
 

第１回吉野町総合教育会議 議事録  

 

開催日時：平成２７年８月１２日（水）午前１０時００分～正午 

開催場所：本庁舎２階第１会議室 

会議の出席者 

 総合教育会議委員 ：                 吉野町長 北 岡  篤 

            吉野町教育委員会 委員長 木 村 雅 年 

                委員長職務代理者 河 﨑 千 鶴 

                     委 員  北  典 子 

                     委 員 阪 口 榮 治 

                     教育長 上 平 喜 英 

 教育委員会事務局 ：      教育委員会次長 和 田 圭 史 

                    事務局長 前 田 宗 宏 

 総合教育会議事務局（総務課）     総務参事 山 田 芳 雄 

                    総務課長 奥 田 昌 弘 

                 総務課課長補佐 紙 森 智 章   

 

○事務局 ただ今から平成２７年度第１回吉野町総合教育会議を開催いたします。 

よろしくお願いします。 

それでは、本日の会議はお手元にお配りをいたしました、次第のとおり進めます。 

よろしくお願いいたします。 初に、開会にあたりまして、北岡町長より開会のご挨拶をお

願いしたいと思います。 

○町長 おはようございます。 

〇一同 おはようございます。 

〇町長 第１回吉野町総合教育会議ということでございます。本年４月より地方教育行政

の組織及び運営に関する法律の一部が改正されました。それに基づきまして、ご存じの通り、

教育長の立場が変わりますとか、あるいは総合教育会議を設置するとか、大綱をつくるとい

うお話でございます。 

ちょうど吉野町の教育行政が岐路に立っていると思っております。子育て支援等、不十分な

ところをやらせていただいておりますが、また、今年４月からこども園ができたところです。

さて、吉野町の教育がどのような方向を目指すのかということに関しまして、今まで、でき

てなかったとこを補ってやっていける体制を整えて、これから、積極的に攻める。攻めると

いう言い方はおかしいかもしれませんが、こういうふうなことをやっていくと、外にもＰＲ

して、吉野に行くと、こんなふうに子どもを育てられるのかとか、教育が受けられるという

ことを、きちっと PR できるようなそういうもの目指すべきだと思っています。 



ちょうど、国の制度も良いタイミングかと思っております。 

皆様方にも、教育とは、つい子どもだけだと思ってしまいますけど、子どもだけじゃなくて、

社会人も含めまして、吉野町の教育の方向性ということを、改めて、吉野町の狙いとしても、

良い大綱、そして吉野町の教育の指針ができましたなら、非常にうれしく思っております。 

どうか皆様方の積極的なご意見をお願いして、ご挨拶としたいと思います。 

よろしくお願いいたします。 

○事務局 ありがとうございました。続きまして、木村教育委員長様より一言ご挨拶のほう

よろしくお願いします。 

○教育委員長 おはようございます。 

お忙しい中皆さんには集まっていただきありがとうございます。先ほど、町長さんから方針

について、お話をしていただいたということですが、この時期、いつも戦争の話がテレビで

話題によく取り上げられるのですが、当時の国民の人は、かわいそうだなぁと僕は思うので

す。このように「しろ！」というふうに、上から言われてなにも断れなかった人たちがたく

さんございます。これは、信じているから良いのかどうか、ということは、その心まではわ

かりませんが、吉野町も含めて、今の国民は、自分の意見を言える状態、自分の意見を考え

られる状態、そういう点で幸せな状況ではないのかなと思っています。 

迷うということもありますが、自分の心を素直に表現できる、そういう様な教育を私達は、

一応受けることができました。そういう意味では大きな間違えはなかったのではないかな

と、ここへ来る途中で考えながら、本日、ここに出席させていただいております。 

皆様、ご意見をドンドン言っていただいて、時間が足らないぐらいの会議と、していただき

たいと思います。よろしくお願いいたします。 

○事務局 どうもありがとうございました。 

それでは本日の出席者の皆様のご紹介をさせていただきます。お手元に出席者名簿等配布

させていただいております。まず、始めに町長北岡篤、教育委員長木村雅年様、教育委員長

職務代理河崎千鶴様、教育委員北典子様、教育委員阪口榮治様、教育長上平喜英、それから

教育委員会事務局の方より教育次長和田圭史、事務局長前田宗宏、総合教育会議の事務局を

担当しております、町長部局でございます、総務担当参事山田芳雄、総務課課長補佐紙森智

章。私、総務課長の奥田でございます、どうぞよろしくお願いします。 

それでは、早々でございます、本日の議題に入りたいと思います。 

本日の議題は、お配りをいたしております資料の、まず議題 1 でございます、総合教育会議

の運営について。2 としまして、大綱策定に向けてとなっております。まず議題１の総合教

育会議の運営について事務局よりご説明をさせていただきます。 

○事務局 それでは、吉野町総合教育会議の運営要項案についてご説明させていただきま

す。手元に配布の資料 1 と資料 2 をご覧ください。 

総合教育会議は地方行政の組織及び運用に関する法律の一部改正に伴いまして、全ての自

治体に設置が義務づけられたものでございます。当該法律でその運営に関して必要な事項



について総合教育会議で定めることとなっております。 初に資料１ございますが、既にこ

の会議の設置要綱を定め、平成２７年４月１日施行しています。 

この要綱をもって、本日第１回の委員の皆様を町長が招集させていただいたものでござい

ます。 

また、この総合教育会議の事務局は町長部局に設けるということで、吉野町においては総務

課がその任を担うということで設置要綱を定めています。 

この設置要綱に定めのないものにつきまして、本日第１回の会議で、資料２の設置要綱の会

議の運営に関する要綱、資料２を皆様にお示しいたしまして、ご意見を伺おうとするもので

ございます。 

若干、資料２について説明させていただきます。 

設置要綱案では実際の会議運営にかかわるもの、簡単に概略を定めるものでございまして、

例えば、招集の方法でありますと、会議の日時、場所、協議及び調整すべき事項を教育委員

会に通知しなければならないというようなことを第２条に定めています。 

また、議事録につきましては第５条、議事録を作成するにあたっては次の事項に記載する４

点を定めるものとしております。その第２項でございます、第５条の第２項でございますが、

町長が議事録を作成した時は遅滞なくこれを公表するものということでございまして、こ

れは設置要綱にも定めていますが、議事録につきましては、町の公式 HP に公開するという

考え方で、規定しているところでございます。 

簡単な運営要綱でございますが、要綱案の説明は以上でございます。 

なお、公開を原則としておりますので、傍聴につきましては教育委員会の傍聴規則の規定が

ございますので、これに準ずるということでの考えでございます。よろしくお願いいたしま

す。 

○事務局 この件につきまして、委員の皆様方からご意見、ご質問をたまわりたいと思いま

す。何かご意見ございませんか。 

○委員 この目的というのは、会議の目的ですね。期間というのは、何年何月というか今年

の内に大綱等を定めないといけないというようなことは、決まっているのでしょうか。 

○事務局 期限は法に至っては決まっておりませんが、できればこの２７年度中に大綱を

定めるというようなことで、事務局としては考えているということです。 

〇委員 吉野町が率先して決めていけば、一番それが良いのですけども、横並びというか変

な考え方がありますので、それを推奨する訳にはいきませんが、あまりにも突出していると、

他の団体に参考にされることもある。 

皆さんの意見も十分に聞きたいところもあります。各委員の方が、そういうふうに考えられ

ていくのであったら、ちょっと待ってもよいのではと。先に決めて何が得なのかということ

もございますので、その辺のところで、目標はあるのかな、しなければいけないのかな、そ

ういうことで質問いたしました。 

○事務局 大綱を定めければならないというのは、法では、規定されています。 



○委員 そうですね。つまりいつまでにということがないということですね。 

○町長 その話はまた後で議論もあることと思いますが、基本的には国の方でも議論があ

って、首長の任期期間中に、大綱を承認すると、その期間はどうなるのか等々ございます。

この議論は後にいたしたいと思います。 

〇町長 私の方から、この第２の運営の要綱に関して質問します。 

〇事務局 はい。 

〇町長 議事録には事務局が作成、町長が立てた事務局が作成する、これ、普通の会議みた

いな議事録署名人をおいて、各委員が確認をした上で公表するということでいいですか。 

○事務局 そうです。 

〇町長 明確に、そのことについては、詳しく運営要綱に定められていない。 

○事務局 議事録の策定にあたっては署名、事前に各出席の皆さんにご確認いただいてと

