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（午後７時00分 開会）  

○中島教育委員会教育課長 皆様、こんばんは。 

 それでは、定刻になりましたので、ただいまより令和元年度第１回輪之内町総合教育会議を

開催させていただきます。 

 初めに、町長より御挨拶をいただきたいと思います。お願いします。 

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

    １．町長挨拶 

○木野委員 大変冬らしくなりました。きょうは第１回の輪之内町総合教育会議ということでご

ざいます。 

 この会議の趣旨そのものについては、今さら私は言うこともありませんので、あえて繰り返

すことはしませんけれども、いずれにしても教育のベースとなる物の考え方を全てのところで、

まず同意を取りつけながらやっていかないと、ひとり歩きしてしまうということになりますの

で、皆さんの御意見を頂戴しながら、まずベースをきちっと固めていくということになろうか

と、そんなふうに思っております。 

 きょうは、今までやってきた教育に対するいろいろな計画の改めての検討という部分が出て

まいります。と申しますのは、教育というのは、ベースはそんなに変える必要はないと思って

いるんですけれども、そのベースに基づいてやっていくこと自体については、やっぱり時代の

的確な変化とともに変えていく必要があるんだろうと、私自身はそんなふうに思っています。

その風をどういうふうに読み取るか、まさに我々の日常的にやっている中での情報収集の大切

さと、その感覚が問われるだろうと、そんなふうに思っております。 

 余り長い時間ではないと思いますけれども、ひとつよろしくお願いしたいと思います。 

○中島教育委員会教育課長 ありがとうございました。 

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

    ２．教育長挨拶 

○中島教育委員会教育課長 続きまして、教育長、お願いいたします。 

○箕浦委員 こんばんは。 

 夜分御出席いただきましてありがとうございます。 

 きょうは、Ａ４・１枚昨年度と同じようなものを持ってきました。現在教育委員会が取り組

んでいる教育活動や事業の報告とか、今後力を入れていきたい事項についてプリントにまとめ

ました。 

 まず１つ目です、地域学校協働活動事業の推進です。各校に設置されました学校運営協議会

を母体として、本年度10月から地域学校協働活動本部を設置し活動を進めています。 
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 ９月26日、輪之内町の学校運営協議会連絡会、これは輪之内町地域学校協働本部連絡会とも

兼ねています。この会を開催しました。 

 この12月11日に、輪之内町の本部会議を開催予定しております。内容は、地域学校協働活動

センターから派遣していただく講師による講演を聞き、その後４校に別れ、今後の進め方等に

ついて協議します。地域学校協働活動事業も軌道に乗り始めました。 

 次に２番目ですが、新学習指導要領の全面実施が小学校は来年度、中学校は３年度から始ま

ります。教科書もこの年度から新しくなります。現在、これに向け準備を進めております。 

 特に外国語は、小学校では、教科として位置づけられます。また、プログラミング教育も始

まります。これにかかわる研修も今後進めていきます。 

 大きい３つ目です。来年度に向けて一番力を入れなければならないことは、新学習指導要領

の趣旨を生かした授業改善です。新しい教科書に合わせたカリキュラムの作成も必要です。ま

た、現在新しい教育課程に沿った学校教育計画の作成にも取り組んでおります。 

 これからもよろしくお願いします。 

○中島教育委員会教育課長 ありがとうございました。 

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

    ３．議事録署名者の選出 

○中島教育委員会教育課長 では次に、議事録署名者の選出ということで、委員さんに順番にお

願いしております。本日の会議録の署名は、市橋肇委員さんと淺野委員さんにお願いしたいと

思います。よろしくお願いいたします。 

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

    ４．協議事項等 

○中島教育委員会教育課長 では、次の協議事項に移ります。 

 １つ目の輪之内町教育振興基本計画等の見直しについて、松井調査官より説明をお願いいた

します。 

○松井教育委員会教育課調査官 皆さん、どうもお疲れさまです。 

 お手元のほうに、３つの計画の指針とか方針とかいったものがあると思います。本来ですと、

ここに教育大綱という大もととなるものをお示しして協議をいただくということになるわけで

すけれども、今、そのもととなる輪之内町教育振興基本計画のほうをまず作業を進めておりま

す。 

 といいますのも、この平成31年度で５年間の計画が終わって、新しい計画を策定していくと

いう段階で、私どものほうで作業部会を、ここには２回分と、それから１回確認ということで

教育長、課長をまぜて確認をした内容があります。実際には作業部会のほうは先日やっており
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ますので３回行っているという状況です。まだ全部が終わっているわけではなくて、途中経過

