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令和３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 3年 3月 23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 47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 菅沼学校教育指導員、邊見指導主事、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 3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（２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（2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 2 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。2 月につきましては前月と比較すると、調査対

象件数が増加しております。  

先月は初めて減少に転じましたが、今月は再び増加となりました。投稿された

個人情報の内訳については実名投稿が 3件増、顔画像が 1件増となっております。

SNSの利用割合については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 2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。（2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。調査件数は再び増加に転じて

おり、今年度過去最高数となりました。 

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。2

月の概要でも報告しましたが、ガイジという言葉を使った軽蔑する言葉の投稿、

また暴言を吐く投稿、裏ページにいきまして、過去の投稿になりますが気持ちの
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落ち込みを伝える内容の投稿が報告されております。 

ネットパトロールの報告は以上となります。 

教育長 ネットパトロール 2月分の報告がありました。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月議会定例会一般質問及び答弁書について 

教育長 続きまして、日程第 2報告 教育長報告 2 3月議会定例会一般質問及び答弁書

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） 

 小鹿野町議会 3月定例会が、3月 9日から 3月 12日までの 4日間で行われまし

た。一般質問では 8名から通告があり、そのうち教育委員会に関する質問が猪野 

武雄議員、笠原 義行議員、髙橋 謙治議員、齋藤 維議員の 4名からございました。 

 質問内容ですが、猪野議員が 1点目としてコロナ禍における学校教育の対応状

況について 5 項目の質問がございました。2 点目の質問が中学校卒業見込み生徒

の進路状況についてになります。 

 次に笠原議員の質問になります。1 点目として休校措置やウイルスに対する不

安による受験や進路、学力や生活態度など子供たちの状況について、2 点目の質

問として生活が困窮している子育て世帯、塾などへの送迎等が困難な世帯がどの

くらいあるのかについて、3 点目の質問として学校外教育への支援策に対する所

見についてとなっております。 

 次に髙橋謙治議員になります。1点目として GIGAスクール構想が進む中での電

磁波による健康被害について、2 点目の質問として電磁波過敏症への対策につい

てとなっております。 

 最後に齋藤議員になります。1点目の(1)として「生きる力」を養うための教育

について、2 点目の(2)としてグローバル化に対する教育について、3 点目の(3)

として食育についてとなっております。 

一般質問の詳細と質問に対する答弁についてはボリュームもございますので、

後ほどご覧いただけたらと思います。 

教育長 3 月議会の一般質問につきまして、簡単に説明をさせていただきました。ボリ

ュームがありますが、どのような質問が出たのか目を通していただければと思い

ます。 

少し内容について説明させていただきますと、まず猪野武雄議員はコロナ禍に

おける学校教育の対応状況について 5 点質問がございました。こちらについては

現状がどのようになっているかを説明させていただきました。学習については、

休校期間がありましたが、その後夏休みの短縮などにより授業時間数は問題なく

進んでいると説明をさせていただきました。学習環境や給食の状況、子ども達か

らの SOSを見落とさない取組みについては特別新しいことはございませんので状

況をそのまま説明いたしました。現場教師の状況については、今までにない対応

が求められております。小鹿野町では学習指導員が多く配置され、またスクール

サポートスタッフも配置しており、教師の負担軽減の取組ができていると話をさ

せていただきました。また卒業生の進路状況の見込みについては概略を南課長に

答弁をしていただきました。 

次に笠原義行議員については、猪野議員とほぼ同じ内容でありましたが、学力
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については、毎年行われている全国学力・学習状況調査がなくなり、県の学力・

