
人口減少地域における特色ある教育づくり
～静岡県榛原郡川根本町の挑戦～
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持続可能な地域コミュニティと学校システムの構築

【キーワード】（私のモットーです！）

「できない理由を探す暇があれば、頭を働かせる。」
・認知する ・見通す ・知恵を使う ・活用する ・繋がる

「常に進化、常に深化。停滞した教育に未来は見えない。」
・振り返る ・エボリューション ・積み上げる

「小さい町だからこそできることがある。」
・よさを生かす ・強みを生かす ・川根本町ならでは！
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適正規模・適正配置等に関する手引き
～少子化に対応した活力ある学校づくりに向けて～

Ｈ２７．１．２７ 文部科学省

国が定める標準は「特別の事情があるときはこの限りでない」
とされている弾力的なものですが、今後、少子化が更に進むこ
とが予想される中、義務教育の機会均等や水準の維持・向上の
観点を踏まえ、学校規模の適正化や学校の小規模化に伴う諸問
題への対応が将来にわたって継続的に検討していかなければな
らない重要な課題であるとの認識が広がっており、各設置者に
おいて、それぞれの地域の実情に応じた最適な学校教育の在り
方や学校規模を主体的に検討することが求められています。

3



学校が地域コミュニティの存続に決定的な役割を果たしている地域

学校統廃合によって適正規模化を進めることが困難な地域

小規模のメリットの最大化

具体的なデメリットを細かく分析・共有

小規模のデメリットを最小化する工夫

＋

〇統合を選択しない場合の例示の一つ
→学校を当該地域コミュニティの存続や発展の中核的な施設と位置づけ、
地域を挙げてその充実を図ることを希望する場合
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※公立小学校・中学校の適正規模・適正配置等に関する手引き
（Ｈ２７．１．２７ 文部科学省）参照



資料１

よさを生かす 強みを生かす

人材育成

特色ある教育

町の未来を担う人材を育てる

人の流れをつくる
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6

若者交流センター「奥流」

平成28年３月完成

奥大井に向け若者が流れるように集うように！
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地方創生（教育）イメージ図

教育実習

施設実習

インターン

青少年事業

サークル・ゼミ

川根留学生
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町外出身の教育実習生の受入

自分の母校とは
全く違い勉強に
なった。

地元の人も優
しくて住みた
い町になった。

実習に専念でき
る環境だった。

８



０歳～１８歳
どのようなキャリアを？

川根高校

首長部局

教育委員会

連携

協働

連携

協働

“川根本町教育大綱” 子どもたちの成長を線で捉える！

自立
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10

海外英語研修～カナダ10日間～ 中学２年生＋高校生



11北海道体験 ～３日間～ ５年生



小規模のメリットの最大化 小規模のデメリットを最小化する工夫

◎学校教育ビジョン
・将来の社会的自立に向けたキャリア教育の実施（独自のキャリアノート）
・学校間連携（ＲＧ）授業の実施（子どもたちは宝物、教職員は財産）

◎川根本町型問題解決学習（深い学びの創出）の日常化
◎ＩＣＴ教育推進事業（５年間） ※小中学校６校が学校情報化優良校に認定
・Wifi環境の整備
・電子黒板（通常教室）＋タブレット端末（教職員、児童生徒一人一台）
・町独自アプリの開発、活用
・９年間を通した情報リテラシー、情報モラル教育の蓄積
・校務支援システムの導入

◎スクールバスを駆使しての合同行事の実施（修学旅行、音楽発表会、等）
◎連携型中高一貫教育（川根高校） ◎公営塾の運営 ◎給付型奨学金制度
◎中学校教諭の兼務発令、町費負担非常勤講師の任用（教育効果の高揚）
◎町独自の研修システム（合同研修会、ＲＧ作業部会、県外先進地視察、ネット等）

川根本町の学校教育 ※公立小学校・中学校の適正規模・適正配置等に関する手引き
（Ｈ２７．１．２７ 文部科学省）参照
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１ 学校教育ビジョン

２ ＩＣＴ教育

３ 連携型中高一貫教育

川根本町の教育
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１ 学校教育ビジョン



15



川根本町学力向上ネットワークプラン構想図

９年間の継続した取組

「キャリア教育」と「ＲＧ授業」の
相乗効果

町の子どもの成長を
全教職員で支えるシステム

中学校卒業後の進路の基礎

川根本町だからこそできる
川根本町ならではの取組

町全体を緩やかな学校と捉える

H30：４年目

H26：試行→H27：本実施
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平成２５年度 学校のあり方協議会

