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令和３年 第４回 小鹿野町教育委員会定例会 会議録 

開催年月日 令和 3年 4月 28日（水） 

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 2時 00分 【武藤教育長】  

閉会：午後 3時 12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、高橋 豊社会教育課長、黒沢 貴子中央公民館長 

黒沢 敏江図書館長 

説 明 者 菅沼学校教育指導員、岩本主任 

会      議     録 

学校教育課長 皆さん、こんにちは。令和 3年第 4回小鹿野町教育委員会定例会を始めさせて

いただきます。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 学校ネットパトロール（３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（3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） 

令和 3年 3月分のネットパトロールについて報告いたします。令和 2年度分の

最終報告になります。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。3 月につき

ましては前月と比較すると、調査対象件数の変化はほとんどございませんでした。

また新規の件数は先月より減少しております。  

投稿された個人情報の内訳については実名投稿は増減なし、顔画像は 1 件減と

なっております。SNSの利用割合については先月と同じ割合でした。 

委託業者から報告のあった 3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。（3月の概要読み上げ） 

2枚目はこれまでの調査件数の推移になります。 

次に横綴りの別添資料をご覧ください。報告内容のピックアップになります。 

1件目は友人、知人の投稿に対する苦言を示唆する内容の投稿、2件目以降は全

て同じ生徒の投稿になります。1点目が染髪についての画像投稿、2点目以降は全

てオンラインゲーム内で電子マネーやプリペイドカードによる金銭の授受をして
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いることが推測される投稿やオンラインゲームで得た金銭の用途についての投稿

になります。この生徒はこれまでにも危険性のある投稿をしており、学校で保護

者を交えて指導をしていただいておりますが、それ以降もこのように投稿を続け

ていることが見受けられます。この生徒はこの時点で 3年生ですので、すでに卒

業してしまったため今後の投稿については追跡することができません。 

令和 2年度 3月報告については以上となりますが、令和 3年度のネットパトロ

ールについてもご報告をさせていただきます。ネットパトロールについてはこれ

までは中学校生徒の投稿のみを調査対象としておりましたが、令和 3年度は小学

校児童の投稿も調査対象に加えて投稿の監視をしていただくことといたしまし

た。中学校はこれまで通り毎月調査を実施し、小学校はスポットで年 4回の 6月、

9月、12月、3月に各小学校 4校の投稿について調査をしてもらいます。 

今後の予定といたしましては、ネットパトロール委託業務を 4 月の入札にかけ

まして、先日委託業者が決定いたしました。そのため、5月から 3月までの 11ヶ

月間の期間でネットパトロールを実施してもらう予定で進めております。そのた

め、来月の定例会では 4月分の報告はございませんのでよろしくお願いいたしま

す。 

以上、ネットパトロールの報告になります。 

教育長 ネットパトロール 3月分の報告がありました。これまで報告されていた生徒は

卒業いたしました。スマホなどについては取り上げるわけにもいきませんので、

打ち切るのになかなか難しい面がございます。 

何か質問、ご意見等はありますか。よろしいでしょうか。それでは次に進みま

す。 

日程第２ 報告（教育長報告）  

     ２ 令和３年度児童・生徒数について 

教育長 続きまして、日程第 2 報告 教育長報告 2 令和 3 年度児童・生徒数について

報告をお願いします。 

事務局 （配付資料に基づき報告） 

 令和 3年 4月 1日現在の児童・生徒数になります。資料では今年度の児童生徒

の実数及び前年度比の人数を掲載しております。前年度比は昨年度の 4月 1日時

点との比較になります。総合計の欄をご覧ください。初めに小学校になります。

小鹿野小学校は 270人で 34人減、長若小学校は 51人で 7人減、三田川小学校は

38人で 11 人減、両神小学校は 83人で 8人減、小学校合計で 442人で 60 人減と

なっております。続いて小鹿野中学校ですが、308 人で 4 人増となります。小中

学校合計 750 人、その他に特別支援学校 10 人、私立中学校 1 人で町内合計 761

人となっております。 

今後も出生数等の減少の影響で減少していくことが予想されます。 

教育長 令和 3年度 4月 1日時点の各学校の児童・生徒数についてご報告いただきまし

た。人数の減り方が激しくなっております。このような実態であるとご理解いた

だければと思います。 

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２ 報告（教育長報告） 

      ３ 学校教育だより（６月号）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（6月号）について

報告をお願いします。 
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事務局 （配付資料に基づき報告） 

