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平成２９年度 第１回添田町総合教育会議 議事録 

 

日  時：平成２９年９月２６日 火曜日 午後５時３０分～午後７時００分 

場  所：添田町役場 ２階 第一会議室 

 

出席委員：添田町長   寺西 明男 

     添田町教育委員会 教育長 髙瀨 光一 

     添田町教育委員会 委 員 諌山 哲朗 

添田町教育委員会 委 員 花邉 雅子 

添田町教育委員会 委 員 古田 浩治 

添田町教育委員会 委 員 﨑山 菜穂子 

関 係 者：添田町副町長 藤田 季弘 

事 務 局：添田町教育委員会 学 校 教 育 課 長 万  敬治 

              社 会 教 育 課 長 倉田 主税 

              社 会 教 育 課 人 権 同 和 啓 発 室 長 信國 憲文 

              学校教育課教育指導主事 髙瀬 美智也 

              学校教育課教育管理係長 中山 敏之 

              学校教育課教育総務係長 鈴見 信介 

 

傍 聴 人：０人 

  

議事内容 

 １ 開 会 

 ２ 町長あいさつ 

３ 議 題 ①添田町立小学校統合基本計画（案）について 

       ②その他 

 ４ 閉 会 
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【議事詳細】 

発言者 内 容 

万学校教育課長  本日はお忙しい中、ご出席ありがとうございます。ただいまから、平

成２９年度添田町総合教育会議を開催したいと思います。お配りしてい

る会議次第に沿って進めていただきますのでよろしくお願いします。 

それでは、寺西町長からご挨拶をお願いいたします。 

寺西町長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

みなさん、お疲れ様です。座って話をさせてもらいます。 

挨拶という事ですが、確信に触れるような私自身の本日の議題の考え

方を含めてお話したいと思います。挨拶というのも含めましてやってい

きたいと思っています。 

今、添田町立小学校統合基本計画案について、後ほど事務局の方から

説明がありますけれども、これに至りました経過なり、私自身の考え方

と言うものを述べさせていただきまして、最初の挨拶という形を含めさ

せていただきます。 

現在、私自身、３つの柱を掲げてまちづくりに邁進しております。も

ちろん、第５次総合計画が上位計画にございますが、その中でも特に、

やはり、１０年後、２０年後の人口減少というものを直視しまして、本

当に必要な人材を確保、育成し、縮小の中にも価値を創造していくとう

いうのがまず１点目。２点目は、つながりを意識し、出身者やゆかりの

人、また観光客等のふるさと人口、交流人口を増やすということが２点

目です。３点目が、住民ひとりひとりの才能、能力を再発見し、生きが

い、やりがいを増やし、住民の基礎数を元気、活力の倍数で大きくする

という３つを私自身の基本方針として、まちづくりを進めているという

ところでございます。 

今回、９月の定例議会におきまして、その中の全員協議会の中で、添

田町立小学校の統合等の素案というものを議会に提示させてもらいまし

た。この中で、総合教育会議を経ての案なのかというような質問もあり

ました。ご承知のとおり法律が改正されまして、教育委員長と教育長の

職を一本化するという事や、総合教育会議の設置、大綱の策定などが行

われ、地方公共団体の長の町長部局と、教育委員会という執行機関同士

の協議と調整の場として総合教育会議が設けられたという事はご承知の

通りかと思います。 

協議とは非常に自由な意見交換を幅広く行うもので、調整とは教育委

員会の権限の属する事務について、地方公共団体の権限と調和を図ると

いう事でございます。今回の事案は、町の教育における重要な施策であ

り、地域や保護者に提示するにあたっては、また、この施策を進めるに
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寺西町長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あたっては、この総合教育会議の協議・調整を経て、行う必要があり、

議会としてもこの点を指摘したものだろうと思っております。その点か

ら本日は、この素案を基にみなさんでしっかり協議、調整をしていただ

きたいと思っております。この案につきましては、これまでの教育委員

会の取組と地方公共団体の長としての施策等を勘案し、策定したもので

ございます。どうかよろしく協議・調整をお願いします。 

それでは、議題にございます添田町立小学校統合基本計画（案）につ

いて、私の考えを含めまして述べさせていただきます。前回の総合教育

会議では、このことについて、若干ご提示して今後、さらに協議してい

こうという事になっておりました。その後、我々、事務局も含めまして

協議をした中で、今回の事案については、子ども達の教育の観点から、

単に議論を長引かせ、重ねていくだけでなく、ある程度期限を切って、

ある程度一定の方向を早急に示すべきだと私自身も考えております。今

回、改めて提示しますのは、これまでの検討委員会等の経過や、議会の

質問等を踏まえまして検討したもので、町長部局と教育委員会部局との

素案という事でご理解いただければと思っています。 

基本的な考え方を整理しながら説明させていただきます。まず、小学

校の統合の考え方ですが、学校は子ども達の学びの場であり、心身を鍛

える集団生活を営むところでございます。学校の果たすべき役割として、

義務教育段階では児童生徒の能力を伸ばしつつ、社会的自立の基礎、国

家、社会の形成者としての基礎的な資質を養う事を目的としております。

このため、学校では単に、教科等の知識や技能を習得させるだけではな

く、児童生徒が集団の中で、多様な考えに触れ、認め合い、協力し合い、

切磋琢磨する事を通じて思考力や表現力、判断力、問題解決能力などを

育み、社会性や規範意識を身に着けさせる事が重要になっていると感じ

ています。このような教育を十分に行う為には、一定規模の児童生徒集

団が確保される事が重要と考えております。本町の学校教育においても、

集団生活を通じて教育の成果を上げてまいりました。しかしその為には、

学校は一定の規模がある事が望ましいと考えております。 

全国的に人口減少というものがございまして、田川市郡においても減

少傾向が続いております。現在、添田町においては若者定住施策と銘打

ちまして、住宅施策等をとっておりますが、この中では、児童生徒の飛

躍的な増加というのは望めておりません。 

このような状況から、添田町では平成１８年度より学校統合について

協議を重ねてまいりました。中学校については、平成２２年に添田中学

校、英彦中学校、津野中学校の３校を１校に統合したところでございま
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寺西町長 