考えています。本町では、各審議会等の議事録につきましては、委員の個人名は伏せて「委

員」としての意見を公表しているところでございます。 

議事録調製させていただきましたら、各委員に確認させていただきたい、そのうえの公表と

考えています。 

○事務局 この要綱につきまして他に何かご意見ございませんか。 

よろしいですか。それでは今後、この要綱に基づきまして会議の方を進めさせていただきた

いと思います。 

それでは、これより以降の議事につきましては、要綱の第３条の規定によりまして、町長に

進行をお願いしたいと存じます。よろしくお願いします。 

○町長 はい。それでは、要綱の定めにより進めさせていただきます。 

では議題の２の方に入らせていただきまして、大綱の策定に向けて、ということでございま

す。事務局より説明をお願いします。  

○事務局 それでは、大綱の策定にあたりまして、 初に教育委員会事務局から、現在の本

町の町立学校の状況、現在の取り組み、また教育課題等について説明いたします。 

○教委事務局 それでは、現状の課題ということで、お手元に配布させていただいておりま

す、資料に基づきまして説明いたします。 

資料 No,１でございます。 

教育委員会の機構についての資料です。 

資料では、平成２７年４月１日の機構改革によって、社会教育課と教育総務課が１つになり、

教育委員会事務局として４月から発足をしております。 

機構改革後の事務局組織と事務分掌について、資料 No,２のとおりです。 

事務局組織と課名が教育委員会事務局ということで統一化されたということでございます

けども、事務分掌については以前とは全く変わっておりません。 

教育総務係と子育て支援室、それから社会教育係ということで、大きく３つの係の中で業務

を遂行させて頂いております。 



資料 No,３には、町立の各、幼稚園、小学校、中学校の沿革ということで概略を整理してい

ます。 

町立幼稚園は、資料にありますとおり、水分、六田、上市、中竜門、龍門、吉野山、中荘、

国栖の８園がございましたが、吉野幼稚園、わかば幼稚園、各園へ合併されました。 

吉野幼稚園については２００２年の４月に。わかばについては、２００３年の３月に合併後、

運営されてきまして、 終、先ほど、町長からお話がございましたが、認定こども園として、

今年４月から、よしのこども園、そして、わかばこども園ということで開園をさせていただ

いております。 

その際に、吉野保育所についても、よしのこども園と一緒になりました。 

よしのこども園、わかばこども園両園とも改修整備も終わっておりまして、耐震化も終わり、

施設の耐震強度については、問題は無いという状況でございます。 

小学校では、資料にもありますように、８つの小学校がございました。上市、水分、六田、

龍門、中竜門、吉野山、国栖、中荘の各小学校。これが、上市、水分、六田そして吉野山に

ついては吉野小学校へ、龍門、中竜門、国栖、中荘については吉野北小学校に合併しまして

現在は、２校体制で進んでおります。 

建物に関して、吉野北小学校については、平成１４年に改築工事が終わり、耐震構造に問題

はございません。 

吉野小学校につきましても、建設が昭和４１年４月ということでありましたが、平成７年と

平成１１年、平成２２年に各耐震診断を経て、耐震補強工事を行い。現在に至っては、耐震

構造に問題ございません。 

中学校につきましては、吉野、上市、柴橋、国栖、龍門、中竜門ということでございました

が、昭和３１年４月に新生の吉野中学として合併をし、発足いたしました。 

現在の吉野中学については平成２１年に改築工事を終え、新しい校舎という事で、耐震構造

も問題は無いという状況です。 

続きまして、資料 No,４です。 

吉野町の教育の現状と課題についての資料です。（１）の吉野町の教育方針について、平成

２７年度吉野町教育方針に基づき、説明をさせていただきます。 

本町の教育の重点的な目標といたしまして、基礎、基本の定着を図り、それらを活用する力

をもっとそして正しく判断し、行動する力を持つということでございます。また進んで健康

や体力作りに取り組む力、あわせて、ふるさとを愛し、誇りに思える心情を育てることとな

っております。 

特に具体的な取り組みについて簡単にご説明をさせていただきたいと思います。 

まず学力の向上のため、授業改善を図ることとしています。方針の中では、授業改善を図り、

学習習慣を身につける、ということを掲げています。授業内容等については、子どもによく

わかるように意欲をもって取り組むことができるように、また、諦めずに我慢強く学習する

力をつけていく、ということを、各学校で、授業研究等を重ねながら、その充実を図るとい



うことで取り組んでいただいております。 

また ICT 教育の充実という面では、すでに学校の方では電子黒板であるとか、コンピュー

ターというふうな IT 機器を設置し、黒板での説明というよりも、画面を通じての学習を通

じて、子ども達の学習意欲を高めていくということで、教師の方についても日々研修を進め

て頂いております。 

また、インターネットにつきましては、現在使われておりませんけども、新しくパソコンを

購入した中でインターネットを使って子供達が、自分が欲しい情報を取得すると、その中か

ら自分が考えて行動するというふうな力を育てていただくという中で ICT 教育の充実とい

うことで取り組んでいただいております。 

英語教育の充実については、中学校では１人の ALT を採用しています。 

指導要綱の変更等によりまして、現在は小学校の児童については、週何時間かで、時間をと

って、英語の学習を進めていますが、５年生・６年生については、週１時間。３年生・４年

生については、学期に１０時間。１年生・２年生については学期に１時間というのが、２０

２０年には、５年生・６年生については週２時間、３年生・４年生については週１時間、と

いうふうな形に指導要項の変更となっています。 

この辺の取り組みについて、既に学校の方では研究会を立ち上げまして、どう取り組んで行

くのかということで研究しています。 

教師として小学校教師の方が、直接教えることになる訳ですが、そのような研修も含めて、

現在取り組みをしているという状況です。ALT を活用した TT･･･Team Teaching での、英

語の教育の充実も必要であると考えております。 

それからキャリア教育の充実につきましては、豊かな人間性の育成ということで、将来、社

会的に、職業的、に自立して、社会の中で自分の役割を果たしながら、自分らしい生き方を

するという、そういった力を付けていくということで、取り組んでいます。 

小学校につきましては、道徳教育の中で仕事について、ということで学んでおり、地域の皆

様方と接することによって、仕事についての理解を深める形で進めています。 

中学校については、職場体験学習を実施しています。 

わずか３日間ですが、その機会に、様々な職場で、生徒が、直接体験を通じて学ぶことで、

キャリア教育の充実を図っていくという取り組みをしています。 

道徳教育の充実については、規範意識を高め、ルールを守る等の力の育成を目指しています。

現在、年間３５時間の道徳の時間を有効に活用しながら、道徳教育の充実を進めていくとい

うことで、取り組みを進めています。 

体力の向上、体力作りの充実については、お手元の資料にもありますが、全国体力測定、運

動能力の調査結果に基づき、各先生方が子ども達の弱い部分をどのように育てていくかと、

いうことで取り組んでいます。 

特に朝の授業の始まりには、駆け足であるとか、あるいは、雨の場合は柔軟体操等を実施し

ています。 



授業の中では、体力テストの結果にもとづき、弱い部分を強くしていく取り組みを計画的に

進めています。 

食育の充実については、食に関する知識と食を選択する力を身につける取り組みを進めて

います。 

特に学校給食につきましては、実りの達人という事で、町内の方から、自ら作っていただい

た野菜等の提供をしていただき、給食の食材に用いています。 

身近な地域の方がつくった新鮮な旬の物を食することで、作り手への感謝の気持ちも忘れ

ずに持ってもらえればと考えています。 

また家庭との連携という中で、朝、朝食を食べてこられない子どもであるとか、あるいは夕

食を家族と一緒に食べない子どももいます。 

そういった中で、本町では、「もの食育の国」という機関誌を栄養士の方に発行していただ

くなど、学校と家庭との連携を進めながら、食について子ども達と一緒に考えていく取り組

みを重ねています。 

ふるさと意識の向上ということでのふるさと学習については、ふるさと吉野に愛着を持て

る子どもを育てていくというので、非常に大切であると考えています。 

本町のふるさと教育ということは、教育の方針のなかでも大きな柱になっています。 

授業では、総合的な学習の中で、ふるさと教育の学習を、こども園、小学校、中学校それぞ

れに応じて取り組んでいます。 

こども園では、直接体験であるとか、さくらんぼ拾い、あるいは、町内の主な行事等に参加

して、まちの文化遺産等の見学等をあわせておこなっています。 

小学校では、地場産業とか地域の歴史を学ぶにあたって、現場での学習を大切にしています。

また桜を通じて、桜の植樹といいますか、種を蒔いて育てていくという吉野町らしい、桜に

