
平成 30年 6月 27日 

1 

 

平成平成平成平成３０３０３０３０年度年度年度年度    第第第第２２２２回総合教育会議回総合教育会議回総合教育会議回総合教育会議    要旨要旨要旨要旨    

    

日時日時日時日時：：：：    平成平成平成平成３０３０３０３０年年年年６６６６月月月月２７２７２７２７日日日日((((水水水水) ) ) ) 午後午後午後午後３３３３時時時時～～～～４４４４時時時時４０４０４０４０分分分分    

場所場所場所場所：：：：    市役所市役所市役所市役所５５５５階階階階    大会議室大会議室大会議室大会議室        

出席者出席者出席者出席者：：：：        

構成員構成員構成員構成員    仲田市長仲田市長仲田市長仲田市長、、、、西本教育長西本教育長西本教育長西本教育長、、、、井口井口井口井口委員委員委員委員、、、、石井委員石井委員石井委員石井委員、、、、浦﨑委員浦﨑委員浦﨑委員浦﨑委員、、、、大北委員大北委員大北委員大北委員    

事務局事務局事務局事務局    山本総合政策部長山本総合政策部長山本総合政策部長山本総合政策部長、、、、石田教育総務部長石田教育総務部長石田教育総務部長石田教育総務部長、、、、奥村教育振興部長奥村教育振興部長奥村教育振興部長奥村教育振興部長、、、、降松企降松企降松企降松企

画政策課長画政策課長画政策課長画政策課長、、、、五百蔵教育総務課長五百蔵教育総務課長五百蔵教育総務課長五百蔵教育総務課長、、、、生田学校教育課長生田学校教育課長生田学校教育課長生田学校教育課長、、、、清水企画政清水企画政清水企画政清水企画政

策課主幹策課主幹策課主幹策課主幹、、、、坂田学校教育課副課長坂田学校教育課副課長坂田学校教育課副課長坂田学校教育課副課長（（（（企画政策課副課長企画政策課副課長企画政策課副課長企画政策課副課長）、）、）、）、鍋島学校教鍋島学校教鍋島学校教鍋島学校教

育課副課長育課副課長育課副課長育課副課長、、、、能出能出能出能出教育教育教育教育総務課政策係長総務課政策係長総務課政策係長総務課政策係長、、、、岡島企画政策課主事岡島企画政策課主事岡島企画政策課主事岡島企画政策課主事、、、、企画企画企画企画

政策課竹谷政策課竹谷政策課竹谷政策課竹谷    

傍聴人傍聴人傍聴人傍聴人のののの数数数数：：：：７７７７名名名名        

    

１１１１    開会開会開会開会、、、、あいさつあいさつあいさつあいさつ    

（（（（仲田市長仲田市長仲田市長仲田市長））））    

５５５５月月月月７７７７日日日日にににに続続続続きききき、、、、本年度第本年度第本年度第本年度第２２２２回目回目回目回目のののの総合教育会議総合教育会議総合教育会議総合教育会議であるであるであるである。。。。前回前回前回前回のののの総合教育総合教育総合教育総合教育

会議会議会議会議ではではではでは、、、、学校再編学校再編学校再編学校再編をををを検討検討検討検討するにするにするにするに当当当当たってはたってはたってはたっては、、、、子子子子どもをどもをどもをどもを中心中心中心中心にににに考考考考えていくこえていくこえていくこえていくこ

とととととととと集団教育集団教育集団教育集団教育のののの必要必要必要必要性性性性についてについてについてについて、、、、委員委員委員委員のののの皆様皆様皆様皆様とととと認識認識認識認識をををを共有共有共有共有したしたしたした。。。。    

よってよってよってよって、、、、当初当初当初当初はははは中学校中学校中学校中学校ののののみのみのみのみの再編再編再編再編というというというということことことことであったがであったがであったがであったが、、、、小小小小学校学校学校学校ををををもももも含含含含めめめめ

てててて、、、、市全体市全体市全体市全体でででで考考考考えるえるえるえる必要必要必要必要があるというがあるというがあるというがあるという結論結論結論結論にににに至至至至ったったったった。。。。    

そしてそしてそしてそして、、、、生徒数生徒数生徒数生徒数のののの少少少少ないないないない志染志染志染志染・・・・星陽星陽星陽星陽・・・・吉川中学吉川中学吉川中学吉川中学校区校区校区校区のののの小中学校小中学校小中学校小中学校についてはについてはについてはについては、、、、

早急早急早急早急にににに対応対応対応対応していかなければならないしていかなければならないしていかなければならないしていかなければならない。。。。    

またまたまたまた、、、、学校学校学校学校のののの統廃合統廃合統廃合統廃合ではではではでは、、、、やはりやはりやはりやはり「「「「地域地域地域地域」」」」がががが非常非常非常非常にににに重要重要重要重要なキーワードにななキーワードにななキーワードにななキーワードにな

るるるるためためためため、、、、保護者保護者保護者保護者やややや地域地域地域地域のののの方々方々方々方々のののの意見意見意見意見をををを十分十分十分十分にににに聞聞聞聞いたいたいたいた上上上上、、、、判断判断判断判断しなければならしなければならしなければならしなければなら

ないないないない。。。。    

これらをこれらをこれらをこれらを前提前提前提前提にににに、、、、本日本日本日本日はははは、、、、学校再編学校再編学校再編学校再編にににに向向向向けてのけてのけてのけての新新新新たなたなたなたな議論議論議論議論をををを進進進進めめめめたいたいたいたい。。。。    

    

２２２２    議事議事議事議事    

（（（（鍋島鍋島鍋島鍋島学校教育課学校教育課学校教育課学校教育課副課長副課長副課長副課長））））    

資料資料資料資料にににに基基基基づきづきづきづき事務局説明事務局説明事務局説明事務局説明    

・・・・資料資料資料資料１１１１    学校学校学校学校をををを再編再編再編再編するするするする手法手法手法手法（（（（学校選択制学校選択制学校選択制学校選択制とととと学校統合学校統合学校統合学校統合））））    

                    学校学校学校学校をををを再編再編再編再編するするするする手法手法手法手法（（（（小中一貫校小中一貫校小中一貫校小中一貫校とととと義務教育学校義務教育学校義務教育学校義務教育学校のののの違違違違いやいやいやいや特色特色特色特色））））    

・・・・資料資料資料資料２２２２    三木市三木市三木市三木市のののの学校再編学校再編学校再編学校再編（（（（全体案全体案全体案全体案））））    

    

（（（（仲田市長仲田市長仲田市長仲田市長））））    

施設一体型施設一体型施設一体型施設一体型とはとはとはとは、、、、小小小小・・・・中学校中学校中学校中学校がががが同同同同じじじじ敷地内敷地内敷地内敷地内にあるにあるにあるにある小中一貫校小中一貫校小中一貫校小中一貫校ということということということということかかかか。。。。    
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（（（（鍋島学校教育課副課長鍋島学校教育課副課長鍋島学校教育課副課長鍋島学校教育課副課長））））    

同同同同じじじじ敷地内敷地内敷地内敷地内にあるものをにあるものをにあるものをにあるものを想定想定想定想定しているしているしているしている。。。。    

    

（（（（浦﨑委員浦﨑委員浦﨑委員浦﨑委員））））    

地域地域地域地域のののの意見意見意見意見をををを聞聞聞聞くくくくというというというという点点点点についてについてについてについて、、、、どのようなどのようなどのようなどのような方法方法方法方法をををを考考考考えているえているえているえているかかかか。。。。以前以前以前以前

にににに、、、、志染志染志染志染、、、、口吉川口吉川口吉川口吉川、、、、細川細川細川細川についてはアンケートをについてはアンケートをについてはアンケートをについてはアンケートを実施実施実施実施ししししてててているいるいるいる。。。。今回今回今回今回ははははどのよどのよどのよどのよ

うなうなうなうな方法方法方法方法でででで意見意見意見意見のののの集約集約集約集約をををを行行行行うのかうのかうのかうのか。。。。    

    

（（（（鍋島学校教育課副課長鍋島学校教育課副課長鍋島学校教育課副課長鍋島学校教育課副課長））））    

本日本日本日本日のののの総合教育会議総合教育会議総合教育会議総合教育会議のののの方方方方向性向性向性向性をををを受受受受けけけけ、、、、有識者会議有識者会議有識者会議有識者会議であるであるであるである学校再編検討会議学校再編検討会議学校再編検討会議学校再編検討会議をををを

開催開催開催開催ししししてててて協議協議協議協議をををを行行行行うううう。。。。またまたまたまた、、、、中学校区中学校区中学校区中学校区ごとにごとにごとにごとに地域部会地域部会地域部会地域部会をををを設置設置設置設置しししし、、、、保護者保護者保護者保護者、、、、地域地域地域地域

のののの方々方々方々方々、、、、学校関係者学校関係者学校関係者学校関係者がががが構成員構成員構成員構成員となりとなりとなりとなり、、、、さまざまさまざまさまざまさまざまなななな角度角度角度角度からからからから意見意見意見意見をををを出出出出しししし合合合合っていっていっていってい

