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令和３年 第９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 9月 28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 10時 22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 
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、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 邊見指導主事、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。ただいまから、令和 3年第 9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、今回は宮原委員と近

藤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（８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（8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 8月分のネットパトロールについて報告いたします。 

はじめに 8 月分調査の報告書になります。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。 

1.SNS の調査対象は先月と比較すると若干増加しており、2.投稿された個人情

報の内訳は実名、顔画像ともに先月からの変化はありませんでした。 

3.SNS の利用割合については大きな変化はございませんが、依然として

Instagramが利用割合の大半を占めている中、Twitterが若干増加しております。 

次に 4.委託業者から報告のあった 8月投稿の概要になります。（8月の概要読み

上げ） 

2ページ目が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。 
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今回は中学 3 年生の投稿について 2 件報告がありました。2 件とも同一人物の

投稿になりまして Instagramになります。 

1 件目が嫌がらせを受けている可能性がある投稿になります。白字のコメント

が本生徒の投稿内容になります。こちらについては、Instagram 内の質問箱とい

う機能を使って何か嫌がらせのような質問などがあったことが予想されます。こ

の質問箱という機能は第 3 者が質問したり、それに対して本人が受け答えしたり

できる機能になります。どのような質問があったかはこの投稿からは確認ができ

ないものになります。 

2 件目も同じ生徒の投稿でこちらも Instagram で嫌がらせを受けている可能性

がある投稿になります。白枠内の黒字の投稿が第 3 者から本生徒に対する質問に

なりまして、その下にある緑字の投稿が本生徒のこの質問に対する返答の内容に

なります。ここで言われているストーリーについてですが、こちらは Instagram

内の一つの機能になりまして、24時間経過すると投稿が消える機能のことを言い

ます。このストーリーは履歴等も残らないため利用する人が多くいるようです。 

今回このストーリーを使って本生徒が投稿した内容に対して第 3者から黒字投

稿の反応があったようです。緑字の本生徒の投稿を見ると、このストーリーを使

ってなにか嫌がらせを受けていることを訴えるような内容の投稿をしたことが推

測されます。 

この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。 

また、学校の方でも本人にこの投稿の内容について確認をしておりますが、ど

のような内容だったか覚えていないとのことでした。生徒には今後なにか嫌なこ

とがあった時は Instagram に投稿する前にまずは先生に相談してほしいと伝えた

ようです。 

教育長 8月分のネットパトロールについて報告がありました。 

何かご質問、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 ９月議会定例会について 

教育長 続きまして、日程第 2報告 教育長報告 2 9月議会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 9月定例会が、9月 8日から 9月 10日までの 3日間で行われまし

た。 

一般質問については全体で 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、笠原 義行議員、出浦 正夫議員の 3名となります。 

 質問内容は、猪野議員がヤングケアラーの存在の有無及び該当者がいる場合の

取組状況を伺う内容となります。 

次に笠原議員がコロナ禍における今後の学校運営についてで、今後の休校措置

や学級閉鎖等の基準についてと児童生徒、教職員の感染予防対策等の指導状況に

ついて伺う内容になります。 

 次に出浦議員が小中学校の女性用トイレに生理用品を配置する必要性について

考えを伺う内容になります。 

 質問内容については以上となります。3 名の質問に対しては全て学校教育課長

が答弁しております。 
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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。 

