱第 3 条の規定により別紙のとおり承認したので、小鹿野町教育委員会事

務委任規則第 4条第 1号の規定により、別紙のとおり報告いたします。 

2枚目をご覧ください、一覧表になります。1月中の後援依頼の申請は 2件とな

ります。 

1 件目が日本ボーイスカウト秩父第 1 団によるボーイスカウト事業に対する後

援になります。内容につきましては幼稚園年中から小学 4年生までを対象に、自

然体験遊びとして火起こし体験やテント張り、野外活動体験をするものとなって

おります。こちらの実施日につきましては申請時では 3月 7日を予定しておりま

したが、緊急事態宣言の延長を踏まえ、3月 21日に変更がされております。 

2件目が埼玉キワニスクラブによる MYポエム（青春の詩）コンクールに対する

後援になります。こちらにつきましては、多感な青春時代を過ごしている中学生、

高校生、特別支援学校生を対象に、日常生活の中で印象に残った体験や思い出を

表現したポエムのコンクールになっております。 

その他の内容は資料に記載したとおりとなります。以上、承認の報告になりま

す。 

教育長 後援の承認になります。1件目の報告の実施日が 3月 21日に変更になっている

ということでご了解いただければと思います。 

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３ 議事 

報告第４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 報告第 4 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 3年 4月 1日付けで要保護・準要保護の新規認定及び継続認定を、小鹿野

町就学援助費支給要綱第 6条第 1項及び第 8条第 1項の規定により行うので、小

鹿野町教育委員会事務委任規則第 4条第 1号の規定により、別紙のとおり報告い

たします。 

今回の報告につきましては、新入学生の準備・学用品に対する補助として 3 月

に就学援助費を支給するために 2月の定例会において認定の報告をするものであ

ります。 

最初に令和 3年度新規認定者です。小学校入学予定者で小鹿野小学校 2名とな

っております。認定理由は児童扶養手当の受給によるものであります。 

次のページをご覧ください、継続認定になります。中学校入学予定者で小鹿野

小学校から 8名、長若小学校から 2名、三田川小学校から 1名となっております。

認定理由は記載のとおりとなっております。 

説明以上となります。こちらの議案につきましては、定例会閉会後、回収させ
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ていただきます。 

