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令和２年 第１１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 11月 26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 【武藤教育長】  

閉会：午前 11時 50分 【武藤教育長】 

出  席  者 
武藤 彰男教育長、宮原 正博教育長職務代理者、中山 忍委員 

近藤 正委員、石田 加津美委員 

議 事 録 

署 名 委 員 
宮原 正博教育長職務代理者、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 貴子中央公民館長 

黒沢 敏江図書館長 

説 明 者 岩本主任、肥沼主任（学芸員） 

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 11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。先週の 19日は学校訪問大変お疲れさまでし

た。 

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 教育長職務代理者の指名報告 

教育長 
 それでは議事に入ります。 

初めに日程第１ 教育長職務代理者の指名報告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） 

 地教行法第 13条第 2項では、教育長に事故があるとき、又は教育長が欠けたと

きは、あらかじめその指名する委員がその職務を行うと規定されており、事務に

支障をきたすことがないよう、教育長の指名により、教育長職務代理者を置くこ

ととなっております。 

そこで、この規定に基づき、令和 2年 11月 11日付けで武藤教育長が宮原正博

委員を教育長職務代理者として指名いたしましたのでご報告いたします。 

教育長  指名の報告となります。よろしくお願いします。 

日程第２ 会議録署名委員の指名 

教育長 次に、日程第 2 会議録署名委員の指名でありますが、今回は宮原委員と近藤

委員にお願いします。 

日程第３ 報告（教育長報告）  

１ 学校ネットパトロール（１０月分）について 

教育長 次に、日程第 3報告 教育長報告 1学校ネットパトロール（10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。10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
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告書のとおりになります。調査対象になった投稿は先月と比較をすると 18件増え

ており、内、新規のものが 5 件増えている状況です。個人情報の内訳については

実名、顔画像の投稿が共に増加しており、実名投稿においては先月の 2 倍の投稿

数となっております。SNSの利用割合については Instagramが 3％増加しており、

利用割合の 8割を超えています。委託業者から報告のあった 10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。（10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、月を追うごとに件数が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ますが、このデータ

のこれまでの報告について訂正がございます。これまでの定例会ではこのデータ

を報告させていただく際に、中学校以外の各小学校については調査をした結果対

象となった投稿がなかったと報告させていただいておりましたが、改めて確認を

したところ委託業者との契約は投稿内容を調査する学校については小鹿野中学校

のみ契約をしておりました。そのため中学校の投稿内容の報告のみが上がってき

ている状況でした。お詫びして訂正させていただきます。 

横綴りの別添資料をご覧ください。個別案件の報告になります。報告内容とし

ては朝練に対する不満の投稿や写真付き、タグ付けなどにより友人の名前、顔が

特定できてしまう投稿、拡散リスクのある投稿などについて報告が上がってきて

おります。 

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してお

ります。 

以上で報告を終わります。 

教育長 10月のネットパトロールについてご報告がありました。小学校が調査対象外で

あった件については申し訳ありませんでした。報告のあった内容については指導

主事が確認をして中学校と連携して報告、指導をしております。 

学校教育課長 事務局から補足がございます。現在中学校のみが調査対象になっておりますが、

当初は中学生にならないと携帯電話を持つ子も少ないということがありました。  

現在は小学生も携帯電話を持つ時代になってきましたので、委託業者には来年

度からは小学校も追加した見積りを依頼させていただきました。小学校分も予算

に計上する形で調査の幅を広げていきたいと考えております。 

３号委員 予算を取って調査をするということですが、児童・生徒の SNS の使い方につい

ては、どこまでが良くてどこまでが悪いかという指導していく上での目安、ライ

ンは出来ているのでしょうか。 

学校教育課長 SNS の使い方、インターネットの使い方の指導については、中学生には行って

おりますが小学生については把握ができておりません。しかし、ネットでのいじ

め、誹謗中傷は問題になっておりますので、そちらにつきましては人権擁護委員

などに依頼し講演をしてもらい、各学校で教育していただいております。 

教育長 SNS 等については中学校はもちろん、小学校でも触れることがあります。特定

されないように実名、顔の投稿はしないよう指導をしております。ただ、子供の

環境をよく考慮し頭ごなしに否定するのではなく、今回の報告でも記載があるよ

うに子供達もこれらの投稿によってバランスを取っている部分もありますので、

傷つけないように配慮して、慎重に対応、指導をしております。 

よろしいでしょうか。それでは次に進みます。 

日程第３ 報告（教育長報告）  
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     ２ １２月補正予算について 

