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平成３０年度 第１回添田町総合教育会議 議事録 

 

日  時：平成３０年４月２４日 火曜日 午後１時３０分～午後３時３０分 

場  所：添田町役場 ３階 議員控室 

 

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 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に向けた地域説明会について 

      ・２９年度説明会の報告 

      ・ファシリテーターとの連携 

       ②今後のスケジュールについて 

       ③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 お忙しいところ、お集りいただきありがとうございます。 

それでは平成３０年度第１回添田町総合教育会議を開催いたします。 

次第に沿って進めていきたいと思います。 

町長あいさつを、寺西町長からお願いいたします。 

寺西町長 皆さん、こんにちは。 

新年度の第１回目の総合教育会議という事でございまして、皆さんご

承知のとおり、この会議は平成２７年に法律が改正されまして、添田町

の教育の課程や、あるべき姿を共有し、相互に連携を図りながら、効果

的に教育行政を推進していく為に設置した組織という事になっておりま

す。今回、少子化における児童生徒への教育の在り方等への対応、また、

人口減少の全国的な流れもありまして、小学校の統合という形での基本

案を示させていただき、各地域で説明会を行ったところでございます。

案作成時の総合教育会議におきまして、私自身かなり財政的な面を強調

させていただきました。その反面、添田町という地域における児童生徒

の教育や教育条件の整備等への具体的配慮と申しますか、そういうもの

がちょっと希薄だったのではないかなと、少し反省しながら感じている

ところでございます。 

この総合教育会議で、基本計画案を提示しました中では、私自身、ト

ライアンドエラーと申しますか、大きな方向で統合が必要であるとしな

がら案として多少、不確定な部分もございますが、トライしてみようと

いう事で提示させていただきました。そして、説明会での意見、提案か

ら学ぶと申しますか、委員さんや住民の皆さんの意見、提案から学んで

次のステージに向けてトライしようという事で、次にトライする時は皆

さんの意見等を十分に議論し、新しい何かを付け加えて、皆さんの理解

を得るべきだと思っております。後ほど、縷々説明があるかと思います。

各地域での意見聴取、また、今後の進め方につきましては、次へのトラ

イへの序章だという風に考えております。繰り返しになりますが、意見

を聞いて、次にトライする時は必要があれば、プロセスを少し変えてみ

るとか、或いは踏み出す方向、角度を変えてみるといった事もやらなけ

ればならないのではないかと思っております。 

我々は、これからの添田町の児童生徒の為には統合案がより良いもの

だと思っておりますが、いろいろな意見、提案の中で必要であれば改善

を加え、多くの人に理解いただき、添田町の児童生徒の健全な育成を図

っていきたいと思っておりますので、今日の総合教育会議では縷々ある
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かと思いますが、皆様方の忌憚のないご意見を伺いたいと思っておりま

すので、どうかよろしくお願いいたします。 

万学校教育課長 ありがとうございました。それでは早速、議事に入りたいと思います。

進行につきましては、設置要綱に基づき、町長が議長になるという事に

なっておりますので、これから先の議事をよろしくお願いいたします。 

寺西町長 それでは、私が議事を司るという事でございますので、進めさせてい

ただきます。前段で確認しますが、この部分については公開、公表とい

う事ですね。 

万学校教育課長 はい。そうです。 

寺西町長 それでは行っていきたいと思います。お手元にございます次第①添田

町立小学校統合に向けた地域説明会について、２９年度説明会の報告と

ファシリテーターとの連携について、事務局の方から説明をお願いいた

します。 

万学校教育課長 まず、１番目の平成２９年度説明会の報告です。これにつきましては、

別紙でお配りしていますが、平成２９年１１月２２日から１２月１４日

の計６回、各地域で行った説明会の内容をまとめたものです。現時点で

案となっておりますが、説明会でもこの内容を公表していくとしており

ます。確認して、不明な点がありましたらご指摘等をいただきたいと思

います。 

※資料「小学校統合に伴う地域説明会で出された主な質問、意見・要望」

を読み上げる。 

寺西町長 今、事務局の方から説明がありました。 

この内容について、公表するかどうかと言う話がありましたが、これ

はこの通り説明し、報告しましたので、公表すべきだろうと思います。 

この部分について、私自身の反省も含めて、十数年前からこういう風

にきている中で、かなり説明が不足している。私もこの内容を見させて

もらい、考えましたが、子ども達の学力のところの回答以外は、かなり

アバウトというか、それぞれの部分が検討しますという部分もあったり

する。この部分の公表はもちろんしなくてはいけないし公表すべきだろ

うと思いますが、それぞれが十分にご理解をいただくような内容の説明

になっていないのではないか。説明はしましたが、検討しますといった

内容の持ち帰りが多かったので、先ほどの挨拶でも申し上げましたが、

検討する内容をフィールドバックして次に、検討した内容を含めて十分

に説明しないと、ご理解いただけないのかなというかたちもありました。 

まず第１点の公表については、このまま公表しなくてはならないと思

っております。これは、特に内容に間違いは無いと思います。 
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万学校教育課長 この資料を見た中で、ここが少し違うのではないかとか、そういうと

