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令和２年 第１２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 12月 22日（火） 

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 40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 
中山 忍委員、石田 加津美委員 

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 小野指導主事、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。令和 2年最後になります第 12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。 

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 会議録署名委員の指名 

教育長 それでは議事に入ります。 

はじめに、日程第 1会議録署名委員の指名でありますが、今回は中山委員と石

田委員にお願いします。 

日程第２ 報告（教育長報告）  

１ 業務改善に関する教職員アンケート結果について 

教育長 次に、日程第 2報告 教育長報告 1業務改善に関する教職員アンケート結果に

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。以前の教育委員会定例会でもご説明させていた

だきましたが、平成 30年 11月にリーフレットを作成し働き方改革の推進に取り

組んでまいりました。これは教職員個々の負担軽減の蓄積ということで 3つのこ

とに取り組んでまいりました。1 点目が会議時間の設定、厳守ということであり

ます。2 点目が出退勤時間の記録ということで、教職員の出勤、退勤時間の甘さ

がありましたので、自分自身でしっかり把握するために取り組みを行いました。3

点目が業務に対する進行管理の確認となります。特に人に渡す仕事は最優先に行

い、仕事のサイクルについて学校全体及び個々でも上げていくということで行っ

てきました。また令和 2年 6月には働き方改革基本方針を町で策定し、その中に

は先ほど申し上げた 3 点にプラスして数値目標を決め超過勤務時間の上限を設け

ました。月 45時間以内、年 360時間以内ということで国、県でも示している数値

でございます。それらを踏まえてお配りした教職員アンケートをご覧いただけれ

ばと思います。この教職員アンケートを実施する側面といたしましては、実態を
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把握するということよりは教職員がこの働き方改革に対して意識がどれほど向か

