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平成３０年度 第２回添田町総合教育会議 議事録 

 

日  時：平成３０年８月１０日 金曜日 午後３時００分～午後５時００分 

場  所：添田町役場 ３階 委員会室 

 

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説明会での課題について 

      ②義務教育学校について 

       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 お忙しい中、お集りいただきありがとうございます。それでは平成３

０年度第２回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。 

最初に寺西町長ご挨拶をお願いいたします。 

寺西町長 皆さんこんにちは。 

非常に暑い中、お忙しい中お集まりいただきありがとうございます。

昨年、小学校の統合に関しまして、統合案の説明会という形で開催して

きたわけでありますが、色々なご意見をいただいております。その中で

前回も色々なお話、協議をしていただきました。これまでの計画はあく

まで案だということで、色々な意見を聞いて肉付けをしながら良いもの

にしていくのだ、ということでご説明申し上げまして、前回の総合教育

会議の中で縷々、議論していただいた中で、最終的には古田委員さんか

らのご発言にもありました、今後どのような学校にするのか、そういう

ものをしっかり、これからは統合というものは、集団教育がいいや少人

数教育がいいといった議論をしても始まらないと言ってはおかしいかも

しれませんが、どちらも良いものであると思います。我々もはっきり申

し上げまして、行政の理屈と言えばそうかもしれませんが、子どもたち

が少なくなる、そして財政的にも現状を維持していくのは非常に難しい

というの中で、これからの子どもたちの教育をやっていくためには、統

合が必要であると言っています。 

その話の中でもう一つ、統合するという上においては、統合してどう

いう風にやっていくのか、具体的には夢とかビジョンとか、添田町の教

育としてこういう風にやっていくのだという、ただ単に先生が増えます

よ、施設が良くなりますよ、ということだけでなく、そういうところを

しっかりとやらなければならないという、前回の総合教育会議での意見

だったという形で、今回、それを踏まえての案が出来ているのかと思い

ます。そういうものをたたき台にして、今回、またいろんな説明会を行

っていきますので、その中でそういったものを説明しながら少しでも多

くの人に理解していただいて、より添田町の子どもたちのために、また

教育環境も出来るようにとしていきたいと思っております。 

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、添田町総合教育会議設置要綱第４条の規定に基づき、町長

が議長になるという事になっております。 
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町長の方からよろしくお願いいたします。 

寺西町長 それでは、議題で、１番「説明会での課題について」、２番「義務教育

学校について」、３番「その他」とあります。 

今手元に配られている資料を時間も限られているので、簡潔に説明を

お願いします。 

万学校教育課長 配布資料「小学校統廃合に伴う新設校の魅力（具体的なイメージ）案」、

「昨年度の地域説明会における課題に対する検討事項」に基づいて説明

した。 

寺西町長 説明会での課題ということですが、ご意見等いかがでしょうか。 

私は先程の説明を聞いても何かよく分からない。色々と検討はしてい

るようですが、これを１回、まとめないといけないのではないか。 

基本計画を作って出しているので、その計画の改定版みたいな。この

前の基本計画は検討すべきものが検討されていないし、本来やるべきも

のがされていないのではないかと、色々と質問が出されていた。それを

もう１度、色々と検討しているものが書かれているが、また同じように

分からないのではないかと思う。項目ごとに分けて、最終的には財政負

担も含めて。 

冒頭のあいさつでも言ったが、集団教育が良いとか、文部科学省が言

っているとか、そればっかりの話になってしまう。文部科学省が言って

いることにも根拠があると思うが、その根拠の部分を説明しないと、我々

分からない人には伝わらない。教育に携わっている人には分かるかもし

れないが。国が言っているとういうのではなくて。 

そしてまた、私自身は本音の部分で、少子高齢化が進んで、みんな集

めてやらないと今のようなものができないとか、財政的なものや将来的

なこんな学校を作るというのも含めて、色々な検討もされているが、こ

れについてはどうかなと思う。 

これをもって、次の説明会を行っていくのか。 

万学校教育課長 次の説明会等については、ファシリテーターの方がワールドカフェ形

式でみなさんの意見を聞くような形です。 

寺西町長 それはそれでいい。ただ、基本計画の部分をしっかり肉付けしないと

いけない。町の出した基本計画をそれぞれこの資料に書いているのだろ

うけど、検討の部分をもう一度。これまでと違った土地の部分なども書

いてあるがそういうのをしっかり書いてみますか。資料の作り方の問題

かもしれないが。そして、中身でもかなり漠然としている。スクールバ

スはスクールバスで絶対やると、それはもちろん財政的なものを含めて、

ステーションを設けるなら設けるで、費用はこれくらいかかるみたいな
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形でも良い。この資料を基に、どういう風にしてよいのか分からない。 

