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（午後７時00分 開会）  

○荒川参事兼総務課長 皆様、改めましてこんばんは。 

 本日は、令和４年度第１回の輪之内町総合教育会議ということで御案内申し上げましたとこ

ろ、皆様方には大変お忙しい中、また１日のお仕事を終えられて大変お疲れのところ、お集ま

りいただきましてありがとうございます。 

 それでは、早速これから会議を開催させていただきますが、開催に当たりまして、町長より

御挨拶を申し上げます。 

───────────────────────────────────────────────── 

    １．町長挨拶 

○木野委員 改めまして、皆さんこんばんは。 

 第１回の輪之内町総合教育会議ということでございます。お出にくい時間でありますがお出

かけいただきましてありがとうございました。 

 何はともあれ今教育を取り巻く状況というのは、正直申しまして今までとは違うかなり変化

の多い時代と言ってもいいかと、そんなふうに思っています。そうであれば、その変化を先取

りしてやっていくということが大事になるわけでございます。そういう意味では、行政、それ

から教育に携わる双方が情報共有をきちんとしながらやっていかないと時代からずれてしまう

可能性が大いにあると思っています。そういう意味では、基本的な理念を共有するという意味

で非常に大事な会議でございますので、これからも議論の内容を深めていただければ幸いでご

ざいます。 

 さはさりながら、あんまりかっこいいことばっかり言っているんじゃなくて、今の状況を見

ていますと、コロナの状況が第７波真っただ中ということで、多少ここ二、三日減少に向かっ

ているかなあという気はしますが、水準としては極めて高い状況です。 

 我が町では、累計でいきますともうすぐ1,200人に近くなるというような状況でございます。

今年の初めに60人とか70人とか言っていたのに比べるともう桁違いに多くなってきて、もはや

感染ルートをたどるなんていう状況ではありません。もうすぐそばにいると、ウイルスはすぐ

そばにいるという状況の中で、これからコロナの撲滅に向かって進んでいくと。行政はかなり

の労力をそこに割かなければならない状況になってきております。 

 でもそうはいいながら、じゃあ本当に大切な将来に向かってどう動くべきかという最重点課

題というのは、昔から言っておりますように教育がやっぱりその地域の将来を左右するんだと

いう意味からすれば、こんなときだからといって手を抜くわけにはいかないと、そんなふうに

思っております。そういう時期だからこそこの部分について十分な意見交換ができたらうれし

いなと思っております。 
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 今日は幾つかの切り口の協議事項が提示されておるようでありますので、それぞれについて

御意見をいただければよろしいかと思いますので、どうかよろしくお願いいたします。 

○荒川参事兼総務課長 ありがとうございました。 

───────────────────────────────────────────────── 

    ２．教育長挨拶 

○荒川参事兼総務課長 続いて、長屋教育長から御挨拶を申し上げます。 

○長屋委員 改めまして、こんばんは。 

 今日から小・中学校は２学期が始まりました。先ほど町長さんのお話がありましたように新

型コロナウイルスの感染状況、小・中学校の状況を申しますと、具体的な数字を言いますと福

束小が４人、仁木小が３人、大藪小が13人、中学校が11人で教員が２名というふうな状況にな

っています。幸いなことに学級閉鎖にはなっておりません。 

 あと欠席者のためのオンライン会議、こちらの準備のほうも整っております。現在、モバイ

ルルーターが各学級に１台がまだそろっていませんので、そちらの整備を進めているところで

あります。 

 ２学期は、９月８、９日、中学校２年生で神子研修が始まります。これを皮切りに各学校修

学旅行等行事がめじろ押しということになっております。保護者と情報を交換しながら、共通

理解を図りながら、感染対策をしながら進めていきたいなあというふうに思っております。 

 この会議ですけれども、御存じのとおり大津のいじめ事件、これをきっかけにして平成26年

に地教行法が改正になり教育委員会制度が変わりました。それの柱の一つとして、総合教育会

議、これを全ての地方公共団体に置くというふうになっております。首長と教育委員会の連携

を図りつつより民意を反映するということで、協議・調整の場とするということになっており

ます。 

 ここに議題がたくさんありますけれども、また後ほど御協議いただきますようによろしくお

願いいたします。 

○荒川参事兼総務課長 ありがとうございました。 

───────────────────────────────────────────────── 

    ３．議事録署名者の選出 

○荒川参事兼総務課長 それでは、お手元のレジュメに沿って進めさせていただきますが、３番、

議事録署名者の選出については、私から指名させていただいてもよろしゅうございますか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○荒川参事兼総務課長 それでは事務局のほうから、順番でなっておるようでございますので、

今回は田中俊弘様と市橋肇様にお願いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 



 

－４－ 

───────────────────────────────────────────────── 

    ４．協議事項等 

○荒川参事兼総務課長 続きまして、４番、協議事項等に入ります。 

 本日は、４つの協議事項を設けさせていただいておりますので、順次進めさせていただきま

す。 

 まず１番目、令和３年度評価「輪之内町教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状

況報告書」に対する外部評価についてということで別添でホチキスとじでありますが、これに

ついて協議をしてまいりたいと思います。 

 では、説明をお願いします。 

○野村教育委員会教育課長 こんばんは。よろしくお願いします。 

 令和３年度評価「輪之内町教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況報告書」に

対する外部評価について報告いたします。 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第26条の規定に基づき、教育委員会はその権限に

属する事務の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作

成し、これを議会に提出するとともに公表しなければならないとされています。 

 令和３年度評価「輪之内町教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況報告書」を

お願いいたします。 

 １枚おめくりいただいて１ページ、第１章では、点検評価結果の概要について、次ページ、

２ページでは第２章で各事務事業ごとの点検評価シートを３ページ、４ページとお示ししてい

ます。最後は各小学校教育委員会の考察となっております。 

 この報告書を基に外部評価員の田中耕様に令和３年度評価「輪之内町教育委員会の権限に属

する事務の管理及び執行の状況報告書」に対する外部評価をいただきました。 

 概要のみ説明させていただきます。 

 ３．各事務事業ごとの点検評価シートを御覧ください。 

 報告書に基づき、(1)教育委員会の活動状況、(2)事務事業の執行状況についての評価をいた

だきました。 

 初めに、(1)教育委員会の活動状況についてです。 

 教育委員会会議及び総合教育会議は、輪之内町における教育を審議決定する重要会議であり、

順調に開催され審議できたことは評価できます。とりわけ首長を交えた総合教育会議の定期的

な開催は、地方行政との連携を図る上でも極めて重要な会議に位置づけられているものと考え

られます。国内のマスコミなどで話題になっている課題などについても活発な議論がされてい

るようで大いに評価できます。 
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 調査活動の実施状況については、コロナウイルス感染症拡大防止対策のため一部は中止され

たが、オンラインでの遠隔実施などによる工夫によって無事に開催できており「順調に達成し

ている（Ａ）」と評価されています。次年度以降は全ての活動が順調に開催できることを期待

いたします。 

 課題として述べられているオンライン開催については、効率的な開催方法ではありますが、

単なる連絡や報告などではなく、対面開催でないと十分な議論を深めることができない内容の

場合もあります。新型コロナ感染症の拡大状況を鑑みてオンライン開催のみに依存しない、会

議目的に即した開催方法とされることを期待いたします。 

 (2)事務事業の執行状況についてです。 

 学校教育については、各領域の評価が小・中学校に勤務している教職員による自校評価を集

計平均した値に基づいていることは、町内学校教育の第一線で活躍されている教職員の生きた

状況を反映したものであり、妥当性のある貴重なデータになっていると考えます。このような

自己評価は各職員が学校教育の各領域について年に１回の振り返る機会であり、また自校の教

育の在り方について各自が考える場にもなっており、好感が持てる手法であると評価します。 

 その中で、全体の85％が順調に達成できており、残りの15％がおおむね順調に達成している

こととなります。個々の教職員の皆様方の御努力によって、教育水準の向上や教育環境の充実

したことの表れであると考えます。とりわけ学校教育の要である教科指導がＡ評定になり、教

職員の教育満足度が向上したことは極めて喜ばしいことであり、大いに評価すべきであると考

えます。教職員の皆様の日頃の御努力の積み重ねであり、敬意を表すとともに今後も継続でき

ることを期待しています。 

 令和３年度は、各小・中学校の校長先生や教育委員会による考察資料に述べられているよう

に、年度当初からコロナ禍によって通常授業を行うことが困難で様々な制約の中での教育活動

であったことと推察します。 

 全ての小・中学校でＩＣＴ活用が教育に取り入れられ、生徒自身による主体的な学びとする

ことができたこと、またコロナ禍による様々な制約の中でも感染症対策に配慮した教育を実現

できたことが満足のいく学校教育の実現につながったことと考えます。 

 考察資料の中には、小学校のほぼ全教職員の勤務時間の削減が大幅に達成できたとされてい

ます。このことは非常に評価できます。教職員間でＩＣＴを効率的・効果的に活用することに

よって時間外勤務の縮減につながり、社会的にも問題視されている教職員の働き方改革の推進

とともに、授業や生徒の指導に専念できる環境づくりにもなることと考えます。 

 小・中学校の校長先生の多くは、コロナ禍で苦労しながらも教育活動を実践できたことを取

り上げておられます。日頃から輪之内町における学校教育の第一線で御尽力されている教職員
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の皆様方にも深く敬意を表すとともに、今後もますますの御活躍を祈念いたします。そのため

