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令和２年 第６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 6月 17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 10時 00分 【笠原教育長】  

閉会：午前 11時 45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 小野指導主事、菅沼教育指導員、岩本主任 

会      議     録 

学校教育課長 おはようございます。ただいまから第 6回小鹿野町教育委員会定例会を開催さ

せていただきます。よろしくお願いいたします。はじめに教育長からあいさつ申

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 小鹿野町議会６月定例会について 

教育長 次に、日程第 2報告 教育長報告 1小鹿野町議会 6月定例会について報告をお

願いします。 

事務局 （配付資料に基づき報告） 

町議会 6月定例会が、6月 9日、10日の 2日間で行われました。一般質問では

猪野 武雄議員、齋藤 維議員、笠原 義行議員の 3名から通告がありました。 

質問内容は新型コロナウィルス感染症に伴う影響や今後の対応、課題といった

内容になっております。 

一般質問の詳細と答弁書をお手元に配付させていただきましたので、時間のあ

る時にご覧いただけたらと思います。 

以上で報告を終わります。 

教育長  お手元に答弁書を配付させていただいております。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。 

日程第２ 報告（教育長報告）  

     ２ 学校ネットパトロール（５月分）について 

教育長 続きまして、日程第 2 報告 教育長報告 2 学校ネットパトロール（5 月分）に

ついて報告をお願いします。 
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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。5 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。報

告数については 3月報告と比較すると半分以下の数となっています。 

別添資料をご覧ください。5 月中はツイッターで深夜までゲームをプレイし生

活リズムの乱れが伺える投稿がありました。また、インスタグラムでは自転車運

転をしながらのスマホ撮影、染髪が疑われる画像投稿などの報告がありました。 

その他に、中学校の情報口コミサイトに保護者の方から小鹿野中学校について

の投稿の報告がありました。 

全体を通して、外出の自粛と休校のせいか、SNS 上で友人との交流の様子がほ

とんど見受けられませんでした。調査委託をした業者においてもコロナウィルス

感染症対策により、通常より少ない人数で調査を行うことを余儀なくされ、調査

結果報告数が少なくなってしまったという影響も出ております。 

以上で報告を終わります。 

教育長 報告をパッと見たときにずいぶん減っているように見受けられましたが、調査

自体が減ったということのようです。休みで子供も暇になり報告も増えるのかと

思っていました。 

学校教育課長 報告は少ないですが、業者に依頼して調査の範囲は広げてもらいました。今ま

で軽微なものは上がってこなかったものもありますが、それらも広げて報告をし

てもらっております。 

教育長 ということは、報告自体は減ってきていると理解していいのでしょうか。 

事務局 はい、調査に対応した職員も少なかったようですが、報告に該当する投稿自体

も減っているようにうかがえると聞いております。 

教育長 家に籠っているから発信するようなこともなかったということでしょうか。 

学校教育課長 そのようです。内容も友達との交流が主なものだったので、それが途絶えたこ

とによって投稿が少なくなったということはあるかと思います。 

４号委員 基本的なところでお聞きしたいのですが、このネットパトロールというのは

SNSなどに投稿自体をするなということなのでしょうか。 

学校教育課長 投稿を抑制するものではありませんが、誹謗中傷やいじめに繋がるような投稿

については直接指導を行うこととしています。先生を通して保護者、保護者を通

して本人へといったような形で行っています。 

４号委員 投稿を妨げるのではなく、投稿した内容についてチェックをするということで

すね。使い方によってはいい面もあると思いますのでそこらへんは難しいところ

ですね。 

教育長 基本的にこういったものに対して、使ったり見たりしてはいけないといった指

導はもう不可能です。そのもの自体を規制するものではありませんが、子供たち

の実態をきっちり把握することと、子供たちを守ることを目的に行っております。  

顔や実名を載せたり友達を載せたりすることで危険を招く可能性もあるので、

しっかり目を配っていくということです。ネットモラルをしっかり身に着けさせ

ることが学校の役割ということで取り組んでいるものになります。 

４号委員 学校側でも具体的に指導する時間は設けているのですか。 

教育長 指導する機会もあり、限られた回数の中ですが行っております。また、何かが

あった時に折に触れて、全体に指導することもしています。継続的にやる指導は

そんなに多くはありません。そのため、こういった報告も指導する機会にできる
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と思っているところであります。 