ということになっているわけですけれども、今いろいろと進めている状況であります。あとは

定例の教育委員会等で途中経過をお示ししながら、御意見をいただきながら、今進めている状

況のものです。 

 結構赤字がいっぱいありますが、まず表紙のほう、令和２年度から令和６年度までの５年間

を策定しているということでありまして、目次のほうはまた見ていただいているかと思います

ので、５ページ以降でお願いしたいと思いますけれども、ここの部分は５年前と比べてかなり

新しい教育的な言葉も出てきております。例えばSociety5.0とか、第４次産業革命とか、超ス

マート社会といった新しい言葉も出ていますので、この言葉も実際にここの中にまた説明書き

を入れて、わかりやすくしていきたいと思っておりますけれども、まず前段の部分でかなり言

葉を変えてきているということであります。 

 ２の計画の位置づけとしては、岐阜県の教育ビジョンも令和元年度から令和５年度というこ

とで平成30年度に新しく策定をされております。それも踏まえて、町の計画も整合性を持たせ

るために見直しを図っているところであります。 

 計画期間は、先ほど申しましたように令和２年度から令和６年度までということで、前回は

初年度に見直しをしておりますけれども、「状況の変化により」という通常のベースに戻した

らということで、そういった直しをしております。 

 ７ページ、８ページ以降ですけれども、まだグラフとかは変えておりません。数字はつかん

でおりますので、グラフ等も変えていくわけですけれども。あとは、〇をつけて箇条書き風に

見やすくしていこうと。県のビジョンもかなり箇条書きで見やすくなっておりますので、そう

いったところで変えているということであります。７ページ、８ページあたりはそういうこと

であります。 

 ９ページの計画の基本理念・目標というところで、計画の基本理念、これは第５次総合計画

にも載っている言葉でもありますし、これを今、第５次総合計画がまだ生きているということ

もありまして、これはこのまま継続していこうという話し合いになっております。 

 それから、その下の計画の目標です。言葉は端的な言葉になっているんですけれども、今ま

では、こういった言葉をもう少しわかりやすくした言葉にしたほうがいいだろうということで、

この赤字のほうに直していきたいというふうに考えております。 

 ２の計画の目標と次のページの体系と整合性がちょっとないですけれども、実は(7)「ふる

さと輪之内」への愛着と誇りを育む教育とグローバルに活躍できる人材の育成、この辺がいわ

ゆる我々が今進めている地域学校協働活動にもつながる事業でもありますし、そういったこと

で学校教育、それから社会教育とつながるものという位置づけで、次の計画の体系の中では４
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番の上２つ、２番、３番が学校教育関係、それから５、６、７がいわゆる社会教育、生涯学習

という、その橋渡し的な位置で４番の「ふるさと輪之内」への愛着と誇りを育む教育とグロー

バルに活躍できる人材の育成ということで、その３番にあるふるさと輪之内、グローバル人材

教育を抜き出して大きな基本目標にしていきたいという思いで、ここに位置づけを変えておる

ところです。 

 それからもう一つ、我々の共通認識の中では、県のビジョンの中でも２つの大きい項目で、

ふるさととＩＣＴ教育というのが出ておりました。我々としてもそういった２つの大きい重点

項目を持っていきたいなということで、我々もＩＣＴ、それから先ほども申しております地域

学校協働活動の部分を重点的施策という捉え方をして、この中に入れ込んでいきたいなという

思いでおります。それは、ちょっとここには示していませんが、９ページの計画の目標の下に

重点施策ということで入れていきたいというふうに今作業をしているところです。ＩＣＴにつ

いては、うちのＩＣＴの学校教育プランというのがありますので、それにもたれた形で書き込

みをしていきたいというふうに思っております。 

 計画の体系については以上であります。 

 それぞれの基本計画について、今、まず１の教育環境の整備・充実というところで作業を進

めておりまして、ほぼこんな形でどうかなということであります。 

 現状と課題というところも、これも現状と課題と一緒に書くのではなくて、分けて現状、そ

れから課題というふうにしていきたいという意見もありました。そのほうが見やすいというこ

とも思っております。この中では、今までは大規模改修とかいろんなことが終えていなかった

段階での計画でしたので、その部分を終えましたという言い方をしたり、エアコンの設置も済

んでおりますので、設備を導入したとか、そういうこと。 

 それから、実施項目も当然、大規模改修は終わりましたので、適切な維持管理に努めるとい

うような書きぶりに変えております。 

 それから、教員の資質向上ですけれども、今、働き方改革ということが非常に叫ばれており

ますので、その文言も入れて、現状と課題の中でまた見直しを図っているというところであり

ます。特に働き方改革のほうでは、我々のほうでは校務支援システムの導入や留守番電話の導

入に取り組んできております。そういったこともうたって、ある程度の成果を上げているので

はないかということも踏まえてということです。あとは研修を行っていくという内容になって

おります。 

 それから(3)です。家庭・地域との連携というふうになっていましたけれども、やっぱり学

校とということで、「学校」を入れていきたいということです。ここでも地域学校協働活動の

話に少し触れながら、重点施策のほうできっちり書きますので、ここでも当てはめていこうと



 

－６－ 

いうことになります。それは実施項目の中に書き加えてあります。次、13ページになりますか

ね。ここでも地域学校協働活動という言葉を入れております。 

 それから、教育支援ということですけれども、ちょっと教育支援という言葉を、このあたり

は子ども・子育て支援という言葉に変えていこうという話になっておりますので、またそれも

おいおい修正をしていくということになっていこうと思いますが、まず留守家庭児童の話とか、

準要保護の話とか、そういったことを載せてあります。 

 実施項目のところですけれども、留守家庭児童教室というよりも、我々教育委員会としては

放課後の児童の寺子屋的な考え方ですね、そこで教育をしていこうとか、そういった流れに少

し変えていきたいなというふうに考えております。 

 14ページ以降に、実際に作業をした結果と、どういった項目でやったかということをお示し

させていただいて、これを受けて前半部分の振興基本計画を直してきたということでありまし

た。御報告ということでかえさせていただきたいなというふうに思います。 

 次に、輪之内町いじめ防止等のための基本方針ということで、これも一応毎年事あるごとに

見直しを図っているということであります。見直しといいますか、確認をしているというとこ

ろでありまして、今回少し確認をした中で、４ページですか、１枚めくっていただいたところ

です。いじめの定義のところが少し変わってきたということで、追加をさせていただいていま

す。読み上げますと、「けんかやふざけあいであっても見えないところで被害が発生している

場合もあるため、背景にある事情の調査を行い、児童生徒の感じる被害性に着目し、いじめに

該当するか否かを判断する」というところを書き加えました。これは、当然、校長先生方にも

見ていただいていますので、そこからも御意見をいただいているということであります。 

 次に、７ページです。 

 これは教育委員からの御意見もありました。といいますのは、どちらかというと、このいじ

め防止等のための基本方針は起こった後のほうに重点を置いたような書きぶりでもあります。

ただ、やはり抑止、防止、そちらに重点を置くべきではないかということもありまして、そう

なるとやっぱり教職員の資質向上、研修が必要であろうということで、一部赤丸の上のところ

も研修とかいろいろ書いてあるんですけれども、実際に誰がやって、どういうことをやるとい

うことを具体的に明示して防止を図っていこうということで、この文言を入れました。後のペ

ージのほうに、いろんな具体的に使うリーフレットとかチェックシートを、これも計画の一環

ということで一緒につけていこうという話し合いをしております。 

 それから、12ページです。 

 12ページの中ほど、赤でつけ加えました。見え消しの部分もあります。この部分は削除をし

たいと思っているんですけれども。少し読み上げます。「ただし、いじめを受けた児童生徒又
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は保護者の意向などにより、輪之内町いじめ問題対策内部委員会の構成等について、前述した