川根本町の児童生徒数

２００６年５月１日：６３２人 ２０１８年５月１日：２９４人

川根本町教育ビジョンの策定

小規模校の良さを生かす

児童生徒数の減少への不安

統合？

視察 協議

学力低下？ 多様な体験？

Ｈ２５．１２．１ 大橋教育長就任

地域の良さを生かす

４小学校 ２中学校
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川根本町学力向上ネットワークプラン
～キャリア教育を基盤としたＲＧ授業～

【ねらい】
◎子どもたちの「生きる力」の育成、「確かな学力」の定着
☆一人一人の自立に向けた「キャリア教育」の推進
☆小規模校の連携による効果的な授業形態の研究と実践（ＲＧ授業）

素直な子どもたち 協力的な保護者・地域豊かな自然環境

子どもは町の宝物 教職員は町の財産

小学校４校、中学校２校の教職員

先進地

宮崎県五ヶ瀬町

Ｇ授業

先進地

兵庫県香美町

学校間スーパー連携
チャレンジプラン

小規模校の良さを生かす 地域の良さを生かす

町全体を緩やかな学校と捉える

個に応じたきめ細かな指導一人一人に活躍の場教員１人当たり
の児童生徒数

4.8人（Ｈ30）
※県平均16.08人(H29)
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平成26年度の取組

４月 教育ビジョン概要作成

５月 兵庫県香美町視察

４月 日渡教授（兵庫教育大）対談

５月 町校長研修会説明

５月 話題提供（町教育会総会）

６月 教育ビジョン学習会
（日渡教授講話）

７月 県教委義務教育課長ヒアリング

８月 教育ﾋﾞｼﾞｮﾝ合同研修会（町教育会）

９月～11月 １月～３月
ＹＲＧ授業試行

10月 宮崎県五ヶ瀬町視察

12月 議会全員協議会説明

１月 町教育委員会説明

３月 町広報特集掲載

３月 H27版キャリアノート完成

１月 キャリア教育講演会
渡邊筑波大学名誉教授

準備期間１年間
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【キャリア教育】 （文部科学省ホームページより）

○一人一人のキャリア発達や個としての自立を促す

⇒教育改革の理念と方向性を示すもの

社会的自立のできる若者になることが、求められる時代
↓

自立した社会人として生きていくための土台の育成
（その時々に必要なキャリア発達を！）

↓
学習の成果と人間関係の発展により適応と知的･情緒的･社会的発達を促進

↓
学べるようにすること、学ぶ面白さを知ることがキャリア教育の原点

（学力を身につけることもキャリア教育の一環）
↓

計画的・組織的に、子どもたちの全人的成長・発達を促す取組を！
（小中学校9年間の継続した取組）
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成長した自分を振り返る 21



⇒最適規模と質の学習グループを構成して行う授業

ＲＧ（連携グループ）授業

ＹＲＧ授業：横の連携グループ （同校種同学年）

ＹＲＧによる最適規模の授業づくり

①本時目標と児童生徒の実態を踏まえた最適人数の設定（Ｌ・Ｍ・Ｓ）

②最適人数に応じた指導体制と指導形態

成果を上げている先進地に学ぶ！

本町ならではの取組に！

単なる
合同学習ではない

最適人数の選択

30人以上 10～29人 １～９人

大人数

（L）
中人数

（M）
小人数

（S）

計算練習は？

合唱・合奏は？

ボール運動は？

水泳は？

強みを生かす

連携型中高一貫教育
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最適人数を生み出すＹＲＧ授業のシステム（５、６年生の例）

5年生（39人） ６年生（25人）

中川根第一小

11人
教師Ａ

中央小

10人
教師Ｂ

中川根南部小

７人
教師Ｃ

本川根小

11人
教師Ｄ

中川根第一小

５人
教師Ｅ

本川根小

６人
教師Ｈ

中川根南部小

４人
教師Ｇ

中央小

10人
教師Ｆ

６年生 音楽
L授業（25人）

教師Ａ

５年生 算数
S授業（39人）

７ｸﾞﾙｰﾌﾟ少人数指導

教師Ｂ
教師Ｃ

教師Ｄ

教師Ｅ
教師Ｆ

教師Ｇ

教師Ｈ

兼務の発令
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子ども

ア 学力向上

イ 自尊感情、自己有用感、自己効力感の醸成

ウ 学ぶ楽しさの実感（積極的な学習態度、活発な意見交換）

エ 学校を越えた新しい人間関係の構築（人間関係の固定化を防ぐ機能）

・多様な学習経験 ・適度な緊張感 ・一つの節目としての楽しい授業

ＹＲＧ授業で期待される効果

先進地に学ぶ！

教員

ア 力量の向上（複数教員での教材研究、助言、情報交換）

イ 教員間のネットワークの構築
23
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【川根本町型問題解決学習】