４号委員 初めて使う子ですと楽しくて良し悪しが分からず友達の写真を載せたりするこ

ともあるかと思います。そのため、使い始めの最初の指導が大事だと感じていま

す。 

教育長 子供たちも顔を出すことが目的のような感じになってきていて、どんどん抵抗

がなくなっているように思いますがどうなのでしょうか。 

学校教育課長 子供たちの中でもインスタグラムなどは生活に溶け込んでいるような感じには

なってきています。 

教育長 確かにもう生活から切り離せないような段階まできているように思われます。 

学校教育課長 今回の休みの最中にマイクロソフトの Teams（チームス）というアプリを使っ

て各中学校の生徒に登録をさせました。ほとんどの子供が登録をしてくれて、そ

の中でも自分の携帯で登録をする子が多かったようです。また、携帯の使い方等

これらについては人権教育の中で学校では指導をしております。 

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２ 報告（教育長報告）  

      ３ 小鹿野未来塾について 

教育長 続きまして、日程第 2報告 教育長報告 3小鹿野未来塾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） 

小鹿野未来塾の参加者募集期間が終了しましたので、応募者数を集計した速報

値について報告いたします。 

1が参加者数の表になります。漢検チャレンジは 10級から 2級までとなり小、

中、高、保護者、教職員ごとに集計し合計 93 名、英検チャレンジは 5 級から 2

級までで合計 38名からの応募がありました。 

中学生未来塾は 1年生が 44名、2年生が 15名、3年生が 34名、合計 93名から

応募がありました。 

小学生科学不思議講座は 19名の参加で、保護者の参観は 3名となっています。 

以上、小鹿野未来塾の参加者数の総合計は 246名となりました。 

2 が参加者の内訳表になります。小学生は学校ごとの人数、中学生は学年ごと

の人数、その他高校生、保護者、一般ごとの内訳を載せております。 

3が中学生未来塾のクラス分け表となります。1組が基礎コースで 2組が基礎＋

応用コースとなります。人数内訳は表のとおりとなります。 

 以上で報告を終わります。 

教育長  補足をさせてもらいますと、合計が 246名ということで昨年度と比べると少し

減っておりますが、これは小学生英語講座英語劇が今年度中止になりましたので、

この分を考慮するとほぼ例年並みの人数となっております。その他に今年の大き

な特徴としては、教職員が 15名も受講をするということです。これは非常に好ま

しいことで、これからもっと教職員が増えていけば先生が受けるから子どもに対

しても一緒に受けようと声をかけられるわけであります。 

 何か質問はございますか。 

１号委員  今年度は中学 2年生が非常に他の学年に比べて少ないように思われますが、な

にか理由はあるのですか。 

事務局  昨年度の参加者数を見ると 1年生の時に 20名ということで今の 2年生は昨年度
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から少ない状況ということは把握しております。まだ取り纏めたばかりなので、

なぜ少ないのかは中学校に確認はできていない状況です。 

教育長  一つ言えることとしては、学年やクラスの中で参加する流れになると参加する

ようですが、逆になると悩んでいる子は止めてしまうということがあるようです。 

 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 

議案第９８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 それでは、日程第 3議事 議案第 98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 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。 