ついて愛着を持てる取り組みを重ねています。 

また、本町の伝統工芸である吉野和紙を使った卒業証書を通じて、ふるさとの里に受け継が

れる伝統の和紙づくりについての理解を深めるといった活動も継続しています。 

中学校では、観桜期のボランティアガイドの取り組みがあります。 

３年生が中心となって、進めていますが、本年は、外国人観光客への対応ということで、新

たな取り組みもはじめています。 

教職員の地域研修の充実についても、ふるさと教育を担う現場の先生方が、より吉野町を知

ってもらうことが大切であると考えています。 

特に新規採用の方や新たに吉野町に赴任されました先生につきまして、年３回、今年も既に

実施をしましたが、ふるさと吉野についての研修、現場研修であるとか、あるいは意見交換

も含めまして毎年、実施しています。 

魅力と活力ある園・学校づくりを進め、特色ある教育活動をということで取り組みについて

は、各学校で本町の特長ある自然や歴史、文化等を活かしたふるさと学習の実践を目指して

各学校等で目標を作って実施をしています。 



子ども達の個別指導では、少子高齢化の中での少人数制ということで、それを活かした、教

育を子どもたちに進めていくということで、補修学習であるかとか、Team Teaching、要す

るに、１つの授業の中で、２人の先生が入り、授業を進めるといった形も取り入れて進めて

います。 

学校評価の活用については、教育目標の達成状況とか、活動の成果等につきまして、学校の

先生だけではなく、PTA の方も入っていただいて、学校を評価し、そしてそれを反省し、

変えて行くべき所は変えていくと、そして学校改善を図るというふうな活動を進めていま

す。 

あわせて教職員の資質の向上についても、多様な研修や講座等に参加するなかで、自己申告

制度の人事評価とも連携しながら、自己意識の向上を図っています。 

指導力の向上については、指導方法の 善策を模索するため、授業研究であるとか、教材研

究を行っています。 

中学校の先生については、授業、科目単位で、また小学校の先生方も、様々な部会の中で各々

のテーマをもって研究を重ねてもらっています。 

この取り組みは、組織の強化という面でも非常に大切になっております。 

いつも教育長がおっしゃっておられますけども、情報の共有と組織力の強化ということで、

全てのことに対して、この部分は必要となってきていると思います。 

学校経営であるとか、いじめであるとかそういった部分、全ての部分で、情報を共有しなが

ら、組織として対応していくと、いうふうな強化ということで、いつも言わせていただいて

おります。 

家庭と地域の連携ということについても、地域と共に学校づくり、これからの学校について

は地域でやっぱり、地域と共に歩んでいくということが必要になってきているかと思いま

す。 

特に、地域に協力することであるとか、地域が学校に協力すること、学校同士、色々あると

思いますけども、地域に協力ということについては、学校開放であるとか災害発生時の避難

所の提供といったことになると思います。 

地域が協力することについては、子どもの安心安全を平常時から見守っていくと、そういっ

た内容について取り組みを推進しています。具体的には、地区の区長会の会議へ校長が参加

することもあり、また、交通安全の対策会議の中に、各区長にも入っていただいて、色々な

中で情報共有をしながら子ども達の安全安心を見守るといった取り組みを進めています。 

学校評議員制度の活用ということでは、先ほどの学校評価の活用と関連するのですが、法的

な学校評議員制度の枠組みの中で、学校経営等について、地域住民の声や期待に応える学校

作りを進めていくということで進めています。 

積極的な情報発信ということでは、学校教育に対して、様々な方々に協力理解を得るために

は、積極的な情報提供をする必要があるということで、学校の行事であるとか、教育内容等

についても、適時、情報提供を行っています。 



特に、いじめ等については、保護者に対してのアンケート調査等も行っておりますので、そ

ういった中での連携というふうなことも、大切になってくるかと思います。 

クローズアップ事項としての記載が資料にありますが、これはもちろん人権を基軸として

協議いうのも中心になってくるかと思います。特別支援教室の充実と言うことで、この部分

については、こども園、小学校、中学校について、県からの教師の派遣以外に、町で独自に

臨時職員を採用して、必要な体制づくりを整えながら、特別支援を必要としている子どもに

ついての充実を図るということで、取り組みを進めています。 

人権教育についても全く同じでございます。個性の伸長といじめの防止、体罰の根絶という、

根幹に関わる部分について、先生方だけでなく、PTA、地域、そして、なによりも子どもた

ちを含めた総合的な連携を図りながら進めていくということが大切であると考えています。 

安全教育の充実ということでは、防災・事故等の危機から身を守る、ということで、防災教

育や交通安全教室を進めています。 

吉野町の教育の現状と課題ということで、資料には、児童数、学級編成数、進学率、就職、

就学園児の推移ということでまとめています。 

括弧内の数字は、特別支援のクラス編成の数です。 

その次のページには、吉野中学校の卒業生の進学率を示しています。平成２６年度について

は１００％進学したということです。 

就学援助の推移でございますけども、これについては、要援助、準援助等、援助を受けてお

られる方の数です。 

全授業、生徒に占める割合は、１番下段に記載しています。教職員の数、年齢構成等という

ことでの表記となっています。 

続きまして、吉野町の教育の諸課題と取組み状況ということで、資料には、全国の学力学習

状況調査からの課題ということで、記載しています。 

学力、状況調査では、小学校６年生と中学３年生の方が対象の調査であり、小学校では、国

語科目、算数科目の結果を掲載しています。 

中学校の国語科目では、書く力に課題があり、数学科目については、与えられた情報を整理

し、他の情報や既習事項等との関連性において回答する点に課題を見出しているところで

す。 

同時に調査の行われた生活習慣や学習習慣に関する調査結果について、小学校と中学校に

分けて整理しています。これらについては、学力向上への取り組みを目指しながら、授業改

善のなかでも取り組むこととしています。 

児童、生徒は学習に興味・関心を持って取り組むために、授業が楽しく、わかりやすくなけ

ればならないこと、また、わかる授業でなければならないということで、教師は日々の授業

作りの研究と様々な研修等を通じて進めていく具体的な内容も掲載しています。 

学習習慣を身につけるための取り組みも具体的に示しています。 

全国体力運動能力調査からの課題につきましては、小学校の５年生と中学２年生が調査の



対象で調査結果が出ています。 

小学５年生、中学２年生の男子の結果について、何が下回っているのか、何が上回っている

のかというような課題の整理をしています。 

運動習慣等調査についても、全体的な話として、まとめています。 

体力向上を目指した、体育教科の取り組みということでは、小・中とも全国平均より低かっ

た種目を意識した運動を準備運動に取り入れ、目標を持って楽しく運動できる取り組みを

継承して行うための、体育授業の在り方について、共通認識を持って取り組んでいます。 

学力、体力の向上ということで、体力作りの充実という中で、弱い部分を、いろんな形で、

部活動であるとか、授業の中で取り組みながら充実していくこととしています。 

ふるさと教育の取組みということでは、先ほどの説明の通りです。繰り返しになりますが、

現場の先生方が、各々研修を進め、吉野に愛着を持てる子どもを育てる非常に大切な役割が

あると認識しています。各園、小学校、中学校とも、特色あるふるさと学習に取り組んでい

ます。下段は、学校給食の現状を整理しています。 

吉小、吉北、吉中、よしのこども園については、各学校の方で調理しています。 

わかばこども園は、吉野北小学校で調理をし、園に配送しています。 

資料 No,５は、こども園、小学校、中学校の人数の推移として、２７年４月１日現在の数字

を掲載しています。 

こども園につきましては、０歳児から５歳児までの数です。 

下段には、上記の子ども達の住まいしているところをもとに、小学校区別の分布として、吉

野小学校区か吉野北小学校区にわけて記載しています。 

下段には、小中学校における、２７年から平成３３年までの推移について、現在の子ども達

の数を各学年別に示しています。ここには、いわゆる社会的な減ということで、転出とか転

入が生じますので、この推移の中で、まだ更に増減がある生じる数字として捉えてください。 

その下段に、各小学校の普通教室の数を示しています。 

吉野小学校は、昭和４１年に作られて、当初は全部で１８の普通教室がありましたが、現在

は 4 つの教室を特別活動室等で使用し、これには、学童を含め、利用している教室は、１４

教室となっています。 

吉野北小学校は、補助面積の関係もありまして、現在６教室となっています。 

吉野中学校では、２７年から３３年までの推移を示しています。普通教室については、改築

後、６教室となっています。１つの教室は、６４㎡の広さです。 