者以外」、前述というのは、その構成について書かれた方ですね、「に替えて又は加えた者に

より調査及び協議を行うことができる」。いわゆる弾力的な運用を図れるというような考え方

を入れていこうというものです。要するに、がちがちのあれですと、いろんな保護者とか被害

を受けた方の事情というのもあります。そこまでというのもありますし、いろんなことが考え

られますので、「行うことができる」という規定で弾力運用を図っていこうというものです。 

 それから、めくっていただいて次のところです。調査結果の報告というところで、これを端

的に読むと、我々が調査した後に町長のほうに報告をすれば足りるというふうに読めますので、

そんなことは普通あり得ませんので、そのことを明示して、「また、必要に応じて調査及び協

議の途中経過等について町長に報告するものとする」というふうに明示をしました。 

 あとは、その後でつけ加えてあるものが、先ほども申しましたリーフレットとか、それから

一番最後のチェックシートにつきましては、先般岐阜市でいじめがあった折に、県を通じて各

学校、教育委員会のほうに流れてきた資料をもとに、これを今後も引き続きやっていたらどう

かなということで入れてあります。 

 輪之内町いじめ防止等のための基本方針は以上です。 

 次に、職場環境を悪化させる行為の防止及び対応に関する指針及び運用要領です。いわゆる

ハラスメントに関する防止の要領です。これも毎回見直し等とか周知をしていただいている部

分でありまして、少し語句の修正をしました。 

 めくっていただいた４ページですね。「しないようにしなければならない」という言い方は

何か弱いなということで、「してはならない」ということでありまして、めくっていただいた

ところも同じです。それから、同じような修正が19ページにもございます。 

 それから、８ページと22ページに、相談の窓口というのがありまして、いろいろ疑問になっ

ているものがありましたので県に確認をしまして、これはこのとおりでいいだろうということ

のお話でしたので、ここの部分は変えずにそのままでいきたいなというふうに思っておりまし

た。 

 以上、簡単な御説明で申しわけありませんけれども、以上よろしく御協議のほどお願いをし

ます。 

○中島教育委員会教育課長 ただいま、輪之内町の教育振興基本計画と輪之内町いじめ防止等の

ための基本方針、そして職場環境を悪化させる行為の防止及び対応に関する指針及び運用要領

について、現段階の見直し案を説明していただきました。 

 今の段階で、御意見、御質問等ありましたらよろしくお願いいたします。 

○田中委員 原則のことを聞いて悪いけど、３つできて、最終的には町長の責任だけど、現場と
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しては教育長になると思う。 

○木野委員 ちょっと技術的な問題でいいかな。 

○松井教育委員会教育課調査官 はい。 

○木野委員 ７ページ。人口の推移のところだけど、これは今のトレンドと全く離れてきている

ので、別に５年ごとの国調だけのデータじゃなくてもいいから、次は平成でいうと32年にまた

新しい国勢調査が入ることになっているので、今の状況を見ているともう既にトレンドとして

は減少に入っているので、それは住民基本台帳でもいいし、ほかのデータをとりあえず仮置き

する形でもいいから、トレンドはもう変わっているよということをはっきりさせてほしい。 

○松井教育委員会教育課調査官 はい。 

○木野委員 それと目次。目次というのは大体読む人が読むべき部分を見つけ出すための非常に

重要な部分だと思うんです。なかなかこれを全部時間をかけて読んでいるというよりも自分の

関心分野を、そこへ行くための一つのツールとして非常に重要だと思っているんだけれども。 

 その中で、今の基本計画に１から７まであるが、これはいろいろ御意見のあるところだと思

うんだけれども、グローバルに活躍できる人材の育成という部分が、もう一つ両括弧のところ

から上へ上がってきたことはよくわかるんだけど、私の感覚からいうと、これは独立項目でも

っときちっと出してほしいなと。「ふるさと輪之内」への愛着と誇りを育むという、これはこ

れで持っていってもらっていいんだけど、これのつけ足しみたいな形でグローバルに活躍でき

る人材の育成というのは、これはちょっと私はこの分類には賛成できない。今、外とのバラン

ス、それから外がどういう動きをしているのかということを見ながら教育の本質に迫らないと、

もうガラパゴスになっちゃうといかんよ、それは。 

 そういう意味で、これはあえて大きいテーマとして、大きいテーマというより、ここの幾つ

かの問題というよりも、この基本計画のベースになっている部分のような気が本当はする。そ

こをもう少し何か記述の方法として検討してほしい。 

○松井教育委員会教育課調査官 はい、わかりました。 

○木野委員 項目については網羅されているとは思うけど、分類の仕方をわかりやすくしてくれ

るとありがたい。とりあえず、今、説明を聞いていて感じたのはそれぐらいですね。 

○松井教育委員会教育課調査官 今のグラフのトレンドの話につきましては、この後３年分ぐら

いと近々の状況を載せて、グラフを入れていきたい。 

○木野委員 国調の数字がいつも共通の数字として理解されてきた前提には、実は住民基本台帳

法改正前の住民というのは外人を除いた数字でやってきているので、全く現実の住民とは合っ

ていない部分があった。今は、住民基本台帳法の住民の中には日本人と、外人も含めて両方に

なっているので、ある意味ベースがニアリーイコールになってきているので、そこの数字を出
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してくると住基とそんなに乖離しない、前提がほぼ一緒なので。 

