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令和３年 第８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 8月 26日（木） 

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 11時 30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 

欠  席  者  

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、高橋 豊社会教育課長、黒沢 貴子中央公民館長 

黒沢 敏江図書館長 

説 明 者 高橋社会教育課長､黒沢図書館長､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。ただいまから、令和 3年第 8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（７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（7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 7月分のネットパトロールについて報告いたします。 

はじめに 7 月分調査の報告書になります。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。 

SNS の調査対象は先月と比較すると若干増加しております。投稿された個人情

報の内訳はほとんど変化はございませんでした。SNS の利用割合については依然

として Instagram が利用割合の大半を占めておりますが、その他の SNS として

YouTube、TikTok が増加してきておりますので今月よりこちらについても利用割

合を掲載しております。 

次に委託業者から報告のあった、7 月投稿の概要になります。（7月の概要読み

上げ） 

 2ページ目が調査件数の推移になります。 
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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。 

 はじめに両神小学校の報告になります。小学校については報告のある月ではご

ざいませんが、委託業者が調査をする中でたまたま発見したため、参考情報とし

て報告がございました。 

埼玉県警察本部交通部交通総務課の Twitterの投稿でおがニャッピーと両神小

学校の児童が横断歩道を渡っている画像になります。画像を拡大すると児童の顔

と名札から名前が分かってしまうものとして報告がされております。 

 次は小鹿野中学校で、こちらは YouTube になります。鹿中 3 年生の生徒が

YouTube にチャンネルを開設しており、そのチャンネルのコメント欄で友人の陰

口を言っているコメントが確認されたものになります。具体的に誰の陰口なのか

までは確認できない内容です。 

 次の報告も YouTubeになります。こちらも YouTubeに生徒自らチャンネルを開

設しており、投稿した動画に友人の顔写真を掲載している内容となっております。 

不特定多数の人に見られてしまう可能性があり、悪用されかねないものとして報

告がございました。 

 以上が今月の報告になります。報告内容については指導主事を通じて学校に情

報提供しております。 

教育長 7 月分のネットパトロールについて報告がありました。何か質問、ご意見等は

ありますか。 

３号委員 報告のあった警察の掲載については、どのように対応するのでしょうか。 

学校教育課長 こちらは、警察活動の PRの一環で載せている情報発信かと考えています。今は

SNS を活用して情報発信をするのは主流になっておりますので、その中での広報

活動かと思います。このことに関してはまだ警察には話をしておりません。 

３号委員 調査している業者から指摘があったものなので、警察と情報共有をして今後こ

ういった掲載は無くしていくのか、このままでいくのか相談した方がいいかと思

います。将来的なことを考えると名前が分かってしまうのはまずいのかなと思い

ます。 

事務局 学校、警察含めて情報共有をしていきたいと思います。 

教育長 その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年度小鹿野町教育要覧の修正箇所について 

教育長 続きまして、日程第 2 報告 教育長報告 2 令和 3 年度小鹿野町教育要覧の修

正箇所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年度小鹿野町教育要覧について、前回の定例会にてご指摘いただいた点

について、再度検討し修正をいたしましたので報告いたします。 

令和 3年度小鹿野町教育要覧修正箇所一覧をご覧ください。修正した箇所はこ

ちらに記載した 4点になります。併せて修正後の教育要覧抜粋資料をご覧くださ

い。修正した箇所については赤のマーカーでチェックしてあります。 

 1点目が表紙になります。「令和 3年度」の表記を下段から上段に修正しており

ます。 

 2点目が 2ページ目になります。「地域」や「外部」の表記を「地域の人的・物

的資源、関係機関・団体」に変更しております。 

 3点目が 4ページ目になります。「(2) 幼児教育から小学校教育への円滑な接続 
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に向けた教育・保育環境の構築」の項目を追加しております。 

 4 点目が 11 ページ目になります。「栄養士」の表記を「管理栄養士」に変更し

ております。修正箇所は以上となります。 

教育長 教育要覧につきましては、前回の定例会で協議していただきご指摘いただいた

4点について修正させていただきました。 

いかがでしょうか。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 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 3 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） 