万学校教育課長 人数についても将来的に減っていくなど、ここにはそういったものも。 

寺西町長 人数が減っていって何が悪いのか、そういったところをしっかり説明

し、こうするというところを決めていって。 

私自身は本音を言わせてもらえば、財政的なものがクリアできれば統

合はせず今のままでも、という思いもある。現状を継続して維持できる

ような手段があれば、だが、私にはその手段、方法は思いつかない。な

いからやっぱり統合せざるをえないという話になる。 

万学校教育課長 財政面あると思いますが、私自身も子供が小規模校に通っていました。

また役場の職員にも意見を聞きました。特に男の子については、もっと

スポーツもしたかったと。小規模校であれば全然できないといった意見

もある。一つの例として。 

寺西町長 そういう部分があるので統合しますとしているのだから、そういう部

分をしっかり説明なり、書くなりするような案ではなかろうか。国が言

うから集団がいいとか、単なるその部分だけではなく、集まった方がこ

ういうところもあると。 

ただ、少人数と集団という部分で議論すれば平行線だろうと思う。今

の部分は確かにあるだろうけれど、少人数であれば工夫して色々といっ

たものもあり、どっちが良い、悪いというものでもないのかもしれない。

最終的には継続的な運営が、今のような状態のままではできないと、そ

ういう形であれば集まって、という理解をいただければと。 

万学校教育課長 この前、試算をしていましたが、お金の話になってしまいますが、例

えば古くなってそれぞれ全部建て替えるというような話になってくるの

ではないかと思われます。 

寺西町長 ただ、そういう計画の部分をもう１回整理して、それぞれの検討はし

ているだろうし。みなさんはどう思いますか。 

藤田副町長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

よろしいでしょうか。 

具体的に学校に行く子どもについて、子ども像は新しい学校に対して

考えなければいけないことだが、町として、町長の挨拶でも言ったよう

に、私たちがこんな子どもを育てたいというビジョンは、少しでも触れ

るべきだと思うのです。しかし、それでこの文面の中を見ると、例えば

「生きる力」という部分があるじゃないですか。それで「生きる力」の

説明として１ページの下の方に、豊かな人間性とか書いていますよね。

このあたりの単なる学力というものの捉え方というか、子どもに力をつ

けなければいけないのは、こういうことですよというのを、まとめてい

くとビジョン的なものになるのではないかなと思うのです。反して、こ
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藤田副町長 の資料の中に学力の低下とあるじゃないですか。私たち自身がどうして

も、こんな子どもたちに育てたいと思っていても、一方では国語とか算

数の学力を見たら、低下ではないのです。停滞なのですよね。低下だと

右肩下がりだけれど、停滞だと上がったり下がったりがある。 

ものの考え方として、一方では大きなものを考えていても、学力を見

たらこうだろうと、実際、地域で話をしていると、国語、算数の学力の

ことを言われて押し黙ってしまう。そうじゃない、もう一つの大きなも

のがあるのですよということが、今後いるのではないか。大事なページ

だと思うのですが。 

寺西町長 私もまた反するようなことを言ってしまうかもしれませんけど、逆に

添田町としては、これは目先だけの話になってしまうかもしれないです

けれど、統合して学力をしっかりつけるような学校を作っていくのです

よ。国語・算数・理科、といったようなものも一つあるかもしれない。 

逆に学力じゃない、スポーツだけというような形もあるのかもしれな

い。やっぱりそのあたりを明確に示さないと、国から言われるから、や

っぱり集まってやった方が良いというような感じを受ける。大半の人は、

多分こんなに人数が少なくなっていけば統合せざるを得ないと分かって

いるのだろうと思います。だけど、統合してどうなるのか、ここにも書

いている中学校のときのイメージが。 

中学校は統合したから問題が起こったのか。 

万学校教育課長 本来は統合とは関係ないだろうと思われます。 

寺西町長 統合しなくても問題は起こったのか。 

万学校教育課長 統合しなくても問題は起こったのではないかと思います。 

寺西町長 統合したから起こったというか、顕著になったのかもしれない。 

小学校も統合したら、また顕著になるのではないか、という話になる

のではないか。いや、そういうことではないかもしれないが。 

万学校教育課長 そのあたりは、先生だけでいいのかという話かもしれませんが、少し

でも先生の人数を確保していただくことで対応をしたい。 

寺西町長 先ほどのような、こんな学校に、統合は仕方ないね、仕方がないけど、

こんな学校になってこういう風にできるなら、統合もやむを得ないかと

いう。それは、それぞれ個人の納得の仕方かもしれませんが。そして、

その通りやっていくべきだと思います。 

どんなことでもいいのですが、何かありませんか。 

諌山教育委員 

 

 

今日いただいた資料、結構、説明会以降まとめて色々と資料を作って

いただいてきているのですが、これをいちいちすると意見がぼやけてし

まうのではないかと思うのです。一つは、一番最初に町長の話で言われ
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諌山委員 