に貴教育委員会の権限に属する事務事業の管理運営は極めて重要であります。輪之内町の学校

教育の水準が日々の積み重ねによって大きく向上していくことを期待しています。 

 社会教育についてです。 

 令和元年度の自己評価は、７領域全てにおいて「Ａ順調に達成しているもの」となっていま

した。令和２年度は多くの領域で、令和３年度は「（－）評価不能」を除く全ての領域で「Ｂ

おおむね順調に達成しているもの」であり、コロナ禍のために順調に達成できなかったことは

残念であります。新型コロナの感染防止のため各種取組を実施できなかったことはやむを得な

いことと考えます。コロナ禍が早期に終息し、令和４年度には社会教育活動が順調に実施でき

ることを期待していますとそれぞれ評価をいただきました。 

 ４．おわりにを御覧ください。 

 コロナ対策のためデジタル教科書利用などによる教科指導の充実、ＩＣＴを活用した新たな

教育方法の導入、研修機会の確保、健康安全教育の徹底、感染者の人権に配慮した関係の確保

など、多領域にまたがって精力的に進められてきたことを高く評価します。中でも教科指導が

「Ａ」評定に好転できたことは極めて貴重な成果であると考えます。今後もこの成果を継続維

持されることを期待します。 

 混迷を極めた中にあっても、様々な創意工夫によって貴教育委員会における事務の管理及び

事務事業を執行されていることが随所に見受けられ、大変好印象を受けました。日頃の御努力

に敬意を表します。 

 最後に、輪之内町の基本方針である輪之内町教育大綱及び輪之内町教育の全体構想を基本と

した輪之内町の教育行政の構築及び推進に期待していますという全体評価をいただきました。 

 以上で説明を終わります。 

○荒川参事兼総務課長 これが先ほど見ていただいたとおりで、確認させていただきたいと思い

ますが、最初の点検評価の概要の３ページのシートの学校教育のこの領域の評価は町内教職員

の評価を総合的に判断しているということで、これは学校の先生の評価をそれぞれでつけたと

いうことですよね。そういうことでいいですね、そういう理解で。 

 この社会教育は、どなたが評価したの。 

○野村教育委員会教育課長 担当者です。 

○荒川参事兼総務課長 担当者がそれぞれに進捗状況を管理とかそういうのをやったということ

ですね。 

○野村教育委員会教育課長 はい。 

○荒川参事兼総務課長 社会教育で主に進まなかったＢ評価が多かったというのは、やっぱりコ
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ロナ禍で行事自体が中止、もしくは変更ということを余儀なくされたためこういう評価になっ

たという理解でよろしいか。 

○野村教育委員会教育課長 そのとおりでございます。 

○荒川参事兼総務課長 これを冒頭の話で、議会に報告して公表するというふうですが、議会に

はいつ公表される予定ですか。 

○野村教育委員会教育課長 この会議が終わったら早急に。 

○荒川参事兼総務課長 具体的に。 

○野村教育委員会教育課長 今度の９月の最終日に上げさせていただきたいなと考えております。 

○荒川参事兼総務課長 全員協議会の中で。 

○野村教育委員会教育課長 はい。 

○荒川参事兼総務課長 分かりました。 

 話の論点としては、去年これを議会で、全協で報告したんだけど、なかなか、情報共有して

いなかったので、我々もその場で初めて見たという状況だったので、それではまずいだろうと

いうことで、ここで皆さんが一堂に会しておる場でやっぱり情報共有して、そういうまた別に

外部の目という議会に対応できるようにしておきましょうという意味で今日これを入れたとい

うことになっております。 

 それで、各委員さん、ここをもうちょっと情報共有しながら議論したほうがいいんじゃない

かという部門等ありますでしょうか。 

○田中委員 僕が議会の立場だったとして出しそうな質問、手前でＡ、Ｂ、Ｃと勝手につけてい

るのではないかと、こういうことになるんですけど、１つは特に学校の場合は各学校で担当者

が膨大なデータを持ってきて平均を出しておられると聞いております。ちらちらと資料を見せ

てもらったりしているので、そうだと思います。 

 非常に綿密にやっておられて、僕はこれがブラックの原因になるんではないかとかえって思

っております。 

○荒川参事兼総務課長 なるほど。 

○田中委員 それから、私これ一番最初の頃、当時の教育長さんが今度評価をやらなあかんこと

になって大変だ大変だというところから見ているんですけど、あのときの感じやと、教育委員

会、適当にやっておるんではいかんではないか、ちゃんと評価をしなさい。あの頃外部評価と

いうのがはやったんやね、10年ぐらい前。それでやれということになったのが事の初めと承知

しているんですけど、そういうことだとのほほんと教育行政をやっているんじゃなくて評価を

しなさいということなので、ブラックになることを期待しているわけではないので、自分たち

の仕事をよく考えてみなさいというところが出発点だと思うんですよね。ほんならそれをきっ
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ちきちにやってみてもしようがないような気がする。 

 それからもう一つは、この外部評価者の文章ですけど、よくこれだけきっちりと書いていた

だいていると思って、この労力に多分お金払っておらへんでしょう。 

 僕、本来は子供に対して先生方がやるべき仕事はこれじゃないと思うんやね。子供とドッジ

ボールやって遊ぶほうが大事やと僕は思う。 

 これは余分な仕事なんで、ブラックの仕事なんで、これほどよく書けるのかなあと僕は思い

ます。そうすると議会で質問があったときにヒントになるかと思いますので。 

○荒川参事兼総務課長 ありがとうございます。 

 そういうことで、ただ単にこういう報告がありましたという報告だけでなく、先ほど先生が

おっしゃったようにこういう事前に、これを公表、出すに当たって、こういうふうにやったら

そういう意見、かえって先生方も物すごい膨大な資料でこれを分析されたと。さっき話があっ

たように、自分でやったことは自分で評価するという。だけどほかに手段ないですよね、外部

評価といったって、外部評価は田中先生がやるんですけど。 

 だからそういった意味でも、そういう過程を経てやっておるんだと。社会教育についてもあ

る程度の資料を集められて、例えば中の議員さんとかに協議しながらやったとか、そういうふ

うにして、外部評価者の報告書をばーっと読むだけではなく、そういった経過があってこうい

うふうな評価をいただいたということを説明すると、そしてなおかつ最終的に総合教育会議と

いうところで情報共有を図って本日ここにお出ししておりますというような経過が発表できれ

ばいいかなと私個人は思いましたが、そのほか。 

 どうぞ。 

○市橋（肇）委員 この内部でまず自校評価をして、外部の人に評価してもらうという題材とい

うか材料を提供する意味では、まずもって自分たちがやってきたことを自分で評価するという

ことは大事な姿勢だと思うので、非常にまずそのやり方については、外部評価者も評価してく

ださっているところがあっていいと思っているんです。 

 そういう意味では、密かどうかというか、熟練された程度の自己評価になっているかどうか

という点でちょっと私一言申し上げると、学校教育の状況、これは先ほどからお話があるよう

に、先生方、教職に携わる方々が自己評価をきちんとしていろいろ綿密に材料を提供しという

点数評価までやってきている。 

 じゃあ一方社会教育のほう、これは評価者のコメント欄も少ないし、自分たちの自己評価も

ただ単にいろいろイベントがあってできなかったとか何とかという話が多くて、あまり評価ら

しい評価じゃないと僕は思います。そういうコメントが外部評価者の方からはなかったんです

が、外部評価者の社会教育に関するところのコメント欄を見てください。物すごい薄い。言い



 

