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令和２年 第１０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 10月 26日（月） 

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 11時 03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 守屋副課長（住民生活課）、岡村副主幹、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。定刻となりましたので第 10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。本日の定例会で笠原教育長及び齊藤委員に

おかれましては、最後の定例会になるかと思います。 

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の指名でありますが、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（９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（9 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） 

9月分を報告いたします。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。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 22件増えており、そのうち、新

規のものが 10件増えている状況です。個人情報の内訳はほぼ横ばいで、SNSの利

用割合については Instagram が 5％増加しております。委託業者から報告のあっ

た 9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。（9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

稿件数の今年度の推移となり、今月は件数がだいぶ増加していることが見受けら

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、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について報告
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がありました。こちらにつきましては、先月の報告でも同じアカウントから性的

投稿の報告があり、中学 3 年生の男子生徒であることまでは分かっておりました

が、引き続き委託業者にこのアカウントの特定が可能であるか確認をしていたと

ころ、10月に入りこのアカウントが削除されてしまったため、これ以上の確認を

することはできませんでした。 

2ページ目をご覧ください。2点目の報告といたしまして友人の名前が分かる画

像の投稿について報告がありました。ページ右側に記載してある 3点目の報告と

3ページ目記載の 4点目の報告については同じアカウントからの投稿になります。

ネガティブ内容の投稿及び学校ジャージ姿での写真投稿により、友人アカウント

が特定できてしまうタグ付き投稿がありました。本人だけでなく、一緒に写って

いる友人の特定の可能性もある投稿であります。危険性のある投稿内容として報

告があったものは以上となります。 

以上、報告のあった投稿内容につきましては、指導主事を通じて中学校へ報告

させていただきました。 

以上で報告を終わります。 

教育長 委託業者から報告のあった 9月の概要のところには、修学旅行中止に対する子

供たちの声も記載されておりますが、小学校の修学旅行につきましては日帰りの

代替行事を行うことで進めております。中学校の修学旅行は代替行事を行うとい

うことになれば、卒業式前の 3月になるかと思います。内容についてはこれから

子供達や保護者の意見などを取り入れながら決定することになるかと思います

が、一部からは小鹿野町の旅館に宿泊させてあげられれば一番安全でいいのでは

ないかという声も出ております。いずれにせよ、これから検討していくことにな

るかと思います。本当に今年の子供たちは様々な行事が中止になってしまってい

るので、できるだけのことはしてあげられればと思っております。 

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）  

     ２ 学校給食会計令和元年度決算について 

教育長 続きまして、日程第 2報告 教育長報告 2学校給食会計令和元年度決算につい

て報告をお願いします。 

事務局 （配付資料に基づき報告） 

お手元に配付した令和元年度学校給食費歳入・歳出決算報告書をご覧ください。 

平成 27年度から義務教育支援費として、町内小中学校の児童生徒の給食費は公

費で賄っており、令和元年度につきましては、歳入、歳出それぞれ約 5,200 万円

となりました。6月 30日には小鹿野中学校長に監査をお願いし、承認をいただい

ております。この決算報告書につきましては、12月中に開催予定の給食運営委員

会に提出いたしますので、事前に定例会で委員皆様にご報告させていただきまし

た。 

以上で報告を終わります。 

教育長 学校給食費については町で全額負担するようになり、学校給食会計も非常にシ

ンプルになりました。これまでは給食費の未納者も結構おりまして、その辺りの

扱いが難しいこともありましたが、町が全額負担するようになり、学校の事務的

負担もかなり減ってきている状況です。 

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）  
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      ３ 調べる学習コンクール審査結果及び感想画コンクール応募数の報告について 