たように、前回の会議で古田委員さんの提案でよりよい学校を目指して、

そういう学校像を作った上で先に行こうと、これにはちょっとまだその

あたりが見えていないと。もう一つは、地域が段々、少子高齢化になっ

て、今時点で地域が活性化して、まだまだ元気な頃にこういう統廃合と

いう大きな事業をするのは、今を除いてほかに時期的に難しいのではな

いかと。地域の人数が減って高齢化が進むと、統合した後の地域の活性

化をどう構築していくか、そういったところに全く対応できないと思う

のですよ。だから、学校を統合して、地域が学校を頼らずに何とか地域

を活性化していけるような形にもっていけるのは、地域が元気なうちに

そういう大きい事業をしてしまうのも。学校が統合しただけでも地域の、

全くなくなってしまう、まずは学校をきちっとした、明確な良い学校を

つくるというのを一つと。それから統合した後の地域に対して、地域は

まだまだ元気なうちに、良い方向で元気に暮らせるようにやるような形

にしましょう、という２本立てくらいで進めていくような。学校だけを

優先すると地域も、地域のこれからのところを考えてやって、なおかつ

学校を一つにするというような形でないと難しいんじゃないかという気

持ち。ひとつ、地域の心配のところ、子育て世代が地域に帰ってこなく

なるという意見が出されていますけど、今更こういう意見が、すでにも

うほとんどの地域で、子どもたちが学校を卒業したりしたら地域に帰っ

てこず、外から通って子育てしているような恰好になっている。これだ

けを地域が心配している、過去にこういった事態は起こっている、子ど

もたちは少ないので、これはちょっと今時分心配されているというより、

数年来すでに起こっている状態だと思う。 

寺西町長 私も今言うように、２本立て、絶対学校だけという話ではなくて、そ

の地域の、前回の意見を聞く中で大きなウェイトを占めている。学校の

統合だけじゃなくて地域の部分を、これにはこの後、地域と一緒になっ

て話してとありますけど、そこはある程度主体的にいかんと、活性化策

なり案なり示さんと。それを協議、もし地域と協議するなら協議の場を

すぐに設けるような形にするとか、統合と並行しながらやるとか。そう

いう方に、これほんと確かに、あとどうするのか、絶対疲弊、疲弊とい

うか、小学校がなくなれば地域がという。それと、いろんな話で、話が

とんであれですけど、朝いつも特認校をしている、何人か、４～５人か

落合にバスで行って、どうして、何で向こうに行っているのか聞いてみ

ようかと思うけど聞けない。それはおいといて。今言ったそこのところ

を２本立てというか、大きな部分になろうかと思いますね。だから教育

委員会だから学校だけ、というような話でもないような気がしますけど。 
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髙瀨教育長 

 

今の件については私も全く同感ですが、今回予算をつけていただいて、

ファシリテーターの方に入っていただく。私はむしろその面も十分対応

できるのではないかと、この話が始まったときから思っているところで

す。ファシリテーターの山口さんにしても、スタンスとしては町の意向

を受けて統廃合のために誘導するような話し合いの仕方ではありませ

ん、というのが前提ですし、いろんな意見を聞かせていただく中で、ど

うしても行きつくのは先ほどから出ている、どんな学校にするのか、そ

の後、学校がなくなって地域がどうなるのかというのは、いやでもその

中で出てくる議題だと思うし、そこにしか絞られないだろうと予想して

います。今回の、今月末からの説明会というか討論会というか、その結

果が良い方向に進んでいくか、何か訳の分からないような方向に行って

しまうかのちょうど境目かなと。そういう意味でも、今回大事にした会

議にしていきたいなと。 

寺西町長 その時にですよ、その中で、町としてはどうなのか、教育委員会とし

てはどうなのか、という議論になったときに、どうなんやろうか。そこ

のところ、さきほどのは、意見を聞くだけですよ、住民の討論を聞くだ

けですよ、というような話。その中で絶対町としてはどう考えているの

か、どうするつもりか、みたいな話に行きつくのではかと思っているの

ですけど。いや、それはあなたたちの意見を聞いて集約しますよ、一回

したら次、返しますよ、という話なのか分からないけど。 

万学校教育課長 山口さんとの話し合いでは、町長の言われた、そういう話を聞いて、

その次のときに、それを受けてどういう風にする、といったような２段

構えじゃないですけど。とりあえずいろんな意見を聞こうという方向で

考えているという風に仰ってました。 

寺西町長 そうすると、今度の、今我々が統合案を出している、それはどう理解

して、どう説明会で。もうまっさらよ、なしよという話になるのですか

ね。 

万学校教育課長 いや、もう基本的な統合するという部分は打ち出さないと思います。 

寺西町長 ただ、統合するということだけの話で議論してください、ということ

になるのか。議論というか意見。例えば通学とか。 

万学校教育課長 はい。そのあたりも出てくると思います。 

寺西町長 その時には、いや、あなたたちで、地域の方たちで議論してください、

ということになるのですかね。 

万学校教育課長 １回目はそういった感じでと言っていました。いろんな意見をとにか

く聞こうと。出た意見によって、こんな意見があったけれどどうですか、

と投げかけをしていくと。 
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寺西町長 そうなると、教育委員会側は特に１回目では発言はないわけだ。 