－９－ 

ようがないということですよ。 

 僕が評価する立場だったら追加させますね。監査するような立場でいうと、社会教育に関す

る資料というのを提示をさらに求めて、もう少し何とかならんかと、こんな表現だけで終わる

のかと。確かにイベントはやらなかったというのはあるんだけど、これはこの報告書全体を見

ても厚さが断然違うということは、これは片一方は充実してきているけれども片一方は充実し

ていないから、僕が外部評価者だったら社会教育のところはもう少し自己評価も含めて、社会

教育に関するＰＤＣＡのサイクルをきちっと回すよう充実してほしいというぐらいのコメント

は言いそうな感じですね。 

 ただ、ない物ねだりしても仕方がないので、今はこのレベルだと思う。ただ学校教育と今の

社会教育がかなり取組方に濃淡があるようにちょっと感じます。そこがちょっと私は個人的に

は反省だなあと思っています。 

 自分らの力量として、教育委員会の力量としては担当者に委ねているところが大いにあるの

で、こういった言い方になるのはいかんともし難いというふうに思いますけど、これは外部評

価者のコメント欄の充実度を見ても、学校教育に比べるとすごい遜色があるなあと、少なくと

も学校教育と同じようなレベルで、自分たちが担当者とするならば何かの指標、パラメーター

を設定して点数評価できるように努力してほしいというふうに言いたいですね。以上です。 

○荒川参事兼総務課長 ありがとうございました。 

 そのほか。 

○木野委員 否定的なことを言うと、平成26年に最初に評価してから評価報告が全く変わってい

ないね。果たしてこのやり方は正しいの。最初から疑問に思っていました。 

 そもそも手法が、外部評価を求めると言いながら、自己評価と評価者の単なる感想にすぎな

いじゃない。自分たちのデータが仮にそろっておっても外部のデータと比較して、例えばそれ

はどのレベルのものなんやということが客観的に表示されていないんです。これは完璧にそれ

が抜けている。 

 それともう一つ、学校教育と社会教育で濃淡があるという話が今、そのとおりだと思う。で

もそうだとするならば、そういう評価に至った原因は何なんだという。それは組織なのかもし

れない。そうだとするならば、この組織体制はこうあるべきだという提案があってもしかるべ

き。そこまで至っていないよね。 

 自分たちのデータだけじゃなくて比較すべき類似団体なりなんなりで何やっておるかという

ことが少なくとも出てこないとおかしいと思う。そうでないと評価じゃなくて単なる主観です

よ。僕だって平成26年からずうっとそう思っておる。 

 こういうやり方ってどこかにフォーマットがあったわけ。 
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○松井教育委員会教育課まちづくりリーダー 実を言うと26年以前でもこれだけやった。 

○田中委員 数年前にこういう話が出たことがあった。評価をするのに去年と項目を変えると比

較ができんではないかという、僕じゃない、誰かの委員さんからそういう意見が、覚えてみえ

る。 

○市橋（肇）委員 僕。 

○田中委員 そういう意見が出て、一緒でないといかんでないかというのがあった記憶がある。

その前はそういう議論はあんまり出なかった気がする。 

 その前は毎年変わっておった、項目が。細かく分かれたり一緒になったりやっておった。言

われて一緒になった気がする。今の町長さんと全く逆の話になるけど。 

○市橋（肇）委員 でもそれは平成26年からの感じじゃないわけですね。だから結局リニューア

ルしていくべきだと思うんですよ。ＰＤＣＡのサイクルをスパイラルアップさせていくために

は、基本的にはその一つの刺激剤として外部評価者というのが要ると思うんです。だから外部

評価者の人も去年よりは今年、今年よりは来年という形で、いろんな今言われた周りの状況も

加味しながら丁寧にされてくるんだろうと思うんですけど、ちょっとここのところルーチン化

した、定型化したルーチンワークにちょっとなりがちになっているだろうと。 

○木野委員 私は別に全体の項目について、項目を一字一句変えずに毎年比較しろなんていうこ

とは言っているつもりは全くないし、そんなの変わって当たり前なのでそれでいいと思う。い

いと思うんやけど、もうその前の段階よ、データの比較をどうやってやっているのというのが

全ての項目について分からない。逆に言うと、これはもっと根本的に評価の在り方というのを

議論しないといけないと思う。項目について議論する以前に。というのはある意味今回の評価

についてというよりも、それ以前の評価方法についての検討をしてほしいねということを申し

上げておきたいと思います。 

 それと外部評価者の評価が全てではないので。 

○荒川参事兼総務課長 参考までにちょっと教えてください。この学校評価のそれぞれの点数の

出し方というのは、ルール化されたものがあるんですか。 

○松井教育委員会教育課まちづくりリーダー あります。 

○荒川参事兼総務課長 ある。それは、やっぱり学校教育、例えばどこの市町とかへ行っても、

そういうのはないの。 

○加納教育委員会主任指導主事 それは町によってそれはもちろん違うと思います。学校評価み

たいなのは多くのところはやっていると。ただ点数のつけ方とか……。 

○荒川参事兼総務課長 配点の仕方とかは独自でという。 

○加納教育委員会主任指導主事 そうですね。項目もこれに合わせて一応学校でもやってもらっ
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てはいますけどね。 

○荒川参事兼総務課長 なるほどね。 

○市橋（肇）委員 むしろそれは先ほどの点数評価のところの１ページ目の評価についてのとこ

ろで、学校教育で達成状況を見てＡ評価かどうかというのを見ていると、各項目について。項

目はいろんな項目でもっと細かくあるんでしょうけど、それを束ねたやつでもって達成度が

80％以上ならＡですよという。 

 だから、この評価というのでは、学校教育についてはこうやってはっきり明文化しているし、

全体がこうだというんで、多分学校教育のほうはもう細かい羅列があった中でこういうものを

積み重ねてきているけれども、さっき言った社会教育にはこういった細かい達成状況の報告が

あまり具体的になされていないんじゃないだろうかということです。だから達成度です。目標

設定して、それに対する達成度を見て評価をしているということじゃないかと思います。それ

がこの報告書に書かれた建前だと思います。 

○松井教育委員会教育課まちづくりリーダー この評価について、これは令和３年度なので、実

際には令和２年度の終わりがけに各学校の重点とかそういうのを決めたんやね。その項目に対

してどうだという流れになっていますね。なので、中で重点が変わればそれに対する評価が変

わってくると。 

 基本的には、その重点に対してそれぞれの先生方が自己評価をしていくと。その集めたもの

の平均値がこの数値になっているということですね。 

○木野委員 自己評価の平均値が客観指標になるの。 

○松井教育委員会教育課まちづくりリーダー そこは難しいところですね。 

○木野委員 あり得ないでしょう、そんな話。 

○松井教育委員会教育課まちづくりリーダー 確かにそうなんです。それはずうっと今まで議論

している中で、主観的な話が、要するに厳しく判断する先生も見えれば、自分に甘めに回答す

る先生も見えるので、なかなかそれが全体としてどうなのか。ただ、それが１人や２人やない

ので、こんだけ総勢40人から50人おる中でその辺はバランスよくなっていくのかなというふう

には思うんですけど、その辺は弱いところがありますね、確かに。 

○木野委員 そこで一つ問題なのは、全体的にインナーグループの中でレベルをどうやって設定

するかという話になる。 

○松井教育委員会教育課まちづくりリーダー それはありますね。 

○木野委員 アウターを考えたときに、全然そんなのはレベルが違うよねと言っているとするな

ら、この評価って一体何なんやという話になる。あまり意味をなさんという。 

 だから、それを是正するために、最終的には他者評価という形になっているんだけど、他者
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評価という評価を求める以前に、データもそのレベル差をどうやってやるかという話がもう少