ころがございましたら、お知らせいただけたらと思います。まとめてい

ますので、ニュアンス的な部分についてです。 

寺西町長 これは録音したものを集約したというものですか。 

万学校教育課長 はい、そうです。ただし、記録する時に聞き方によっては若干、実際

に言ったのと違うのではないかと思いましたので。 

寺西町長 その点を踏まえて、皆さん見ていただいて、いかがでしょうか。 

諌山教育委員 私は直接聞いたわけではないから分かりません。直接私が聞いたのは

津野地区だけなので。 

万学校教育課長 すみません。資料に載っている意見等の横に番号を入れていますが、

これは上の説明会が行われた地区に対応しています。 

諌山教育委員 説明会で出た意見を記録したことをここに書いている。これに対して、

こういう受け止め方を返答したのだけれども、これから先、実際の時に

地域の住民の方に受入れられるかというのは、内容自体を検討して、次

に進めるような。これ自体、このまま表に出すしかやりようが無いと思

います。誰が聞いて誰が答えたかという事ではないから。 

だからこれを基に踏まえたところで、多分こういう風な事が出てくる

だろうという事に備えて、どういう段階でも詳しい説明を納得いくよう

説明を出来るかというような、そういう方向でいった方が良いのではな

いかと思います。 

寺西町長 こういう形で、まず公表については、今、事務局が出している内容で

公表するという事でよろしいでしょうか。 

全教育委員 （異議なし。） 

寺西町長 それでは、次にすることは、先ほどの資料に基本計画案を基にして、

それぞれの質問や意見が出ているので、この総合教育会議として、資料

の１番目は効果があったというような形をしているが、後は検討すると

か、町として考えてみますとか、また、他の部局との協議も必要だろう

し、そういう部分については、この質問に対しての回答なり、これから

また説明会をする場合でも、どういう風な取り組みをするのですか。 

私はこの内容に対する回答をしっかりもって、ここで議論出来るので

あれば議論して、次の説明会はしっかりやるべきだと思いますが、いか

がでしょうか。 

今まで、統合してみないと分からないからみたいな説明をしていたの

ですが、やはりそういうものではなくて、こちらの案として、こういう

事であればこうというような、まあそれに対して、やはり良いとか悪い

とか、もう少しこうすべきだとか、今後出てくるのかもしれませんが、
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どうしましょう。 

ファシリテーターとの連携と次に書いていますが、その説明にいきま

すか。一応、第１回目の地域説明会は、こういう形でやったという事で、

こういう風な回答をしている。この回答については、私自身の反省も含

めて、丁寧だったか、十分理解していただけたかどうかというところは

判断しかねる説明会だったなという、感想です。 

ただ、この次にそれぞれやっていくというような話をしていますし、

理解を得る為の説明会をファシリテーターとの連携でやるのですね。 

その事についての説明をお願いします。 

万学校教育課長 ファシリテーターとの連携ということで、ファシリテーターの山口氏

と打合せ等をしました。次の資料にスケジュール案を付けています。 

予定としては、６月ぐらいから第１回目の説明会を行い、その後に２

回目を考えています。必要によっては、３回目も１０月以降にしたいと

思っている。 

ファシリテーターは、話し合いの専門家と言う立場で、それぞれの意

見を掘り起し、いろいろな意見の基に良い統合に向けた話し合いを行っ

ていきたい。話し合いで絶対に統合の方向に行くかは分からないと言わ

れていますが、いろいろな意見を吸い上げて行く中で、将来の１０年、

２０年先を見据えた中で、統合が必要ではないかなどのみんなの意見を

拾い出していただくのがファシリテーターの役割である。 

 この話し合いの中で、執行部として回答を持たなければいけないので

すが、いろいろな意見をこの中で出していただきたいと考えている。 

寺西町長 ファシリテーターの話はそれぞれでして良いのですが、この場でも同

じような質問が出てくるのだと思います。それに対する町の、この前の

時はアバウトなところ、検討しますと言うような感じでした。そういう

ような部分はファシリテーターを入れての話し合いをして統合の方に集

約という形であれば、それはそれで良いですが、１回目をした時のそれ

ぞれの部分で、かなり理解を得る為の説明が、はっきり言って説明不足

の部分があるし、それを聞いた時に統合に賛成しようにも賛成を判断す

る部分の説明が我々も足らないのではないか。 

それではどうするかと言うと、せめて今出ている部分を、それぞれ皆

さんのご意見なり聞いて、この総合教育会議でもう一度練って、意見を

まず聞いて、そして事務局として、また練って、またお出しして、これ

に対してはこういう風な形。また、資料を見ていて、コミュニティスク

ール導入にしても、それに対してするのかどうかというのは、私として

はコミュニティスクールの導入をやりたいですけど、果たして、これが
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良いのかどうか。今、コミュニティスクールだけは、ここに回答してい

ますけど。そういうものも含めて統合する為のそれぞれの意見が出てい

るので、それを一つずつ、それぞれのご意見を、せめてここに出ている

案の部分について、もう一度練って、ゆっくり議論し、集約し、要する

に過去の関係の部分もあります、そういうものも含めて、もう一度、案

を総合教育会議で示して、そして説明会に臨むという必要があるのでは

ないかなと思いますけど、どうでしょうか。 

これは私が今、考えたものですけど、そんな事をしても、住民の事を

考えたら統合が必要だと、それで突っ走ってしまおうという意見もある

かも分かりませんけど。私自身、それは少し乱暴かなと思っていますの

で、皆さんがせめて、半分以上がご理解いただいて、統合やむなしとい

う部分も含めて、７、８割方がご理解いただければと、非常に難しい部

分もあるかも分かりません。そういう部分で、最終的には判断したいと

思っていますが、いかがでしょうか。こういうような意見は出るだろう

と思ってはいたのですが、それに対する確かに。 

それぞれの部分について、意見があれば一つずつ見ていって、今の時

点での意見があれば、お願いします。 

※以下、資料「小学校統合に伴う地域説明会で出された主な質問、意

見・要望」を基に、内容を１つずつ協議していく。 

諌山教育委員 １枚目の分はこのままで、中学校統合の時にどういうような効果があ

るかという事は、それをもって小学校の統合をすすめるというような、

これに関してはそうまで取り立ててする必要が無いと思います。 

寺西町長 要するに統合に関わらず町としての、子どもをどう育てていくのかと

いうのは、ここのところはどういう形になるかですね。 

諌山教育委員 この部分に関して、一番下の統合のメリット、デメリットとあります

が、統合に向けた計画の中でこれまでの議論を踏まえて、現在があると

の認識である。 

寺西町長 その説明会の時に、この議論が見えてないのかなと思います。我々は

資料を見たりしていますが。そしてこんな議論があるけど、やはり統合

が最良の方法だという風にした部分。これは説明会の技術的な問題かも

分かりませんが、そういうのが不足しているのではないかと思います。

ここまでメリット、デメリットについて今まで議論してきた。メリット、

デメリットは示していたのですかね。 

万学校教育課長 デメリットの方が示されていたのですが、統合のですね。逆が足りな

かったと言われていました。 

寺西町長 だからそこのところは、こんな議論をしましたというのを、それでも
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やっぱり統合は子供たちの為に必要だという、説明の仕方かも分かりま