万学校教育課長 はい、さきほど言った統合の部分、基本計画の部分については当然あ

るかと思いますが。 

寺西町長 それを持ち帰って、たたくというような話になるのか。例えばいろん

な意見を聞いて、統合するためには通学の安全が確保できないじゃない

か、場所はどこにするのか、というような話がでてくるのだろう。場所

は今の場所がいいのではないかとか、例えば落合なら落合の今の学校に

統合したらどうか、といった意見が出されるのかもしれない。そういう

ようなものをここで。 

万学校教育課長 最終的にはここで、はい、結論的には出さないといけないと思います。

そしてそれによって決める方向になるのではないかと思います。 

寺西町長 いろんな意見が出て、例えば今のサンスポ、場所だけの話をすると、

添田小学校の跡、落合小学校や、ちょうど真ん中ぐらいのところ、とか

出てきたときに、それで出てきた、３案～４案出てきたとこで、もちろ

ん財政的なものとかも検討したところで、どうするかをここで決めて次

に。 

万学校教育課長 その、例えば出てきた意見に対して、予算とかの資料を出して、これ

だけかかりますよ、などを次の時に、これを見てどう思いますか、とか

ですね。そういう風な方向に。 

寺西町長 ３つなら３つの案に対して、こっちなら１０億かかりますよ、こっち

なら３億ですよ、どうですか、といった感じで。 

万学校教育課長 そうですね。そういったものを見せるようになるのではないかと。そ

れでまた、意見を、あなたどう思いますか、とかですね。こっちは１０

億、こっちは１億ですよ、とかを見せた上で、どうですか、となるよう

な。 

寺西町長 出てくる人にも左右されるのでは。 

古田委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いいですか。これだけまた、前回に比べてかなり資料が出てきて、非

常に良いことだと思うのですが、私は次の８月末に説明会がありますけ

ど、ぶれない姿勢でやるべきだと思いますよ。それにはですね、時期が

来ていると思いますよ。一つは児童数の減少、そして校舎の老朽化、こ

れは仕方ないんですよね。どうしようもないことですから、それらを総

合的に見たときに、私はもうここできちっと決断すべきだと思います。 

前回の説明会の中でも、デメリットは具体的ですよね。メリットの部

分が、どうしても抽象的なのですよ。そこでやりとりしても、絶対とは

言いませんけど、初めて来ている保護者の方とか地域の方とかいうのは

やはり不安を抱く方が大きいかな、と私は思いました。ですから、メリ
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古田委員 ットの部分で言うなら、これの３／５ページのところ、新校舎の具体的

なイメージ案というのがありますけど、やはりここはこの酷暑の中でエ

アコンの問題とか出されてますよね。この点なんかも一つの利点だと思

いますし、あと、今度２０２０年から大きく変わりますよね、指導要領

が。その中で、パソコン教室なんかも必ず必要ですよね、授業で。あと、

運動場とか体育館にしても、やはり近代的なものができますよ、と具体

的なイメージを示してあげれば、そこで納得される保護者の方もおられ

るのではないかなという気がします。なので、そこをきちっと具体的な

イメージがもてるような案をやっぱり持って出していくべきだと。場所

についてはもう予算のことがあるからあれですけど、第１候補はオーク

ホールのところですかね。それか、中学校の跡とか色々なところがあり

ましたけど、それは後の問題でもいいのかなと、とにかくイメージを持

ってもらうことが、私は先決かなと。 

寺西町長 そうですよね、先ほど何度も言っていますが、統合もやむを得んね、

と言いながら、どんな学校に…。エアコンのない学校がまたできるので

はないだろうか、いやそうじゃなくて、統合すれば今よりも、要するに

今と比較するのも大事ですよね。そしてそれ以上のものを。先ほど言う

ようにメリットの部分というのはしっかり、我々はもしかすると色々知

りすぎて、メリットは国が言うとおりのこととか、これが言うとおりあ

あなってるとか、父兄とか地域の住民の人たちはイメージしにくいのか

もしれん。そこのところはやっていくべきだろう。だからそういうよう

な学校、ハード部分もあってソフト部分もあるのでしょう。今聞く課題

の部分はやっぱりあれというような形になるのでしょうね。 

古田委員 宮若市に行かせてもらいましたよね。体育館なんかを見るとすごいな

と思いましたね。ああいうところで体育にしても、部活にしてもやれた

ら子どもたちは幸せだろうなと思いました。あと一つ、中高一貫でやる

のであれば、利点なんかもありますよね。あっ、中高一貫じゃなくて小

中一貫ですね。そういったところももっと出せないかなと思いますね。

学力についてはですね、これ一概には言えないと思います。これは後で

どう仕組んでいくかだと思います。やはり今みたいに町雇用の講師とか

も何人か配置していただけるのですよね。 

万学校教育課長 してもらおうとは考えています。 

古田委員 そこらへんをきちっと固めていけば。 

寺西町長 そうですね、施設環境の整備の部分は統合することによってこういう

風にできますよ、と。この次の説明会というのは具体的なイメージが、

統合してこういうような施設を作りますよ、というのはしっかり次の説
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明会で伝えるべきことかもしれませんね。 