令和 3年 10月号の学校教育だよりになります。今回の内容は 6項目で構成され

ております。初めに小鹿野未来塾になります。令和 3 年度につきましては新型コ

ロナウイルス感染症拡大防止の観点から縮小、中止となっておりますが、これま

でに実施した取組について各講座の写真とともに紹介をしております。 

続いて、2 点目が教職員夏季研修会になります。町内小中学校全教職員を対象

にオンラインにより夏季研修会を 8月 6日に実施いたしました。人権教育研修会

では東松山市教育委員会生涯学習課より田中様を講師に迎えご講演いただき、学

びポケット研修では先生方が 1人 1台端末を使い実践的な研修を実施いたしまし

た。 

 続いて、3点目が「小鹿野町の魅力」「町内教職員の合い言葉」としてスローガ

ンの募集についてになります。 

 続いて、4 点目が小鹿野町 ICT 教育の取組の紹介になります。今年度より導入

した児童生徒の出席管理や成績の処理、通知表の作成に活用する校務支援システ

ムについて、次がオンラインで実施したまなびポケット・スクールタクト研修会

の様子について、最後が夏休み中のタブレット端末の持ち帰り活用についてとな

っております。 

続いて、5 点目が令和 3 年度埼玉県学力・学習状況調査結果になります。正答

率の状況では、昨年に比べ県平均に近づきつつあり、小学校 6 年生に関しては国

語、算数ともに県平均を大きく上回る結果となりました。学力の伸びの状況では、

国語、算数の伸びが県平均を上回る学年が多くなってきている状況であります。 

 6 点目では給食センターだよりを抜粋し紹介しております。内容は食育につい

てになります。 

 以上の内容で町広報 10月号に掲載するとともに、町ホームページの教育委員会

のページに詳細版を掲載する予定となっております。 

教育長 広報には限られたページ数の中で、このような内容で掲載できればと考えてお

ります。未来塾については、コロナウイルスの関係で緊急事態宣言が発令されて

いる期間は集めることができず、9月 12日までに予定されている講座は中止とな

っております。それ以降については現時点では実施する予定になります。また、

ICT 教育の中で紹介している校務支援システムは働き方改革を踏まえて導入して

おります。このシステムの導入によりこれまで手作業で行っていた成績処理や通

知表の作成などがデジタル化されてきております。 

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。 
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日程第２ 報告（教育長報告）  