ただきそのただきそのただきそのただきその意見意見意見意見をををを検討会議検討会議検討会議検討会議にににに上上上上げていただくげていただくげていただくげていただく予定予定予定予定であるであるであるである。。。。    

    

（（（（浦﨑委員浦﨑委員浦﨑委員浦﨑委員））））    

志染志染志染志染・・・・星陽中校区星陽中校区星陽中校区星陽中校区にはにはにはには、、、、既既既既にににに説明説明説明説明をををを行行行行ったったったったのかのかのかのか。。。。    

    

（（（（生田学校教育課長生田学校教育課長生田学校教育課長生田学校教育課長））））    

一定一定一定一定のののの説明説明説明説明ははははアンケートアンケートアンケートアンケート時時時時にににに行行行行なってなってなってなっているがいるがいるがいるが、、、、今後設置今後設置今後設置今後設置するするするする地地地地域部会域部会域部会域部会のののの中中中中でででで、、、、

地域地域地域地域のののの意見意見意見意見をしっかりとをしっかりとをしっかりとをしっかりと聞聞聞聞きたいときたいときたいときたいと考考考考えてえてえてえているいるいるいる。。。。    

    

（（（（石井委員石井委員石井委員石井委員））））    

視察視察視察視察にににに行行行行ったったったった義務教育義務教育義務教育義務教育学校学校学校学校ではではではでは、、、、１１１１年生年生年生年生から９から９から９から９年生年生年生年生までがまでがまでがまでが一体型一体型一体型一体型のののの施設施設施設施設でででで過過過過

ごすことでごすことでごすことでごすことで、、、、リーダーシップをリーダーシップをリーダーシップをリーダーシップを発揮発揮発揮発揮するするするする機会機会機会機会がががが増増増増ええええ、、、、例例例例えばえばえばえば、、、、９９９９年生年生年生年生がががが低学年低学年低学年低学年

のののの生徒生徒生徒生徒にににに付付付付きききき添添添添ってってってって登校登校登校登校するするするする姿姿姿姿がががが見見見見られるられるられるられるということであるということであるということであるということである。。。。地域地域地域地域やややや放課後放課後放課後放課後でででで

のののの友友友友だちだちだちだち同士同士同士同士のののの遊遊遊遊びがびがびがびが希薄希薄希薄希薄になっているになっているになっているになっている現代現代現代現代ではではではでは、、、、子子子子どもたちがどもたちがどもたちがどもたちが、、、、やがてやがてやがてやがて社会社会社会社会

にににに出出出出るにるにるにるに当当当当たってたってたってたって、、、、縦縦縦縦のつながりにおいてのつながりにおいてのつながりにおいてのつながりにおいて学校学校学校学校のののの果果果果たすたすたすたす役割役割役割役割がががが非常非常非常非常にににに大大大大ききききいといといといと

感感感感じておりじておりじておりじており、、、、義務教育学校義務教育学校義務教育学校義務教育学校というというというという制度制度制度制度自体自体自体自体にににに非常非常非常非常にににに魅力魅力魅力魅力をををを感感感感じじじじているているているている。。。。    

    

（（（（仲田市長仲田市長仲田市長仲田市長））））    

確確確確かにかにかにかに義務教育学校義務教育学校義務教育学校義務教育学校ではではではでは、、、、９９９９年生年生年生年生までがまでがまでがまでが同同同同じじじじ学校学校学校学校ということということということということでででで、、、、年長者年長者年長者年長者ででででああああ

るというるというるというるという意識意識意識意識をををを持持持持つつつつ生徒生徒生徒生徒もももも増増増増えるであろうえるであろうえるであろうえるであろう。。。。    

    

（（（（井口委員井口委員井口委員井口委員））））    

私私私私もももも常々常々常々常々、、、、小中一小中一小中一小中一貫教育貫教育貫教育貫教育をををを提唱提唱提唱提唱していしていしていしているるるる。。。。兄弟兄弟兄弟兄弟がががが少少少少ないないないない生徒生徒生徒生徒ででででもももも、、、、学校学校学校学校でででで年年年年
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長者長者長者長者になになになになればればればれば、、、、意識意識意識意識もももも持持持持てるてるてるてる。。。。そのことそのことそのことそのことがががが大切大切大切大切だとだとだとだと思思思思うううう。。。。義務教育学校義務教育学校義務教育学校義務教育学校をををを推推推推しししし

たいたいたいたい。。。。ひとつひとつひとつひとつ聞聞聞聞くがくがくがくが、、、、義務教育学校義務教育学校義務教育学校義務教育学校のののの制度制度制度制度でででで前期課程前期課程前期課程前期課程とととと後期課程後期課程後期課程後期課程となっているとなっているとなっているとなっている

がががが、「、「、「、「４・３・２４・３・２４・３・２４・３・２年制年制年制年制」」」」にににに関関関関してはどうしてはどうしてはどうしてはどう考考考考ええええているのかているのかているのかているのか。。。。    

    

（（（（鍋島学校教育課副課長鍋島学校教育課副課長鍋島学校教育課副課長鍋島学校教育課副課長））））    

義務教育学校義務教育学校義務教育学校義務教育学校のののの中中中中にはにはにはには、、、、「「「「６・３６・３６・３６・３年制年制年制年制」」」」というというというという基本的基本的基本的基本的なななな形形形形をををを維持維持維持維持しつつしつつしつつしつつ、、、、「「「「４・４・４・４・

３・２３・２３・２３・２年制年制年制年制」」」」でででで様々様々様々様々なななな行事行事行事行事やややや取組取組取組取組をしているところがあるをしているところがあるをしているところがあるをしているところがある。。。。    

具体的具体的具体的具体的にはにはにはには、、、、４４４４年生年生年生年生、、、、７７７７年生年生年生年生、、、、９９９９年生年生年生年生などなどなどなど、、、、リーダーとなるリーダーとなるリーダーとなるリーダーとなるそれぞれのそれぞれのそれぞれのそれぞれの学年学年学年学年

がががが、、、、活躍活躍活躍活躍するするするする機会機会機会機会をををを得得得得ることができるることができるることができるることができる。。。。    

またまたまたまた、、、、中学校中学校中学校中学校２２２２年生年生年生年生にににに当当当当たる８たる８たる８たる８年生年生年生年生についてはについてはについてはについては、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる中学校中学校中学校中学校にににに慣慣慣慣れてくれてくれてくれてく

るるるる年代年代年代年代であってであってであってであって、、、、進路進路進路進路をををを考考考考えるにはえるにはえるにはえるには少少少少しししし早早早早いといういといういといういという時期時期時期時期であであであでありりりり、、、、心身心身心身心身がががが発達発達発達発達すすすす

るるるる時期時期時期時期であるためであるためであるためであるため、、、、少少少少しししし不安定不安定不安定不安定なななな学年学年学年学年であるとであるとであるとであると言言言言われているわれているわれているわれている。。。。    

しかししかししかししかし、、、、８８８８年生年生年生年生のののの生徒生徒生徒生徒がががが多多多多くのくのくのくの下級生下級生下級生下級生とととと関関関関わりわりわりわり、、、、リーダーシップをリーダーシップをリーダーシップをリーダーシップを発揮発揮発揮発揮するするするする

ことでことでことでことで、、、、目的意識目的意識目的意識目的意識やややや自尊感情自尊感情自尊感情自尊感情がががが芽生芽生芽生芽生えてえてえてえて、、、、優優優優しくなるというしくなるというしくなるというしくなるという話話話話をををを先進校先進校先進校先進校のののの校長校長校長校長

からからからから聞聞聞聞いいいいたたたた。。。。    

    

（（（（生田学校教育課長生田学校教育課長生田学校教育課長生田学校教育課長））））    

地域地域地域地域やややや学校学校学校学校のののの特性特性特性特性があるがあるがあるがあるのでのでのでので、、、、委員委員委員委員がががが言言言言われたわれたわれたわれた「「「「４・３・２４・３・２４・３・２４・３・２年制年制年制年制」」」」以外以外以外以外ののののくくくく

くりくりくりくり方方方方もももも考考考考えられるえられるえられるえられる。。。。それをそれをそれをそれを学校長学校長学校長学校長のののの判断判断判断判断でででで決決決決めめめめられるというられるというられるというられるという自由自由自由自由度度度度ががががあるあるあるある。。。。    

    

（（（（仲田市長仲田市長仲田市長仲田市長））））    

確認確認確認確認するするするするがががが、、、、義務教育学校義務教育学校義務教育学校義務教育学校ではではではでは、、、、「「「「６・３６・３６・３６・３年制年制年制年制」」」」もあればもあればもあればもあれば「「「「４・３・２４・３・２４・３・２４・３・２年制年制年制年制」」」」

もあもあもあもありりりり、、、、校長校長校長校長がががが選択選択選択選択できるというできるというできるというできるということかことかことかことか。。。。    

    