資料 No,６です。 

いじめの認知件数、不登校児童生徒数および特別支援学級在籍児童生徒数について８月１

０日現在の数字を挙げています。 

いじめの認知件数ですが、平成２７年度で、小学校で３件、中学校で２件です。 

これにつきましては、教師との確認であるとか、子どもに対するアンケート等でこの状況に

ついて把握をし、学校が認知をしております件数です。 



この件数全てにおいて、既に小学校、中学校で対応し、既に解消したという報告を受けてい

ます。 

２５年度よりも件数が１件増えていますが、これは、アンケートや教師の確認等で認知する

件数として増えたと捉え、確かなアンテナを張って、正確に把握した結果ということで、学

校の対応を含めて、そのように理解しています。 

不登校児童生徒数は、２７年度は小学校、中学校もゼロとなっています。対象は、３０日以

上欠席した児童生徒です。 

特別支援在籍の児童生徒数は、２７年度は、こども園１名、小学校９名、中学校３名です。 

このことについて、就学指導委員会の中で検討を進めながら、保護者の意見を十分聞き、特

別支援学級の在籍をするかしないかということを含めて、検討しています。 

資料７です。 

吉野町生涯学習指針にかかる社会教育の現状と課題ということでまとめています。 

社会教育と生涯学習の基盤整備を、まず１番目に挙げさせていただいております。 

これについては活動拠点施設である中央公民館の施設改修や施設の充実を図る必要がある

ことが、主な内容です。 

学習機会の提供と学習情報の充実ということで道徳観や、モラルを固め、調整する教育を進

め、社会教育と生涯学習推進体制の充実ということで社会教育セミナーを開催しています

が、それ以外に、１３の団体だったと思いますが、自主的なサークル活動を、公民館の方で

取り組んでいただいています。 

社会教育セミナーの実施については、自主サークル活動への移行も見据え、住民のニーズを

踏まえつつ支援をしていくことが必要であると考えています。 

家庭教育の充実も、大きな柱と考えています。 

家庭教育講座の実施ということでは、資料の上段に示していますが、乳児、乳幼児の子育て

講座ということで、未就学前の乳幼児の保護者及び、支援者を対象にした様々な講座、現在、

開講しています。学童期の子育て講座、思春期の子育て講座、親育ちの講座、この辺の部分

については今後実施していく必要があるということで検討すべき内容となっています。 

また、家庭教育手帳の活用ということで、この手帳は、文部科学省が発行しているものです

が、現在、まだ吉野町では実施はされてはおりませんけども、この手帳の活用という面にお

いて、検討を進めています。 

未就園児の親子の集まり場ということでの、にこにこルームや、にこにこランドでは、育児

サークル等における情報提供の機会、また保護者同士の意見交換の機会を含め、子育て相談

の機会提供の実施を既に進めています。 

子育て情報誌「子育て便り」等の掲載もしています。 

吉野子育てブックという、これも非常に好評だった冊子ですけれど、子育てに必要な情報、

特にお父さん方も含めて、必要である情報を掲載していくということで作成しています。 

あわせて、家庭教育の支援人材育成ということで、子育てサポーター養成講座を開催してい



ます。現在、子育てサポーターの方３７名の方が、にこにこルームや、にこにこランド、あ

るいは様々な研修会等の開催時に参加されるお子様を預かっていただく託児の支援をいた

だいています。今後、更なるサポーター養成講座や、スキルアップ講座にも取り組んでいき

ます。 

家庭教育支援チームの組織化ということも必要と考えています。 

社会教育と生涯学習活動の充実という面で、いつでも誰でも何処でも学習できる環境作り

を目指し、住民の方のニーズを含めて、生涯学習の内容も充実させていくことで進めていま

す。スポーツ、レクレーションの充実ということでも、吉野スポーツクラブと連携をしなが

ら、スポーツを通じて健康づくりをおこない、あわせて、各々の生きがいをみつけるという

取り組みを進めるとともに、吉野運動公園施設改修を計画的に進めていくということが必

要であると考えています。 

人権教育では、社会情勢等を勘案しながら、DV、虐待、認知症等々の新たな課題について

取り組みを進めていく必要があると考えています。 

文化財の活用については、歴史資料館の充実であるとか、講演、講座とかの充実で吉野の良

さを知っていただくという、学習機会の提供を更に進める必要があると考えます。 

桜の保全についても、簡易手引書による保全等を含め、引き続きサポートが必要です。 

下段には、26 年度の教室等の実施内容ということで記載しています。 

全体の現況を踏まえた課題で説明させていただきましたが、特に先般の教育委員会の中で、

今後の取り組みと課題ということで、この辺の部分について大綱の中に盛り組んでいく点

ということで協議していただきながら掲載をしていただきたいというふうに考えておりま

す。 

特に教育委員会でも話がありましたけども、こども園と小学校の学級問題であるとか小中

一貫教育、そういった内容についての意見もございました。 

あと、学校の学習環境の整備あるいは、その生涯学習基盤整備、公民館や運動公園の整備と、

技術的な整備のご意見もございました。 

長時間になりましたが、以上でございます。 

 

○町長 ありがとうございました。 

今、教育委員会事務局から、吉野町の町立学校の状況、現在の取り組みと、これからの方向

性について説明いただきました。これを聞いた上で、大綱とはどういうことかということの

説明を聞いて、その上で意見交換をしたいと思うのですが、まず、今の説明を受けて、ご意

見、ご質問があればお聞かせください。ありませんか。では、私の方から２点ほど。 

１つは、教育の取り組みの中で、小学校でおそらく、憲法について学習して、３権分立から

社会の仕組みを習うと思います。そこに、例えば、吉野町まちづくり基本条例を関連づけて

社会の仕組みについて学習を深め、民主主義のルールについての学習を深めることができ

ればと感じたところです。 



〇委員 よろしいでしょうか。 

現状としては教科の社会の中で、６年生、中学校の公民分野で、学習を進めているのですけ

ども、まちづくり条例については、今現在、教員にも入ってもらって子ども版を今現在、検

討しているところです。答えになったかどうかはかわりませんけども、この点については、

公民的資質ということで、いわゆる教育の大きな目標として、社会に生きる人間としての公

民的資質を養うのが教育基本法の大きな目標であり、学校教育法の目標であるので、これを

養っていくという形になるかと思います。特段、この資料には、書かれてないですけども、

教科、それぞれ教科の目標に挙がっているところです。 

○町長 昔の話で、かすかな記憶ですが、社会で習うと、そんなもんかと。習っていること

と現実はなかなか結びつかなくて、その進め方とか、なんとなく、衆議院、参議院、いろい

ろと社会の仕組みは、なんとなくわかるのでするが、それが、現実と結びつかなかったとい

う印象があります。その一方で、自分たちは、児童会や生徒会の活動があって、それとどう

結びつけているのかということです。社会の現実では、どうなっているのかなという学習は、

昔と違って多分やっていただいていると思うのですが、そういうことが、その、基本方針に

は、社会を生きぬく力に含まれるということでしょうか。 

○事務局 まちづくり基本条例については副読本を作るということで、各学校の教頭先生

方にもご支援いただく予定です。 

〇委員 今、町長がおっしゃたように、社会を生き抜く力…今までは生きる力ということで、

よく表現されたと思いますけども、やっぱり、生き抜くというふうなことはもっと強くとい

うことで、知育徳育、調和の取れた人間を作ることによって、そしてまた強い気力、体力、

学力を育むことによって、そういったものが養われるということが、大きな教育の目標にな

るわけで、これら全て包括したものが、社会を生き抜く力と言えるのではないかと考えてい

ます。また次長が説明のなかで話しましたように、規範意識を高めるということで、道徳教

育の充実等も含めまして取り組んでいます。規範意識をやっぱり強く、指導していかなけれ

ばならない。これは、本町だけでなく奈良県としての大きな課題でもありますし。 

〇町長 それと、もう１点。本町の生涯学習については、私は、充実していると思うのです

が、 近、「生涯学習、 近、そんなに熱心にやっていない」というようなことを聞きます。

公民館活動の様子は、どうですか。 

○委員 はい。私どもも先日、事務局内で話題としていたところですが、生涯学習という取

り組みでは、いつ、どこでも、だれでも、また、誰とでも、できるような機会を、それは自

ら作っていく社会教育の場でなければならない。そんな機会を広く、もっと色んな部分に広

げていく必要があるのではないかと。社会教育の充実を目指して、サークルもたくさん立ち

上がっています。これは、これまでの本町における生涯学習への位置づけとしての社会教育

講座を充実した結果だと受けとめています。更に数々の講座が設けられて、生涯学習がより

発展するかたちでの公民館講座等が、今後充実できればとも考えているところです。 

 



