
 

－１－ 

令和元年度第２回輪之内町総合教育会議 

 

                                日時：令和２年２月27日 

                                   19時00分～ 

                                場所：輪之内町役場公室 

 

 

 １．町長挨拶 

 

 ２．教育長挨拶 

 

 ３．議事録署名者の選出 

 

 ４．協議事項等 

(1)輪之内町教育振興基本計画等の見直しについて 

(2)その他 

 

輪之内町総合教育会議委員 

   町 長  木 野 隆 之      教 育 長  箕 浦 靖 男 

   教育委員会委員 
   （教育長職務代理者）  田 中 俊 弘      教育委員会委員  市 橋   修（欠席） 

   教育委員会委員  市 橋   肇      教育委員会委員  淺 野 千代子 

 

輪之内町総合教育会議事務局 

   教 育 委 員 会               教 育 委 員 会          
   教 育 課 長  中 島 良 重      教 育 課 調 査 官  松 井   均 

   教 育 委 員 会               教 育 委 員 会 
   主 任 指 導 主 事  近 藤 富美江      主 任 指 導 主 事  大久保 佳 郎 

   参 事  荒 川   浩      総 務 課 長  田 中 久 晴 

   総 務 課 長 補 佐  岩 田 好 弘 

 



 

－２－ 

（午後７時00分 開会）  

○中島教育委員会教育課長 皆さん、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２回輪之内町総合教育会議を

開催させていただきます。 

 なお、本日、市橋修委員が欠席されるとの連絡をいただいておりますので、御報告させてい

ただきます。 

 それでは初めに、町長より御挨拶いただきます。お願いします。 

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

    １．町長挨拶 

○木野委員 改めまして、皆さん、こんばんは。 

 第２回の総合教育会議ということでありますが、まずその前に、きょう、実は市町村長の会

議がありまして、新型のコロナウイルスについての対応方針等が出てきました。基本的に状況

の説明と自分自身で何をやるべきかという話しかなかったので、今までの対応とそんなに変わ

ったわけではありませんけれども、要は、はっきり申し上げると、誰も責任がとれる状況には

なっていないと。したがって、自分で防衛する以外ないと。それから、行事の点についても、

一定の方向は示すけれども最終責任は主催者であるということです。 

 ただ、正直言ってどうなっていくのか誰もわからないという状況ですので、地元でやれるこ

とをきちっとしっかりやる以外ないということです。 

 ちょうど教育委員会サイドとしては、３月というのはいろんな意味で旅立ちの季節というこ

とで、いろんな行事が予定されておりますけれども、御案内のとおり、３月15日、16日までで

したか、全てのものを中止もしくは延期にしなさいと言っているんですが、あれは延期しなさ

いという、ある意味技術的援助なんで決めるのはあなたたちであるという言い方ですので、別

に判断を誰かに委ねてどうにかなるものではありませんので、きちっと判断を自分たちでする

以外ないということに尽きるわけでありますが、教育委員会も私たちも含めてそうなんですけ

れども、別にこの緊急事態に責任逃れや何かをするつもりなんて正直言って全くないんです。

全くないんだけれども、やはりある程度統一された基準でないと、何でそうしたのということ

がなかなか説明がつきにくいという部分がある。その意味で、基準的なものがあれば、現場で

動いている人間というものは非常に判断しやすいよねと、それだけのことなんです。 

 さて、本題に戻りますけれども、きょうは令和元年度の第２回の輪之内町総合教育会議とい

うことでお集まりをいただいております。 

 御案内のとおり、行政が教育行政の内容について首を突っ込むつもりは全くありませんけれ

ども、教育の実効ある成果を求めるためには、行政もある意味きちっとした立場で参画をする
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ということで各種法令が整備されて、行政としても教育にある一端の責任を持つという制度体

制の中で、この総合教育会議というものは持っております。そういう意味では、きょうこれか

ら御審議というか御検討いただく輪之内町の教育大綱、それから教育振興基本計画、そのもの

について、その位置づけをきちっと御理解いただく中で、相互に何を求めるべきかということ

もお考えいただければいいのかなと、そんなふうに思っております。 

 そんなに長い時間ではありませんけれども、ひとつ実りのある議論を期待しております。ど

うかよろしくお願いいたします。 

○中島教育委員会教育課長 ありがとうございました。 

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

    ２．教育長挨拶 

○中島教育委員会教育課長 続きまして、教育長から御挨拶をお願いいたします。 

○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。 

 中学校の卒業式、３月６日に予定しております。今日の９時から校長会がありました。そこ

でどうするかということを確認しました。 

 西濃教育事務所から今日の午前中にメールが来ておりました。教育支援課の課長さんからで

す。卒業式につきましては、参加人数を制限するために、在校生の参加は取りやめること、と

いうことは、輪之内中学校は、１家族保護者１人とし、保護者の参加人数を制限します。また、

隣同士の椅子の間隔を広くするようにという指示がありました。式典全体の時間を短縮するた

め、祝辞を割愛し書面で、予行練習を取りやめるようにしてほしいとのことでした。 

 私は、告示がありますので私は卒業式に出席します。来賓はなしとなります。よろしくお願

いします。 

 そこにあります教育振興基本計画は、平成27年10月に策定されたものです。策定から５年た

っていることから見直す時期となり、30年度に県が計画を発表しました。それを参考にこの元

年度の８月から輪之内町の教育委員会も見直しの作業に取りかかりました。 

 現在まで、十数回松井調査官をはじめ増田校長、２人の指導主事さんが一緒にいろいろと練

っていただきました。これから御意見を聞かせていただきまして策定していきたいと思ってお

ります。 

 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 



 

－４－ 

○中島教育委員会教育課長 次に、議事録署名者の選出ということで、本日の会議録の署名は、

順番で、田中俊弘委員と市橋肇委員さんにお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

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

    ４．協議事項等 

○中島教育委員会教育課長 それでは、協議事項に入ります。 

 輪之内町教育振興基本計画並びに教育大綱の見直しについてということで、松井調査官から

説明をお願いいたします。 

○松井教育委員会教育課調査官 まずは町の教育振興基本計画のほうから説明をさせていただき

たいと思います。 

 教育振興基本計画ですけれども、赤字の修正したものと、その赤字を取って黒のものをそれ

ぞれお配りさせていただいています。きょうちょっと修正がございましたので、赤字のほうが

29ページのところ、この表がちょっと中身が違っていました。今度、黒のほうは、その同じと

ころなんですが、ページがずれてきますので、24ページがちょっと違っていましたので、その

部分の差しかえということで、お手元のほうにお配りさせていただきました。 

 それで、全部説明するのが本来ですけど、前回も少しやっておりますので、そういったとこ

ろも踏まえてちょっとお話をさせていただきますけれども、まず赤字のほうの修正のほうの11

ページをお願いさせていただきたいと思います。 

 この計画の体系を見ていただくと、大体どんな流れ、どんな計画体系になっているかという

ことがおわかりいただけるかなというふうに思います。当然ながら黒字の部分が今までの計画

のもので、そこにつけ加えたり、当然見え消ししてあるものは除いているということなんです

けれども、具体的に言いますと、まずは町として、これは県のビジョンの中にもありましたけ

れども、重点的に取り組む施策というものが県のほうでも定められておりました。私ども、当

初、地域とともにある学校づくりとＩＣＴ環境の整備・充実と利活用の推進という２つの項目

でおりましたけれども、前回の総合教育会議の中で、グローバル化への対応もそれに匹敵する

ものだろうというお話もありましたので、重点的に取り組む施策の中に入れ込みまして、中の

いろんな細かい流れの中に入れさせていただいているというものです。 

 今までは、基本目標としては６つございました。６つの中に１つつけ加えまして、「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部分を入れ

込んでございます。 

 それから、特に変わっているところを申しますと、２の新しい時代を生き抜くための基礎と

なる学力の定着というところが、かなり精査しまして、４項目に置きかえておるという流れに

なっているということです。 
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 それから、それぞれの計画の中で、いろいろ現状とかが当然変わってきておりますので、現

状を今の現状に合わせ、当然５年たっておりますのでかなり変わっております。それから、実

施項目を新しく追加したり、そういった作業をずうっと行ってきたということでございます。 

 １ページには、ここは計画の背景とか新しい流れがあります。Society5.0とか、超スマート

社会とか、そういった言葉を置きかえて入れてございます。 

 計画の期間ですけれども、これはちょうどこの今年度で終わるということですので、令和２

年度から令和６年度までの５年間とするという、これは２ページのほうですね、３の計画期間

ということでうたってございます。 

 それから、３ページ、４ページあたりは、輪之内町の教育を取り巻く現状と課題ということ

で、新しく５年たった人口の推移とか、それから人口の割合の推移とか、児童・生徒数の推移

というものをグラフとして加えました。人口の推移については、国調を基本としておりました

けれども、近い数字はないので、住民基本台帳による数字を入れ込んで、今現在どんな状況か

ということも少し加えながら、記載として入れながら記述を加えました。 

 それから、４ページのほうですけれども、児童・生徒数の推移ですけれども、見ていただく

と、平成30年度までしか今までは載っていなかったんですけれども、令和６年まで入れますと、

やはり減少していく傾向にあるなということが表の中からわかりますので、そういった記述も

入れ込んだということであります。 

 次、５ページです。 

 この第２章には、計画の基本理念というものがありますけれども、基本理念そのものは変え

ないつもりであります。 

 計画の目標として、先ほど計画体系の中で見ていただきましたけれども、７項目を入れ、そ

の次のページに、重点的に取り組む施策ということで、地域とともにある学校づくり、いわゆ

るコミュニティ・スクールと今やっている地域学校協働活動にかかわる記載を入れました。そ

れで、そこに指標としてこういった指標を盛り込んだものであります。 

 次に、当然、今、タブレットとかいろいろ、それからＧＩＧＡスクールとかいろいろ言われ

ております。ＩＣＴ環境の整備・充実という項目も重点的な施策ということで入れさせていた

だいていまして、８ページのほうには、指標として、もともとあった文科省の整備率ですね、

３クラスに１クラス程度、それからＧＩＧＡスクールで言っている児童・生徒１人１台の整備

率というものの両方を指標とし、なおかつ教職員の研修を入れ込んで、今、年１回、もう少し

やっておると思います、個々にはやっているんですけれども、目標値として年３回を見込んで

やるという流れのものにしております。 

 それから次に、９ページのほうには、今までの旧計画の３の(5)グローバル人材教育という
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ところにありましたけれども、新しく新学習指導要領の、要するにプログラミング教育とかそ