教育長 続きまして、日程第 3報告 教育長報告 2 12月補正予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） 

お手元の資料をご覧ください。12月議会では学校教育課、社会教育課、中央公

民館、両神公民館で補正予算を予定しております。 

1 枚目が歳入になります。中央公民館の補正予算になります。文化講演会入場

料受入金の減額補正になります。コロナウイルス感染拡大防止のため文化講演会

が中止になったことに伴う減額補正となります。 

2 枚目をご覧ください、歳出になります。まず学校教育課の補正予算ですが、

コロナウイルスの影響で小鹿野未来塾については縮小し実施となりましたが、今

年度は英語劇は中止となったため英語劇に計上していた事業費について減額補正

を行っています。また、修学旅行キャンセル料補助金ですが、小鹿野中学校の修

学旅行について発生したキャンセル料に対する補助金となり、旅行会社にキャン

セル料の支払いも済んでおり学校への補助金の支払いも完了したため、余った予

算について不要となりますので減額補正をしております。 

続きまして、社会教育課の補正予算になります。事業の列をご覧ください。初

めに家庭教育推進事業費について講師謝礼を減額しております。次に歌舞伎のま

ちづくり事業費について、コロナウイルス感染拡大防止のため延期となった郷土

芸能祭、その他中止となった事業の事業費について減額しております。3 枚目を

ご覧ください。ロードレース大会開催費についても来年度に延期となり実施しな

いため減額しております。次にスポーツ振興費ですが町内各地区で行われている

運動会についても中止となったため補助金を減額しております。最後に町営運動

場維持管理費ですが三田川運動場に入れた砂の費用について予算が不足していた

ため増額補正をしております。 

 次に中央公民館の補正予算になります。全て文化講演会開催費となり、文化講

演会はコロナウイルス感染拡大防止の観点から中止となったため事業費を減額し

ております。 

4 枚目をご覧ください。最後に両神公民館の補正予算になります。総合会館維

持管理費になります。ふるさと総合会館のコピー機使用が例年より増加しており、

使用料の支払いで今後予算不足が見込まれるため増額補正をしております。コピ

ー機使用料を増額した分は工事請負費の予算額を減額して調整をしております。 

以上が各課所の補正予算の内訳となります。補正予算要求額の総額については

下段に記載したとおりになります。 

教育長 12月補正予算についてご説明させていただきました。ほとんどがコロナウイル

ス感染拡大防止の観点による対応になっております。何か質問、ご意見はありま

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 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 3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） 

資料をご覧ください。学校教育だより 2月号の原案についてご報告いたします。 
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現時点では記事の構成についてのみの報告になります。武藤新教育長のご挨拶、