 

す。小学校についても、今後とも子どもたちの教育的効果を最優先に考

え、学校本来の持つ集団的機能の確保と充実を図る為、また学校の適正

規模、適正配置の観点から、統合を推進するものと致します。 

これまで学校選択制などを導入してきましたが、児童数が一定規模を

超える事はありませんでしたし、現実を見据えますと、今後も増える見

込みはありません。子ども達の将来の人間形成等を考える時、一定規模

の集団での教育が必要だと考えます。また、その中でそれぞれの学校で

行ってきた地域とのふれあい活動は、地域の活動に児童生徒を参加させ

る事によって郷土愛を育てるとともに子ども達のモチベーションを上げ

る事ができ、将来地元で活躍したり、地元に戻ってくる若者を増やすな

ど、まちづくりの観点からも大切にし、統合する新しい学校においても

積極的に活動を取り入れたいと考えております。通学等につきましては

スクールバスの活用を考えており、児童や保護者の負担にならないよう

な方策を考えていきたいと思っております。 

また、小学校と中学校が連携しながらもそれぞれ緊張感をもって対応

する事が良いと考えます。その事から小・中は連携を図ることとし、同

一敷地内に小学校、中学校をそれぞれ建設したいと考えております。よ

く財政的な観点から、統合するのではないかと言われる方もございます

が、この事を考えていないと言いましたら嘘になりますが、それよりも、

やはり重要な未来ある、また将来ある子ども達のためのより良い方策だ

ということを第一義的に考えて、今回、お示しするものでございます。 

以上が、私の今回のこの計画案に対する基本的な考え方でございます。 

この後、事務局から具体的な話は説明してもらいます。どうかご協議、

調整の程、よろしくお願いしたいと思います。 

万学校教育課長 ありがとうございました。 

それでは、説明に入る前に副町長から、経緯等を説明いたします。 

藤田副町長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

私からは昨年度、小学校統合について、保護者との話し合いに関わっ

ています関係からそこで感じた事を基にして、今日の会議の位置づけや

立ち位置等について、簡潔に述べさせていただきたいと思います。 

まず１点目ですが、この会議の位置づけです。町長も先ほど、触れま

したが議会の全員協議会で町長が説明をしました。その時に言われたの

が、総合教育会議が最高議決機関ではないのかと、そこに諮ったのかと

言われました。言われればそうですけど、計画について、こういう段取

りをしていきますと述べた事は良かったと、私は思っていますけれども、

この会議が最高議決機関という事なので、この会議で決まった事につい

ては明日以降、小学校統合に向けた出発点と、この会議を位置づけます。
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藤田副町長 

 

それで、この会議で決まった中身については、絶対に揺るぎないもので

ある事と言うことで委員の方々にもご理解いただきたいと思います。 

２点目が、今度は立ち位置的な事になりますが、今後、地域等で話し

合いをしていかなければなりません。様々な意見が出てくる事が想定さ

れます。また、統合に向けて異論を唱える方もいるでしょう。しかし、

町長が終わりに言われましたとおり、財政的な事は無いかと言えば嘘に

なりますが、要は子どもたちの将来の人間形成にとって必要な選択、必

要な方策という事を自覚していただきまして、町長をはじめ、教育委員

さん方、私たち関係者が一枚岩になって、今後、話し合い等で色々、住

民の方からの問い合わせとか考え方があるかと思いますが、一枚岩にな

って対応をお願いしたいと思います。 

以上です。よろしくお願いします。 

万学校教育課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ありがとうございました。それでは、説明に移りたいと思います。 

添田町の小学校の統合について、説明をさせていただきます。 

最初に、これまでに添田町立小・中学校の在り方に関する委員会が設

置されて来ました。その内容を説明します。 

まず、平成１６年に添田小中学校・保育園再編検討委員会が町長の諮

問により設置されました。「平成２０年度に中学校を３校から１校に再編

すること。また、平成２５年度に小学校５校から１校へ再編することが

望ましい。」との答申が出されました。これにつきましては、中学校の再

編は、既に、平成２２年度に１校に統合しているところです。しかし、

小学校につきましては、実現は出来ていないところです。 

次に、平成２４年に、添田町小学校規模適正化基本計画検討委員会を

教育委員会が設置し、議論をいただいています。その中で出された意見

としては、「５校を１校にする前段階として、特認校制度を３年程度実施

し、推移を見て地域と統合の方法等を協議する。なお、津野・落合小学

校については、分校などについても検討する。」といただいています。ま

た、「小中連携教育推進校の新規建設」ということも挙げられています。

この中で、特認校制度につきましては、津野・落合の各小学校で実施、

継続中です。 

次に、平成２５年には、校舎建設検討委員会を教育委員会が設置し、

「添田中学校は老朽化が著しいため、中学校を新たな場所に早急に建設

する。小学校は中学校に併設した校舎を建設し、小中一貫校も視野に入

れる。」など、これまで設置した委員会で、添田町や添田町の子どもの将

来を真剣に考えた議論がなされ、それぞれ、答申等が出されているとこ

ろです。 
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万学校教育課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次に、現在の小学校を取り巻く環境の変化につきましては、児童数の