しここの中でカウントされていないとちょっとあまり意味がない数字になってしまう。私はそ

う思ってずうっと見ていた。 

○松井教育委員会教育課まちづくりリーダー ただこれを町全体として丸めてしまうというのも

それもいいのかどうかというのもあるよね。要は各学校ごとにやはりあるわけだよね。 

○木野委員 正直言って輪之内の町内の学校と比較してくれなんて全然言っていないよ。だって

そんなのは、町内の学校というのはいろんな会議や何かでちゃんとそのレベル合わせをきちっ

とやっておるはずやわね。そんなところでむしろ差が出ることのほうがおかしいわけやろう。

その向かっている方向性が本当に正しいのかどうかという、もしくはその重点の設定の仕方が

どうかということをもう少し広い視野で見ていかないと、それの正当性ってどうやって担保す

るのというそういう議論をしておるだけで、Ａ小学校とＢ小学校を比較しようなんてそんなこ

とを考えていない。 

○松井教育委員会教育課まちづくりリーダー この評価もそうなんですけど、もう今はこういう

評価をあまりやっているところはやっぱり少ないんですね。やっているところは、うちは幸い

に運営協議会とかいろいろありますので、その運営協議会がいわゆる外部評価的なことをやっ

ていくとか、そういう流れにどうもなっているみたいなところがあるので、その辺はちょっと

おいおい変えていかないかんと思います。 

○荒川参事兼総務課長 話を交通整理させていただくと、議会でこういった法第26条にもたれて

報告するにはこういった手法を用いられているのが主であるが、この方法というか内容、そし

て評価の方法等については、やっぱりこれからもっと再考、自分たち自身のまず評価の出し方

にまだ議論の余地があるという意見が多く出たというようなまとめ方ですよね、話としては。 

 例えば社会教育にしても、外部的となると、個々の例えば所属団体とか加盟してみえる団体

の長の方の意見も聴取してみるとか、そういうことになれば担当者だけじゃなく、少なくとも

そういった要は民間からの見た目、町民からの見た目も網羅されるというようなことを思いま

すが、そういったことも含めて今後この評価の方法については再考する余地があるという意見

が総合教育会議では出た。そして、来年、今後に向けてまたこの評価の際には検討する必要が

あるということが出たと。そして、今年度に関してはそれぞれの評価についてこういう評価が

出ましたと、以上報告しますという流れになるということですね。 

○木野委員 いいんじゃないですか。 

○荒川参事兼総務課長 ならそういうことで、(1)番の外部評価については終わります。 

 続いて２番目、デジタル化・ＤＸを切り口としたプロジェクトについてということで、別添

のカラー刷りの資料をお願いいたします。 
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 今日の教育総合会議は、この(2)番、(3)番は今やっぱり話題のというかトピック的なことで、

ＤＸ、ＤＸという形で言われていますけれども、じゃあどうなんだということ、そして(3)番

の部活動の地域移行もいろいろと話題にはなっていますので、その辺の今現在の進捗状況と情

報共有を図るという意味で出させていただいております。 

 資料をめくっていただくと、岐阜県から出ておるデジタル化・ＤＸの切り口とした各分野の

プロジェクトというのがこの７月に出されました。それを見ておると、全部で行政分野、警察

本部まで113の分野についてそれぞれこういうことができるんじゃないかという切り口が参考

に上げられておる中で、107から110、教育委員会において、４分野においてこういった切り口

があるんじゃないのということで出ています。 

 107が教育（次世代を担う人材の育成）ということと、そして教育推進体制、109で学校の働

き方改革、110で部活動の充実という分野についてＤＸを利用してというのがそれぞれありま

す。 

 めくってもらうと分野の107、次世代を担う人材の育成のプロジェクトは、目指す姿として

「ふるさと教育」「協働的・探究的な学び」の推進により、持続可能な岐阜県のつくり手とな

る人材育成、最先端の産業教育の推進により、デジタル社会を担う職業人材を育成ということ

を目指すと。 

 108については、目指す姿については、全生徒に学びの機会を保障。全教員のＩＣＴ活用ス

キルの向上。アナログとデジタルを最適に組み合わせた「個別最適な学び」「協働的な学び」

を確立する。デジタル社会における様々なストレスから児童・生徒・教員を守るサポート体制

を確立する。 

 109においては働き方改革で、校務の効率化・簡素化、業務の平準化により、働き方改革を

実現すると。教員の教材研究や児童・生徒と向き合う時間を確保というようなことが書いてあ

ります。 

 次に、部活動の充実プロジェクト、110では、デジタル技術の活用による部活動の充実によ

り、人間関係の構築、競技力や情報リテラシーの向上を実現。部活動における多様な交流機会

の創出により、次世代でも活躍できる人材を育成ということで、それぞれこういった下の段に

矢印で取り組むべき政策とか施策が掲げてあるという資料が出てきました。 

 そのほかに例えば文科省から教育部門、教育課のほうに何かＤＸの切り口としていろいろ提

供ってありますかね、情報提供というのは。 

○市橋（肇）委員 ＩＣＴとデジタル教科書か、そういったものでしょうかね。 

○荒川参事兼総務課長 そうですね。 

○田中委員 これってこうやって書くと物すごいかっこいいけど、文科省は人材がたくさん見え
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るのでいいでしょうし、日本の最先端の民間企業も駆使できると思うんやね。県もひょっとし

たらできるかもしれん。これをほんなら輪之内町で考えなさいと言われると物すごく、考える

人がいたとしても３つも４つも５つも10も考えるの大変やんね。教育委員会で課長以下、汗水

流してもらっても僕は無理やと、大変失礼なことを言って悪いけど。それが小さな町の悲しい

ところなんだけど、やらないかんなら上から言ってもらわんと。 

 輪之内でもしＤＸ化をやるんなら、ここを一点豪華主義と、あとはちょっと目をつぶってく

ださいということをやらんと、県がやってきた、ほんならこれの輪之内版を小さいやつを作れ

と、それも僕は無理やと思うんですわ。 

○市橋（肇）委員 長屋先生、これいろんな言い方、ＩＣＴ関連ずうっと見てきていただいてい

て、例えば輪之内という行政区分に、３小学校を抱え１中学校の教育を少し前進させる改革を

するためにはどんなところから、どんな切り口から取り組んでいくほうがいいだろうかとか何

か、今回はまだ議論したわけではないので、何か切り口みたいなものをお考えがあったら御披

露していただけるとありがたいですね。 

○長屋委員 それも輪之内に限ったことではなくて、やっぱりＩＣＴというかタブレットを１人

１台が入った段階からやっぱり授業改善に生かすということなので、先生方の意識改革を図っ

て授業改善していくということが一番大事なことだと思うんだけど、例えばここのふるさと学

習というところなんかを見ると、ふるさと学習、多分総合的な学習の時間の中で行われると思

うんですけど、探究的な活動ということなので、その探究の過程においてＩＣＴを効果的に活

用していくということが大事かなと思います。 

 今ちょっとコロナの関係で外に出てとか実際体験してとかということがなかなかしにくい状

況にはあったんですけれども、そういうことをやっぱり大事にしていって、今の様子をちょっ

と考えてみると、例えばふるさと学習なんかで子供たちが総合的な学習の時間に調べてまとめ

て学習発表会なんかで伝えていくというような活動をよくやっているんだけど、そこで終わっ

ちゃっているというか、要するに人ごとで終わっているところがあるので、それをいかに自分

ごとにまでしていくかということが大事かなというふうに思っているんです。中学校の防災士

にしても。 

 ただ、やるんだけれども、それがじゃあ地域にどうやって生きているのかというと、そこま

ではいっていない。だから人ごとで終わっちゃっているので、それを自分ごとに変えていくよ

うな何か取組が必要かなというふうに思っております。 

 例えば、この間、県の教育長会が神戸町であったんですけど、そのときに、行政説明が終わ

って、その後にいろんな地域の史跡というかいろんなところを案内してもらったんですが、そ

こで神戸町のボランティアガイドというお年寄り、引退された方だと思うんですけど、その方
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が物すごく一生懸命上手に説明してくださったんですが、例えばそんなような活動を子供たち