教育長 学校教育課長から質問の概略について説明をお願いします。 

学校教育課長 はい。まず猪野議員のヤングケアラーの質問ですが、本町でもヤングケアラー

に該当する家庭が 3件ございました。この 3件に対しては学校の担任、フレンド

リー相談員、スクールソーシャルワーカー、保健師、福祉担当職員などの職員間

で共通の理解を図りながら組織的かつ継続的に対応しております。今後もこのよ

うな家庭に対するアンテナを高くして、生徒の状況をよく見ながら子供たちが出

す SOSを見逃さないようにしながら対応してまいります。 

次に笠原議員の休校措置等の基準と教職員等の感染予防対策についての質問で

ございます。休校措置の基準に関しては国、県のガイドラインが示されたためこ

のガイドラインに沿って学校でも対応していく形となります。また、秩父管内は

秩父保健所が対応しておりますので、秩父保健所とも連携を図りながら対応して

いく形になります。 

また、教職員等の感染予防対策についてですが、夏休みを利用して小鹿野町の

教職員は 2回のワクチン接種を受けさせてもらえることができました。接種率は

99.2％でございます。これは教職員から児童生徒への感染予防ができるというこ

とで大変ありがたいことと述べさせていただきました。また、家庭での感染に関

しては 8月 24日から保護者に対して児童生徒の健康観察、また不要不急の外出に

ついて注意していただきながら 2学期をスタートしてほしいと注意喚起をしてお

ります。 

次に出浦議員の女性用トイレに生理用品を配置してほしいという質問について

でございますが、小鹿野町では県から災害備蓄用の生理用品 6,000枚を頂いてお

り、その内の 4,000枚を学校用として配布いたしました。小鹿野中学校、小鹿野

小学校、三田川小学校はすでにトイレに設置しております。その他の学校につい

ても保健室等で子供達に配布しております。また先に述べた 3 校でも保健室でも

配布をしております。このように保健室で気軽に相談できる体制をとりながら渡

すことができるよう充実させていきたいと述べさせていただきました。 

以上となります。 

教育長 学校教育課長から内容について説明させていただきました。 

なにかご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）  

     ３ 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 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） 

町広報 10 月号に掲載される学校教育だよりの記事について完成したものがで

きましたので報告いたします。 

お配りした資料が実際に広報に掲載される記事になりまして、10月 1日発行の

町広報に掲載されます。記事内容については先月の定例会で報告させていただい

た内容から変更はございませんので割愛させていただきます。 

教育長 このような形で広報に載せさせていただくことになります。 

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。 
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日程第２ 報告（教育長報告）  

     ４ 学力・学習状況調査について 

教育長 続きまして、日程第 2 報告 教育長報告 4 学力・学習状況調査について報告

をお願いします。 

事務局 （配付資料に基づき説明） 

 今年度の小鹿野町の埼玉県及び全国学力・学習状況調査の分析結果をお話させ

ていただきます。現在各学校にも分析をしてもらっているところで、十分な分析

結果をまとめられていませんが、ご了承ください。 

はじめに、埼玉県の学力・学習状況調査の分析についてです。 

まず、正答率についてです。1 番上のグラフの「県平均と比較した正答率」を

ご覧ください。水色が R3年度です。黒の太線が県平均となります。 

小 6以外は国語も算数・数学も昨年度と比べてさらに県平均より下回っており、

5～10 近く差が開いてしまっています。昨年はかなり学力の伸びが減ってしまい

ましたが、今年はマイナスとなることはなかったものの、正答率や伸び率が伸び

悩んでいることが顕著となっています。また、国語は学年が低いほど、算数は学

年が上がるにつれて、県との正答率の差は開いていく傾向が見受けられます。 

このことから、国語に関しては、低学年からの「読む」「書く」などの積み重ね

が大切であり、算数の場合は、学んだ知識を応用したり、活用したりしていく力

を着実に身につけていくことが大変重要であるということがわかりました。 

次に伸び率についてです。埼玉県学力・学習状況調査では、児童生徒の伸び率

に着目し、経年で一人一人の学力の伸びを捉え、その伸びの様子から子供を伸ば

すヒントを見つけ、指導の改善や一人一人の支援の手立てとして活かしていきま

す。 

伸び率に関しては、全体的に、どの学年も、どの教科も、昨年に比べて少しず

つですが学力を伸ばしています。特に一番下のグラフを見ると、小 6の国語・算

数ともに伸び率が 4～5となり、昨年からの大きな伸びを見せています。小学校は

学年が上がるごとに伸び率も伸びていきますが、中学校では学年が上がるごとに

伸び率が下がっていくことがわかります。 

このことからも、学習の積み重ねによる定着を図ることの難しさが感じられる

ため、低学年からの確実な学習の定着を図っていく方法を見つけることが改善に

つながるのではと考えております。 

また、小学校では下位層の児童の国語の伸び率が大変大きく、中学校 3 年生で

は上位層の生徒の伸び率が大きかったです。そのため、今後は中位層の児童生徒

をいかに伸ばしていくか、授業改善を含めて考えていく必要があります。 

続いて、資料にはありませんが、質問紙調査での「規律ある態度」達成目標の

結果をご報告いたします。 

こちらは 1時刻を守る、2整理整頓、3あいさつ、4言葉遣い、5学習のきまり、

6生活のきまりの全部で 6項目について児童生徒に調査したものになります。 

結果は、ほとんどの項目で県平均を大きく上回り、1 項目「話を聞き発表をす

る」を除き、全ての項目で 80％を超える達成率でした。各学校でしっかりと規律

面に力を入れて取り組んでいることが成果として現れており、こうした規律を身

につけることが学習環境を整えることや学ぶ意欲につながると考えられます。 

しかし、「話を聞き発表をする」という項目は、4年生から中学校 3年生まで、

ほとんどの学年が 80％以下という結果で、昨年も同様の結果でした。 
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これは町全体の課題であり、明らかに子供達にとっての課題となっていますの

