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令和３年 第６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 6月 25日（金） 

開 催 場 所 両神ふるさと総合会館 研修室Ｅ 

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 10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 

欠  席  者  

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 岩本主任、加藤主事 

会      議     録 

学校教育課長 皆さん、おはようございます。ただいまから、令和 3年第 6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（５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（5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 5月分のネットパトロールについて報告いたします。今回の報告が令

和 3 年度最初の報告になります。これまでもご説明しておりますが、今年度につ

きましては中学校が 5 月～3 月まで毎月調査を実施し、小学校についてもスポッ

トで 6月、9月、12 月、3 月の 4回調査を実施してもらいます。それでは 5 月分

の中学校の調査報告になります。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。

年度最初の報告になりますので先月との比較はございません。また、これまで調

査対象になっていた 3 年生が卒業しましたので、調査対象件数もこれまでと比較

すると大幅に減少しております。今後新たに入学した 1年生が調査対象に引っか

かってくることが想定されますので、徐々に調査対象件数も増えていくのではな

いかと思います。また SNS の利用割合についてですが、現在ではほとんどの生徒

が Instagram を利用しているようです。委託業者にも確認をしたところ、最近で
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は新しくアカウントを作る＝Instagram という流れが全国的な主流であり、その

ような中、新 1 年生のアカウントを探す場合、Instagram を中心的に探すため、

必然的に Instagramのアカウント割合が多くなってしまうとのことでした。 

次に委託業者から報告のあった 5月投稿の概要についてですが、下段に記載し

たとおりとなります。（5月の概要読み上げ） 

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 5 月の概要でも取り上げました Instagram のプロフィール画像にタト

ゥーの写真を掲載している内容になります。 

2 件目がこちらも Instagram になりますが、実名が分かってしまうような内容

の動画が掲載されていたようです。報告内容は以上となります。 

報告内容につきましては、指導主事を通じて学校に情報提供しております。 

教育長 ネットパトロールについて報告がありました。こちらも月を追っていくと積み

重なって色々と出てくるかと思います。 

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 小鹿野町議会６月定例会について 

教育長 続きまして、日程第 2 報告 教育長報告 2 小鹿野町議会 6 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） 

小鹿野町議会 6月定例会が、6月 8日、6月 9日の 2日間で行われました。一般

質問については 6名から通告があり、そのうち教育委員会で答弁した質問が猪野 

武雄議員、齋藤維議員、笠原義行議員の 3名となります。 

質問内容は、猪野議員が一点目として、4 月の人事異動に伴い新たに社会教育

課長になった高橋課長に現在の抱負を伺う内容となります。 

二点目としては教育行政に関して 5 項目伺う内容となっており、1 項目目が対

面授業とリモート授業の併用方針について、2 項目目が家庭におけるオンライン

学習環境について、3項目目がデジタル教科書に対する評価について、4項目目が

デジタル教科書の確保と財政負担について、最後 5項目目が現場教師の ICTスキ

ルの向上策についてとなっております。 

次に齋藤議員ですが、二点質問があり、一点目が昨年度行われた各小学校区の

地区学校教育推進協議会で出された提言についてと教育委員会が考える各小学校

における教育環境の今後の方向性についてとなります。 

二点目が、選挙権が 18歳に引き下げられたことに伴う、学校での主権者教育の

現状と教育長の考えについてとなります。 

最後に笠原議員ですが、二点質問があり、一点目が東京オリンピック・パラリ

ンピック学校連携観戦事業について、観戦事業の現状の計画状況と子供保護者に

対する説明方法についての内容になります。 

二点目が、学校等の統廃合について多くの自治体で議論が避けられない状況の

中、小鹿野町も同様の状況であり、今後の方向性について教育長の見解を伺う内

容になっております。 

一般質問の詳細と質問に対する答弁についてはお配りした資料のとおりになり

ますので、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 6 月の小鹿野町議会定例会において、教育委員会に対して今説明があったよう
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な内容の質問がございました。 