ういったこと、これはグローバル人材です。外国語活動というのが出てきましたので、その部

分の記述を入れて、あと私どもは英語に力を入れておりますので、次の10ページのほうに、指

標としてＣＥＦＲのＡ１レベル相当、これは英検３級等になりますので、それがどんな状況か

ということと、その目標値を上げました。現況値は今現在10.9％ということになりまして、も

ともとは我々50％ぐらいはどうかなというふうに思っておったんですけれども、少し30％程度

を見込んでやっていこうということであります。 

 今、参考で、下のところに、これはまた教育委員さんからも意見がありまして、こういう累

積とかそういったものを載せたらどうだというお話もありましたので、まだちょっと19年度は

第３回の二次試験の結果が出ていませんので、ちょっと入れてありませんけれども、二次試験

の結果が出た時点でここを埋めていきたいというふうに思います。2017年度からやっておりま

すので、ここの今年度まで数字として合格者数を入れていきたいというふうに思っております。

なかなかパーセンテージが、要するに中学校３年生で３級を取って卒業してしまうとカウント

できませんので、そういったこともあって、この過去の累積等も入れていってはどうかという

ことで、入れさせていただきました。 

 11ページは、先ほど御説明しました。 

 12ページ以降が、第３章のそれぞれの基本計画になります。 

 ここは、まず現状と、それから課題と実施項目という三本立てで入れるということにしてお

ります。それぞれが項目で書いてありましたので、箇条書きを意識して、そういった見やすく

してわかりやすくしていこうという流れの中で、そのように仕上げてきました。 

 当然、この学校施設の整備というのは、今既にもう大規模改修も終えようとしておりますし、

エアコンも整備をしておりますので、とりあえず一段落がついているだろうということで、維

持管理のほうに力が入るということで入れました。 

 13ページのほうには、今まで施設のものが全部載っていないので、ここに全部載せていけば

分かりやすいなということで、そういった意味も含めて、ほかの施設もそうですけれども、こ

こに載せていこうという意識で載せてあります。 

 次に、教員の資質向上。 

 当然ながら、前回から５年たっておりますので、教職員の年代というものも大分変わってき

ております。全体で見るとバランスがとれております。ただ、やっぱり中学校には若い先生が

多いです。だから、そういった方の指導力を高めることが必要だなという意味のいろんなこと

が書かれております。 

 我々は、もう一つ、働き方改革というところが今いろいろ言われておりますので、今現在う
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ちとしてやってきたことをこの現状の３つ目のところに、校務支援システムとか、留守番電話

の導入とか、部活動の社会人指導者の起用など、そういったことを入れさせていただいており

ます。 

 あとは、課題を現状と課題の中から抜き書きをしたということです。 

 実施項目は、教職員の時間外勤務削減等々を入れました。 

 それが、次のページ、15ページになります。 

 指標としては、やはり働き方改革を目標にやっていこうというものです。前の教育長会の中

では、小・中学校45時間というのがうたわれておりますので、それより上というのはなかなか

出しにくいなということで45時間。下に今までの実績がありますけれども、なかなか45時間は

厳しいとは思いますけれども、一応そういった通知が出ている以上は45時間でいくしかないな

というふうで目標値を上げてあります。 

 それから、年休の取得の年間取得数ですけれども、かなり５日というのは意識がされてきて、

とっておりますので、年間10日以上というのも実施可能な数字ではないかなというふうに思っ

ております。 

 あと、教職員のストレスチェックの実施率を100％。 

 それから、ストレスチェックにおける高ストレス者の割合、今ゼロなので、本当かなとは思

うんですけれども、上がらないようにしたいというふうに思っております。 

 16ページです。 

 ここは、今までは家庭・地域ということですけれども、地域学校協働活動とも絡みがありま

すので、学校と家庭・地域の連携というふうに言葉を変えてあります。当然ながら、先ほども

重点項目の中にもありましたけれども、ここの項目の中にも地域学校協働活動について少し触

れてやっていこうということであります。 

 次に、教育支援というよりも今は子育て支援という言い方をしておりますので、そういった

言葉に置きかえて、それから現状と課題ということで入れました。 

 実施項目の中では、地域学校協働活動の中で、放課後児童クラブから放課後子ども教室、留

守家庭児童教室から、放課後で子供に授業のわからないところをやっている、今度寺子屋教室

とかいうのもありますけれども、あれのもっと拡大版みたいなのができないかなということで、

ちょっと移行を図っていきたいというふうな実施項目を上げております。 

 次に、18ページです。 

 新しい時代を生き抜くための基礎となる学力の定着です。 

 これは、新学習指導要領だとか、そういうところにある言葉です。これは(3)になりますの

で、説明をします。 
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 これは、こ・小、それから小・中の、今までは一貫性という言い方をしていましたけれども、

一貫性を今図っているところでもありますので、連携強化という言葉に置きかえてあります。 

 輪之内町の接続期カリキュラムを今活用しているということでありまして、そこの指標の中

には、こ・小連絡協議会の開催として、今、年２回やっておりますけれども、年２回以上やっ

ていこうという指標を掲げてあります。 

 次、これが今までは２番目でしたが、個に応じたきめ細やかな指導と授業改善ということで

入れてあります。 

 これは、次の20ページと、21ページはほとんど消やしてありますけれども、そこの中で合体

をして、ちょっとわかりにくいですけれども、そういったものにしてあります。 

 現状は、当然、現状のものに置きかえて言葉としては成り立っているというふうで御理解い

ただきたいと思いまして、21ページのほうに指標があります。これは、全国学力・学習状況調

査の中の質問事項の中で子供たちに問いかけている質問事項です。これは質問事項ですので、

これが年としてどう推移していくかというところで、「日常の授業では、課題の解決に向けて、

自分で考え、自分から取り組んでいると思う児童生徒の割合」を、これは県ビジョンもそうで

したけれども、100％にしたいなということで上げてあります。これは地域課題を解決してい

く能力ということで新学習指導要領の中にも入っているんですけれども、そもそもがこれは地

域学校協働活動の根本にもある考え方ですので、地域の課題を解決していく、それを子供と一

緒にというのもありますので、そういった方面でも生きてくる指標ではないかなというふうに

思います。 

 次、22ページです。 

 特別支援教育の充実ということです。 

 現状は、今こういった現状ということで、○１のほうに、知的障害、自閉・情緒障害、それ

から今は通級指導教室というのがありますけれども、そういったものを現状として上げて、課

題としては、ここにあるインクルーシブ教育を推進する必要がありますということで上げてあ

ります。 

 23ページです。 

 学校図書館教育の充実、これは学校図書館の話です。 

 今、読み聞かせとかいろんなことをやっていますので、そういったことも含めて入れて、あ

と学校の図書館の図書の数がどうなっているかという状況を載せました。学校図書館の図書標

準というのがあるので、その標準と比べてどうなのかということも一覧でわかるように入れ込

んだところです。一応全部の学校で標準を上回っておるという現状ではありますので、指標に

はしなくても大丈夫というふうに思っております。 
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 次、24ページです。 

 ３．豊かな人間性を育む教育と体力づくり、健康・安全の推進というところで、心の教育の

充実というところです。 

 道徳が特別の教科道徳ということになりましたので、その言葉を入れて、あと委員さんから

もお話があったんですけれども、いじめについての記述がなかったので、実施項目の中の②で

すね、これは順番を入れかえておりますけれども、小・中学校においては、「学校いじめ防止

基本方針」に基づいて、いじめ未然防止と早期発見に努め、事案が発生した場合には、迅速丁

寧に対応しますという文言を入れておるところです。 

 その実施項目の③のほうに、子供たちに達成感や成功体験が得られる体験学習を通して、自

己肯定感・自己有用感の向上に努めますというのがあるように、指標としてそれを上げてあり

ます。これもさっき言いました全国学テの質問事項の中にあります「自分にはよいところがあ

ると思う児童生徒の割合」を指標として使っていこうということです。これも県と同じように

90％というふうでやっていきたいというふうに思っております。 

 次に、25ページです。 

 健康・体力づくりと安全・安心の推進ということです。 

 ここは、書き加えたところは、防災士養成講座をやっておりますので、当然その部分を、こ

れも委員さんからお話もありましたので、少し入れ込んだところですし、あとは中学校の運動

部活動の社会人指導者の起用とか、その辺の話も入っていますし、中学校のほうでは、県の運

動部活動ガイドラインを捉えて、中学校として運動部活動運営・指導方針というのをつくって

おりますので、それにもたれてやっていこうということを実施項目として上げております。 

 (3)の情報教育の推進については、先ほどの重点項目のほうで上げている内容と一緒ですの

で、割愛をしているという流れです。 

 26ページは、これは全部割愛して、重点的な施策のほうに放り込んだということです。 

 27ページのほうです。 

 これは新しい項目起こしをしたというか、今までは基本施策の中にあったんですけれども、

１つちょっと格上げといったらおかしいですけれども、捉えていこうというものです。「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、