 何が国調と違うかといったら、要は登録人口なのか、現実の人口として、要するに住民票を

持たずに動いている人の部分が住基と国調と変わっているという、その違いだということなの

で、制度が正確に動いておれば、ほぼイコールになる数字のはず。だから、使い方さえ注記し

ておいてくれれば、それを使ってもそれほど問題はないなという気がした。 

○松井教育委員会教育課調査官 わかりました。 

 先ほどのグローバル人材の件ですけど、再度検討をまた加えていきたいとは思います。いろ

いろこの部分も少し委員会の中でも話はありましたので。 

○木野委員 あと例のSociety5.0とか、それから超スマート社会とかいうものの前提として、そ

もそもが、そのこと自体がもう既にグローバル化の波の中でどうそれを位置づけていくかとい

うことがないと、言葉だけひとり歩きしたってだめだと思う。Society5.0だとか超スマート社

会をＩＣＴの問題だと捉えちゃうとだめだと思う。ＩＣＴだけの問題では僕はないと思ってお

る。物の考え方自体がもう変わってきている。 

 最後に僕が一言だけ言いたいのは、教育って、そうやっていろいろツールの議論をしている

んだけれども、結局はいい先生がいるといい生徒が育つよねということに尽きる。目標とする

ような目指す教師の理想像をどうやって先生方自身が提示できるかという。自分の思いも含め

て言うならば、じゃあ何々が好きになったときに、何で好きになったんだろうと考えたときに、

昔からよう言われるように、それにすてきなイメージを与えてくれた先生がいるから、それを

勉強してみようかと。例えば小学校でいうなら、算数のおもしろさというのをきちっと教えて

くれる先生がいると、算数が好きになって、中学へ行くと数学になって、もうちょっと大学へ

行って、最後は宇宙論みたいな話になるのかもしれないけれども、そこまで追求していく一つ

の道筋ができてくるというのかなと。 

○松井教育委員会教育課調査官 我々が思うのは、子供たちがなりたい職業の中に先生をいっぱ

い書いてくれるといいなといつも思います。 

○木野委員 それは物すごく大事な話である。 

○松井教育委員会教育課調査官 本当に。 

○田中委員 去年の中学校でようやく１人だけ書いていた。 

○松井教育委員会教育課調査官 見えましたね。 

○田中委員 それまでずうっとなかった。 

○松井教育委員会教育課調査官 あれを見て、ああ、あったという感じでした、本当に。 

○木野委員 最後に１つだけ。 

○松井教育委員会教育課調査官 はい。 
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○木野委員 今、一生懸命いわゆる外国語教育をやっているんだけれども、先生によほど頑張っ

てもらわないと、英語嫌いの子をつくるだけに終わらんようにしてほしい。 

○松井教育委員会教育課調査官 ＡＬＴとか、みんな楽しくやっていただいているので、あの雰

囲気やったら、みんな取り込んでやってもらえるんかなというふうには感じますけどね。昔の

僕らの授業とか、あれとはちょっと違うなというのは思いますけど。子供んたは楽しそうにや

っている。 

○中島教育委員会教育課長 そのほか御意見とかございましたら。 

 よろしいでしょうか。 

○箕浦委員 また教育委員会のときにいろいろと協議していただいて、２月、この次のときの総

合教育会議には完成したものを出したいと思っておりますので、よろしくお願いします。 

○木野委員 はい。 

○松井教育委員会教育課調査官 お願いします。 

○中島教育委員会教育課長 では、今、町長からいただいた御意見も盛り込みながら、まだこれ

から何回か作業部会のほうで見直しを図っていきたいと思っております。よろしくお願いしま

す。 

○松井教育委員会教育課調査官 お願いします。 

○中島教育委員会教育課長 では、２つ目の令和２年度の予算についてということで、Ａ４の１

枚のもので説明していきたいと思います。 

 令和２年度の教育課所管分の新規・メーン事業検討事項ということで、全部で15上げさせて

いただいております。順次、簡単でございますが、今まだ積算中でもあるところから数字は変

わると思いますが、内容について説明していきたいと思います。 

 まず１つ目ですが、地域学校協働活動推進事業です。先ほど教育長のほうからもメーンの事

業ということで取り組んでいきたいと思っております。今年度の補正予算で既に事業のほうは

進んでおりますが、来年度も同様に力を入れてやっていきたいと思っております。地域学校協

働本部に総括的推進員を１名、各学校本部に学校推進員を２名、それから協働活動支援員とし

て２名ずつ、あとは協働活動サポーター１名等を委嘱して、来年度もやっていきたいと思って

おります。 

 ２つ目の情報教育推進事業ですが、今年度、タブレットの導入等を進めてまいりました。ま

た、教職員の業務改善ということで、教職員の校務支援のパソコン等も入れ替えをして、業務

改善に努めてきました。来年度はプログラミング教育等も本格的に進めていくことから、来年

度はソフト面で頑張っていきたいと思っております。ＩＣＴの支援員の配置についても今現在

検討をしているところでございます。 



 

－１１－ 

 ３番目ですが、児童の鹿児島派遣研修事業ですが、今年度と同じく、鹿児島に２泊３日で、

各学校４名ずつ、随行５名で行う予定でおります。 

 それから４番目が、生徒のカナダ派遣研修事業ですが、これも今年度と同じく、中学校２年

生６名、随行３名で今のところは事業を進めていく予定をしております。 

 ５番目の英検受験料補助事業につきましても、今年度と同様、小学校は５級以上、中学生は

４級以上を受験する子に対して年１回全額補助をして、中学校卒業時には３級以上の合格者が

50％となるように頑張っていきたいと思っております。 

 ６番目、英語教育支援員の配置事業。これにつきましても今年度もう既に配置しております

が、来年度も各小学校１人ずつ支援員を配置して、英語教育については力を入れていきたいと

思っております。 

 ７番目は新規事業になりますが、日本語指導教室の開催事業です。外国籍の児童・生徒さん

の転入のときに、日本語を教えてもらえる教室はないですかというお問い合わせ等もあります。

そして、今現在、既に学校に入学している子もいるんですが、日本語教育がなかなか進まない

というところもございますので、来年度は月２回、１回３時間ぐらいをめどに、教育委員会の

ほうで開催をしたいと思っております。 

 ８番目ですが、特別支援員配置事業。これは、今年度と同様に、各小・中学校に支援員を配

置して、教育の支援とか補助、または学習障害や軽度の発達障害のある児童・生徒さんに指導

や援助を行っていきたいと思っております。 

 ９番目のプラネットプラザ管理事業につきましても今年度と同様、図書館、文化会館の運営、

その他施設等の運営について同じように行っていきたいと思っております。 

 10番目の新規事業につきましては、夏休みの寺子屋教室の開催事業です。予算的には計上す

る予定はないんですけれども、子供たちの学びの場を提供したいと思います。夏休みの間に自

習室を開室して、自発的な学習意欲を促進していきたいと思っております。これにつきまして

は、今、各小・中学校の常勤講師を講師として配置する予定でおります。 

 11番目の留守家庭児童教室の開設事業。これにつきましても今年度と同様、各小学校区で１

教室当たり三、四名の支援員を配置して行っていく予定でございます。年々、少しずつではあ

りますが、利用者もふえているところもあります。教室の見直し等も考えてはいるんですけれ

ども、何とか同じ状況で受け入れが可能であるということですので、同じような状況で来年度

もやっていく予定でおります。 

 12番目の防災士養成講座ですが、中学校２年生全員を対象に来年度も予定をしております。

テキスト代、講座の開催委託料、受験料、登録料、全て町費で開催をしていく予定でおります。 

 13番目の学校給食のほうなんですが、来年度、給食費が公会計となります。予算的には約
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5,000万円ほど、賄い材料費として給食費の材料費を計上することで5,000万円ほど予算要求と

