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第１回 甲田地区小学校統合準備委員会 要点録 

 

開催日時：平成 26 年 6 月 10 日（火）午後 7 時～8 時 45 分 

開催場所：甲田文化センターミューズ（2 階研修室） 

参加状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■委員会委員（敬称略） 

 豊原 稔和     甲立小学校区内の振興会代表 

 明木 一悦（欠席） 小田小学校区内の振興会代表 

 今村 佳岳     小田東小学校区内の振興会代表 

 原田 和雄     甲立小学校保護者会の代表 

 田邊 介三     甲立小学校保護者会の代表 

 足助 智恵     小田小学校保護者会の代表 

 新田 敦宏     小田小学校保護者会の代表 

岩田 幸雄（欠席） 小田東小学校保護者会の代表 

岩谷 典亮     小田東小学校保護者会の代表 

 秋岡 賢慶（欠席） 甲立保育所保護者会の代表 

 原田 久美子    小原保育所保護者会の代表 

 富永 美香     小田東保育所保護者会の代表 

 山平 弥生     甲立小学校の校長 

 川本 和暁     小田小学校の校長 

 信末 実智則    小田東小学校の校長 

 宮本 直彦     甲田中学校の校長 

■安芸高田市 

 浜田 一義     安芸高田市長 

 永井 初男     安芸高田市教育委員会教育長 

 叶丸 一雅     安芸高田市教育委員会教育次長 

 児玉  晃     安芸高田市教育委員会学校教育課長 

 二井岡 直文    安芸高田市教育委員会学校教育課主幹 

 土井実貴男     安芸高田市教育委員会教育総務課長 

 柳川 知昭     安芸高田市教育委員会教育総務課学校施設係長 

 倉田 英治     安芸高田市教育委員会教育総務課学校施設係専門員 

傍聴 ５人 

会議次第及び

資 料 

会議次第 

１．開  会 

２．任命書交付 

３. 挨  拶 

４．委員紹介・事務局紹介 

５．委員長、副委員長の互選について 

６．経過報告・概要説明 

７．協議事項 

（１）協議項目について 

（２）協議の進め方について 
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８．事務連絡 

９．閉  会 

【資 料】 

 資料 1：甲田地区小学校統合準備委員会名簿 

 資料 2：安芸高田市学校規模適正化推進事業の経過報告 

 資料 3：甲田地区小学校統合準備委員会の概要 

 資料 4：統合準備委員会の今後の日程と協議事項（予定） 

 資料 5：安芸高田市学校規模適正化推進計画 

 資料 6：要綱集 

 資料 7：小学校の児童数の推移 

会  議  概  要 

事務局 

 

１．開  会 

 第１回の甲田地区小学校統合準備委員会を開会致します。後ほど委員長が互選されるまで私（土

井教育総務課長）が進行させていただきます。 

２．任命書交付 

 会議の開会に先立ち、委員の委嘱状の交付を行います。代表して、今村様にお受けいただきたい

と思います。（市長より今村様へ委嘱状の交付） 

 皆様の委嘱状は、失礼ながら机上に配布いたしております。氏名に間違いがないかご確認くださ

い。 

市 長 ３．市長挨拶 

皆さま方におかれましては、平素より、安芸高田市の行政・教育また地域づくり等に対し、格別

のご理解とご協力を賜り、深く感謝申し上げます。 

また本日は、公私ともご多用の中、第 1 回甲田地区小学校統合準備委員会にお集まりいただき誠

にありがとうございました。 

先ほど委員の皆さま方に任命書を交付させていただきました。この度の委員の就任につきまして

も、色々とご都合もおありだったろうと思いますが、ご承諾いただき、あわせてお礼申し上げます。 

 さて現在、本市におきましては、過疎化や少子化が進む中で、児童・生徒数も年々減少し、学校

規模は小規模化の傾向にあります。 

 このように、近年、学校を取り巻く環境が大きく変化していく中で、安芸高田市が目指す教育を

見据え、より教育効果を高め、次世代を担う子どもたちを育てていく環境をどのように整えていく

のか、特に「将来展望に立った教育行政を進めていくための適正な学校規模及び配置のあり方」に

ついては、市民の皆さま方と基本的な考え方を共有しておく必要があることから、各統合区におき

まして、地域振興会や保護者会の代表の方で準備委員会を設置し、統合にかかわる様々な課題につ

いてご協議をいただくものでございます。 

 協議項目の中には、具体的に事務局側から提案させていただくものもございますが、委員の皆さ

まにおかれましては、地域の代表として、あるいは、小学校または保育園の保護者という当事者の

お立場から、「将来を担う児童生徒にとって望まれる学校とは？」という視点で、忌憚のないご意見

を頂戴できればと考えております。 

最後に、この準備委員会のみならず、「総務部会」や「学校史編纂部会」等の専門部会の委員も兼

ねて引き受けていただいている方も中にはいらっしゃることと思います。 

皆さまは、それぞれお忙しいお立場の方ばかりでございますが、十分にご協議を賜りますようよ

ろしくお願い申し上げ、あいさつとさせていただきます。 

本日はどうぞよろしくお願いいたします。 

 