児童生徒・教職員の活躍紹介、教職員向けアンケートによる働き方改革について、

県学調による学力テスト結果、おがの未来塾について、ICT 教育について、小中

学生の海外交流についてを予定しております。今後具体的に記事が出来上がって

きましたら改めて委員皆さまにご報告させていただきます。 

教育長 こちらにつきましては、案ということですので内容については多少変わること

はあるかと思いますが、担当としてはこのような形で進めさせていただければと

考えております。 

１号委員 「教員が子供と向き合う時間の確保を目指して」の項目で教職員向けのアンケ

ートとありますが、アンケートの項目設定はどのようにされていく予定ですか。 

学校教育課長 こちらにつきましては、現在指導主事が内容を作っているところであり、今現

在の働き方に対しての指針に沿うような項目で作成していると思います。また、

県からも素案がきておりますので、そちらを町独自のものに変えていくようにな

るかと思います。 

１号委員 その内容については来月の定例会にはお示しいただけますか。 

学校教育課長 その時までには情報提供できるかと思います。 

１号委員 以前、私が参加させていただいた文科省の協議会でもこのことについて出てお

りました。その後コロナの影響により紆余曲折あり状況は変わっていると思いま

すが、このアンケートの項目と出てくる結果については関心の高いところであり

大事なことであると思います。 

教育長 小鹿野町の働き方改革の基本的な考え方が、単に勤務時間を減らすということ

だけでなく、いかに子供達と触れ合う時間を確保するかというところが大きなポ

イントになっております。教職員が学校に残っている時間を単純に減らすだけの

視点でやっているのではなく、いかに効率よく事務処理などをし、子供達と触れ

合う時間を確保するかというところに大きなポイントを置いております。もちろ

ん時間的な部分による職員の健康管理についても考えておりますが、そういった

中でいかに子供達とのふれあいを生み出していくかを常々言っております。 

よろしいでしょうか。それでは次に進みます。 

日程第３ 報告（教育長報告） 

      ４ 第２回小鹿野町読書感想画コンクールの結果について 

教育長 続きまして、日程第 3報告 教育長報告 4第 2回小鹿野町読書感想画コンクー

ルの結果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） 

それでは、第 2回小鹿野町読書感想画コンクールの結果についてご報告させて

いただきます。お配りしました資料をご覧ください。今年 2回目になりました読

書感想画コンクールですが、全部で 86点の応募がございました。10月 30日に審

査会を行い、それぞれの賞が決定いたしました。最優秀賞から奨励賞までの作品

についてはお配りした資料に掲載しております。今年は全体的にレベルが高く、

賞を選ぶのに審査員の皆様もだいぶ悩まれました。特に低学年の部は本当にレベ

ルが高かったです。高学年につきましても昨年は点数が少なかったですが今年は

多く、中でも 4 年生、5 年生の作品は出来栄えが良かったです。作品の点数が多

かったため、子供達の頑張りを考慮して奨励賞は低学年 2点、高学年 3点の作品

を選ばせていただきました。点数制での採点ではなく最優秀賞から奨励賞まで審

査員の先生方に選んでいただき、その中での調整で決定させていただきました。
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各賞を選んでいく中で先生方の見解もそれぞれ違いますので、意見が分かれると