諌山委員 今月の町報に載っていましたね、統合の。 

万学校教育課長 ８月の２４日が最初です。 

鈴見係長 ２４日、２７日、９月に、小学校の明日を考える会ということで。 

諌山委員 ああいう、一歩踏み込んだところで発信しているのかなと思って。あ

くまで町としては統合しますから、それから先はみなさんの意見を聞き

ます、というような形で情報発信して、この資料をもって今回の説明会

に臨むのだろうと。 

寺西町長 その分についての認識はあれですけど、要するに、この前話をしまし

た統合、我々の認識としては統合します、と。それに対して意見を、と

いう形なのですね。だけど、ただし、統合の部分が、私と認識が違うの

かもしれませんが、私は先ほど挨拶でも言ったように、現状では、今の

ままでは維持できないから、少子化になってくると、施設とかあれとか

いうものも、統合しないと子どもたちの教育ができませんよ、と。だか

ら統合なのですよ、という形にしていますので。いやそうじゃない、も

っとこんな、財政的とか維持できるのだ、という案があれば、それはも

う私自身ないだろうと思っているのですけど、あれば、私はこっちの方

針を変えることはやぶさかではないのだろうと。これは議論のための議

論かも、理屈だけの話、９９．９％ないことを、いや可能性があるとい

っている話かも分かりませんが。だから今言われたように、我々は統合

をするのだという方向での意見を聞くという認識でいいでしょうか、そ

の説明会は。 

万学校教育課長 はい、そういう風に考えてはいますが。 

寺西町長 だから統合に向けての色々具体的な問題点とか、色々あればこうやっ

ていくと。そういう時には先ほど言ったように、地域の問題とかそうい

うのも出てくるし、そのためには校舎も含めた、どんな学校にしていく

のかを示して、それに対して判断してもらうという。少人数教育がいい

じゃないですか、という意見が出て、こんなやり方したらいいですよ、

といったこともでてくるのですね。そしたら次はどうするか。 

万学校教育課長 どこかでそれで…、ただその…。 

寺西町長 そんなのはちょっと、統合じゃない意見は排除すると。いや、出しても

らってもいいけど我々、次のときは検討しない、と。 

万学校教育課長 意見が出ているからですね。意見としての話は必要だと思いますが、

少人数とか言ってもすでに少人数ですもんね。統合しても。 

藤田副町長 あれでしょ、津野・落合での反対意見が強いという意識が若干あって、

そのメリット・デメリットがあって、分校化とかいう検討もあって。 
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万学校教育課長 それでここに分校化とかいうことも書いてはいるのですが。 

寺西町長 その分校化というのは俎上にあがるのかな。 

藤田副町長 あがるのではないですかね。 

万学校教育課長 あがると思います。あがると思いますけど、ここに書きましたけども、

分校化しても、という部分を書いています。 

古田委員 分校化も、兄弟関係とかあって別々の学校とかで困る方もいらっしゃ

いますよね。うちはこうさせてください、とか。 

藤田副町長 実際、添田中学校が統合したときは、あの英中と。 

万学校教育課長 途中からだったです。 

藤田副町長 あったと思う、途中からですよね。でも兄ちゃんが行きようから、添

中に一気にやるとか。聞いたことがある。 

寺西町長 ほかにないでしょうか。ではここでちょっと休憩を。 

  

～ 一時休憩 ～ 

 

寺西町長 ファシリテーターとの事前の打ち合わせでは統合の方向に。 

万学校教育課長 統合の方向に理解をもっていきたいということはお伝えしています

が、ただし、中立公正な立場でとは言われました。 

寺西町長 それはそう。みなさんの意見を出してもらって。 

﨑山委員 そもそも場所は大丈夫なのですか。それが一番なんか。 

万学校教育課長 先程も少し書いていましたけど、サンスポーツランドは地盤が少し怪

しい部分があるので、今の添田公園のところとか、野田とか考えるべき

ではないのかな、というところです。 

﨑山委員 そこはあとでもいいのかもしれませんが、場所が決まらないとイメー

ジも何か浮かばないですね。 

万学校教育課長 そうなると調査とかがどうしても出てくるのです。それがあるからで

すね。 

寺西町長 我々が一生懸命早く、早く、早くというような形で考えるとですね。

いや、そこのところはもうこれまで話をしているから、もっとしっかり、

じっくり、じっくりといったらおかしいけど、必要な時間はかけて、と

いうことであれば。今までは早く、早くしてやらんと子どもたちが、み

たいな形で進めていっていたけど。どうなのでしょうかね。確かに長く

はなってきているのですよね、最初の答申が出てからは。だから早く、

町としては。けど、そういう意見が出てくればいいかもしれんけどね、

何で遅くなりようか。場所というのも大きな要素になるかもしれません

ね。 
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諌山委員 大きな要素になると思いますね。サンスポだったら、そんなに時間も