せんけど。 

諌山教育委員 統合の他の部分は委員会の議事録からピックアップしてあったので、

これを基に現在の統合の計画がありますよと、過去の委員会が。それが

大前提でいかないと、それが無いと後ろに行ったり、前に行ったりする。

先に進まない。 

寺西町長 そのような今までの経過の分を、説明する必要があると思います。そ

うしないとオープンの中で、統合か統合じゃないかというような形の話

になっても、それは十年間議論してきたという話を、これは説明の仕方

をよくしてですね。 

万学校教育課長 ここをもう一度、どういうのがあったかの内容を書き出します。 

諌山教育委員 統合委員会を立ち上げて１年か２年間くらいあったのですかね。それ

に校舎建設委員会もありました。それを踏まえてきているので、それを

白紙に戻して最初からやり直すという事はどうなのか。 

寺西町長 私はその時の検討委員会があったという形だけではなくて、そこの内

容を、検討委員会でこんな議論があって、このような結論になりました、

というのが必要ではないか。それは今、諌山委員が言われたように、そ

れはやっぱり踏まえて下さいと。 

諌山教育委員 異論内容があれば、地元でこれはどうなのですかとか、ここにいろい

ろなアンケートだってあるのですが。実際にそれは異論の内容を見たら、

それは確かに分かりますけど、それはすでに検討委員会の中で、こうい

う意見が出て、こういうふうに集約していますので、申し訳ないけれど

も、もう一つ先の意見を出してくださいと、そういう事が言えます。 

寺西町長 だから、今までずっとしてきているが、また後戻りするのかというよ

うなところですね。我々は、そういうものも踏まえて統合が一番良いの

だという風に、統合すべきだという案を出しているのではないかなとい

う風に思いますけど。 

髙瀨教育長 次の会議の最初に臨んだ打ち出し方を考えた時に、抽象的に書くしか

ないですが、今までが少子化とか校舎の老朽化とか財政面とかいう事を

含めて統廃合していくしかないということが、いわゆる表に出ていた。

その結果、説明会の反省をしていくと非常にその部分的なつつき合いの

いわゆる、メリットデメリット、それからバスはどうするのか、通学は

どうするのかという話に終始したという印象がある。この次、最初にお

ろす時に、キーになるのは、ともかくいろいろな課題で統廃合に向かっ

ていく事は間違いないのですが、添田町の教育委員会として、また添田

町として、こんな学校を作りたいんだとか、こんな子ども像とか、こう
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いう学校を目指すとかいうようなものが理想とするような部分をもう少

し固めて、説明をおろして、後、説明がついてくような流れにもってい

く方が良いのかなと思います。 

寺西町長 まさしく、そうだろうと思います。そうすると具体的なものがかなり

固まってくると思います。そうしたら通学どうするのかなどの形がです

ね。だからそこの部分が、今までがそういうようなことで統合が必要で

すよと、こんな学校を作るとか、考える力をつける為にとか出してです

ね。ただ形は見えていない。やはりその中で、こんな学校を添田町とし

ては作りたいです。学校を作るというのは、要するに統合してこんな風

にしたいですよという説明をしたつもりですが。今、教育長が言われる

こんな形にしたいというのは、どういう風なイメージにしたら良いので

すかね。 

髙瀨教育長 その中には、これは未定ですが、今は小中連携の学校と出てきますが、

なぜ小中連携なのかという部分も含めて、町の人たちが、私達がこんな

学校というのに対する、まだイメージがまだ持てないのなかなと。 

寺西町長 そうかもしれませんね。今、持てるとすれば中学校の統合ぐらいしか

イメージを持っていないでしょうね。だから、ああいうのでは困るので

はないかという意見も出ていましたけどね。だからそれ以外に、統合し

た具体的なものを示していくのだろうと思いますけどね。 

髙瀨教育長 確かに、実際に説明している事ばかりですが、どこかでもう一回整理

をして、強く打ち出せるような形にしないといけないのかなというよう

に思いながらも上手くいかない。 

寺西町長 分かります。今、説明をすると、同じような説明会をして、ファシリ

テーターを入れたとしも、同じような部分になってくると思うのですよ

ね。私としては十分そういうような形をしているので、ここに出ている

具体的なものをしたらどうかという風に思っていたのですけれども。 

最初、こんな学校にしたいというのは、どのような話的にはなるので

しょうか。まず統合して、子ども達を一つの所で集団での教育をして、

考える力を付けるような形をすると、そういう風な学校にするとの説明

が良いのか。 

古田教育委員 教育長の意見と全く同感なのですが、２頁に子ども達の学力について

という項目があります。その中で学力の高い児童が添田中学校ではなく、

云々とありますよね。その下に学校の魅力が大切だと考えているとあり

ます。ここの魅力ですよね。 

前回、宮若市に見学行きました。あの中で、私は本当すごいなと思い

ました。小中一緒の敷地内で立派な校舎で、体育館にも冷暖房などの空
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調設備があるようなですね。まさに魅力でもあると思うし、それはハー