（（（（鍋島学校教育課副課長鍋島学校教育課副課長鍋島学校教育課副課長鍋島学校教育課副課長））））    

教育課程教育課程教育課程教育課程についてはについてはについてはについては「「「「６・３６・３６・３６・３年制年制年制年制」」」」がががが基本基本基本基本であるであるであるである。。。。しかししかししかししかし、、、、学校学校学校学校行事行事行事行事等等等等をををを「「「「４・４・４・４・

３・２３・２３・２３・２年制年制年制年制」」」」でででで行行行行うこともでうこともでうこともでうこともできるきるきるきるということであるということであるということであるということである。。。。    

    

（（（（西本教育長西本教育長西本教育長西本教育長））））    

教育教育教育教育カリキュラムカリキュラムカリキュラムカリキュラムについてについてについてについてはははは、、、、小学校小学校小学校小学校６６６６年間年間年間年間とととと中学校中学校中学校中学校３３３３年間年間年間年間のカリキュラムのカリキュラムのカリキュラムのカリキュラム

をををを行行行行うううう。。。。学校行事学校行事学校行事学校行事等等等等のののの教育活動教育活動教育活動教育活動のののの中中中中でででで「「「「４・３・２４・３・２４・３・２４・３・２年制年制年制年制」」」」にすることでにすることでにすることでにすることで、、、、例例例例ええええ

ば４ば４ば４ば４年生年生年生年生がががが最高学年最高学年最高学年最高学年となってとなってとなってとなって下級生下級生下級生下級生のののの世話世話世話世話ををををしししし、、、、またまたまたまた、、、、次次次次の３の３の３の３学年学年学年学年のののの中中中中でででではははは、、、、

中学中学中学中学１１１１年生年生年生年生がががが、、、、小学校小学校小学校小学校６６６６年生及年生及年生及年生及びびびび５５５５年生年生年生年生をををを見見見見ることでることでることでることで意識意識意識意識がががが変変変変わるわるわるわるというというというという制度制度制度制度

でありでありでありであり、、、、義務教育本来義務教育本来義務教育本来義務教育本来のののの教育教育教育教育カリキカリキカリキカリキュラムとュラムとュラムとュラムと「「「「４・３・２４・３・２４・３・２４・３・２年制年制年制年制」」」」のののの教育活動教育活動教育活動教育活動はははは、、、、

別別別別にににに考考考考えなければえなければえなければえなければならないならないならないならない。。。。    
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（（（（大北委員大北委員大北委員大北委員））））    

小学校教育課程小学校教育課程小学校教育課程小学校教育課程とととと中学校教育課程中学校教育課程中学校教育課程中学校教育課程はははは、、、、法律法律法律法律でででで定定定定められているめられているめられているめられている。。。。教科書教科書教科書教科書をををを入入入入れれれれ

替替替替えたりえたりえたりえたり、、、、学学学学ぶぶぶぶことをことをことをことを入入入入れれれれ替替替替えたりすることはできないえたりすることはできないえたりすることはできないえたりすることはできない。。。。しかししかししかししかし、、、、そのそのそのその他他他他のののの社社社社

会性会性会性会性をををを培培培培ううううことことことことなどなどなどなど、、、、多多多多くのくのくのくの学学学学びのびのびのびの中中中中でででで、「、「、「、「４・３・２４・３・２４・３・２４・３・２年制年制年制年制」」」」もももも良良良良いいいいしししし、、、、地域地域地域地域

性性性性ややややめざすめざすめざすめざす子子子子どもどもどもども像像像像のののの違違違違いいいいによりによりによりにより、、、、それそれそれそれ以外以外以外以外ののののくくりくくりくくりくくり方方方方であってもであってもであってもであっても良良良良いいいい。。。。そそそそのののの

自由度自由度自由度自由度がががが義務教育学校義務教育学校義務教育学校義務教育学校のののの良良良良さであるとさであるとさであるとさであると思思思思うううう。。。。一方一方一方一方、、、、小中一貫校小中一貫校小中一貫校小中一貫校ではではではでは、、、、そのようそのようそのようそのよう

なことはなことはなことはなことは難難難難しいしいしいしい。。。。義務教育学校義務教育学校義務教育学校義務教育学校がががが、、、、最終的最終的最終的最終的なななな理想理想理想理想のののの形形形形とととと捉捉捉捉えていいえていいえていいえていいのではないのではないのではないのではない

かとかとかとかと思思思思ううううがががが、、、、どのようなどのようなどのようなどのような条件条件条件条件がががが揃揃揃揃えばえばえばえば、、、、小中一貫校小中一貫校小中一貫校小中一貫校からからからから義務教育学校義務教育学校義務教育学校義務教育学校へへへへ移行移行移行移行すすすす

ることができるのかることができるのかることができるのかることができるのかというというというという点点点点についてについてについてについて、、、、説明説明説明説明願願願願いたいいたいいたいいたい。。。。    

    

（（（（鍋島学校教育課副課長鍋島学校教育課副課長鍋島学校教育課副課長鍋島学校教育課副課長））））    

教員免許教員免許教員免許教員免許のののの問題問題問題問題でででであるあるあるある。。。。現在現在現在現在、、、、教職員免許法教職員免許法教職員免許法教職員免許法ではではではでは、、、、義務教育学校義務教育学校義務教育学校義務教育学校についてはについてはについてはについては、、、、

小小小小・・・・中中中中学校学校学校学校両方両方両方両方のののの免許免許免許免許をををを持持持持つつつつ者者者者でなければでなければでなければでなければ教員教員教員教員をををを務務務務めることができないめることができないめることができないめることができない。。。。ただただただただ

しししし、、、、当分当分当分当分のののの間間間間はははは、、、、どちらかどちらかどちらかどちらか一方一方一方一方のののの免許免許免許免許保持者保持者保持者保持者でもでもでもでも良良良良いといといといと法律法律法律法律でででで定定定定められているめられているめられているめられている。。。。    

    

（（（（仲田市長仲田市長仲田市長仲田市長））））    

義務教育学校義務教育学校義務教育学校義務教育学校へへへへ移行移行移行移行するためのするためのするためのするための条件条件条件条件がががが整整整整うううう時期時期時期時期ははははいつかいつかいつかいつか。。。。    

    

（（（（鍋島学校教育課副課長鍋島学校教育課副課長鍋島学校教育課副課長鍋島学校教育課副課長））））    

詳詳詳詳しいしいしいしい時期時期時期時期はははは決決決決まっていないまっていないまっていないまっていない。。。。    

教員確保教員確保教員確保教員確保のののの問題問題問題問題があるためがあるためがあるためがあるため、、、、全全全全てのてのてのての学校学校学校学校ですぐにですぐにですぐにですぐに義務教育学校化義務教育学校化義務教育学校化義務教育学校化というわけというわけというわけというわけ

にはいかないにはいかないにはいかないにはいかない。。。。    

現在現在現在現在、、、、市内市内市内市内のののの小学校小学校小学校小学校教員教員教員教員のうちのうちのうちのうち、、、、中学校中学校中学校中学校のののの教員免許教員免許教員免許教員免許をををを保持保持保持保持しているしているしているしている者者者者のののの割合割合割合割合

はははは約約約約５７５７５７５７％、％、％、％、中学校中学校中学校中学校のののの教員教員教員教員でででで小学小学小学小学校校校校のののの教員免許教員免許教員免許教員免許をををを保持保持保持保持しているしているしているしている者者者者のののの割合割合割合割合はははは約約約約２２２２

２２２２％％％％でででであるあるあるある。。。。    

またまたまたまた、、、、学校学校学校学校のののの規模規模規模規模ががががあまりにあまりにあまりにあまりに大大大大きいきいきいきい学校学校学校学校にににになるなるなるなるとととと、、、、せっかくせっかくせっかくせっかくのののの利利利利点点点点であるであるであるである縦縦縦縦

のののの連携連携連携連携がががが取取取取れずれずれずれず、、、、横横横横のののの連携連携連携連携だけでだけでだけでだけで手一杯手一杯手一杯手一杯になるになるになるになる。。。。そのためそのためそのためそのため、、、、適正適正適正適正なななな規模規模規模規模になっになっになっになっ

てからてからてからてから義務教育学校化義務教育学校化義務教育学校化義務教育学校化するべきであるするべきであるするべきであるするべきである。。。。    

    

（（（（大北委員大北委員大北委員大北委員））））    

小中両方小中両方小中両方小中両方のののの教員免許保持者教員免許保持者教員免許保持者教員免許保持者のののの年年年年代代代代のののの割合割合割合割合などもなどもなどもなども調査調査調査調査すればすればすればすれば、、、、予測予測予測予測もももも立立立立てやすてやすてやすてやす

くなるのではないくなるのではないくなるのではないくなるのではないかかかか。。。。いつまでにいつまでにいつまでにいつまでに実現実現実現実現できるかできるかできるかできるか見見見見えてえてえてえていないといういないといういないといういないという点点点点にににについてついてついてついて

はははは、、、、不安不安不安不安をををを感感感感じるじるじるじる。。。。    

    