かからずに。別に移すと、せっかく統合が決まっても、それから後どん

どん伸びていく。他の代替地にしたら、おそらく土地の交渉とか何とか

して、それからさらに積み上げていくと、結構、５～６年くらいすぐに

経ってしまう。サンスポができなかったら、この計画はもうできないだ

ろうと思う。 

寺西町長 要するに公有地の分で、適正で適当な。 

万学校教育課長 少し今の公園の下の面積的なところを調べてもらったのですが。 

寺西町長 公園の下というと、今の添田公園の駐車場のところですか。 

万学校教育課長 はい、あの辺り一帯で約２万㎡あるので、学校の用地として面積的に

は足りそうです。ただ、運動場がちょっと厳しいので、今の中学校の運

動場を使うとか、少し削ってですね。そうやり方もあるのではないかと

内部的には話をしているところです。どうしても町有地じゃないとなか

なか。お金もかかりますからですね。 

寺西町長 そうでしょうね。歓遊舎とか。１階が歓遊舎で上の方が学校とか。い

や、ほんとあの議会の議員さんの中にも、庁舎の建て替えもあるのなら

庁舎と一緒にとか、神崎さんが言っていたのは添田駅の周辺とか、駅が

あるきどうか、少し高くしてというような。 

今までの話がされていますけど、どうまとめて。まず一つはやっぱり

これからの話し合いの部分では町の方向をしっかり出すといくこでやる

べきやろうと思ってはますけど、統合で。今ある計画案で、年数だけは、

この前の３４年４月１日は、議会に対してもみなさんに対しても３４年

はありませんよ、という話はしたつもりです。その分は、基本計画案の

中でも打ち消しています。あと、どうするのか、なるべく早くという形

で。統合するのと、こう具体的なイメージ、ものすごくしっかりしたイ

メージを、この分を含めてイメージをしてもらって、また地域との後の

方をどうするのかというのを、ある一定の方向を、意見を聞きながらと

いうような話になるのかもしれんけど。そしてこう、またさっきの送り

迎えの話ですけど、迎えからの説明会からの希望を聞いてまた…、私も

イメージが…。説明会で出てくる意見…。意見がどういう…。とにかく

やっぱり統合しなければならないというのは、やっぱり具体的にこう、

さきほど運動がどうのこうのも含めて、みなさんにイメージできるよう

なものをしっかり出さないと、こう…具体的な。今までのあれじゃ、ス

ポーツができないというイメージだけしかないからですね。という風な

形でもう一度やっぱり、私は何度も言うように基本計画をこう、もう一

度整理、整理というか、これをこう項目ごとに当てはめて、まず項目自
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体がどういう項目を挙げていたか覚えてないけど。そういう風な体系的

に…。 

また後でご意見等ありましたらいただくということで、義務教育学校

について。 

万学校教育課長 はい、それともう一つ参考資料というのを１部、枠囲いで作っている

と思いますが、これは今までの参考として作っているものになりますの

で、後で読んでいただければと思います。 

②義務教育学校についてを配布資料「小学校統合に係る審議事項」に

基づいて説明した。 

寺西町長 今説明がありましたが、何かありますか。今の説明は、事務局として

は財政的なものを考えると義務教育学校がいいよ、とるべきじゃないか、

ということか。 

万学校教育課長 はい、事務局の分もありますし、事務所からも大きいですよと。 

寺西町長 大きいでしょうね、財政的なものは。私も財政うんぬん言っているよ

う中ではこれは…。その中でメリットがどうのこうのというのは…、事

例が少ない。事例があったとしても、あろうがなかろうが、メリットと

かでメリットとかは。 

万学校教育課長 私が議会事務局の時に視察させてもらった場所は、そこなのです、メ

リットしか言わないのですよね。小学校６年間と中学校３年間の９年間、

９年間をずっと見れると、切れるのではなくて。そういう校長が一人で

ずっと見れると、本当にそれがいいのかどうか分からないところもある

のですよね。 

寺西町長 私自身は小中一貫じゃなくて連携だと、そういう風な形を考えていま

したけど、財政的なものとかあれとかそういうのを、一つ考えるべきか

な、と。メリット・デメリットがあったとしても。デメリットがどんな

デメリットか分からんというような話ですけど。という風な部分には傾

いているかなと。今、動きとしては、田川市郡の中では、これは直接は

分からないが、香春がやろうとしとるのですよね。他に学校の分につい

ては、川崎も福智も過疎債がどうのこうのとか話をしていたけど、何か

あるのですかね。 

髙瀨教育長 現在ある金田小学校と中学校を建て替える際に、義務教育学校で造る

というような話ですね。 

寺西町長 川崎は。全部補助金がついてとかいう話も。 

鈴見係長 川崎はまだです。中学校の統合だけです。 

万学校教育課長 小学校はまだありますので、義務教育学校というわけではないと思い

ます。 
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寺西町長 香春は少しお金がどうのこうのという話もきいたが、これどうなので

