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令和２年 第９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 9月 24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 【笠原教育長】  

閉会：午前 10時 35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（途中から出席） 

黒沢敏江図書館長 

説 明 者 岩本主任、黒沢（翔）主任 

会      議     録 

学校教育課長 皆さん、おはようございます。第 9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。黒沢中央公民館長は事業の都合で 15分ほど遅れると報告を受けて

おります。 

それでは、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（８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（8 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） 

8 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。調査対象として引っかかった投稿

は先月と比較をすると 4 件増えております。個人情報の内訳、SNS の利用割合に

ついては、ほぼ横ばいを推移しております。委託業者から報告のあった 8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。（8月の概要読み上げ） 

2枚目をご覧ください。報告資料の抜粋になります。(1)が調査対象になった投

稿件数の 5月からの推移となります。右肩上がりに増加していることが見て取れ

ます。(2)は調査対象となった投稿の学校別の内訳となります。先月とほぼ同じ調

査結果となっており、調査対象に引っかかった投稿は小鹿野中学校のみとなりま

す。  

横綴りの別添資料をご覧ください。1 点目として性的投稿の内容として報告が

ありました。確認をしたところ、こちらは中学 3年生男子の投稿のようでした。2

ページ目の 2 点目の報告として名前と顔が特定できてしまう投稿について報告が
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ありました。本人以外にも一緒に写っている友人の特定もできてしまう内容とな

っております。危険性のある投稿内容として報告があったものは以上の 2件とな

ります。 

以上で報告を終わります。 

教育長 別添資料 1点目の投稿については本人を特定できているのですか。 

事務局 こちらにつきましては、具体的にどの子までは特定はできておりませんが、男

子生徒であるということは委託業者の報告資料から確認が取れております。 

教育長 なぜ男子生徒だと分かるのですか。 

事務局 このアカウントのこれまでの投稿内容について以前から追っているので、そこ

から男子生徒であることが分かっているのかと思います。 

教育長 では個人の特定まではできていないわけですね。 

事務局 そうなります。委託業者に再度特定ができるか確認を取らせていただきます。 

４号委員 これからはますます SNSを皆さんが使っていく時代になっていくので、内容が

ひどいものについてはパトロールも必要であると思いますが、資料にある調査対

象件数が月々増えていくことについてはどう捉えればいいのでしょうか。これか

ら子供に端末が配付されていくので、これからの進め方について教えていただき

たいです。 

教育長  色々な考え方があるのかと思いますが、今後ますます情報の交換の仕方などが

多様化し、特にネット上での情報交換の仕方は様々な方法が出てくるのではない

かと思います。以前では携帯を買わせない、学校に持ってこさせないなどのよう

にブレーキをかけることもありましたが、今の高校ではそのようなことを言うこ

ともありません。これからはタブレットを一人一台持つ時代になってくるわけで

ありますから、それを使い情報交換に使用することもできないわけではありませ

ん。学校では使い方やネットモラルについてしっかりと指導していくことが大切

になるだろうと思います。GIGAスクール構想の中でタブレット端末が生徒全てに

配付され、来年度はどんどん使っていくようになるわけであります。学校の職員

にも話をしますが、タブレット端末を生徒がうまく使いこなせるように学校が指

導することより、子供がどういった認識を持って使用するかが重要なことであり

ます。一般的にはタブレット端末が配付されればいつでもオンライン授業ができ

るだろうと思われているかもしれませんが、決してオンライン授業に有効だから

整備したわけではありません。それよりもっと大切なこととして、将来にわたっ

てネット社会の中でどのように生きていくか、どのように使っていくかを具体的

な場面を通して指導し育てていくことが必要であると思っています。 

 急な導入となりましたので、利用の仕方については当面の間様々なことが生じ

ることがあるのではないかと思います。 

学校教育課長  事務的な点になりますが、ネットパトロールの検索方法についてですが、委託

業者が中学校のキーワードを基に調べていく方法と、今まで追ってきたアカウン

トの書き込み内容を全て確認をしていく形で行っています。その中で新規で見つ

かったものは新たに追っていく形となり、問題のある投稿があればピックアップ

していくような形で調べております。そのため、新たに投稿を始めた人が増えて

いけば、調査対象件数は増えていきます。 

教育長  実際問題、SNS などのサイトは中学生などでスマートフォン持っている子供は

ほとんど使用しております。SNS に投稿したものの中で業者から報告があったも

のが問題のある内容を有するものであるわけであります。子供たちには正しい使
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い方ができるようになっていく必要があると思います。 