教育長 新たに 2名の児童の認定となります。資料については閉会後に回収させていた

だきます。 

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３ 議事 

協議第１号 小鹿野町教育委員会感謝状の贈呈について 

教育長 それでは、日程第 3 協議第 1 号 小鹿野町教育委員会感謝状の贈呈について

お願いします。 

事務局 （配付資料に基づき報告） 

小鹿野町教育委員会感謝状の贈呈者を別紙のとおり決定することについて協議

を求めるものでございます。先般、各小中学校長に教育委員会感謝状贈呈につい

て、該当者の推薦を依頼したところ、三田川小学校長より 1名、両神小学校長よ

り 2 名の推薦がございました。功績といたしましては、資料に記載のとおりとな

ります。資料の 3枚目以降に各校長からの推薦書を添付しており、こちらに学校

長の推薦事由が記載されております。最後のページに参考として感謝状贈呈規程

を添付しております。この推薦のありました 3 名につきまして、感謝状を贈呈す

ることでよろしいか、委員皆様にご協議いただきたいと思います。 

教育長 感謝状の贈呈につきまして、三田川小学校、両神小学校の校長より資料に記載

の方々に感謝状を贈呈したいということで推薦が上がってきております。資料を

ご覧いただければと思います。 

いかがでしょうか、贈呈することでよろしいでしょうか。 

委員一同 （反対意見なし。） 

教育長 それでは、この方々に対して感謝状の贈呈をさせていただきます。 

それでは次に進みます。 

日程第３ 議事 

協議第２号 小鹿野町学校施設長寿命化計画（案）について 

教育長 それでは、日程第 3 協議第 2 号 小鹿野町学校施設長寿命化計画（案）につ

いてお願いします。 

事務局 （配付資料に基づき報告） 

小鹿野町学校施設長寿命化計画を別紙のとおり策定することについて協議を求

めるものでございます。この計画（案）につきましては昨年の 12月定例会におい

て、すでに委員皆様には報告させていただいておりますが、その後 12月 28日～2

月 1 日までの期間で、町民から計画（案）に対するご意見を頂くパブリックコメ

ントを実施いたしました。パブリックコメントでは 1名の方から 2件のご意見を

いただきました。その内容が計画の次に配付しております小鹿野町学校施設長寿

命化計画（案）に関するパブリックコメント実施結果という表題の資料になりま

す。ご意見の内容としては、建築コスト及び閉校後の校舎の利活用についてとな

っております。このご意見を受けまして計画の 14ページの 4つ目の点のところに

「低、未利用施設については、各施設別に解体費用を試算した上で、地域での利

活用や公共的団体又は民間事業者での活用等、多様な活用方法を広く検討してい

きます。」と追加しております。その他につきましては文言の修正、調整はしてお

りますが、12月定例会でお示しした時と大きな変更はしておりません。 

つきましては、この計画（案）でよろしいか委員皆様にご協議いただきたいと

思います。 
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教育長 パブリックコメントの実施結果を踏まえて纏めた計画（案）を説明させていた

だきました。 

なにかご意見等ございますか。 

１号委員 パブリックコメントで出た意見に対する担当としての考え方、対応が資料に整

理されておりますが、この資料により意見を出した人に対する回答ということで

しょうか。 

事務局 その通りです。また、このパブリックコメントに対する回答については、定例

会後に町ホームページに同じ内容のものを掲載する予定でおり、掲載により回答

とさせていただくこととなります。 

学校教育課長 施設担当の方で頂いたパブリックコメントに対する回答を作成し、課内で検討

して取り入れるところは取り入れ、考え方と対応を記載しております。今後、町

ホームページでパブリックコメントに対する回答としてお知らせする予定です。

また、どの方から頂いた意見かなどは公表されません。 

教育長 よろしいでしょうか。それでは、この案を計画とすることでよろしくお願いし

ます。 

日程第３ 議事 

議案第１号  教育財産の廃止について 

教育長 それでは、日程第 3 議案第 1号 教育財産の廃止についてお願いします。 

事務局 （配付資料に基づき報告） 

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財産の種類：土地（小鹿野町弓道場使用）、2所在：小鹿野町小鹿野 2668番地、

3面積： 土地 868.21㎡（町有地）、4現況：更地、5廃止予定日：教育委員会

議決日 

提案理由、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、小鹿野町弓道場の土地を教

育財産から廃止したいので、この案を提出するものであります。 

教育長 教育財産の廃止について説明させていただきました。 

なにかご質問等ございますか。 

３号委員 こちらはどの辺りの土地でしょうか。 

社会教育課長 こちらは位置でいいますと小鹿野小学校東側になります。小鹿野町武道場の建

設に伴い、以前ありました小鹿野町弓道場が解体撤去されました。この社会体育

施設の廃止により平成 29年 12月議会にて条例改正もしております。廃止後の跡

地の利用につきましては利用がないまま現在に至っております。今後小鹿野町役

場の新庁舎の建設なども予定されている中で、職員の駐車場等に活用することも

検討していきたいということで教育財産の廃止として提出させていただきまし

た。 

教育長 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４ その他 

    １ 小・中学校卒業式及び入学式について 

教育長 それでは、日程第 4 その他 1 小・中学校卒業式及び入学式についてお願いし

ます。 

事務局 小・中学校の卒業式及び入学式につきましてご報告いたします。本来ですと教

育長及び教育委員の皆様には各小中学校の卒業式及び入学式に割振りをさせてい
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ただき、来賓としてご出席していただいております。しかしながら、今年は県教