で、しっかりと改善を図る必要があります。 

最後に、無回答率に注目しました。 

埼玉県学力・学習状況調査では全体的に無回答率が多く、記述式の回答が苦手

な児童生徒が多いことがわかりました。 

そのため、日頃から無回答にしない、必ず何かしら自分の考えを書く意識をも

たせ、書く事への苦手意識を減らす学習活動を日常的な授業の中に取り入れるな

どの工夫や改善が必要と感じております。 

新しいことをどんどん取り入れ、あれもこれもやるのではなく、基本的な学習

の確実な定着に向けて、効果的な取組を焦点化していくなど、子供たちに本当に

必要なことは何かを見直し、学校全体で取り組んでもらいたいということを校長

会を通して各学校に伝えております。 

簡単ですが、以上が埼玉県学力・学習状況調査の結果分析となります。 

続いて、全国学力・学習状況調査の結果分析についてになります。 

はじめに訂正がございます。右下の中学校のグラフが算数となってしまってい

ますが、こちらは中学校・数学の間違いです。訂正をお願いいたします。 

まず小学校・国語ですが、ほぼ国や県の平均と同じくらいになりました。 

「読むこと」が国や県の課題でもありますが、小鹿野町も同様に正答率 50％を

下回っているため、課題と感じています。 

記述式については、国や県の平均を上回っております。記述式への各学校の取

組や書くことへの苦手意識が少しずつ改善されてきていることが考えられます。 

小学校・算数についても、国や県の平均とほぼ同じでしたが、若干上回りまし

た。また記述式についても、国語同様、国や県の平均を上回っております。 

一方、他の領域に比べ、図形の領域に課題が見られるので、さらに強化してい

く必要が感じられます。 

無回答率に関しては、国語・算数共に高くなかったのですが、思考力・判断力・

表現力に課題が見受けられました。物事を掘り下げて考えることのできる力であ

る思考力、物事に対して正しい判断を行うことのできる力である判断力、そして、

自分が伝えたいことを正確に表現する力である表現力を今後さらに伸ばしていく

ような指導の工夫が求められます。 

また、質問紙の結果チャートからは、教科指導や授業改善において国や県を下

回っているということを見取ることができました。授業や指導方法等を改めて見

直すとともに、さらに改善していく必要性を感じております。 

続いて中学校の分析についてです。国語については、国や県の平均を少し下回

っています。特に「書くこと」「読むこと」に課題が見られています。また、記述

式の問題に関しては、無回答率が 24％となっており、書くことへの苦手意識を克

服していったり、書くことに慣れていったりできるような具体的な取組や積み重

ねが大切であると感じています。 

数学については、国や県より正答率が約 10％下回っています。図形や資料の活

用などの領域を強化していくための方策を考えていきたいと思います。 

記述式については、正答率が 23％となっているため、国語同様、記述式への問

題に対する取組を考える必要があります。 

また、数学的な見方・考え方にも課題がありますので、さらに伸ばしていける

ような授業・指導の工夫を考えていきたいと思います。 
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その他に、数学で無回答率約 30％だった問題が多く見られました。無回答への