 なにかございますか。 

３号委員 よろしいでしょうか。笠原議員や齋藤議員から統合についての質問があり、答

弁については資料に書いてあるように今後提案、提示をしていくようですが、具

体的にはいつ頃までに進めていくなど、ある程度方向性は決まっていますか。 

学校教育課長 どの月までに進めるかはまだ決まっておりませんので大まかではございます

が、まず齋藤議員の質問に対しては「今後、より具体的な町としての方針を検討

して参りたいと考えます。その際には、小学校教育の存在意義や小鹿野町の将来

的な小学校のあり方、展望を示し、どのように意見交換や検討するのか等を時間

的なことも含めご提案できたらと考えます。」と答弁させていただきました。こち

らにつきましては、今後町の方で方針案を作っていきます。秋頃までにはたたき

台を作り、そちらに対する意見を頂きながら教育審議会に諮問し、答申を頂く中

で、今年度中には皆様にご提示できるようにと考えております。細かくいつまで

にとは申し上げることはできませんが、現時点ではそのようなイメージで進めて

おります。 

教育長 町も今年度は色々と大きな動きがあり、それらが一緒くたになってしまうと大

変な面もございますので、今課長が説明したように今年度中にはこのように進め

ていきたいということを皆様にご提示できるようにします。議員さんからもいつ

頃なのかと再質問がございまして、今年度中にはと答弁いたしました。町には教

育審議会があり 20名ほどで構成されており、そちらに諮問をしてご意見を頂きそ

の後、皆様におおやけにする手順になるかと思います。 

その他なにかございますか。なかなか答弁書を見ていても難しいところがある

と思いますので課長の方で補足をお願いできますか。猪野議員のリモート授業、

デジタル教科書について補足してもらうと委員皆さんも分かりやすいかなと思い

ますのでお願いします。 

学校教育課長 はい。猪野議員ですが、このコロナ禍の中で GIGAスクール構想として児童・生

徒に一人一台のタブレットが行き渡ったことから、デジタル教科書についてもこ

れから普及がされていく中でどのように考えているのかということを質問されま

した。 

デジタル教科書につきましては、小鹿野町としては小学校が算数、理科、社会

の 3教科、中学校では国語、数学、社会の 3教科に導入しています。デジタル教

科書には指導者用と児童・生徒用の二種類がございます。小鹿野町で購入してい

るのは指導者用のデジタル教科書ですので、子供たち一人一人が見るわけではな

く先生がモニターに映して子供たちに見てもらう形で使用します。今後は児童・

生徒にもデジタル教科書が普及されていくことになりますが、文部科学大臣も申

しておりましたが、2024年には教科書の改訂がありますが、その時に全て切り替

えるのではなく、紙ベースのものと併用して使用していくことになるかと思いま

す。やはり一気に切り替えるのはなかなか難しいというところがございます。先

生方も色々な研修を受けて慣れていき授業に活用していくのかなと思います。 

また、家庭に持ち帰っても使用できるように調査を行いインターネット環境が

ない家庭が 36世帯と分かっております。その家庭にもモバイルルーターを貸し出

してこれからいつでも家庭で学習ができるように取り組んでいきます。また夏休

みにおいてもタブレットを持ち帰ってドリル学習ができるように考えておりま

す。 
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教育長 デジタル教科書については以前は 2024年に一斉に変わり、カバンにタブレット