地域学校協働活動も一つの手法として、または伝統芸能を継承したりすることも難しくなって

いるので、そういったふるさとを学ぶという大切さをここで上げてあります。 

 飛びまして、29ページです。 

 生涯にわたり学び、活躍できる学習環境の創出ということで、私どもの生涯学習施設という

ことで、施設の概況を下に新しく入れましたということです。 
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 次が、30ページです。 

 生涯学習事業の充実ということで、現状を詳しく、今本当にやっていることを詳しく加えま

した。 

 課題としても、この３つほどあるんではないかなということで入れてあります。 

 実施項目としても、いわゆる年々、だんだん固定化していっているというところが問題であ

りますので、新しい何かというものも入れ込んであるというところです。 

 それから、31ページ、図書館運営の充実というところです。 

 ここも現状として、10カ月健診時の赤ちゃんへの絵本のプレゼントとか、そういったやって

いることをしっかり載せまして、課題として、「読み聞かせの日」を設定してもなかなかでき

ていないよというところがあるので、当然ながら指標のほうで、新しい「おはなしを楽しむ

会」の開催をやっていこうと、その開催数をもって数値としていこうというものです。今やっ

ていませんけれども、最終年度では年３回以上やっていったらどうかということで入れてあり

ます。 

 次、６番、伝統や文化、芸術活動の振興ということです。 

 これは、現状ですけれども、今ある保存会とかそういったところのもう少し細かく記述をし

ました。計画で、どういう団体であり、どういうものだというのがわかっていただけるように

するためにも入れ込みました。それから、桐の響を楽しむ会とか生涯学習コンサートの記述も

入れ込んだり、課題は、先ほどとちょっと同じような課題ですけれども、そういったものがあ

るということです。 

 実施項目としては、後継者の育成を図りますとかいうことを入れてあります。 

 34ページは、文化財の保護です。 

 これは、基本的に少し精査をしたという程度のものですけれども、そういったことをしてお

ります。 

 次、35ページ、７．子供から大人まで親しめるスポーツ・レクリエーション活動の推進とい

うことで、ここも施設の概況を入れ込みました。どういった施設があるかということで、当然

これの利用を進めるということであります。 

 次、36ページ、スポーツ事業の充実ということで、現状として、どういった団体があって、

どういうふうにしているかということをここで入れてあります。スポーツ少年団の加入率は、

毎年３割程度、これは結構高いんだそうです、この近辺では。まあそれなりだなというふうに

は思うんですけれども、やはりそれなりの課題はあるということです。 

 そういったことで、スポーツクラブの育成とか、中軸としたスポーツ関係団体の連携の強化

を図っていこうというものです。 
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 全体を通じて、言葉のところにアスタリスクが打ってあるものについては、この黒字のほう

の一番最後のほうについております用語解説というものを、今回はこれをつけていこうという

ふうに思います。参考としたのは、県ビジョンにもやはり同じように用語解説がついておりま

すので、我々教育サイドでは当たり前でしゃべっておることがなかなか、という私自身もしっ

くりこない言葉もありますので、これは載せて、皆さんにわかっていただけるのがいいのかな

というふうに思って、これをここにつけ足していきたいというふうに思います。 

 では続けて、教育大綱のほうをお願いしたいと思います。 

 これも同じく黒のものと、それから赤字のものがございます。 

 まず黒の１枚目を見ていただくと、この吹き出しですけれども、先ほど体系で説明した７項

目が風船のように、ここが前のものと変えてあります。 

 今度また赤のほうでいきます。 

 基本、うちの教育大綱は、振興基本計画からエッセンスを抜き出して盛るというふうで御理

解いただきたいんですけれども、前もそういうつくり方なんですけれども、今回もまず教育振

興基本計画をしっかりつくって、そこからエッセンスを抜き出して教育大綱としていこうとい

う趣旨でつくってございます。 

 基本、振興基本計画の中の言葉をそのまま引用しています。 

 まず１．基本理念は、先ほど説明した、これは変わりはございません。施策としては、ここ

は先ほど説明した７項目を入れていこうというものですし、重点的に取り組む施策、これは先

ほども言いましたけれども、この３項目について固めたということであります。４は期間とい

うことです。 

 施策と目標は、先ほどの基本計画の中でけい線で囲ったところがあると思いましたけど、そ

の部分がここの四角で囲った中に入れ込んであるというふうで御理解いただきたいと思います

けれども、それぞれの１つの項目にこれだけの、学校施設の整備とか教員の資質向上、学校と

家庭・地域の連携、子育て支援の充実というふうで１項目めにあって、それぞれの言葉書きが

あると。 

 それから、２として新しい時代を生き抜くための基礎となる学力の定着ということで、これ

はまた順番が変わりますけれども、１番、２番、３番、４番、４項目を設けて新しくしてある

ということですし、３として豊かな人間性を育む教育と体力づくり、健康・安全の推進という

ことで、この３項目ということ。 

 それから、４については「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人材の

育成ということで２項目。 

 そういったことで、ずうっと流れとしてはあるというものですし、計画の体系も同じものを
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使ってなっているというものであります。 

 ちょっと中身の深いところまでのお話にはならなくて申しわけないですけれども、一応こう

いった流れの中で改定作業を進めて、それぞれまた担当、それから校長会、それからここにお

見えの教育委員さん、実はきのうもちょっとお世話になったところですけれども、そういった

ところでいろいろ御意見を頂戴しながら積み上げてきました。よろしくお願いをいたします。

以上です。 

○中島教育委員会教育課長 それでは、今の説明に関して、御意見、御質問のほう、よろしくお

願いいたします。 

○松井教育委員会教育課調査官 もう一つ、委員さんからあったのは、指標の立て方でちょっと

いろいろとお話がありまして、まずもって指標があるものとないものがございまして、極力定

量性で数字化していきたいという思いがあるんですけれども、なかなか定量化できない部分も

あって、ただ例えば何かの会の回数、本当にこれでいいのかなとか、思いながらやっているん

ですけれども、でも、さりながらやっぱり定量化していくのは重要なことだなという思いで入

れておりますので、その辺も御理解をお願いしたいと思いますけど。 

○木野委員 きょうの会議の趣旨は何か。 

○田中委員 これが一応仕上がりということがきょうの目標やないの。御承認いただくのが、皆

さんに。 

○松井教育委員会教育課調査官 そうですね。 

○田中委員 きのうまではけんけんがくがく意見が出たで、感想としてはよく練られたなと。こ

んなものかなと思いますけど。 

○木野委員 私、今説明を聞いておって、よくわからんのがただ１点、教育大綱と教育基本計画

の位置づけというのはどういうふうに理解して、これは計画をつくっているのか。 

○松井教育委員会教育課調査官 実は、一番最初につくったときに、私ども、振興基本計画が、

余り表には出ていなかったんですけど、実は一応はあるにはあったんですね。当時たしか地方

教育行政の改正があったときに、教育振興基本計画をもって大綱にすることもできるよという

流れだったんですけれども、ただ我々としたら基本計画そのままはちょっとあれなので、そこ

から抜粋した大もとのものでやっていこうという流れで当初あったと思うんですけど、今回も

それで踏襲したと。 

○木野委員 あの方針をそのままやるんやったら、別に教育大綱なんか要らんわな。 

○松井教育委員会教育課調査官 それも確かに、そういう議論もありました、確かに。 

○木野委員 それは議論じゃなくて、法制度の問題として、わざわざ教育大綱を位置づけた以上

は、教育大綱独自のものがどこかで出てこないとつくる意味がない。だから、27年の当初のと
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きには、それは緊急避難的にやるのはいいけれども、５年の歳月をかけて、教育大綱ってどう

