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令和２年 第７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 7月 30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：午後 1時 30分 【笠原教育長】  

閉会：午後 2時 40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 
宮原正博委員、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、黒沢貴子公民館長 

黒沢敏江図書館長 

説 明 者 小野指導主事、岩本主任 

会      議     録 

学校教育課長 皆さん、こんにちは。ただいまから第 7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。コロナウイルスの感染が多くなってきており気を揉んでいる

ところでありますが本日も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、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（６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（6 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。6 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。調

査対象に引っかかった投稿が先月と比較すると若干増えております。6 月投稿の

概要は下段に記載のとおりとなります。（「4 6月の概要」読み上げ） 

2枚目をご覧ください。5月、6月分と調査対象に引っかかる危険性がある投稿

の件数が以前と比較をすると減少しているため、調査委託業者に要因について聞

き取りを行いました。 

要因としては主に 2点あげられるとのことでした。（「5 調査対象件数減少の要

因」読み上げ） 

3枚目の別添資料をご覧ください。6月の危険性のある投稿として報告のあった

ものは 1件のみでした。前の小鹿野小学校長の件についてクチコミとして投稿が

あったものになります。この投稿につきましては以前に書き込みがされたものが

この度発見されたものになります。 
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以上で報告を終わります。 

教育長  資料にある調査対象件数減少の要因についての委託業者からの聞き取りです

が、非常に説得力のある内容になっていると思います。ツイッターとインスタグ

ラムで利用者がこの短期間で見事に逆転しているようです。そして、このツイッ

ターとインスタグラムの性格から浮かび上がってくる投稿内容について、また、

休校期間中の子供たちの過ごし方の部分による分析ですが、納得させられるもの

となっていると思います。学校が再開してからの最初の 1カ月と次の 2カ月目で

は学校の様子も変わってきており問題も出てきています。ここで 19日間の夏休み

を挟んですぐ変わるわけではないでしょうが、ここからが勝負かなと思っていま

す。色々な課題に対しては夏休み期間中にも対策をしてスタートを迎えたいと思

っています。 

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）  

     ２ 令和２年度小鹿野町教育要覧について 

教育長 続きまして、日程第 2報告 教育長報告 2令和 2年度小鹿野町教育要覧につい

て報告をお願いします。 

事務局 （配付資料に基づき報告） 

現在令和 2年度版の教育要覧を作成中であり、内容がまとまりましたのでお示

しさせていただきます。2 ページ目が令和 2 年度小鹿野町教育行政重点施策とな

っております。基本目標、目指す子供像、町民像、学校教育、社会教育ごとの重

点施策を記載しております。 

3 ページ目からが重点施策と努力点となり、まず学校教育分野の重点的な取組

について 5 項目記載しております。5 ページからが社会教育分野の重点的な取組

となり、こちらも 5項目記載しております。 

次に 7ページ目からが教育行財政として教育委員皆さま、教育委員会組織の体

系図、一般会計及び教育費の予算内訳を記載しております。 

8ページから 10ページまでが学校教育のページになり、各小学校と中学校の教

育目標、特色ある教育などについて記載しております。 

11ページから社会教育、公民館、図書館のページになりまして、まず各行政委

員等の一覧、12ページには事業計画、社会教育施設の概要、13ページは体育施設

の概要、14ページから 19ページまでが文化財の概要となっております。 

中身をご覧いただきまして何かご意見・修正等ありましたら、8月 14日（金）

までにご連絡をいただければと思います。 

以上で報告を終わります。 

教育長 前半の 6ページ目までは重点施策の抜粋になります。それ以降についてはそれ

ぞれの学校ごとの今年度の目標や特色ある教育についてとなっております。14ペ

ージから文化財について記載がされており、国、県、町指定の文化財の一覧とな

っております。小鹿野町はおそらく人口割にすると文化財の数は埼玉県の中では

一番なのではないかと思います。文化財の保存、管理については地域の方が負担

していまして、国、県、町も一定割合補助をしているという形でやっているわけ

であります。人口減少の中で文化財の管理は非常に厳しくなっています。この会

議後の総合教育会議でも話が出されますが、文化財の保存についてなんとか次の

ステップに進みたいというところで今は模索をしているところであります。その

途中経過、考え方について町長にも説明をし意向を受けて進めていきたいと考え



- 3 - 

 

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）  

      ３ その他 

教育長 続きまして、日程第 2報告 教育長報告 3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 

報告第１２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 12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 2年 6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、別紙のとおり報告するものであります。（別