か：必ず確認、学習のねらいと内容を確かめ
よう！ （意欲づけ）

わ：分からないことをはっきりさせ、今まで
習ったことをつかい、まずは自分で考えよ
う！（主体的な学び）

ね：ねらいに向かい、みんなで考えを出し合
い、解決しよう！（対話的な学び）

ほん：本当に“できたか”“わかったか”、
ねらいにもどって、学びを振り返ろう！

（深い学び）

ちょう：ちょうせん、ちょうせん。

今日学んだことを生かして新しい問題に
挑戦しよう！（さらに深い学び）
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子どもは町の宝物

教職員は町の財産

子どもたちと向き合い、１人１人に確かな力を育む。

○小規模校だから、学ぶ力がついた！

○川根本町の学校で育ったから、しっかりとした土台ができた！

教員としての資質・能力を高める。

○教育ビジョンの取組で、教員としての力が伸びた！

○川根本町の学校に勤めてよかった！

・複式授業

予算化

課題
・ＲＧ授業・キャリア教育 ・アクティブラーニング

・中高一貫教育・ＩＣＴの活用

※計画的に県外視察や講師招聘
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ＹＲＧ授業の様子（小）



29

ＹＲＧ授業の様子（中）



合同研修・作業部会

川根本町の子どもたちのために！ 30



〇教育委員会職員・教員による先進地視察研修（Ｈ27～29）

H29調査研究
熊本県高森町視察研修
茨城県古河市視察研修

31

ＩＣＴ教育・複式授業・小中一貫校



H28～H29 長野県木島平村視察研修
（木島平村教育委員会・木島平小学校・木島平中学校）

32
協同的な学び、幼小中一貫教育・コミュニティスクール



平成27年度の取組
４月 新任教職員学校教育ビジョン説明会

学校教育ビジョン本施行

５月 兵庫県香美町視察研修（ＲＧ授業）

６月 愛知県田原市視察研修（キャリア教育）

６月 和歌山大学附属小学校研修会参加（複式授業）

８月 教育講演会（アクティブラーニング）

１月 川根の郷夢講演会（中高一貫）

10月 キャリア教育担当者会１

２月 キャリア教育担当者会２

研修

視察 ７月 福島県只見町・金山町視察研修（中高一貫）
10月 広島県北広島町視察研修（小中一貫・キャリア教育・複式授業）

11月 伊東市立東小学校研修会参加（アクティブラーニング）

12月 熊本県山江村・五木村視察研修（ＩＣＴ活用・複式授業）

町教育会
・合同研修会
・作業部会
・研修推進委員会 等
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平成28年度の取組 学校教育ビジョン施行２年目

