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令和２年 第４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 4月 23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 10時 00分 【笠原教育長】  

閉会：午前 11時 21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 
齊藤榮一教育長職務代理者、中山 忍委員 

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 みなさん、おはようございます。令和 2年度になりまして一回目の定例会であ

ります。新型コロナウィルスの関係で今騒いでいるところではありますが、この

会議もどうしてもやらなければならないところもありますので、密を避けながら

開催させていただきたいと考えております。よろしくお願いいたします。 

それでは開会にあたり、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、齊藤委員と中山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（３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（3 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） 

お手元の資料をご覧ください。3 月分を報告いたします。調査対象件数、個人

情報の内訳や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です。先

月と比較をしても特に大きな変化等はございません。 

別添の横綴りの資料をご覧ください。3 月中はツイッターでは生活リズムの乱

れが伺える投稿がありました。インスタグラムでは友人の顔や名前、また学校名

が分かる投稿、卒業式の写真や不適切な写真の投稿が見受けられました。質問箱

でも不適切な書き込み、喫煙の可能性を示唆する書き込みなどがありました。 

全体的に卒業式の写真投稿が多く見受けられ、友人の名前や顔写真が掲載され

ています。個人情報を不特定多数の人に公開していることでトラブルに繋がる可

能性があることを理解し、危険意識を持つことが必要と思われます。 

報告内容につきましては、指導主事を通じて中学校へ報告させていただき、注

意喚起を行っていただく予定です。 
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以上で報告を終わります。 

教育長  資料でご覧いただいたような具体的な内容が報告されております。私の方で一

つ心配していたのは、コロナウィルスに関係することで他人を誹謗中傷するよう

なことが出てくるかもしれないと思いましたが、そのような書き込みはなかった

ようです。コロナウィルスの関係では、噂がとんでもないことに発展していくこ

とがありますので、子供たちの間でそのようなことが起こるといじめに直結する

ような問題になってきてしまいますので心配をしていました。 

もう一点、一番最初のページにある「生活のリズムがおかしくなってきました。」

という書き込みがありましたが、学校に通うことがなくなったことで子供たちは

親がいない中、ほとんどの時間を自分のものにできる状況ですが、その時間をコ

ントロールする力がまだ育っていないことがあると思います。これは大人でもな

かなか難しいところがありますが、子供についても心配されます。 

 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）  

     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） 

配付資料をご覧ください。今回の学校教育だよりでは教育委員会及び学校教育

課で進める令和 2年度の重点施策の方向性と、令和元年度に発表された小中学生

の新体力テストの結果についてお知らせするものであります。 

重点施策では 1心の教育の推進として、小学校入学から中学校卒業までの成長

を記録する志ファイルの作成について、2学校休校に対する ICT学習支援として、

インターネットを使った学習支援「学びポケット」の導入についてや GIGAスクー

ル構想によるタブレット端末の導入予定についてとなっております。 

紙面に限りがありますので、詳細については教育委員会ホームページで閲覧で

きるようになっています。 

以上で報告を終わります。 

教育長 学校教育だよりについてはまだ直している段階で、これからも修正が入ると思

います。皆さん読んでいただいてよく分からないところとかはないでしょうか。  

紙面トップのところは重点施策のいきいきプランにあたるものであります。「志

の実現」という表紙のものを載せておりますが、これは今年度初めて各学年で積

み上げてきた心の教育に関する資料の集積が卒業生に手渡すことができました。

今年の卒業生は 1 年生からの全てのものがあるわけでありませんが、段々1 年生

から卒業までの全ての分が渡せるようになってくると思います。それと 2ページ

目のことだま百選や自学ノートの実績については結果をお知らせしたかったので

すが、正確な結果を把握する前に休校となってしまい、正確に把握ができない状

況ですのでこのような形で報告となっております。次の ICT学習支援ですが、こ

ちらはまだ始まっていませんが、これは子供たちが個々の IDを取得しまして、ス

マートフォンやパソコンで先生とのやり取りできるようになり、端末を使って課

題などを出して自分で考えて解くという取り組みができるといったことを始めま

す。今は色々なオンライン授業など ICTを活用した取り組みが新聞などでは頻繁

に取り上げられていますが、実態はほとんど進んでいません。小中学校ではすぐ
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に実現はできない状況です。これらはスマートフォンを活用してできますので、