減少、施設の老朽化、複式解消の限界、添田町の財政事情、国の方向性

などが挙げられるところです。このような環境の変化に伴い、統合を考

える必要が生じたものです。小学校を取り巻く環境の変化の中で、児童

数の減少についてです。平成１０年度の添田町の児童数は、７３５名で、

平成２９年度、現在が４５９名、これが平成３５年度には３６７名に減

少するとの推計が出ておりまして、２５年間で３６８人が減り、半分に

なるとの推計です。 

現在、小学校５校中４校が１学年に１クラスしかできない小規模校に

なっています。平成３２年度には、添田小学校でも小規模校となること

が予想されます。また、小学校によっては、学年の児童数が１名から２

名という深刻な状況があります。集団生活の中で、多様な考えに触れ、

認め合い、協力し合い、切磋琢磨することを通じて一人一人の資質や能

力を伸ばしていくという学校の特質からかけ離れた現状です。次代を担

う子ども達のことを最優先に考え、あるべき学校教育の本旨に立ち返っ

た時、子供の成長過程において義務教育期は重要な時期であり、集団学

習、集団生活が人間形成には大変重要であります。 

次に、施設の老朽化につきましては、竣工年度では、中元寺小学校が

一番新しく昭和５６年度、逆に、一番古い学校は、津野小学校で昭和４

５年度です。このように、築４０年近く経過したものがほとんどです。

また、大規模改修からも、ある程度の年数が経過しており、老朽化によ

る危険性が危惧されるところです。しかし、町の財政規模では、将来的

に老朽化する施設の維持は大変厳しいものがあります。 

次に、統合の基本方針です。まず、方法としては、小学校５校を１校

に統合し、新たな小学校を新設する。なお、中学校も同一敷地内に建設

する。ということで、小学校を新設し、中学校も一緒の敷地に建設する

という方針です。次に、位置ですが、建設する場所につきましては、そ

えだサンスポーツランドに新設することを考えています。次に、期日と

しては、平成３４年４月１日から開校する予定です。サンスポーツラン

ドの選定につきましては、１番目に施設の老朽化が著しいため、早急に

建設できる場所。２番目に学校の設置規模を満たす町有地。３番目に大

多数の児童生徒が使用するときに便利な場所。４番目に防災上安全な場

所という４つの条件を満たす場所を選定した結果、サンスポが最適であ

るとの結論に至りました。 

次に、統合により期待される効果としまして、最初に、児童・生徒へ

の教育的効果としては、１番目に教育環境の充実です。多目的教室の設
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万学校教育課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

置による施設の充実、老朽施設の解消に伴う安全の確保、空調設備の充

実などが挙げられます。２番目に学力の向上です。少人数学級や、習熟

度別、つまり授業の理解度に応じた学級の設置が行いやすくなる、チー

ムティーチングでの授業が行いやすくなる。このチームティーチングと

は、複数の教員が連携し協力しながら行う授業のことです。このような

ことが挙げられます。３番目に教育活動の充実です。団体で行う体育の

授業などができる。お互いに切磋琢磨する機会が増える。社会教育施設

が隣接するため、教育的効果が向上することが挙げられます。４番目に

クラブ活動・部活動の充実です。学校としては色々なクラブ活動などを

作ることができまして、児童としては、そのクラブ活動を選択すること

ができるようになります。 

次に、学校運営に関する効果として、１番目に指導体制の充実が挙げ

られます。これにつきましては、町独自の講師を複数配置することがで

き、教育効果が期待できます。２番目に校務の効率化です。校務の役割

分担の細分化や、教職員の負担の分散による効率化が期待できます。３

番目にＰＴＡ活動の充実です。ＰＴＡ組織の拡大により、組織的な活動

の展開や、保護者の負担の軽減が図られるものと考えられます。 

次に、建築又は改修にかかる経費ですが、５つのパターンを想定して、

それぞれについて概算費用を試算しました。最初に、全校大規模改修で

すが、現状の６校を維持し、計画的に大規模改修をした場合です。大規

模改修は、新築費用の６割程度を見込み、町の負担として４０億円程度

が必要であると見込んでいます。次に、中学校建替え、小学校大規模改

修につきましては、中学校は建替えを行い、小学校５校は、計画的に大

規模改修をするもので、中学校については、国の交付金３分の１を予定

し、小学校については、新築費用の６割程度を見込んでいます。町の負

担といたしましては、４３億円程度が必要であると見込んでいます。次

に、中学校建替え、小学校建替えですが、現在の小中学校６校を維持し、

老朽化した校舎から順に建替えを行うもので、国の交付金３分の１を予

定しています。町の負担としましては、５５億円程度が必要であると見

込んでいます。全体の事業費が大きいため、このパターンは、一番町負

担が最大になります。次に、小・中学校を別敷地に建替える場合です。

小学校を１校に統合し、小中学校をそれぞれ別の場所に建設するもので、

小・中ともに、国の交付金３分の１を予定しまして、町の負担としまし

ては２６億円程度が必要であると見込んでいます。施設数が集約される

ことによりまして、事業費は圧縮されます。次に、小・中学校をサンス

ポに建替える場合です。小・中ともに国の交付金３分の１を予定してい
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万学校教育課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ます。町の負担といたしまして２１億円程度が必要であると見込んでい