（（（（西本教育長西本教育長西本教育長西本教育長））））    

先先先先ほどほどほどほど事務局事務局事務局事務局かかかから４つのら４つのら４つのら４つの小規模校解消小規模校解消小規模校解消小規模校解消のののの手法手法手法手法についてについてについてについて説明説明説明説明があったがあったがあったがあった。。。。やはりやはりやはりやはり、、、、
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学校選択制学校選択制学校選択制学校選択制はははは不安定不安定不安定不安定なななな部分部分部分部分があるがあるがあるがあるのでのでのでので、、、、デメリットがデメリットがデメリットがデメリットが大大大大きいときいときいときいと感感感感じているじているじているじている。。。。小小小小

規模校規模校規模校規模校をををを解消解消解消解消するするするする手法手法手法手法としてとしてとしてとして、、、、まずはまずはまずはまずは統廃合統廃合統廃合統廃合によってによってによってによって一定一定一定一定のののの規模規模規模規模をををを確保確保確保確保するするするする。。。。

そしてそしてそしてそして、、、、めざめざめざめざすすすすべきべきべきべき義務教育学校義務教育学校義務教育学校義務教育学校へへへへ移行移行移行移行するにしてもするにしてもするにしてもするにしても、、、、子子子子どどどどもたちやもたちやもたちやもたちや教員教員教員教員がががが小小小小

中一貫教育中一貫教育中一貫教育中一貫教育にににに順応順応順応順応するためのするためのするためのするための助走期間助走期間助走期間助走期間もももも必要必要必要必要であるとであるとであるとであると感感感感じるじるじるじる。。。。    

現段階現段階現段階現段階でででで明確明確明確明確なななな計画計画計画計画をををを立立立立てることができなくともてることができなくともてることができなくともてることができなくとも、、、、我々我々我々我々がががが最終的最終的最終的最終的なななな着地点着地点着地点着地点をををを

示示示示すことによりすことによりすことによりすことにより、、、、そこへそこへそこへそこへ向向向向かってかってかってかって統廃合統廃合統廃合統廃合、、、、小中一貫小中一貫小中一貫小中一貫というというというという過程過程過程過程のののの中中中中でででで、、、、子子子子どもどもどもども

たちにとってたちにとってたちにとってたちにとって望望望望ましいましいましいましい学校学校学校学校づくりができるのではないかとづくりができるのではないかとづくりができるのではないかとづくりができるのではないかと考考考考えるえるえるえる。。。。    

人口人口人口人口推計推計推計推計からからからから言言言言ってもってもってもっても、、、、３０３０３０３０年後年後年後年後にはにはにはには現在現在現在現在のののの児童児童児童児童・・・・生徒数生徒数生徒数生徒数がががが半減半減半減半減するというするというするというするという

ことなことなことなことなのでのでのでので、、、、２０２０２０２０年年年年、、、、３０３０３０３０年先年先年先年先をををを見通見通見通見通したしたしたした上上上上でのでのでのでの全体像全体像全体像全体像であるべきだとであるべきだとであるべきだとであるべきだと思思思思うううう。。。。    

    

（（（（大北委員大北委員大北委員大北委員））））    

確確確確かにかにかにかに、、、、視察先視察先視察先視察先のようにのようにのようにのように一足飛一足飛一足飛一足飛びにびにびにびに義務教育学校義務教育学校義務教育学校義務教育学校にににに移行移行移行移行するよするよするよするよりりりり、、、、段階段階段階段階をををを踏踏踏踏

んんんんだだだだ上上上上でのでのでのでの方方方方がががが、、、、着地着地着地着地もももも上手上手上手上手にできるのではないかともにできるのではないかともにできるのではないかともにできるのではないかとも思思思思うううう。。。。    

    

（（（（西本教育長西本教育長西本教育長西本教育長））））    

視察視察視察視察のののの件件件件についてについてについてについて、、、、和歌山和歌山和歌山和歌山のののの義務教育学校義務教育学校義務教育学校義務教育学校をををを１１１１校校校校とととと、、、、大阪大阪大阪大阪のののの小中一貫校小中一貫校小中一貫校小中一貫校をををを１１１１

校校校校、、、、学校学校学校学校のののの規模規模規模規模としてはとしてはとしてはとしては、、、、９９９９学年学年学年学年で６００で６００で６００で６００～～～～７００７００７００７００人程度人程度人程度人程度のののの学校学校学校学校をををを視察視察視察視察ししししたたたた。。。。    

和歌和歌和歌和歌山山山山のののの義務教育学校義務教育学校義務教育学校義務教育学校についてはについてはについてはについては、、、、まずはまずはまずはまずは小中一貫校小中一貫校小中一貫校小中一貫校をめざしていをめざしていをめざしていをめざしていたたたたがががが、、、、途途途途

中中中中でででで義務教育学校義務教育学校義務教育学校義務教育学校にににに切切切切りりりり替替替替えてえてえてえて、、、、一足飛一足飛一足飛一足飛びにびにびにびに義務教育学校義務教育学校義務教育学校義務教育学校をををを設置設置設置設置したというケしたというケしたというケしたというケ

ースであるースであるースであるースである。。。。    

三木市三木市三木市三木市においてもにおいてもにおいてもにおいても、、、、一足飛一足飛一足飛一足飛びにびにびにびに義務教育学校義務教育学校義務教育学校義務教育学校にににに移移移移行行行行することもすることもすることもすることも不可能不可能不可能不可能ではなではなではなではな

いがいがいがいが、、、、状況状況状況状況をををを見見見見てててて判断判断判断判断するべきであるとするべきであるとするべきであるとするべきであると考考考考えるえるえるえる。。。。    

    

（（（（仲田市長仲田市長仲田市長仲田市長））））    

最最最最終的終的終的終的なななな着地点着地点着地点着地点としてとしてとしてとしてはははは、、、、義務教育学校義務教育学校義務教育学校義務教育学校をめざをめざをめざをめざすすすすということでよいかということでよいかということでよいかということでよいか。。。。    

教員教員教員教員のののの免許免許免許免許のののの問題問題問題問題やややや学校数学校数学校数学校数によってによってによってによって校長校長校長校長のののの数数数数もももも変変変変わってくるがわってくるがわってくるがわってくるが、、、、これについこれについこれについこれについ

てはてはてはては別別別別のののの議論議論議論議論とするとするとするとする。。。。    

これからこれからこれからこれから人口人口人口人口がががが減減減減ってくるってくるってくるってくることをことをことをことを踏踏踏踏まえたまえたまえたまえた上上上上でででで、、、、各学年各学年各学年各学年２２２２学級以上学級以上学級以上学級以上をををを確保確保確保確保すすすす

ることることることることをををを考考考考えるとえるとえるとえると、、、、最終着地点最終着地点最終着地点最終着地点である９である９である９である９年制年制年制年制のののの義務教育学校義務教育学校義務教育学校義務教育学校をををを、、、、現在現在現在現在のののの市内市内市内市内小小小小

学校学校学校学校１６１６１６１６校校校校、、、、中学校中学校中学校中学校８８８８校校校校についてについてについてについて、、、、何校区何校区何校区何校区にににに再編再編再編再編すべきとすべきとすべきとすべきと考考考考えているえているえているえているかかかか。。。。    

    

（（（（鍋島学校教育課副課長鍋島学校教育課副課長鍋島学校教育課副課長鍋島学校教育課副課長））））    

現在現在現在現在のののの８８８８中学校中学校中学校中学校区区区区をををを小中一貫校小中一貫校小中一貫校小中一貫校、、、、義務教育学校義務教育学校義務教育学校義務教育学校にににに再編再編再編再編するするするする場合場合場合場合、、、、５５５５校校校校区区区区程度程度程度程度

がががが妥当妥当妥当妥当であるとであるとであるとであると考考考考えているえているえているえている。。。。    

    

（（（（仲田市長仲田市長仲田市長仲田市長））））    
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そのそのそのその根根根根拠拠拠拠はははは。。。。    

    

（（（（鍋島学校教育課副課長鍋島学校教育課副課長鍋島学校教育課副課長鍋島学校教育課副課長））））    

２０４５２０４５２０４５２０４５年年年年ににににはははは、、、、５５５５歳歳歳歳から１４から１４から１４から１４歳歳歳歳までの１０までの１０までの１０までの１０学年学年学年学年でででで約約約約３３３３,,,,００００００００００００人人人人になるとになるとになるとになると

推計推計推計推計されているされているされているされている。。。。つまりつまりつまりつまり、、、、全市全市全市全市でででで１１１１学年学年学年学年３００３００３００３００人程度人程度人程度人程度になるになるになるになる。。。。それを５つのそれを５つのそれを５つのそれを５つの学学学学

校校校校区区区区でででで再編再編再編再編するとするとするとすると、、、、計算上計算上計算上計算上ではではではでは、、、、１１１１校校校校の１の１の１の１学年当学年当学年当学年当たり６０たり６０たり６０たり６０人人人人となりとなりとなりとなり、、、、１１１１学年学年学年学年２２２２