学習状況調査についても時期がずれて行われ統一条件ではありませんでしたの

で、例年とは違った調査になっていると説明をさせていただきました。ただ、子

ども達の実態を見ますと、指示や課題が出ていないと学習ができないということ

が小鹿野町に限らず全国的な傾向にあるという調査のまとめが出ております。小

鹿野町でも進んで学ぶ姿勢を子ども達に付けていきたいとお話をさせていただき

ました。また、家庭環境、経済的理由で学校外教育が受けられない世帯に対する

対応ですが、他の自治体では家庭的、金銭的苦しい家庭に学校外の塾に行くため

の支援をしているところもあるようです。千葉県の自治体では現金を渡すのでは

なく、塾や稽古事に通うためのチケットを渡している所もあるようです。ただ、

小鹿野町では給食や教材費の支援を行っておりますし、町の財政面も裕福ではあ

りませんので、どこに重点を置くかという検討が必要であるかと思います。髙橋

謙治議員からはGIGAスクール構想によりタブレットが配付されWi-Fi環境も整備

された中で、それに伴う電磁波による健康被害について質問がございました。こ

ちらについては科学的根拠が不十分で WHOなどの諸機関でも立証されていなく、

国においても総務省で基準を設け、基準以下の電磁波については影響がないとさ

れておりますので、学校教育課ではそれらの機器の運用をしっかり把握していき

ながら対応していきますと答弁をしております。また、学校内に電磁波が届かな

いセーフティーゾーンは無くていいのかという質問があり、こちらについては保

健室に Wi-Fi が繋がっておりませんので大丈夫と答弁いたしました。電磁波につ

いては今後情報収集しながら子ども達にも情報を流し、自分自身で危険を回避す

るという力を付けていただきたいと思っております。 

齋藤維議員からは生きる力についてどういった教育を進めていくのか、グロー

バル化する世界に対してどのような教育を実施するのか、食育についての 3 点質

問がございました。特に食育については今後色々な形で考えていかなければなら

ないと思います。パンの小麦は国産 100％なのかという質問もいただきましたが、

70％は外国産のようです。国全体で小麦は足りていなく、7 割､8割は輸入した小

麦を使っているようです。ただ、さきたまボールという丸いパンが給食で出てお

りますが、これは国産 100％の小麦で作っているようです。ただ、外国産の小麦

に比べてグルテンの含有量が少ないようでパサパサ感がでてしまうようです。子

供たちの健康を維持するために食育について学ばせてほしいという要望もあり、

今後保健教育で対応していきますと答弁させていただきました。概略ではありま

すがポイントだけ説明させていただきました。 

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月臨時補正予算について 

教育長 続きまして、日程第 2報告 教育長報告 3 3月臨時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） 

3月 25日に行われる小鹿野町臨時議会において補正予算を提出する予定でおり

ます。 

まず学校教育課の補正予算ですが、令和 2年度予算の補正予算になります。GIGA

スクール構想実現事業費について各科目の不用額について減額補正をしておりま

す。次に下段にいきまして新型コロナ対策オンライン学習通信環境整備補助事業
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費について 10 万円増額補正しております。こちらにつきましては予算として 30