対策も課題です。 

自分の考えをもち、自信をもって表現していくことができるような指導を充実

させていきたいです。 

また、質問紙の結果チャートからは、国語や数学への関心意欲の低さが見取る

ことができました。学習意欲が学力の向上や学習の定着に大きく影響を与えます

ので、学ぶ楽しさとともに、学ぶ必要性や目的を生徒が実感できるような工夫が

必要であると感じています。 

埼玉県学力・学習状況調査と全国学力・学習状況調査の結果を受け、現在、各

学校で分析を進めております。各学校の成果や課題、そして児童生徒の実態を踏

まえ、これから具体的な方策を考えて、授業改善や指導方法の工夫に活かしてい

きます。 

学校だけではなく、こうした分析からわかったことなどを、家庭と共有し、児

童生徒の学力向上に向け、一緒に取り組んでいきたいと考えております。 

以上となります。 

教育長 担当の指導主事から県の学力・学習状況調査と国の学力・学習状況調査につい

て説明させていただきました。 

埼玉県の学力・学習状況調査は全国でも注目されており、埼玉県がオリジナル

で作ったもので、一人一人の伸びがよく分かるようになっております。各学校で

課題もたくさんありますので、分析をして学校でどのようにやっていくか纏めて

もらっているところであります。 

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。 

よろしいでしょうか。それでは次に進みます。 

日程第３ その他 

１ 彩の国教育の日における学校訪問について 

教育長 それでは、日程第 4 その他 1 彩の国教育の日における学校訪問についてお願

いします。 

事務局  埼玉県では、毎年 11月 1日を「彩の国教育の日」、11月 1日から 7日までを「彩

の国教育週間」としており、小鹿野町においては毎年この期間に合わせて教育委

員さんの学校訪問を実施してきました。昨年度は時期を少しずらしての学校訪問

となりましたが、今年度の学校訪問については、コロナ禍の状況なども考慮して

実施についてはまだ白紙の状態です。 

 そこで、委員皆様に今年度の学校訪問について実施するか否かについて、この

場でご協議いただければと思います。 

 なお、事前に各学校に受入れの可否について確認をいたしました。学校側とし

ては、緊急事態宣言が 9月末で解除される場合は、教育委員さんが学校訪問をし

ていただくことは特に問題はないのではないかという見解でした。 

 また昨年度よりご提案頂いておりました、おがのこども園の見学についても、

この学校訪問と併せて実施を検討できればと考えておりますので、こども園にも

受け入れの可否について確認をしたところ、受け入れについては各学校と同じ方
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向性で考えていきたいとのことでした。そのため、実施する場合はこども園の見

学についても実施できればと思います。 

 つきましては、学校訪問について実施するかどうかについてご協議をお願いい

たします。 

教育長 報道等では 9 月末で緊急事態宣言も蔓延防止措置も解除になる予定でありま

す。学校訪問について委員皆様いかがでしょうか。 

１号委員 学校側としては緊急事態宣言が解除になりますので、来ないでくださいとは言

いにくい状況だと思います。また学校では日々感染対策にも神経を使っているこ

とかと思います。そのような状況で今後第 6派もくるのではないかと報道等では

言われておりますので、何が何でも行かなくてはならない理由があるかが実施す

るかしないかの判断をする基準になるのではないかと思います。 

３号委員 学校の方では訪問について問題ないと説明もありましたので、私としては現場

を見ることも大事だと思っておりますので、計画はしておいて状況が変わったら

中止にするような対応でよいのではないかと思います。 

２号委員 9 月末で緊急事態宣言も解除になりますので、11月になったら感染者数がまた

増えてしまうのではないかという懸念もあります。訪問の判断については大変微

妙なところかと思います。 

４号委員 緊急事態宣言が解除になるから例年通り実施しましょうとすぐ判断してしまう

のもどうなのかなと思います。ただ委員さんがおっしゃっていたように、一応計

画はしておいて、コロナの状況を見ながら流動的に判断していくのがよいのでは

ないかと思います。 

１号委員 急に実施するというのは難しいと思いますので、日程等のおおよその計画は立

てておいて、これからの感染状況が良い方向に向かっていくようであれば実施す

ることでいいのではないかと思います。 

教育長 委員皆さんにご意見を頂きましたので、意見を踏まえて事務局と学校で感染状

況を見ながら計画をしていくことでよろしいでしょうか。申し訳ないですがある

程度学校の意向を重視させていただいて計画させていただきたいと思います。 

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 次回日程について 

教育長 それでは、日程第 4 その他 2 次回日程についてお願いします。 

事務局 次回の第 10回定例会の日程ですが、10月 28日（木）午後もしくは 10月 29日

（金）午前、この二日間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 （都合の悪い人なし。） 

教育長 それでは 10月 28日（木）午後 1時 30分からでよろしくお願いします。 

日程第４ その他 

     ３ その他 

教育長 それでは、日程第 4 その他 3 その他ですがなにかございますか。 

一同 （なし。） 
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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 9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。 

 