     ４ ９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 4 9月補正予算について報告をお願い

します。 

事務局 （配付資料に基づき説明） 

お手元の資料をご覧ください。9 月の議会では学校教育課、社会教育課、中央

公民館で補正予算を予定しております。 

はじめに、学校教育課の補正予算になります。まず歳入になります。公有建物

災害共済金として、小鹿野小学校体育館等消防設備修繕工事共済金を 125万円追

加補正しております。こちらにつきましては、この後の歳出補正予算にも関係し

てくるものですが、7月 29日の落雷が原因により、小鹿野小学校体育館の消防設

備である火災報知器の受信機と感知器が故障いたしました。この故障した火災報

知器の交換にかかる費用については、町で加入している落雷損害共済が使える見

込みですので、その際に支払われる予定の共済金を歳入に追加補正しております。 

今後の予定としては、9 月議会で補正予算が承認されましたら依頼する業者を

決定し、交換してもらいます。その際に落雷が原因であるか依頼業者に調査をし

てもらい、そちらが認められれば共済金が支払われることとなります。支払われ

るのは交換にかかった費用全額ですので歳出補正予算に計上している修繕費と同

額を共済金として計上しております。 

ページをおめくりください。続いて歳出になります。学校教育課の補正予算に

なります。 

事務局事務費の報酬として、小鹿野町教育審議会委員報酬 39万 8千円増額補正

しております。こちらにつきましては、今年度中に小鹿野町教育審議会を 3 回開

催することを想定しており、3 回分の委員報酬を計上しております。次に同じく

小鹿野町教育審議会の会議お茶代を 8千円計上しております。 

 次に校舎等維持管理費(学校教育課)の修繕費として 125 万円増額補正しており

ます。こちらにつきましては、歳入補正予算の際にご説明させていただきました、

小鹿野小学校体育館等消防設備修繕工事として自動火災報知設備受信機及び感知

器の交換にかかる経費になります。 

 次に社会教育課の補正予算になります。総合センター維持管理費の修繕費で 85

万円増額補正しております。こちらにつきましては、小鹿野総合センターPCB 廃

棄物処理に伴う、照明器具修繕工事及び LEDランプ取り換え工事にかかる修繕費

になります。まずこの PCB 廃棄物についてですが、ポリ塩化ビフェニルという化

学物質のことを言い、人の健康及び生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物

質であります。このことから、PCB 特別措置法に基づき、定められた期限までに

適正に処分することとされています。小鹿野総合センター内の照明器具には、こ

の PCB 廃棄物を含んだ安定器が使われているため。この照明器具を取り外し廃棄

処分するとともに LEDランプに取り換える工事費を計上しています。 

次に中央公民館の補正予算になります。まず、文化センター維持管理費の修繕

費で 39万 1千円増額補正しております。こちらにつきましては、冷温水機のプロ

テクトリレー交換となります。具体的にどのようなものかご説明いたしますと、

文化センターの空調設備に関するもので、冷房と暖房を切り替える時の信号機に

なります。この信号機が 2台あり、その内の 1台が作動せず交換が必要となった

ため修繕するものであります。 
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続いて、同じく文化センター維持管理費の工事材料費で 19万円増額補正してお

ります。こちらにつきましては、駐車場用車止めポール設置の材料費になります。

こちらは小鹿野中学校正門前に新たに整備した文化センターの駐車場について、

現在は砂利の駐車場ですが、今後舗装工事を予定しているため、その工事に併せ

て逆Ｕ字型のステンレス製の車止めを設置するため 4 本分の購入費を計上してお

ります。 

以上が 9月補正予算の内容になります。一番下に課所ごとの補正予算額の合計

を記載しております。 

中央公民館長 事務局から説明がありました駐車場用車止めポール設置についてですが、駐車

場は砂利のままで舗装工事はいたしません。駐車場との境の側溝工事に伴いポー

ルを設置する形となります。 

社会教育課長 舗装工事自体は建設課の方で侵入道路と側溝の工事をいたします。この工事実

施に併せてこちらでポールを購入しておけば、この工事の中でポールを埋め込ん

で設置してくれるということなのでポールを購入するものになります。 

事務局 認識誤りでした。失礼しました。 

教育長 その他何かございますか。 

３号委員 はい。以前にも伺いましたが、小鹿野町教育審議会についてはどのようなスケ

ジュールで進めるのかお伺いします。 

学校教育課長 教育審議会についてですが、今回補正予算で会議 3 回分の委員報酬を計上させ

ていただいております。教育長が議会の中で統合に関しての方針を今年度中に皆

様にお示しすると申し上げたかと思います。したがいまして、今後、方針を示す

にあたり教育審議会を設置します。スケジュールとしては、委員選任の案を 10

月に示しご検討いただき、11 月に審議会委員を委嘱し、同時に諮問を行い 12 月

には中間で検討会議を開催し、翌年 1 月頃には小学校再編整備に関しての答申を

頂くようなスケジュールを考えております。 

教育長 小鹿野町には小鹿野町教育審議会条例がありまして、その中でどういった方を

委員として選任するか定めております。今、学校教育課長から小学校の再編整備

スケジュールについて説明申し上げましたが、一番初めに教育委員皆様に事務局

案をお示しさせていただき、その後教育委審議会に諮問をしご意見を頂いて進め

ていく流れになっており、今年度中に方針を示せるようにする予定です。 

その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） 

      ５ その他 

教育長 それでは、日程第 2 教育長報告 5 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１３号  教育委員会後援等の承認について 

教育長 それでは、日程第 3 報告第 13号 教育委員会後援等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 7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。 
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2枚目をご覧ください、一覧表になります。7月中の後援依頼の申請は 1件とな