しょうかね。２枚目の中学校の実質負担、学校教育債の充当率７５％で

１５億、実質負担は２０億になっているけど、１５億やないと。 

万学校教育課長 １５億ですね。いや、ちょっと待ってください。結局返さないといけ

ないからですね、充当があったとしても。 

寺西町長 充当があったとしても返さないといけないから、実質。 

万学校教育課長 ７５％の充当はしてくれますけど、最終的には。 

寺西町長 充当とは何の充当ですか。 

鈴見係長 起債として使える額が、総事業の７５％まで起債、いわゆる借り入れ

ができると、２５％はその年の単費して払わないといけなくなります。 

寺西町長 充当率を書いている意味合いはないね、何かあると。 

万学校教育課長 要するにこれだけ。 

寺西町長 安くなるとか、払わなくていいとか。 

万学校教育課長 そうではなく、その時に町が払わなくて良いと、起債で、町がお金を

予定しなくて良いと。 

寺西町長 その時に払わないでいいって言うなら実質負担にならないのでは。 

万学校教育課長 ではないです。そういう考えでは書いてないです。要するに最終的に

起債なので返さなきゃいけないでしょう。 

寺西町長 交付税措置されたりはしないのか。 

万学校教育課長 交付税措置はされないです、過疎債であれば交付税措置がありますの

で。 

寺西町長 それで２０億と書いているのか。 

万学校教育課長 そうですね、はい。 

寺西町長 義務教育学校の分はこれ早めに検討しないといけんかなと思います

が。いや、中学校はなんか基本的には早く建て替えたいですね。 

諌山委員 義務教育学校というのは内容的にはどうなのですかね。 

万学校教育課長 さきほど言いましたように９年間あります。小学校とか中学校とかな

いです。１年生から９年生までになります。そして校長は１人です。副

校長は置くことができると思いますけども、校長は１人だけですね、副

校長は２人くらい置けるのではなかったと思います。 

寺西町長 建物はやっぱり一体。 

万学校教育課長 いや、じゃなくても。はい、離れていても大丈夫です。 

寺西町長 今言ったように校長先生は１人で。 

万学校教育課長 はい、副校長は置けますけども。で、どうしてもやっぱり教員の配置

数とかいうのは、そこまで詳しくは確認してないですけども、そう今と、
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現状と変わらないと聞いています。 

寺西町長 例えば義務教育学校するよということで、今度統合も、小学校も統合

するし、じゃあ中学校だけ先に建て替えるとかいうこともできると。 

万学校教育課長 それは可能と思います。 

寺西町長 それだったらいいね。 

万学校教育課長 ただですね、言っていたのは途中で転入・転出した場合に、そのカリ

キュラムが、何年生がどこまでしないとか決まっていますよね。ただ義

務教育学校であれば、ある程度融通が利くので、そのあたりで転校した

場合に習ってないとか、そういう部分もあると聞きました。ただ、先生

の免許が、小・中本来は一緒に、両方持っていないといけないらしいで

すけど、当分の間はいいということでした。 

寺西町長 小学校と中学校の先生の免許は違うのですか。 

古田委員 違いますね。持っている人もいますけど、持っていない人の方が多い

でしょうね。 

寺西町長 そうですか、知りませんでした。 

古田委員 そういうのも出てくるでしょうね、やっぱり。 

万学校教育課長 はい。ただし福岡県はもう３０％程度で両方持っている人はものすご

く少ない、福岡県は少ないと言っていました。 

藤田副町長 さっき言っていた、校長先生が９年間子どもを見れるというメリット

というのはデメリットでもあるのではないかなと思うのだが。 

万学校教育課長 結局、９年間を通した一貫した教育ができるという言い方をされてい

ました。 

藤田副町長 そうでしょうね、同じところに校長先生が９年間おるわけない。 

万学校教育課長 校長が一人でそういったところまで目が届くという言い方です。 

寺西町長 これもしあるとしたらデメリット、これは議会に説明すれば議会は財

政の部分でこれやれと言ってくると思いますよ、住民の人たちも言って

いるのではないかと、財政的に、あれして。 

万学校教育課長 今はインターネットで、すぐにですね、こういうのがあるとすぐ分か

りますもんね。 

寺西町長 私も今はした方がいいと思う。それは先生方と、いやあんまり変わら

んとか、問題はあるのですかね。 

万学校教育課長 そこらあたりがまだ分かりません。 

髙瀨教育長 国は絶対とは言いませんけども、義務教育学校であれ、今まで通りの

学校組織であれ、どっちでもいいのです。だからもう、統廃合してくれ

たら、国が抱えるお金が少なくなるだけの話ですよね。 
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寺西町長 こちらのする方からしても、する方の財政の面で見れば、やっぱりこ