ます。このパターンが、一番事業費が少額となります。 

次に、統合時の平成３４年の学校運営費の比較です。これにつきまし

ては、平成２８年度決算を基に、７０％を削ることのできない基礎的経

費、３０％を児童数に影響するものとして試算したものでして、小学校

５校を維持した場合１億２３００万円。１校に統合した場合では６６０

０万円で、統合した場合が、５校維持の場合の半分程度の経費で済むと

いう試算になっているところです。 

次に、スクールバスの委託料でございます。スクールバスにつきまし

ては、今後、統合することにより、通学距離が延びることが予想される

ため、その経費を試算したものです。これは、現在、中学校で運行して

いますスクールバスを参考に、乗車人員により算出したもので、津野校

区では１台のバスが必要と考えまして、４７６万円。中元寺校区では３

台のバスが必要で、１４２８万円。落合校区では２台のバスが必要で、

９５３万円。真木校区では４台のバスが必要で、１９０５万円の試算を

行っています。真木校区につきましては、建替えの場所がサンスポーツ

ランドになれば、スクールバスの必要はないものと考えます。 

次に、通学範囲です。この地図は、添田小学校と添田中学校を統合場

所としてそれぞれを選定した場合と、サンスポーツランドに統合した場

合の２パターンを想定したもので、小学校では通学範囲が４キロメート

ルという目安なので、直線距離としまして、だいたい半径３キロメート

ルの円を記入したもので、大体の目安を付けているものです。 

次に、添田町立小・中学校の展望です。小中連携校とすることで、９

年間を通した一貫性・継続性のある学習指導が可能となります。また、

サンスポーツランドに建設した場合は、オークホールやそえだドームと

併設されるため、その教育的効果が期待できます。また、校舎が新しく

なることで、安心安全な施設整備ができます。小学校を統合することに

より分散していた講師などを１か所に集中することができ、学力向上の

ための取り組みが行えます。地域に開かれた学校づくりを進めることに

より子どもから高齢者までが、ともに活きる学校、コミュニティー・ス

クール等も視野に入れた学校を目指します。このように、学校教育と社

会教育の両方のアプローチが可能となることで、添田町全体の教育環境

が改善されることと思います。 

次に、統合後の小学校の活用方法といたしましては、地域コミュニテ

ィーの確保の観点から、地域住民の方々の意向、文化や歴史・伝統など

にも十分配慮するとともに、町の公共施設等総合計画との調整を図りな
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万学校教育課長 

 

がら、統合後の学校施設の有効活用について、地域づくりといった観点

にも立ち、関係部局と連携しながら検討します。活用例としては、アー

ト創造拠点などの文化芸術施設。体験学習施設や宿泊施設。特産物販売

や加工施設。大学や専門学校などの教育施設などが考えられます。 

最後に、統合校舎建設スケジュールにつきまして、平成２９年度、今

年度になりますが、議会説明や地域・保護者説明会を行います。その後、

今後の進め方や整備の内容など基本的事項について協議していただくた

めに、学校再編等実施委員会を設置します。平成３０年度には、小中学

校の校舎等の基本設計を行い、学校設置条例等の改正を行います。また、

多額の経費が必要となるため、国庫補助金の申請もしなければなりませ

ん。平成３１年度には、小中校舎等実施計画を作成し、小中校舎等建設

工事に着工します。平成３２年度には、準備委員会（仮称）を設置して、

スクールバス運行や制服や体操服のデザインなどの具体的内容の検討を

行います。そして、平成３３年度に小中校舎等が完成いたしまして、平

成３４年度に統合小中学校の開校を目指します。 

これから統合を推進するにあたり、様々な問題について検討する必要

があります。次代を担う子ども達にとって望ましい学習環境を整備する

ために、取り組まなければなりません。この統合を実現するためには、

保護者・地域・学校等の関係者、そして行政が一体となって統合を目指

していくことが必要不可欠であると考えます。皆様のご理解とご協力を

切にお願いいたしまして説明を終わります。ご清聴ありがとうございま

した。 

以上が予定している内容でございます。 

寺西町長 子どもの数は分かったが、各地域の人口数はどうなのでしょうか。全

体的には減ってきているのでしょうが、そういうものを入れたらどうか。 

どのような質問でもあればどうぞ。 

諌山教育委員 いただいた資料とはそんなに差がないということで、ただ、添田町立

小中学校の展望というところで、１、２、３、４、５、６点に、こう言

う風なメリットがありますと書かれていますが、この中で、「子どもから

高齢者までがともに活きる学校」とあります。確かに添田地区はそうい

う環境に出来ると思いますが、廃校した地域については、添田だけは出

来て、私たちの地区は、そういう環境が出来ないと言うような反論が出

てくるのではと少し懸念しています。 

万学校教育課長 先ほど申しあげた中で、この「ともに活きる学校」というのは、要す

るにみんなで作るというか、そういう部分で入れたところもあるのです

が。 
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寺西町長 確かに諌山委員が言われた懸念は、資料を直に見れば、今、万課長が

言う意味合いとは表現がちょっと違うと思います。 

髙瀬指導主事 新学習指導要領で地域に開かれた学校づくりと言うのがあります。 

寺西町長 

 

 

 

 

言われる意味は分かります。しかし、今言ったように、地域の学校が

統合していくなかで、それは添田町全体を校区とするのでしょうけど、

今言ったような、地域と地域を見る中では意識とかなりかけ離れた表現

になるのではないかと思います。今、説明したような表現に変えるべき

だと思う。これは、こういうことだろうとは分かります。全体的な添田

町の中で活かすという意味ということは。ただ、今の懸念は確かに出て

くると思います。 

諌山教育委員 今、基本的なものは、添田町全体と考えれば、確かにこういうメリッ

トがあると思う。これが起こる前の状況と統合と、だから、今は学校が

分散しているのを統合すると、統合して残された各地域はどうなるのか。

この文面を見ると、統合された地域は全く考えられていないと、こうい

う事が起こりますよということで。全体から考えるとそういう考え方が

確かに正しいと思う。今、時期的に統合するかしないかで、統合すると

いう方向で行って、統合された時のメリットという事であれば、地域の

方に関しては別の表現の仕方をしてもらわないと、これではちょっと受

け取り方としては難しくなるのではと思います。 

寺西町長 確かにそうかもしれないです。最後に統合後の活用方法は、こういう

風に考えますよというのはあるみたいですね。そこのところと連携させ

れば、今言った懸念なり、統合後は地域においても、こういう風な形で

やりますよという形に、これからの協議になりましょうけど、地域の学

校を中心とした若者塾とか、そこに文化芸術の人達にも来てもらって、

そういったものをやろうかというのもあるので、そことリンクさせれば、

ここの表現は少し変えた方が、そういう意味合いであればですね。 

藤田副町長 統合基本方針の中の６ページには、学校名とか校歌とか校章などが書

いているではないですか。これは説明し終わったのですか。口頭で言っ

たのですか。 

万学校教育課長 いえ、学校名は言ってないです。 

藤田副町長 どうしても添田小学校に吸収統合というイメージが拭えないですね。

ですから、新たに５校が１校になるというのを強調してもらいたい。 

寺西町長 

 

 

 

基本的にはそうですね。中学校の時は、添田中学校に吸収したみたい

な感じがあるのですが、今回は、ここで説明したように、全部の学校を

廃校にして、廃校という言葉が良いかどうかは分かりませんが、全部な

しにして、そして新たに学校を作ります。その学校が場所はサンスポが
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寺西町長 