ド面ですけれども、プール、それから武道場ですか。今の本町が抱えて

いる学校と雲泥の差ですね。それは新しい古いだけではなくて、機能面

でもそうですね。今、ICT 教育とかも色々言われておりますけれども、

それいった分も全て兼ね添えられるような、そういったところに子供を

預けたいと、保護者は思うのではないかと思います。 

それで、今、複式等で先生方も頑張っていますが、あの中で、将来の

社会性とかを考える時にどうなのかなと。今、これだけ変化する社会の

中で、やはり切磋琢磨ではないですが、宮若の校長も言われていました

が、人は人の中で育つと言うような事でメリット面を訴えていました。

まさにそういうところが、１つの魅力になるのではないかなと思います。

それとハード面は今言ったような事ですが、ソフト面でも、やはり９か

年をスパンとした、一貫した特色のある教育が出来ると思います。それ

を全面に打ち出して、添田町独自のカリキュラム作りから進めていって、

その辺も保護者、地域の人に理解してもらったら、もう少し深めていけ

るのではないかなと思います。 

寺西町長 まさしくそうだと思います。そうなると、どのような学校を作ってい

くのかというのが、小中連携の部分で、統合して中身的な部分が、これ

から検討という話ですよね。そういうのは、どういう風に作っていけば

良いのでしょうかね。要するに本当の基本計画というか、ハードも中身

のソフトも含めて、こんな学校にということでですね。 

それは確かに皆さん、こんなのと示せば外からも来るのかもしれない

ですけどね。 

諌山教育委員 第１回の総合教育会議の統合問題に町長が言われたように、新しい小

学校を作るのだという事を前提でいきましょうということで、それに則

ったところで、今、教育長が学校はどうあるべきだとか、そういった学

校を作ろうというところをまず確立したところで、それから説明してい

く。今回のような意見が出たものに関しては、過去に統合検討委員会の

中で、こういう意見は出ていますという事で、これを基に説明していく。

こういう学校理念を基に、それを踏まえたところで、こういう学校を作

りたいから統合しますという事を打ち出してやるような恰好の方が、地

域の住民も反発はあるかもしれませんが、受け入れ易いのではないかな

と思います。 

寺西町長 それはそれで議論はあるかもしれませんが、それが良い悪いは別にし

て。それでは、今までの議論を踏まえて、どんな学校にするのかという

ことを作りましょう。今までの流れがありますから、踏まえて、これか
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らどんな学校を作るのか、我々の思っている子どもたちを育てる為のと

いう。 

藤田副町長 ちょっと具体的すぎるかもしれませんが、町の戦略としての観光戦略

等を色々言われています。そして、初期段階の子ども達には、添田の歴

史なり、文化なり、そういうのをため込んでやるというか、こういうと

ころがあるのだというような事も一芸ではないかなと思います。そんな

のが特色というか、落合であれ、英彦山であれ、中元寺であれ、そうい

ったものを育んでいって、地域を誇りに思うとか、やがて町外に出た時

に、町の良さを誇れるし、また自分がここに住みたいとなれば帰ってく

るし、というような子供を育てたいなと誰もが思っている事ではないか

なと思います。それを小学校、中学校で独自のものを、先ほど言われて

いましたが、そんなのも盛り込むのが必要ではないかなと思います。 

寺西町長 新しい学校を今から作るという形ですね。その理念を出してやりまし

ょう。かなりハードになってくると思いますけど、やはりそこのところ

が無いと、説明しても、中学校の時の統合でただ少なくなったから１つ

に集めてなどの話も、その時こうするという中見的なものを出さないと、

学力というような話もそれぞれ出てくるのでしょうね。こんな形でやり

ますよというようにしないと。今、サンスポに一つに集めて、小中連携

でしますと言いながらも、連携のやり方を含めて、どういうような形か

も全然出て来ていませんし、先ほど、古田委員が言ったようなこんな形

でやっていきますとかですね。 

藤田副町長 将来像が示されたら、ここで現れている学力、国語、算数、数学とか

狭い事ではなくて、もっと広い意味の学力が大事だとこれから先の会議

では理解していただけるのではないかと思います。 

寺西町長 

 

最初の出だし、統合ありきでいっていたものですからね。そういう形

が固まればファシリテーターでやる時までにする形であれば、かなり時

間的には制約されてくる。だからそこは、逆にファシリテーターの分と

並行しながら、意見を聞いてそれを作り上げながらするのかどうかです

ね。 

万学校教育課長 多分、今、副町長が言われた広い部分ではなくて、保護者にとっては

狭い部分を言っているのだと思います。ともかく学力を上げてくれとか。

多分、そこあたりが一番、色々な意見を聞いている中ではですね。そう

いうのが、学力を上げるというような事が出来ればと思いますが、中々

出来ていない。 

寺西町長 だから私たちが主張しているのは、学力というのは国語、算数、理科、

社会とかだけではないのですよと、説明会で説明しましたよね。そうい
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う中で、学力とは全体的なもので、それを裏付ける部分は、こんな部分

ですよと。それは、良い悪いの議論はあるかも分かりませんよ。いや、

そんなことはせずに、国語、算数に特化してくれというような形がある

かも分かりません。我々もその中で、判断というのは最終的には総合教

育会議や町でしなくてはならない部分はあると思います。 

万学校教育課長 分かりやすい部分で言えば、国語、算数とかのそういう部分を挙げれ

ば一番、分かりやすいかなという気はしますが。 

寺西町長 もう一回話を戻しますが、やっぱり教育長や古田委員が言われたよう

な、どんな学校にするのかを、しっかり目に見えるような形でやらない

とでしょうね。ハードとソフトを含めてですね。 

古田教育委員 私も地域説明会に参加しましたけど、聞いている保護者、地域の方々

は、そういう学校をイメージ出来ないのです。だから、その学力の国語、

算数といったものに目がいく。後、学童はどうするのかとか、通学の安

全面とか、そういうところにいっているのではないかなと感じました。

やはり幅広くですね。これは仕方ない事だと思います。地域の人たちに、

分かって下さいというのは。だからそういうところは地道に話をしなが

ら、広めていくべきではないかなと思います。 

寺西町長 

 

 

 

 

 

 

 