今回の学校教育だよりでは、教育委員会で進める令和 3年度小鹿野町教育行政

重点施策と令和 3年度の目玉的な取組の紹介についてお知らせをしております。 

まず重点施策では、学校教育分野の重点項目について紹介をしております。令

和 3年度に取り組む 1から 5までの重点施策と項目ごとの取組について載せてお

ります。また小鹿野町では教育の重点として「学力向上」と「心の教育」を 2 本

柱として位置付けており、これを重点施策の育てたい子供像の中で掲げている「総

合的な力として身に付けさせたい資質能力」の 4項目で見た時、①確かな学力が

学力向上、②社会性、③夢に向かう活力、④心身の健康が心の教育に当てはまる

ものとなっております。 

次に令和 3年度の目玉的な取組の紹介になります。ここでは 7つの取組につい

て紹介をしており、1 点目が小学校入学から中学校卒業時までの成長の記録を綴

じ込んだ志ファイルについて、2 点目が子供たちが志を立てる実践として行う、

小学校 4年生での 1/2成人式、中学校 2年生で行う立志式について紹介をしてお

ります。3点目が 3年目を迎えるおがのことだま百選について、4点目が小鹿野未

来塾について各講座内容の紹介、また申込者数の速報値の紹介、5 点目が小鹿野

町の ICT教育の取組として写真を載せてタブレットを活用したプログラミング教

育やオンラインによる入学式を視聴している風景の紹介、6 点目が昨年度、国際

交流として実施した ALTの家族たちとのオンラインイングリッシュの紹介、最後

7点目が給食センターだよりの紹介となっております。 

以上の内容について町広報 6月号に学校教育だよりとして掲載する予定で進め

ております。 

教育長 学校教育だよりについて概要を説明させていただきました。6 月号の広報に掲

載されます。1ページ目に「もとをつくる キャリア・パスポート」の冊子を載せ

ておりますが、これは小学校 1年生から中学校 3年生までの 9年間をキャリア・

パスポートとして、1 年生の時から目標や反省を書いていき 9 年間積み上げファ

イルに綴ります。中学校 3 年生はこれを持って卒業いたします。また今年から追

加で 1枚入学する高校にキャリア・パスポートのまとめが送られます。こちらは

全国共通です。今年度初めてでしたが、県の方に聞いたところ 70％程度の提出に

留まり、30％の子供たちは提出がなかったようでまだ徹底しきれていないようで

す。小鹿野町の生徒は全員提出したようです。小鹿野町では以前より実施してお

りましたので、継続して行っていく形となります。 

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２ 報告（教育長報告） 

      ４ 令和３年度小鹿野未来塾参加者数（速報値）について 

教育長 続きまして、日程第 2 報告 教育長報告 4 令和 3 年度小鹿野未来塾参加者数

（速報値）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） 

4月 21日時点の速報値になります。まず 1参加者数ですが、こちらは講座に参

加する延べ人数になります。漢検チャレンジは追加で 1名応募がございましたの

で 100名の参加、また小学校英語体験講座は定員 30名のところ 12名の応募とい

うことで追加募集を行いました。今日現在で 9 名の追加の応募がございましたの

で 21名になりました。夏休みに英語劇を行うわけですが、そちらに向けて実施で

きそうな人数はなんとか確保できている状況です。 
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次に 2参加者の内訳ですが、昨年度の人数も記載しておりますのでそちらと比