ります。 

Mahora稲穂山による、映画上映会「花のあとさき～ムツばあさんの歩いた道～」

に対する後援になります。 

内容は NHKドキュメンタリーシリーズ「秩父山中 花のあとさき」が映画化さ

れたものになります。この映画は少子化問題、限界集落の現状、小林ムツさんご

夫婦の山への感謝の思いと軌跡を追ったものとなっております。 

映画上映会の詳細は資料に記載した内容のとおりになります。以上、承認の報

告になります。 

教育長 後援について 1件申請があり承認いたしました。 

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４９号  小鹿野町学校運営協議会規則の制定について 

教育長 続いて、日程第 3 議案第 49号 小鹿野町学校運営協議会規則の制定について

お願いします。 

事務局 （配付資料に基づき説明） 

小鹿野町学校運営協議会規則を別紙のとおり制定することについて、議決を求

めるものでございます。 

 提案理由ですが、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 47条の 5の規定

に基づき、学校運営協議会を設置するために必要な事項を定めるために制定する

ものでございます。 

 2枚目が告示文で、3枚目以降が制定する規則本文になります。こちらにつきま

しては 7月の総合教育会議において、委員皆様にご説明させていただきました学

校運営協議会（コミュニティ・スクール）の規則になります。規則の内容として

は、学校運営協議会が協議し承認する事項や委員の人数、選出方法、また、会議

の体制等について定めております。委員については各学校長が 1名ずつ入り、そ

の他に各学校長が 3名ずつ地域住民、保護者等から委員を推薦し、その推薦に基

づき教育委員会で任命した方で構成され合計 20名となります。また任期について

は 1年となります。 

会議については各学校持ち回りで当番する形となり、事務局も会議の会場にな

る学校において処理する形としています。 

また、この学校運営協議会につきましては、学校評議員から移行する形になり

ますので、学校評議員は今年度までとし、設置要綱も令和 4年 3月末で廃止する

予定です。 

この学校運営協議会は実質的には令和 4年度からの動き出しでございますが、4

年度に入る前に委員の推薦をする必要がありますので、今回の定例会で承認をい

ただき、規則を 9月 1日から施行する予定で考えております。 

教育長 前回の総合教育会議で指導主事から説明させていただきましたコミュニティ・

スクールに関する規則になります。 

何かございますか。 

１号委員 こちらは現在の学校評議員の中から委員を移行させるものになりますか。 

事務局 委員を移行させるものではございません。現在の学校評議員については任期が

1 年になりますので今年度末で委員の任期は終了いたします。その後、制度が学

校運営協議会に移行され、新たな委員を学校長が地域住民、保護者等の中から推
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薦するものになります。そのため、これまで学校評議員をやっていただいていた

方に学校長が委員の推薦をすれば、継続して委員をする人も出てくることが考え

られるかと思います。 

教育長 移行という説明が誤解を招いたかもしれませんが、制度として学校評議員が無

くなり、新たに学校運営協議会に移行するものになります。 

その他何かございますか。 

３号委員 会議は公開とし傍聴も認めるようですが、広報などでお知らせする予定はあり

ますか。 

事務局 広報などでのお知らせは現在予定しておりません。会議については原則公開と

していますが、傍聴の申し出があった場合はこの条文に基づいて公開の可否を判

断いたします。 

教育長 その他何かございますか。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５０号  小鹿野町立小・中学校職員服務規程の一部を改正する訓令について 

教育長 続いて、日程第 3 議案第 50号 小鹿野町立小・中学校職員服務規程の一部を

改正する訓令についてお願いします。 

事務局 （配付資料に基づき説明） 

小鹿野町立小・中学校職員服務規程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、学校職員の勤務管理システムによる出退校の時刻の記録をす

る規定及び退職願の規定を新たに設けるために改正するものでございます。 

2枚目が告示文で、3枚目が改正本文になります。改正内容としては、教職員の

出校時と退校時の時間管理を職員自らタイムカードで管理する規定を新たに設け

る改正です。 

また、これまで定めていなく任意の様式になっていた退職願の様式を正式に定

めました。 

 この改正は県立学校職員服務規定に準じて町においても改正しております。

規則の後ろに付けた横書きものが新旧対照表で改正前と改正後の変更点が記載さ

れた資料となります。 

教育長 以前は出勤簿があり出勤をしたらそちらに押印をして開始となっており、退勤

時は何もせず帰っておりました。これからはタイムカードのようなもので出退校

の時間が記録されます。そのため、今は全職員が何時に来て何時に帰っているか

記録され、ひと月何時間勤務したかも全て記録されます。また、退職願について

はこれまでももちろん書いてもらっておりましたが、服務規程の中で正式に定め

ていなかったため今回の改正で規定したものになります。 

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３ 議事 

議案第５１号  小鹿野町立小・中学校管理規則の一部を改正する規則について 

教育長 続いて、日程第 3 議案第 51号 小鹿野町立小・中学校管理規則の一部を改正

する規則についてお願いします。 

事務局 （配付資料に基づき説明） 

小鹿野町立小・中学校管理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。 
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提案理由ですが、複数の学校の事務職員で共同して事務処理を行うことにより、