提案理由といたしましては、新型コロナウィルス感染症の影響に伴う休業によ

り、授業時数が不足していることから、令和 2 年度に限り小・中学校の夏季休業

日及び冬季休業日に授業を実施する特例を規定したいため、この案を提出するも

のでございます。 

 先月の定例会で休業日における授業実施については承認をいただいております

が、規則についても所要の改正をするべきと指摘があったため、今回一部改正を

させていただくことといたしました。授業実施日については前回説明させてもら

った日程と変わりはありません。 

 以上で説明を終わります。 

教育長 説明が終わりましたが、前回の定例会で学校の休業日における授業実施という

ことで承認をいただいて実施という予定でおりましたが、今回議案で上げた規則

改正が本来のやり方ではあります。定例会で承認をいただく形で進めることも可

能であると考えますが、改正について指摘がありましたので本来の形で対応しよ

うということで議案として上げさせてもらったわけであります。 

これは規則の中に特例として記させるといったものになります。 

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４ その他 

      １ 学校における働き方改革基本方針（案）について 

教育長 それでは、日程第 4 その他 1 学校における働き方改革基本方針（案）につい

てお願いします。 

事務局  （配付資料に基づき説明） 

 学校における働き方改革基本方針（案）について示させていただきました。令

和 2年 6月ということで教育委員会で策定をし、各学校教職員に周知をしていく

予定でございます。小鹿野町ではこれまでにふれあいデーということで平成 27

年度に月に 1日定時で退勤をする日を設定したり、または平成 30年度には業務改

善検討委員会を設置いたしまして、業務改善に関わる取り組みを行ってまいりま
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した。2 ページ目にあるように小鹿野町立学校等の働き方改革の推進ということ