そうですね。地域の人たちが一番にイメージするのは中学校の統合し

かないですね。色々な人の話を聞いていたら。だからあんなのでは駄目

ではないかとか、あんなのになるのではないかとか、そういった意見が

出て来ていたからですね。だから確かに色んな他の部分がイメージ出来

ていないので、こちらもそういうイメージを提示しないといけませんね。 

そうなると、どのような形のものにするのかというのは事務的なとこ

ろも含めて、かなりの作業になってきますし、短い期間でやらなくては

ならない部分がありますけど、それはやるべきでしょうね。 

この前、３４年４月と言って統合説明会をしたが、議会では一応、期

限の３４年は無いとしています。これは逆に、もう少し時間はかかるか

も分かりませんが、統合という中で、そこのところをしっかり、我々が

また、基本計画の案というような形でしておりましたけれども、そうい

う部分で、もう一度追加というか、補充して、強化して、基本計画案を

作り上げるというような形をやらないといけないかも分かりませんね。 

常に議会の時にも聞かれますが、まず基本計画案というのは、どこで

どうやって作って、誰がどう決めるのかという話をしますので、それに

対する答弁をしています。総合教育会議でした中で、そして町長が判断

してとの話をしています。総合教育会議についての役割も、ここで決め

るべきではないかというような話もあります。最終的にはどのような形
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になるのかですけど、今言ったような部分というのは必要かも分かりま

せんね。必要であるし、これは教育委員会だけではなくて、これは総合

教育会議ですから、他の関係部局もしっかり入るべきだろうと思うし、

入っての協議をしなくてはならないでしょうね。 

今、教育長や古田委員から出た意見については、私はそうだろうと思

っていますが皆さん方、どうでしょうか。そこのところを我々もしっか

り議論しながらやって、追って総合教育会議にこのような形の学校を作

っていくという部分で提示していく。このファシリテーターの部分は、

どういうような取扱いでするのかですけど、ここはここで意見をいただ

く場として、学校の形を作っていくのは、それまでには難しいでしょう

からね。 

次は、最初にいろいろ説明をするのは６月ですか。 

万学校教育課長 ６月の予定にしています。 

寺西町長 ２カ月あるが、それまでに出来ますか。また、集まっていただいて、

議論をしなくていはいけない。 

諌山教育委員 新しい学校をどういうものにするのかですよね。 

古田教育委員 一つ心配と言うか、よく分からないのですが、サンスポは大丈夫です

か。 

寺西町長 そういう風な部分が、どんな学校を作るのかによっては、果たしてサ

ンスポがとかいうような話も出てくるのだろうと思います。先ほど言っ

た自然と歴史などという事も、そうなると今の基本計画というのが、修

正とは言いますが、大きく変わってくるのかも分かりません。 

だから、サンスポは、今まで１０年かかっているから、３４年という

早めに、やっぱり子どもたちのために早く統合するべきではないかと、

そうしたら、どこで作るかという事で、いろんな何カ所かある中で、検

討した中で一番いいという事で出した。 

やっぱり、まずは委員の方々がさっき言ったように、こんな学校を作

りたいという事であれば、小中連携の部分や森の中でとか、自然の中で

とかいう話も、また教育の中で出てくるのかも分かりませんし、サンス

ポありきというような話にはならないのかも分かりませんね。だから、

まずどういう学校を作るのか。 

万学校教育課長 面積的には３万㎡あるので、それは大丈夫だと思います。ただ、この

前も少し言われていましたけれども、グラウンドとかをどうするのかで

すね。 

寺西町長 だからもし、そこの土地でという事であれば、他の部局も一緒になっ

て考えてから、今度は代替地をどうするのかという話も、やっぱりすべ
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きだろうと思います。サンスポにするという事であれば。 

かなりサンスポに対する反発がありますね。今、やっているのをどう

するのかと。それはどうするのかを示していないので、それは今度、グ

ラウンドはこうしますよとか、今ある小学校を使ってしますとか、今度

こんな部分を作りますとかの形になればですね。そうなると、色んな意

味で財政的なものも含めて、それはそれで議論はすべきだろうとは思い

ます。こんな形で、こういう事にお金をかけてやりたいと。いやそんな

ところにお金はかけなくて良いとかいう話になるかも分かりませんが。 

だからそこのところを、まず１カ月で作れますか。ハードやソフトも

含めたところで。 

信國社会教育課長  具体的なハード面ということですか。 

髙瀨教育長  大変だが、そこをしないと前に進まないような気がします。 

寺西町長 そこをしないと、同じ状況になるでしょうね。同じような意見が出て、

総合教育会議で判断しろや、このような問題は町で判断しろということ

で、最終的にそれでいこうかとなるのでしょうね。 

まあやり方によっては、そういうやり方もあるかも分かりませんが、

私自身としては、ある程度の理解を得てと思っているので、今言ったよ

うなものを、大変でしょうけどやりましょうかね。 

だからこのファシリテーターの扱いを今、言ったように始まる前まで

にということで大丈夫ですか。そうなると、最初の説明会のようなやり

方であれば、ファシリテーターも２回という話にならないのではないか。

今度、きちんと町の方で説明してすれば、ある程度２回でも良いのかな

とも思いますけど。これはファシリテーターの方が来られるのは２回で

あって、また後の部分は、その流れのなかでやっていこうと。 

だから、なるべく早く統合して子ども達の為にはと思っていますけど、

なるべく早くということで、３４年が次の３５年、３６年になるかも分

かりませんが、子ども達の為には早くしてほしいとというような保護者

もいるだろうと思いますけど、我々も一つしっかり、もう少し時間をか

けてという事でいかがですか。 

他にご意見等ありますでしょうか。 

諌山教育委員 これは契約が今月末になっていますが、ファシリテーターと契約する

方向という事でよろしいでしょうか。 

万学校教育課長 若干、５月まで入るかもしれませんが、締結したいと考えています。

今、事務の方を進めているところです。 

寺西町長 なにか、少しでも気になる点などがありましたら、お願いします。私

が気になるのは、基本計画案がなんだったのかということになるかもし
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れませんが、そこは子ども達のためですから。 