しては多くなる見込みでございます。ただ、これに対しては、歳入として給食費分を計上する

予定でございます。 

 それから、14番目と15番目ですが、生涯学習のほうで新規及び見直しをしていきたいなと思

っていることなんですけれども、１つ目が、図書館と文化会館の間にある広場とか、あとはホ

ワイエとかを利用してコンサートなどを自主企画で開催して、みんなが企画して、みずから楽

しんでもらえたり、みずからやってみたいという、そういう人たちを募って企画できないかと

思っています。少しでも生涯学習のほうで町を盛り上げていけないかなということで今考えて

います。 

 15番目のほうは、ことし、８回目まで桐の響を楽しむ会を開催しておりますが、今、小学生

だけを対象として、町民の方にも呼びかけてはいるんですが、小学生中心のコンサートになっ

ているんですけれども、町民の方も巻き込んで何か違う形でこのコンサートができないかなと

いうことも、今まだ検討中なんですけれども、考えているところでございます。予算的には現

状のものでやれないかということで考えております。 

 以上が、来年度に対して今現状考えているところでございます。御意見よろしくお願いいた

します。 

○田中委員 10番目の新規というやつの当初予算０円というのは、０円でいくつもりなのか、数

字が入るのか。 

○中島教育委員会教育課長 数字は入らないです。うちとして今できる範囲内で新しくやれる事

業としてこれを上げたい。 

○田中委員 予算０円でやるという、ポイントは。 

○中島教育委員会教育課長 中での事業として考えています。 

○田中委員 要するに、教育長の裁量権の範囲でやっているわけね。 

○中島教育委員会教育課長 そうです。今の常勤講師さんを本当にもっと活躍していただいて。 

○木野委員 これは何人ぐらいを対象にするつもり。 

○中島教育委員会教育課長 夏休みですか。 

○木野委員 やりようによっては、たくさん来るような気もするし。 

○中島教育委員会教育課長 そうですね。実際、図書館のほうに夏休みに来る子たちのために椅

子とか机を増設して並べるんですけれども、今そこに来ている子たちは40人までは来ていませ

んので、呼びかければもしかしたらもう少し来るかもしれないので、部屋を学習室とかをあけ

て、そういう静かにできる部屋を設けてやりたい。 

○田中委員 よろしいんじゃないですか。少しずつ進めてみれば。反応がよかったら予算をつけ
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て。またいろんなところで始めれば。 

○中島教育委員会教育課長 そうですね。各学校の教室を使うという方法もあるのかなと。 

○田中委員 ちょっと余分な話ですが、現職のときに、予算０円で、市長まで決裁を上げて、薬

草講座をやりますというのをやった。どこが強いかというと、予算０円というのは切れへんの

やね。こういうところの一番の弱いところは、０円にされたときはやってはいけなくなる。予

算がついておらへんから、やろうがやるまいが、要するに首長の裁量となる。 

○中島教育委員会教育課長 そうですね。 

○田中委員 40人でも来てくれれば、１週間でもやってみて、だんだん増やしていって、反応が

よかったら。反応がよかってから予算を下さい、あとは町長のお力で。 

○木野委員 また予算ヒアリングのときに。いや、これは予算０円なのでヒアリングの対象にも

なっていないはずなんだけど。 

 夏休み寺子屋教室って、寺子屋って普通先生がいるよね。 

○中島教育委員会教育課長 はい。 

○田中委員 先生がいるんや、それで。常勤講師の先生がいるんや。１足す１は２だよ、こうや

ってやるんだよと言うかどうかは別やでな。 

○中島教育委員会教育課長 はい。 

○木野委員 留守家庭教室の利用者とどういうすみ分けになるわけ。 

○中島教育委員会教育課長 一番大きな目的は、留守家庭教室では勉強を教えないんですね。見

守るという形なので、自分たちで自習をしているだけという形なんですが、寺子屋のほうは常

勤講師が見えますので、質問して、わからないところを、教えてもらえます。 

○木野委員 それを説明すると、多くの人がそちらに行くのではないか。寺子屋では、教えてく

れるという話になったら。 

○中島教育委員会教育課長 はい。ただ、時間帯を１日にするというと、ちょっと子供たちがお

昼はどうするとかいう話になってくるので、時間帯はちょっと絞って決めてやりたいと、プー

ルのこともありますので。 

○木野委員 多分、一日守りをしてくれるなんていう話になると、とてももたんと思う。 

○中島教育委員会教育課長 もたないですし、留守家庭とは違う目的でやりますということで考

えています。 

○箕浦委員 連携するという方法もあることはあるよね。 

○中島教育委員会教育課長 そうですね。留守家庭教室のほうはちょっと大変というところも。 

○箕浦委員 時間を区切ってね。全部の時間もやれんもんで、その時間だけ。 

○木野委員 どこでやるかによっても違うんだろうけど。 
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○中島教育委員会教育課長 図書館の学習室でできないかと思っています。 