学級学級学級学級をををを確保確保確保確保できるできるできるできる。。。。このことからこのことからこのことからこのことから５５５５学学学学校校校校区区区区がががが妥当妥当妥当妥当ではないかとではないかとではないかとではないかと考考考考えるえるえるえる。。。。    

    

（（（（仲田市長仲田市長仲田市長仲田市長））））    

５５５５校区校区校区校区にににに分分分分けることのけることのけることのけることの是非是非是非是非についてはについてはについてはについては、、、、後後後後ほどのほどのほどのほどの有識者会議有識者会議有識者会議有識者会議ででででもももも議論議論議論議論があるがあるがあるがある

かとかとかとかと思思思思うううう。。。。    

このこのこのこの場場場場ではではではでは、、、、人口推計人口推計人口推計人口推計をををを見見見見てててて、、、、どのどのどのどの組組組組みみみみ合合合合わせでわせでわせでわせで再編再編再編再編するかはするかはするかはするかは別別別別としてとしてとしてとして、、、、５５５５

校区校区校区校区でででで再編再編再編再編することをすることをすることをすることを素案素案素案素案ととととするということでするということでするということでするということでこのこのこのこの議論議論議論議論をををを終了終了終了終了してよいしてよいしてよいしてよいかかかか。。。。    

まとめるまとめるまとめるまとめるとととと、、、、学校選択制学校選択制学校選択制学校選択制はははは、、、、毎年毎年毎年毎年のののの子子子子どものどものどものどもの数数数数がががが分分分分かかかからないというデメリッらないというデメリッらないというデメリッらないというデメリッ

トトトトがががが大大大大きいきいきいきい。。。。学校統合学校統合学校統合学校統合についてもについてもについてもについても、、、、仮仮仮仮にににに志染中学校志染中学校志染中学校志染中学校とととと星陽中学校星陽中学校星陽中学校星陽中学校をををを統合統合統合統合してもしてもしてもしても、、、、

またまたまたまた次次次次のののの統合統合統合統合をををを考考考考えなければならえなければならえなければならえなければならずずずず、、、、長期的長期的長期的長期的にはメリットよりデメリットがにはメリットよりデメリットがにはメリットよりデメリットがにはメリットよりデメリットが多多多多

いいいい。。。。よってよってよってよって、、、、小中一貫小中一貫小中一貫小中一貫校校校校をををを経経経経てててて、、、、最終的最終的最終的最終的にはにはにはには義務教育学校義務教育学校義務教育学校義務教育学校をめざをめざをめざをめざすすすすというというというということことことこと

になるになるになるになる。。。。    

次次次次はははは、、、、統廃合統廃合統廃合統廃合をををを行行行行うううう際際際際にににに考慮考慮考慮考慮すべきすべきすべきすべき事項事項事項事項、、、、そしてそしてそしてそして喫緊喫緊喫緊喫緊のののの課題課題課題課題ととととしてしてしてして、、、、志染志染志染志染・・・・

星陽星陽星陽星陽・・・・吉川中校区吉川中校区吉川中校区吉川中校区のありのありのありのあり方方方方につにつにつについていていていて事務局事務局事務局事務局からからからから説明説明説明説明をおをおをおをお願願願願いいいいするするするする。。。。    

    

（（（（鍋島学校教育課副課長鍋島学校教育課副課長鍋島学校教育課副課長鍋島学校教育課副課長））））    

資料資料資料資料にににに基基基基づきづきづきづき事務局事務局事務局事務局説明説明説明説明    

・・・・資料資料資料資料３３３３    統廃合統廃合統廃合統廃合ををををするするするする際際際際にににに考慮考慮考慮考慮すべきすべきすべきすべき事項事項事項事項    

・・・・資料資料資料資料４４４４    喫緊課題対応喫緊課題対応喫緊課題対応喫緊課題対応    志染中志染中志染中志染中のののの再編再編再編再編（（（（案案案案））））    

・・・・資料資料資料資料５５５５    喫緊課題対応喫緊課題対応喫緊課題対応喫緊課題対応    星陽中星陽中星陽中星陽中のののの再編再編再編再編（（（（案案案案））））    

・・・・資料資料資料資料６６６６    喫緊課題対応喫緊課題対応喫緊課題対応喫緊課題対応    吉川吉川吉川吉川４４４４小学校小学校小学校小学校のののの再編再編再編再編（（（（案案案案））））    

    

（（（（仲田市長仲田市長仲田市長仲田市長））））    

志染中学志染中学志染中学志染中学校校校校のののの再編再編再編再編についてについてについてについて、、、、事務局事務局事務局事務局のののの案案案案としてはとしてはとしてはとしては、、、、緑緑緑緑がががが丘中丘中丘中丘中とととと自由自由自由自由がががが丘中丘中丘中丘中のののの

２つの２つの２つの２つの案案案案があるががあるががあるががあるが、、、、学校学校学校学校へのへのへのへの距離距離距離距離などなどなどなど色々色々色々色々なななな意見意見意見意見があるかとがあるかとがあるかとがあるかと思思思思うううう。。。。ごごごご意見等意見等意見等意見等がががが

あればあればあればあれば伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。    

    

（（（（浦﨑委員浦﨑委員浦﨑委員浦﨑委員））））    

志染地域志染地域志染地域志染地域のののの事情事情事情事情とととと距離的距離的距離的距離的なものなものなものなものがよくがよくがよくがよく分分分分からないのでからないのでからないのでからないので、、、、説明説明説明説明してほしいしてほしいしてほしいしてほしい。。。。    
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（（（（鍋島学校教育課副課長鍋島学校教育課副課長鍋島学校教育課副課長鍋島学校教育課副課長））））    

学校学校学校学校のののの位置位置位置位置についてはについてはについてはについては、、、、資料資料資料資料にににに記載記載記載記載のとおりであるのとおりであるのとおりであるのとおりである。。。。実際実際実際実際にににに生徒生徒生徒生徒がどのがどのがどのがどの辺辺辺辺りりりり

にににに多多多多くくくく住住住住んでいるかということんでいるかということんでいるかということんでいるかということについてはについてはについてはについては、、、、高男寺高男寺高男寺高男寺やややや窟屋辺窟屋辺窟屋辺窟屋辺りのりのりのりの地域地域地域地域にににに十数人十数人十数人十数人

というというというという規模規模規模規模のののの塊塊塊塊があるがあるがあるがある。。。。    

    

（（（（仲田市長仲田市長仲田市長仲田市長））））    

高男寺高男寺高男寺高男寺、、、、窟屋窟屋窟屋窟屋はははは、、、、緑緑緑緑がががが丘中丘中丘中丘中、、、、自由自由自由自由がががが丘中丘中丘中丘中のどちらにのどちらにのどちらにのどちらに近近近近いのいのいのいのかかかか。。。。    

    

（（（（鍋島学校教育課副課長鍋島学校教育課副課長鍋島学校教育課副課長鍋島学校教育課副課長））））    

緑緑緑緑がががが丘中丘中丘中丘中のののの方方方方がががが近近近近いいいい。。。。    

    

（（（（仲田市長仲田市長仲田市長仲田市長））））    

そのそのそのその地域地域地域地域にににに１つの１つの１つの１つの塊塊塊塊があるがあるがあるがある。。。。    

    

（（（（鍋島学校教育課副課長鍋島学校教育課副課長鍋島学校教育課副課長鍋島学校教育課副課長））））    

またまたまたまた、、、、もうひとつのもうひとつのもうひとつのもうひとつの塊塊塊塊はははは吉田地区吉田地区吉田地区吉田地区にあるにあるにあるにある。。。。このこのこのこの地域地域地域地域はははは自由自由自由自由がががが丘中丘中丘中丘中にににに近近近近いいいい場所場所場所場所

でありでありでありであり、、、、こちらもこちらもこちらもこちらも十数人十数人十数人十数人のののの塊塊塊塊があるがあるがあるがある。。。。それそれそれそれ以外以外以外以外についてはについてはについてはについては広広広広くくくく分布分布分布分布しているしているしているしている。。。。    

    

（（（（石井議員石井議員石井議員石井議員））））    

緑緑緑緑がががが丘中丘中丘中丘中のののの方方方方がががが近近近近いとはいとはいとはいとは思思思思ううううがががが、、、、通学路通学路通学路通学路がががが広域広域広域広域になるためになるためになるためになるため、、、、安全面安全面安全面安全面もももも考慮考慮考慮考慮すすすす

べきべきべきべきでありでありでありであり、、、、単単単単にににに距離距離距離距離がががが近近近近いいいいというというというという理由理由理由理由だけではだけではだけではだけでは判断判断判断判断できないできないできないできない。。。。    

    

（（（（仲田市長仲田市長仲田市長仲田市長））））    

通学通学通学通学路路路路にににに関関関関してはしてはしてはしては地元地元地元地元のののの方方方方がががが詳詳詳詳しいのでしいのでしいのでしいので、、、、きちんときちんときちんときちんと議論議論議論議論をををを行行行行いいいい、、、、あるあるあるある程度理程度理程度理程度理