較しながらご覧いただければと思います。中学生が 10名弱増えております。 

次に 3中学生未来塾クラス分けですが、昨年度は 2年生の参加者数が 15名と少

なく定例会でもご指摘を頂いておりましたが、その時の 2年生が 3年生に上がり

参加者が 10名増加しております。中学校の生徒 308名のうち中学生未来塾の参加

者数は 131 名なので約 43％の生徒が参加しており年々参加率は増加しておりま

す。また、英検、漢検に参加する中学生も増えてきており、それに伴い合格率も

上がってきて成果が出ておりますので大変良い方向で定着してきているのかなと

捉えております。また、親子共学も謳っておりますが、10名の保護者の方が子供

と共に参加していただいております。また教職員の参加には学校教育課の職員も

多く含まれております。学校の先生方も 6名参加しており、その中には町職員の

生活指導補助員の方などの参加もございます。 

参加者数の状況は以上となります。 

教育長 担当者から未来塾の参加者数についてご説明がありました。未来塾は小鹿野町

の特徴的な取組です。年々良い方向に伸びていっているのではないかと思います。 

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２ 報告（教育長報告） 

      ５ その他 

教育長 それでは、日程第 2 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。 

４号委員 はい。先ほど令和 3年度の児童・生徒数についてご報告がありましたが、今ま

でも児童・生徒数は減っていくということでお話はありました。また、2月 24日

には総合教育会議が開催され、その時の学校教育推進協議会の報告で小学校統合

のことについても触れたかと思います。その時から年度も変わりこの人数の減少

を見てみるとこれから先危機的状況になってくるのではないかと思っておりま

す。このような状況ですので、これからは先のことを考えて進めていくべきでは

ないかと個人的に考えておりますが、その辺りについて 2月の総合教育会議以降

の進捗状況についてお聞きできればと思います。 

学校教育課長 2 月からの進捗状況でありますが、各地区の学校推進協議会の提言が提出され

ましたので、そちらについて総合教育会議ではご報告をさせていただきました。 

今後はその提言をもとに今年度中に町の考え方を示していくことになるかと思

います。町民の方、児童・生徒、保護者の方達の不安を解消していくように目安

になるものを示していくと考えております。 

４号委員  その考え方を示していく上でどのような手順で進めていくのでしょうか。 

学校教育課長  現在はまだ未定でございます。代表する委員を集めていくのか、町で指針を決

めて示していくかは未定でございますので、その辺りも含めて検討していく状況

でございます。 

教育長  補足ですが、今年度中には町民の皆様に意見を頂けるよう、年度を追ってこの

ように進めていきたいといった方針を示す予定でおります。今、担当の方で提言

を纏めてそちらを基に小鹿野町の特に小学校のあり方について案を作っていると

ころです。そちらに基づいて町、教育委員会の考えとして今年度中にパブリック

コメントで町民の皆様にお示しができればと考えております。各学校の入学児童

数はある程度分かっておりますので、年度を追って考え方を示していく段階に入

っていると思います。 
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３号委員  定例会でも議題として設けていただければ、思うことを述べたり、資料を頂く

中でどのように進めていくのがいいか議論ができると思いますので、そのような

機会を今後設けていただければと思います。 

学校教育課長  時期についてはまだ未定ですが、是非ともそのような機会を設けさせていただ

きたいと思います。 

１号委員  コロナ禍の中、町民と顔を合わせて今後の方針や予定について示していくのは

難しい面がたくさんあるかと思います。 

また、2 月に開催された総合教育会議は町長が主催して総務課が所掌した会議

であったと思いますが、この総合教育会議は総務課がリードして進めていく中、

教育委員会が応援するものなのか、総合教育会議と教育委員会の動きがどこでリ

ンクするのかがよく見えない面がありました。そのため、総合教育会議の中で教

育委員に対して意見を求められても、何についてどこまで聞かれているのかがよ

く分からないということがありました。 

会議の内容が明確化されていると発言しやすく有難いです。例えば、原案があ

ってそれに対して諮問、または賛否を問う案件など。一方、原案作成前の段階で、

個々に参考意見を求める内容、そのような分け方でしょうか。 

学校教育課長  意見ありがとうございます。参考にさせていただきながら原案に取組む段階で

はまたご意見を頂ければと思います。是非ともご指導よろしくお願いいたします。 

教育長  進め方としては、実際に学校教育に携わる教育委員会で方向性をしっかり示し

て進めていく形になるかと思います。そのため、委員皆様にもご意見を頂けるよ

う原案ができた段階でお示ししていきたいと思います。 

 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８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 8 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 3年 3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。3月中の後援依頼の申請は 4件とな