のくらいの金が国からもらえる、って言ったらあれですけど。 

髙瀨教育長 だから問題が発生しないためにも、それに飛びつく状況じゃなくて、

中身的にどうなのかをきちんと考えた上でかかった方がいいのではない

かというところです。 

諌山委員 どっちかと言ったら文科省主体よりも財務省の計画みたいな感じです

よね。 

寺西町長 ほ んとそうだと思います。JRもそうなのですが、話は変わるけど、今

度黒字会社ができるというような形でしてますけど、そのものの計画も

しっかり作れと、それを財務省から言われているからと言っていたです

ね。これはそしたら、義務教育学校については一緒に検討を。 

万学校教育課長 はい、してもう少し、中身を勉強するというかですね、検討しなけれ

ば。 

寺西町長 途中でできるのか。検討というけど、今度統合していく、検討を進め

ている中で、いきなり義務教育学校入れると。それはできるだろうけど、

住民への説明とかいろんな中で、今最初のときに。 

万学校教育課長 どの場面でもですよね。 

寺西町長 今のところに統合はしません、連携はあるけど、小中一貫校、義務教

育学校を含めて、いや、近くには別々に立てますという案で。小学校６

年になって、そして中学校に上がるときの、あの変わるときの感覚は絶

対必要じゃないかなと思うけど、私は。最上級生からまた１年生になる

というような恰好も。一貫してずっと見れるというのも。それでここは

検討するでもいいけど、どういう風な。 

万学校教育課長 どこで、結論をだすかですよね。 

寺西町長 もう最初から義務教育学校でいきますって話とするのか。 

諌山委員 中学校の校舎をどうするのかっていう。 

寺西町長 そうです。中学校は早めにしてやりたい、義務教育学校にする、せん

にしても建てられることは建てられるのですね。中学校統合は別とはい

え、一緒の流れですけど、小学校の統合が決まるまで中学校は、という

風な形ではなくて、中学校は早めにやりたいなとは思っているのですよ

ね。それを今度また、場所とかの兼ね合いもでてきましょうけど、今は

近くにあればいいなと。最初は同じ時期に早めに一緒に３４年にと思っ

たのですが、今の状況をみると、中学校もすでに統合しているからです

ね。結局、財政的なものを考えれば、分割されるので、大きなお金が年

度によって分けられる。 

万学校教育課長 それはあります。 
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寺西町長 そうなると早めにもう、早めにある程度の結論を出さないといけない

部分もありますね、場所とか、そういったものも。 

万学校教育課長 そうですね。 

寺西町長 早めに出しましょう。そしてまた、義務教育学校は財政的には魅力的

だけれど、何かこう、確固たる根拠があるわけやないけど、こうイメー

ジ的にはこれでないでもいいのではないかと。これだけ財政が、十何億

もかかるのになししないのか、と言われるかも。それは、財政、財政と

は言えないから。 

万学校教育課長 香春町あたりもですね、やっぱりお金が。 

寺西町長 義務教育学校は、もう少し勉強するにしても、基本的には義務教育学

校ではないと。今日のところはもっと勉強して早めに、そういうイメー

ジで、各委員さん方含めて、義務教育学校のいろんな資料を。そんなに

事例がないという話ですけど。 

万学校教育課長 先ほども言いましたけど、今度あの、視察先とか。 

寺西町長 そういうのを少し検討してもらったらいい。 

諌山委員 どっかあるのですか、義務教育学校。 

鈴見係長 近隣では、おそらく飯塚市が小中一貫という形で色々進めてはいます

けど、それが義務教育学校としてなのかがはっきりしないところがあり

ます。 

寺西町長 どこか探してみて、近隣で。飯塚とか、そしてちょっと早めに勉強し

てから。そして委員さん方が行くとなったらすぐできるように。 

万学校教育課長 もし町長も時間があったら一緒に。 

寺西町長 いや、私は委員さん方が、委員さん方が良いって言ったら検討します。

こういうところで、義務教育学校についてはそういうところでよろしい

でしょうか。 

全体通じて、先ほど説明会の部分も含めて、その他の部分も含めて何

かありますでしょうか。何か少し進行がうまくいかなく、申し訳ない会

議になってしまいましたが。何度も言いますが、もう一度整理し直して、

また皆さん方にお配りして、見てもらって、一人ひとり意見を。 

それと、今回の進め方の分も、さっき言われたように、ファシリテー

ターとの話もこういう風な意見もあっているような、ということも含め

て進めて。ということで、よろしいですか。 

非常に申し訳ないのですが、何度も寄せてもらうような形になるのか

も分かりません。色々ご意見を伺う機会があるかも分かりません。また

総合教育会議してではなく、少し集まってもらってというような形もあ

るかと思いますけど、よろしくお願いしたいと思います。 
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万学校教育課長 ありがとうございました。今言われました基本計画の部分や義務教育

学校の件とかですね、そういう部分も含めまして、資料もですが、視察

先などもですね、そういうところもあればですね。 

寺西町長 視察先は早めに、探してもらって。 

万学校教育課長 はい。探していきたいと思います。他になければ、いいですかね。あ

りがとうございました。 

これで第２回総合教育会議の方を終わりたいと思います。ありがとう

ございました。 

 