○田中委員 大賛成なんやけど。 

○木野委員 それはいいんだけど、こだわりのある図書館司書さんやと図書館は学習室じゃない

よという人がいるかも。勉強するなら勉強する場所を別に設けてやってくれと。それは図書館

の本来の利用方法じゃないという理屈を言う人が中には見えるかなという気がする。 

○中島教育委員会教育課長 なので、２階の個室で静かにやれるという環境に整えたいと思いま

す。 

○木野委員 そうやね。閲覧を邪魔するような状況の中でやると、図書館の本来の趣旨と違う利

用になってしまうという話になるので、そこら辺は気をつけてやってもらえば。プランニング

自体はおもしろいなと思って聞いています。 

○箕浦委員 まだカリキュラムとか教える内容が、学校とやっぱりある程度打ち合わせる必要が

あります。学年相応の発達の内容もありますので、そのあたりをもう一度これから検討してい

く必要があると思います。 

○木野委員 そこら辺の連携がきちっととれていないと、実は何をちょっと心配というのか、そ

ういう寺子屋で、いわゆる個人学習の支援だよね。その延長線上で出てくるのが、実はごく一

部の自治体でもう入っているんやけど、民間の学習塾をやったらどうやという話に何かだんだ

んつながっていくような気がしているんだよね。 

○松井教育委員会教育課調査官 貧困世帯で学習塾にも行けないような子のためにやるとかいう

大義名分でやっていますよね。 

○田中委員 どこかやり出したね、そうやって。 

○松井教育委員会教育課調査官 でも、それなら実際にその貧困というところがはっきりせずに、

来た子をみんな教えているというやり方をやっている。 

○木野委員 親の金で行けない子供のために同等の学習環境を維持するために公費で学習塾をや

りましょうと。そうなったら誰も自分の金なんか使うわけない。 

○田中委員 どこかでそうやってやり出したところがあったよね。 

○木野委員 あるんやって、現実に。 

○田中委員 ちょっと説得力がないなと。 

○木野委員 あれは何が起きるかというと、所得の逆転現象が起きてしまう。ある一定所得以下

の人は、全部それで公費対応やという話になると、ちょっと外れたところは全部親が自己負担

になってくる。悪くすると可処分所得の逆転現象が起きて、そんなことなら働かないのほうが

いいのかという話になってしまう。 

○田中委員 西濃の教育長会のときに、大垣市はたくさん学校があるのに、何で上下の差ができ
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るのかと意見を言ったことがある。大垣市の教育長いわく、どうやってやってもできるところ

があるとのことだった。それはどこですかと聞いたら、結論は、先生のＯＢが来て、放課後に

学校で教えてくるとの回答でした。 

 子供が勉強するための、あるいは社会でみんなで、勉強するという雰囲気をつくるには一つ

の方法だと思う。確かにさっきの、新聞に出ていた学習塾のかわりというのは、これは問題が

あると思うけど、でも何かヒントがありそうな気がする。ただ、福祉として留守家庭の子守を

しているだけじゃなくて、何かしたいよね。大分かかると思うけど、たたかれるかもしれない

けど、やってみたらいいと思う。 

 女性の課長らしいなと僕が思ったのは、これと、その次の野外コンサートは、これはおもし

ろくていいなと思うので、これもやってみるといいと思う。演奏する人が３人で、聴衆が５人

ぐらいでも。 

○中島教育委員会教育課長 その輪が広がっていく。 

○田中委員 当たりをつけたら大きくなるかどうかわかるで、やらないことには事は始まらない

ので、僕は大好き、これ。あそこの芝生の上とかで。 

○中島教育委員会教育課長 調査官ともお話をしていて、ふれあいフェスタのときに人権擁護委

員がやられたじゃないですか。あれを聞いて、こんな住民の方が見えるのに活躍の場がないっ

て何か寂しいなと思ったりしたので。 

○田中委員 僕、現役のとき、芝生の広場で、観衆を置いて、演説をやったことがある。なかな

かいい。 

○中島教育委員会教育課長 自然の空気を吸いながらやるのって、やっぱり違うかなというのも。 

○田中委員 そこら辺、ほかの人が歩いていくし。 

○中島教育委員会教育課長 そうですね。 

○田中委員 一遍やってみるといい。 

○木野委員 何かのときに一回やったことがあったと思うけど。 

○中島教育委員会教育課長 国体の前夜祭で行っており、ああいう感じで。 

○松井教育委員会教育課調査官 そもそも楽器は大きい音が出るもんで、家の近所でできへんし、

あそこなら大っぴらにできる。 

○木野委員 シチュエーションとしては非常にいいところだと思います。 

○田中委員 階段になっているところがあると思うが、あそこに観客を並べてやるのも気持ちが

いい。 

○中島教育委員会教育課長 この前の小学校の音楽会の前に、あそこで練習をしている子がいた

んですけど、すごい響くんですよ。 
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○田中委員 円形劇場になっておると本当に音響効果がいいよね。 

○中島教育委員会教育課長 そうなんです。歩くだけでも響くので、あそこ。だから、すごいい

いところなので、何か全然活用されていない空間という感じがしたので。 

○田中委員 おもしろそうや。昔、あそこの図書館の横で、英会話か何かやっていたよね。 

○中島教育委員会教育課長 ＡＬＴの人とやりました。 

○田中委員 おもしろい。 

○中島教育委員会教育課長 はい、そうですね。ＡＬＴが頑張ってやってくれたやつです。 

○田中委員 大学生ではなかった。 

○中島教育委員会教育課長 大学生も巻き込んでやったんですけど。 

○木野委員 やりたいリソースをどんどん集めてきて。 

○中島教育委員会教育課長 はい。 

○田中委員 やって一度あかんかったら戻せばいい。 

○中島教育委員会教育課長 はい。予算のない中でもできることをやっていきたいなと今は思っ

ています。 

○箕浦委員 何かやっぱり寺子屋もそうだけど、難しいことをやるのではなく、楽しく、そして

内容のある力がつくものを一遍考えていかないといけないし、今、わのうち未来塾ね、何年か

やっていますが、ああいうようなものを時々入れたりして、やっぱり子供んたが興味があって

喜んでやる、そういう一つ工夫がないとなかなかね、来ませんよ。 

○木野委員 これは何かの形でちゃんと勉強する気のある子だけをセレクションするようにしな

いといけない。僕は現場を見ていないけど、およそ想像がつく。 

○近藤教育委員会主任指導主事 寺子屋、自分で持ってくるんでしたっけ、勉強したいものを。 

○中島教育委員会教育課長 そうですね。夏休みの宿題を持ってきてもいいし、自分でもう一回

１学期の学習をし直すのもいいと思います。 

○田中委員 どうやってアピールするのかが重要である。10人でもいい、３人でもいい。やって

みればいい、一遍。 

○中島教育委員会教育課長 はい。それとあと、先ほど調査官が言われた放課後の児童クラブと

いうのも、これと同時にちょっと考えていきたいなと思っているところなんですが。 

○田中委員 哲学をちょっと練らんと、理念をな。でも、やりながら練ればええが。 

○中島教育委員会教育課長 そうですね。地域学校協働活動も進んでいるところなので。 

○箕浦委員 大学生で来てくれる人をちょっと集めて、町内を中心にね、そうするとまた輪之内

のためになる。 

○田中委員 教育学部とか、何か人を相手にすることを将来やろうとする学生さんは乗りがいい
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で。 