ります。 

1件目から 3件目までが認定 NPO法人森の ECHICAの各事業に対する後援になり

ます。内容につきましては、子育て支援事業「はらいっぱい食堂」、子育て支援事

業①「ベビーマッサージ」、子育て支援事業「ママと楽しむ森のようちえん」とな

っております。いずれも子育て支援に係る事業となります。 

4 件目が公益社団法人秩父青年会議所による北アルプスサマー合宿～この夏､

新しい自分を見つけに行こう～に対する後援になります。こちらにつきましては、

岐阜県高山市の北アルプスで夏に実施する登山、キャンプとなっております。 

日程、場所、参加費につきましては資料に記載したとおりとなります。以上、

承認の報告になります。 

教育長 4件の後援の承認でございます。 

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３ 議事 
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報告第９号  要保護・準要保護の認定について 

教育長 それでは、日程第 3 報告第 9 号 要保護・準要保護の認定についてお願いし

ます。 

事務局 （配付資料に基づき説明） 

令和 3年 4月 1日付けで要保護・準要保護の新規認定を、小鹿野町就学援助費

支給要綱第 6条第 1項の規定により行うので、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。 

令和 3年 4月 1日付による要保護・準要保護の新規認定及び継続認定について

は 2 月定例会及び 3 月定例会ですでに報告をしておりますが、3 月定例会後に追

加で申請のあった分について、認定をいたしましたので報告するものとなります。

次のページが追加認定をした一覧表になります。1 世帯 4 名について準要保護に

認定しました。民生委員と校長先生の所見については記載のとおりです。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 前回の定例会以降の認定について報告をさせていただきました。 

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３ 議事 

議案第３号～第２７号  小鹿野町学校評議員の委嘱について 

教育長 それでは、日程第 3 議案第 3号～第 27号 小鹿野町学校評議員の委嘱につい

てお願いします。 

事務局 （配付資料に基づき報告） 

小鹿野町学校評議員について小鹿野町学校評議員設置要綱第 3条第 2項の規定

に基づき小鹿野町教育委員会で委嘱することについて議決を求めるものでござい

ます。 

1 枚目が学校長から推薦のあった令和 3 年度学校評議員の推薦名簿一覧になり

ます。次のページからが各議案となります。 

人数が多いため 1人目だけ読み上げさせていただきます。議案第 3号、小鹿野

町学校評議員の委嘱について。小鹿野町学校評議員に次の者を委嘱することにつ

いて議決を求めるものでございます。 

提案理由ですが、令和 3年度の学校評議員について、各小学校長及び中学校長

の推薦に基づき委嘱を行いたいので、この案を提出するものであります。 

全ての方が同じ提案理由でございます。一覧表をご覧いただくことで説明は省

かせていただきます。 

教育長 一枚目の一覧表で各学校から推薦のあった委員についてご覧いただけます。 

ここに記載のある方たちに一年間評議員として活動していただきます。 

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 

議案第２８号  小鹿野町就学援助費支給要綱の一部を改正する告示について 

教育長 それでは、日程第 3 第 28号 小鹿野町就学援助費支給要綱の一部を改正する

告示についてお願いします。 

事務局 （配付資料に基づき報告） 

小鹿野町就学援助費支給要綱の一部を別紙のとおり改正することについて、議

決を求めるものでございます。 

提案理由ですが、令和 3年度の国の予算単価変更に伴い改正が必要となったた

め、この案を提出するものであります。2枚目が改正本文になります。3枚目の新
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旧対照表をご覧ください。こちら新旧対照表の 2ページ目と 3ページ目が改正関