 

一番良いのではないかと。当然、さっき言ったように校歌も制服もすべ

て新たにするべきだし、新しくした方が良いのではないかと思います。

それぞれの学校で思いはあるのでしょうけど。 

万学校教育課長 もう少し、そのあたりを盛り込んだ方が良いですね。 

寺西町長 

 

添田町の地形から言うと、どうしても７割方がこちら添田地区の周辺

に人口が固まっていますので、どうしても津野や落合とか、そういう集

落の周辺面積からいくと、こちらに偏ってくるような形もあるのですけ

ど、それを考えると、やはり色んな意味で少なくなればなるほど、ある

程度拠点を作る必要、まちづくりの問題ですけど、拠点が必要なのかな

と思います。今回、あらゆる検討をしながら進めないといけないと思い

ます。 

万学校教育課長 何でも良いので、感じたところをお願いいたします。 

寺西町長 少し、コミュニティ・スクールというが出ていましたが、コミュニテ

ィ・スクールというのは運営のことですか。 

万学校教育課長 それは、先ほどの子どもから高齢者までが、と言うところですね。そ

のあたりをコミュニティ・スクールみたいなところでという考え方をし

ているところです。 

寺西町長 それでしたら、そういう風な書き方の方が良いのかもしれませんね。

コミュニティ・スクールと書くものなのかどうか分からないが、地域の

みんなで運営していくということですよね。地域の人たちが入って、今

までの学校をもう少し広くしたところの学校運営ですよね。 

万学校教育課長 そうです。開かれた学校ということを言いたいからですね。 

寺西町長 春日市あたりがそうですね。 

子ども達の為にも、早くした方がいいので、ぎりぎりかなと思ったり

もするのですが、議論しながらとなると、延ばした部分についてはこれ

も私の責任もあるのかもしれませんが。ただ、色々、地域の事も考えな

がらと思っていたのですが、子ども達の事を中心に考えると、早い方が

良いのかなと。施設環境の分も含めてですね。 

髙瀬指導主事 

 

 

 

 

 

 

 

おそらく保護者に認識があまり無いと思うのですけど、平成３１年度

の２年生から添田小学校も１クラスになります。１年生は３５名ですが、

３９名の３１年度は３０年度の入学ですから１年生の時はぎりぎり２ク

ラスあるのですが、３１年度になりましたら２年生は１クラスですね。

そこから１年生が入ってきた時点では２クラスですが、２年生になると

１クラスという年が毎年つづきますから、３４年度の時には２年、３年、

４年と全部１クラスです。ある意味いえば、津野・落合の１クラスは２

人とか３人とかいう感じですけど、毎年１クラスです。という形になっ
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髙瀬指導主事 

 

てきます。クラス替えもないという状況になりますので、保護者がそれ

を聞いたら、びっくりするのではないでしょうか。 

寺西町長 

 

そのような示し方も必要なのかもしれないですね。考えてもらう材料

としてはですね。 

子ども達も少なくなってきている中で主体性がなかなか無いですね。

やっぱり一定数の中で、それぞれの人を感じながら、それぞれ考えに触

れながら育っていく、それぞれが尊重し、分かり合いながらですね。 

先ほど話があったように、今ある学校がなくなるので、地域の拠点と

言うか小学校を中心としていたのをどうするのか、しっかりそこのとこ

ろを考えていかないと、と思います。その辺りは、後でここに書いてあ

るような、具体的にどのような形になるのかを含めて。 

万学校教育課長 全国的にそういう取組をしている事例をインターネットで調べたら、

出てくるのは出てきますけど、それは地域に合った方策でないといけな

いですからね。あれをそのままと言うわけにはいかないと思います。 

寺西町長 そのあたり芸術家を呼んできたらどうだろうか。こんなところで何と

か細工をしてみたいと希望するような人はいませんかね。やはり、地域

とある程度協議していかないとですね。 

先ほど言った校名とか校歌などは、平成３２年度に検討委員会を設け

てやるという事ですね。順調に進んでいけば。 

万学校教育課長 一応、その予定です。 

諌山教育委員 先程も言われたように、あくまで小学校統合と言うところで、統合、

統合と言われるのは、全体の統合という形ではなくて、添田小学校へ引

っ張って統合するというような感覚でおられる地域の方々が多いと思

う。町長が言われたように、添田の中で新しい小学校を作るんだと、そ

れがまず第一だという考え方で説明してやらないと。具体的に説明する

時にも、小学校が統合するなら添田小学校になるのだなと考え方がある

ので、添田としては新しく小学校が１つ、新しい添田の学校をするんだ

という事で、このところをまず地域の方々にも理解していただくという

のも必要ではないかと思います。 

どうしても、前回の中学校の時のことが、地域でいろいろ話が出た時

に、あの時中学校でだまし討ちに遭っているので小学校では統合はもう

させないと感情を持っている人が多いのですよ。 

寺西町長 

 

 

 

私も聞きますね。添田中学校に統合したという時、それから PTA活動

を含めてですね。皆さん要するに、外から統合されたから話が違うとい

う感じで、それは確かにありますね。 

それから、今、諌山委員さんが言われたような形で、我々としては全
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寺西町長 部を廃校にしてというか、添田町内を全校区とする学校を新たに設置す

るという風な考え方ですからね。 

﨑山教育委員 最後のスケジュールのところに、地域、保護者説明会とありますが、

あと何回くらい予定されていますか。日にちとかは決まっていますか。 

万学校教育課長 いえ、まだそこまでは決まっていません。 

寺西町長 

 

 

 

 