○中島教育委員会教育課長 そうですね。英語をやったときもそうだったんですけど、いろいろ

記録を書いて、これをゼミの教授に見せないといけないのでということで、やっぱり一生懸命

書いて報告をしてみえました。 

○田中委員 やっているうちに、芽が出てきて、輪之内に行くと何か遊ばせてくれるという習慣

になってしまえば、３年か５年過ぎると、類は友を呼んで。それで、だめだったらやめればい

い。 

○中島教育委員会教育課長 はい。 

○木野委員 よそと変わったことをやるのでいいだろうと。 

 それともう一つ、教育委員会の事業、授業ってエデュケーションのほうじゃなくて、事業と

してやっておる事業項目が何かいろんな名前で出てくるよね、留守家庭児童教室とか、留守家

庭何とか教室とか、放課後児童クラブやとか。私らでもその違いというのはよく理解できん部

分があるんやけど、その違いが理解できないということは、位置づけが理解できないというこ

とと一緒である。もうちょっとわかりやすくできないのかなと思う。 

○松井教育委員会教育課調査官 国で、文科のほうで使っている言葉を一応補助金の名称とか、

そうなっていますね。 

○木野委員 そのとおりなんやけど。 

○松井教育委員会教育課調査官 わかりにくいです。 

○木野委員 紛らわしい名前が出てくるもとはよくわかっているが。少し整理して位置づけを教

えて。 

○中島教育委員会教育課長 はい、わかりました。 

○田中委員 留守家庭は、教育委員会の責任の範囲やな。 

○松井教育委員会教育課調査官 ただ、考え方としては教育ではないですね。預かりですので、

どっちかというと福祉的要素が強いという考え方。 

○田中委員 ああ、そうか。教育委員会と教育課と違うもんな。違う、うちは一緒やけど。 

○木野委員 特に社会教育分野というのは、今、教育委員会の置いてあるという意味は、あれは

教育委員会が補助執行してもらっておるだけなんで、教育委員会の本来業務として捉えるかど

うか、それはちょっとまたいろいろ毛色が違う部分があって、教育委員会の本来の業務という

のは学校教育に関する部分が本来業務なんやけど、行政の一部を補助執行しておるやつは、逆

に言うとこっちへ引き取ることだってあるわけ。社会教育を行政部局でやっておるところって

いっぱいある。 

○田中委員 岐阜県がそうや。 
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○木野委員 今、県は行政部局で行っている。 

 うちはそれは教育委員会で事務執行してもらっている体制を今のところは変えるつもりはな

いんだけど。 

 ＩＣＴプログラムってどう思われますか。プログラミング教育って。多分やらないといけな

いことはわかるんですけど、どんなイメージをお持ちですか。 

○市橋（肇）委員 先ほどちょっと町長がおっしゃったんですけど、英語と同じで、要は幼児の

ころからそれに触れて、好きになるかどうかが私たちが一番最初にプライマリーとしてやるこ

とだと思うんです。好きになった子は、そのチャンスを与えたんだから、どんどん自分で進ん

でやっていくようになると。だから、優劣をつけるためのものじゃなくて、何でもいいから最

初はそれになれて親しんで、好きになってくれるという教育を最初にやることがプログラミン

グ教育じゃないかなと思っています。英語も多分同じだと思うんですけど。 

○木野委員 そうですね。いい意味できっかけづくりをやれば、あとは自分でやっていくので、

それが多分教員の働き方改革なんて言わなくたって、子供が自分で学ぶようになれば、教員は

そばで支えているだけで済むようになるはず。すごい夢みたいなことを言っておるけど、実際

に今、欧米や何かでやられている自主的学習とかアクティブラーニングとかいうものの類いは、

きっかけづくりをしているだけで、内容を教えるんやったら座学で黙って座らせてたたき込ん

だほうが話が早い。でも、それは現代の教育の仕方とちょっとやり方が違うという意味は、自

主的なものを伸ばそうと思ったら、きっかけをつくって、あとは自立的にやっていけるように

する能力をどうやって養うかという、その部分だろうと思う。非常にアイデアの話ではあるん

だけど、そうあるべきだろうと。 

 そういうことをやっている中で、このプログラミング教育を座学として教えるんじゃなくて、

何か物の考え方を育んでいくためのきっかけづくりにしないと、プログラミング自体はなかな

かちょっと首を突っ込むと厄介な部分があるので、最初でつまずくと、多分、まあええわ、こ

んなもんと、そういう話になっちゃうんでね。コンピューターとかソフトは大体そういう類い

の話ですよね。最初につまずくと、全然拒否反応を起こしちゃうけれども。 

○市橋（肇）委員 そして、自分のものにできたら、そのツールを使って何か実現しようとする

とか、行く行くは事業を起こすことだってあり得ると。そういうふうに発展できればいいなと

思いますけどね。 

○箕浦委員 大久保先生、今、授業をやってみえるでしょう。 

○大久保教育委員会主任指導主事 はい。 

○箕浦委員 子供の反応はどうですか。 

○大久保教育委員会主任指導主事 出前講座ということで、小学校のほうへ出向いて行って、直
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接５年生、６年生の子供たち町内全員に私が指導した授業を行いました。なおかつ、先生方に