万円取っておりましたが、補助金の申請数が予定より多くあり、予算不足になっ

たため不足分を増額しております。 

 次に令和 3 年度補正予算でございます。3 月議会で令和 3 年度予算については

可決、成立しておりますが、東京オリンピック・パラリンピック学校連携観戦事

業費について計上科目の誤りが指摘により発覚したため、振り替えを行っており

ます。小学校費から中学校費に振り替えをしております。以上が学校教育課の補

正予算の概要になります。 

 次に社会教育課の補正予算として繰越明許費になります。この繰越明許費につ

いて説明いたしますと、なんらかの理由でその年度内に支出を終わらない見込み

があるものについて、議会の議決を得て翌年度に限り、繰り越しをして使用でき

るようにする予算のことを言います。指定文化財管理費について、新型コロナウ

イルス感染症の感染拡大等に伴い、緊急事態宣言が再発令、延長され活動制限が

求められたことなどから、当該補助事業の年度内完成が見込めなくなったため、

繰越しを行うものであります。68万 2千円を繰越明許費として補正しております。 

以上が臨時議会における補正予算の説明になります。 

教育長 3 月臨時補正予算について説明がありました。何か質問、ご意見等はあります

か。 

10 万円補正したオンライン学習通信環境整備補助事業費について内容の説明

をお願いします。 

事務局 はい、こちらはオンライン学習通信環境整備費の補助金となっており、昨年中

に要綱を整備し、補正予算で予算確保をして作らせていただいた補助事業になっ

ております。主に Wi-Fiルーターの購入費や通信費について GIGAスクール構想に

伴うオンライン環境整備に要する費用の手助けとして設けております。こちらは

2月に入って補助金の申請も多くなってきており、1世帯 1万円が上限で 30万円

の予算なので 30世帯以内を見込んでおりましたが、現在 37世帯からの申請を頂

いております。そのため補助金の予算が不足しているため、今回補正予算をさせ

ていただいているものとなっております。 

教育長 タブレットを使用したり GIGA スクール構想により今後オンラインの活用もあ

りますので、家庭の Wi-Fi 環境を整備する工事や設置費について町で部分的に補

助するという制度になります。今説明があったように現在 37世帯から申請があり

ましたので増額の補正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） 

      ４ 令和３年度学校教育だよりの年間計画について 

教育長 続きまして、日程第 2 報告 教育長報告 4 令和 3 年度学校教育だよりの年間

計画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年度学校教育だよりの年間計画についてご説明いたします。 

1「学校教育だより」では令和 3年度のスケジュール等の概要になります。年間

3 回掲載予定で 6 月、10 月、2 月の町広報に掲載を予定しております。ページ数

としては概ね 2ページ程度確保しております。(4)発行計画が担当の学校教育指導

員の方で現在予定している掲載内容になります。また町ホームページにも広報に

載せきれなかった写真などを盛り込んで掲載する予定でおります。 
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次の 2学校教育だより 6月号（案）についてですが、まず小鹿野町教育行政重

点施策で 1ページ、また目玉的な取組紹介として、ことだま 100選、未来塾、国

際交流事業、進路・キャリア教育キャリアパスポート、オリンピック観戦ツアー

についてで 1 ページ掲載する予定でおります。学校教育だよりにつきましては、

原稿案が上がってきた段階で定例会で随時ご紹介させていただきます。 

教育長 詳細につきましては掲載前に定例会に提出させていただきますので、その時に

ご審議いただければと思います。 

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 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 5 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） 

1月の定例会において 12月時点の進路希望調査について報告させていただきま

したが、今回報告するものは小鹿野中学校 3年生の実際の進路状況の報告になり

ます。令和 3年 3月 11日現在の状況になります。公立高校の秩父郡市内ですが、

男子 36名、女子 39名で計 75名になっております。公立高校の秩父郡市外につい

ては、男子 1名、女子 9名で計 10名となっております。私立高校は県内県外合わ

せて男子 8名、女子 5名で計 13名となっております。その内、県外については東

京都の高校に男子 1名、山梨県の高校に男子 1名となっております。続きまして、

高等専門学校は男子 1名、定時制・通信制高校は女子 1名となっております。最

後に特別支援学校が男子 3名、女子 1名で計 4名となっております。合計で男子

49名、女子 55名で計 104名の進路状況になります。 

教育長 中学校の進路状況についてはこのようになっております。 

学校教育課長 補足がございます。先ほどの猪野武雄議員の一般質問の中で中学校卒業生の進

路見込みの状況についてという質問がありましたが、この質問に対する答弁の数

値につきましては確定前の進路希望の数値ですので、今報告した数値とは異なっ

ております。 

教育長 高校入試につきましては、全県的に定員割れのところが非常に多いようです。 

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 令和２年度中学生未来塾のまとめについて 

教育長 続きまして、日程第 2 報告 教育長報告 6 令和 2 年度中学生未来塾のまとめ

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） 

中学生未来塾のまとめということで資料を準備いたしましたのでご覧くださ

い。今年度の小鹿野未来塾ですが、事業の方が漢検チャレンジ、英検チャレンジ、

小学生科学不思議講座、中学生未来塾の 4講座実施いたしましたが、中学生未来

塾以外は前回の定例会で報告させていただきましたので、今日は中学生未来塾の

まとめについてご報告いたします。5ページ構成の資料となり、5ページ目に考察

がございます。考察の内容を中心に述べたいと思います。1 ページ目になります

が、参加人数は合計 93 名で年々増加しております。出席率は今年度 77％で今ま

でで一番良い出席率でした。2 か月遅れのスタートになり、また緊急事態宣言に
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より後半の 3回は実施できませんでした。12回実施予定の計画でしたが 9回の実