○町長 他に、先ほどの説明で何か質問がございましたら･･･よろしいですか。 

では、大綱とはどういうものなのか、法や国の通知を基に事務局から説明してもらい、その

後に先程のご質問もあわせて、意見交換をしたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 

○事務局 それではお手元にお配りしております、別紙総合教育会議大綱の策定に係る法

令及び通知等について、の資料で説明いたします。 

５ページをお開き下さい。この度、一部改正されました、地方教育行政の組織及び運営に関

する法律、ここに大綱の策定、第１条の３に「地方公共団体の長はその地域の実状に応じ、

当該地方公共団体の教育、学術、及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱を定めるもの

とする」と、いうことで町が定めるものということでの位置づけがございます。 

６ページで、それでは大綱とはなにか、ということでございます。 

これについては、文科省の初等中等教育局長の通知で大綱の定義が通知されておりまして、

「大綱は地方公共団体の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策について、その目

標や施策の根本となる方針を定めるものであり、詳細な施策について策定することを求め

ているものでない」ということでございます。 

また、大綱の期間については、地方公共団体の長の任期が４年であること、また、国の教育

振興基本計画の対象期間が５年ということに鑑み、４年から５年程度を想定しているもの

であるとの通知がなされているところです。 

資料７ページには、大綱に盛り込む、記載事項の考え方を示しています。この大綱に記載、

盛り込む事項については、各地方公共団体の判断に委ねられているもの、また、予算・条例

等の地方公共団体の長に有する権限に係る事項についての目標や根本方針が考えられるも

のであること。また首長が教育委員会と協議、調整のうえ、調整のついた事項を大綱に記載

した場合は、地方公共団体の長及び教育委員会の双方に尊重義務があるとしています。 

また、地方公共団体の長の権限に関わらない事項、これは具体例挙げておりますが教科書の

採択方針、また教職員の人事基準等について教育委員会が適切と判断して記載することも

考えられると、いうことも文科省の通知で示されています。 

また教育振興基本計画、地方教育振興計画等の計画がある場合には、その内容を大綱に該当

すると位置づける場合は、これを読み替えて、大綱とすることもできるということも示され

ています。以上、簡単に、大綱の定義、大綱の内容・項目について説明いたしました。 

よろしくお願いいたします。 

○町長 簡単に説明していただきました。 

ここからは、教育の課題について、また大綱の策定について、忌憚のないご意見をお伺いし

ます。いかがでしょうか。 

○委員 この会議では、例えば、どんなことを決めましょうとか、その内容を議論していく

ということでよろしいですか。 

○事務局 初回でございますので、様々なご意見をお出しいただければと思います。 



○町長 順番にいきましょうか。 

○委員 すこしまとめてお話ししたいので、お時間ください。 

○町長 では、次の委員お願いします。 

○委員 子どもたちの数も少なくなっていくということで、統廃合ということも今後、多い

に問題になってくると思いますが、今まで、おらが村の幼稚園、おらが村の小学校というこ

とで、それぞれの大字ごとに結びつきあい、また、愛着があって、その中で育まれたという

教育もあったことと思います。今後、大きく動くにあたっても、いかにその地域の特性、結

びつきを残せるか、また更に発展できるかということを、十分、考えて進めていくような仕

組みを持ちたいと考えます。 

○町長 ありがとうございます。では、次の委員お願いします。 

○委員 今、私この会議に参加させていただいて、思いますのは、吉野町というのは先日、

会議の際にいただきました人口の推移のグラフをみても、本当に右肩下がり、という推移の

中です。その中で、この教育制度というのを、やはり１つは、このまま行けば、人が減るか

ら、併せて教育の予算も削減する、というような流れになると思うのですけども、やはり、

むしろそれを、 初におっしゃったように、1 つはやっぱり、この教育という手段を通じて、

やはり攻めの行政というか、あわよくば、人口が減っている、吉野町は、特に若年の女性が

これから減っていくという大きな見通しがでていることを踏まえ、逆に、子どもたちを増や

す、子どもたちが元気になる、子どもたちの数が増えることによって、それをちょっと逆転

するような方向に向かう手立てを講じてほしいという希望があります。 

だから、逆に、今の大綱を作る段階で、教育という１つの事業を、町の施策として、その手

段を講じ、まちが大きく活性化するような方向にむけた大綱づくりとしたい、というのが私

の個人的な意向です。 

〇町長 ありがとうございます。では次の委員、お願いします。 

○委員 私は、２７年度吉野町の教育方針というものが既に定められており、これでほとん

ど問題ないのではと思っていましたが、先のご意見をお聞きし、魅力ある、吉野町を作ると

いう意味合いでは、今の教育方針は、あまり魅力ある方針ではないかもしれないと感じてい

ます。今の指針もこれは必ず間違いではない、これで良いと思っていますが。 

ただ、ご意見があったように、この大綱をそういう意味で捉えさせてもらうのだったら、も

うちょっと、違うものを作っていくのがいいのではないかという意見を持っています。 

例えば、吉野町の小学校、中学校の運営にあたって、小中一貫で進めようという様な意見が

あっても、良いのではないかと思います。以上です。 

○町長 ありがとうございます。では委員お願いします。 

○委員 吉野町全体の人口が減少していく、また子どもたちも減っていく中で、小学校の統

廃合ということを含めて、どうしたら良いのか、私も明確にはわかりません。中身のある、

子どもたちを育てていくうえでどのようにしていくか、今、小中一貫ということは早いにし

ても、小学校が少なくなっていく、少ないということは、子どもたちに目が届くという良い



意味もあると思うのですが、でもそれだけではやはり、子どもも、これからの教育、難しい

部分もたくさんあると思うので、そのあたり、どのようにしていくのか、1 つの大きな課題

だと思っています。 

○町長 ありがとうございます。では委員お願いします。 

○委員 委員のご意見がありました、小中一貫のことについても、現在、そのメリットデメ

リットを私なりに色々調べていきたいと考えています。来年度から法律ができまして、その

ようなかたちも可能になるということですけども、いろんな課題もあります。 

それをどのようにしてチェックし、そして克服できるのかと言うところを、これから勉強し

ていきたいと思っているところです。 

それから、今、小人数の小規模校になったということで、大規模校では、できないようなと

ころもやっぱり進めていかなければと。小規模校のメリットを、 大限に発揮するような教

育のあり方というものを考えていかなければならないと考えています。 

いろんな課題を抱えるなかで、１つ１つ取り組んでいる途中ですが、なかなか難しい、難し

いことばかりであると。国から次から次へと様々に充実しなさいと、豊かな心や規範意識を

しっかり育みなさいなど、様々な通知が月に何通か届いている。学校の現場も大変だという

思いもあります。しかし、何らかの形でやっぱり新しい教育を進めていかなければという意

識は十分持ちながら、直面する課題について勉強をさせているところです。以上です。 

〇町長 誤解されるのを覚悟で喋らせてもらうと、国の施策でいうと、こんな子どもたちを

育て、こんな国を作っていきたい、というのがあるようです。 

社会教育等色々ありますけども、吉野町で子どもたちをどう育てていくのかという、ある程

度の戦略でもないですかね、自由に育っていくような子育てということを、やっていいのか

なと、あるいは、今いる子ども達をどのように育てていくのかと、こんな教育をしているか

ら、町外から子どもを引っ張ってきたいと思っているのか、というように、先ほどの委員の

ご意見にありましたように、ひとつの事業として捉えてもいいのではないか、いろいろ考え

方もあると思いますけども、結局、やっぱり子どもたちのためということです。子どもたち

のためと言いながら、町のために、というのはいろいろと矛盾するところがありますが、あ

んまりこう自由にする、そこに子どもが成長して、皆が町を出て行くことにならないために