これで、もしご同意いただくとして、この案を逆算すれば、なるべく

早く地域にそこのところを理解いただくのが必要なのではないでしょう

か。 

まず、要するに中学校の時のような統合じゃないという理解をしてい

ただく必要があるので、これが少し説明することが延びれば、また後に

掛かってくるからですね。なるべく今の予定では行きたいですけど、予

定ありきでは無いのですが、そこのところはどれくらいかな。一回で終

わりと言う事は無いでしょうから。一度こういう形で説明して、その時

の気持ちが色々あるでしょうし、それを持ち帰っていろいろ考える事が

あるかもしれませんね。 

藤田副町長 昨年度の説明会で、丁寧に説明していきました。 

髙瀬指導主事 これまで、嘉麻市で５校が１校になった時、全体で説明をして、進め

ていく事を確認した中で、方向性等をお示しした後に委員会を立ち上げ

て、その委員会が中間で一度また地域の説明会をやって、というかたち

で何回か繰り返す中で進めていったという話は聞きました。香春町もそ

んな形で進めています。 

寺西町長 この分をやっぱり説明して、これを進めていく中で、今言ったように

ある程度、委員会のなかでここのところを収斂していくような。田川市

は今度、中学校は答申とは全然違うような形でとなっていますが、後ど

うするのか。今、言われたようなやり方になるかもしれないですね。ま

ず、この案を説明してという。 

諌山教育委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指導主事が言われたようにそういう形、まずは統合に向けてこういう

統合をします。それに向けて前向きな方針で役場もよろしくお願いしま

すという地域の方のそういう風な意見で固まれば、さらに委員会を開い

て委員会によってまた、具体的なこういう事がありますからと説明を順

次行っていく。 

最初は、前段階で地域の方々が理解していただくのが本筋になるでし

ょうけど、経過を丁寧に説明していくと、決して降ってわいたような統

合計画論ではありませんよと。現に、年代を追って統合の計画も校舎改

築も会議を重ねてしていると。ただ町として、選ばれた役員の方々はそ

れなりに参加していますし、情報も入ってくるからそういう覚悟でして
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諌山教育委員 

 

 

 

 

 

 

 

きたなと分かるのですけれども、それを外れた方々は全くそういう情報

が入ってきていないから、もう統合かと。何も言わずに何故するのかと。

中学校もそんな事になってという事があるから、そのところがこういう

経過で、こういうかたちでずっとしてきて、やっと今、具体的にこうい

う形で町の方も前向きに出来るような状況になりましたので、こういう

形で地域の方にも説明をさせていただいています、と。前段階は丁寧に

説明してやらんと。前段階で、統合計画が出来ましたのでよろしくお願

いしますというのは、ちょっとどうかと思います。 

寺西町長 そして、学校施設を活かすのは PTAだけではなく地域の人も含めたと

ころだと思います。やっぱりそこは学校の事だから俺たちは関係ないと

いう考えもあるかもしれないが、そこのところは地域の問題でもありま

すという説明。だから、今度はさっきのような議論も中心になるかもし

れないですね。そこのところをちょっと考えて、学校関係者や生徒の家

庭だけに限定せず地域も一緒になってですね。地域の人達も考えてもら

いたい。 

諌山教育委員 それと、そういう形で統合にかかりますよと説明すると思いますが、

それはそれで良いですが、その後、学校も何もなくなって自分のところ

の地域はどうなるのか。それに対する将来的な計画とかそういうものを

示しながらしていかないと。用立てて説明していくというのは大事です

ね。 

寺西町長 ある程度の方向性は必要でしょうね。これからの問題ですというよう

な話で終わってしまって、確かにこれからの問題だけれども、やっぱり、

まちづくりとそこのところの兼ね合いも必要なのでしょうね。まちづく

りもそれぞれの地域の作り方があるからですね。 

それはしっかり、ここでご同意していただければ、説明までには。そ

れは、確かにまだ先の事だからと言うかもしれませんが、次の計画を立

てる、総合計画を含めて立てる年数内に入ってくるので。きっちり、こ

れという形はできないにしても、それは地域の人の話を聞いて、しっか

りとした形として出来るのはまだ先かもしれませんが、町の方としては、

こう考えているという形を少しはいるでしょうね。 

万学校教育課長 その件について、この前の教育委員会でお話した事もあるのですけど、

今回の中でもちょっと出てくるものですが、町の公共施設計画という部

分も少し入ってくるからですね。町の公共施設が多すぎるという指摘も

ありまして、その中に学校施設も含まれています。それとの整合性も図

らなければいけない。 

寺西町長 優先的にそこの活用を考えないと。 
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寺西町長 

 

 

 

 

 

 

 

統合して施設がなくなるので、別の用途なり校舎を使うか使わないか

を検討して、そこのところをどうするのかというので、今、そういう検

討をしているなら余計に。必ずしも校舎をそのまま使うとかいうような

ものに、こだわらなくてもいいのではないか。逆に、解体すれば新たに

違う用途が出るのかもしれないし、住宅に住むにしても定住宅地にする

かは別にして、また違うような形になってくるかも分からないですね。

まあ、確定案じゃなくて方向性というか、地域がこういう形でやるとい

うような。だから、最終的なこれにするのだという、そういう風な絶対

的なものは言えないでしょうが。 

諌山教育委員 基本的な事ですが、サンスポーツランドに小学校、中学校を併設する

と、広さとか施設の設備とか、そういうのは別に問題ないですか。 

万学校教育課長 それは確定ではありません。全部が絶対という事は無いですけれども

３万２千㎡程度ありますので、敷地としては間に合うところですが、た

だ、駐車場とかそういうところまで考えた時に全部ができるのかという

ことはあります。 

髙瀬指導主事 小学校の運動場、中学校の運動場、スクールバスが入りますから、相

対的なもの、もう一つが給食施設はどうなるか、というのを含めた形で

進めていったときに、例えばサンスポーツランドの野球場の方と手前の

方のグランドゴルフ場とか、また建っている施設とか、そこをすべて含

めた形の中で、計算していく必要があります。 

寺西町長 それは、ある程度しないといけない。もちろん基本的にあそこを全部、

野球場も周りも全部やってしまうという形で、ですね。そうすると、逆

に入らないと中学校をどこにするかとかですね。中学校と連携するとい

う形をとっているからですね。 

万学校教育課長 校舎自体は、上に高くするという方向もあると思うのですけど、グラ

ウンドを共用しているところは、あるのはあるのですが、それでよいの

かと言うのはありますね。 

寺西町長 グラウンドから少し離れるとダメですか。隣接しないと駄目ですか。 

万学校教育課長 そういう事は無いと思いますが、やっぱり近い方がいいのではないか。 

寺西町長 それが一番良いのでしょうけど、もし、そういうようなものが取れな

いという事になったら、近くの方が。 

万学校教育課長 そういう選択肢もあると思います。 

寺西町長 

 