で、業務改善ポリシーを策定し各学校で取り組んでいる状況であります。そうい

った中、文科省の方で超過勤務時間の上限について示され、一カ月当たり 45時間

以内、一年当たり 360 時間以内ということで公立学校教職員の勤務時間の上限に

関するガイドラインが示されました。埼玉県といたしましてはこれを受けて、学

校における働き方改革基本方針を策定いたしました。こちらは県立学校のという

ことで、市町村立学校におきましては各市町村で基本方針を策定するということ

になっております。小鹿野町教育委員会といたしましてもこれを受けて、基本方

針を策定し、今後も教職員が持てる力を最大限発揮して、いきいきと子供たちの

指導に専念できるよう、また教職員の多忙化の解消、負担軽減を進めることを目

的に策定いたしました。内容については 3ページ目からが基本方針の基本的な考

え方となっております。4 ページ目からが課題、目標が示されたものとなってお

ります。内容につきましては埼玉県基本方針を受けて策定しておりますので、数

値の方は変わっておりません。月 45時間以内、年 360時間以内を上限とし策定を

したいと考えております。7ページ以降が小中学校における目標、8ページ以降が

保護者、地域への理解等連携の促進ということで教職員だけでなく学校や地域、

保護者が協力をする中で進めていければと考えております。現在案ということで

作成を進めております。今後大きく変わることはありませんが、内容については

これから更に精査し基本方針を策定させていただければと考えております。 

 以上で説明を終わります。 

教育長  この働き方改革につきましては、これまでも取り組みについて情報提供をさせ

ていただいておりましたが、さきほど担当から説明があったような経緯を経て各

市町村で働き方改革基本方針の策定となったわけであります。国や県でも重要な

取り組みとして動いてきたわけでありますが、働き方改革には二つのポイントが

あります。一つは純然たる業務の削減、直接的な負担の軽減、これを工夫するこ

と。国や県の方針としてはこの外枠をしっかりと整備するということがあります。

また、教職員というのはある意味特殊な業務で、仕事の終わりがなく、どこまで

やるというものがないものであり、そのため、残業勤務の代わりに一律で 4％の

手当てをつけるということでやってきたわけでありますが、ここにきて大変ブラ

ックであるとか様々なことが言われるようになり働き方改革にも力を入れて進め

てきたわけであります。 

もう一つのポイントとして、今言ったようにきりのない仕事であり、それは子

どものためということを考えるといくらでも深く入っていくようなことがたくさ

んありますので、そういった部分で職員一人一人の業務に対する意識を変えてい

かなくてはいけません。同じ仕事をやらせても速い人もいれば遅い人もいるわけ

であり業務能率をあげる、仕事の進行管理をしっかりとするような資質、能力を

育てていくことが必要なわけであります。町とすると、どちらかといえば後者の

方に重点を置いた働きかけをしております。国や県と町が力を合わせてその二面

から働きかけていくわけであります。 

これで枠組み作りは出来上がるわけであります。今後も文言の精査などはあり

ますが、この案の段階でご了解をいただければ今月中に配付をしたいと考えてお

ります。 

何か質問はございますか。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４ その他 

      ２ 小鹿野町教育委員会事務事業点検・評価報告書について 

教育長 それでは、日程第 4 その他 2 小鹿野町教育委員会事務事業点検・評価報告書

についてお願いします。 

事務局 教育委員会事務事業点検・評価報告書については毎年 9月の小鹿野町定例議会

に報告書として提出しているものになります。現在、教育委員会各課で作成して

いますのでお示しができる形に整いましたら、後日委員皆様にお渡しさせていた

だきますので、修正箇所等があるかご確認いただければと思います。その後、来

月の定例会に議案として正式な報告書を提案させていただく予定でおります。 

教育長 こちらは例年の報告書となりますが、まだ準備ができていないということであ

りますので後日に確認をよろしくお願いします。 

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 総合教育会議について、６ 次回日程について 

教育長 それでは、日程第 4 その他 3総合教育会議について、6次回日程についてお願

いします。 

事務局 毎年、年に 2回町長と教育委員会で行っている総合教育会議ですが、次回 7月

の定例会の日に合わせて定例会終了後に開催できればと考えています。町長の日

程を確認したところ7月30日の午後3時からなら公務の予定も大丈夫とのことで

した。 

そのため、次回定例会は 7月 30日（木）午後 1時 30分から開催し、総合教育

会議を同日午後 3時からでお願いしたいと思います。 

委員皆さまのご都合が大丈夫か確認いただければと思います。よろしくお願い

します。 

教育長 こちらは町長の都合もありまして、総合教育会議の開催に合わせて定例会を同

日に開催させていただきたい思いますがご都合はいかがでしょうか。 

委員一同 （不都合なし。） 

委員長 それでは次回の定例会は 7月 30日（木）午後 1時 30分からとし、終了後、午

後 3時から総合教育会議ということでよろしくお願いします。 

日程第４ その他 

    ４ 小鹿野ロードレース大会について 

教育長 それでは、日程第 4 その他 4小鹿野ロードレース大会についてお願いします。 

社会教育課長 小鹿野ロードレース大会につきましては今年度第 50 回を迎えまして 10 月 18

日の開催に向けて準備を進めてまいりました。この大会には毎年 1,500 人以上の

エントリーがありますが、今回の新型コロナウィルスの感染拡大防止と大会関係

者並びに参加者の健康、安全確保を考慮いたしまして、大会の延期が決定いたし

ましたので教育委員の皆様にお知らせいたします。実質的には今年度中止にして

令和 3年 10月 17日に第 50回の記念大会として改めて実施するものであります。 

以上、報告となります。 

教育長 これは正式に決定したということでよろしいですか。 

社会教育課長 はい、正式な決定となりまして、すでに関係者には通知を送付しております。 

教育長 これまでもコロナウィルスの関係で様々な事業が中止となりましたが、この後
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も秋に向けてロードレースに限らず町の事業は厳しい状況であります。 