は、どのような意識でどう育てるのかを、吉野の子どもをどう育てるのかということが大切

であると考えています。このような話しは、誤解されたら、なんということを言っているの

だというような話かもしれませんが。 

〇委員 あの、知育徳育を十分しっかりと育てていくことが生きる力、そして今、話させて

頂いた生き抜く力に繋がっていく訳ですけども、やっぱり、それ故に先ほども見ていただい

たように、教育目標の知育徳育のもとに、ふるさと教育を強く、それらは当然、どこの学校

でも言えるようなことである訳ですが、教員にもそして県教委に対しても話していること

は、吉野は素晴らしい自然、それから、文化遺産、そして歴史遺産、たくさんあるところで

あるということです。 



その素晴らしさを、やっぱりしっかりと知って、そして、それを愛せるようになり、そして、

素晴らしい吉野で育ったことを誇りに思ってですね、吉野で住もうと、将来、外へ出て行こ

うと、やっぱり、吉野で育ったことを誇りにもって力強く、それがやっぱり私は吉野に育っ

てよかったと、いうふうなことを思える子どもを育てていくというのが、僕は大きな、私自

身は大きな目標やと思っています。 

今日、朝のニュースで、今、宇宙ステーションに滞在している由井さんが、「自ら信州で育

ったけれど、ふるさとって良いものです」、という言葉が非常に印象に残っています。 

やはり、どこへ行っても、宇宙に行っても、やっぱりふるさと、自らの信州の良さを頭の中

に浮かべている。そんなひとを育てることができたら、というふうに思うのです。それが、

ふるさと教育への大きな願い、吉野町の１つの特色かなというふうに私自身は思っている

のですけど。 

〇委員 教育を事業と捉えるのは、やっぱり事業という言葉にすればきついかもわからな

い。でもやはり町というのは１つの事業体ですから、その中での動きが大事だと思うのです。

１つ思いますのは、吉野には、素晴らしい資源があります。自然も資源だとか、文化の資源、

それがやはり、教育という活動を通じて何か良い形で表に出てくるということで、先ほどの

意見にもありましたが、教育つけて、まちから出て行く人たちも、たくさんいらっしゃる。

これも事実だと思いますし、しかし、やはり子ども達が生まれる地域というものが大事だと

思いますし、逆にやっぱり、子どもがおったら吉野で子どもを育てたいということになれば、

逆にそれも１つある時期だけであるかもしれませんが、人が来てくれるかと思いますし、是

非そのようなかたちで、戦略的なかたちの教育をおこないたいと。 

吉野の教育での独自性でいうと、今、中学校で、木の机があります。1 人ずつ持って、先ほ

どの、不登校の数字を見ていれば、年々下がっています。 

去年など、インフルエンザで休む子どもがいなかったというのを聞いています。木の机の効

用かもしれません。机の取り組みひとつをとっても全国どこにもないことであるし、このよ

うな取り組みを、本当に PR して、吉野でこんなことに取り組んでいる、だから子どもを育

てるのであれば、吉野に来て頂いたら、どうだというふうな、そのようなストーリーができ

れば、いい流れになるのではないかと、期待しています。 

〇委員 子どもたちの教育にとどまらず、例えば、宮滝遺跡であるとか、吉野の山であると

か、いろんな世帯、みんなに広く興味を持ってもらえるように、繋がっていくように取り組

み、それが吉野のカラーになるのであれば、教育だけに止まらず、経済効果も生むし、良い

のではないかと思います。 

例えば、子ども時、小学校の時だけは、興味があったけども、後は無関心となるのではなく、

ある年代、２０代３０代にアプローチするとか、また、５０代にアプローチするとかいろん

な形で吉野町の文化等の様々な地域資源に触れてもらうようなことを、お店でもしていく

と、あ、お父さんも知っている、子どもも知っている、ということで更に広がっていくので

はないかと思います。 



〇委員 今のお話に繋がると思いますが、他の年代ということもあるのですが、子どもを育

てる親御さんの気持ちをそういうところに、もう少し繋げていく取り組みがあったほうが

いいのではと思います。教育においても。 

〇町長 大体、自らの仕事は、我が子にはさせたくないみたいな、雰囲気が漂っております

けども、先ほどは極端なことを言いましたけども、本来は、例えば、冒頭にも委員からご意

見があったように、日本には戦争の時期があって、教育勅語や、英霊に応えるにはどうする

かみたいな話をさせてもらうと、皆様方は、この、深くふるさとを思って、それも国のこと

を思って、戦われたわけですけども、その気持ちを持って、国、ふるさと、家族を大事にし

ましょう、要するに家族を大事にする気持ちは、そのままふるさとを大事にする気持ちに繋

がるということが１つと、それから、人間何をしているかと、築いたものを次の世代に伝え

ていくということですね。人間としてというか、動物として、生き物としてそういう使命が

ある訳で、次をどう繋いでいくかというふうな流れでいくと、ふるさとを大事にしなきゃい

かんし、勉強しなきゃいかんし、使命があると思うのです。 

もう一方、教育で、やっぱり吉野町ではこんな教育をしていますと、子どもたちはこんなふ

うに育ちますということをもっと PR できればなと。だいたい、外の人が素晴らしいと認め

ることで、初めて地元の人が、あぁ素晴らしいのだと思って、その価値に気づくと思うので、

外からも内からも色んな魅力がある教育ができるかどうかですね、吉野町らしい、魅力ある

教育。もっと具体的な話を出していただいても結構です。 

小中一貫についてであるとか。 

〇委員 小中一貫の話ですか。 

〇町長 いきなりは無理でも、徐々にやっていくということですね。 

〇委員 そうですね。今、小中一貫教育についての県の実態調査の結果もありますが、奈良

県教育委員会は比較的、文科省という昔の主体路線をそのまま、取るようなことが多いわけ

ですが、奈良県で小中一貫の教育をしているところは、やはり小規模でやむを得ずしている

というところと、もう１つ、これから奈良市あたりが積極的にしていきたい動きがあります。

極端に小さいところ、また、大きなところで、どのように取り組んでいくのか。２７年から

奈良市は、詳細に研究を進めて行くというところですが、そのあたりのところをちょっとし

っかり研究したいと考えています。全くの小規模でもないし、中山間地でもないし、なんか

子どもの数も学校の規模についても、多くもなく少なくもないところで、比較的、子どもの

少ない学校でどんな形でできるか、というところで考えていきたいと思います。 

ただ、いろんなネックが出てくると思います。そしてそれをどのように解消していくか、た

だ、免許の問題があります。免許証は、これからは小中免許を取って来なさい、というよう

なことがあるのですけれど、現実には、今の先生方が今から中学校の先生が小学校の免許を

取りなさい、小学校の先生が中学校の免許を取りなさいといっても中々そういうのはでき

ないし、今の制度では、やっぱり小学校の課程は小学校の先生、中学校の先生は、中学校の

教育、ただ、理科については、教えられるということで、免許の縛りあるなど、様々に課題



はあります。 

〇町長 奈良県だけ特別に資格を取りやすくするとか。 

〇委員 免許を取るのには、大学の教育課程で、あらためて１回、中学校教育課程とか、単

位を治めないと、試験だけでという訳にはいきませんからね 

〇町長 教育大学とか何かで、特別なコース作って。 

〇委員 そうですね。 

〇町長 半年だけ行ったら貰える、とかですね。手立てを考えられなくもない。 

〇委員 小中一貫についてはどんな形でできるかな、取り組むにしても、将来どんな形でで

きるかというところを、自分としては、研究しているところです。 

〇町長 先ほど委員のご意見のなかにあった、統合の話ですが、現在２つあることには意義

があることですが、人口が減少してきたからというこれまでの統合という話しではなくて、

小中一貫でこういう教育をしていきますから、１校にして取り組みましょう。というような

やりかたも考えてみても良いのではと思うのですけども。  

〇町長 もう１つは、小中学校のすぐ上の、高校生・大学生っていう部分になんとか繋ぐこ

とができないかということです。県立高校なので何処まで言えるのかは別として、吉野高校

を魅力化する話もありますし、大学生になっても、吉野町でまだまだ活動できるということ

ですとか。今まで、小中学校以降は、何も講じることなくて、いきなり、子育て世代のお母

さん方の教育や、基本的には生涯学習を通じての趣味のサークル活動は盛んであるが、実は、

その接続の部分の肝心な真ん中の部分が全く抜けていると感じています。 