事務処理の適正化・効率化を図ることを目的とする、共同実施組織を置くことが

できる規定を新たに設けるために改正するものでございます。 

2枚目が告示文で、3枚目が改正本文になります。改正内容としては、共同実施

組織について定める条を 19条の 3として追加したものになります。共同実施組織

は各学校に 1 名ずつ配置されている学校事務職員が共同で事務処理を実施するた

めの組織を指します。 

事務職員が共同で事務処理を行うことで、効率的かつ効果的な事務処理を図る

ことを目的としております。 

また、19条の 3第 2項で「共同実施組織の運営及び業務等に関し必要な事項は、

教育委員会が別に定める。」としており、この後の議案第 52号で提案する要綱で

共同実施組織の具体的な内容について定めております。4 枚目が改正前、改正後

を比較した新旧対照表になります。 

教育長 それでは、内容についてはこの後の要綱の制定で説明させていただきますので、

引き続き議案第 52号小鹿野町立小・中学校事務の共同実施に関する要綱の制定に

ついて説明をお願いします。 

日程第３ 議事 

議案第５２号  小鹿野町立小・中学校事務の共同実施に関する要綱の制定について 

事務局 （配付資料に基づき説明） 

小鹿野町立小・中学校事務の共同実施に関する要綱を別紙のとおり制定するこ

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、小鹿野町立小・中学校管理規則の一部改正により、学校事務

を共同で実施するための組織（共同実施組織）の規定を新たに設けたことから、

共同実施組織の運営及び業務に関して必要な事項を別に定める必要があるため制

定するものでございます。 

 2枚目が告示文で、3枚目以降が制定する要綱になります 

 こちらの要綱につきましては、先ほどご説明申し上げた議案第 51号の規則の一

部改正により共同実施組織の設置規程を設けたことから、この要綱で具体的な内

容について定めております。 

 業務内容としては第 3条で第 1号から第 10号までで定めている内容であり、日

頃から学校事務職員が各学校で行っている業務になります。 

 共同実施を行う際には、実施計画書と実績報告書を教育委員会に提出するもの

としております。 

 現在も学校事務職員は年に数回、情報交換等の集まる場を設けておりますが、

この要綱の制定により共同で事務を処理できるものとし、月に 1～2回程度集まり

事務処理の相互確認、情報共有等の各種事務を協力しながら組織的に行うことを

想定しています。このことで事務の平準化、効率化が期待されます。 

教育長 ご質問等、何かございますか。 

１号委員 こちらはいままで事務職員が実際にやっていたことを法的整備したものという

認識でよろしいでしょうか。 

教育長 そのようになります。各学校には事務職員が 1 名ずつおり、これまでは集まっ

てお互いに情報共有したり相談をしながら事務を行っておりましたが、これから

は国、県の方で共同設置という制度を作りましたので、こちらに則って 5校の事

務職員で集まっていただき、その中で役割分担を決めて相談したり教え合いなが
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ら進めていくものとなっております。例えば通勤手当について誰か専門の担当を