あるべきかという議論を一体どこでやったのか。 

 そして、今、調査官が教育振興基本計画、教育大綱、両方説明してくれたが、そもそも教育

大綱に行政側はどういう意見を反映してこれをつくったの。 

 だから、それは議論が出るわけがないよ、こっちはこっちでちゃんともう議論しているんだ

から。議論し尽してこれは出ているんやから。 

 そのときに、じゃあ行政のほうはどういう対応をしたの。 

○松井教育委員会教育課調査官 いや、それは私どものほうとして行政側に投げかけてはいませ

んので、多分話す機会がなかったと言われたら、これはまた何ともならんのですけど。 

○木野委員 それはおかしいよ、そんな話。 

 皆さん一生懸命やっていただいているので、何も言う気はないんです。どっちにしてもこの

２つは両輪だし、この２つがないことには前に進めないことも事実だから、それはそれでいい

ですよ。 

 逆にこれが中身が食い違っておったら何なのという話になっちゃうので、それはいいんだけ

れども、わざわざ教育大綱を制度化したことの意味を考えたときに、これは少なくとも教育委

員会と行政側とがこの部分については共通項として一緒にやりましょうねという部分があって

教育大綱というのが存在意義があるので、それがなかったら教育振興基本計画一本でいい。余

計な手間暇をかけておるだけだよね。ちょっとその辺のところが、最初の部分で……。 

○松井教育委員会教育課調査官 わかりました。確かに町長がおっしゃることがごもっともで、

ただ我々といくと、例えばＩＣＴとか、いろんなところで協議するべき事項がいっぱいありま

すので、まだこれは一応３月となっておりますので、改定は、まだちょっと日にちがあります

が、また協議というか、こんなもんでどうやろうという話をしていかないかんかなという。 

○木野委員 学校ＩＣＴの計画に関して言うならば、それは教育委員会サイドからは、教育の側

面から、いつの段階でどういうふうに。逆に、大綱のほうで言うならば、財政サイドの裏づけ

という意味なので、それについての裏打ちの中で、それは本来大綱の中にも書き込んでいない

とおかしい話です。 

○松井教育委員会教育課調査官 そうですね。そこの部分をクローズアップして、予算づけの裏

づけもあるよ、だから大綱は生きているよというふうに持っていったほうがいい。 

○木野委員 今、行政計画の裏づけがないと、補助金だとか交付金というのはついてこないとい

うシステムになっている。個別具体的にこのタブレットが欲しいとかあれが欲しいとか言って

みたって、じゃあそれはどこに書いてあるんですか、行政計画のどこにありますか、いつまで

にやることになっていますかと常に言われるんです。 
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 だから、位置づけをきちっとして、それをどっちに書くかという話も含めて、その仕分けは

大事だよと。それは、多分、ＩＣＴ教育だけじゃなくて、実は、今は改修計画は一応済んだけ

れども、改修計画そのものだって、大綱の中で環境整備という形で１項目起きていないとだめ

だと思うし。 

○松井教育委員会教育課調査官 そうですね。 

 だから、我々側から余り踏み込んだ言い方は遠慮した部分も当然あるんです、逆に。だから、

財政上の話まで我々が余り突出して出すと、これが先走りするとあれなのでという部分がある

ので。 

○木野委員 それはそういうことなんやけど、この計画は、突出していないと計画の意味がない。 

 それは評価としては計画の達成率で出てくるだけの話なので、書いてあることに夢がなかっ

たら、今あることをなぞって、もう既に決まっていることをなぞっていくだけやったら、計画

に何の意味もない。 

 財源の調達に苦労している我々からすると、この言葉は言わないほうがいいんです、楽やで。

そうやけれども、書いてあるから一生懸命財源調達するんじゃないの。 

○松井教育委員会教育課調査官 はい。それはそうです。 

○木野委員 そこのところが、教育大綱をつくるときに、行政サイドと教育委員会サイドとどう

いう形で、両方でどうやってコラボができますかと聞いているわけ。 

○松井教育委員会教育課調査官 わかりました。我々として重点項目を立てましたので、まずそ

の部分について特に協議をしていって、このままの計画内容でいいのか、もう少し膨らませら

れるのかというところをもう少しちょっと、まだこれは３月ですので、ちょこっと話をしてで

すね……。 

○木野委員 ちょっとそこら辺の部分について、大綱の持つ立ち位置と委員会の持つ教育基本計

画としての立ち位置を少し整理してもらったほうがいいと思う。 

○松井教育委員会教育課調査官 わかりました。 

○箕浦委員 余り予算については意識せず、本当に教育的な内容ばかりでやっておりました。 

○木野委員 教育的な内容とおっしゃいますけれども、教育的な内容というのはお金の裏づけが

なきゃ何もできないという事実があるもんだから。 

○松井教育委員会教育課調査官 そうですね。ちょっと打ち合わせします。 

○荒川参事 私も最初から質問していいのかどうかあれやったんで言わなかったんですけど、説

明を聞いていて、基本計画と大綱ってどっちが上位なんやということは思ったんですよね。だ

けど、お話を聞いておって、ああ、なるほどというふうに思いました。 

 だけど、そうやって見ると、この基本計画はすごい練ってあるなという感じ、物すごい検討
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されておるなということは感じました。そういう意味からすると、こっちは何かダイジェスト

版というような感じかなというふうに思いました。 

 ただ、僕が思うのは、行政側としては、来年度、２年度から２年間かけて第六次総合計画を

つくります。第五次総合計画と同様に、やっぱり財源の裏打ちがないと、ただ総花的にあれを

やります、これをやりますでは財源はどうなのといったときに、前回もそうでしたけど、10年

間やったときの財政シミュレーションもやりました。見直し後の４年後にも財政シミュレーシ

ョンを全部かけました。そうした意味で、やっぱり、ある意味、総合計画の中にも教育部門も

入ってくると思いますけど、もうこれだけでき上がっておるので、その部分を抜き出して、あ

とは財源として幾らかけますかということで、総合計画に掲げる教育部門のクラスターとして

振興計画がありますよという位置づけがいいのかなあということは思いました。 

 来年以降になりますけど、早速早々に六次総合計画のほうに着手しますけど、そのときには

財源の内訳、これはもう前回かけましたので、それを数字を全部集めて、私どもは財政サイド

として、今の財政状況で立ち行くのかどうか、それを全部検証しながら、例えば総合計画の中

から、これはちょっと外せとか、ちょっともっと遅くしろとか、そういうようなことをやって

という作業を２年間かけてやりますので、その際にある程度財源ができればと、あればいいか

なとは思いますけど。 

○松井教育委員会教育課調査官 一応計画の中では、見直し項目もあるよね。見直しとしてね。 

○木野委員 ４年から計画だから、２年、３年で。 

○荒川参事 そうやね。つくります。 

 それで、４年度、７年度で一回見直します、第六次総合計画。 

 それで、８年度のときに、いわゆる総合計画が町長の任期ごとに見直しというパターンでい

っていますので、やっぱりマニフェストとかいろいろあるので、やっぱり人がかわると方針も

変わってくるだろうということで、その任期ごとに見直しをかけるようになっています。 

 したがいまして、６年度だから、ちょっとしたときに今度、総合計画の改訂とあわせてまた

この振興基本計画……。 

○松井教育委員会教育課調査官 見直しを図らなきゃいかんかもわからんということやね。 

○荒川参事 そういうことをやってもらえれば、そのサイクルとしてつながっていくから、上位

計画である総合計画とリンクしていくかなということは思いますので、今度の六次総の基本ベ

ースは、これをこっちへ抜き出す、総合計画のほうへ抜き出すというのでいいかなとも感じま

した。 

 ただ、大綱と基本計画とどっちが上位かなとは、ちらっとは思いましたけど。 

○田中委員 この新しい制度になったときに、大綱をつくりなさいというときに、振興計画があ
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ったら、それで読みかえてもよろしいよというのが一番最初の暫定の処置であったので、そう

考えると大綱が上なんだろうね。 

○松井教育委員会教育課調査官 いやいや、一緒ですよ。 

○田中委員 むしろダイジェスト版をつくりなさいというふうにそのときは読めたけど。 

○市橋（肇）委員 何となく解釈が違っているかもしれませんけど、戦略的な思考からするとこ

っちが上で、どっちかというとこっちは戦術的なものだと思うんですよ。だから具体化した言

葉が物すごく多いんですけど。こちらは、この中からこうではなくて、やっぱりこっちで……。 

○木野委員 これを膨らませた。 

○田中委員 そうそう。 

○松井教育委員会教育課調査官 前回のを踏襲した説明の仕方なので、本来はこれをここで本当

は審議する場なので、本当はね。ただ、わかりやすいようにこれをやっておるだけの話で。 

○木野委員 計画の体系からいうと、総合計画の部門別計画として教育大綱というのがあって、

これの教育大綱の積み上げは、この教育基本計画というのはあるはずやから、逆に言うと、こ

れが政策的に位置づけられていないと、財源の裏づけのない計画になってしまう。 

 我々はというか、少なくとも私がここにいるうちは、学校教育に関しては最重要課題だから、

ここで決めて、議論して、財源の裏づけがあったものについては、基本的には総合計画にその

まま上げてもいいと思っておる。 

 ついでに言うと、普通に言うと上位だけれども、別に行政は教育について、いろいろこうや

ってある部分で会議をしなさいといって法改正をしておるけれども、教育の中身について私は

口を出す気はないといって前から言っている。13年前から言っているよ。だから、それは責任

を持ってやってくださいと。これはある意味、行政とをつなぐパラレルな計画だと思ってもら

っても結構。これが上位だとか、これが上位だとかいうと話がややこしくなるので、総合計画

へ反映させていくものはこっちから反映させていくよという話にして、それと同一平面で、こ

れは教育委員会がつくった最上位の計画であることは間違いないと。僕はそれを否定する気は

全くないので。 

○松井教育委員会教育課調査官 はい。ありがとうございます。 

○木野委員 私は、専門集団に文句を言うつもりは全くございません。 

○松井教育委員会教育課調査官 ありがとうございます。 

○箕浦委員 私、生涯学習のところでもちょっと見直しておって思ったんですが、例えば学級講

座を中止して、今、わのうち未来塾とか高齢者教育教室をやっておるだけですので、もっと一

般向けの講座をもっとやっていただけるといいんやけど、ここへ上げると予算の関係があるも

んで、なかなか、思い切ったことを書いてもいいけれども、そういうことを思いました、つく



 