っているかということに重点を置き、意識面のところを確認するような内容にな

っております。アンケートの見方でございますが、質問項目のとなりに「対象」

の項目があり、そこでは「あなたは」もしくは「あなたの学校は」で答えるよう

になっております。これは個人に対しての設問と学校全体に対しての設問という

形で分けられております。その隣は A、B、A+B、C、Dとなっており Aは「とても

当てはまる」、B は「当てはまる」、この 2 つを合算して A+B という形で当てはま

る割合となっております。Cは「少し当てはまらない」、Dは「当てはまらない」

というような形で表させていただいております。 

内容についてですが、まず諸会議に関することの項目で、6 番「会議の開始時

間が守れているか」という項目については、個人としては 100％、学校全体とし

ては 96％という結果で概ね時間が守られており、良い結果だと思います。続いて

7 番「会議の終了時間が厳守されているか」の項目ですが、この項目は大切なと

ころで、学校全体としては 83％守られているという結果でやや改善が必要なポイ

ントであるかなと思うところであります。続いて、出退勤時間に関することの項

目で 13番「毎月の出退勤時間を把握しているか」の項目ですが、現在、学校の方

ではバーコードで出退勤の時間管理に取り組んでおりますが、個人では 93％、学

校全体で 91％守られているという結果で、職員は出勤、退勤の時間を概ね把握し

ている状況であります。しかし、11番「仕事を勤務時間内に終わらせようとして

いるか」という項目に関しては、個人 68％、学校全体 59％が意識できているとい

う結果になっております。この設問に関しては小学校では数値が高くなっており

ますが、中学校に関しては生徒の下校時間が職員の退勤時間を超えておりますの

で、そういった意味では時間内に終わらせようとしても終わらないという矛盾し

た点があるのが現状でございます。また 14番「毎月の超過勤務時間を多いと感じ

るか」という項目に関しては半数近くの教職員が多いと感じております。しかし

ながら、出退勤時間に関しては県の調査等も行っておりますが、県の平均よりは

小鹿野町全体ではだいぶ低い数値になっております。特に小学校に関しては平均

以下の学校が多くなっております。次の項目は業務改善に関することであります。

業務の進行管理については教職員が意識をして取り組んでもらいたいところであ

りますが、17番「人に渡す業務を最優先で遂行している」という項目に関しては

意識を高く持って取り組んでいただいております。また 19番「優先順位をつけて

業務を行っている」に関しても意識を高く持って取り組んでいただいております。

したがいまして、意識改革という部分では十分達成が見られるのではないかと思

います。結果として 23番「業務改善が適切に進められている結果として、超過勤

務時間が減少していると思う」という項目でもやや高い数値となっておりますが、

まだ改善が必要なところでもあります。最後にその他の項目ですが、こちらはス

トレスチェックの部分も含めた質問項目でございます。時間に追われていると思

う、仕事が遅れていると感じることが多いなど、精神面についての質問も入って

おります。こちらについてはそれぞれで感じていることも様々ですので、色々な

結果が出ております。ややストレスを感じている教職員もおりますので、そこの

ところをケアしていくことを今後考えていく必要があるかと思います。最後に 31

番「教育委員会から業務改善に向けたサポートがあると感じる」という項目です

が、感じている割合が 45％ということで半分以下となっており、このアンケート

の中で最も低い数値となっております。直接的に教育委員会がサポートできる部
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分は多くないですが、来年度には校務支援システムを導入できる予定でおり、成

績処理や出欠管理など一元管理できるようになりますので、できる限り教育委員

会としても学校のサポートができるような体制作りをしていければと考えており

ます。すでに人的な部分では学習指導員、生活指導補助員など、また、コロナの

関係でも学習指導員、スクールサポートスタッフを追加配置させていただいてお

ります。小鹿野町の働き方改革の基本方針として時間の目標、業務改善の目標の

2点については意識改革という部分ではここ 2、3年で大きく前に進んでいるので

はないかと思います。引き続き教職員の負担軽減を含めて取り組んでまいりたい

と思います。 

教育長 説明が終わりました。何か質問、ご意見等はありますか。 

４号委員 前回の定例会の時に教育長さんがこの業務改善は職員の勤務時間を短くするだ

けではなく、その時間を子供達との対話に当たられるようにというお話がありま

したが、このアンケート結果の中からはその件については読み取れなかったので

すが、このように改善された中で児童生徒とこのような触れ合いや関わりが持て

ているといったような状況はございますか。 

事務局 このアンケートの中にはそのような項目を入れておりませんでしたので、はっ

きりと数値で結果が出ているわけではありませんが、現在色々な面で業務時間を

減らすことに取り組んでいる中で、子供と向き合う時間は以前より多く確保でき

ていると感じております。中学校の職員を見ていても、放課後部活に出ている職

員が以前より多くなっていると思います。会議の時間についても、だらだら長く

やってしまうとどうしても放課後に子供との時間を十分に確保できないわけであ

りますが、会議時間をきっちり決めてそれが終わったら子供達のところへ向かう

といった体制はできてきているのではないかと感じております。 

教育長 働き方改革イコール勤務時間の削減ということだけにとらわれてしまうと本来

の目的から外れてしまいます。事務局の説明のようにこの働き方改革により、放

課後の部活など子供達と触れ合う機会を生みだすことができるという意味合いが

強いのでないかと思います。 

他に何かございますか。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（１１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（11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。11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 12件増えておりますが、新規のものは 12件減っている状況です。投稿され

た個人情報の内訳については実名の投稿が若干増えておりますが、顔画像の投稿

は減少しております。SNSの利用割合についてはほぼ変化はございませんでした。

委託業者から報告のあった 11 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。（11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。投稿件数の今年度の推移

ですが、今月も右肩上がりに増加している状況です。 

次に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
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としては 1 枚目は宿題をする際に答えを見てやっていると思われる投稿、2 枚目