一つを入れていけばいいような報道がされておりましたが、急遽、文部科学大臣

から 2024 年以降もデジタルと紙の教科書を併用していくということで声明があ

りそのような動きになっております。一番大きな点として、紙の教科書は国の方

で無償で配布できるようですが、デジタル教科書については国では予算化してお

らず各自治体の負担で行うようできついところです。 

もう一点、タブレットについてですが、この夏休みに環境が整えば全員が家に

持ち帰ってタブレットを使い勉強をしようと進めています。また夏休み中にタブ

レットを使って一回くらいは教師と子供間で元気な様子を確認する時間を設けよ

うと考えております。今後タブレットを使っていくことが子供や家庭でも進んで

いくのかなと思います。 

また主権者教育についてですが、子供たちも 18歳から選挙権がありますので小

鹿野町ではどうしているかといった内容でした。 

オリンピック・パラリンピック観戦事業についても補足をお願いします。 

学校教育課長 オリンピック・パラリンピック観戦事業の質問について笠原議員から出ており

ましたが、議会の 6月 8日時点では参加するかしないかは保護者の意見を聞きな

がら検討を進めていくと説明をさせていただいておりましたが、6月 23日にオリ

ンピック・パラリンピック学校連携観戦事業につきましては中止と決定いたしま

した。新型コロナウイルスの終息が見えない中、感染リスクを考えると中止せざ

るを得ないのかなと思います。また秩父地域の市町の状況ですが、秩父市、長瀞

町、皆野町、横瀬町とも中止となりました。小鹿野町につきましても子供たちの

安全を考えると実行することは難しいかなと判断をいたしました。 

教育長 議会の全般について補足説明させていただきました。 

なにかございますか。 

２号委員 学童の方ではインターネット環境は整っているのでしょうか。今の説明ですと

夏休みにタブレットで勉強するとのことですが、夏休み中は学童で勉強する子供

も多いのではないかと思います。 

学校教育課長 学童については Wi-Fi 環境は整っていないかと思います。ひまわり保育園でや

っている小鹿野学童クラブ、学童クラブ「遊」や町でやっている両神学童保育室

も Wi-Fi環境は整っておりません。そのため、学童に行っている間はタブレット

を使った学習は難しいかと思います。タブレットを使った学習は「学びポケット」

というアプリを使ってやっておりますが、そちらは家庭に戻った時に使うことに

なるかと思います。 

教育長 使用環境が整備しきれていないところもございますので、宿題などをタブレッ

トを使い提出することにはまだならないと思います。自主的な学習での活用が主

なものになるかと思います。 

学校に行きますと子供たちが一生懸命タブレットを使っている様子が見られま

す。大人が心配するより子供達はどんどんタブレットを使っており、やはり子供

は柔軟性があるなと思いました。 

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 その他 

教育長 それでは、日程第 2 教育長報告 3 その他でありますが、なにかある方はおり

ますか。 
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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 議事 

報告第１１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 11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 5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。5月中の後援依頼の申請は 5件とな

ります。 

1 件目は一般社団法人秩父法人会女性部会による税に関する絵はがきコンクー

ルに対する後援になります。内容は小学校 6年生を対象に税に関する絵はがきを

募集し租税教育の一助とするものであります。 

2 件目が公益社団法人秩父青年会議所によるちちぶストリートジャズフェステ

ィバルに対する後援になります。内容は秩父神社とその周辺で行われるジャズフ

ェスティバルと飲食イベントになります。 

3 件目が埼玉県立小鹿野高等学校による秩父 4 高校合同説明会に対する後援に

なります。内容は中学 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

するものであります。 

4 件目が埼玉県立小鹿野高等学校による秩父 4 高校進路相談会に対する後援に

なります。内容は中学 3年生を対象に秩父郡市内の県立高校 4校が個別相談を実

施するものであります。 

5 件目が小鹿野町青少年相談員協議会による令和 3 年度子供ソフト・ポートボ

ール大会に対する後援になります。内容は小鹿野町内の各地域で構成された小学

生のソフトボール及びポートボールチームの大会になります。 

詳細は資料に記載した内容のとおりになります。以上、承認の報告になります。 

教育長 後援につきましては 5件申請があり承認いたしました。 

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 小鹿野町教育委員会事務事業点検・評価報告書（案）について 

教育長 それでは、日程第 4 その他 1 小鹿野町教育委員会事務事業点検・評価報告書

（案）についてお願いします 

事務局 （配付資料に基づき説明） 

教育委員会事務事業点検・評価報告書については、地教行法第 26条第 1項の規

定により議会に提出しなければならないこととされているため、毎年 9 月の小鹿

野町定例議会に報告案件として提出しております。今回につきましては、令和 2

年度の教育委員会各課所の事業等について実績に基づいて評価をし、成果や課題

についても報告しております。 

令和 2年度は新型コロナウイルス感染症の影響により多くの事業が縮小、中止

となってしまったため、実績が上がらず評価も厳しいものとなっております。 

本日こちらの案段階の報告書を委員皆様にお渡しさせていただきますので、内

容等についてなにかご意見あれば次回の定例会までにご連絡いただければと思い
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ます。 