－１７－ 

っているときに。今、町長さんのお話を聞いておって。 

○市橋（肇）委員 今回のこういう教育振興基本計画なんかの契機というんですか、作成のニー

ズが出てくる一つの一端には、県教委の教育方針というか、そういうものが出ることに伴って、

周囲のニーズに応えるためにつくらざるを得ないという場合もあるやに思うんですよ。 

 例えば今回のこの中身の中で、新指導要領に変わるというような、教育界にとっては大きな

転機だと思うんですよ。それから、この思想的なものも、教育に携わる人たちだけが考えた教

育のあり方じゃなくて、社会のニーズに応えるような方針を取り込んだ県教委なんかの方針に

なってきている。 

○木野委員 もちろんそうです。 

○市橋（肇）委員 だから、基本的には、輪之内町として行政を行うときのタイミングと、教育

に携わっている人たちの周りからのニーズに応えるものとして、これはつくらざるを得ないん

じゃないかと。 

○木野委員 だから、タイムラグが出てきておるものについては、いずれ改定版という形でそれ

をどうやって取り込んでいくかという話だし、教育大綱そのものについていうならば、県教委

だけの問題では実はなくて、県の行政当局も何を考えておるのという部分まで本当は取り込ま

ないといけないんだけれども、県教委ってうちの行政と教育委員会の関係以上に壁があるので、

正直言って、なかなかそこまで踏み込んでいないだろうと思っています。 

 でも、その心理的な壁を取り払う、教育大綱をつくれという。そもそも教育委員会は自分た

ちの仕事ではないとは言わないまでも、半分自分の仕事かなと思いながらやっていた、いじめ

だとか何かの問題が、じゃあそれは教育界で起こっていることじゃないのと、そうだよねと。

でも、誰もやらないよねと。誰もやらないとツケはどこへ回るかというと、行政のトップへ来

るよと。だから、大津みたいな事件のときに、教育長が開き直って何で悪いんやと言ったけれ

ども、やっぱり悪いのはおまえやと言われて、教育長は最後にかわったけど、市長が表へ出て

きて対応せざるを得なかったということ。そういう不純な動機で出てきているので、高邁な理

想を教育大綱の中へということは、議論としてはあり得ても、実際として難しい部分があるよ

ね。だから、ああいう方向が出ていた。とりあえず教育振興基本計画をダイジェスト版にして

教育大綱という形をとりあえず整えなさいと。 

 何でやるかというと、要は行政が少し物が言えるように大綱をつくって、全部支配するなん

て大それた考えは全くないが、物を言ったときに、前の独立行政委員会の制度だと、任せたは

ずなのに何を言っているんだといって教育委員会サイドから開き直ると行政のほうが何も言え

なくなるという、もう戦後何十年もやってきたトラウマがあるので、そうじゃないよと。あな

たたちが対応できなかったら、うちも出ていくよと言える部分をどうやってつくっていくかと。 
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 だから、そのすき間ができちゃったときには行くけれども、すき間なしにきちっとやってお

ってもらえるのなら、そう何も言う気はない。そのすき間がないときには、私が前から言って

おるように、我々は環境整備には責任を持つけれども、教育の内容にはタッチしませんよと言

っていたんだけれども、実は大津では、その教育の部分で、いじめとかそういう部分ですき間

ができちゃった。すき間ができたら遠慮なく入り込みますよというのが趣旨やったはずやで。 

○松井教育委員会教育課調査官 そうですね。 

○木野委員 だから、その部分で言うならば、別にこれが上位だなんていうつもりは全くない。 

 ただ、同じだけれども、行政とつなぐ計画ですよと。このつなぎ、そしてつないだことによ

って遠慮なしに入り込める余地、何か足りない部分があれば行政も遠慮なしに口を出すよとい

った部分を担保したのが教育大綱やと、そう思っているので、逆に言うと、こっちはこっちで

リスク、さっきちょっと刺激的なことを言ったけれども、これは夢を書いてもいいんじゃない

の、とがったことを書いてもいいんじゃないのと、そこがやっぱり政策選択の話なんですよ。

こっちが最重点で、何かのハード事業を削ってでもこのソフトでやりますよと、そういう政策

選択をすれば、ここに書いた内容についてかなりの部分、入り込んでくるけれども、また何年

かたって違うトップが出てきて、こんなことよりも俺は道路をつくるほうが先やという人が出

てくれば、こっちの分は削られれば、延期されていくだけですよ。そこのところが、非常に難

しいですよ。 

○松井教育委員会教育課調査官 そうなると、ある程度具体的に教育大綱の中に書いておいたほ

うが、我々としたらでき得る可能性が常に高くなると。 

○木野委員 だから、書いていないと、やらんでもええんやないのといって、逆にこっちから言

いたいよという。 

○松井教育委員会教育課調査官 そうですね。 

○木野委員 ただ、これはあくまで５年間の計画ですよね。 

○松井教育委員会教育課調査官 はい、そうです。 

○木野委員 30年先の夢まで書かれては困るんやて。 

○松井教育委員会教育課調査官 それはそうですね。 

○木野委員 無理をすれば５年でできるよねという部分までは書き込んでもええやろうかなとい

う気がしているだけ。無理をすれば５年でできるものまで書いていないと、書いてあることさ

えやればええんやなという。お金は要らない、使わないほうが財政的には健全になるから、書

いていないことにはお金をつけないよといって、こっちから言われると、そうだよねという話

になる。 

○松井教育委員会教育課調査官 基本、計画をもろうて、背伸びすれば何とか届きそうな……。 
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○木野委員 と私は思っておるんやけど、違う意見もあるだろうから。 

○松井教育委員会教育課調査官 というところまでぐらいで、もう全く絵に描いた餅のような計

画を上げてみても、なおかつスパンが５年ですので、それは何やったという話になると思うの

で。ちょっと背伸びした目標数値もありますけど、それなりに精選したものであるとは思いま

す。 

○木野委員 大分前の計画に比べればかなり具体的にこなれてきているし、入るべきものも入っ

ておるので、あとは少し文言で整理してもらえば。 

○松井教育委員会教育課調査官 ああ、そうですか。 

○木野委員 もうちょっと後で、できれば……。 

○松井教育委員会教育課調査官 わかりました。それなら、それはまたちょっと。 

○木野委員 ちょっといろいろ附箋をつけているところもありますけど。 

○松井教育委員会教育課調査官 ありがとうございます。はい、わかりました。 

○木野委員 ごめんね。先に結論を言っちゃったもんで、あれで何も言えなくなっちゃったかも

しれんけど。 

○松井教育委員会教育課調査官 いえいえ、逆に……。 

○田中委員 なるほどと思った。 

○松井教育委員会教育課調査官 はい。 

○箕浦委員 今お話を聞いておって、基本計画の中に５年間ぐらいでやれそうなことをできるだ

け拾ったつもりです。そこら辺の見通しのほうをしっかりと書き込んでおかんと、思いつきで

書いてもいかんし。 

○木野委員 だから、夢の部分はやや抽象的になるかもしれない。どうしてもこの５年間でやら

なきゃならないものは、財源も含めて調整しながら具体的に書き込む。具体的に書かないと、

お金は取れないですよ、文科省の補助金にしても何にしても。 

 例えばタブレットを何年までに整備しなさいと。あれ、僕も深読みしていないのでわからな

いんだけれども、最初の３分の１は整備していることから、あと交付金となる話。 

○松井教育委員会教育課調査官 そうです。 

○木野委員 それが何で３分の１なのといったら、その３分の１は、文科省から見れば、もう既

に予算措置が済んでいる。 

○松井教育委員会教育課調査官 そのとおりです。 

○木野委員 目には見えないけれども、交付税の算定のところで、３分の１相当分はもう既に整

備できるだけの需要を見込んで、もう既にやっている。と言われるまで気がつかないんやけど。

実は交付税に算定数値として上がっておっても、やっていないことっていっぱいあるんですよ。
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そのかわり交付税で対応していない部分をやっておることがいっぱいあるので、それはまさし

く政策、選択の話なんですよね。でも、こうやって３分の１を除外した残りの部分について交

付金なり補助金で面倒を見ますよというと、３分の１って何やったんやといって、改めて割る

と、財源措置はもう済んでおるんやなという話。みんな面倒を見てくれればええやないかとい

って開き直ると、実は、何を言っておるんや、もう面倒を見ておるわという話になっておるわ

けよ。 

○松井教育委員会教育課調査官 上手ですね、こういうのは本当に。 

○木野委員 やっていないおまえが悪いんやという話になっちゃうので。 

○松井教育委員会教育課調査官 うまいこと考えてあるなと思ってね。 

○荒川参事 僕も最初、３分の１がどうのこうのって町長に聞きましたけど、最初さっぱり何の

ことやわからん。よくよく聞いたら、ああ、なるほど。 

○松井教育委員会教育課調査官 そうそう。ひもつきで苦しいときもあるけど、ひもつきがいい

ときもある、逆に言うと。 

○田中委員 最初から言っておいてくれれば。 

 地方自治だというと格好いいけど、丼でくれるだけの話やろう。 

○松井教育委員会教育課調査官 そういうことです。 

○木野委員 時々いうと、いろんなものをお金が欲しいときに、いや、これは交付税の需要の中

にこれだけ入っておるから、この事業をやってくれとか、図書館のあれにしても……。 

○松井教育委員会教育課調査官 ああ、学校司書もそうですね。 

○木野委員 そうでしょう。 

○松井教育委員会教育課調査官 そうです。 

○木野委員 需要としては入り込んでおる。 

○松井教育委員会教育課調査官 入り込んでいます。そうです。 

○田中委員 広く薄く。 

○松井教育委員会教育課調査官 そう。もう措置してありますという。 

○田中委員 結局、地方自治やでどうのこうのといったけど、向こうが一枚上手やね。 

 直にやったら全部出さんならんけれども、少し出しておいて、出してあるがと言えるでね。

あんたら項目をよく読んでみ、ここに小さい字で書いてあるにと、こうやって言えるんやな。 

○松井教育委員会教育課調査官 逃げ道もちゃんとつくってある。 

○木野委員 灯台もと暗しやで。 

 というのは、そういう部分もあって、いろいろよくよく考えてみると、基本的にはやらんな

らん仕事というのがまだまだあるような気がするし、今みたいなスキームな議論はちょっと置
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いておいて、その中身の議論をしたときに、ちょっと３小学校で図書の数がこれだけばらつき