ころはありましたが最優秀賞につきましては皆さんこの作品でという形で決ま

りました。優秀賞、優良賞につきましてはどちらかなという中でだいぶ意見が割

れ、高学年の部はなかなか決まらず奨励賞は 3点となりました。来年度も実施を

予定しておりますが、作品点数が増えてくれば低学年、高学年という形ではなく

中学年の部も設けて 1、2年生、3、4年生、5、6年生という形で分ける方法も考

えられると思います。資料には掲載しておりませんが、作品数が多かったことも

あり、優秀な作品については佳作という形で入選とさせていただきました。この

作品につきましては 2階のロビーに展示しております。最優秀賞から奨励賞まで

の作品は別に展示させていただき、佳作の作品は一覧で展示している中で作品に

佳作の札を付けております。また、調べる学習コンクールの作品も展示しており

ますので、定例会後お時間あるようでしたら 2階に上っていただきご覧いただけ

ればと思います。 

教育長 読書感想画コンクールの結果について報告がございました。ご用意いただいた

資料は定例会用に作ったものですか。 

図書館長 こちらは表彰式の時に保護者の方にもお配りいたします。まだ間に合わず展示

場には置いておりませんが、この後印刷して展示場にも置いておく予定です。 

この後は 11 月 29 日までふるさと総合会館で展示して、その後 12 月 1 日から

15日まで文化センターのロビーでも展示をいたします。 

教育長 子供達の励みになるとてもいい企画であります。この資料も綺麗に纏めてある

と思います。 

４号委員 このコンクールの上位にあたるコンクールはあるのでしょうか。 

図書館長 ございますが、別のコンクールといった形になりますのでここで賞を得た作品

を上に上げるのではなく、良い作品については別で上位の県のコンクールに出し

ております。そちらについては本人の了解を得た上ですので、本人がこちらの町

のコンクールでいいという場合は町のコンクールに出し、県の方に挑戦してみる

という作品については県のコンクールに出しています。そのため、県のコンクー

ルにも何点か町内の作品を出しておりますので、この後の結果が楽しみなところ

です。大きいコンクールに出した方がもしかしたら全国にいく可能性もあります

ので、今年は 3人の子供に学校の方から声を掛けさせていただいて県に提出させ

ていただきました。 

４号委員 町のコンクールから県のコンクールに行くわけではなく、別枠で行くというこ

とですね。 

図書館長 はい。そのため力のある子の作品は出来れば県のコンクールに出させてあげた

いと考えております。感想画のコンクールは全国の作品を見ると抽象画的なもの

が多いです。なぜかと言いますと、本のイラストや表紙を真似ることは駄目とい

うことがあります。そのため、似たような構図、作品は審査の対象にならないよ

うになっております。町のコンクールについても同じですが、若干緩くしてあり

ます。完全にイラストを真似ている作品はいくら上手に書いても賞にはなってお

りません。審査の際には子供が読んだ本を全部用意し審査員の先生方にも中身を

確認していただき、なおかつ事務局で事前に全部確認をして、これは似ていると

いう作品については審査の前に先生方にお伝えしております。 

教育長 こういった機会を通して認められることは子供達もすごく自信になりますの

で、学校外でもこのような機会があればいいなと思います。 
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よろしいでしょうか。それでは次に進みます。 

日程第３ 報告（教育長報告） 

      ５ その他 

教育長 それでは、日程第 3 教育長報告 5 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４ 議事 

報告第１７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 4 報告第 17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 10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。10月中の後援依頼の申請は 1件と

なります。秩父 4高校合同説明会についての後援になります。中学 2年生を対象

に秩父郡市内の県立高校 4 校が説明会を実施するものになります。日程、会場な

どは記載のとおりになります。 

以上、承認の報告になります。 

教育長 後援の承認報告になります。 

よろしいでしょうか。それでは次に進みます。 

日程第４ 議事 

議案第９９号  小鹿野町立学校体育施設の開放に関する規則の一部を改正する規則について 

議案第１００号 小鹿野町社会体育施設条例施行規則の一部を改正する規則について 

議案第１０１号 小鹿野町夜間照明施設条例施行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 4 議案第 99号小鹿野町立学校体育施設の開放に関する規則

の一部を改正する規則について、議案第 100号小鹿野町社会体育施設条例施行規

則の一部を改正する規則について、議案第 101 号小鹿野町夜間照明施設条例施行

規則の一部を改正する規則について、こちらは同一の提案理由ですので一括して

説明をお願いします。 

事務局 （配付資料に基づき説明） 

議案第99号から第101号までは同様の理由による規則の一部改正になりますの

で一括してご説明させていただきます。 

議案第 99号の資料をご覧ください。小鹿野町立学校体育施設の開放に関する規

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あります。 

提案理由につきましては、町立学校体育施設の使用料減免規定について公民館

との整合性を図るため、この案を提出するものであります。改正内容につきまし

ては、社会教育団体が当該団体の活動のため施設を使用するときの減免規定を新

たに設けるもので、100分の 50相当額を減額するものとなります。2枚目が改正

本文、3枚目が新旧対照表、4枚目が告示文になります。 

議案第 100号が社会体育施設について、議案第 101号が夜間照明施設について

であり、提案理由、改正内容につきましては議案第 99号と同様になりますので、

ご覧いただくことで説明は省略させていただきます。 

教育長 規則について全て整合性を図った改正となります。 
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よろしいでしょうか。それでは次に進みます。 