来月の定例会では議案として正式な報告書として提案させていただく予定でお

ります。 

教育長 評価報告書（案）について説明をさせていただきました。 

報告書の見方について補足をお願いします。 

事務局 はい。こちら事務事業点検・評価報告書については小鹿野町教育行政重点施策

に基づいて評価する項目を設定しております。報告書の中では 1から 19までの項

目を設けております。3 ページを例に見ていただきますと「1 教育委員会会議の

実施状況」では目標として①で定例会の開催を月 1回で年間 12回開催、②で臨時

会を随時開催と設定しております。こちらに対する実績として令和 2年度の実施

状況となり、①の定例会は毎月実施できましたので 12 回開催となり達成度が

100％となっております。また②の臨時会については開催案件が無かったため評価

は無しとなっております。以上の①と②の達成度から評価は A となります。また

この評価については Aから Eまで段階があります。こちらについては 2ページの

下段に記載してあるように、達成度に伴う評価の基準を記載しております。100％

の場合は A、80％以上 100％未満は B、60％以上 80％未満は C、40％以上 60％未満

は D、40％未満は Eとなっております。また、「成果と課題」の枠では評価項目ご

との実績に伴う成果や課題について、担当部署で考える内容を記載しております。

このような形で各項目ごとに評価をしております。公民館事業や社会教育課の事

業については令和 2年度は先ほども申し上げた通り新型コロナウイルスの影響で

事業が縮小、中止となり目標に対して実績が上がらず評価の方が厳しい項目が見

受けられます。8ページをご覧いただきますと「14 生涯スポーツと健康づくりの

推進」では D 評価となっており、こちらはスポーツ教室の開催、スポーツ大会の

参加人数の項目で中止等もあり達成度が低くなっております。スポーツ教室の開

催が 30％、スポーツ大会の参加人数が 2％、施設整備については目標通りの実績

となっており 100％となっております。この 3 項目の達成度の平均値で評価とな

り 44％で D 評価となっております。このような形で各事業を評価し事務事業点

検・評価報告書を作成しております。 

教育長 今説明があったような形で評価をしております。ご覧いただく時の参考にして

いただければと思います。 

よろしいでしょうか。それでは次に進みます。 

日程第４ その他 

     ２ 総合教育会議について 

３ 次回日程について 

教育長 それでは、日程第 4 その他 2 総合教育会議について及びその他 3 次回日程

についてお願いします。 

事務局 （配付資料に基づき報告） 

年に 2回町長と教育委員会で行っている総合教育会議ですが、次回 7月の定例

会の日に合わせて定例会終了後に開催できればと考えております。町長の日程を

確認したところ 7月 28日（水）の午後 3時からでしたら公務の予定も大丈夫との

ことでした。 

そのため、次回定例会を 7月 28日（水）午後 1時 30分から開催し、総合教育

会議を同日午後 3時からでお願いしたいと考えております。委員皆様のご都合を

教えていただければと思います。 
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教育長 町長の公務の都合もありましてこの日でお願いとなりますが委員皆様のご都合

はいかがでしょうか。 

委員一同 （都合の悪い人なし。） 

教育長 それでは 7月 28日（水）午後 1時 30分から教育委員会定例会、午後 3時から

総合教育会議でお願いします。半日の予定となってしまいますがよろしくお願い

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。 

社会教育課長 はい。オリンピック・パラリンピック聖火リレーのトーチの展示についてにな

ります。以前から予定しておりましたが、コロナウイルスの影響で開催できずに

おりましたが、今回実際に聖火リレーをやっていただく前野さんから話があり、

トーチは買い取って本人のものになるようです。そこでご本人から申し出があり、

もし町民の皆さんに観ていただく機会があるようでしたら協力したいと話があり

ました。現時点では申し出があっただけですので、こちらで受け入れるかはまだ

決定しておりませんが、社会教育課としては本人の希望を受け入れさせていただ

き、実施できる方向で進めていければと考えております。実施する場合は一週間

程度展示をして、展示だけでなくトーチを持っていただいて経験していただけれ

ばとご本人からも申し出がありましたので、そのような方法を取らせていただけ

ればと考えております。期間についてはオリンピック開催前の一週間程度を考え

ておりますが、こちらもご本人との相談の上で検討していきたいと考えておりま

すのでまたご報告させていただきます。 

教育長 まだ未定なところがたくさんありますが、トーチリレーをする小鹿野町出身の

前野さんから申し出がありましたので、可能であればできればいいなと考えてお

ります。 

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 6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。 

それでは 10分休憩を挟みまして、情報交換に移りたいと思います。 

社会教育課主

事 

【情報交換】 

・成人式について 

 