〇委員 例えば、小・中学校でいえば、私立の場合でしたら、小中一貫というのは早くから

取り組まれていますが、あの場合も免許について、問題はなかったのでしょうか。 

〇委員 中高一貫についてですか 

〇委員  いや、小、中、での小中一貫ですね。 

〇委員 中高でいうと、中学校の免許を持っている者は、高校の同じような免許を取得して

います。単位の取り方から言って、中学校の免許を取得していたら、高校の免許も取りやす

い。その分、小学校は、免許の科目も違う、また幼稚園でというと、また変わってきますか

ら。 

〇町長 小中一貫はそんなに多くないですよね。 

〇委員 そうですね。私立でも、やっぱり中高、いわゆる中等学校というのが多いですね、

あの智弁でもそうですね、今現在、中等学校になっていますね智弁学園は。1 年、2 年、3

年、他からも、高等部に入るけれども、6 年間のうちの 3 年間は別に、智弁は小学校も作っ

て、別の所でも運営していますが、やっぱり、小学校だけは別であると思うのですが、私立

の詳しいことはわかりませんが。 

〇町長 都市部にいけば、幼小一貫もありますね。 

〇委員 そうですね。 

〇委員 中高一貫はない訳ですか。高は吉野高校として 



〇委員 中高も、理論上は可能でしょう。 

〇委員 あり得るということですね。 

〇委員 考えることができます。やりやすい所だったら、高田市であれば、高田市立商業高

校があるので、中高でも、小中高一貫でもできる訳ですね、市立高校があるから、可能とい

うことですね。しかしながらすべて自前で運営しなければならないということもあります

が。 

〇町長 でも、運営は別として、カリキュラムの繋がりとか、学校同士が連携するなどの形

もありますね。 

〇委員 連携型の小中一貫というかたちですね。 

同じ所で一体型にするのではなくして、連携をしていくということでの形ですね。 

小中一貫ということには直接関連してないですけども、先ほど、ふるさと教育の話になった

もので、私自身も非常に進めていく必要があると思っていまして、 初は学校で、それぞれ

の学校でふるさとの勉強しなさいということで取り組みましたが、実際 2 年経過したとこ

ろで、統一の取り組みとして、こちらから 1 つ示してやってみましたが、やはりやりにくい

と、いうことだったので、今年度は、ふるさと教育についての検討会議を設けた次第です。 

やはり、ふるさと教育については、お互いに連携した形で、幼稚園、小学校、中学校がひと

つになって、系統だって、もう一度組み立てて行こうということで、話をして、今年から進

めていこうとしています。大きな流れを系統立てながら、更に、教科との絡みについても、

もっと広く考えて、ふるさと教育の取り組みを小中連携して、いわゆる一貫的に進めて行こ

うと、考えているところです。 

〇町長 情報教育における ICT 教育も英語教育も。 

〇委員 次々増やしていく。 

〇委員 そうですね。英語教育研究会も立ち上げて、スタートさせたところです。 

そして学力課題検討会議というのは３年ぐらい前くらいから学力をどういうふうに高めて

いこうかで取り組んでいたのですが、やはりそれだけでは全てを話しきれないということ

で、学力、体力、ふるさと教育、そして英語教育の検討会議というのを教育委員会が中心と

なって立ち上げて、できるだけ３時頃から、子どもたちを帰した後から開いています。 

去年の学力検討会議は、６回開催しました。これだけの開催数では足りませんが、やはり、

小・中連携した、中学校に結びつくような、また、中学校は小学校を見たうえでの教育をし

てもらうようにしていかないと、ということで、中学校の教育課程、小学校の教育課程、そ

れぞれバラバラにやっていたのでは、重なりもあるし抜け落ちもある、ということで、一貫

と言えるかどうかわからないですけど、小中連携の教育をいろんな面で繋いでいくことを

テーマに研究を重ねています。 

〇町長 クラブ活動についてもスポーツクラブも交えて繋げていくということも。 

〇委員 そうですね。 

〇町長 他の話題になりますが、子ども達の読書の時間少ないですね。  



〇委員 そうですね。読書については、それぞれの学校が取り組んでいますが。 

〇町長 調査の結果をみても、極端に少ないと感じますね。 

〇委員 テレビであるとか、ゲームの時間が多いのかな。中学生になったらスマフォで・・・

なんていうのですか。 

〇委員 ラインです。 

〇委員 ああ、ラインですね。SNS に没頭する時間も長くなる傾向だと思います。 

○教委事務局 読書の話で、以前に、子ども達がどういう状態で読書をしているのか、学校

には、吉野の本が何冊あるとか、どんな取り組みをされているのか確認したことがあるので

すが、小学校であれば週３回、読書をやっています。ふるさとに関する図書では、吉野に関

する歴史とか文化とか産業とか、あるところはあるのですが、低学年の分については、子ど

も達には、絵本的なものでの吉野の魅力が著された本が、ちょっと少ないと思っております。

〇町長 ふるさと教育でね、吉野に関する本を集めた本棚づくりを進めるのはどうか。 初

に中学校で取り組んでみては。  

〇教委事務局 小学校では、いつも図書室は開いていると聞いていますが、中学校では、時

には閉まっていたり、入り口が施錠されていたり、図書委員も常にいないということもあっ

て、どういう形で進めていくのかについて、学校とも話をしなければならないと思います。 

〇町長 、特別参与で来ていただいている木村先生は、子ども達は、登校したら、まず図書

室に寄ってから教室に行くぐらいのことでないと、というお話がありました。 

 山口県下の教育委員会が編集した吉田松陰読本を、県下の小学生に配布して読まれてい

ると聞いたことがあります。その冊子は、学年ごとに内容が違うということも聞いています。 

〇委員 冊子でいうと、町長も同じような考えで、「よしのよくみよ・・」の本を作られた。

あの本は、各学校で活用されています。学習で必ず取り上げ使っています。 

〇教委事務局 先日の県教育サミットでも子どもだけじゃなく、いろんな世代の教育とい

うことが大変重要になっているとの話題があり、特に就学前の発育過程では、５歳まででし

たか、なんとかいう係数があって、それまでに、いろんなことを体験させることが大切にな

ってくるというふうなことも言っていました。そういう部分についても盛り込んでいかな

ければならないかなというふうに思っております。 

〇委員 神経的な発達は５歳から始まり、そして１２歳で、止まってしまう。 

その間に神経系を発達させないといけないと言われていますね。 

〇委員 小学生の間ですね。 

〇委員 そうですね。５歳で８０％でしたね、５歳で８０％の神経系がもう形成されると、

それで就学前の教育が非常に大切であるということで、やはり幼稚園の教育も充実しなけ

ればならないといけません。 

〇町長 委員さんもご存じの森の幼稚園という施設がありますけど、あのような感じがい

いのかなと思います。今は、１つになったので、特に幼児教育をひとつにまとめて進めると

いう良い方向が、吉野なりの取り組みかと思っています。森の幼稚園を今のこども園でと言



ったら二番煎じになるのですが、子どもが森林の中で自然体験するという話があっても良

いのではないかと思います。 

〇委員 お話しのありました智頭町の森の幼稚園ですが、施設は、NPO が組織しているそ

うですが、絶えず次から次へと順番待ちとなっており、やはり人気があるということです。

しかもその智頭町以外から、県外含めて。 

〇委員 他の地域から、その森の幼稚園に入ろうと思って来る人が多い、逆にそういう取り

組みが、人を呼び込むことになっている。ただ、園舎の持たないという面で、いろいろ問題

点があると思います。しかしドイツでずっと続けてこられた取り組みですし、あの様な施設

が、本当に２つの園が違った、また別の意味のものができても良いだろうと思うし、ひとつ

吉野町でも取り組んでいただきたいことのひとつです。 

〇町長 その方向でも動けるような大綱にしていきたいなとも思いますね。  

〇委員 森の幼稚園で育った子どもは、小学校に行ったら、ちょっとやっぱり学力が落ちる

時期もあるらしい。その面では、それを補う教育が必要かとも思いますが、しかし、体力が

あるから、そのうち、低学年から高学年になるにつれて問題にならない、その時期の良い意

味での差があるから、逆にドイツでも続いているということを聞きましたけど。 

〇町長 今ちょうど、木のまちということでの木育の話を進めようとしているのですが、幼

い頃から、木工させるとか、もっと木を使った何かをするといった取り組みができるのでは

ないかと思っています。木の机の話とかね。先ほども耐菌力があるというお話しがありまし