施になり、また受験前に未来塾が実施できなかったのは痛かったなと思っており

ます。英検と漢検については中学生未来塾においても町から検定料を全額補助し

ていただいております。受験率は漢検が約半数、英検が 92.5％で昨年度と比較し

ても増加しております。これは小鹿野中学校で学校を上げて英検、漢検に取り組

んでいただいておりますので、そういった働きかけと未来塾がうまくマッチした

のかなと考えております。合格率は英検の方が素晴らしく 72.1％でした。また、

町の目標で卒業時に英検 3級以上取得 4割の目標を掲げておりますが、今年度は

19.2％でした。昨年度と比較して若干下がってしまいましたが、2 年生では 4 級

の合格者も増えておりますので今後楽しみにしているところであります。2 ペー

ジ目をご覧ください。こちらは中学生のアンケート結果をまとめたものでありま

す。結果の概要を見ていただきますと、90％以上の生徒が肯定的な回答をしてい

ただいておりますので比較的に満足度が高かったのかなと思います。また、中学

生未来塾の良いところはなにかという質問では学校の復習ができる、分からない

ところを丁寧に教えてもらえるという回答が多くありました。役立ったところは

なにかという質問では苦手教科が少しずつ克服できた、学校の授業が分かりやす

くなったなどの声が聞けました。このような回答を頂けたのはなぜなのか考えた

時にやはり講師の先生方に寄り添った指導をやっていただいているおかげかなと

感じているところです。3 ページ目は保護者へのアンケートになります。こちら

でも参加させてよかったか、来年度もまた参加させたいかという質問項目に対し

て 98％の肯定的な回答を頂いております。もう少し回数を増やせないかという意

見も出ており、来年度は順調にスタートできれば 15回の回数で計画できればと思

っているところです。 

説明は以上となります。 

教育長 2年度の中学生未来塾のまとめについて報告をしていただきました。何か質問、

ご意見等はありますか。 

３号委員 アンケートの結果について大変素晴らしい内容になっていますが、こちらは予

算や講師の人数の面で、参加できる人数を増やしていっても大丈夫なのでしょう

か。 

事務局 人数が増えて一番の問題点は会場の問題です。文化センターをお借りしていて、

一番広い大会議室はたくさん人数を入れることができますが、他の部屋はそれほ

ど広い部屋はございませんので、増えすぎてしまうと会場のやりくりで大変な面

がございます。 

３号委員 評判もかなり良いと思いますので、できれば参加人数が増えても大丈夫な環境

を整えてもらえればと思います。 

学校教育課長 予算の関係でございますが、人数がもし増えても賄える予算は確保しておりま

すので大丈夫です。また中学生未来塾は中学生だれでも参加できるようにスクー

ルバスも運行しておりますので、親の送迎が必要な家庭でも来ることができる環

境を作っております。 

教育長 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） 

      ７ その他 
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教育長 それでは、日程第 2 教育長報告 7 その他でありますが、なにかある方はおり