以降は全て同じアカウントの投稿になりますが、自分自身のことや部活に関する

様々なこと、学校のパソコンで投稿をしていたり、ゲームアカウント売買の書き

込み、フォロワーを増やす目的での懸賞金企画の書き込みなどが見受けられまし

た。 

なお、この書き込みのアカウントが中学校のどの生徒であるかについては特定

できております。 

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。 

教育長 説明が終わりました。ご覧いただいて何か質問、ご意見等はありますか。 

３号委員 11月の概要のところですが、エナジードリンクの常飲について注意のような内

容が書かれておりますが、このことで児童生徒に対する指導は行われたのでしょ

うか 

学校教育課長 youtube などの動画サイトでエナジードリンクを飲み続けて体の変化を試すよ

うな動画などがあると聞いており、そういったところで影響されているのかと思

われます。このようなものを飲み続けることにより体に異常が出るということは

伝える必要があると思いますので、学校から指導をしてもらうようにお願いして

おきます。 

教育長 受験期になると眠気を飛ばすためにカフェインの錠剤などが売っております。

それを飲んで受験勉強するということで急激に流行る時期があります。エナジー

ドリンクについても飲むと眠気が飛ぶということでこれらの一環で流行っている

と捉えております。 

他に何かございますか。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 １２月定例会ついて 

教育長 続きまして、日程第 2報告 教育長報告 3 12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 12月定例会が、12月 8日、9日の二日間で行われました。一般質問では

猪野 武雄議員、笠原 義行議員の 2名から通告がありました。 

質問内容は猪野議員が武藤新教育長の所信について、小学校統合に係る取り組

み方針について、小中一貫教育「義務教育学校」の推進に係る取り組み方針につ

いて、ICT教育及び AI化による教育の推進に係る今後の方向性、取り組み方針に

ついて、小学校教科担任制に係る考え方についての 5点となっております。 

次に笠原議員については、現在の小学校の適正配置、適正規模について、三田

川小学校の今後の運営方針について、幼、小、中、高連携した小鹿野町の地域の

特色を活かした教育環境の整備について、今後の小鹿野町教育の進め方、ICT 教

育についての 4点となっております。 

一般質問の詳細と質問に対する答弁につきましては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。 

教育長 12月の定例会については 2日間ということで行われました。お二人の議員さん

からご質問をいただき答弁をさせていただきました。 

何か質問、ご意見等はありますか。 

１号委員 猪野議員さんの質問(5)小学校教科担任制に係る考え方を伺う質問に対して教
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育長が答弁をされたかと思いますが、その答弁に対して議員さん自身の考えを述

べられるような追加質問はあったのでしょうか。同様に笠原議員さんも(3)幼、小、

中、高連携の一連の教育環境を考えるうえで小鹿野町の特色を活かした教育環境

整備について教育長の見解を伺っていますが、この質問に対して教育長が答弁し、

その後議員さんがどのように考えているかを述べられることがあったのでしょう

か。 

教育長 猪野議員さんの(5)の質問についてですが、こちらについては笠原前教育長が 9

月の議会の時に触れておりまして、それに対して新教育長はどのように思ってい

るか、また現状はどうなっているのかということでしたので、お配りした資料の

とおり答弁をさせていただいたら納得してもらい追加質問はございませんでし

た。笠原議員さんの(3)の質問については特に大きな質問はございませんでした。

ただ、小鹿野町の環境を活かして幼、小、中、高で連携し充実した教育を推進す

ることをお願いするとのことでした。 

今回全部で 9つの質問がありましたが、GIGAスクール、幼少中高連携の質問以

外につきましては、根底に小学校を今後どうするのかということがあるものでし

た。頂いた質問に対してこちらで答弁し、それに対して更に突っ込んだ質問とし

ては今後どうしていくのかということがありました。それに対しては現在進めて

いる小学校区の協議会の提言を踏まえてということでご理解をいただきました。 

他に何かございますか。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 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 4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） 