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 

    ５ 図書館を使った調べる学習コンクール及び読書感想画コンクールについて 

教育長 それでは、日程第 4 その他 5 図書館を使った調べる学習コンクール及び読書

感想画コンクールについてお願いします。 

図書館長 第 5回小鹿野町図書館を使った調べる学習コンクール、第 2回小鹿野町読書感

想画コンクールですが、新型コロナウィルスの状況、学校の 3 か月間の休校とい

うこともあり、県内で同じように調べる学習コンクールをやっている市町村では

中止をするというところも出ているようですが、小鹿野町といたしましては募集

された作品は少ないにしても毎年行っている事業でもありますし、調べる学習コ

ンクールにつきましては学校が再開した時点で、特に三田川小学校につきまして

は全児童から取り組みたいという話を校長先生から出ておりまして、私の方でも

何回か相談に乗っております。夏休みが短いのでどうなるか分かりませんが、例

年通り実施をするということで準備を進めております。 

読書感想画につきましては今年で 2回目になります。昨年度 88点の応募があり

まして、小学校につきましては各クラス単位で色々な絵を書いてきていただいて

2 階の展示スペース一杯に展示させていただきました。今年もすでに先生何名か

からは同じように取り組みたいと聞いておりますので、こちらにつきましても実

施に向けて準備を進めております。 

例年どちらのコンクールの作品もふるさと祭りに展示をさせていただいており

ます。ふるさと祭りがもし中止になった場合はふるさと総合会館の 2 階、3 階の

ロビーを使って展示をすることも考えております。 

今年は学校も色々と大変中であるので、こちらとしてもお願いをするのは心苦

しいところがありますが、子どもたちが色々考えこのようなことに取り組むとい

うことも大切なことと思いますので、図書館といたしましても学校や保護者、子

どもから要望があれば色々と取り組んでいきたいと考えております。 

教育長 この取組みは私も個人的に非常に評価をしております。ぜひともできる範囲で

やっていきたいと考えております。 

本町の教育委員会には学校教育課、社会教育課、図書館、公民館とそれぞれの

部門がありますが、少し前までは学校教育課以外で直接学校と関わりを持つとい

うことがそれほど多くなかったと思います。ましてや、それぞれの担当が学校を

支えようという意識もあまりなく、学校側もそちらを頼りにしていませんでした。

学社連携などと昔から言われる中、学校と社会教育が密接な関係を持って取り組

むべきと言われてきましたが、実際はそういった関係が築けないでいました。小

鹿野町はなんとかそういった部分を少しでも改善していこうということで、内部

の会議をもってお互いが協力、補完でき、学校と関わりを持つことを検討してい

こうという機会を設けて取り組んでおります。 

調べる学習はコンクールとして図書館が取り組んでおりますが、この考え方自

体は学校の教育の中にもっと浸透していくべきであります。三田川小学校では学

校としての取り組みにもなりました。このように少しずつ発展していけるように

図書館と学校の連携を深めていこうということで取り組んでもらっております。

これについては公民館、社会教育課でも同じです。もっと言えば役場全体でもっ
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と学校と関われればいいなと思っております。中学校ではジビエの取り組みなど

について地域おこし協力隊やおもてなし課職員などが学校に行き町の鳥獣被害の

実情やそれに対する対応について説明をしたりしております。ふるさと学習や地

域学習の位置付けの中では、役場の色々な担当方が持っている情報、データとい

うのは子供たちにとっても、もっと活用していければと思っております。少しず

つ方向を変えていければと努力を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 

     ７ その他 

教育長  その他ということでなにかございますか。 

事務局 はい、前回の定例会で教科書採択についてご報告をさせていただきました。そ

の際、本日の第 6回定例会で見本本の提示の準備させていただくということで伝

えさせていただきましたが、こちらの部屋を出たところに中学校の採択用の見本

本を提示させていただきました。定例会終了後にご覧になっていただければと思

いますのでよろしくお願いいたします。 

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。 

この後 5分ほど休憩して情報交換に移ります。 

事務局 【情報交換】 

・令和 2年度スクールバス運行体制について 

・令和 2年度スクールバス運行表について 

・令和 2年度スクールバス各小学校・中学校・おがのこども園運行図について 

 