日程第４ 議事 

議案第１０２号 小鹿野町指定文化財の指定について 

教育長 それでは、日程第 4 議案第 102 号小鹿野町指定文化財の指定についてお願い

します。 

事務局 （配付資料に基づき説明） 

小鹿野町文化財保護条例第 6条の規定により、次のものを小鹿野町指定文化財

に指定することについて、議決を求めるものでございます。指定番号：指定第 142

号、種別：有形文化財（絵画）、名称・数量：絹本着色十六善神像三幅対、所在地：

小鹿野町般若 513番地、所有者：小鹿野町般若 513番地南光山常光院（横山観音）

檀徒代表守屋久男、概要：別紙のとおり。 

この指定文化財は 4月の定例会で文化財保護審議委員会に諮問することについ

て議決をいただいており、それを受け、6月 12日に行われた第 1回文化財保護審

議委員会に諮問をし、11月 9日に行われた第 2回文化財保護審議委員会において

答申をいただきましたので、本日の定例会で小鹿野町指定文化財に指定すること

ついて提出させていただいたものになります。 

詳細については 2 枚目の指定文化財調書のとおりになります。3 枚目が当指定

文化財の十六善神像の写真になります。 

教育長 何かございますか。 

４号委員 「小鹿野町指定文化財の指定について」と記載のある資料の名称・数量の欄の

十六善神像の「像」という字が抜けてしまっていると思います。 

事務局 失礼しました。こちらは修正をさせていただきます。 

３号委員 資料「指定文化財調書」に保存修理が急務であると記載がありますが、なにか

欠陥があるのでしょうか。 

社会教育課長 現在の文化財の状態をみると保存修理が急務な状況でありまして、指定文化財

になれば町の補助規定による補助金で修理ができます。指定文化財にならないと

地元の方で全額負担になりますし、現状では文化財の状況はすぐにでも保存をす

るべきではないかという所見であります。今後そういった方向で保存をしていか

ないと鎌倉時代のものでありますので、どんどん状態が悪くなっていってしまう

ことから修理をしていくことで進めていきたいと事務局では考えております。 

教育長 よろしいでしょうか。それでは次に進みます。 

日程第５ その他 

    １ 秩父地区教育委員会連合会役員の異動について 

教育長 それでは、日程第 5 その他 1 秩父地区教育委員会連合会役員の異動について

お願いします。 

事務局 （配付資料に基づき説明） 

資料をご覧ください。秩父地区教育委員会連合会役員については、令和 2年度

は小鹿野町教育委員会においては前教育長が理事、前教育長職務代理者が副会長

の役職を務めておりました。この度の教育委員会の異動に伴いまして、武藤教育

長と宮原教育長職務代理者がこの役職について引き継ぐこととなります。任期に

ついては 1年で、前任者の残任期間であるため令和 3年 3月 31日までとなります。 

教育長 宮原委員さんには副会長ということでよろしくお願いいたします。 

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５ その他 

     ２ 旧中学校残存のグランドピアノ売却について 

教育長 それでは、日程第 5 その他 2 旧中学校残存のグランドピアノ売却についてお

願いします。 

事務局 （配付資料に基づき説明） 

資料をご覧ください。旧中学校には使用していないグランドピアノが 3 台ござ

います。旧長若中学校に 1台、旧両神中学校に 2台あり、この 3台について入札

方式により売却することといたしました。配付した資料は 12月広報に掲載予定の

記事になります。また町ホームページにも案内を掲載する予定です。12 月 13 日

に下見会を実施し、検討している人が状態の確認、試し弾きをすることができま

す。入札期間中に入札した最高落札者に売却をいたします。運搬費、修繕費につ

いては本人負担となります。 

教育長  資料に記載のあるグランドピアノについて売却するということで進めておりま

す。 

 よろしいでしょうか。それでは次に進みます。 

日程第５ その他 

     ３ 次回日程について 

教育長 それでは、日程第 5 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 12回定例会の日程ですが、12月 22日（火）午前、若しくは 12月 23

日（水）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 都合の悪い日がある委員さんは申し出てください。いかがでしょうか。 

委員一同 （都合が悪い日なし。） 

教育長 それでは早い日の方で 12月 22日（火）午前 9時 30分からでよろしくお願いし

ます。 

日程第５ その他 

     ４ その他 

教育長 それでは、日程第 5 その他 4その他ですがなにかございますか。 

４号委員 はい、一つ提案させていただきたいことがあり発言させていただきます。 

先日の学校訪問では大変お世話になりました。昨年度までは小・中学校の訪問

に加えて幼稚園も訪問の対象になっていたと思いますが、今年度は小中学校のみ

の訪問でした。それは幼稚園から幼保連携型認定こども園になったことが理由で

あると思っておりますが、ぜひともおがのこども園も訪問施設に加えていただけ

ればと思っております。その理由としては、1 点目として子ども、子育て支援新

制度において、幼保連携型認定こども園というのは学校教育法からは抜けていま

すが、教育基本法の中の学校の位置づけでは、所管は住民生活課となっておりま

すが、おがのこども園は幼保連携型認定こども園であり教育と保育を一体として

進めていく施設であるとされています。2 点目として小学校以降の教育の基礎を

培うということにおいて、町立で唯一の幼児教育施設であります。小学校との連

携という観点からも大変重要になってくると思います。先日頂いた教育委員会必

携に幼児教育の項目があり、その中には「学校教育を所管し教育について専門性

を有している教育委員会が積極的に関与することが不可欠で、担当部局と連携、

協力して積極的に取り組んでいただくことが必要です。」と記されていました。そ
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のため、こういった観点からも住民生活課とご協議いただいて、今後の訪問施設