お手元の資料をご覧ください。今回の学校教育だよりが今年度最後の学校教育

だよりとなります。記事については大きく分けて 6項目構成になります。 

1点目として、武藤新教育長のあいさつを掲載しております。 

2 点目として、児童・生徒、教職員の今年度の表彰の紹介になります。児童・

生徒は県展レベルに相当する表彰の紹介になります。2 ページ目には小鹿野中学

校の佐藤教諭が優秀教職員として表彰されましたので、こちらも併せて紹介して

おります。 

中段から 3点目として、令和 2年度の埼玉県学力・学習状況調査の結果につい

ての記事になります。まず左の円グラフが小学 4年生から 6年生までの国語と算

数、中学 1年生から 3年生までの国語、数学、英語の埼玉県平均と小鹿野町の結

果比較となります。 

次に右の円グラフが小学 5年生から中学 3年生までの国語、算数（数学）の学

力の伸び状況の県と町の比較、最後に下段が「規律ある態度の調査結果」の県と

町の比較抜粋となります。 

3 ページ目の 4 点目として、小鹿野未来塾の記事になります。まず漢検、英検

チャレンジスクール修了後のアンケート結果について、中段が小学生科学不思議

講座のアンケート結果、授業の様子の写真について、下段が来年度の未来塾の募

集記事なります。 

 4ページ目の 5点目として、GIGAスクール構想による小中学校へのタブレット

端末導入の記事になります。 
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 中段から 6 点目として、「学校における働き方改革基本方針」策定について、

目標と共に調査結果、今後の取り組みなどについて載せております。 

 記事内容は以上となります。文言等については若干の修正はあるかもしれませ

んが、内容としてはこのような形で町広報 2月号に掲載するとともに、町ホーム

ページの教育委員会のページに載せる予定で進めております。 

教育長 学校教育だよりについて報告させていただきました。1 ページ目はあいさつと

児童生徒の表彰について掲載しておりますが、毎月各学校から子供達の頑張りを

報告してもらうこととしました。教育委員会でもなかなか把握しきれない部分が

ありますので、報告をしてもらい機会があるごとに子供達の頑張りを発信してい

ければと考えております。2 ページ目には小鹿野中学校の佐藤教諭が表彰された

ということで掲載しております。中段には学力調査の結果について掲載しており

ます。 

よろしいでしょうか。また何かお気づきになった点ありましたらご指摘いただ

ければと思います。それでは次に進みます。 

日程第２ 報告（教育長報告） 

      ５ 学校施設長寿命化計画について 

教育長 それでは、日程第 2報告 教育長報告 5学校施設長寿命化計画について報告を

お願いします。 

事務局 （配付資料に基づき報告） 

お手元にお配りしました小鹿野町学校施設長寿命化計画（案）をご覧ください。

この計画は 2021年から 2060年までの 40年間の整備保全計画であります。学校施

設の個別施設ごとの整備内容や時期、費用等の具体的な対応方針を定めているも

のになります。 

この計画は学校施設を長寿命化できるものは長寿命化し、適正に改修・建替え

をするとともに、必要となるコストの縮減と平準化を図ることを目的に策定して

おります。 

また本計画は計画期間中に 5年ごと見直しを行っていくものとなります。 

今後の予定としては、この計画（案）について来年 1月中に 1カ月間、町民へ

のパブリックコメントを実施する予定です。その際は町ホームページに実施のお

知らせを掲載いたします。委員皆様にも後ほどご覧いただき計画に対してご意見

等ありましたら学校教育課、施設担当までご連絡いただければと思います。 

教育長 21ページにおよぶ計画になりますので、この場でご意見となるとなかなか難し

いかと思いますので、後ほどご覧いただいてなにかご意見があれば学校教育課ま

でご連絡いただければと思います。頂いたご意見を計画に反映させながら作り上

げていければと思います。よろしくお願いいたします。 

それでは次に進みます。 

日程第２ 報告（教育長報告） 

      ６ その他 

教育長 それでは、日程第 2 教育長報告 6 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１８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 18号 教育委員会後援の承認についてお願いしま
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す。 