教育長 続きまして、日程第 2報告 教育長報告 3調べる学習コンクール審査結果及び

感想画コンクール応募数の報告について報告をお願いします。 

図書館長 （配付資料に基づき報告） 

調べる学習コンクール審査結果と感想画コンクール応募数についてご報告させ

ていただきます。 

はじめに第 5 回小鹿野町図書館を使った調べる学習コンクールについてです

が、10月 23日に応募作品の審査をしていただきました。今回は低学年 25点、高

学年 27点で合計 52点の作品応募がございました。決定した入賞作品の概要と表

紙の写真については配付資料に載せてあります。入賞作品は低学年が 4 作品、高

学年が 5作品となり、高学年の入賞作品のうち同点数の作品が 2点、ほぼ点数が

同じだった作品が 1点ございましたので、審査員の先生方と調整をいたしまして

1 作品を館長賞、残りの 2 作品を奨励賞といたしました。今回で 5 回目というこ

ともあり、素晴らしい作品がございました。全体的にはまだまだなところもあり

ますが、調べる学習として順を追って調べて仕上げている作品がほとんどでした。

今回はコロナウイルスの関係もあり、どうなるか心配なところもありましたが、

今まで以上に応募点数が増えましたので徐々に関心が高まっていると思われま

す。 

感想画コンクールにつきましては 2 回目となり、10 月 23 日で締め切りでした

が低学年の部が 47点、高学年の部が 39点で合計 86点の応募がございました。今

後は 10月 30日に審査会を実施し、その中で最優秀賞から奨励賞までの 4作品を

決めていただきます。感想画コンクールにつきましては夏休み中に教室を実施し

たこともありまして、かなりレベルの高い作品がございました。また、調べる学

習コンクールと感想画コンクールの作品については、11月 3日からふるさと総合

会館 2階ロビーで全作品を展示させていただきます。その後、12月 1日から 5日

までの間で文化センターのロビーでも作品を展示させていただきます。委員皆さ

まにも展示されましたら子供たちの素晴らしい作品をご覧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 調べる学習コンクールは第 5回となりますが、内容の充実度についてどのよう

に感じていますか。 

図書館長 内容の充実度につきましてはばらつきがあり、できている作品とできていない

作品の差がございます。特に調べる内容についてのテーマを絞り込むところがま

だ不十分に感じています。三田川小学校では、6 年生は今回日本の文化という大

きなテーマを与えられたようで、そこから個々のテーマに絞り込むことが大変だ

ったようです。絞り切れなくて調べることが纏まらず、漠然とした内容になって

いるかなという感じがいたしました。一番大事なことはテーマを絞り込むという

ところで、三田川小、長若小、両神小には職員に対する研修も実施しましたが、

テーマを絞り込むことに対して先生方もまだ曖昧なところがあると思います。子

供達もテーマを絞り込み、疑問に思ったことを拾い上げていく段階で分からない

ことが増えてきてしまい、これもあれも分からないからそれらを調べていってど

んどん広がっていってしまうようでした。色々と調べた上で最終的には、最初に

自分で絞り込んだテーマに戻ることで調べたことが纏まっていくのではないかと

思います。そこのところがうまく纏められなかった作品がございました。ただ、
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子供たちが調べることに対して今までは興味を示さなかったのですが、学校に行

き話をさせてもらう中で、調べることに対して楽しいと感じる子供が少しずつ増

えてきていると感じています。今年、三田川小学校は全員で取り組んでいただき

ましたが、1 年生などは特に色々疑問を持ってくれることがあり、このような取

り組みに低学年のうちから触れていると、高学年になっても取り組みが広がって

いくのかなと思いました。子供たちがもっとやってみたいという意欲が湧いてく

ると次へ次へと繋がっていくと思いますし、作品もよくなっていくと思います。

子供たちの中にはやりたいと思ってすごく上達する子供とうまくスタートができ

ず遅れてしまい追いつけない子供がいるかと思いますので、来年度以降はその差

の部分をもう少し支援していきたいと思います。 

教育長 三田川小学校は全員で取り組んでいただいており、教育委員会と学校の施策の

連動という観点から言えば大変ありがたいことです。私はこの取り組みは作品と

して絞り込んでいく中で色々なことに興味が湧いていくことが大切なことである

と思います。作品に絞り込めないけど取り組んだおかげでいくつもの不思議や疑

問などに気づいていくことが貴重な経験になるのではないかなと思います。そう

いったことを子供たちが自学ノートなどにも纏めていただくと非常にいい取り組

みになると思います。今後も学校との施策がうまく行えるように連携していけれ

ばと思います。 

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） 

      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。 

３号委員 はい。10 月 16 日に両神小学校の 5 年生が宿泊学習の代替として防災体験学習

を行いましたが、子供たちの反響もよかったようです。今後災害の心配がある中

で、ブルーシートにひもを通して結ぶロープワークなどを行ったようです。今年

は両神小学校だけが行いましたが、今後必要になってくることもあるかと思いま

すので、他校についても行えればいいなと思いました。 

教育長 おっしゃっているとおり、この防災体験学習は修学旅行の代替事業として行わ

れたものですが、両神小学校は代替でなくても学校に泊まり込みなどをして行い

たいという意向があったようです。防災教育については各学校で年間を通して計

画をし、避難訓練などを行っているわけですが、やや形骸化してしまっていると

ころがあるように感じています。各校長に話をしたことがありますが、町の防災

マップなどがある中で、今後は各地域に応じた防災の取り組みや必要な知識など

を子供たちに考えさせていくことが必要であると感じています。防災教育も今ま

でやってきたような形ではなく、地域に応じた具体的な内容にし、役場の職員に

も協力をしてもらい説明をしてもらうなどができればと話をしました。すぐにそ

のような形での実施とはなりませんでしたが、今後必要になってくることである

と思っています。 

その他なにかございますか。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 

報告第１５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 15号 教育委員会後援の承認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 9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。9月中の後援依頼の申請は 2件とな