がボランティアでやるとか、実際できるかどうか分かりませんけど、何かそんなようなところ

までいくと自分ごとになっていくのかなという感じもするし、それから防災士にしても、前テ

レビで見たんですけど、どこかの中学校が実際にお年寄りのうちとかを戸別訪問したりして、

どこにどんな方が住んでみえるのかというのを把握しながらいろんな活動をしていくという、

防災士としての活動をしていくというのが、防災クラブだったかな、何かそんなようなものを

位置づけている中学校もあったりしたので、そこまでちょっと何か総合的な学習の時間に合わ

せていくと、ちょっとＤＸもあんまり関わっていないかもしれないけど、ＩＣＴを使いながら

やっていくとふるさと教育がもうちょっと充実するんじゃないかなというふうに思っています。 

○市橋（肇）委員 先生、やっぱり今は、こういういろんな大きな命題があったとしても、個々

の取組で取り組める自分たちの身の丈に合った取組で特徴を持たせて取り組もうとしていると

いうのがせいぜいであって、全部パーフェクトに人・物・金かけてやりましょうというところ

はまだそんなところはないということですよね。 

○長屋委員 結局、さっきも言いましたけど、授業改善を図っていくといっても結構まだできて

いないんです、どこも。まだ取組段階で、試行錯誤段階なので、だからそれはもういち早く輪

之内としては構築していくんだと、そういう授業を。目玉ではないですけど、それが一番取り

組むべき最重要課題かなというふうに私は思っています。 

○市橋（肇）委員 だからその一つの典型としては、県の定めたプロジェクトの中に、大藪小学

校とか輪之内中学校の一応ＩＣＴ技術を大いに利用した授業を展開しようとしているというの

もその一つの表れなんですよね。 

○長屋委員 フィールド校ですね。 

○市橋（肇）委員 フィールド校という。 

○長屋委員 最新事例を県内に紹介していこうという、そういう取組ですね。だから大藪小と輪

之内中で先進的に取り組んで、こういう活用の仕方はこういうことだよということを事例とし

て報告している、そういう取組ですね。 

 併せてやっぱり校内においてもすごく頑張っている先生もいれば、ちょっと敬遠している先

生もいるので、すごく頑張っている先生が自然と学校内でそのスキルが広がっていくような、

そういう職員の雰囲気、学び合う職員集団、そういうのがやっぱり大事かなあと思います。そ

ういう学校もあるしそうじゃない学校もあるということです。 

○市橋（肇）委員 だから遅々としてまだ全部についての取り進め方というのができていないか

もしれないが、部分的にはこの趣旨に沿ったような取組をある程度はなされ始めているという

のが輪之内の教育現場ではないかなあとは思いますけどね。 
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○田中委員 そうか、今長屋先生がおっしゃったようなところで１つぐらい輪之内流のやつをや

ると。 

 今のタブレットがええ例やわね。輪之内へ行くと、あそこへ先生で赴任すると、タブレット

をよう勉強させられて、よそへ行ったとき楽やったと、これも一つの成果かもしれんな。 

 何を絞ったらええかはこれから長屋先生中心にして考えていくんだけど、それもええかもし

れんな。全部やるのは無理やで。 

○市橋（肇）委員 だからこの県からの御指導は、今教育のところにスポットを当てているんで

すけど、じゃあほかの行政の部分は大いにあるだろうと思うので、例えば輪之内町としてどう

取り組まれているかということになると、例えば福祉から農政から何もかもこれに沿った形で

どう前向きに取り組み始めているか。それを音頭を取る事務局みたいなものがあって、ドライ

ビングフォースになって取り進めようとしているのか、その辺がちょっと自分の中でよく分か

らない。 

 だからそれぞれがそれぞれの分野に任されて、それぞれの分野である程度取り組んでいきな

さい、この趣旨に沿って取り組んでくださいよというんだったらそれはそれでいいんじゃない

かなあと思いますけど。 

○田中委員 いろんなやつが来ておるので、全部やれんので、輪之内色のやつをこの中で107か

ら10どんだけまでの中のほんのちょこっと１ワードでもええでかかっておるようなところで、

コンピューターがいいみたいなので何かテーマを探してもらって。そんなところでちょっとテ

ーマを、大分かかるけど絞ってもらう。 

○荒川参事兼総務課長 いろんな提案がありますけれども、これはここに、題名に書いてあるよ

うに、切り口としたということですので、こういうことができますよという材料というか資料

なんですよね。 

 だからこれを全てやらないかんとかそういう話ではないので、だから先ほどからもおっしゃ

って見えるように、じゃあ輪之内町はこういうような情報をいろんな提供がある中で、何をＤ

Ｘで重点を置いてやるかということが一番肝要ですよね。だからその辺の今方向性というか、

明確にタブレットは整えたとかそういった教育環境は整備してきた。じゃあこれからどうしま

しょうねということで、ドリルとかいろいろとソフトを使ってとか構築されつつありますが、

そういった中でこういった切り口でほかに何かありますか、考えてみえるところはありますか

というお話で、先ほど教育長の話だとそういったことをやりながらふるさと学習とかそういう

ことにつなげられたらなという理解でよろしいですか。そういう話の段階であり理解でよろし

いですか。 

○長屋委員 そういうこともあるし、この例示にある例えば統合型校務支援システム、これは今
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輪之内は独自のやつを使っているんですけど、契約が、近藤先生、いつ切れるんでしたっけ。 

○近藤教育委員会主任指導主事 ９月末です。 

○長屋委員 今年の。 

○近藤教育委員会主任指導主事 はい、今年の９月末です。 

○長屋委員 ９月に切れるので、県が広く採用しているTe-Comp@ssというのがあるんですけど、

そちらのほうに順次乗り換えていくと高校の出願とか内申書の提出とか全部デジタル化ででき

るようになるので、そちらの方向も進めていくというつもりです。 

○市橋（肇）委員 それは先生、働き方改革プロジェクトの中の一つですね。 

○長屋委員 そうですね、はい。 

 あと、これは当たり前にやっていることなんだけど、今まで、例えばさっきの評価の問題に

も関わってくるんですけど、さっきの評価の方法だと職員の評価だけが切り取られて出ている

ので、職員の自己評価だけに見えるんだけど、各学校においては職員の自己評価と保護者アン

ケートの結果と、それから児童・生徒のアンケートの結果とそういうのをトータルで見ながら、

例えば職員はこんだけ評価しているのに保護者はこんなに評価が低いとか、子供の評価はこう

だとか、全て主観と言えば主観なんですけど、その差があればなぜその差があるのかというの

を学校内で分析して次に生かしていくというようなことは学校内ではやっているんだけど、そ

ういうときに、アンケートを取るときに、今までは紙で取って先生が集計していたのを今はデ

ジタルで瞬時に集計できる。保護者アンケートも簡単に取れる。そういうところでもＤＸは働

いているのかなと。 

○田中委員 これは課長さんの心配してみえるところが、こんだけデータを上げているというと

ころが、さっきの評価書に出てこんわけやね。 

○市橋（肇）委員 だから、データ・プロセッシングにうまく乗っけられるような状態へ持って

いくことが我々としては必要だなあということですよね。相手を知って、ツールとして使いこ

なすことが大事であって。 

○荒川参事兼総務課長 そういうことですね。ツールというキーワードが大事です。 

○市橋（肇）委員 はい。 

○木野委員 今まで個々のソフトでいろいろ対応してきている。その個々のソフトについては、

逆に言うと必要に応じて各団体が勝手に開発した部分がある。それがしばらくしてある固まり

になると、県とか国とかが統一ソフトを使ってほしいという話になってくるんですよ。そうす

ると先行投資が完璧に無駄になってしまうという。だから、逆にやりたくないという部分があ

ったんですよ。でもそれは、統一ソフトに導くための一つのコストだと私は思っているので、

どんどん独自のものをやるべきやと。 
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 ただし、それは全部についてはできないよね。本当に自分たちに必要だと思っている部分に