たが。 

〇委員 そうですね。たぶん効果あると思います。 

〇委員 吉野だからこそ、できるという取り組みが大切ですね。先日、テレビで視たのです

が、ある高校生ですが、東京から離島の学校へ行きたいということで、それは、町が用意し

ている施設、泊まり込みのできる施設があってという話がありました。   

〇委員 沖の島ですかね。 

〇委員 沖の島だったでしょうか。どこかあのあたりでしたね。結構、その高校に行かせた

いという親が居て、逆に子どもが嫌がっていたけれども、やっぱり来て良かったということ

を話していました。高校生ですから、１人で行けるから、そのあたりは、小中学生とは違う

のでしょうけれど、そこでしかできないようなことをしていけば、また、子どもたちを育て

るまちの取り組みとしてもよいと思います。 

〇町長 北海道で、道立高校が廃校になるということで、それを村が貰います、と言って、

村が道立高校を村立に変えて、農業高校にしたという話もある。日高には、そこへ行くと、

馬の育てた方から全部教えてくれるところがある。そのことを学ぶ為に、全国各地から子ど

も達がやってきているという話もあります。村も頑張っています。 

〇委員 小学校、中学校やったら、親も一緒に移り住んで、その親が働くというか、一緒に

生活することが必要になってくるからそれも考えないといけないですね。 

〇町長 一般質問で、ある議員から、ゴルフアカデミーを開校してみては、どうかっていう



ご意見もありました。 

〇委員 昔、私が小学校ぐらいの頃、ちょうど吉野高校の研修の会館がありましてね、それ

で、私の家の近くで下宿して奈良のほうから来られた高校生の方がいらっしゃいました。そ

れだけ、ここに来たいということでこられる訳ですから、来たい、行きたいとかいう、マイ

ナーなところでも良いから、なんか作ったら、多分、人が集まるように思います。今はその

ようなこともないかもしれませんが。 

〇町長 他になにかありますか。事務局から何か。 

〇事務局 ご意見伺いまして、この吉野町の教育方針をより吉野町が魅力のあるものにす

るというのが１つの大綱のご意見の総意ではないかと。この教育大綱のもとに 吉野の魅

力を引き出しながらの様々な教育に関する本日のご意見をもとに、その素案を事務局の中

でまとめさせていただきたいと考えています。また、現在、第４次総合計画の後期基本計画

の策定を進めています。総合計画策定審議会に入っていただいています委員もいらっしゃ

いますが、教育大綱と、総合計画と総合戦略との整合性もございます。今年度中には、今後

のまちの５ヵ年の方向性が決まっていくこともありますので、総合計画、総合戦略の考え方

をもって、この大綱にも盛り込む必要があるのかなとも考えています。 

今日伺った意見を、素案としてまとめさせていただくというようなことでよろしいでしょ

うか。 

〇町長 はい。では 後に、各委員からひとことお伺いして終わりたいと思います。 

〇委員 今日は私が思っているよりも活発に、先ほども、何度も町長から発言のあった、吉

野町らしい魅力あるというものを引き出していけるような案を出していけたら、そこに教

育の特別な授業というものがなくても、いいと思います。そういう魅力のあるものを外に向

かっても出していけるような発想を大綱づくりの中に活かせれば良いと思います。 

〇委員 町長の教育を事業として捉えて、との言葉も、新しいというか、奇抜というか、そ

ういう考えかたもまた、必要であると感じました。この吉野町の素晴らしいところを踏まえ

て、今後の子どもたちの教育というものに取り組んでいかなければいけないのかなと思っ

ています。 

〇委員 吉野に興味を持ってもらう、吉野へ来たいと思ってもらえるようにするには、何事

にも、本気でなにか取り組まないといけないと思います。だから、例えば、その先程お話し

にありました森の幼稚園や森に関すること、木に関わることなどを取り入れるということ

にしても、本当に、まちを挙げて本気でこれを大きな柱にしていくという、目玉のようなも

のを考えないと、なんとなくふんわりとした感じでやっても、なかなか皆さん、魅力を感じ

ていただけないと思います。「これはおすすめです」「これを吉野町でやるのです」と、そう

いう本気さを出すために、分野におけるリーダーを立てて、進めていけたら、まちの方にも

見ていただけることになるのではないかと思います。 

〇委員 先ほどもお話いたしましたが、やはり、吉野町を元気にするというか活性化するた

めには、やっぱり１つのその資源というか、どう活用するかという、その中に森林の持って



いる資源を活かし、林業関係、また豊かな文化もあるのですけど、それを十分に活かして、

観光ともうひとつ、教育、これを１つの事業というか、お金の回る、１つの手段にしていた

だく、そういう手段としても考えていければと思います。 

そういう点では、今、教育大綱を作るというのは本当に素晴らしいことだと思いますし、や

っぱりそれに繋がるような、要するにマスタープランというか、いわゆる観光や他のことも

含めて、教育とを上手く結びあわせた１つの方向性のあるものがまとまっていくような指

針になるようなかたちに是非つくっていければと思います。 

〇委員 吉野でしか、できない教育ということを、やはり考えていかなければと考えます。

ただ、学校には、指導要領という縛りがありますので、それも踏まえて、やっぱり吉野らし

い、吉野でしかできない教育を進めていくのが、吉野町の教育かなというふうに思っており

ます。以上です。 

〇町長 各委員、ありがとうございました。進行を事務局に戻します。 

〇事務局 本日の会議で、多くの貴重なご意見いただきました。吉野の魅力をいかにして次

の世代を育むために、どのように大綱に盛り込んでいくかというのが大きなポイントかと

思います。本日のご意見をふまえて、教育委員会事務局とも、相談をさせていただきながら、

素案づくりを進めさせていただきたいと思います。今後とも、どうぞよろしくお願いいたし

ます。それでは、 後に総務参事のほうから一言ご挨拶お願いしたいと思います。 

〇事務局 皆様ありがとうございました。本日、会議の中で色々とご意見をいただいたとこ

ろでございますけども、教育というのは本当に学校教育から社会教育、もういろいろと範囲

が広いというような中で、なかなか全ての事柄について議論ができたという訳ではござい

ません。また、この辺につきましては、次回以降の会議に委ねて参りたいというふうに思っ

ております。先ほどからいろいろと、お話を聞かせていただきました中で、木村特別参与の

お名前を聞かせていただきました。現在、町では、地方創生の取り組みとして、まち・ひと・

しごと総合戦略を策定するために、お越しいただいているわけでございますが、その木村参

与が地区内での地域活性化セミナーでのご講演と、本日の皆様のご意見と重なる部分もあ

るわけですが、１つには、まずやはり、ふるさと教育が大切であると。今、木村先生がいろ

んなところに行かれて、いろんな人とコミュニケーションを図られるなかで、例えば、出身

地を聞くと、あなたはどちらの出身ですか、と聞くと、私は青森県です、福島県です、奈良

県です、と言うけども、なかなかその先がついてこないと、じゃあ青森県のどこですかと聞

くと、自ら「いやーご存じないと思いますけども、」と前置きしてから、自分の「例えば○

○市です」とか、「○○町です」と言われると。そのようなことではなしに、「私は、奈良県

の吉野町です」と 初から奈良県で止まらずに吉野町まで自分を語る、ふるさとを誇るよう

な子ども作っていく、そのような教育をやっていかなければいけない。木村先生も仰ってい

ることでの１つです。そしてもう１つ、先ほど教育長からも話がありましたが、子どもが大

きくなっていく課程で、それは食育みたいな話でしたけども、うま味とか辛味とか甘味とか、

こういう 5 つの味を８歳までにまんべんなく自らの舌で味わうことによって、小脳の発達



が８歳で止まるらしいですけども、小脳の発達に、とてもいい刺激になると、そして大脳は

１２歳までで発達が止まるので１２歳まで、そういう食事を心掛けていくと大脳も十分な

発達もするというような事も仰っていました。先ほどの教育長の話と、重なっていると思っ

て聞かせていただいたところでございます。 

この会議を通じまして、首長と教育委員会が教育に対するその考えかたというのが、１つに

なって、今後の行政、教育行政のその推進に取り組んでいくための拠り所が、教育大綱では

ないかと思っているところでございます。本日は大変ありがとうございました。 

〇事務局 以上をもちまして平成２７年度第１回総合教育会議を終了させていただきます。 

（ 了） 