６月 長野県木島平村視察研修（幼小中一貫、ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞ等）

７月 京都府相楽広域連合視察研修（小小連携、小中連携）

６月 教育講演会１（ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞ）※県総合教育センター

７月 川根の郷夢講演会１（中高一貫）

研修

視察
10月 熊本県高森町・産山村視察研修（ＩＣＴ活用）

10月 広島県北広島町公開研究会視察（小中一貫・キャリア教育）

町教育会
・合同研修会
・作業部会
・研修推進委員会 等

11月 地区教育協会研究発表会（中学校ＲＧ授業）

12月 ＲＧ授業研修会（小学校ＲＧ授業）

１月 川根の郷夢講演会１（中高一貫）

12月 教育講演会２（ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞ）※京都大学 松下佳代教授

11月 佐賀県研究発表会参加（小中一貫、ｷｬﾘｱ教育） 34



平成29年度の取組 学校教育ビジョン施行３年目

11月 長野県木島平村視察研修（幼小中一貫、協働的な学び等）

11月 茨城県古河市視察研修（ＩＣＴ教育）

７月 川根の郷夢講演会１（中高一貫）

研修

視察
12月 熊本県高森町研究発表会（ＩＣＴ・ディープラーニング）

６月 秋田大学附属小学校研究発表会（ディープラーニング）

町教育会
・合同研修会
・作業部会
・研修推進委員会 等

10月 地区研究発表会（中学校ＲＧ授業）

11月 ＲＧ授業研修会（小学校ＲＧ授業）

１月 川根の郷夢講演会１（中高一貫）

12月 教育講演会２（新学習指導要領）※国立教育研究所

１月 小中一貫教育全国サミット in 京都（小中一貫） 35



H27.12 高度情報基盤の整備完了（全家庭への光端末の敷設）

（町の広報誌より）

36

２ ＩＣＴ教育

資料６



H28.12
ＩＴ人材育成４者協定締結

◎川根本町

◎京セラコミュニケーションシステム株式会社

◎株式会社ベネッセコーポレーション

◎東海ブロードバンドサービス株式会社

・ベネッセコーポレーション：ICT支援員

・KCCS：学習プラットフォーム（クラウド）
・TBBS：現地サポート対応

（町の広報誌より） 37
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H2９.４ ゾーホージャパン株式会社のサテライトオフィス開所

（町の広報誌より）
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(1) 情報化推進の基本コンセプト

(2) 教育の情報化ビジョン

(3) 川根本町ＩＣＴ教育推進事業の計画

(4) 教育の情報化に関する教員研修の取組

(5) 教育の情報化に関する地域の特色ある取組

(6) まとめ

川根本町の教育情報化の取組
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あるＣＭのフレーズから

私たちは、今までの大人の

後輩なんかじゃない。

私たちは、 スマホと大人になっていく、
たぶん初めての人類だ。

情報があふれる時代の中、
ＩＣＴとともに生きていく子どもたち！
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平成２９年８月から、企業体と５年間の委託契約により、ＩＣ
Ｔ教育推進事業を展開する。

タブレット端末の家庭への持ち帰りを含め、なるべく制約を外
し、社会生活での活用を視野に入れた環境整備に努める。

キャリア教育の一環として「情報があふれる時代を生きる子ど
もたちにとって必要な力を、町が責任をもって育てる」ことを
基本コンセプトに、中山間地のモデルとなるようなＩＣＴ教育
の創造を目指す。