ります。 

1 件目は、2020小鹿野町観光写真コンテストについてになります。内容は観光

カレンダーやポスターの作成に活用する小鹿野町の自然・文化・祭り等を素材に

した作品を一般募集するものとなっております。 

2 件目は、横瀬町バイオリン・プロジェクト第 3 期についてになります。内容

は小学生 4～6 年生を対象にしたオンラインによるバイオリンレッスンとなって

おります。体験会のみ横瀬町の Area898で実施します。その他の内容につきまし

ては記載のとおりとなります。以上、承認の報告になります。 

教育長 9月分の申請については 2件であります。 

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 

報告第１６号 要保護・準要保護の取消について 

教育長 それでは、日程第 3 報告第 16号 要保護・準要保護の取消についてお願いし

ます。 

事務局 （配付資料に基づき説明） 

令和 2年 9月 30日付で要保護・準要保護の取消を、小鹿野町就学援助費支給要

綱第 11条第 1項の規定により、別紙名簿のとおり行ったので、小鹿野町教育委員

会事務委任規則第 1条の規定により報告します。 

別紙名簿の児童について、令和 2年 9月 8日付けで町外へ転出したため準要保

護の取消しになりました。 

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。 

教育長 転出による取消しとなります。 

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４ その他 

    １ 教育委員の小・中学校訪問について 

教育長 それでは、日程第 4 その他 1 教育委員の小・中学校訪問についてお願いしま

す。 

事務局 （配付資料に基づき説明） 

小・中学校の訪問につきましては、本日の定例会で日程をお知らせすることと

しておりましたので、学校と調整をした結果につきましてご報告させていただき

ます。 

日程は 11月 19日（木）、訪問する学校の順番及び内容につきましては資料に記

載のとおりとなります。集合時間は午前 9時 30分、集合場所は小鹿野町役場小鹿

野庁舎裏駐車場にお集まりいただきますようお願いいたします。また、昼食につ

きましては三田川小学校で給食をご用意いたします。給食費はご負担をおかけい

たしますが自己負担とさせていただきまして、275 円を当日ご用意いただきます

ようお願いいたします。 

当日は集合しましたらこちらで用意した公用車で各学校に訪問する流れとなり

ます。 
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教育長 配付した資料の日程で行います。今回は全校で同様の内容により実施すること

となりますのでよろしくお願いします。 

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 

     ２ 令和３年度関東甲信越静市町村教育委員会連合会総会及び研修会（千葉大会） 

の大会概要について 

教育長  それでは、日程第 4 その他 2 令和 3 年度関東甲信越静市町村教育委員会連合

会総会及び研修会（千葉大会）の大会概要についてお願いします。 

事務局  （配付資料に基づき説明） 

 関東甲信越静（1都 10県）の市町村教育委員会の教育長、教育委員及び事務局

職員を対象とした教育委員会連合会の総会及び研修会が実施されます。 

来年度は令和 3年 5月 28日（金）に千葉県市原市市民会館で実施される予定と

なっております。 

 正式な通知が年明け 1月頃に発出される予定なので、通知が届きましたら改め

てご案内させていただきます。 

教育長  内容については配付資料のとおりになります。後日改めて案内があるとのこと

なのでよろしくお願いします。 

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 

     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 11回定例会の日程ですが、11月 26日（木）午前か午後で開催をした

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 ご都合の悪い委員はいらっしゃいますか。 

委員一同 （都合が悪い委員なし。） 

教育長 それでは次回の定例会は 11月 26日（木）午前 9時 30分からということでよろ

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。ありが

とうございました。 

学校教育課長 ありがとうございました。それでは第 10回定例会を終了いたします。引き続き

情報交換に移ります。 

町の子育て支援策について、ご説明させていただきます。 

住民生活課副

課長、学校教育

課副主幹 

【情報交換】 

・子育て支援をめぐる現状について 

・義務教育支援事業について 

 