があるというのは何なんやろうね。 

○松井教育委員会教育課調査官 途中で結構古いやつも。 

○中島教育委員会教育課長 そうです。廃棄図書とかもありますので。 

○木野委員 要は廃棄していないだけの話か。 

○松井教育委員会教育課調査官 毎年同じようには買っていますので。大規模改修を境に結構処

分したりしていましたので、それでも図書標準を下回らないので、それなりに整理をしていっ

ているということになるんですが。 

 だから、仁木が福束より少ないですね、標準は高いけど、実際の冊数は、蔵書冊数は少ない

ですね。もともと福束は国語が研究の指定校でやっていましたので、図書館も何年か前に表彰

を受けたりしていましたので、そういった意味でちょっと多いのかなというふうには思ったん

ですけどね。多分そうだと思いますね。 

○木野委員 何か積極的な意味で多いならいいんやけれども、廃棄していないから多いだけなん

ていうこともないね。 

○松井教育委員会教育課調査官 それはないとは思いますけど、いつも整理はちゃんとして、そ

の上で今現在のもので、ちょうど大規模改修がいい機会といったらあれですけど、そのときに

いろいろ本を見直してやっていますので。 

○木野委員 うちも学校司書がいるので。 

 同じレベルで取捨選択して。 

○松井教育委員会教育課調査官 ああ、そうです。やってもらっています。 

○木野委員 廃棄、購入についても議論はしていかんと。 

○松井教育委員会教育課調査官 やっていただいていますね。だから、多分福束はそういう意味

で多いんだと思います。 

○木野委員 ちょっと数字として気になったの、もう一つ、ここの中で英検３級以上の部分とい

うのがあったんやけど、私が最初に英語教育を云々といって言い出したときの感覚からすると、

余りにも低いんじゃないか。 

○松井教育委員会教育課調査官 まずは受験者が少ないなというところがちょっと我々も感じて

いるところなんですね。 

○木野委員 そういうことなのかね。英語に興味を持っていないということ。 

○松井教育委員会教育課調査官 ただ、今年度は結構小学生もふえてきていますよね。 

○近藤教育委員会主任指導主事 小学校ふえました。 

○松井教育委員会教育課調査官 ちょっとこの間の数字が入っていないので、ちょっと説得力は
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ありませんけど、確かに僕らからすると、全額補助を１回はするので、受かる受からん関係な

しに受ければいいのになと思うんですけれども、なかなかちょっと、何でかなあというのは思

うんです。もう少し学校を通じてというか、もう少し保護者の方にわかってもらうようなあれ

をしないかんなと思うんですけど。 

○木野委員 ちゃんと楽しいやつになっておるかな。楽しい英語になっているかな。 

○中島教育委員会教育課長 授業の中では、とても本当に楽しくやっております。 

○市橋（肇）委員 楽しそうにやっているね。 

○松井教育委員会教育課調査官 やっていますよね。結構、特に低学年の子なんか本当にびっく

りするぐらい大声でやっておるので、今はちょうどこども園からつなぎで１年生からずうっと

低学年から、なおかつうちは先行で授業数をふやしてやっています。来年度から一緒になっち

ゃうんだけど。 

○木野委員 何で先行したけれども来年度から一緒になっちゃうの。 

○松井教育委員会教育課調査官 ですね。 

○木野委員 先行したら、先行した分、先に行きゃあいいじゃん。 

○田中委員 ほかのところにしわ寄せが来うへんか。 

○松井教育委員会教育課調査官 もっとふやしますか、授業数。僕は簡単に言えるんだけど、先

生たちはびっくりしてしまう。 

○木野委員 だって、一緒になっちゃったら特色じゃなくなるよ。 

○松井教育委員会教育課調査官 なくなりますね、確かに。 

○木野委員 先行してやるといったって、毎年対象となる児童・生徒は変わるんやよ。 

○松井教育委員会教育課調査官 確かにちょっと我々も、合格率はそれなりにいいとは思うんで

すけど、やっぱりあれなのかな。 

 ただ、これ、会場は準会場で、人数がふえればうちでできるので、遠くまで行くことないで、

ここでやるなら、みんな受ければいいのになと僕らは思うんですけど、なかなか、何でだろう

なと思うんですけどね。 

○田中委員 これ、ちょっと現場の声を聞いたほうがええかもしれんな。うちらがええと思って

やっておるんやけど、現場というか……。 

○松井教育委員会教育課調査官 ありがた迷惑なんでしょうかね。そんなことはないと思うんで

すけど。 

○田中委員 現場の先生方と、それから本人、子供と保護者との間に何かあるかもしれんな。や

っておるという割には数字が少ないなと思って。合格率が少ないのは試験が難しいかと思った

ら、そうやない。今、具体的な数字を見ると、余り受けておらへんのやな。 
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○近藤教育委員会主任指導主事 はい。 

○田中委員 何かそんなことをやったってとかいう雰囲気が誰かにあったり、負担感があったり。 

○松井教育委員会教育課調査官 テストというと嫌なのかもしれないですね。 

○田中委員 それは僕でも。 

○松井教育委員会教育課調査官 普通の会話で教室の中では楽しそうにやっておるあれが、いざ

机の上で筆記テストをするんやという雰囲気になると、ちょっとまた別のものになるのかな。

そういうところもあるのかもしれないですけどね。 

○中島教育委員会教育課長 やっぱりある程度自信がある子しか受けていないような気がします。 

○松井教育委員会教育課調査官 そんな感じやよね。 

○近藤教育委員会主任指導主事 ちょっとまだ周知というか、かなり１年目はやっぱり、１、２、

３回やっても、３回目は人数が集まらなくて一般会場で受けてもらうということやったんです

けど、２年目のところはかなり、学校での働きかけも話していただいたのも大きいと思うんで

すけど、比較的受ける子もだんだん、やっぱり親への周知というのを、中学生だとやっぱり受

験に向けてという感じで、結局自費でも受けるお子さんがふえているのは年々ふえています。

１回目は受からなくても、まずはとにかくチャレンジして、近いところだから、やっぱり大垣

まで送っていってということがないから、その点では自費、お金がかかってでもここで受けら

れるのはありがたいというふうで、２度、３度とチャレンジするお子さんというのは、年々で

すけれど、中学生についてはふえています。 

 ちょっと小学生でいうと、うちは小学校の専科の先生が入って５・６年生とかを指導しても

らっているんですけど、いつもいる担任ではないんですけれど、その先生方からもちょっとチ

ャレンジしてみというふうで声かけもしていただいてで、特に１回目、２回目でいうと３回目

に小学生の子は多く受けているんです、ここ数年見ていても。今年度もなんですけど。 

 その部分でいうと、６年生の子には１回目とか２回目ぐらいからでもやっぱり一遍試しで受

けて、ちょっと自分の力を試してみたらというふうで、年度版の受検の案内は出すんですけど、

もうちょっとチャンネルを使ったりとか、あとはやっぱりその有効性とか、今はもう大学受験

推薦の中で、英語関係だと推薦の条件の中に準２級以上だとか２級以上であるとか、それで受

けた場合、例えば入学金免除であるだとか、今そういう部分がかなり大学で出てきているんで

す。だから、ちょっとそういった、小・中学生に向けての案内なんだけど、ちょっとそういっ

たふうに今やっぱりグローバル化というか、英検というのも大学入試の中でも少しやっぱりそ

の基準の中にも入ってきていますよというのもちょっと一文入れると、保護者の中にはやっぱ

りそういったことをちょっと意識なさる人も出てくるのかなということを思って、来年の保存

版の中にちょっと一文そういった言葉も入れて、12チャンネルで流すのをちょっと定期的に流
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して、みんなに知ってもらうと、結構保護者もその点には関心を持ってもらったりだとかとい