 

 

要は本当、そういうような形にして、だいたいどうなのかを、ざっと

してもらう必要がありますね。場合によっては、高さをちゃんとして校

舎には使わない、まあ基本的には木造が良いかなと思ってみたりもして

考えているけど、いやそういうような場所が足りないなら、あそこの場
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寺西町長 所以外の部分にもまた、しないといけないかもしれない。今の部分は方

向を切り取ったら大丈夫だというところでの要するにこの案だからです

ね。 

古田教育委員 

 

 

 

 

 

 

やっぱり保護者は、そこのところだと思います。説明する時に、その

辺がはっきりしないまま、説明してもどういう事なのかと逆に不信感が

わいてくると思うので、ここはやっぱりしっかりとしておかないといけ

ないと思います。そして地域の方は、やはりもう活用方法になると思う

のですよ。やはり地域が衰退したら困るわけですから、何らかの形で、

こういう方向できっちりやりますよと、地域にも迷惑かけませんと。む

しろ活性化するような方向で考えていますよというような、もちろんど

ういう方法があるか分かりませんけど、ここに挙がっているような事に

なるかと思うのですけど。お金が絡んでくることですから、この辺は慎

重にしないといけないと思うのですけど。地域の方にしてみたらそうい

うところ。保護者はスクールバスと統合により期待される効果ですかね。

言葉を挙げていますけど、例えばクラブ活動、部活動の充実と言っても

具体的にどういう風になるのか分からないと思うのですよね、保護者は。

教育環境の充実は分かります。空調関係とか体育館の設備とか、そうい

うのが近代的になって、良いだろうと思うのですけど。クラブ活動とか

は、どういうかたちになるのだろうと思ったりもしました。それから学

校運営に関する効果ですね、指導体制の充実。だから講師とか定数は全

然変わらないむしろ、増える形で行くんですかね。 

万学校教育課長 結局この説明の中で、先ほど口頭で全部言ったことなのですが、例え

ばクラブ活動につきましては、今、小さいところは１つか２つしか出来

ないというところで、いろんなクラブ活動が出来るようになりますよと

言う効果ですね。それと、先生については、今は５校ありますので、そ

れぞれの学校に、今、８名くらいを学校で町雇用の講師を配置している

分を１校になれば、この講師を人数的に８名全部使うとかは厳しいかも

わかりませんけど、各学年にチーム・ティーチィングみたいな形で、１

人つけて、習熟度別に分けるとか、そういう部分も出来るという事を説

明したいと考えております。 

古田教育委員 

 

 

 

 

 

それと後、校舎の部分で、校舎は大体わかるのですけど、上に伸びる

とかは、敷地の関係があるからですね。あとは先ほど言ったスクールバ

スの駐車場とかですね。体育館も非常に気になるのですが、プールもい

ります。プールも小学校、中学校どうなるのかとかありますのでね。そ

の辺を保護者にしてみれば、例えばプールでも、低学年と高学年を割る

のかとかですね、問題としては非常にその辺を聞きたいだろうと思いま
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古田教育委員 す。説明会があればですね。 

寺西町長 

 

 

 

 

 

 

 

 

他の色んな部分でも、香春町が一番最初にした時に、やっぱりそうい

うのを失敗したというのは町長から聞くのですが、やっぱりそこのとこ

ろが、行政と住民の聞きたい事のギャップがあるのだろうと思います。

行政は、まだこれからの事だから大体でと言ったらおかしいけど、きっ

ちり決まるものではないからというところがありますが、今、古田委員

さんが言われるように、地元の人はやっぱり最後のところが聞きたいで

すよね。地元の人もそれが最終的になるかというのは思っているのか、

いないのか分かりませんが、やっぱりそこのところが絶対必要だと思い

ます。だから、今言ったような部分でもいくつか出てきているので、そ

ういうことは行政としては、私たち説明する側としては、そこのところ

ははっきり断言して、それはまだ決まらないところなので言える事では

ないと言うのではなくて、そこのところは今の段階では、と言うのは必

要だと思いますね。 

基本的には、作り上げてしまうように、前に、こちらの考え方を含め

たところで。 

藤田副町長 落合小学校の保護者会の時に出ていましたが、教育目標がどうこうと

いう話がありましたが、ただどんな学校にしたいのかというのが大事で

はないかと思うのですが。 

寺西町長 だからそこがポイントだと思います。地域の人とか保護者の人が聞き

たいのは、そこだろうと思うのですよね。まだこれから先の事だから、

これからの先の事は、検討委員会で協議してから色々説明しますと言う

方法も一つあるかもしれませんが、ある程度、最初の時にどういう形で

するのか示す必要があるのでしょうね。今言ったように、ここに全部入

るかどうかまだこれからしてみないと分かりませんと言われると、私も

ここで良かったのかなと。 

万学校教育課長 面積的には、そのぐらいあるからとでしかまだ、ちょっと出してない

からですね。 

寺西町長 だから大丈夫ですと。ただ最終的に、急に思ってもいないものがあれ

ば別ですが。ある程度これが必要だというのを分かっていますので、そ

れを後はどう配置するかになってくるのだろうと思いますけど。 

藤田副町長  さっき、学校のイメージ図があったじゃないですか。完成図みたいな

ものがあれば、イメージが付き易くここに行きたいなと。 

寺西町長 

 

 

 そこのところが、やっぱり地域の人からしたら聞きたいのかなと。こ

ういう学校になるのであれば、統合した方がいいのかなとか。 

 そういう説明もあるかもしれない。この面積の中に全部、心配しない
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寺西町長 でください、入れますよ、とういう話もあると思う。 