(1) 教育情報化推進の基本コンセプト

小学校４校（200人弱）、中学校２校(100人弱）一斉にスタート

餅は餅屋に！

子供たちに必要な力
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（２）川根本町の教育情報化ビジョン

情報活用の実践力 情報の科学的理解 情報社会に参画する態度

子どもたちに必要な“キャリア”の一つとして責任をもって育てる

便利なツールとして“適切に”“有効に”活用できる力

自身の社会的自立のため 周りの人々の幸せのため

※ネット犯罪に巻き込まれない！（被害者にも、加害者にもならない！）

ＩＣＴは子どもたちの可能性を無限に広げることができるツール

42



便利なツールとして“適切に”“有効に”活用できる力

9年間の計画的な情報教育の展開・蓄積

社会生活に近いＩＣＴ環境の整備

教えるべきことは教える！

子どもたちに考えさせる！

子どもたちと共に創る！

制約をはずすことは、子どもたちの可能性を広げること！

モラル

セキュリティー

ルール

マナー

家庭での活用

タイピング

使いながら…

多様な学びを創造
情報モラル

情報リテラシー

ＳＮＳ
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各教室のICT環境イメージ

タブレット
（１人１台）

電子黒板
各学年(級)１台
＋各学校２台

全教室WiFi完備
（体育館・ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ含）

44



（３）川根本町ＩＣＴ教育推進事業の計画
平成２９年８月１日 スタート

平成２９年５月 プロポーザル方式による委託先選定

５年間の委託事業

45



持続可能なＩＣＴ教育のシステムを５年間で構築

46



川根本町ＩＣＴ教育事業協議会

町教育会情報担当者部会

企業体それぞれの強みを生かす

（４）教育の情報化に関する推進体制と取組

学校・教育委員会・企業体が一体となって推進

主体

47



受託企業体町教育委員会

４小学校２中学校

町ＩＣＴ教育事業協議会提案 提案

提案

要望 要望

要望

支援

環境整備

指導・助言

環境整備

活用・検証

意見

依頼

川根本町型ＩＣＴ教育の創造（中山間地のモデル）

相談

相談

助言

助言

相談

日常的な双方向の関係で、
同じ目標に向かう！

三角形の関係を創ることで、本町ならで
はの特色あるＩＣＴ教育を推進する。

報告

48



サポート体制（活用＋インフラ）

強みを生かす
町内に本社→TBBS

全国の事例
→ベネッセ・KCCS

常勤でサポート

49



使用ソフト＆アプリ

＋α

KCCSの強みを生かすBenesseの強みを生かす

川根本町独自iOS版の開発

【オクリンク】

・日常の授業支援

・直観的な操作

50



定期的に子供たちの学力の伸びを可視化し評価検証（ＩＣＴはツール）

51



〇ＩＣＴ教育推進協議会での研修の様子

先進地から講師を招いたり、企業体からの新たな提案を共有し
たりして、効果的な研修の場となるよう工夫をしている。

52



〇ＩＣＴ教育推進協議会での研修（町教育会）の様子

各学校における研修会、学校訪問等において、ＩＣＴの積極的
に活用した授業を公開し、効果的な活用方法を模索している。

町で契約を結び、教職員がネット上にあるプラットフォームのコ
ンテンツを利用して、主体的に研修を行うことを可能にした。

53



（５）教育の情報化に関する地域の特色ある取組
〇特色１ 「未来の学びフォーラム」 in 川根本町 開催 H29.11.11

（町の広報誌より）

54
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〇特色２ 公営塾開設［ハイブリッド型（アナログ＋デジタル）］

タブレットを利用した映像授業で力を伸ばす

徹底した個別指導で基礎を固める

公営塾 H30.5.7開講

55



ＩＣＴ支援員による支援内容

•教材作成への支援

• ＩＣＴ機器活用へのサポート

•教員のＩＣＴリテラシー向上研修の企画・運営（視察研修含む）

•授業におけるＩＣＴ活用に係る教員サポート

•校内事務の電算化推進のためのシステム構築及び支援

常勤２人態勢（３人によるシフト）：１日８時間勤務（休憩１時間含む）
※各月の計画に基づき、支援員が各学校を訪問（１校月５～６回）

•義務教育９年間を見通した町独自のカリキュラムの作成・実践補助

•児童・生徒への情報リテラシー（モラル）向上に対する指導のサポート

情報教育に係る支援

教育の情報化に係る支援

〇特色３ 常勤ＩＣＴ支援員の活用（全ての子どもと教員が活用できるように）
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平成30年度の新たな取組

•ネット上のコンテンツの活用による研修方法の導入

•校務支援システムの導入（出退勤管理を含む）

•川根本町版情報モラル教育の推進

•プログラミング教育の推進（情報政策課＆企業とコラボ）

※大学との連携

•英語教育充実のためのアプリの導入

•校外活動へのタブレット端末の活用（修学旅行）

•タブレット端末の家庭への持ち帰りの試行

〇特色４ 常に進化し、当町ならではのＩＣＴ教育を推進

57



教員の働き方改革に向けて、総移動時間１２時間が０時間に！
『川根本町と古河市を結ぶオンライン教員研修の開催』

１．研修の趣旨説明（10分）
２．研修会の目的および働き方改革と教員研修改革（15分）
３．古河市のプログラミング教育と実践事例紹介（15分）
４．ネット上のコンテンツを活用した教員研修の提案（15分）

58

ネット上のコンテンツの活用による研修方法の導入



EDUCOMマネージャーC4th

•児童生徒情報管理

•出席簿

•いいとこみつけ

•成績管理

•出勤簿管理（出退勤）

校務支援システムの導入（出退勤管理を含む）

59



出勤簿（出退勤）管理
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Ｃ４thポータブル

61



プログラミング教育の推進（H30)

☆先進地視察研修（古河市、小金井市）

☆プログラミング年間指導計画の作成

☆川根本町地域ＩＣＴクラブ
（プログラミング少年団）←情報政策課・TBBS
※協力：ゾーホージャパン、静岡大学、町教委

☆備品（ロボット）の購入

プログラミング教育の推進（情報政策課＆企業とコラボ）
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川根本町地域ＩＣＴクラブ （プログラミング少年団）

「地域におけるＩoＴの学び推進事業」（総務省） 63



英語４技能の指導・学習のＰＤＣＡサイクルを構築を目指して

☆大学入試改革に対応した検定の導入

☆CAN-DOリスト

☆各技能のスコア化・分析

☆ＡＩを活用したトレーニング

ＩＣＴ環境を最大限に生かした取組を！

英語教育充実のためのアプリの導入
CEFR（国際標準）を意識した取組
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校外活動へのタブレット端末の活用（修学旅行）
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タブレット端末の家庭への持ち帰りの試行