にぜひとも加えていただければと思い提案させていただきました。 

教育長 ありがとうございました。今年度からおがのこども園になりましたので、所管

が変わり訪問からは外れたわけですが委員の皆様いかがでしょうか。 

事務局の考えはいかがでしょうか。 

学校教育課長 はい。委員皆さまがこのご提案について承認していただければ、先ほど石田委

員さんがおっしゃっていた教育委員会必携に記載してあるとおり、担当部局と教

育委員会で調整させていただき訪問を計画することは可能であります。 

また、今年度の学校訪問は終わりましたので、日程等を新たに調整させていた

だき今年度中に日程を設けて訪問をして見学することは可能だと思います。 

教育長 今事務局から話がありましたが調整し見学ができるということですので、実施

するということでよろしいでしょうか。施設もどのようになっているのかという

ところも興味深いところがあると思います。 

それでは提案頂いた通りに事務局で調整していただき、その結果を委員に報告

していただくということでよろしくお願いいたします。 

他に何かございますか。 

３号委員 よろしいでしょうか。先日、初めて学校訪問をお世話になったわけですが、帰

り際に学校教育課長から小鹿野町の入学年度年齢別人口表といったものを頂きま

した。 

これを見ると令和 3年度は入学者が小鹿野小学校は 33名ということであり、そ

れこそ 1クラスしか出来ない人数です。そして令和 8年度には小鹿野小学校への

入学が 17名になっており、約半分になるということであります。ほかの学校は極

端には減りませんが、令和 3年度の小鹿野中学校への入学者数が 55名に対して令

和 8年度は 34名となっておりますので、小学校の統合についても今後必要かなと

学校訪問時に申し上げさせていただきました。私は先週の学校訪問を見る限り、

小規模校の方が雰囲気が良く、うまくいっているように見えました。小鹿野小学

校が大変そうに見えたこともあり、余計に小規模校の魅力が目立ったように感じ、

本当に統合がいいのか、うまく人間関係ができていて指導が充実していれば小規

模校のままでもいいのではないかと感じました。しかし統合について検討をして

いかないと、このまま 5年間ずるずる行くのでは責任が無さすぎるのではないか

と思いますので、そこのところを教育委員会として場を設けていただいて、検討

を重ねていった方がいいと思います。私自身は統合に向かっていくのかと思って

おりましたが、小規模校があまりにも良かったので皆さんで討論していく中で、

現状で進むのであればそれもいいでしょうし、社会の情勢が変化に伴い教育環境

も変化していきますので、そういったことも踏まえながら検討していく必要があ

ると思います。 

また、現状なにか調査中のものとかありましたら教えて頂けたいと思います。 

学校教育課長 近藤委員さんにお渡ししたのは令和 2年 4月 1日現在の小鹿野町の出生人口の

一覧でございます。参考にお渡しさせていただきました。 

今現在の状況でございますが、昨年度、小鹿野町学校教育推進協議会という協

議会を立ち上げました。こちらにつきましては、将来に向けた小鹿野町の学校教

育の望ましい環境、方向性について検討をしていただくものでございます。この

協議会では昨年度委員 13名に協議していただきご提言をいただきました。色々な

ご意見を頂く中で、現在の小鹿野町の小学校教育は大変充実しているというご意
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見を多数いただきました。しかし一方で、子供が減っていく現状は急務の課題で