万学校教育課長  ある程度、図面を描かないといけないですけど。 

寺西町長 非常に難しいだろうと思いますが、そこのところを、どういうふうな

形で納得してもらうかですね。だから、統合という事ではなくて、本当

に新しいものを作りますと言うのであればいいのですけど、やっぱり統

合の部分もあるから。新しい部分もそうなんでしょうね。説明の仕方も

さっき言ったように、それはこれからですよと言う説明の仕方もあるだ

ろうと思います。それで納得してもらえるかどうかと言う話ではありま 

寺西町長 すけど、ある程度方向性が見えるようなものは必要なのかなと思います。 

大まかな部分だけ了承してください、３４年度までに作るのを了承し

てください、それをこれから、それぞれやっていきますという形ですね。

こういう風な形をもう少し、ある程度見えるようにしないといけないか

もしれないですね。 

今、言ったような意見の部分でどれくらいできるのか分かりませんが、

説明の前までにちょっとやってみましょう。質問を一回聞いてもらうな

ら聞いてもらってから。それでも色々、人それぞれの考え方があるので、

場合によっては５１人が賛成すればいいのか、７０人がすればいいのか

という話になるかも分からないですけどですね。子ども達の為にはこれ

が今、我々の考えるベストの方法だと思っています。 

あまり、関係はないが、周辺の市町村はどういう状況、香春町などは

どうでしょうか。川崎もありますが。 

髙瀬指導主事 香春は勾金中学の跡地とあそこに総合運動公園がありますが、給食セ

ンターもそこにあるので、そこに新校舎を建てるという話を聞いており

ます。 

寺西町長 川崎はどうだったか。 

万学校教育課長 川崎は、中学です。 

藤田副町長 中学が統合だったね、川崎中に。 

髙瀬指導主事 香春町は３２２号線がもうすぐ通るから、あそこが一番便利だという

ことと、それと施設一体型にするには、今の校舎を使いながら、新しい

校舎を作れる場所というとあそこしか無いと。 

藤田副町長 福智町では金田小中が一貫校でしたね。 

寺西町長 統合とかそういうものは、全体的に進んでいますね。 

諌山教育委員 香春でも一緒の中に小中一貫ですか。 

髙瀬指導主事 あそこは義務教育学校と言っていました。 

寺西町長 小中一貫と義務教育学校は違うと言っていましたね。感じとしたら同

じような感じですよね。 
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諌山教育委員 新聞に載っていましたね。小中一貫校は小学校、中学校で９年制の学

校という形でするということで。だから、校長先生１人、教頭先生１人、

あとは先生方がいるということですね。 

寺西町長 

 

 

 

 

 

やっぱり小中一貫が良いのかなと考えたりもするが、色々な議論をす

る中で、それぞれの小学校から中学校へ上がる時の緊張感とか含めて、

連携は必要ですが、時代の流れは小中一貫かもしれないが、小中一貫よ

りも、と思ったりするがどうなんでしょうかね。小中一貫の方がいいの

ですかね。そこのところは迷いながらも、小中連携というような形で。

当初、補助金とか考えれば、小中一貫の方が安くすみますが。 

藤田副町長 一貫校の実践校のことを聞いてみると、事務量が多くなってという、

情報は。まだ、試行段階と言うか、そういう段階を抜け出てないという、

難しいです。 

寺西町長 子ども達の為には、小学校６年が中学校１年生へ上がる時の緊張感と

いうかそういうものが必要かなと思ったりします。そのまま、ずっとい

くよりは。 

﨑山教育委員 ９年は長いですよね。 

髙瀨教育長 中学になって、不登校になったりするのを予防する意味合いもあると

言いますけどね。 

寺西町長 不登校とか、いつも議会で聞かれるけど、数はどれくらいですか。 

万学校教育課長 去年が２０人くらいいましたが、今年の報告時点では１０人切ってい

ると、中学校はですね。小学校は出てないですよね。 

髙瀬指導主事 小学校の不登校はいないです。若干、心配のある児童がいましたが、

解消しました。 

寺西町長 ぜひ、そのような事がないような形で学校を作っていかないと。 

藤田副町長 説明会もサンスポの社会教育施設の関係があるから、社会教育の関係

団体への説明も必要ではないでしょうか。 

寺西町長 そこのところもあるでしょうね。 

今は試案で漠然としたものですが、ぼた山の跡地あたりとかどうする

か、古河がどうするか分かりませんが、そういう風な形が、あれかなと

思ったりしますが、そこに総合運動公園的なものが出来ないかなと思っ

たりもします。まだこれは思っているだけで、全然、どこに言っている

とか、古河に言っているとかの形ではないのですが。 

万学校教育課長 あそこは面積的には、広いです。 

寺西町長 

 

 

いろいろあるでしょうからですね。 

先ほど、いろいろご意見があったような部分をもう一度、詰め直した

りして、この案でまず第１回目を説明して、先ほど、いろいろ出た分を
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寺西町長 

 

もう一度、固め直して説明するという事で良いでしょうか。たしかにそ

れぞれの思いがあったりもするでしょうが、やっぱり子どもたちの事を

考えると一日でも早く、こういう状況を作るのが良いと思っての提案で

すのでよろしくお願いします。 

また、何かお気づきの点があれば、それぞれ言っていただければ、我々

もひとつ、そのところをですね。この案を基本に持っていきたいと思い

ますので。という事でよろしいでしょうか。 

諌山教育委員 

 

最後に町長がまとめられたように、やっぱり突き詰めていくところは

子ども第一のためというところですね。 

寺西町長 そうです、それを理解していただいて、地域の事を考えながらという

事も含めて重要な部分ですけど、だいぶ優柔不断に伸ばした部分もある

ので、無責任かなという形にもなりましたので、今回、こういうのを出

させてもらいましたので、ぜひともよろしくお願いしたいと思います。 

万学校教育課長 その他にございませんでしょうか。 

ないようでございますので、それではこれで平成２９年度の添田町総

合教育会議を終わりたいと思います。 

どうもありがとうございました。 

 