事務局 （配付資料に基づき説明） 

令和 2年 11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。11月中の後援依頼の申請は 1件と

なります。鉢形歴史研究会調査研究発表会についての後援になります。 

この団体は鉢形領を支えた人びとの古文書の収集、分析について活動しており、

これに関する講演会、調査研究の発表会をおこなっております。 

その他の内容は資料に記載したとおりになります。 

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 その他 

    １ 東京 2020オリンピック聖火リレートーチ巡回展示の開催について 

教育長 それでは、日程第 4 その他 1東京 2020オリンピック聖火リレートーチ巡回展

示の開催についてお願いします。 

社会教育課長 （配付資料に基づき説明） 

お手元の資料をご覧ください。東京 2020オリンピック聖火リレートーチ巡回展

示の件であります。東京オリンピックに向けて、埼玉県ではトーチの巡回展示を

して気運の醸成を図りたいということで現在行っております。小鹿野町につきま

しては令和 3年 1月 22日（金）午前 8時 30分から午後 4時まで小鹿野文化セン

ターの大会議室においてトーチを展示することで計画しております。実物を間近

で見られる貴重な機会でありますので、委員皆様にもご都合を付けて頂きご覧い

ただければと思います。 

なお、この展示につきましては昨年の 10月 6日に上里町から始まり令和 3年 2

月 5日県庁での展示を最後とする予定で県内各地を回っているものであります。 

以上となります。 

教育長 聖火リレートーチの巡回です。学校のある日なのでなかなか難しいかもしれま

せんが子供達が見られればいいなと思います。委員の皆様も時間がありましたら

ご覧いただければと思います。それでは次に進みます。 

日程第４ その他 

     ２ 小鹿野町立図書館本館臨時休館（1/12～2/26）について 

教育長 それでは、日程第 4 その他 2 小鹿野町立図書館本館臨時休館についてお願い

します。 

図書館長 （配付資料に基づき説明） 

小鹿野町立図書館本館の改修工事に伴う臨時休館であります。お手元にお配り

した資料は町ホームページに掲載したものと同じものでございます。ふるさと総

合会館の建物は建築されて 24年目になります。カーペットを使った部屋は研修室

A、教育長室、2階部分のほとんどでありますが、色も褪せてきており汚れもだい

ぶ目立ってきております。ふるさと総合会館は計画的な修繕等を行っており、今

年度はタイルカーペット張替工事を実施する予定になっており、本来でしたら年

内中に実施したかったのですが、コロナの影響もあり 2カ月ほど予定が遅れてお

ります。1/12（火）～2/26（金）まで休館にする理由としては、図書館の書架に



- 8 - 

 

入っている本を一旦出してから書架を寄せてカーペットを張替えるという工程を

図書館内で 3 か所に分けて実施するためです。また、学習机等の大きい机もあり

ますので、寄せながら順番に行うということになりますので、どうしても休館を

せざるを得ないということになります。こちらでは 2 週間程度を予定しておりま

したが、業者と色々話をしていく中で 1ヵ月くらいは期間を設けさせてほしいと

いうことになりました。また土日は業者も工事に入らないということもあり、更

に冬場で雪などが降った場合、工事が遅れることも考えられますので余裕を見て

1 ヵ月弱の期間となりました。休みに入る前は冊数を増やして貸し出すというこ

とで対応させていただきたいと思います。貸し出し冊数は 10冊から 15冊に増や

して対応し、工事中に読み終わって返却する場合は返却ボックスを利用して返却

してもらう又は文化センター窓口、図書館分室を利用して返却していただくとい

うことになります。工事期間中は図書館本館の資料を分室に持ち出して貸し出し

ができるようにしたいと考えております。ただ、分室につきましては中学校の図

書室と併用になりますので、時間は午後 1時 30分から 4時 30分までの 3時間で

短いですが、そちらを利用していただければということで図書館のカウンターで

は案内を始めております。また学校等の団体貸し出しで学習等の支援を行ってお

りますが、こちらにつきましては学校長に連絡をしてありますので借りたいよう

であれば図書の支援員を通じて早めに連絡していただくようお願いしており、対

応はできる限り行いたいと考えております。委員皆様につきましても利用されて

いる方もいらっしゃいますし、町民の方から聞かれた際には対応していただきま

すようお願いいたします。休館に入ってから色々と問題も出てくるかもしれませ

んが、その都度誠意を持って対応していきたいと思いますのでよろしくお願いい

たします。 

教育長  タイルカーペットの張替えで 1ヵ月弱休館になるということであります。よろ

しくお願いいたします。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 年が明けてからになりますが、次回の令和 3 年第 1 回定例会の日程ですが、1