解解解解がいただけることをがいただけることをがいただけることをがいただけることを前提前提前提前提でででで話話話話してもいいかもしれないしてもいいかもしれないしてもいいかもしれないしてもいいかもしれない。。。。    

    

（（（（西本教育長西本教育長西本教育長西本教育長））））    

志染地区志染地区志染地区志染地区をををを地図地図地図地図でででで見見見見るとるとるとると、、、、東西南北東西南北東西南北東西南北にににに非常非常非常非常にににに広広広広いことがいことがいことがいことが分分分分かるかるかるかる。。。。志染地区志染地区志染地区志染地区をををを

自由自由自由自由がががが丘中丘中丘中丘中とととと緑緑緑緑がががが丘中丘中丘中丘中にににに２つに２つに２つに２つに分分分分けるとけるとけるとけるということもいうこともいうこともいうことも考考考考えられるがえられるがえられるがえられるが、、、、地区地区地区地区のコのコのコのコミミミミ

ュニティをュニティをュニティをュニティを考考考考えるとえるとえるとえると分分分分けないけないけないけない方方方方がいいのではないかとがいいのではないかとがいいのではないかとがいいのではないかと思思思思うううう。。。。そのそのそのその上上上上でででで、、、、東側東側東側東側のののの

広広広広がりがりがりがりをををを考考考考えるとえるとえるとえると、、、、全体的全体的全体的全体的にはよりにはよりにはよりにはより近近近近いいいい緑緑緑緑がががが丘中丘中丘中丘中のののの方方方方がががが望望望望ましいのではないかましいのではないかましいのではないかましいのではないか

とととと思思思思うううう。。。。    

    

（（（（井口委員井口委員井口委員井口委員））））    

仮仮仮仮にににに志染中志染中志染中志染中をををを緑緑緑緑がががが丘中丘中丘中丘中へへへへ統合統合統合統合するするするするということになるとということになるとということになるとということになると、、、、やはりやはりやはりやはり歴史歴史歴史歴史もももも違違違違うしうしうしうし、、、、

地域地域地域地域のコミュニティにのコミュニティにのコミュニティにのコミュニティに関関関関するするするする意識意識意識意識のののの問題問題問題問題もももも多多多多くあるとくあるとくあるとくあると思思思思ううううのでのでのでので、、、、地域地域地域地域のののの方々方々方々方々とととと
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しっかりしっかりしっかりしっかり相談相談相談相談しながらしながらしながらしながら進進進進めていくべきめていくべきめていくべきめていくべきであるであるであるである。。。。    

    

（（（（仲田市長仲田市長仲田市長仲田市長））））    

通学路通学路通学路通学路のののの安全面安全面安全面安全面のののの確保確保確保確保とととと、、、、地域部会地域部会地域部会地域部会でででで、、、、地域地域地域地域のののの方々方々方々方々のののの意見意見意見意見をしっかりとをしっかりとをしっかりとをしっかりと聞聞聞聞いいいい

ていただていただていただていただきたいきたいきたいきたい。。。。    

このこのこのこの総合教育会議総合教育会議総合教育会議総合教育会議でででではははは、、、、志染中志染中志染中志染中はははは緑緑緑緑がががが丘中丘中丘中丘中とととと統合統合統合統合することがすることがすることがすることが望望望望ましいというましいというましいというましいという

結論結論結論結論でよいでよいでよいでよいかかかか。。。。    

次次次次にににに、、、、星陽中星陽中星陽中星陽中のののの再編再編再編再編についてについてについてについて説明説明説明説明があったがあったがあったがあった。。。。星星星星陽中陽中陽中陽中がががが吉川中吉川中吉川中吉川中とととと統合統合統合統合したしたしたした場合場合場合場合

はははは、、、、全全全全てのてのてのての学年学年学年学年が２が２が２が２学級学級学級学級になるになるになるになる。。。。星陽中星陽中星陽中星陽中がががが三木中三木中三木中三木中とととと統合統合統合統合したしたしたした場合場合場合場合、、、、吉吉吉吉川中川中川中川中のののの２２２２

年生年生年生年生、、、、３３３３年生年生年生年生が１が１が１が１学級学級学級学級になってしまうということになってしまうということになってしまうということになってしまうということであるであるであるである。。。。またまたまたまた、、、、口吉川口吉川口吉川口吉川とととと豊地豊地豊地豊地

をををを分割分割分割分割ししししてててて統合統合統合統合したしたしたした場合場合場合場合、、、、豊地豊地豊地豊地がががが三木中三木中三木中三木中にににに統合統合統合統合すればすればすればすれば４４４４学級学級学級学級になるになるになるになる一方一方一方一方、、、、口口口口吉吉吉吉

川川川川だけをだけをだけをだけを吉川中吉川中吉川中吉川中にににに統合統合統合統合したしたしたした場合場合場合場合、、、、３３３３年生年生年生年生は１は１は１は１学級学級学級学級になるになるになるになる。。。。    

    

（（（（石井委員石井委員石井委員石井委員））））    

学校再編学校再編学校再編学校再編の１の１の１の１学年学年学年学年２２２２学級学級学級学級をををを確保確保確保確保するというするというするというするという、、、、当初当初当初当初のののの目的目的目的目的はははは外外外外せないとせないとせないとせないと思思思思うううう。。。。

何度何度何度何度もももも統廃合統廃合統廃合統廃合をををを繰繰繰繰りりりり返返返返すということはすということはすということはすということは、、、、一番避一番避一番避一番避けたいけたいけたいけたいことであるのでことであるのでことであるのでことであるので、、、、先先先先をををを見見見見

越越越越してしてしてして、、、、星陽中星陽中星陽中星陽中とととと吉川中吉川中吉川中吉川中とのとのとのとの統合統合統合統合をををを支持支持支持支持するするするする。。。。    

先先先先のことをのことをのことをのことを見据見据見据見据えるとえるとえるとえると、、、、例例例例えばえばえばえば、、、、人数人数人数人数をををを確保確保確保確保するためするためするためするため、、、、一番早一番早一番早一番早いいいい段階段階段階段階でででで義務義務義務義務

教育学校教育学校教育学校教育学校にににに移行移行移行移行するするするする可能性可能性可能性可能性もももも考考考考ええええられるられるられるられる。。。。まずはクラスまずはクラスまずはクラスまずはクラス替替替替えがきちんとでえがきちんとでえがきちんとでえがきちんとできるきるきるきる

２２２２学級学級学級学級をををを確保確保確保確保したしたしたした状態状態状態状態でででで統合統合統合統合するするするすることことことことがががが望望望望ましいましいましいましい。。。。    

    

（（（（仲田市長仲田市長仲田市長仲田市長））））    

確確確確かにかにかにかに、、、、最初最初最初最初のののの段階段階段階段階でででで各学年各学年各学年各学年２２２２学級学級学級学級以上以上以上以上をををを確保確保確保確保するするするするというというというという前提前提前提前提であったのでであったのでであったのでであったので、、、、

そういそういそういそういうううう意味意味意味意味ではではではでは、、、、星陽中星陽中星陽中星陽中はははは吉川中吉川中吉川中吉川中とのとのとのとの統合統合統合統合がががが望望望望ましいましいましいましい。。。。    

早期早期早期早期にににに義務教育学校義務教育学校義務教育学校義務教育学校へへへへ移行移行移行移行というというというという点点点点についてについてについてについて、、、、事務局事務局事務局事務局のののの意見意見意見意見ははははあるかあるかあるかあるか。。。。    

    

（（（（生田学校教育課長生田学校教育課長生田学校教育課長生田学校教育課長））））    

星陽中星陽中星陽中星陽中をををを吉川中吉川中吉川中吉川中とととと統合統合統合統合してもしてもしてもしても、、、、依然依然依然依然としてとしてとしてとして小規模小規模小規模小規模であるためであるためであるためであるため、、、、子子子子どもたちのどもたちのどもたちのどもたちの

ことをことをことをことを考考考考えるとえるとえるとえると、、、、横横横横ではなくではなくではなくではなく縦縦縦縦のののの連携連携連携連携をををを進進進進めめめめるるるる必要必要必要必要があるがあるがあるがある。。。。そういそういそういそういうううう意味意味意味意味ではではではでは、、、、

小中一貫校又小中一貫校又小中一貫校又小中一貫校又はははは義務教育学校義務教育学校義務教育学校義務教育学校ということもということもということもということも十分考十分考十分考十分考ええええなければならないなければならないなければならないなければならない。。。。    

    

（（（（西本教育長西本教育長西本教育長西本教育長））））    

早早早早いいいい段階段階段階段階でででで義務教育学校義務教育学校義務教育学校義務教育学校へへへへ移行移行移行移行するというするというするというするという点点点点についてはについてはについてはについては、、、、例例例例えばえばえばえば、、、、吉川中校吉川中校吉川中校吉川中校

区区区区とととと星陽中校区星陽中校区星陽中校区星陽中校区のののの中間点中間点中間点中間点でででで新新新新しいしいしいしい学校学校学校学校をををを建建建建てるというてるというてるというてるということことことこともももも考考考考えられるえられるえられるえられる。。。。そうそうそうそう