うふうで、ちょっともう少し何とか活動というんですか、広める活動を……。 

○松井教育委員会教育課調査官 ＰＲね。ＰＲ活動しなあかんね。 

○近藤教育委員会主任指導主事 ＰＲ活動ももうちょっと頑張らないかんかなと思っています。 

○田中委員 防災士というのは、試験があるんですか。 

○近藤教育委員会主任指導主事 はい。 

○田中委員 それはどのくらい皆さん受けるの。 

○中島教育委員会教育課長 全員が受けます。 

○田中委員 全員が受かるの。 

○中島教育委員会教育課長 いえ。 

○市橋（肇）委員 受からないけれども、受けることは受けているんですね。 

○中島教育委員会教育課長 はい、全員が一応受けます。 

○田中委員 「いや」というのは、余り言いたくないですか。 

○中島教育委員会教育課長 ちょっとことしは大変低かったです。 

○田中委員 僕は孫の教科書を見ると、普通のこの人らがやるようなテキストだった。 

○近藤教育委員会主任指導主事 大人と一緒です。 

○松井教育委員会教育課調査官 分厚いね。 

○近藤教育委員会主任指導主事 全く一緒の。 

○田中委員 これは大変やなと思って、やっぱり余りよくないの。 

○松井教育委員会教育課調査官 合格の点数が70点から80点に上がった。 

○田中委員 それはえらいこっちゃ、あれで70点。 

○近藤教育委員会主任指導主事 ことしから上がって。 

○松井教育委員会教育課調査官 かなり厳しくなった。 

○市橋（肇）委員 防災士って国家試験なの。 

○松井教育委員会教育課調査官 いや、違います。民間の認定資格ですね。 

○市橋（肇）委員 よく国家試験だと、最初施行したときに、そういう有資格者をふやさなきゃ

いけないから大甘で合格するんだけど、だんだんハードルは高くなって難しくなるというのが

一般的ですよね。だから、防災士もある程度行き届いたから、ちょっと……。 

○木野委員 そういう部分はあるでしょう。 

○松井教育委員会教育課調査官 あるかもしれないですね。 

○木野委員 今、民間資格ですけど、ある部分でどこかで公的資格に移行するかもしれんな。 

○市橋（肇）委員 ニーズがあれば。 
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○木野委員 司法書士試験と一緒です。 

○田中委員 あれは民間にやらせておるけれども、国家資格と同じことやな。 

○市橋（肇）委員 あと、近藤先生からさっきお話があったんですけど、大学でそういう有利、

アドバンテージのあるような資格を取ることになるんですよというＰＲをしなくちゃいけない

ということと、それからもう必須で、こういう能力を持っている人を社会人は採用とかそうい

うところで、もうそういうのを決めてきているんだよということをもっとＰＲしないとだめだ

と思いますね。例えば我々だとＴＯＥＩＣで何点以上とらないと留学させへんよとかね、そう

いうようなところなんかもあるわけですから、そういう……。 

○田中委員 このごろ企業の外国進出が多いでね。 

 僕、昔、近藤先生がいるときだったと思うけど、告辞で言ったことがあったね。小学校の子

が社会へ出るころに、３分の２とかが外国と絡む、あれ、ほとんどの子が絡むんやね。外国へ

行くのは３分の１とか半分とかが行くことになる。 

 テレビを見ておったら、新幹線の中の英語、このごろＪＲでも英語でやりおるでさ、昔のバ

スの車掌みたいな英語。この間までは片仮名でやっていたけど、このごろ昔のバスの車掌な、

何を言っておるかわからへんやつ、しよるけど、あれでええんだという人がおって、別に向こ

うでネーティブになるわけやないから、どうせ外国人なんだけど、だけどコミュニケーション

ができんとという話をやっておった人がおって、そうすると大分楽になるよね。ネーティブ取

らないといかんとかいって、どえらいお金がかかるがな、ネーティブでやると。そういうのを

最低限要る、確かにそうだわな。あれはええことを言ってくれた。 

○松井教育委員会教育課調査官 なかなか子供にそれを言ってもぴんとこないので、保護者に何

かやるようなあれをやっていくと、親が、教育ママさんたが頑張らせるかもわからん。 

○市橋（肇）委員 そうだと思います。 

○木野委員 我々が、ネーティブ、ネーティブ、できればネーティブとやっているのは、おかし

な英語をはなから抱え込んでしまうと……。 

○田中委員 僕らが習ったようなやつな。 

○木野委員 ちょっとまずいので、できるだけ本物を学ばせたい。ある程度、もうそれ以上成長

の見込めん場合は、ジャパニーズイングリッシュでも何でもいいし。最近、新幹線の中の英語

って、逆に日本人には聞き取りやすいですよ。 

○田中委員 外国の学会へ行くと、アメリカ人とイギリス人の英語以外はわかるんよ。インド人

は大分わかりにくいな、中国人は一様によくわかる。同じ外国人やで。 

○市橋（肇）委員 どちらも苦手な者だと、折り合うために丁寧になるからいいと言われる。 

○田中委員 中国人でも韓国人でも単語をぽつぽつしゃべる。我々の英語と一緒で。ぽつぽつ向
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こうもしゃべりおる、それでわかる。ネーティブはするりとしゃべるで、単語がわからずに。 

○市橋（肇）委員 あと、それもあるんですけど、一般の商品にも英語表記がふえていますよね、

その英語が、ネーティブからすると不自然な英語、和製英語を使っていたりなんかしているメ

ーカーも結構あって、これは適当じゃない、ここの会社のこの表現はすごく洗練されていると

か、そういうのをよく見られることがあります。 

 だから、いずれにしろ僕が言いたいのは何かというと、ニーズが少ないんだと思うんですよ。

例えば横浜とかそういうところ、外国人がいっぱいいて、船で来たり、航空会社があったりと

か、そういうところでは、必然的に子供たちもニーズが出てきているんです。それから、企業

によっては、研究所とかそういうところがあると、交換している研究員が家族で来ていると、

一緒に遊んでいるんです、子供は。日本語をこっちはしゃべりながら、相手は英語でしゃべり

ながら。そうすると、ニーズが出てくるから、お互いに折り合おうとして、一遍にすごく上達

するんです。だから、そういう点で、輪之内もだんだん外国人がふえてきたんだと思うんです

けど……。 

○木野委員 英語のネーティブは余りいないんですけど。 

○松井教育委員会教育課調査官 ですね。英語はしゃべれない、どこかの国とかはたまにいるけ

ど。 

○田中委員 乗鞍スカイラインへ行ってみると、最初、日本語で立入禁止とやっておって、中国

語になっておって、ハングルになっていって、だんだんふえてくるに。この辺は静かやね。 

○市橋（肇）委員 お千代保なんかは余りいないんですかね、三川公園とか。 

○木野委員 月参りで願かけに来るのは日本人ぐらいしかいないです。 

○田中委員 そういえば、お千代保はバイリンガルじゃないね、表示。 

○市橋（肇）委員 今は、例えば輪之内も歴史探訪でガイドをやっているんだけど、外国人に向

けたガイドを養成しなくちゃいけない、ニーズがあるところ。 

○田中委員 今は町外の人来ておる。 

○市橋（肇）委員 だから、そういうようなニーズがあると途端に、あと同じガイドブックでも

英語版、中国語版をつくったっていいんですけど、そういうニーズがあるようになると、行政

の中にもそういう人が必要になるじゃないですか。よくあるのは、ポルトガル語とか、何とか

話さなきゃいけなくなると、ポルトガル語の話せる人を置いているとか、そういういろんな人

がいるから、そういう仕事が必要になるんだということを子供たちに教えないとだめなんじゃ

ないかと。 

○田中委員 なるほど。 

○松井教育委員会教育課調査官 案内をみんな英語にしてしまおうか。 
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○田中委員 そろそろ英語でインターネット、ウエブページとかを……。 

○松井教育委員会教育課調査官 ホームページね。 

○市橋（肇）委員 例えばカナダへ派遣したりなんかする子供たちは、英検が何級以上の人を優

先的に派遣しているとか、何かそういうことはないんですか。 

○中島教育委員会教育課長 ないですね。 

○松井教育委員会教育課調査官 それはないですね。 

○中島教育委員会教育課長 一応面接は。 

○松井教育委員会教育課調査官 一応面接で英語のあれはやるんだけど、特別それでこの級が何

級だからというのは選考理由にはしていないですね。 

○田中委員 いかにも楽しくやってきたふうに見えるな、コミュニケーションを。 

○市橋（肇）委員 あと、ああいうスポーツの育成の指導員なんかが、例えばバスケットだった

り何かしたら、ＢＳのバスケットのＮＢＡとか、ああいうのを見るように勧める。その言語が

みんな英語でやっているから、彼らは例えば野球選手になりたかったら、将来大リーグへ行っ

たら英語が必要だから、ああいうのを聞いていると、何かきっかけづくりで、何か興味のある

ものに付随的に、その道具として英語が使われているものを推薦していくと、何かなじんでく

るんじゃないかなと思うんですけど。 

○木野委員 副音声であるじゃない。 

○松井教育委員会教育課調査官 ありますね。 

○市橋（肇）委員 意外にあれで得意になる子がいたりなんかするんですよね。 

○木野委員 性格にもよるんですよ。すごく前向きな子は使う頻度が高くなって、急速にうまく

なります。使わないとだめですよね。さびた英語はもうだめですね、私らも。 

○市橋（肇）委員 聞こえない。 

○木野委員 使う機会がなくて。 

○市橋（肇）委員 やっぱりそうなんですよね。機会がないからですよね。 

○木野委員 別に日本文学とアメリカ文学を比較するためにやっているんじゃないんだよといっ

て。飯を食いたい、あそこへ行きたい、切符を頂戴、そこから始まらないと地に着いた英語に

ならないよと言っているだけで、それと日本語が乱れるって何の関係があるんやというと、僕

は全然ないと思っているので。だって、英検３級とか準２までぐらいだと、その程度じゃない

ですか。 

○松井教育委員会教育課調査官 そうですね。ちょっとした日常会話的でしたね、たしか。 

○木野委員 ２級ぐらいになって、意外と人に臆せずに何とか通じるようになるだけで、それ以

下の級というのは日常会話程度ですね。カナダあたりに行ったら、ホストファミリーじゃなく
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て、幾らか何百ドルか渡して、自分でホテルをとって、３日たったらここへ戻ってこいとやっ