月 28日（木）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。 

１号委員 別の候補日はありませんか。その日はちょっと小鹿野中学校に行く予定が入っ

ており都合が悪いのですが。 

事務局 それでは 26日（火）の午前もしくは 27日の午後はいかがでしょうか。 

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 1月 26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 

     ４ その他 

教育長 それでは、日程第 4 その他 4その他ですがなにかございますか。 

学校教育課長 事務局から 1 点ございます。前回の定例会で石田委員から提案のありましたお

がのこども園見学の関係ですが、住民生活課と調整をさせていただいております。

日程の方はこども園も現在忙しいということもあるので、2 月以降で調整させて
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いただき委員皆さんのご都合の合う日でお願いできればと思います。コロナウイ

ルスがまた流行ってきているということもあり民生委員の訪問なども断っている

とのことですので、落ち着いた時期に行えればと思いますのでよろしくお願いい

たします。今回の見学は教育委員の管理、指導といった形の訪問ではなく、新し

くなったこども園の見学という形で開催させていただければと思います。 

教育長  こども園の見学という形で時期は先になりますが 2 月頃に実施ということであ

ります。 

１号委員 前回の定例会の時に石田委員から提案があり、とても前向きでいいことだと思

いました。しかし、後になってよくよく考えてみたのですが、教育委員会として

の訪問はもしかしたら慎重にした方がよいのではないかと思うようになりまし

た。理由としては 2 点ございます。1 点目はこども園と小中学校の管轄が根本的

に違っており、小中学校の義務教育は教育委員会で、こども園は内閣府であり、

立っているところが根本的に違うということがあります。2 点目としては、小鹿

野町が認定こども園を始めるにあたって、関係法令について私の調べた限りでは

「教育委員会と連携を取って」という文言が見つかりませんでした。以上の 2 点

の理由により、学校教育課長がおっしゃっていたように管理的な面による訪問で

あると傍から見ても思われますし、こども園の職員、園長先生などからもそのよ

うに感覚的に取られるということもありますので、ここは慎重にいった方がよい

と思いました。もちろん、新しく起ち上がったこども園がより良い方向に行くた

めに知っておきたいということで、民生委員さんなどと一緒に訪問することは構

わないと思いますが、教育委員会としての立場で訪問することは少し違うのかな

と思います。また、こども園がスタートして起ち上げた住民生活課では問題点や

課題点がどんどん出てきているところであると考えた時に、改めて教育委員会が

訪問するということは慎重に進めていった方がいいのではないかと日に日に思う

ようになりました。 

４号委員 委員さんがおっしゃっていることもよく分かります。小鹿野町ではこども園は

住民生活課の管轄になりました。一方、群馬県の明和町にも認定こども園があり

ますが、そこは教育委員会が管轄しております。つまり、市町村によってどこに

管轄を置くかは自由ということであり、管轄を教育委員会に置いてはいけないと

いうことではないわけです。こども園は教育と保育の両方兼ね備えているという

ことがありますので、教育委員会で支援をしたり連携をしていくことが必要であ

ると思います。今まで幼稚園の時は教育委員会の中にあり指導、支援をしていた

だきました。今後、住民生活課の管轄になっても保育の質を落とさずに上げてい

くことがとても大事であると思います。こども園が起ち上がった時に様々な課題

があるということを把握しておくということも大事なことではないかと私は思い

ます。実際にこども園を教育委員会部局が管轄にしている市町村もありますし、

それが内閣府の管轄ということで教育委員会には置くことができず福祉部局に置

かなくてはいけないものということであれば納得ができますが、そこは市町村に

任されております。小鹿野町ではたまたま住民生活課で管轄しているということ

で訪問できないということは少しおかしいかなと私は思います。 

３号委員 委員お二人の意見を聞いて感じたことですが、教育委員の私たちが訪問するの

にあたって、背景にどういった根拠があり行うかというところは、最初が大事で

あると思いますので、町の方で協議してもらいどういった立場で行くかを明確に

してから伺いたいと思いました。 
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学校教育課長 宮原委員さんからご意見いただいたように教育委員の管理、指導といった立場