ついては、遠慮なしにやらないと後から県はついてこない。だから事実を申し上げておるのは、

先行してやったやつが損になるようなやり方っておかしいところなんだって。だから、開発費

用がかかったんなら、後で俺たちと同じソフトを使えよと言うんだったら、うちの開発費用を

戻してくれよと、これはいつも言っておるんやて。なかなかそうはしてくれんけれども、それ

くらいやらないと先行してやろうという気にならないよね。 

 それと、さっきからの議論でいくと全てについてやるなんていうことは、これは客観的に考

えたって誰が考えたって無理な話なんだけど、ただ、一つ主体・客体の議論があるんだけれど

も、ある部分主体でありある部分客体であるというのが児童・生徒だとすると、少なくとも児

童・生徒を客体として捉えた場合には、どこは自分たちがやるけどここは捨てたやなんていう

話にはならないはずや。同じレベルでやっぱりちゃんとそういう需要に応じたものが供給され

るべき、それが１つ。主体・客体の議論の中での客体としての児童・生徒を見た場合には、そ

の部分は避けられないし、そこに凸凹が出るようではあかんと思う。 

 それから、うちが開発すべきかどうかということはまさしく逆に言うと、うちの教育の重点

はどこに置いておるのという話とイコールの話になってくるので、その部分について、じゃあ

うちは特色ある学校づくりのためにこの部分を集中的にやりましょうとそれはそれでいいんで

す。集中的じゃない部分はよそで開発したやつをどんどん取ってくればいい話なので。その部

分が、例えば岐阜県の人口の３分の１を抱えているような岐阜市だったら３分の１負担して開

発をやってもらえばいいんやし。うちのように何十分の１のところだったら何十分の１でいい

という。ただそのレベルはそろえないかんよと。幅の議論じゃなくてレベルの議論はきちっと

してやる部分はきちっとやっていかなあかんよという、私はそういうことだと思っている。 

 ＤＸ云々といって、デジタルトランスフォーメーションって何やといったら結局はＩＣＴ利

用の中で最終的にどんな変革を求めていくか、どんな変革を期待しながらやっておるかという

ところに尽きるので。ただ残念ながら、うちなんかでもそうなんだけど、かなりの部分、ＩＣ

Ｔ化したとかデジタル化したとか言っておるけど、まだ本当のことを言ってデジタイゼーショ

ンのそのレベルにとどまって、単にデータを置き換えただけの部分が多い。それを利用して何

かしようなんていう話にはなかなか行き着いていないし。だってデータの相互利用をするのは

今はなかなか難しい時代なので、データの相互利用ができなかったらそこから何か新しいもの

が生まれるはずはない。まずそこを考えるという話で、その上に次の世代にどんなものを残せ

るかという議論になってくるだろうと思うんですよ。 

 だからこそ逆に言うとこの教育プロジェクト、これは県がまとめたやつなんで、国はまたい

ろんなペーパーを出しているのであれですけど、取りあえずうちは県と共同作業をやらなきゃ
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やったと言ってくれへんので、取りあえずこの107からの項目については県に乗っかるような

形でやっていく以外ないんだけど、ここの中で自分たちが、この身の丈に合った中でレベルを

確保しながらやっていける部分はどこかということを今の段階できちっと議論してもらわない

と遅れると思う。それを遅れないようにやってもらいたいなあというのが今の素直な思いです

ね。 

 タブレットにしても何にしても、今はタブレットは１人１タブレット、それは国がお金出し

て全部そろえたんだけど、その使いこなしのレベルというのはまだまだやと思っている。そこ

を何とかしなければならない。そういう底上げの部分と、こうもり傘の先のようにとんがって

いる部分の議論と両輪をやる話になってくるので、全体についてどっちもやれなんていうのは

これは絶対に無理な話なので。でもこうもり傘の先のとんがった部分がないとみんな面白いと

多分言わないと思う。 

 というので、今日はあえてこのＤＸの話をここでちょっと情報共有しましょうという話なの

で。 

○市橋（肇）委員 だから僕らがやっぱり、今おっしゃったんですけど、大きな市とか市町の教

育委員会なんかの取組状況をしっかりキャッチアップしながら、その中で自分たちの身の丈に

合ったようなものも先進的に取り組めることと、ほかのところの弱いところは情報をキャッチ

アップして、言葉は悪いかもしれませんが、追随できるだけの一応準備をしているということ

だけは怠らないようにしていくかなあというふうには思っています。 

 だけど、今ちょっと町長さんも話されたんですけど、結局児童・生徒のためになることを優

先する。やっぱり児童・生徒のニーズのあることを大切にしてやっていく。ともするとこうい

う上からの上意下達のものというのはシーズありきで、デジタル化ありきで、それを何でもや

ればいいように思いがちなので、現場が必ずニーズはどこにあるかということを捉えて、それ

で進めるような形がいいかなと、私たち教育委員会としてはそんな感じで進められたらなあと

思いますけど。それが先ほど教育長がおっしゃったようなことなんかから始めていくことじゃ

ないかなあと思いますけど。 

 どんなところにみんな子供たちが、生徒たちがデジタル化をうまく捉えているかということ

が、やっぱりこれもアンケートを取ってみて考えてみるといいかもしれません。 

 そんなことはいいですかね、議会として。 

○木野委員 物すごい落とし穴に落ちちゃうと困るんだけど、例えば今コロナの段階で、今は学

級閉鎖なりなんなりとあんまりしないのであれなんだけど、前言われたときに、学級閉鎖しま

した、すぐにウェブで授業すればいいでしょうということをよく言われて、何を言っておるん

やと、もともとベースも何にもないところでタブレットを配ればできるというそんな話じゃな
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いやろうと。でもどこかで、国レベルの話にいくとみんなそういう逃げ道になっちゃうので。

ハードは配ったよと、あとはどう使うのか現場が工夫することなんやと。だから学校へ出てこ

れなかったら、それを使ってやればいいじゃんというのは、文科省は簡単に逃げ道になってい

る。 

 そういうことを言わせてしまわないためにも、今どんな状況で何が起きているのということ

を常に、何か投げかけられたときにできるできない含めてきちっとレスポンスできるような形

にしておかないと本当にやられっ放しで、結局地方公共団体だけがサボっているから国が思っ

たようなやり方ができんだけやというふうに論理のすり替えが起きてしまって、まさしくここ

一、二年の学校教育の中でのＩＣＴのデジタルという話はみんなそういう部分になっていくの

で、そうさせないためにできる部分は何かというアピールも含めてしなきゃいけないと私は思

っている。 

 これやっているといつまでたっても終わらない。 

○荒川参事兼総務課長 そういうことで、今日は県の提供しているそういう切り口なんかを紹介

させていただいて、この中の今日の話としてはできることを取捨選択して、児童・生徒にとっ

て何が一番有益かというところを取捨選択してやっていくというのがこれから大事だよね、そ

の方向性を早く持ってということですね。 

○木野委員 これからです。これからですが時間は極めて少ないです。 

○荒川参事兼総務課長 はい。 

 それでは、３番目、部活動の地域移行については、別紙の運動部活動の地域移行に関する検

討会という資料が始まる前に配られましたが、先生いいですか、説明。 

○加納教育委員会主任指導主事 ニュースとかでも最近本当によくやっていると思うんですが、

この提言はスポーツ庁ですので、運動部に限ってのことが書いてあります。最近文化庁のほう

からも文化部のものについても出されていますが、自分がまだ全部読んでいないので、今日は

こちら、基本的には形としては似ているので説明させてもらいます。 

 まだ詳しく知ってみえない方もいらっしゃるかもしれないので、ちょっとこれまでの流れだ

け。 

 右上の課題というところですね。先ほどからもずうっと出ているんですけれども、近年、特

に持続可能性という面で子供たちがすごい減っているというところがまず非常に大きくクロー

ズアップされています。 

 次に、競技経験のない先生が指導をするということですね。それによって技能的に伸びる子

供たちもちょっと損をしているんじゃないかとか。あと休日を含めた運動部の指導、これは働

き方改革の一つの課題じゃないかということですね。 
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 ３つ目が地域ではスポーツ団体や指導者と学校との連携・協働が十分ではないんじゃないか

と。継続的にしていこうと思うとやはり地域の力が必要じゃないかということが言われるよう

になってきています。 

 目指す姿としては、２番目のところなんですけれども、少子化の中でも将来にわたり子供た

ちがスポーツに継続して親しむことができる機会の確保をしていく必要があると。このことを

することが学校の働き方改革にもつながるんじゃないかということなんですね。 

 これはスポーツなんですけど、文化的なことも一緒なんですが、自発的な参画を通して「楽

しさ」「喜び」を感じる。そして、地域でつながりを持っていくことが大事だと。プラス部活

動というのは、やはり意義があったと思うんですね、これからも意義があると思うんですが、

そのことを継承しつつ移行していくと地域で見ていくことには価値があるんじゃないかと。 

 あと３つ目ですね。地域の持続可能で多様なスポーツ環境を一体的に整備し。この部活動の

地域移行化というのは、部活動をただ地域に移行すればいいということではなく、それに伴っ

て、輪之内ですと例えば輪之内スポーツクラブの活動をもう一度見直していき継続的に活動が

できるそういう地域にしていく必要があるんじゃないかということを目指しています。 

 具体的にじゃあどうするのかというと、まずは休日の運動部活動から段階的に地域移行して

いくことを基本とします。目標期間は、令和５年度からの３年後、令和７年をめどにまずは休

日の運動部活動を地域に完全移行するという方向が出されております。 

 今は何か休日ばっかりスポットライトを浴びているんですが、最終的には平日の運動部活動

も地域移行をできる。ここに書いてあるんですけど、別に今も平日に移行できるのであれば休

日に限っていませんよということが示されています。 

 あとは地域におけるスポーツ機会の確保ですね。あとスポーツ団体、先ほど言いましたけど

学校との連携をしていくことが方向性としてなっています。 

 簡単に言いますと、もう来年度から地域移行をやってくれと、３年間で。これはもう確実に

決まっていることです。決まっているというとおかしいんですけれども、やっていく方向で現

在動いています。 

 こういった流れの中で輪之内町としては、現在何とか来年度からできるようにするために、

令和５年度からまずできる部活動からやっていこうということで、現在既に外部指導者がいる

部活動については、まずはそこはやっていこうと。ただ現在外部指導者がいない、例えば文化

部ですね、美術部とか。スポーツの部活動は、ほぼ外部指導者は今輪之内はいます。１人以上

はいます。ただし、吹奏楽についてもちょっと人が足りていないので、そういうところについ

ては来年度じゃなくても順次やっていけるんじゃないかと。 

 あと今決めているのは、運営主体を２つ考えています。輪之内スポーツクラブか地域学校協
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働本部、輪之内中にあるんですけれども、地域学校協働活動として行う、この２つを現在考え