決め、計算などをするといったようになるかと思います。事務職員は各学校一人

しかいない職ですのでなかなか悩むことも多いかと思います。これまでは電話な

どで職員同士で相談していましたが、これからは共同設置になりますので組織的

に行うことが可能になりました。 

小鹿野町は学校が 5校あるので事務職員も 5名おりますが、小さい自治体など

で学校数が 2校のところなら事務職員も 2人しかおりません。そのようなところ

は町村を飛び越えて隣の町などと一緒に共同設置をするところもございます。 

その他何かございますか。 

４号委員 事務職員の方がお互いに相談し情報共有できるということが一つの大きなメリ

ットであるかと思いますが、先ほど教育長が実務的な面で通勤手当の担当を決め

て行うとおっしゃっておりましたが、その他に実務的なもので一つ、二つ事例を

教えていただければと思います。 

教育長 色々な手当てがあるわけですが、例えば住居手当の確認などもあります。これ

らも事務職員の方が行っております。その他にも私も把握しきれていない部分の

事務をたくさん持っております。これらの事務について相談しながら教え合って

行っていくわけであります。 

また先行事例を見ますと、大きな市などでは分担制で行っているところもある

ようです。どの地区のどの手当を分担するといったような形で行っているところ

もあるようです。まだそのような形では行えませんが、事務職員の方々も経験年

数が違ったり、初めてやる人もおりますので、組織ができ相談できる体制ができ

ることはとても助かるようです。 

その他何かございますか。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 各小学校・中学校運動会について 

教育長 それでは、日程第 4 その他 1 各小学校・中学校運動会についてお願いします。 

事務局 各小学校の運動会については 9月 18日（土）、中学校の体育祭は 9月 11日（土）

に開催が予定されております。今年度も昨年度と同様に日程を短縮して午前中の

みで実施される予定です。今年度も新型コロナウイルス感染拡大防止として、全

ての学校で来賓の招待はせずに実施いたします。そのため、教育委員皆様につい

ても出席はございませんのでよろしくお願いいたします。以上、報告になります。 

教育長 これからどのように実施するか、各学校で細かいところまで検討しているとこ

ろであります。 

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 秩父地区教育委員会連合会管内視察研修について 

教育長 それでは、日程第 4 その他 2 秩父地区教育委員会連合会管内視察研修につい

てお願いします。 

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の管内視察研修については、前回の定例会で日程調

整についてお願いさせていただき、研修の日時及び内容については決まっており

ましたが、ここにきて新型コロナウイルスの感染者の増加が止まらない状況とな

っており、埼玉県においても緊急事態宣言が 9月 12日まで発令されております。

このような状況を鑑み、秩父地区教育委員会連合会会長及び副会長、また、幹事
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である長瀞町事務局で協議をした結果、視察研修は中止とすることで決定しまし

た。 

参考に開催予定だった視察研修の行程表をお渡ししておきます。 

教育長 予定していた視察研修は中止となりました。よろしくお願いいたします。 

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 

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 9回定例会の日程ですが、9月 28日（火）午前か午後もしくは 9月 30

日（木）午前か午後、この二日間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 ご都合の悪い委員さんはいらっしゃいますか。 

委員一同 （都合の悪い人なし。） 

教育長 それでは 9月 28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 

     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。 

事務局 はい。令和 3 年度埼玉県市町村教育委員会教育委員研究協議会につきまして、

会場に集まった研修は取り止めとなり、紙面開催となりました。つきましては会

議資料が届きましたので委員皆様に配付させていただき、併せてアンケートの協

力依頼がきておりますのでご協力をお願いいたします。 

通知の写しをご覧いただくと分かるかと思いますが、提出期限が 9月 30日まで

となっておりますので、この日までに学校教育課まで提出をお願いいたします。 

 アンケート票につきましては会議資料の後ろに添付しております。 

 提出につきましては、お渡ししてある返信用封筒に入れてポストに投函してい

ただくか、学校教育課まで直接ご提出をお願いいたします。 

教育長 埼玉県市町村教育委員会教育委員研究協議会から会議資料とアンケートの協力

依頼がきておりますのでよろしくお願いします。 

よろしいでしょうか。その他何かございますか。 

社会教育課長 はい。8 月 22 日（日）から 29 日（日）まで小鹿野総合センターの中に収蔵し

てあります文化財の展示をやっております。縄文土器や石碑の特別公開を行って

おりますので、もしお時間あればご覧いただければと思います。展示時間は午前

10時から午後 4時半までで総合センター2階で展示をしております。 

なお、28日（土）については、ワクチン接種の関係で午前中のみの開催となり

ます。 

教育長 もし時間がある方いらっしゃいましたら総合センターのほうで展示しておりま

すのでよろしくお願いいたします。 

その他何かございますか。 

一同 （なし。） 

教育長 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。 
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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 8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。 

引続き、情報交換に移りたいと思います。 

図書館長 【情報交換】 

・調べる学習コンクールについて 

 