紙読み上げ） 

以上、承認の報告になります。 

教育長 1件の承認となります。 

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 

協議第３号 小鹿野町教育委員会点検・評価報告書について 

教育長 それでは、日程第 3 協議第 3 号 小鹿野町教育委員会点検・評価報告書につ

いてお願いします。 

事務局  （配付資料に基づき説明） 

 小鹿野町教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況についての点検

及び評価報告書を作成することについて、協議を求めるものであります。 

小鹿野町教育委員会点検・評価報告書については、すでに委員の皆様に配付さ

せていただいております。特にご意見、修正等の報告がございませんでしたので、

内容についてはお配りしてあるものから変更はしておりません。 

この点検・評価報告書は、地方行政の組織及び運営に関する法律第 26条により、

教育委員会の権限に属する事務の状況について点検・評価を行い、結果を議会へ

報告するとともに公表することが義務付けられています。今回、この定例会で協

議していただいた後に、9 月議会定例会に提出するとともに公表をする予定とな

っております。 

 以上で説明を終わります。 

教育長  内容についてはすでに確認をしていただいていることと思いますが、なにかお

気づきのことはございますか。この報告書は準備できるデータに基づいて達成度

を出し、それを踏まえて評価をしているわけであります。達成度の根拠につきま

しては幅を持たせた項目もありますがこのような結果になりました。客観的な評

価をするために数値目標に基づいた評価をしておりまして、その中で唯一の C 評

価であった 4ページの 3学力向上に向けた授業改善ですが、①学力調査における

正答率の向上として、目標を県平均を上回るというようにしております。これは

なかなか厳しい状況であります。②、③は Aに値する状況になっておりますが、

①がなんとも厳しいです。平均に近づいているとはいえ上回るのはなかなか厳し
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い状況です。今後も徐々に上回っていけたらと期待しているところであります。 

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。 

日程第３ 議事 

協議第４号 令和３年度使用中学校教科書採択について 

教育長 それでは、日程第 3 協議第 4 号 令和 3 年度使用中学校教科書採択について

お願いします。 

事務局 （配付資料に基づき説明） 

来年度から中学校が新しい教科書を採択して使用を始めるため、本町教育委員

会でも採択をお願いしたいということで議案に上げさせていただきました。 

共同採択というかたちになりますので、第 15採択地区で採択協議会を設置し、

秩父地域の各学校から代表者が集まり、十分な検討をいただき、添付してある理

由に基づきまして選出をいただいております。 

中学校用教科書用図書一覧をご覧ください。新学習指導要領の改訂に伴いまし

て、全面的に教科書を採択し直すかたちになります。第 15 地区教科書採択協議

会の中で調査を行っていただいた結果、資料に推薦理由が添付してありますが、

このような理由からこの教科書を使ったらどうかということで話をいただきま

した。これを受けて小鹿野町としてもこの教科書でよいかどうかということをご

協議いただきたいと思います。 

特に国語の教科書につきましては、光村図書から三省堂へ、技術・家庭科の技

術分野及び家庭分野につきまして、開隆堂から東京書籍へ採択替えをしたらどう

かということでありました。他の教科につきましては、今まで使用していた発行

者の教科書を引き続き採択していきたいとのことです。細かな推薦理由につきま

してはご自読いただきまして、各教科このような発行者でよろしいかどうかご協

議いただきたいと思います。 

以上で説明を終わります。 

教育長 教科書の採択は各市町村の教育委員会で行うこととなっておりますが、小さな

市町村の教育委員会で実際に選定をするのは負担が大きいという状況もあるた

め、秩父地区では第 15 採択地区として共同採択をしております。この定例会で

共同採択の案を示させていただいて、問題がなければ教育委員会で採択となるわ

けであります。この理由書を見ただけで一目で良し悪しを判断するのは難しい面

もありますが、各市町から選出された委員が一生懸命検討をし、判断をして提案

させていただいているものでありますのでその意見を尊重していただければと

思います。 

説明にもありましたが、2 教科がこれまでの教科書から変更をしましたが、先

生方にとっては教科書が変わると内容も変わりますので、これまで積み上げてき

たものを変えなくてはいけないという面もあります。そのため、頻繁に教科書は

変わるものではありませんが、私個人とすると、時々教科書は変えた方がいいと

思っております。そうすることで先生方の指導の幅がでてくるかと思います。 

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 

    １ 令和２年度秩父地区教育委員会連合会視察研修会について 

教育長 それでは、日程第 4 その他１令和 2 年度秩父地区教育委員会連合会視察研修

会についてお願いします。 



- 5 - 

 

事務局 例年開催しております、秩父地区教育委員会連合会視察研修会につきまして、7

月16日に行われた第2回役員会で開催の有無について議題としてあげられ協議が

行われました。  

その結果、依然としてコロナウイルスの収束傾向が見られないことから、中止

と決定いたしましたので委員皆さまにご報告させていただきます。 

教育長 視察研修会につきましては残念ながら中止ということでご了解いただきたいと

思います。 

日程第４ その他 

    ２ 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 8回定例会の日程ですが、8月 25日（火）午前か午後、もしくは 8月

26日（水）午後のどちらかで開催をしたいと考えておりますので、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 都合の悪い委員がいないようでしたら早い方の 8月 25日（火）午前 9時 30分

からでよろしいでしょうか。 

委員一同 （都合が悪い委員なし。） 

教育長 では次回の定例会は 8月 25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。 

給食センター

所長 

【情報交換】 

・小鹿野町学校給食センター施設概要について 

・アレルギーに対する給食対応、体制について 

 