活用できない家庭はわずかだと思います。わずかの活用できない家庭にはタブレ

ット端末を教育委員会で借り受けたものを配付できればと思っていたのですが、

ネット環境がないと利用できないタブレットが届いてしまったので、何件かは利

用できない家庭が出てきてしまうのではないかと心配をしています。 

それと新体力テストの結果ですが、これは以前にも報告させていただいていま

すが、県で 2位という素晴らしい成績を取りました。 

県平均を明らかに下回るのは 144項目中 5項目だけです。これは素晴らしいも

のと思います。 

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２ 報告（教育長報告）  

      ３ 令和２年度児童・生徒数について 

教育長 続きまして、日程第 2報告 教育長報告 3令和 2年度児童・生徒数について報

告をお願いします。 

事務局 （配付資料に基づき報告） 

配付資料をご覧ください。令和 2年 4月 1日現在の児童・生徒数になります。

資料では今年度の状況のみが記載してありますが、昨年度の 4月 1日時点と比較

をすると 37 人減っており、内訳で見ると小学生は 2 年生が 20 人ほど、5 年生が

15人ほど減っており、その他の学年と中学生についてはほとんど変動がありませ

んでした。今後も出産数等の減少の影響で減少していくことが予想されます。 

 以上で報告を終わります。 

教育長  児童生徒数については今後も厳しい状況が続いていくものと思われます。現時

点では小中学生は合計 800名ほどであるということであります。 

 ここで少し別件ではありますが、小中学生に対する応援配食という取り組みを

町でやっております。町の旅館業に協力をいただいて子供たちに昼食を配付しよ

うということで今日から始まります。806 名の子供がおりますが、配付希望する

子供が 658名でありました。5月の連休までの平日に配食をさせてもらいます。 

この配食も学校再開が延長されれば継続して実施します。今のところは大変好

評のようです。 

 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）  

      ４ その他 

教育長 続きまして、日程第 2報告 教育長報告 4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 

承認第１号 専決処分の承認について 

「小鹿野町就学援助費支給要綱の一部を改正する告示」 

教育長 それでは、日程第 3議事 承認第 1号 専決処分の承認について「小鹿野町就

学援助費支給要綱の一部を改正する告示」についてお願いします。 

事務局 （配付資料に基づき説明） 

 小鹿野町就学援助費支給要綱の一部改正について、小鹿野町教育委員会事務委
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任規則第 3条第 1項の規定により専決処分をしましたので、その承認を求めるも

のでございます。 

 提案理由といたしましては、要保護児童生徒援助費補助金及び特別支援教育就

学奨励費補助金の一部改正に伴い、要綱の改正が必要となったためこの案を提出

するものでございます。4 枚目をご覧ください。改正文になります。国の補助金

の予算単価が見直しされ、それに伴い町の要綱の補助金限度額も改正いたしまし

た。後ろに添付してあります新旧対照表のとおり補助金限度額は拡充して、「町の

補助金限度額」のアンダーラインを引いてある箇所のとおり改正しております。

ご覧いただくことで説明に代えさせていただきます。 

 以上で説明を終わります。 

教育長  限度額が少し引き上げられたという状況であります。 

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 

承認第２号 専決処分の承認について 

 「小鹿野町立学校教育職員の業務量の適切な管理等に関する規則」 

教育長 それでは、日程第 3議事 承認第 2号 専決処分について「小鹿野町立学校教

育職員の業務量の適切な管理等に関する規則」についてお願いします。 

事務局 （配付資料に基づき説明） 

 小鹿野町立学校教育職員の業務量の適切な管理等に関する規則について、小鹿

野町教育委員会事務委任規則第3条第1項の規定により専決処分をしましたので、

その承認を求めるものでございます。 

 提案理由といたしましては、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の

健康及び福祉の確保を図るためこの案を提出するものでございます。 

この規則では、教育職員の勤務時間外に行う業務の上限の時間を定めるもので、1

箇月につき 45時間、1年間につき 360時間までとされています。ただし児童生徒

等に係る臨時的な特別の事情により業務を行わざるを得ない場合については、1

箇月につき 100 時間、1年間につき 720 時間、連続する複数月の平均で 80時間、

また 45時間を超える月数は年間 6箇月までとされております。 

 以上で説明を終わります。 

教育長 こちらは働き方改革に伴いまして、国、県等の基準に則り制定をしたものでご

ざいますが、私も教育現場にいた一人として、ここに示されている数値をどう捉

るかというのは難しいところではございます。ある一定の基準をこの規則の中で

決められるようにということで制定をしたものでございますが、とにかく学校職

員の現場は大変業務量が多いと言われており、現実問題厳しい状況であるのは事

実です。ただ、それは働き方のスタイルの中で少しでも効率を上げることが必要

なのではないかと感じております。町の働き方改革ではとにかく削減ではなく効

率に重点を置いた指導をしているところでございます。 

ご質問等ございますか。よろしいでしょうか。 

それでは承認いただきましたので、次に進みます。 

日程第３ 議事 

報告第８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 8号 要保護・準要保護の認定についてお願

いします。 
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事務局 （配付資料に基づき説明） 

令和 2年 4月 1日付による要保護・準要保護の新規認定及び継続認定について

は 2 月定例会及び 3 月定例会ですでに報告をしておりますが、3 月定例会後に追

加で申請のあった分につきまして、認定をしましたので報告いたします。次のペ

ージが追加認定をした一覧表になります。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。 

 以上で説明を終わります。 

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 

      報告第９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議事 報告第 9号 教育委員会後援の承認についてお願い