諌山教育委員 学校の統合により地域のコミュニティが衰退するのではないかという

ところですが、大体、各地域の大方の意見で多いですよね。 

昨日、農協の説明会の時に、みんなが言うのは小学校が無くなる、保

育園が無くなる、農協が無くなる、津野はどうなるのかという、そうい

う意見もありました。そのところは、学校教育というよりも、町政の部

分になってくるのですね。 

寺西町長 この学校の部分についてもカリキュラムもそうかも分かりませんし、

そういうものはやっぱり全体にかかってくると思います。まちづくり課

などにですね。だからそういうものは、完全に総合教育会議でそういう

ところも含んだ会議になると思うのですね。例えば、事務局は総務課が

するのを事務局に委任しているということですよね。委任して教育委員

会にやってもらっている形でありますので、やはりそこのところは取り

組んでいかないと、これからそこの話も出てくるんでしょうね。一番、

不安というか、重要な、後をどうするのかという事は。 

諌山教育委員 後、若者定住政策で、そこの場所はそれなりに子ども達を通わせてよ

かったと、メリットがないとですね。 

寺西町長 桝田に行って話をしたら、かなりご意見を言われました。子供が中元

寺の学校に行っているが、不登校気味ですが、中元寺の少ない先生が少

人数の中で、よく面倒を見てくれてというようなことを。それは、少人

数とかいう形ではなくて、先生の面倒見が良いからではないですかとい

う話も色々と議論しましたけど、やっぱり同じようなことを言われてい

た。だから、こっちに少ないところの学校ということで来たという形で

すね。 

でも、統合したとしても、そんなに大人数の学校にはならないですよ

という形は説明したが、やっぱりそこのところは納得できないのでしょ

うね。だからそういう意味合いでは、統合したとしても、そういう子達

をどうするのかという部分も含めて、こういう風なという具体的な形を

やっていかないといけないかも分かりませんね。 

万学校教育課長 例えば、２０人から２５人くらいの学級が一番、良いような話を聞い

たので、そういう人数規模のクラスを作っていく、というようなそうい

う内容でも良いのですかね。 

寺西町長 そこはそういう風な例を出して、議論する話になるからですね。 

万学校教育課長 学級があまりに多いとかいう意見があればですね。 

寺西町長 多い時は良かったですよ。我々の時は、多いので良かったですが。 

今の状況からいけば、必要最低限の集団というのは必要なのかなと思
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いますがね。 

諌山教育委員 一番面白いのは、大きい学校を一つ作って、一クラス１０人くらいと

小さくして、子供たちの性格に合わせて２つの形態にしたような学校を

作ったらとか、そういうのもあるのでですね。この間も地教委連絡会の

研修で伊良原学校を視察に行きました。これは、参考になるかと楽しみ

にしていたら、建物が立派な建物だったが、そこら辺のところはやっぱ

り、中々、本当に運用出来ない。少人数が謳われて、他の町中から希望

者が入ってきていますが、やっぱり地域の生徒がいない。地域の生徒が

いない学年が、確か１学年ぐらいはあったですね。そこら辺は中々、上

手いように運用できていない。上手く運用できていたら参考になりまし

たけど、中々難しいところがあるみたいです。 

寺西町長 だから、添田らしいというものを作らないといけないですね。 

朝、歩いてくる時に５、６人の子どもが落合に行きようですね。バス

待っている。よくお父さんお母さんたちが送ってきて、そして、落合小

学校へ行っている。特認校しているからだろう。やっぱりそこのところ

が、そういうような人数のところがあります。特認校生ばっかりが行く

と、混乱も起きるかもしれないですね。 

だから、そこのところを少しやってみましょう。そして皆さん方に提

示して、また皆さん方の意見を聞いて、ファシリテーターが入ってもら

う前に、我々の姿勢としてこうと示すとかですね。 

そう言う事でいかがでしょうか。この部分について、事務局も大変で

しょうけど。まちづくり課にも私も言いますので、入れ込んで、学校の

方はこんな学校を作るので、とかですね。 

髙瀨教育長 どうしても話し合いをしていて印象に感じるのは、先ほど、諌山委員

さんが言われたように、学校がなくなる、保育園がなくなる、農協がな

くなる、地域はどうなるのかとの話をこの会議の中で出されると、私達

もそっちの方に振られると、学校の話にならないのですよね。 

今、町長が言っていただいたように、まちづくり課とか他の部分があ

る意味受け持つというか、その辺のところも同時に考えていかないと、

どうしてもこの中にそっちが入ってくると話が進みにくいという状況に

なる。 

寺西町長 入って受けないといけないと思いますよ。教育は切っても切れない話

になってくるでしょうから。だから、こっちはこっちと分けるのは非常

に難しいかも分かりませんね。やっぱり入って、町として、だからそう

いう意味で総合という形でやらないとですね。こっちでもやって、その

中でも我々もそういう町づくりの部分を議論してもらってですね、意見
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を出してもらって。 

諌山教育委員 それは避けて通れないでしょうね。教育長と古田委員が言われたよう

に基本構想をカチッと作り上げて、それはこういう意見もそういう事な

ら、多少はしょうがないから、別の面で町の方が地域を活性化するよう

な何か方法はないだろうかという風にならないとですね。そうしないと

前に進まない。 

寺西町長 

 

 