で訪問するのは少し違うのではないかと私は受け取りました。ただ、石田委員さ

んがおっしゃっているように教育委員の皆さんが行って課題を把握するのもいい

ことであると受け取りました。なので、訪問する際はこども園に教育委員の管理、

指導訪問ではなく、新しくできたこども園がどのように活動されているのか現状

把握をするため見学をしたいと説明させていただき、ご理解していただいた上で

実施させていただければと思いますがいかがでしょうか。 

教育長 教育委員会と主管課の住民生活課でよく連携して子供のためになにができるか

よく考えながら、実施する趣旨を踏まえた上で見学するということでよろしいで

しょうか。他に何かございますか。 

３号委員 よろしいでしょうか。コロナウイルス感染者は小鹿野町では幸いにもまだ 0 人

ですが、これから第 3 波があり、またイギリスの方でも強いウイルスが流行りだ

しているということで来年も不安があるところですが、学校関係で陽性者の濃厚

接触者が出た場合の対応が決まっておりましたら教えていただければと思いま

す。 

学校教育課長 町のコロナの対応について申し上げますと、コロナの感染者または濃厚接触者

が出た場合の基本方針があり、対応フローがございます。保健所と連携を取りな

がらそのフローに則って適切な対応をしていくこととなります。また、濃厚接触

者が出た場合はなかなか把握ができません。そういった場合には保護者から学校

に連絡をしていただき、濃厚接触者になった旨を伝えてもらい早期の段階で対応

できるようフローチャートを作っておりますので、それに則って対応していく形

になります。 

教育長 学校から各家庭に万が一何かあった場合は連絡していただくように徹底をして

おります。保健所から教育委員会にはコロナウイルスに罹ったということはプラ

イバシーの問題で連絡は一切ないそうです。そのため把握が非常に難しいです。

埼玉県でも感染者が非常に増えてきており、児童生徒の罹患率も高まってきてお

りますので心配しているところです。 

よろしいでしょうか。他に何かございますか。 

４号委員 社会教育の関係でお聞きしたいことあるのですが、コロナが発生して約 1年が

経過し前回の定例会でありました補正予算では、全て減額ということで大きな事

業が中止になっていると思います。そういった状況の中で職員の仕事量が減って

きている状況もあるのではないかと思います。そういった状況の中で組織の横の

連携やこういった時にこそできることをやっているのではないかと思いますが、

その辺りやっていることを具体的に教えていただければと思います。 

社会教育課長 委員さんがおっしゃっているように 12月に減額補正をさせていただきました。

理由としては事業そのものができなかったということもありますし、その分の費

用を他のものに充てるためということもありました。事業が減ったから業務量も

減ったと思われがちですが、例えばロードレースでいえば事業はなくなりました

がコース変更の検討など新たな課題に対して取り組んでおります。また、人員的

ことを言いますと、公民館兼社会教育課という中で公民館の方は職員数が減数と

なっておりますのでそちらのフォローもしながら業務にあたっております。その

他に施設管理の面で普段目が行き届かないところもございますので、そういった

ところに足しげく行き現状の把握をしております。小鹿野町は管理している施設

が他の自治体に比べると非常に多いため、こういった機会でないとできない部分



- 11 - 

 

もありますので確認等をさせていただいております。また他の課に比べると土日

に業務が集中することがありますので、それが少し分散されて職員のメンタル面

のストレスなどが軽減されているかと私個人としては思っております。 

教育長 よろしいでしょうか。他に何かございますか。 

一同 （なし。） 

教育長 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 12 回定例会を終了とさせていただきま

す。引き続き情報交換に移ります。 

5分ほど休憩してから行いたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

社会教育課主

任 

【情報交換】 

・天然記念物「古秩父湾」について 

 