します。 

事務局 3月中の申請件数は 2件でありました。 

審査の結果、それぞれ小鹿野町後援等取扱要綱第 3 条に該当すると認められま

したので、承認したことを報告させていただきます。 

以上で説明を終わります。 

教育長 2 件の後援承認の報告でございますが、現状ではこれまでにも後援を承認した

ものが中止と報告をいただいているものが多数ございます。報告いただいた 2 件

につきましても、当面は厳しい状況が続くのではないかと思っております。 

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５２号 小鹿野町指定文化財新規指定に係る諮問について 

教育長 続きまして日程第3議事 議案第52号 小鹿野町指定文化財新規指定に係る諮

問についてお願いします。 

事務局 小鹿野町指定文化財に次の物件を新規指定することについて、小鹿野町文化財

保護審議委員会に諮問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、令和 2年 4月 17日付けにて町文化財指定申請書が提出された

ので、新規指定することについて、小鹿野町文化財保護審議委員会に諮問したい

ので、この案を提出するものであります。 

以上で説明を終わります。 

教育長 社会教育課長からなにか追加で説明はございますか。 

社会教育課長 はい。文化財の申請につきましては、現在南光山常光院横山観音の代表者様か

ら町に指定申請があったものであります。そのため町の文化財保護条例に基づき

まして文化財保護審議委員会に諮問をお願いするものでございます。 

教育長 写真などはございますか。 

社会教育課長 はい。掛け軸の由来等の写真もございますので、委員の皆様にご覧いただけれ

ばと思います。 

教育長 真偽の方は定かではございませんが、室町時代まで遡るものではないかといわ

れている掛け軸が 3幅でございます。長若の十六様に保存してあったものだそう

です。 

社会教育課長 小鹿野町の町内でも十六善神の画像につきましては小鹿野の十輪寺、下小鹿野

の鳳林寺、藤倉の中平耕地と横山観音の４例がございます。また、現在県立の民
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俗博物館にあります鎌倉時代の十六善神が県の指定ということで有名でございま

す。以前に掛け軸や吉田家の古文書関係を修繕してもらった方に聞きますと、こ

ちらは非常に価値のあるものであると聞いております。 

教育長 非常に貴重なものであるということであります。 

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５３号～第７７号 小鹿野町学校評議員の委嘱について 

教育長 続きまして日程第 3 議案第 53 号から議案第 77 号 小鹿野町学校評議員の委

嘱について一括でお願いします。 

事務局 一枚目が令和 2年度の学校評議員の推薦名簿一覧になります。次のページから

議案となります。 

提案理由ですが、令和 2年度の学校評議員について、各小学校長及び中学校長

の推薦に基づき委嘱を行いたいので、この案を提出するものであります。 

以降、議案第 54号から第 77号まで全ての方が同じ提案理由でございます。一

覧表をご覧いただくことで説明は省かせていただきます。 

以上で説明を終わります。 

教育長 学校評議員は学校からの推薦に基づきまして教育委員会で委嘱することとなっ

ております。 

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７８号～第８４号 小鹿野町立図書館協議会委員の委嘱について 

教育長 続きまして日程第 3 議案第 78 号から議案第 84 号 小鹿野町立図書館協議会

委員の委嘱について一括でお願いします。 

事務局 議案第 78号、小鹿野町立図書館協議会委員の委嘱について。小鹿野町立図書館

協議会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、小鹿野町立図書館協議会委員の任期が令和 2年 4月 30日に満

了するため、委嘱することについて議決を得たいので、小鹿野町立図書館条例第

7条の規定により、この案を提出するものであります。 

以降、議案第 79号から第 84号までの方は全て同じ提案理由でございます。こ

ちらにつきましてもご覧いただくことで説明を省かせていただきます。 

以上で説明を終わります。 

教育長 7名の方の委嘱ということであります。 

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４ その他 

      １ 次回日程について 

教育長 それでは、日程第 4 その他 1次回日程についてお願いします。 

事務局  次回の定例会の日程 5月 26日（火）午前午後もしくは 5月 27日（水）の午前

午後どちらかで行いたいと考えております。委員皆さま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  早い日から確認させていただきます。5月 26日の午前で都合が悪い委員はおり

ますか。 
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委員一同 （都合が悪い委員なし。） 

教育長  では 5月 26日（火）午前 10時からでよろしくお願いします。 

日程第４ その他 

      ２ その他 

教育長  その他ということで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。 

図書館長 【情報提供】 

・小鹿野町立図書館要覧について 

・小鹿野町図書館運営計画の概要について 

・小鹿野町子供読書活動推進計画の概要について 

・図書館事業概要について 

・蔵書数及び利用状況について 

 