ますか。 

３号委員 最初の議会一般質問の中で電磁波過敏症という言葉がでてきましたが、こちら

はなにか別の市町村で事例のようなものはあるのでしょうか。 

学校教育課長 学校保健衛生法ではまだ電磁波過敏症について記載はございません。あらゆる

機械から出ている電磁波を浴び続けていると体の中で色々な部分で影響が出てめ

まいや吐き気などの症状が出ることがあるようです。電磁波過敏症は医学的な解

明がまだされていませんが、今申した症状が出てくる場合があるようです。さき

ほど教育長がおっしゃっていたように、子供たちが自分たちで情報を仕入れなが

ら防御できるものは防御していくことが大切ですので、情報については提供して

いきたいと考えております。 

教育長 私が調べた中では 2000年に様々な新聞で電磁波による健康被害、影響という記

事が載ったようです。事例としては携帯電話でアラームをセットし就寝時に頭の

近くに置いておくと、睡眠中に脳の中に電磁波が流れてよくないということが一

部では言われていたりするそうです。大人の脳の構造と違って子供は頭蓋骨が薄

く電磁波の影響を受けやすいということも報道されているようで、髙橋謙治議員

から資料を頂きました。また電波の 5G についても懸念しておりました。5G は波

長が細かいようで部分的に影響が出るようです。5Gの基地局ができると周りを規

制するところもあるようです。他の自治体などでは 5Gの基地局が計画された段階

で電磁波に詳しい人々による反対運動などもあるようです。WHO などによる科学

的根拠はないようですが、めまいや頭痛などを訴える症例はでているため今後継

続した調査研究が必要であると思います。 

よろしいでしょうか。それでは次に進みます。 

日程第３ 議事 

報告第５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 5 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 2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。2月中の後援依頼の申請は 2件とな

ります。 

1 件目が横瀬町バイオリン・プロジェクト実行委員会による春休みバイオリン

レッスンに対する後援になります。内容につきましては小中学生を対象にオンラ

インでプロ講師によるバイオリンレッスンとなっております。 

2 件目が公益社団法人秩父青年会議所による童話で学ぶ模擬裁判に対する後援

になります。こちらにつきましては、童話「三匹のこぶた」を題材として、こぶ

たがオオカミを退治した行為が正当防衛に当たるか否かを、子供たちが裁判官、

検察官、弁護人の立場から考える形式で模擬裁判を体験するものとなっておりま

す。 

日程、場所、参加費につきまして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 後援の承認について 2件ございました。 
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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３ 議事 

報告第６号  要保護・準要保護の新規認定について 

報告第７号  要保護・準要保護の継続認定について 

教育長 それでは、日程第 3 報告第 6 号 要保護・準要保護の新規認定について及び

報告第 7号 要保護・準要保護の継続認定についてを一括上程して説明をお願い

します。 

事務局 （配付資料に基づき説明） 

はじめに、報告第 6号要保護・準要保護の新規認定についてでございます。 

令和 3年 3月 1日付けで要保護・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。1 枚おめくりくださ

い。準要保護について 1世帯 2名について認定するものになります。認定理由及

び民生委員、校長の所見については記載のとおりになります。 

次に報告第 7号要保護・準要保護の継続認定についてになります。 

令和 3年 4月 1日付けで要保護・準要保護の継続認定を、小鹿野町就学援助費

支給要綱第 8 条第 1 項の規定により行うことについて報告いたします。1 枚おめ

くりください。継続認定の各小中学校別の人数一覧になります。全体数では要保

護が 4 名、準要保護が 59 名、合計 63 名になります。3 枚目以降が学校ごとの名

簿になります。昨年度は要保護 8名、準要保護 50名の認定でございましたので、

比較をすると要保護 4名減、準要保護 9名増、合計では 5名増となっております。

毎回のお願いになりますが、この会議資料につきましては定例会終了後に回収さ

せていただきます。 

教育長 小鹿野町の小中学校の要保護・準要保護の認定について報告をさせていただき

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３ 議事 

議案第２号  令和３年度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 議案第 2 号 令和 3 年度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 （配付資料に基づき報告） 

令和 3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。各学校では毎年 1 年間、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学校教育ビジョ

ン、重点施策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 3年度の委嘱に係る研究主題についてです。小鹿野小学校は

分野が学力向上、校内研修テーマが「確かな学力を持ち、心豊かに生きる児童の

育成」となっており昨年度と同様のテーマになります。次に長若小学校が分野が

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」でこちら

も昨年度と同様のテーマになります。三田川小学校は分野が学力向上、校内研修

テーマが「少人数学級のよさを活かし、学びを深めるための授業改善の取組～読

解力や思考力を高めるタブレット活用方法の工夫～」となっており分野、校内研

修テーマともに昨年度から変更されております。両神小学校は分野が学力向上、
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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（「両小スタンダード」