たらどうなんですか。 

○市橋（肇）委員 あちらへ行ってね。そういうのもいいわね。 

○木野委員 もちろん遠く離れて見ておらなあかんけど。 

○松井教育委員会教育課調査官 それをやろうとすると、先生は前もって何遍でも、修学旅行の

やつと一緒やんか。前もって下見に行くんやろう。 

○田中委員 外国は１人で行くのが一番ええです。自分の経験では１人。 

○木野委員 つわものを連れていったらだめですよ。 

○田中委員 あかんあかん、１人。 

○市橋（肇）委員 冷や汗をかいて。 

○木野委員 大体役人が行くと、どこかのツアーに乗ったり、それから何か公的な部分といって

行ったって、みんな通訳つきでやるじゃない。ホテルのチェックインもツアコンがみんなやっ

ちゃって、俺は何号室やと言っているだけで済んでしまうし、一言もしゃべらなくても帰って

こられる。 

○松井教育委員会教育課調査官 本当です。 

○木野委員 それじゃあ外国へ行った意味がない。 

○松井教育委員会教育課調査官 ホストでやっていれば、ホストファミリーとは英語でやるでし

ょうけどね。 

○田中委員 でも、中学生のあの子たちにとっては、そうやって１人か２人で向こうの人の家へ

泊まるというのは、物すごくカルチャーショックというか、いい意味のカルチャーショックで、

世の中こんなもんかと思うようになるので、あれはええことやと僕は思う。 

○市橋（肇）委員 向こうの人がこちらへ来たら。 

○中島教育委員会教育課長 受け入れはします。 

○市橋（肇）委員 そのときは一般の家庭で。 

○中島教育委員会教育課長 はい。 

○市橋（肇）委員 応対する。 

○中島教育委員会教育課長 そうです。 

○市橋（肇）委員 その家庭の御両親なり子供さんなりは、やっぱりある程度英語を話そうとす

るわけでしょう。 

○中島教育委員会教育課長 そうですね。 

○木野委員 向こうへ行った人の家庭が基本的にこっちで受け入れるという話になっているので、

まあそうですね。 
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○田中委員 大学生がやるやつで、青年何とか交流というのがあるがね。あれに行くと人格が変

わるね。普通のところへ就職できなくなる。 

○木野委員 青年協力隊ですかね。 

○松井教育委員会教育課調査官 海外派遣のあれね。 

○田中委員 そうそう、あれ。そのくらい変わるので、中にはドロップアウトする子もおるけど、

大体生き延びていくよね。日本の国内へ帰ってくると、物の考え方が変わってくるので受け入

れられない、日本にね、１年か２年やってくると、どこかでワイルドに生きていくよね、自分

で仕事をつくったりして、与えられた仕事じゃなくて。今、日本にとってそれが大事やよね、

与えられた仕事じゃなくて、自分で仕事をつくり出す。 

○木野委員 社会に迷惑をかけずに寿命を全うするような年になったらだめなんですけど。やっ

ぱり起業家をどうやって育てるか、その部分はあると思うんですよ。 

 でも、こういう議論をしながら、そういうのがどこかに隠された玉として入っておるような

計画にならんかな。 

○田中委員 これは本来そうなんだろうけど、そういう議論をやってから、この振興計画なんだ

ろうけど、とりあえずここまで練られてきたので、これからさらに議論が必要ですね。 

○松井教育委員会教育課調査官 特に今、地域学校協働活動とか、まだまだこれからという部分

が結構あると思いますので、そういった意味では、まだここには具体的なものがあるわけでは

ないですけど、いろいろ出てくるかなとは思っていますけど。 

○木野委員 新しいもの新しいものって書くじゃない。書いておると、これって前あった何かと

似ているよねという部分がある。 

○松井教育委員会教育課調査官 あります、確かに。 

○木野委員 それなら、何でそれが育たなんだろうという部分が。 

○松井教育委員会教育課調査官 そうですね。 

○木野委員 今、地域協働活動なんかで出ているのをやったって、もっと言うなら、そんなへ理

屈をこねなくたって、昔からちゃんと地域はやっていたよなというのがあるにはあるんです。 

○田中委員 地域協働活動、この間しゃべっていて一生懸命考えておったら、何のことはない、

青少年育成会のことだね。 

○松井教育委員会教育課調査官 そうです。地域づくりとかね。 

○田中委員 ただ頭が町長さんであるか、教育長さんであるかだけの違いで。 

○松井教育委員会教育課調査官 そうなんです。 

○田中委員 あれをもっと充実させれば地域活動になるんやな。こういうところにおれば、子供

が豊かに育ってくるな云々は青少年育成そのものだと思って。あるもの生かすとはこのことだ
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と。みんなつくろうと思うからややこしくなってしまう。 

○木野委員 わけのわからない言葉を羅列するとわからないので、もっと言うと、地域活動って

何かといったら、隣のおじいさんがちゃんとそこら辺の悪餓鬼を叱れる社会になれば地域協働

活動ですよ。 

○松井教育委員会教育課調査官 そうそう。 

○田中委員 なかなか今は難しいけど。 

○木野委員 簡単なことを言えば、悪いことは悪いといって、自分の子供であろうがよその子供

であろうが。それを今言わないじゃないですか、あれは俺知らないよといって。 

○松井教育委員会教育課調査官 言うたときには多分不審者扱いされておる。 

○田中委員 それでも、この間、うちのところの300メーターぐらい側溝工事をやっておるじゃ

ん。あそこを子供が通るので、朝、工事を始める前に、老人クラブで見てくれんかと言いまし

た。あそこに６人おるんよ、老人がな。それで、回っていった、朝７時20分から30分まで家の

前に立って、こうやって見ておってと。みんな、ふんふんと言ったよ。そんなこと私は知りま

せんとは言わなんだよ。 

○松井教育委員会教育課調査官 それはまあそうでしょう。それはどこが依頼していったんです

か。 

○田中委員 校長さんが言いに来た。校長さんが地元で見てくれんかと言わっしたで、１人で見

ておったらあかへんでと思って。 

○松井教育委員会教育課調査官 大概学校が言いに行くと、大概みんなわかったと言わっせる。 

○田中委員 そうか。学校の名前を言うたでか。 

 結局は、通学路が別のほうへ、河島会館のほうへ行くようになったので。子供に言わせると、

あっちから行ったほうが近くて安全でええとかと言うておるそうや。 

○松井教育委員会教育課調査官 ああ、そうですか。 

○木野委員 老人６人はおったけど、子供は何人おったの。 

○田中委員 子供は、うちらのほうの子供は別のほうへ行くので、四郷のほうの人が……。 

○松井教育委員会教育課調査官 四郷から来るんやね。 

○田中委員 そうそう。あれがずうっと来る。 

○松井教育委員会教育課調査官 四郷から来る子が結構多いでしょう。 

○田中委員 おるおる。 

○木野委員 なるほど。 

○田中委員 捨てたもんではないなあと思って。 

○木野委員 みんなが居場所を見つけて。 
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○松井教育委員会教育課調査官 そうですね。 

○木野委員 楽しい社会にしないとだめなんです。 

○松井教育委員会教育課調査官 はい。 

○木野委員 これを言うておると、多分あしたまでいろんなことをしゃべる。 

○田中委員 これというのは、これをたたき台にして、もっとこういう議論をやらなあかんのや

ね。我々教育委員も機会を見つけて。 

○市橋（肇）委員 でも、これつくったんですけど、私は個人的には、松井さん、先ほど、組ん

で、福束小学校長さんとか、ある程度選んで、たたき台をつくられて、私たちにも諮ってくだ

さった。それから、私たちにもコメントさせていただく機会を設けていただいた。そういう点

では、私はちょっと満足していますけど。 

○松井教育委員会教育課調査官 ありがとうございます。 

○市橋（肇）委員 そういう議論が余りないと、何となくこう、要は関心を持って話し合いをや

っているかどうかなんですよね。 

○松井教育委員会教育課調査官 そうだと思います。 

○市橋（肇）委員 計画をつくっているか。だから、教育委員も計画段階から参画していないと、

基本的にはいろんな事案が出てきたときに何をベースに判断しているかというのを問われるこ

とになると思うので、今後もぜひ計画段階から参画させてもらいたいと思いますけど。 

○松井教育委員会教育課調査官 はい。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。 

 大綱については、教育の部署のほうではいろいろ練ったものではあるんですが、行政の方と

の協議がなされておりませんでしたので、そこをもう少し深めていきたいと思っておりますの

で、また御協議のほうをよろしくお願いしたいと思います。 

 では、長時間にわたり御協議いただき、ありがとうございました。これをもちまして、第２

回輪之内町総合教育会議を終わりたいと思います。ありがとうございました。 

（午後８時46分 閉会）  