ております。 

 ７月20日と８月17日の２回これまで部活動地域移行検討会というのを開いております。参加

者は、１回目は教育長、教育課長、あと輪之内スポーツクラブの理事、輪之内中学校の校長と

部活担当、あと社会教育担当と自分、学校教育担当で行いました。１回目は先ほど話したよう

な流れをお話しさせていただいて、第２回は具体的な提案といいますかこういう場合はどうし

ますとのお金のことも含めて検討会を行いました。 

 正直まだすごく決まったわけではなくて、やはり話していく中でいろんな立場の方に来てい

ただいているので、正直ちょっと調整が難しい場面もあります。現在教育委員会の事務局とし

ては、スポーツクラブにいきなり中学校の部活動のことを全部お任せするとなかなか調整が難

しい部分があることが前回の検討会で分かったので、まずは中学校だけで動ける地域学校協働

活動のほうで行ったほうが、まずは最初の段階としては、形としてはやりやすいのではないか

ということで今考えています。 

 すごくはしょって話したんですが、大まかな流れとしては現在そうなっております。 

○荒川参事兼総務課長 ありがとうございました。 

○市橋（肇）委員 加納先生、この地域学校協働活動の議事録とかどこまでどう決めたかとか、

そういう報告というのはどういう場になされているんですか。今はまだそういうプロジェクト

みたいなもので、内部のレベルにしかなくて、私たちはあまり聞いていないような感じなんで

すけど、今の話。 

○加納教育委員会主任指導主事 正直まだどこに主体を置くかということも決まっていなくて、

報告をする前の段階といいますか、こういうことで進めたいということを決める会をまずさせ

ていただいていまして、ですので保護者とかにもまだ説明はしておりませんし……。 

 ただ、スポーツクラブのほうに先に話をしてしまった関係上、まずそこをちゃんと筋を通さ

ないとまずいということで、10月ぐらいに、ある程度決まったときに地域学校協働本部の会議

を開いて説明をさせていただくということを考えております。 

○市橋（肇）委員 じゃあこういう活動を検討するグループというかプロジェクトを立ち上げた

ということで、まだ正式にみんなに発表する段階にないということでいいんですか。 

○加納教育委員会主任指導主事 説明をさせていただいたときに、やはりいろんな団体の方が見

えて、今の活動とかの中に中学校がぱっと入ってしまうと、先ほどの話じゃないですけどスポ

ーツクラブ自体のいろんなところにも調整が必要になってくるので……。 

○市橋（肇）委員 それじゃあもう一つ、地域学校協働活動の協議会なりなんなりに、会長さん

なんかの承認を得たら、それはもうそれで済む、キックオフするんですか。 
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 例えばこの教育委員会に対してはどういうような形で取り組まれるんですか。 

○加納教育委員会主任指導主事 教育委員会に対してというと。 

○市橋（肇）委員 要はこれは教育活動の一環なのか、違う部署で立ち上げていく仕事なのか。 

○加納教育委員会主任指導主事 これは非常に難しいんですが、学校教育が実は担当している市

町というのは非常に少ないです。この西濃地区でも少数なんですね。さっき言われたみたいに、

なるべく学校から最終的には離していきたいという意向があるので、最終的には地域で見てい

くということなので、学校教育からは離していきたいですけれども、いきなりそれをやってし

まうと、それこそさっきやっていた部活動の意義、これまでやってきたそのものがなくなって

しまうので、そこも今調整をしております。 

○市橋（肇）委員 例えば、今まで知育・徳育・体育と言われた体育という部門の中にスポーツ

という位置づけもあったりすると思うんですよ。教育活動の一環としてスポーツ活動を先生方

も面倒を見てきたと、お仕事としてやってきたはずなんですよ。そのお仕事が、今度地域に移

管するんだけど、移管したら、移管した後を地域学校協議会が面倒を見ていくよという形なら

それはそれでいいのかもしれないですけど、そういうふうにしますよという許可とかその承認

をどこに対して受けるのかということを聞きたかった。 

○加納教育委員会主任指導主事 承認をどこに受けるか。 

○市橋（肇）委員 検討するのは大いに結構だけど、だとしたらその許可を将来受けるというと

ころに逐次報・連・相していくべきだろうと僕は思いました。 

○長屋委員 まだちょっとはっきり言ってその段階まで来ていなかったので御報告はしていない

んですけど、教育活動の一環なので、当然その進捗状況については教育委員会で報告をして御

理解いただいたり、御意見いただいたりというふうで進めていくことになると思います。 

○市橋（肇）委員 この前もちょっと市橋修委員からもあったんだけど、教育委員という委員会

へ上がってくるいろんな報告なり相談なり連絡なりというものが、結局はある程度事後処理み

たいな形でいろんな情報が後回しになっていて、今こんな動きをしていますよという全体把握

が今しにくい状況なんですよ。だから教育プロジェクトとしてこういうものを立ち上げたので

おいおいちゃんと連絡しますよとかそういう話を聞かせておいてもらわないと、ある日突然私

たちが、おまえ教育委員なんだけどこういう動きしていて、こういう話合いが行われているけ

ど知っているんかと言われると非常に肩身が狭い思いをするので。 

 この前、いろんな学校で起きたトラブルについても、即時即応する必要はないにしろただ情

報は提供しますよというようなことで流してもらったんですけど、そういう意味では、こうい

う世間で、今日本全体でどこでもこういうふうに取り組もうとしている課題ならば、うちとし

てどの程度進捗させているかはやっぱり連絡いただけたら私たちも幸いです。 
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 何もそれに対してどうこう、意見を言う機会もないというのもちょっとおかしな話だなあと

いうふうに今伺ってちょっと思いました。 

 だからこういう報告で、こういうレベルに今進めているという話は今承りましたので、はい

分かりましたということです。 

 私ちょっと注文なんですけど、さっきも言いましたけど、知育・徳育・体育で、教育という

場で今まで基本的にはスポーツの振興なり芸術の振興なりというのは教育の一環で進めてきた

わけですよね。地域で進めるということは大いに結構だし、餅は餅屋に進めていくのはいいん

だけど、今までの教育者のレベルに見合った人格のある人が指導者でいますよねとそこだけち

ょっと確認したい。 

 ともすると勝利至上主義、それからいろんなスポーツ選手、世界レベルを意識すると幼児化

を図る。そこで本来体育ということじゃなくて、体を壊してまででも勝利至上主義に走るよう

なことになっても困るというようなところもあって、できればそういう適格な指導者にお任せ

しながら本当に今までの教育現場だけでは見られなかった部分を補完して子供たちを育成する

ということを遂行してもらいたいなというふうにちょっと思うんです。 

 今特に地域というのを、協力を得てというんですけれども、今は勝利至上主義のクラブがい

ろいろあるんですよね。例えば野球なんかは、高校野球も本来は地域とか何とか根差したでや

っていたんですけど、今はセミプロ化して偏った集め方した学校が出てきている。甲子園とか。

それ以外でもサッカーでもそうだと思うんですけど、いろんなクラブチームがあったりして、

ともするとそこでいろんな小さないざこざトラブルは起きているやに思うので。 

 輪之内ではどうあるべきかというところ、地域をまたいでいくんだったら、今でもそうだと

思うんですけど、例えば輪之内に組織がないから岐阜まで行っているとか、羽島まで行ってい

るとか、そういうことをどう見ていくのかとか、そういうような話までちょっと私個人として

は興味があって、だから地域からひょっとしたら離脱していないかということをちょっと恐れ

る。それなら趣味の世界に入り、それは教育の一環じゃなくて、それは個々人の欲求に沿った

動きでしかないんじゃないかというふうにちょっと思ったりもするので、ちょっとここら辺微

妙だろうなと思います。 

 そういう議論を我々としてもする場をもしあれだったら設けていただきたいということを希

望していきたいと思いますけど、この場では。 

○木野委員 その部分に関して言うならば、文部科学省が主体になってやっている部活の地域移

行に関する検討会議というのが去年からやっていて、多分今言われたことは全部話題になって

います。 

○市橋（肇）委員 なっている、課題に。 
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○木野委員 それをどう整理していくかという今作業段階で、ただその作業を急がなきゃならな