☆家庭での活用におけるルールづくり

☆家庭での通信環境の整備

☆保護者への説明・啓発及び協力体制構築

☆学習用アプリの整備

☆先進地視察（松阪市）
66



（町の広報誌より）

(6) まとめ
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連携型中高一貫教育のあゆみ
平成14年４月 川根地区連携型中高一貫教育開始

平成25年度 連携内容見直し（平成26年度から実施）

平成26年４月 川根留学生制度開始

平成30年４月 学校設定科目「地生学」開始

68

交流授業 教職員研修生徒交流

川根の郷「夢」プロジェクト川根の郷の夢を語る会

３ 連携型中高一貫教育
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町からの川根高校への支援

・中高一貫事業負担金（平成14年～）

・川根の郷夢講演会（年２回：講師謝金、旅費）

・スクールバス（大井川鐵道減便対応）

・川根留学生寄宿舎 ※「奥流」、「南麓寮」等

・川根留学生への補助（自己負担：月４万円）

※２食（朝夕）、光熱水費込

・カナダ英語研修＆インドサマーキャンプへの補助

・公営塾 ・給付型奨学金制度 ・大学との橋渡
し

70さらに川根高校の特色化、魅力化への支援を！

町内外の生徒から選ばれる高校に！



川根留学生入学者数
Ｈ２６ ２人（42人）
Ｈ２７ １０人（48人）
Ｈ２８ ２４人（64人）
Ｈ２９ ２０人（44人）
Ｈ３０ ２２人（41人）

Ｈ３１

平成30年度から全国公募

課題
・川根高校の魅力化
・生徒の受入
・町全体でのサポート体制

川根留学生

71
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公営塾開設
［ハイブリッド型（アナログ＋デジタル）］H30.5.7開講

タブレットを利用した映像授業で力を伸ばす

徹底した個別指導で基礎を固める 72



73

給付型奨学金制度（H30運用開始）



川根高校

静岡大学情報学部 静岡県立大学薬学部

静岡産業大学経営学部

全国募集説明会の実施

ホーページリニューアル
魅力化動画の作成
プログラミング

大学１日体験入学
出張講義・意見交換
モバイルファーマシー

魅力化

魅力化 魅力化

魅力化

74

町がコーディネート
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川根留学生受入の状況（H30.5.1現在）

男 女 合計
下宿

（男女）

南麓寮

(男17)

奥流
よすが苑

(男20)
自宅

男
(17)

女
(18)

Ｈ30
入学 １５ ８ ２３ ０ ７ ３ ８ ５ ０

Ｈ29
入学 １５ ２ １７ ０ ７ ２ ２ ６ ０

Ｈ28
入学 １７ ２ １９ １

（男）
３ １ ２ ８ ４

合計 ３７ １１ ５９ １ １７ ６ １２ １９ ４



南麓寮

「よすが苑」

76

川根留学生寄宿舎



４ 町独自の取組

◎指導体制の充実
・複式学級対応のための町費負担講師（常勤３校４人）
・町費負担非常勤講師（免外解消・小学校専科）
・学習支援員（６校７人）
・図書館アドバイザー

◎教育委員会事務局の組織改編
・臨時事務職員の配置（元統括事務主幹）H24～
・指導主事の配置（元小学校教頭）H25～
・管理主事の配置（現職教頭）H26～
・教育相談（就学支援）体制の充実

77

川根本町だからこそできる
川根本町ならではの取組



持続可能な地域コミュニティと学校システムの構築

【キーワード】

「できない理由を探す暇があれば、頭を働かせる。」
・認知する ・見通す ・知恵を使う ・活用する ・繋がる

「常に進化、常に深化。停滞した教育に未来は見えない。」
・振り返る ・エボリューション ・積み上げる

「小さい町だからこそできることがある。」
・よさを生かす ・強みを生かす ・川根本町ならでは！

78

大切なのは教育の中身である。



平成30年度 学校設置適正化及び教育のあり方検討協議会

川根本町の児童生徒数

２０２４年：２４３人２０１８年５月１日：２９４人

新川根本町教育ビジョン（仮称）の策定

小規模校の良さを生かす

学校教育ビジョン成果の上に積み上げる

深化

視察 協議

地域の良さを生かす

４小学校 ２中学校

進化義務教育学校？

小中一貫校？ コミュニティスクール？

教育課程特例校？

79地域のため、子どもたちのためにどのような教育を行っていくか！



人口減少地域における特色ある教育づくり
～静岡県榛原郡川根本町の挑戦～

第53回日本教育行政学会 in 静岡大学

平成30年10月13日

川根本町教育委員会

ご静聴、ありがとうございました！
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