育委員会通知に基づき、卒業式等の学校行事は参加者数の規模、時間短縮を含め

た新型コロナウイルス感染予防対策に万全を期すことが必要であり、また、校外

の人の出入りも極力避けるため、学校とも協議をした結果、卒業式、入学式とも

に来賓の招待はお控えすることで決定いたしました。そのため、町長も含めて来

賓は出席無しで実施することとなりましたので、よろしくお願いいたします。 

教育長 説明が終わりました。県の方針もある中、教育委員の皆さんに卒業式、入学式

をご覧いただければということで、ぎりぎりまで学校長とも協議していたのです

がやはり無理だろうといこうとになりました。その理由としては、保護者も制限

され、在校生も入れない状況の中で長引くようなものは避け、短い時間で対応で

きればというところがあります。小鹿野中学校の場合は在校生が入れませんので

保護者と卒業生と職員だけ体育館に入り行いますが、ぜひ 1 年生、2 年生にも観

てもらいたいということで当日はリモートにより教室で観れるようにする予定で

す。小学校は長若小学校や三田川小学校は人数が少ないので密にならないので大

丈夫ですが、小鹿野小学校はそうもいきませんので、在校生を会場に入れること

ができません。またリモートを行うにしても、先生達は体育館に行き児童だけを

教室に残しておくわけにもいきません。各学校で若干対応形態も異なりますが、

基本的には卒業生、保護者、職員による卒業式の実施になります。町長にもこの

ような形で実施することでご理解いただければとお話をしました。本当に卒業生、

在校生にとって寂しい卒業式になってしまい残念であります。 

２号委員 小鹿野中学校は昨年度も同じように卒業生と教職員、保護者のみで行いました

が、各クラス 1名ずつ卒業証書授与ということで 3クラスあったので代表の 3名

が校長先生から卒業証書を頂きました。去年はその後に各クラスに戻り他の卒業

生は担任の先生から卒業証書を頂きました。その時にこれくらい時間がかかるの

であれば校長先生から卒業証書を貰いたかったという生徒が多くいました。その

時は教室に保護者も入っていいということで様子を見ることができたのですが、

教室の方が密で体育館の方が広くていいのではないかという意見がありました。

そのあたり、今年はどのようにやるのでしょうか。 

教育長 どのような形で実施するかはこちらもまだ把握ができておりません。昨年度は

全校や複数学年といった大きな集団が集まることを避けるということでそのよう

な形で実施したかと思いますが、たしかに中山委員さんがおっしゃっているよう

に教室で保護者も入ってやるのであれば同じことになるかと考えられます。 

２号委員 体育館の方が広くて間隔を空けて座らせられるし、時間も同じくらいでできる

のではないかと話があり、生徒の方もこのやり方でいいのだろうかということを

言っておりました。もし同じくらいの時間でできるのであれば校長先生から貰え

る方がいいのかなと思いました。 

教育長 校長先生も渡したいと思っていると思います。委員の皆さんも卒業式に出席し

た経験あるかと思いますが、卒業生と在校生で感動的な式を作り上げます。本当

に素晴らしい感動の場になります。 

委員さんのおっしゃっていたことは学校の方に確認しておきたいと思います。

よろしくお願いします。 

その他なにかございますか。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 次回日程について 
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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 次回の第 3 回定例会の日程ですが、3 月 22 日（月）午前か午後、又は 3 月 23

日（火）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。 

委員一同 （都合が悪い日なし。） 

教育長  それでは 3月 23日（火）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 

     ３ その他 

教育長 それでは、日程第 4 その他 3その他ですがなにかございますか。 

中央公民館長 はい、二点ご報告がございます。お手元に配付しました資料をご覧ください。 

はじめに、令和元年度文化センター使用状況調書をご覧ください。こちらにつ

きましては、今年度の 8月の定例会で中央公民館の情報提供をさせていただいた

際に宮原委員さんから令和元年度の文化センターの使用状況についてご質問があ

りました。大変遅くなりましたがそちらについて本日資料をご用意させていただ

きました。こちらの表につきましては会議室ごとの月別に使用料の有無で回数と

人数を集計した表になっております。令和元年度の合計といたしましては 1,907

回、使用人数が 36,762人。また、利用団体数については有料の利用が 1,075回、

無料の利用が 837回となっておりまして、計 1,912回ご利用いただいております。

使用料につきましては昨年度は 1,428,860円となっております。 

次の資料をご覧ください。第 34 回小鹿野文化祭を 3 月 3 日（水）から 3 月 7

日（日）までの 5日間で午前 9時から午後 5 時まで、また、最終日 7 日は午後 4

時までで開催をいたします。今回は新型コロナウイルス感染防止のため公演部門

と単独部門は実施せず展示部門のみの開催となります。こちらにつきましては、

文化団体連合会、各団体から意見を聴取しましてこのような形で開催することと

なりました。委員皆様にもお時間ありましたら是非ご覧いただければと思います。

よろしくお願いいたします。 

４号委員  文化センターの使用状況ですが、前年度（平成 30年度）との比較などはござい

ますか。 

中央公民館長  今手持ちの資料がございませんので、また今度ご報告させていただきます。 

教育長  その他なにかございますか。 

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。それでは以上を持ちまして令和 3年第 2回小鹿野町

教育委員会定例会を終了させていただきます。 

少し休憩を挟みまして奨学資金貸付委員会を開催させていただきます。 

 