いというのが、さっきも加納先生が説明したように７年目標ですよというのがもう既にこれは

合意に近いというか、ほぼほぼ合意された中で７年までにやりなさいという話にもうなってい

ます。そうすると７年ってすぐそばなんですよ、実際問題として。 

 その間に、今決まっていることは何よといったら何一つ決まっていないんですよ、正直言っ

て。ただ問題点だけはみんな共有しています。これは学校だけに関わる問題じゃないよねとい

う話。特に人口減少、生徒数の減少の中で、学校単位ではなかなか維持できなくなっているよ

ねという外部的な要因というものが大きな力としてあります。 

 それと学校制度そのものとしても、いわゆるさっき学校の教育活動そのものじゃないのとい

う話があったんだけど、そこの制度的な裏づけからすると、もともとは根拠を持って学校でや

るべきものだったのが、制度論としては学校教育という正面から捉えた部分からちょっと外れ

てきて、それが地域とつながってくるという状況が出ています。そこのところをどうやってや

っていくかという。 

 言っているのは、教師にとって大きな業務負担というのが文科省の議論の中でいきなり表へ

出ているんですよね。業務負担になるから地域へ移行といってそれは単なる負担の転嫁にすぎ

ないので、そういう議論は本当はおかしいでしょうと。教員に過度の負担がかかっているんだ

ったら、必要な教員の数を増やせばそれでいいはずなので、システムを変えるにはそれなりの

理由が要るでしょうと、なぜ今地域移行なのという部分について、答えをきちっともらわない

ことには、これは誰もオーケーというか納得できませんよねということは申し上げています。

いずれ答えが出てくるのか、答えが出ないまま走るのかは分かりませんけれども、今そういう

状況はあります。 

 一番の問題は、地域地域とおっしゃいますけれども、さっきいみじくも市橋さんがおっしゃ

ったような学校の先生に比肩するようなそういう能力を持った人が地域に何人いるのという話

が一つ私、地域をどう捉えるかという話。範囲を、校区で捉えるの、それとも公共団体の範囲

内で見ておられるの、それとも公共団体の枠をはみ出したところも含めてやるの。だから現に

輪之内でいうと、羽島のクラブへ行ったり大垣のクラブへ行っている人はいっぱいいる。これ

を地域移行することによってそちらのほうに逆に枠をはめてしまうようなことになったら本末

転倒になっちゃうのでそこはどうなんですかねという話。 

 ただ学校から移行しようと思うと、実のことを言うと今例えばいろんなスポーツ競技会や何

かに学校単位で参加している。それを例えばエリア単位の地域クラブもそこに参加できるよう

な形にしましょうとかいうんだけど、そうしたら、じゃあ岐阜のクラブへ入っている人はどこ

から出られるのとかという話になるとさっきの趣味の世界になってしまうので、そこの整理が
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やっぱり必要なんだろうなと。 

 我々がカバーする部分はどこまでと。そこから先は、もうそれはとんがった頂点を目指して

いく人はまた違う方法があるでしょうと、そこのところをどう整理するのかということが細か

い議論としてはまた出ています。 

 これからどうなっていくかといったって、もう時間がないので、いずれかのときにはえいや

ーといって結論が出ると思います。というのは、この運動部活の地域移行の次に文化活動の地

域移行というのがもう既に次の課題として出ていますので、そこも併せてという話にはなるで

しょうね。 

 ちょっと今までの中でいくと、今度は逆に言うとうちの地域資源としてそういうスポーツの

指導者ってどういう形でそろえるべきなのかねという話。 

 それと、当然のことながらそこには財源的な裏づけというか、ただ働きやったら今学校の先

生がほぼほぼ教特法の４％で働かされているようなもんで、それと同じじゃないのという話に

なっちゃうので、そうするとその財源どうするのという話が次は出てきます。 

 ちょっとそう簡単に、例えば輪之内って大きくない団体だということは御承知のとおりです

けど、ここだけで全部そろえるというのは絶対無理な話で。でも無理だからといってやらない

という話にはならない。 

 これは児童・生徒の側から見れば、どこにいても同じように地域クラブの中でスポーツ大会

にも参加できるし、いろんなことの練習もできるような環境を整備してやるというのが我々の

務めですから、それを児童・生徒にしわ寄せが行くような方法でエリアを決めたり、考え方の

整理をするというのはやはりさがない話だろうなと思っていますよ。 

 今は言えるのはそこまでなので、ただ今日も本当にこれを私があえて出したほうがいいよと

言ったのは、とにかく関係するであろう皆さんに情報共有をしてほしかったということですの

で、よろしくお願いします。 

○荒川参事兼総務課長 ということで、これからまだ課題は多いということですが、だけどいい

方向に進められたらということですね。 

 それでは最後、時間も押しておりますので、(4)番は報告だけでございます。 

 おととし、総合教育会議で防災教育のことを話題に出させていただいて、中学生の防災士の

在り方についてということでいろいろとやったんですが、これで今年になって中学校で防災士

の資格を取った子たちにお便りを出して、輪之内町の防災士連絡協議会というのを令和２年７

月に立ち上げました。 

 今、輪之内町は防災士の数は結構多い、300人ぐらいいるんですが、その協議会には今41人

の人たちが参画をしていただいてやっていただいております。コロナ禍ですので、いろいろ勉
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強会とかもやろうということで計画はしたんですけど、なかなかそれが思うようにできていな

いというような状況ではありますが、その中で中学を卒業した、一番最初に中学校２年、中学

校の防災士を始めた子が今高校３年生になっておるんですよね、今年。その子たち、全部高校

生になった子たちに、防災士連絡協議会に入って一緒に防災士の活動をしませんかということ

でお便りを出して、ぜひお待ちしておりますと言いましたら、12人の方が私やりますというこ

とでこの協議会に入ってくれました。 

 今後、この７月末に勉強会ということでやる予定だったんですけど、これもコロナの感染者

数が伸びてきたので延期にしましたけど、そういった活動を今後も続けて、ようやく形ながら

ではありますけれども、点であった防災士教育がちょっと線になりつつあるかなという状況で

ございます。それだけ御報告させていただきます。 

 本日の用意した協議事項は以上でございますが、そのほか何か皆様方からありますでしょう

か。 

○田中委員 僕、ずうっと中学校と小学校で毎年こうやって卒業生の将来のあれあるがね、ユー

チューバーとかパティシエとかというあれを見ておったけど、一番最後、３年ぐらい前に中学

校で２人か３人、学校の先生みたいなことを書いた生徒がいたね。10年で、８年ぐらいか。ち

ょっとこれは情けないと思ってね。 

 学校の先生も生き生きする後姿を生徒に、見せてほしい。 

○長屋委員 ただ将来ＡＩに置き換わらない職業ということで学校の先生は出ています。 

○田中委員 そう、そこのところをきちっと認識しなあかんけど、生徒は違うもん。パティシエ

になりたい。恐竜博士になりたい。 

○市橋（肇）委員 だからどっちかというと手練手管で教える先生じゃなくて、とにかく全人格

で指導してくださるような教職員が増えればいいと思うんですよ。ところが今生半可ただ仕事

のためにとか、ちょっとかっこいいのをやってみようかというので生かじりの人がいろいろト

ラブルを起こしたりなんかして新聞種になっているんじゃないかと思いますけど。それを見抜

けなかった採用した側にも責任がある。 

○田中委員 僕、岐阜で指導校か何とか研修校とかいってあるがね。先端的な教育方法をやって

いるところの生徒さんだとかいうのを聞いておると、輪之内町は、それは中へ入ったらいろい

ろあるけど、各学校で一丸となり、４校が一丸となって生徒の教育にいそしんでおられる姿は、

僕はそこらを見ると輪之内はいいなと思う。以上、終わりです。 

○荒川参事兼総務課長 ありがとうございました。それでは時間も参りましたので、本日の会議

を終わらせていただきたいと思います。お疲れさまでした。 

（午後８時52分 閉会）  
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