だから、同時に色んな提案が出来るのであれば、一番良いのでしょう

けどね。 

そのような形で、それぞれご意見があっただろうと思います。この部

分については私も色々言いましたけれども、今言われたように添田町と

して、ハード、ソフト含めてどのような学校を作っていくのか。その中

には、ここに出てきているような大きな地域、学校を統合した場合、廃

校になる地域はどうするのかを含めてですね。それはまちづくり課や総

務課を含めて、そういう形で考えていきますので、そこのところまでの

議論が出来て、きちんとしたものが提示できれば良いけど、先ほど諌山

委員が言われたように、この分については、今後どういう風な形でやる

のか含めて、検討をまず事務局からよろしくお願いします。そして、ま

た皆さん方のご意見をお伺いする事になると思います。 

では、そのような形でお願いします。 

万学校教育課長 現時点でということで、資料を作成しています。 

６月に再度、総合教育会議か教育委員会でスケジュール案を見ていた

だかなくてはいけないと考えています。 

※別添資料に基づき、説明を行う。（今後のスケジュールについて） 

ある程度、最短を考えたところでして、地域協議会等でいろいろな意

見が出て来て、少しずつ下がってくる可能性があります。今のところ、

早い計画として作っているところです。これは、短いスパンでの計画で

あります。 

寺西町長 これは、総合教育会議に提示したということではなくて、事務局が皆

さんに参考にという事で理解していただけますか。総合教育会議にこれ

を提示して、議論していくという事にすると、このルートで考えている

という事になってしまうのではないか。 

万学校教育課長 そうですね。それが少しありましたので、どのようにするかと思った

のですが、何か分かるようなものがいるのかとも思いましたので。 

寺西町長 だから、一応、参考でも公文書になるからね。 

万学校教育課長 あくまで参考資料という事で。 

寺西町長 事務局が言ったように、もしまとまればこういう風な形になっていく
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ということですので、終わりがあって、それから進めるという形ではな

く、最初があって、進めて行くというような話ですので、その点のご理

解をよろしくお願いします。 

その他、何かありませんか。 

髙瀨教育長 この話の１つ前の段階ですが、ご存じのとおり学習指導要領が改訂に

入ります。それで、添田町は実際、平成３２年から正式に小学校でスタ

ートしますが、内容的なものを含めて、前倒して、来年度の３１年度か

ら学習指導要領を全面的な取り組みに小学校が入ります。 

小学校は非常に四苦八苦しているのが、今の時間割だけでは、もう授

業時数が増える関係で、時間割の見直しをしないといけない。場合によ

っては土曜日授業が年間３，４回、学期に２回程度していますけど、も

しかすると、土曜日授業を月に１回ずつぐらい入れないといけない。ま

たは、他の方法としては、夏休みを前倒しするような形でいかないとい

けないという学校の状況にあります。 

今年の天気からすると、今年は蒸し暑くなりそうですけど、学校のエ

アコンについても、校舎が新しくなるからと言って、おそらくここ数年

間は説明してきたと思います。 

寺西町長 説明は、そうではないと思う。 

髙瀨教育長 そうではないのですね。私の勘違いで、すみません。 

中々、対応が出来ていないところですけど、これは予算的に相当なも

のがかかる事もあって、諸々の理由があって、教室等にエアコンが設置

できていない状況です。校舎については、統合の話で何年か後にはとい

う事がありますけれども、やはり状況を考えた時に多少、お金が掛かっ

ても各学校の全教室に全部配置とかでなくても良いと思います。小さい

学校はですね。色んな設置の仕方があると思います。エアコンの設置も

考えていかないといけないという風に教育委員会の中でも話題に出てい

ますので、是非この場で町長もおられますし、委員方のご意見等もいた

だければと思っているところです。 

寺西町長 今、言った分で校舎のことや新しくなるからということではなくて、

私も代表質問で答弁しました。これは必要ないのだと。小学校の、また

今度は、時間が長くなるというのはあるのかもしれませんが、夏休みは

あるし、期間は６月から少しの短い間、そういう事があるので、私も教

育委員会にも話を聞いて、そういう部分については、必要ないのだと。

子ども達にも、そのお金をクーラーではなくて、扇風機等で対応すれば、

十分だというような話を聞きまして、私も代表質問の時も何年か前の時

に答弁しているのですね。クーラーは必要ないのじゃないかと。 
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それが変わったというのは、１つの部分については時間が長くなった

と言うような形、そして異常気象というか暑くなってきたというのは、

それは今までとは説明が違うのかなと思うけど、実際、どうなのですか

ね。もちろん費用も掛かるからという部分も説明を受けた形ではあるの

ですけど。 

藤田副町長 何年か前に添田小学校は送風機を、とても暑いという事で設置して、

ある程度、少しは落ちるという事で、これでいこうという事でした。し

かし、次の年は使っていないというか、倉庫に直したまま。実態を見る

と、扇風機の教室もあるし、扇風機は本当に子どもに向かっているのか

という事もないし、窓が開いているかといえば開いてもいない。どうも

学校の環境管理と言うか、そこあたりがしっかりすべきもので、それで

駄目なら、訴えるものがあるのだろうけれども、もう少しその辺が、私

の教育長時代の時で申し訳ないのですが、何と言うか、窓の開閉や、扇

風機や添小にある送風機をきちんと設置して、それを機能させているか

といえばどうなのかなと思う。そうしないまま、クーラーと言うのは、

早いのかなと思います。 

教育委員会としては、その辺をもう一回検討してとは思います。 

寺西町長 時代の流れとしてはクーラーなのだろうと思いますね。だから、一回、

設置しても良いのではないかなと思っている事は思っています。 

それで、学力が上がりますかね。 

髙瀨教育長 数年前、添田小学校にかなりお金をかけて、送風機を購入した話を昨

年の夏に聞きまして、使っていない話も聞いています。私もはっきり言

ったら、そんな無茶な話は無いと。要望があって、かなりのお金を掛け

て対応したのを、中に氷か水を入れるということで、次の年に管理が悪

かったのか分かりませんが、かび臭い臭いが出るとか、後、音もするの

で中々、授業に支障が出るみたいな事もあったそうです。しかし、いき

なり持ってきたわけではなくて、これでどうかと言ったら、それで良い

ということだった。 

万学校教育課長 一応、実証実験をしてみたそうです。 

髙瀨教育長 実証実験をした経緯もあるので、学校はそんなのでは駄目だと言うの

で、駄目なら教育委員会に１つ持ってきて、私が実際に試しに使うので

と言ったが、持ってきませんでした。 

だから、副町長が言われたとおり、学校がきちんとどの程度、対応が

出来ているかというのは再度確認するなり、指導する部分は、あると思

います。 

寺西町長 必要最低限つけるのはどのくらいかかるのですか。費用的には。 
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私も普通の家庭用のクーラーで良いかなと思っていたら、そうではな