係箇所になります。まず 3ページ目の 5修学旅行費の項目をご覧ください。こち

らの小学校の下線が引いてある 21,890円が現行の補助金限度額となります。続い

て 2ページ目の同じ 5修学旅行費 22,690円が改正後の補助金限度額になります。

修学旅行費については、要保護世帯は支給額の限度額がないため影響はございま

せんが、今回の改正で準要保護世帯に対して支給額の上限が拡充された形になり

ます。新旧対照表の後に付けておりますのが告示文となります。 

教育長 支給額の変更があったということです。国の変更に伴う改正になります。 

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 各小・中学校の校長及び教頭の異動並びに教育委員会職員の異動について 

教育長 それでは、日程第 4 その他 1 各小・中学校の校長及び教頭の異動並びに教育

委員会職員の異動についてお願いします。 

事務局 4 月 1 日付けで人事異動がありましたのでご報告いたします。初めに各小中学

校の校長及び教頭になります。小鹿野小学校は坂本校長が皆野小学校の校長とし

て異動し、両神小学校の篠田校長が新たに着任いたしました。続いて長若小学校

は櫻井教頭が三田川小学校に異動し、北部教育事務所秩父支所須永指導主事が新

たに教頭として着任いたしました。続いて三田川小学校は熊野校長が退職し、先

ほど申した長若小学校の櫻井教頭が校長として着任いたしました。続いて両神小

学校は篠田校長が小鹿野小学校の校長として異動し、熊谷市玉井小学校の手島教

頭が新たに校長として着任いたしました。小鹿野中学校につきましては異動がご

ざいませんでした。 

続いて、教育委員会職員の異動になります。初めに学校教育課になります。黒

沢主任が秩父県土整備事務所に派遣で出向になり、総合政策課から岩井主任が転

入しました。また、以前に教育委員会で勤めていた宮原学校教育指導員が新たに

採用となりました。学校給食センターは異動がございません。 

次に社会教育課兼中央公民館ですが、茂木課長が会計課の課長として異動し、

秩父広域水道局の高橋課長が新たな課長に着任いたしました。次に今井副主幹が

保健課に異動し、新たに産業振興課から出浦副主幹が転入いたしました。次に豊

田主事補が新採用となり、山本行政専門員が今度は文化財専門員として採用とな

りました。また、加藤社会教育指導員が退職になり、池田社会教育指導員が新採

用となりました。 

次に図書館兼両神公民館ですが、南主任が秩父広域水道局に派遣で出向になり、

橋本主事補が新採用となりました。人事異動の報告は以上となります。 

教育長 各学校の校長、教頭の異動と教育委員会職員の異動について説明させていただ

きました。 

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

開催について 

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）の開催についてお願いします。 

事務局 資料をご覧ください。関東甲信越静市町村教育委員会連合会発出の通知写しを

お配りさせていただきました。この通知の 1開催方法をご確認ください。理事会、
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総会については書面決議とすることで決定いたしました。また、研修会において

はインターネット上で動画が配信されるため、そちらを視聴する形に変更となり

ました。併せて行われる予定であった記念公演は中止となりました。 

インターネット配信の研修会につきましては、総会資料送付時に併せて送られ

てくるようですので、資料が届きしだい改めてご案内させていただきます。 

教育長 説明があったように理事会、総会については書面決議となり、研修会について

は後日資料が届きますのでそちらで案内させていただくことになります。 

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 

     ３ 令和３年度秩父地区教育委員会連合会定期総会の書面実施について 

教育長 それでは、日程第 4 その他 3 令和 3年度秩父地区教育委員会連合会定期総会

の書面実施についてお願いします。 

事務局 秩父地区教育委員会連合会定期総会についてですが、議案に対する決議は書面

により行うこととなりました。すでに委員皆さんには総会資料と議案に対して表

決をしてもらう表決書をお送りしております。 

表決書につきましては本日提出いただくことでご案内しておりますので、お持

ちいただいている方につきましては定例会終了後にご提出いただければと思いま

す。お忘れの方はまた後日提出をよろしくお願いいたします。 

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４ その他 

     ４ 次回日程について 

教育長 それでは、日程第 4 その他 4 次回日程についてお願いします。 

事務局 次回の第 5 回定例会の日程ですが、5 月 25 日（火）午前か午後、又は 5 月 27

日（木）午前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 ご都合の悪い委員さんはいらっしゃいますか。 