あり、その部分については全体での話し合いではなく、今度はこのような話し合

いを各小学校区で必要なのではないかというご意見もいただきました。そのため

コロナの影響でスタートが遅れましたが、今年度は各小学校区に地区学校教育推

進協議会を立ち上げて、小鹿野、長若、三田川、両神の 4地区で話し合いを始め

させていただきました。 

委員さんについては各小学校で選出していただいた学校関係者、地域の方々に

なりますが、現在それぞれの学校の現状を見ていただきながら、これからの各小

学校区内の望ましい環境について、どのようにしていったらよいのかということ

を話し合っていただいております。今年度中にはご提言をいただき、その提言を

参考にさせていただき来年度はさらに発展した形で、今後の望ましい教育環境の

実現に向けた検討を重ね推進していくというスケジュールで動いております。 

教育長 どうしても統合については避けて通れない課題であると思います。一般的な話

として、例えば全学年が複式学級になってしまった場合、小学校は 3クラスにな

ってしまいます。こうなると教職員の配置は変わってきてしまいます。確実に事

務職員は配置できませんので、人事の問題も出てきます。子供同士の環境、職員

の環境の問題も出てきます。職員の配置が少なくなることで分担してやっている

業務も一人の職員が複数の仕事を抱え込み負担が増えてしまいます。今後、集団

で行動する時の力やトラブルが起きた時の解決する力など、子供の社会性をどの

ように育んでいくかを考えていくとメリットもあればデメリットもあると思いま

す。 

私たちはこのような情報をしっかり提供していき、皆さんで考えていくという

ことが求められていると思います。避けては通れない課題ですので、きちんとし

た方向性を持って皆様の意見を吸い上げていくことが必要であります。 

他に何かございますか。 

２号委員 はい、2点ございます。1点目は今、近藤委員さんがおっしゃっていたことです

が、昨日保護者から話をいただいたのですが、各学校で行われている就学時検診

時に何校かの新 1年生の保護者の方からいつ統合するのかということが話題に上

がっているようです。そのことについて教育委員会で緊急の会議が行われている

らしいなど色々な噂が飛び交っているみたいです。来年、再来年には統合してし

まうのかと聞かれたりもして、保護者の方も不安になっているところがあるよう

です。そのため、保護者や町民に段階ごとに話をしていただけるといいかなと思

います。5 年後には子供の人数がかなり減ってしまうということですが、何年か

移行期間があると保護者の方でも覚悟ができるのではないでしょうか。新しいジ

ャージを作るとした場合、その移行期間の間は今までのジャージのままで大丈夫

として、統合したときは新しくこのジャージになるということを早めに決めてお

知らせしておくと不安なく進めていけるのかなと話を聞いて思いました。 

小鹿野町全体で考えてみた時に子供の人数が減ってきて、4 校ある小学校を 3

校にして自由に行く学校を選べるといったことは可能なのでしょうか。そうすれ

ば人数も 3分割されて各学校も充実して勉強を見てもらえるのかなとも思ったり

しました。いずれにせよ保護者の方たちが心配しておりますのでそのようにこと

も考えていってもらえればと思います。 

2 点目ですが、ことだま百選について町営バスのバス停の暗唱がありますが、

本来なら両神の中郷橋と石碑前の間に大平のバス停がありますが、ことだま百選
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ではこの大平のバス停が抜けていて中郷橋、石碑前、午房となっているようです。