も同じような形で体験していただくという研修も行ってきました。 

 子供たちの反応はとてもよくて、本当に基礎の部分を教えたんですけれども、こんなふうに

すると、小さい基盤があるんですけど、それがこんなふうに光るんだとか、自分がこうさせた

いなと思って意図したことを、段階を追って命令を出していけば必ずこうなるんだということ

が体験できたんですよね、その授業の中で。なので、とても子供たちは生き生きと楽しんでや

っていたんです。 

 そういったことで、今おっしゃったみたいに、本当に楽しいものだなということが一つ体験

できることはとても重要だなということは出前講座で感じました。ありがとうございます。 

○箕浦委員 先生方はどのようですか、指導の力は。 

○大久保教育委員会主任指導主事 まだまだというか、子供よりむしろ先生方のほうがやっぱり

抵抗がある感じを受けましたけれども、でもやっぱり来年度から全面実施になるものですから、

今もう常勤の皆さんにはこの３学期までに実践を一つ上げてくださいという、何でもいいから、

一つ自分で授業をやって実践を上げてくださいというふうにお願いしてあって、来年度から全

面実施に向けた一つ成果集、冊子か何かができればいいなと思っていて、成果集を今年中には

まとめたいなということは思っています。とりあえず何かやってみましょうという中ですけれ

ども、まだ。 

○箕浦委員 使ってみないと、わからんもんね。 

○大久保教育委員会主任指導主事 はい。まだ段階なんですけど。とりあえず使ってみてという

ところです。今はそんな段階ですけど、まだ。 

○木野委員 そこら辺がね、抵抗勢力がおるかもしれんけど。 

○大久保教育委員会主任指導主事 そうですね。 

○木野委員 でも、さっきの資料の中にあった団塊の世代がずこっと抜けていくと、あと経験年

数が十数年程度の方がほとんどになると書いてあった。我々の世代とは全く違うので。教職に

なって10年、15年ぐらいの方は、大体30代とか40代手前ぐらいだと、僕らとは全然違う、アレ

ルギーはないはずだから、そういう人たちにきちっと教えていけば、自分たちが楽しむように

なると。 

 先生のイメージも変わっていいと思う。謹厳実直で、あれしてはいけません、これしてはい

けませんというのが先生の何とかのイメージやとすると、それは変えなあかんと思う。 

○田中委員 この間の日曜日の「そこまで言って委員会」という番組があって、あの中で１コー

ナー教育の話があって、ＡＩの先生か生の先生かどっちがええかという議論があって、ＡＩの

先生に教えてもらうのは何やというたら、今の１足す１は２をいかに早くやるかという教育な、
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従来の僕らの受けてきた教育な。今のベネッセ教育研究所の先生によれば、あの仕事はもうな

くなって、職業がいつや知らんになると半分になるというんやな。今必要なのは、先生んたが

一生懸命やっているのは人間性じゃん。温かい人だとか、人に配慮ができるとか、やり抜く力

か、何かそういうやつやん。でも、教育はＡＩでいいとかいっていう人が何人かおって、これ

って社会の一般的な話はこれやなと思って。ＡＩがやっておることはもうやってもしようがな

いわけやね。ＡＩを使いこなすことを考えなあかんのに、ＡＩと勝負してどうすると思うけど、

社会の人はそういうことと思っている。 

○木野委員 教え育む部分の、教える部分はひょっとしたらＡＩでできるかもしれんけど、育む

部分ってできませんよ。 

○田中委員 僕もそう思うもん。 

○木野委員 だから、それをイコールにしてしまうことがそもそも間違いなので、やっぱり人間

は人間によって育まれる。 

○田中委員 今の全国学力テストをよくするには塾に任せればいいんだといって、学校がやるこ

とは違うことだという。 

○市橋（肇）委員 僕らもよく考えるときに、What to doとHow to doですよね。How to doをや

る手練手管ばかりに凝るんじゃなくて、やっぱり最終的にはWhat to doですね。何をそれを使

ってやるんだ。ツールに余り凝り過ぎてもだめだ。だから、教育長さんが書かれているところ

に必ず人間性の涵養とか、こういう言葉を残していらっしゃる。ともすると、今のSociety5.0

ですか、そういうようないろんなワードに惑わされることなく、究極何だって基軸を持ってい

ないと、変化・変動に対応することは大切ですけど、人間は何だということを忘れないように

ということだと僕は思いますけどね。それが教育だと。 

○田中委員 今回の新規事業が２つあるが、成果が上がるということも大事かもしれんけど、ど

うやってやるかをいろいろ試行錯誤して、みんなを巻き込んでやることのほうが大事やな。 

○中島教育委員会教育課長 はい。一番大きなこの２つ上げたのは、文化協会のことはすごい今

気になっていて、文化協会、文化祭・芸能祭とかもやってみえるんですけど、すごい高齢化し

てしまっているところと活躍の場が余り今ない。若い人の参加もないということから、何かそ

の人たちも巻き込みつつ、その人たちの何か声かけとかもできる場になっていかないかんなと

思って。 

○田中委員 ちょっと最近少なくなったけど、駅へ行くと、ストリートパフォーマンスとか、楽

器を演奏しているのを見る。あれをここでやってくれるようになると。 

○中島教育委員会教育課長 だから、呼びかけ次第で、じゃあ誰も聞いていなくてもやろうかと

かいう人がいるかなと思って。 



 

－２１－ 

○田中委員 ヨーロッパへ行くと、路上でこうやって芸をやっている人がいる。 

○市橋（肇）委員 日本でも現実、ストリートミュージシャンをやっていてプロの歌手になった

りしている。 

○中島教育委員会教育課長 事前に内容がそぐわないというものはちょっとお断りする予定です。 

○田中委員 おもしろそうだね。やることよりもみんなに考えさせるのがいい。 

○中島教育委員会教育課長 そうですね。そう思っています。 

○市橋（肇）委員 関西風の受け方でいけば、ここで漫才の練習をするとか、関西だったらそう

いうのが出てきますよね。 

○中島教育委員会教育課長 そうですね。あの場をまず知ってもらう……。 

 ということで、そのほか御意見等ありましたら。 

（挙手する者なし） 

○中島教育委員会教育課長 では、その他ということで、何か御意見等ございましたらお願いし

たいと思います。 

 よろしいでしょうか。 

（挙手する者なし） 

○中島教育委員会教育課長 次回は来年の２月ぐらいの開催予定で、それまでにいろいろ基本計

画等もまとめつつ、定例教育委員会のほうでも御意見いただきながらまとめていきたいと思っ

ておりますので、よろしくお願いします。 

 では、長時間にわたりいろんな御意見をいただきましてありがとうございました。終わりた

いと思います。 

（午後８時19分 閉会）  