いそうですね。川崎町も去年にそういった話があったが、川崎町長も結

局は付けないという事で。元の電気の機械の関係で３千万や４千万円は

かかるという風には言っていましたが、実際どうなのですか。 

万学校教育課長 実際、キュービクルという電源の改修が必要で、そこが１千万円かか

るみたいです。それで添田小学校が１４台でリース契約の見積を平成２

５年にとっているのですが、大体、２千５、６百万円くらいかかるよう

になっています。１校だけです。 

ただ、自分が分からないのが、これは大きい機械です。床置き型のオ

ークホールのあるような機械だと思うのですが。 

寺西町長 何故、家庭用の機械では出来ないのですか。家庭用の機械を１台ずつ

付ければ、付けれそうな感じがしますけど、電源とか出来ないのですか。 

万学校教育課長 そこは聞いてもらうように、今は係長にお願いしています。 

寺西町長  家庭用が付けられれば、そんなに高くはならないと思うが、出来ない

のですか。 

万学校教育課長  機械の金額的には高くないと思いますが、後は、元の電源のキュービ

クルですね。 

髙瀨教育長  エアコンを一斉に付ければ、今の状態ではどうなのか。 

万学校教育課長 一斉に付けるから容量が必要になるのではないかと思います。 

寺西町長 設置しても良いかなとは思いますけど、時代としてはですね。 

それで、学校の授業が長くなるというか、大変で土曜日授業とか言っ

ていたのは何故ですか。 

髙瀨教育長 学年によって違いますけど、私も今、手元に資料はありませんが。 

現在の時間割そのものとしては、ほとんど５、６時間目までみっちり

です。今、工夫している学校の話を聞くと、通常の朝の会などの時間を、

カットして、時間割上は７時限目までなるような仕組みにしたりしてい

ます。それだけ時間数を確保しないと、今度は３、４年生にも外国語活

動という時間割が３５時間プラスになりますし、上学年は７０時間です

から、同じく３５時間上乗せされますし、道徳なんかも、いわゆる教科

という形で、位置付けが必要になってくるということです。 

寺西町長 昔から比べると、そんなに増えているのですか。何でそんなに増やす

のですか。我々も地域活動などをお願いしようと思うけど、先生たちは

難しいと言うからですね。 

でも、それはしないといけないのでしょうね。 

髙瀨教育長 これは、いわゆる基本の部分で、それに合わせて、今度は働き方改革

じゃないですけど、教職員の労働時間を短くするとかという話も一緒に
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おりてくるので、学校現場としては、いかにどのようにするかという状

況もあったりします。 

寺西町長 それでは６時間目は何時くらいですか。 

髙瀨教育長 高学年の６時間目で終わる時間は大体、午後４時ですね。 

万学校教育課長 増えるのは７０時間ですか。 

髙瀬指導主事 英語が５，６年生で３５時間増えます。３，４年生で１５時間増えま

す。それに道徳が教科化された事によって、町としての人権プランが１

２時間ありますので、これが１２時間増えます。ですからトータル４７

時間増えます。４７時間増やそうと思ったら、毎月、土曜日授業やった

としても、２８時間しか増えませんから、土曜日授業でいこうとすれば、

月２回の土曜日授業を毎月しないといけません。土曜日授業だけでいく

とそうなりますが、夏休みの前倒しを、例えば８月２１日出校日以降を

２学期としますというやり方でいけば、大体７日。ですが、今のように

クーラーがなければ３時間が限度で、それでも２１時間しか増えない。

もし給食が出来れば６時間という時間であれば、６時間かける７日の４

２時間でちょうど足りない部分を補足できる。 

藤田副町長 いくらそんな風に組んだとしても例えば、大雨や大雪等で臨時休校す

る可能性も入れると学校現場も回りませんよね。 

髙瀬指導主事 現時点で余剰時間は４０時間あります。ただ、今言われたように災害

とか様々なものがあって、臨時休校だとか、様々な事がありますから、

それが全く無い状態で始めてしまうと、臨時休校した分、全部、夏休み

冬休みに出て来ないといけないと言う話になります。 

寺西町長 

 

 

 

 

夏休み、冬休みは欲しいですね。何でそういう方向になっているので

しょうね。それでしたらクーラーも必要にかもですね、夏休みにもかか

ってくるのであれば。 

それは、もう一回、家庭用とか一斉にするという話があるかもしれま

せんが、もう一度その点を考えてみて下さい。出来れば家庭用で、それ

か一人ずつ卓上扇風機を渡したりとか。 

１４台いるのですよね。 

万学校教育課長 添田小学校だけで１４台です。 

寺西町長 それが一斉に使えば、いるのかもしれないですね。短時間かもしれま

せんが。 

そこのところ検討してもらって、なるべく、今の時間数を聞けば夏休

みに授業をしないといけないようにあるので。そして、異常気象が異常

気象でないようになっていますからね。１００年に１回が３０年に１回

とかですね。出来れば、その点を検討してもらって、夏休みに授業をし
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ないといけない可能性があるので、付ける方向でという形で検討してみ

てください。 

皆さん方で何か気になるような部分とかあればどういった事でも結構

ですので何かあればお願いします。 

無いようですので、次回、お集りいただく時は先ほど言ったような、

こんな学校、こんな地域を作っていくという部分を含めまして、ご提示

して意見をお伺いするという形。出来たら６月前までにという事で、ま

た、それぞれご意見を聞くと思いますけど、その時はまたご協力をよろ

しくお願いしたいと思います。 

それでは、これで終わらさせていただきたいと思います。 

長時間、ありがとうございました。 

 