の定着、他教科への広がりを目指す）」で校内研修テーマのみ変更されております。

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～互いに認め合う、居心地の良い学級づくり～」で校内研修テーマが

一部追加されております。以上の研修テーマを持って 1年間、各小中学校で取り

組んでいただくこととなります。 

教育長 令和 3年度の小学校 4校、中学校 1校の研究主題について各学校から上がって

きたものについて説明をさせていただきました。 

ご質問、ご意見ありますでしょうか。よろしいでしょうか。 

それでは研究委嘱校の 5校のテーマについて承認を頂きました。それでは次に

進みます。 

日程第４ その他 

    １ 令和３年度秩父地区教育委員会連合会研究委嘱校について 

教育長 それでは、日程第 4 その他 1 令和 3年度秩父地区教育委員会連合会研究委嘱

校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研究委嘱校について、令和 3年度は小鹿野町で 1校

割り当てがされました。こちらにつきましては秩父地区教育委員会連合会が定め

る課題について委嘱校が研究を行い、報告をするものとなっております。令和 3

年度の課題については 2枚目のとおりになります。また、研究を行った学校に対

しては研究謝金として 10万円が交付されます。今回、両神小学校より研究委嘱の

申請が提出されたため、秩父地区教育委員会連合会に報告させていただきました。

研究する課題、内容については 1枚目の申請書のとおりになります。 

以上、報告になります。 

教育長 秩父地区教育委員会連合会の研究委嘱校についてですが、今回両神小学校が手

を上げました。こちらは 1校につき 10万円交付されますので、学校としても非常

に助かるかなと思います。こちらは 2 月頃に研究の成果について報告をするもの

になると思います。 

よろしいでしょうか。それでは次に進みます。 

日程第４ その他 

     ２ 教職員辞令伝達式について 

教育長 それでは、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 こちらは資料を用意しておりませんが、令和 3年 3月 12日付けで教育委員会か

ら令和 3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

案内を送付させていただきましたが、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。年度当初の忙しい中かと思いますが、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 埼玉県の新採用者の辞令伝達式はオンラインの実施になりました。小鹿野町の

場合は人数的なところも考え、間隔を取って感染症対策を徹底する中で実施しま

す。新任として小鹿野町に初めて着任する先生方もおりますので気持ちを新たに、

また初めて教職に就く者もいますので今の状況の中で判断し実施する予定でおり

ます。また、感染状況が変わった場合など急な変更もあるかもしれません。お忙

しい中かと思いますが出席よろしくお願いします。 
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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 2次回日程についてお願いします。 

事務局 次回の第 4 回定例会の日程ですが、4 月 26 日（月）午前か午後、又は 4 月 28

日（水）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。 

１号委員 できれば 4月 28日（水）でお願いします。 

教育長  他の委員さんは大丈夫でしょうか。 

それでは 4月 28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。 

中央公民館長 はい、委員皆様のお手元にお配りさせていただきましたが、小鹿野町の町民の

方から募集しました作品を文芸おがのという形で編集することができました。委

員皆様には是非ご覧いただければと思います。 

教育長  文芸おがの第 35号となります。このような状況の中お寄せいただいた作品を纏

めて大変良いものができました。先ほど少し中を見させていただきましたが大変

良いものになりました。 

その他なにかございますか。 

社会教育課長  はい、3月 26日にパラリンピックの聖火トーチの巡回展示を予定しておりまし

たが、コロナウイルス感染症の影響により 5月 19日（水）に延期となりました。

そのため、オリンピックとパラリンピック両方の聖火トーチを同時に文化センタ

ーで展示することで開催いたします。日にちが近くなりましたら改めてご案内さ

せていただきますのでよろしくお願いいたします。 

教育長  聖火トーチの展示については二転三転しておりますが、現時点では 5 月 19 日

（水）にオリンピックとパラリンピックの聖火トーチを同時に展示することで実

施予定ですのでよろしくお願いします。 

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 3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、情報交換に移りますのでよろしくお願いいたします。 

学校教育課指

導主事 

【情報交換】 

・社会科副読本の紹介について 

 