 よろしいでしょうか。それでは次に進みます。 

日程第２ 報告（教育長報告）  

     ２ ９月議会定例会について 

教育長 続きまして、日程第 2報告 教育長報告 2 9月議会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 9 月定例会が、9 月 1 日から 4 日までの期間で途中一日の休会を挟み行

われました。一般質問では猪野 武雄議員、岩田 和幸議員、笠原 義行議員の 3

名から通告がありました。 

質問内容は猪野議員が学校再開後の児童生徒の様子及び学校運営状況につい

て、岩田議員が相撲場建設に係る計画について、笠原議員が今後のインフルエン

ザ、新型コロナに関する基準、対応策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お手元に資料を配付させていただ

きましたので、後ほどご覧いただけたらと思います。 

また、先月の定例会でご説明させていただきました 9月補正予算につきまして、

一点説明漏れがありましたのでご説明させていただきます。横綴りで左上に「第

2表 債務負担行為補正」と書かれている資料をご覧ください。この資料の中の小

鹿野町立学校スクールバス運行委託と記載されているものが今回、学校教育課で

補正予算をしたものになります。 

はじめに、この債務負担行為についてご説明いたしますと、債務負担行為とは

地方自治法第 214 条に規定されており、予算は原則単一年度で完結しますが、1

つの事業や事務が単年度で終了せずに後の年度においても支出をしなければなら

ない場合には、あらかじめ後の年度の債務を約束することを予算で決めておく必

要があります。このことを債務負担行為といいます。 

中学校スクールバスの運行に関しては長若 A、長若 B、三田川の 3便を民間会社

に業務委託し運行しておりますが、この契約が今年度いっぱいとなっており、来

年度以降のスクールバス運行についても 5年間の長期継続契約を予定しているこ

とから、今後予定している 10月の入札前に債務負担行為として補正予算を確保し

ておくことが必要となります。 

業者からの参考見積もりに基づき、5 年間の予算額として 8,500 万円を計上し

ております。 

以上で報告を終わります。 

教育長 答弁書の内容につきましては後ほどご覧いただきまして、なにかお気づきの点

がございましたらご連絡を頂ければと思います。また、スクールバスの運行委託

の経費に係る補正予算でありますが、5 年間分で 8,500 万円、単年度で 1,700 万

円となっております。これだけの経費が掛かるものであります。 

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） 
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学校教育だよりについては先月の定例会でもご説明させていただきましたが、

記事内容について若干変更がありましたので確定版の記事をご報告させていただ

きます。1枚目、2枚目は内容に変更はございません。3枚目の下段が変更箇所に

なります。変更前は『「学校における働き方改革基本方針」の策定について』の記

事となっておりましたが、こちらが『「英語学習コンテンツ」（動画）の配信』に

変更となりました。内容については委員皆さまにも前回の定例会でご覧いただい

た英語学習動画の紹介となっております。 

以上で報告を終わります。 

教育長 前回の定例会で変更になるかもしれないとお話をさせていただきましたが、資

料のように変更になりまして英語学習動画の紹介になっております。 

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。 

日程第２ 報告（教育長報告） 

      ４ その他 

教育長 それでは、日程第 2 教育長報告 4 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１４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 14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 8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。8月中の後援依頼の申請は 2件とな

ります。 

以上、承認の報告になります。 

教育長 8月分の申請として 2件ございました。 

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４ その他 

    １ 彩の国・教育の日における学校訪問について 

教育長 それでは、日程第 4 その他 1 彩の国・教育の日における学校訪問についてお

願いします。 

事務局 毎年彩の国・教育の日に合わせて教育委員さん皆さまで学校訪問を行っており

ますが、今年度は各小中学校の学校公開日がばらばらで一日で訪問することが難

しい状況です。そのため今年度については改めて訪問日を設定させていただくこ

ととし、11月中旬頃に実施したいと考えております。学校と日程調整をさせてい

ただき、来月の定例会で訪問日と日程をお知らせいたします。以上となります。 

教育長 今年はコロナの関係もありまして、日程調整が難しいところもありましたので、

授業を観させてもらい、校長先生と少し話ができる時間を取ってもらうような形

で行えればと思っております。次回の定例会で日程をお知らせしたいと思います。 

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４ その他 
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     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 10回定例会の日程ですが、10月 26日（月）午前、若しくは 10月 27

日（火）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。 

教育長  都合の悪い委員がいないようでしたら早い方の 10 月 26 日（月）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 10月 26日（月）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。 

委員一同 （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。 

この後、情報交換に移ります。 

事務局 【情報交換】 

・小鹿野町学校施設長寿命化計画について 

 