委員一同 （都合が悪い日なし。） 

教育長 それでは 5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 

     ５ その他 

教育長 それでは、日程第 4 その他 5 その他ですがなにかございますか。 

２号委員 はい。先日入学式がありまして、その時に広報大使の方が両神小、三田川小、

小鹿野中の入学式の生徒、児童の写真を個人の Facebookに無許可で載せたという

話を聞きました。入学式の入場許可を教育委員会の方で出したと聞いたのですが、

経緯をお聞かせいただきたいと思います。 

学校教育課長  入学式の許可についてですが、入学式に広報大使としての記録写真を撮りたい

ということでそちらは各学校に了解を取っております。実際に撮りに行ったのが

両神小、三田川小、小鹿野中となっております。 

SNS にアップした件ですが、教育委員会、学校でも SNS にアップしないでくだ

さいと話をしておりませんでした。そこについてはこちらにも落ち度がございま

した。また、今回アップされた写真については削除をしていただきました。 

２号委員  両神小学校では SNS にアップしないでくださいということを入学式が始まる前

に保護者に対して言ったようです。広報大使の方もそれを聞いていて気を付けよ
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うと思わなかったのかなと思いました。 

 特に三田川小学校の写真が学校の看板の前で 4人の子供の顔がよく見えてしま

っているようでしたのでちょっとまずいなと思いました。 

学校教育課長  たしかに三田川小学校の写真は 4 人の子供の顔がよく分かるようでありまし

た。両神小学校の写真は引きの写真で個人の特定ができるものではなく、また中

学校についても後ろ側からの写真であったのでそういった配慮はされていたのか

なと思われます。 

 SNS に上げてはいけないと言っていなかったこともありますので、今後は注意

していきたいと思っておりますのでご理解いただきたいと思います。 

教育長 広報大使としての立場、身分というのが明確でなかったのが一番の原因だった

と思います。広報大使なので会場には入れてしまうわけですが、SNS は個人のも

ので広報大使の媒体として認められるものか曖昧でありました。そのため、そこ

のところについてははっきり載せないということで確認をいたしました。この件

についてはすぐに連絡をして削除をしてもらいました。 

またこの方が広報大使であるということを町民皆さんが知っているかというと

そうでない人もおりますので、会場に入ってきたらなぜ入ってきたのだろうと思

う人もいると思います。 

広報大使としての業務、個人としての写真活動との間の境をはっきりしていま

せんでした。 

２号委員 記録写真とは何の写真を撮っているのですか。 

学校教育課長 町の行事についてです。本人のスケジュールの中で行ける時はすべて記録写真

として撮っています。 

２号委員 今までも入学式や卒業式を撮りに来ていたということですね。 

学校教育課長 スケジュールの許す範囲で行ける時には行っていたのではないかと認識してお

ります。 

また、SNS については友達登録されていないと見ることができませんので誰で

も見れるという形ではないかと思います。 

２号委員 それでも 1,000人近くの人が見ることができる状況のようです。人数が多いの

で拡がってしまうように思い心配になりました。 

学校教育課長 今後につきましては、学校関係は載せないということで決定しております。学

校写真も撮らないということになっております。 

教育長 曖昧なところがございました。お互いに知っているだろう、理解いただいてい

るだろうというところもあったり、また、関知していないところでアップされて

しまうということもありますので、その辺りはしっかり確認しながら事故の無い

ようにしていく必要があります。SNS は対象が広く一度出てしまうと削除するの

が難しいところもあるので気を付けていかなくてはいけないと思います。 

よろしいでしょうか。その他なにかございますか。 

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。それでは以上を持ちまして令和 3年第 4回小鹿野町

教育委員会定例会を終了させていただきます。 

 