自宅前のバス停が大平の子が暗唱でも大平を加えて言ったらそれは違うと指摘さ

れ校長先生から合格をもらえなかったようです。担任の先生にも言ったようです

が、それは不合格だと言われたそうです。子供も大平を抜いて言ったら合格にな

ったようですが、納得がいかなかったようです。そういったこともありましたの

で、もし他に抜けているようなものがことだまであるようでしたら柔軟な対応を

していただけたら子供も納得すると思いますのでよろしくお願いします。 

学校教育課長 1 点目について申し上げます。教育委員会では今まで保護者、地域による合意

形成に基づく段階的な統合ということを基本にしてまいりました。中学校の統合

時の教訓もあり、いっぺんに行うと教育長もおっしゃっていた教職員の人事の関

係もありますので段階的な統合がいいということで、地域の保護者の合意形成が

できたところから統合を進めていくということを申し上げてまいりました。議会

の中での一般質問に対してもそのように答弁させていただいております。そのた

め、このたび立ち上げた学校推進協議会の中で皆様のご意見を把握させていただ

きながら進めているという状況です。保護者の不安が大きいということで就学児

検診の時に話があったようですが、やはり幼稚園、保育所が統合され 1 か所にな

り、その後小学校では各地域に分かれ、また中学校に入ると一つになるというと

ころについて不安の声が出ているのも事実です。保護者の皆さんも統合は将来あ

ると思っていますがいつになるのだろうというのが大体の方の意見です。いつ統

合しますということは行政側から一方的に決定出来ることではございません。こ

ちらとしては現状の情報を正確に提示させていただいております。子供の人数は

今後このようになります、そうすると先生の数もこのようになる、複式学級もこ

のようになっていくといったように現状の情報提供をさせていただき地域の皆さ

んで話し合っていただいております。現在入学している子供の保護者は三田川、

長若、両神とも現状の環境に概ね満足しています。私も会議に出席しております

が、これから入学する子供の保護者も現在の小学校に通わせたいと意見がござい

ました。一方で統合した方がいいという意見もございます。そういった意見を各

学校で纏めていただき今年度末には提出があると思います。将来的には統合はや

むを得ないということは皆さんの共通認識でありますが、それがいつなのか、3

年後なのか 5 年後なのかというところで不安に思っていますが、このまま行ける

のであればこの現状のままで行きたいというのが皆さんほとんどの意見になって

おります。このように、色々なご意見があると思いますので意見を把握していき

ながら、その後一歩踏み込んだ段階での話し合いにこれからはなってくるかと思

います。その時には教育委員の皆様にもいろいろご意見をいただきながら進めて

いく形になると思います。 

移行期間につきましても、このようになったら統合するということをはっきり

申し上げれば、その間は決定した上での移行期間ということになります。令和 8

年度までは出生数も分かっており、小鹿野町全体で34名で1クラス分になります。 

それから、小学校どこでも通えるようであればいいという話がありましたが、

そのことについても難しい面がありまして、児童数が確定しないと教職員の配置

人数が確定できないということもありますので、自由にどこでも行けるというこ

とはなかなか難しいと思います。ただ、早い段階で分かっていれば大丈夫だと思

います。実際、別の学区に通っている子供もおりますが、そういった場合は保護

者が責任をもって送迎するという条件でお願いしています。仮に全体でとなると



- 12 - 

 

登校手段をどうするのかという面も含めて検討をしていく必要があると思いま

す。 

教育長 保護者が不安を抱いているということは重々承知しておりますが、物事には必

ず表と裏がございますので現状がいいと思う方もいれば、人数が少なくなるから

統合した方がいいと思う方もいらっしゃいます。これからの段階としては各地区

で学校推進協議会を行っておりますので、そこで出た意見を参考に今度は町全体

の協議会を行って今後どの段階に持っていくか、また名称は仮ですが小鹿野町統

合計画（案）を示して、それについてパブリックコメントを行い町民に見てもら

いご意見をいただき、このような段階になったら統合するだとか、児童がこれだ

け減るので統合するなどの基準又は基準に当たるものを作って来年には示さない

といけない時期かなと個人的には思っております。今まで申し上げてきたように

地域の合意形成が大前提ですが、裏表があるので賛成の人もいれば反対の人も出

るかと思いますので、皆さんで知恵を出し合って望ましい教育環境の実現に向け

ての基準を作って町民全てに示しご意見いただき計画が示せれば何年後にはこの

ような動きになるということが保護者にも分かり不安も多少なりとも解消される

のかと思っています。 

また、ことだま百選のバス停については申し訳ありませんでした。大平が抜け

ており指摘もございました。学校から指摘があり現在改訂作業を行っております。

ほかにも表現の間違い、抜けているところがありましたので直しを行いました。 

学校の方でも固い対応になってしまっていたので各学校にも柔軟な対応をして

いただくように話をしておきます。やはり書いていないから駄目ということでは

なく、子供が一生懸命やってきたことに対しては認める、聞き入れることが大事

だと思います。そこのところは学校、教員にもよく指導をしておきます。 

他に何かございますか。 

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 11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。 

今回はジオパーク秩父について、詳しくご説明させていただきます。 

社会教育課主

任 

【情報交換】 

・ジオパーク秩父について 

 