なればなればなればなれば、、、、地域地域地域地域のののの意見意見意見意見もももも、、、、考考考考ええええ方方方方もももも変変変変わってくるわってくるわってくるわってくる可能性可能性可能性可能性があるためがあるためがあるためがあるため、、、、時間時間時間時間をかけをかけをかけをかけ

てててて議論議論議論議論をををを行行行行わなければならないわなければならないわなければならないわなければならない。。。。    
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（（（（仲田市長仲田市長仲田市長仲田市長））））    

仮仮仮仮にににに、、、、今今今今のののの吉川中吉川中吉川中吉川中のののの場所場所場所場所ではなくではなくではなくではなく、、、、口吉川口吉川口吉川口吉川にににに学校学校学校学校をををを置置置置くということになればくということになればくということになればくということになれば、、、、

豊地小校区豊地小校区豊地小校区豊地小校区のののの方方方方のののの意見意見意見意見もももも変変変変わってくるわってくるわってくるわってくるであろうであろうであろうであろう。。。。そういったこともそういったこともそういったこともそういったことも踏踏踏踏まえてまえてまえてまえて、、、、

しっかりとしっかりとしっかりとしっかりと今後今後今後今後のののの議論議論議論議論をををを重重重重ねていくべきねていくべきねていくべきねていくべきであるであるであるである。。。。    

    

（（（（大北委員大北委員大北委員大北委員））））    

はっきりとしたはっきりとしたはっきりとしたはっきりとした小中一貫校小中一貫校小中一貫校小中一貫校、、、、義務教育学校設立義務教育学校設立義務教育学校設立義務教育学校設立のののの見通見通見通見通しがあれしがあれしがあれしがあればばばば、、、、遠遠遠遠いいいい中学中学中学中学

校校校校までまでまでまで通通通通うことについてうことについてうことについてうことについて理解理解理解理解をををを得得得得られるのかもしれないられるのかもしれないられるのかもしれないられるのかもしれないがががが、、、、時期時期時期時期のののの見通見通見通見通しがしがしがしが立立立立

っていないっていないっていないっていないうちからうちからうちからうちから長距離長距離長距離長距離をををを通学通学通学通学させることはさせることはさせることはさせることは、、、、心心心心苦苦苦苦しいしいしいしい。。。。    

    

（（（（仲田市長仲田市長仲田市長仲田市長））））    

確確確確かにかにかにかに、、、、保護者保護者保護者保護者のののの立場立場立場立場ではではではでは、、、、いつできるといういつできるといういつできるといういつできるという目途目途目途目途がががが立立立立っていないっていないっていないっていない状態状態状態状態にもにもにもにも

かかわらずかかわらずかかわらずかかわらず、、、、細川細川細川細川のののの西村西村西村西村などからなどからなどからなどから吉川吉川吉川吉川中中中中へへへへ通通通通わせるのわせるのわせるのわせるのかというかというかというかという議論議論議論議論はははは出出出出てくるてくるてくるてくる

とととと想定想定想定想定されるされるされるされる。。。。    

有識者会議有識者会議有識者会議有識者会議やややや地域部会地域部会地域部会地域部会でででで意見意見意見意見はははは聞聞聞聞くくくくがががが、、、、例例例例えばえばえばえば、、、、中間地点中間地点中間地点中間地点であるであるであるである口吉川口吉川口吉川口吉川辺辺辺辺りりりり

ででででのののの学校学校学校学校建設建設建設建設ももももありありありあり得得得得るとしたるとしたるとしたるとした方方方方がががが、、、、議論議論議論議論がしやすいとがしやすいとがしやすいとがしやすいと思思思思うううう。。。。    

    

（（（（浦﨑委員浦﨑委員浦﨑委員浦﨑委員））））    

コミュニティバスなどのコミュニティバスなどのコミュニティバスなどのコミュニティバスなどの交通網交通網交通網交通網をををを充実充実充実充実させてほしいさせてほしいさせてほしいさせてほしい。。。。    

    

（（（（仲田市長仲田市長仲田市長仲田市長））））    

通学手段通学手段通学手段通学手段についてはについてはについてはについては、、、、様々様々様々様々なななな方法方法方法方法がががが考考考考えられるえられるえられるえられる。。。。場合場合場合場合によってはによってはによってはによっては、、、、地域部会地域部会地域部会地域部会

からスクールバからスクールバからスクールバからスクールバススススのののの運行運行運行運行というというというという意見意見意見意見もももも出出出出てくるかもしれないてくるかもしれないてくるかもしれないてくるかもしれない。。。。十分十分十分十分にににに議論議論議論議論をしをしをしをし

てててて、、、、通学手段通学手段通学手段通学手段のののの問題問題問題問題、、、、学校学校学校学校のののの場所場所場所場所についについについについてもてもてもても、、、、早期早期早期早期にににに説明説明説明説明できるできるできるできる案案案案をををを作成作成作成作成するするするする

ということをということをということをということを補足補足補足補足させていただいたさせていただいたさせていただいたさせていただいた上上上上でででで、、、、これまでのこれまでのこれまでのこれまでの我々我々我々我々のののの議論議論議論議論のののの前提前提前提前提であるであるであるである

１１１１学年学年学年学年２２２２学級以上学級以上学級以上学級以上をををを確保確保確保確保するとするとするとするといういういういう考考考考えからえからえからえから、、、、星陽中星陽中星陽中星陽中についてはについてはについてはについては、、、、吉川中吉川中吉川中吉川中にににに統統統統

合合合合するするするすることがことがことがことが望望望望ましいということでよいましいということでよいましいということでよいましいということでよいかかかか。。。。    

またまたまたまた、、、、教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会とととと総合政策部総合政策部総合政策部総合政策部にはにはにはには、、、、それぞれのそれぞれのそれぞれのそれぞれの事務分担事務分担事務分担事務分担についてについてについてについて連携連携連携連携をとをとをとをと

るるるることことことこと。。。。    

次次次次にににに、、、、吉川吉川吉川吉川のののの４４４４小学校小学校小学校小学校のののの再編再編再編再編のののの議論議論議論議論にににに移移移移るるるる。。。。    

確認確認確認確認だだだだがががが、、、、吉川吉川吉川吉川のののの４４４４小学校小学校小学校小学校をををを統合統合統合統合するするするする場合場合場合場合、、、、児童児童児童児童全員全員全員全員をををを受受受受けけけけ入入入入れるれるれるれる収容力収容力収容力収容力がががが

あるのはみなぎあるのはみなぎあるのはみなぎあるのはみなぎ台小学校台小学校台小学校台小学校ということでよいということでよいということでよいということでよいかかかか。。。。    

    

（（（（鍋島学校教育課副課長鍋島学校教育課副課長鍋島学校教育課副課長鍋島学校教育課副課長））））    

そのとおりであるそのとおりであるそのとおりであるそのとおりである。。。。    
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（（（（仲田市長仲田市長仲田市長仲田市長））））    

ではではではでは、、、、吉川吉川吉川吉川のののの小学小学小学小学校校校校４４４４校校校校についてはについてはについてはについては、、、、みなぎみなぎみなぎみなぎ台小学校台小学校台小学校台小学校へのへのへのへの統合統合統合統合ということでということでということでということで

よいよいよいよいかかかか。。。。    

ただしただしただしただし、、、、吉川吉川吉川吉川のののの４４４４小学校小学校小学校小学校をををを統合統合統合統合ししししたとしたとしたとしたとしてもてもてもても、、、、１１１１学級学級学級学級になるになるになるになる学年学年学年学年があるがあるがあるがある。。。。    

口吉川小口吉川小口吉川小口吉川小とととと豊地小豊地小豊地小豊地小もももも含含含含めてめてめてめて統合統合統合統合するとするとするとすると、、、、全全全全てのてのてのての学年学年学年学年で２クラスになるで２クラスになるで２クラスになるで２クラスになる。。。。    

またまたまたまた、、、、先先先先ほどのほどのほどのほどの中学校再編中学校再編中学校再編中学校再編におけるにおけるにおけるにおける議論議論議論議論とととと同同同同じようにじようにじようにじように、、、、新新新新たなたなたなたな小中一貫小中一貫小中一貫小中一貫校校校校をををを

早期早期早期早期にににに建設建設建設建設するするするする場合場合場合場合についてについてについてについてはははは、、、、それにそれにそれにそれに合合合合わせてわせてわせてわせて統合統合統合統合することもすることもすることもすることも考考考考えられるえられるえられるえられる。。。。    

    

（（（（石井委員石井委員石井委員石井委員））））    

小学生小学生小学生小学生はははは基本的基本的基本的基本的にににに徒歩通学徒歩通学徒歩通学徒歩通学となるとなるとなるとなる。。。。場所場所場所場所についてはについてはについてはについては、、、、施設施設施設施設のののの収容力収容力収容力収容力もももも考考考考えてえてえてえて

みなぎみなぎみなぎみなぎ台小台小台小台小しかないしかないしかないしかないがががが、、、、地地地地域域域域にににに提案提案提案提案するするするする時時時時ににににはははは、、、、人人人人のののの目目目目のののの垣根隊垣根隊垣根隊垣根隊などなどなどなど、、、、地域地域地域地域のののの

ボランティアのありボランティアのありボランティアのありボランティアのあり方方方方についてもについてもについてもについても念頭念頭念頭念頭にににに置置置置いていていていて地域部会地域部会地域部会地域部会をををを進進進進めてほしいめてほしいめてほしいめてほしい。。。。    

    

（（（（奥村教育振興部長奥村教育振興部長奥村教育振興部長奥村教育振興部長））））    

見守見守見守見守りりりり隊隊隊隊のありのありのありのあり方方方方につにつにつについていていていてもももも、、、、継続継続継続継続してしてしてして検討検討検討検討していくしていくしていくしていく。。。。またまたまたまた、、、、実際実際実際実際にににに徒歩徒歩徒歩徒歩にににに

よるよるよるよる通学通学通学通学がががが可能可能可能可能なのかなのかなのかなのかどうかどうかどうかどうかについてもについてもについてもについても、、、、地域部会地域部会地域部会地域部会においてにおいてにおいてにおいて議論議論議論議論していただしていただしていただしていただきききき、、、、

子子子子どもたちのどもたちのどもたちのどもたちの命命命命、、、、安全安全安全安全をををを第一第一第一第一にににに検討検討検討検討したいしたいしたいしたい。。。。    

    

（（（（大北委員大北委員大北委員大北委員））））    

第一第一第一第一にににに優先優先優先優先すべきはすべきはすべきはすべきは、、、、１１１１学年学年学年学年２２２２学級学級学級学級よりもよりもよりもよりも、、、、子子子子どものどものどものどもの命命命命であることはであることはであることはであることは当然当然当然当然でででで

あるあるあるある。。。。登下校登下校登下校登下校についてはについてはについてはについては、、、、バスをバスをバスをバスを考考考考えているのえているのえているのえているのかかかか。。。。    

    

（（（（生田学校教育課長生田学校教育課長生田学校教育課長生田学校教育課長））））    

ここでここでここでここで結論結論結論結論をををを出出出出すことはできないがすことはできないがすことはできないがすことはできないが、、、、バスもバスもバスもバスも含含含含めてめてめてめて検討検討検討検討するするするする。。。。    

    

（（（（大北委員大北委員大北委員大北委員））））    

遠遠遠遠くにくにくにくに位置位置位置位置するするするする上吉川小上吉川小上吉川小上吉川小のののの児童児童児童児童などはなどはなどはなどは、、、、ほとんどがほとんどがほとんどがほとんどが徒歩徒歩徒歩徒歩でのでのでのでの通学通学通学通学はははは簡単簡単簡単簡単といといといとい

えないえないえないえない。。。。例例例例えばえばえばえば、、、、公公公公共交通機関共交通機関共交通機関共交通機関のバスのバスのバスのバス又又又又ははははスクールバススクールバススクールバススクールバスなどなどなどなど、、、、市市市市にににに通学手段通学手段通学手段通学手段のののの

確保案確保案確保案確保案があるのかどうかでがあるのかどうかでがあるのかどうかでがあるのかどうかで、、、、保護者保護者保護者保護者やややや地域地域地域地域のののの方々方々方々方々のののの考考考考ええええ方方方方もももも変変変変わってくるわってくるわってくるわってくる。。。。ここここ

れはれはれはれは非常非常非常非常にににに重要重要重要重要なことなのでなことなのでなことなのでなことなので、、、、もしもしもしもし地域部会地域部会地域部会地域部会でででで議題議題議題議題としてとしてとしてとして出出出出したしたしたした時時時時にににに質問質問質問質問されされされされ

てててて答答答答ええええられられられられないようではないようではないようではないようでは困困困困るるるる。。。。    

    

（（（（西本教育長西本教育長西本教育長西本教育長））））    

当然当然当然当然、、、、子子子子どものどものどものどもの安全第一安全第一安全第一安全第一でででで、、、、色々色々色々色々なななな手法手法手法手法をををを考考考考えていかないとえていかないとえていかないとえていかないといけないといけないといけないといけないと思思思思うううう。。。。

地域部会地域部会地域部会地域部会でもでもでもでも安全確保安全確保安全確保安全確保のののの意見意見意見意見がががが出出出出るとるとるとると思思思思うのでうのでうのでうので、、、、事務局事務局事務局事務局としてもとしてもとしてもとしても準備準備準備準備しておかしておかしておかしておか
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なければいけないなければいけないなければいけないなければいけない。。。。    

またまたまたまた、、、、小中一貫校小中一貫校小中一貫校小中一貫校、、、、義務教育学校義務教育学校義務教育学校義務教育学校のののの場所場所場所場所などをなどをなどをなどを検討検討検討検討しておかないとしておかないとしておかないとしておかないと、、、、星陽中星陽中星陽中星陽中

とととと吉川中吉川中吉川中吉川中がががが統合統合統合統合したしたしたした場合場合場合場合、、、、必然的必然的必然的必然的にににに口吉川小口吉川小口吉川小口吉川小とととと豊地小豊地小豊地小豊地小はははは統合後統合後統合後統合後のののの学校学校学校学校へへへへ通通通通うこうこうこうこ

とになるのでとになるのでとになるのでとになるので、、、、星陽中星陽中星陽中星陽中、、、、吉川中校区吉川中校区吉川中校区吉川中校区についについについについてはてはてはては、、、、あるあるあるある程度学校程度学校程度学校程度学校のののの位置位置位置位置やややや通学路通学路通学路通学路、、、、

通学方法通学方法通学方法通学方法をををを慎重慎重慎重慎重にににに検討検討検討検討したしたしたした上上上上でででで、、、、地域地域地域地域部会部会部会部会においてにおいてにおいてにおいて説明説明説明説明していくしていくしていくしていく。。。。    

    

（（（（仲田市長仲田市長仲田市長仲田市長））））    

１１１１学年学年学年学年２２２２学級学級学級学級をををを保保保保つことがつことがつことがつことが前提前提前提前提であるがであるがであるがであるが、、、、一番大事一番大事一番大事一番大事なことはなことはなことはなことは子子子子どものどものどものどもの安全安全安全安全なななな

のでのでのでので、、、、市市市市長部長部長部長部局局局局とととと教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会のののの事務局事務局事務局事務局でしっかりとでしっかりとでしっかりとでしっかりと内容内容内容内容をををを詰詰詰詰めてめてめてめて行行行行くことくことくことくこと。。。。    

    

（（（（浦﨑委員浦﨑委員浦﨑委員浦﨑委員））））    

最終的最終的最終的最終的にににに小中一貫校小中一貫校小中一貫校小中一貫校、、、、義務教育学校義務教育学校義務教育学校義務教育学校で５で５で５で５校区校区校区校区にまとめるにまとめるにまとめるにまとめる場合場合場合場合、、、、財政的財政的財政的財政的なななな点点点点でででで

もももも市民市民市民市民はははは不安不安不安不安であるであるであるである。。。。    

    

（（（（仲田市長仲田市長仲田市長仲田市長））））    

財政財政財政財政面面面面をををを無視無視無視無視するわけにはいかないがするわけにはいかないがするわけにはいかないがするわけにはいかないが、、、、子子子子どものどものどものどもの教育教育教育教育をををを第一第一第一第一にににに考考考考えていきたえていきたえていきたえていきた

いいいい。。。。    

今回今回今回今回のののの総合教育会議総合教育会議総合教育会議総合教育会議ではではではでは、、、、吉川中校区吉川中校区吉川中校区吉川中校区のののの小学校小学校小学校小学校４４４４校校校校についてはについてはについてはについては、、、、収容力収容力収容力収容力のあのあのあのあ

るるるるみなぎみなぎみなぎみなぎ台小台小台小台小にににに統合統合統合統合するするするすることがことがことがことが妥当妥当妥当妥当であるであるであるであることでことでことでことで認識認識認識認識したしたしたした。。。。    

豊地小豊地小豊地小豊地小、、、、口吉川小口吉川小口吉川小口吉川小のののの問題問題問題問題についてはについてはについてはについては、、、、児童数児童数児童数児童数やややや通学方法通学方法通学方法通学方法、、、、またまたまたまた、、、、将来将来将来将来のののの小中小中小中小中

一貫校一貫校一貫校一貫校やややや義務教育学校義務教育学校義務教育学校義務教育学校のののの場所場所場所場所等等等等もももも含含含含めてめてめてめて方向性方向性方向性方向性をををを検討検討検討検討していきたいしていきたいしていきたいしていきたい。。。。    

    

((((鍋島学校教育課副課長鍋島学校教育課副課長鍋島学校教育課副課長鍋島学校教育課副課長))))    

・・・・今後今後今後今後のののの進進進進めめめめ方方方方についてについてについてについて説明説明説明説明。。。。    