事務局 ４．委員紹介【資料 1】 

 続きまして、次第４の統合準備委員会委員の紹介に移ります。初めての会議でございますので、

委員の皆様のご紹介を自己紹介でお願いいたします。 

 豊原委員様より順次お願いいたします。 
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各委員 ※豊原委員から順次自己紹介（P1の出席者を参照） 

事務局 続きまして、行政側、事務局の紹介を自己紹介により行います。市長よりお願いします。 

行政、事務局 ※市長より順次、行政側及び事務局の自己紹介 

事務局 ５．委員長、副会長の選出 

 それでは、次第５の委員長・副委員長の互選に移ります。 

 安芸高田市立小学校統合準備委員会設置及び運営要綱（資料６）第５条の規定により、委員の互

選により定めることとなっております。いかが致しましょうか。 

委員 事務局の方で案があれば提案お願いします。 

事務局 委員長については地域振興会代表委員の中から、副委員長については小学校の PTA 保護者会代表

または小学校区内の保育所及び幼稚園保護者会代表から、地域のバランスを考慮して選出していた

だくという案を提案します。（委員承認）～暫時休憩～ 

＜互選＞ 委 員 長：豊原稔和さん 小学校区内の地域振興会の代表（甲立小学校区内の振興会代表） 

副委員長：新田敦宏さん 小学校の PTA保護者会の代表（小田小学校保護者会の代表） 

（委員承認） ～市長退席～ 

委員長 ６．経過報告・概要説明 

まず初めに、学校規模適正化事業のこれまでの経過報告と準備委員会の概要について、事務局よ

り説明願います。 

事務局 資料に沿って説明。 

（資料２）安芸高田市学校規模適正化推進事業の経過報告 

（資料３）甲田地区小学校統合準備委員会の概要図 

（資料４）統合準備委員会の今後の日程と協議事項（予定） 

（資料５）安芸高田市学校規模適正化推進計画 

（資料６）安芸高田市立小学校統合準備委員会設置及び運営要綱 

（資料７）安芸高田市立小学校の児童数の推移（平成 26年 5月 1日現在） 

委員長 なにか聞いておきたいことなどありましたら、ご意見をお願いします。 

委 員 専門部会の人選について、学校史編纂を小学校保護者から２名ということになっていますが、出

しにくいのが現状です。学校史編纂部会については、協議項目は「閉校誌等」という１項目のみで、

資料４を見ると、スケジュール的に１２月から動き出すことになっており、この部会をスケジュー

ルどおり何回も開く必要があるのかということや、小学校保護者から２名出ることは本当に必要な

のでしょうか。 

委員長 部会の基本方針について、事務局からお願いします。 

事務局 部会の開催数や時期については、協議の進み具合によって変わってきます。学校統合は大きな課

題なので、保護者から１名では不安があるという声もあり２名選出していただくこととしています。

学校史編纂は、甲田でいえば３校それぞれの学校区ごとに閉校誌を作りますので、協議の途中で保

護者の立場からの意見をいただいたり、記事を提供していただくことの関わりが出てくると思いま

す。 

委員長 よろしいですか。（異議なく、他の意見を求める。） 

委 員 会の進め方として、正副委員長が会のとりまとめ役になるとは思いますが、委員として自由闊達

に意見を出してもよいのですか。（よいとの声あり。） 
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学校史を我々はまだ見たことがないので、保護者間で議論するとき、非常にイメージしにくいの

で、一体どんな人が出ればいいのか具体的な議論につながりません。まずは実際に作られた現物を

取り寄せていただいて見せていただくよう、事務局にお願いします。 

委員長 さきほどあったように、委員長は会の取りまとめ役ではありますが、地元の代表でもあるので、

当然、述べる必要がある意見については発言させていただきます。私どもの世代と保護者の方たち

の世代はかなり考え方の差もあるため、充分議論できるところは充分議論するように場を持ってい

きたいと思います。具体的なことについては専門部会でも出てくる問題だと思うので、それは事務

局も充分踏まえていただき議論がなされればと思います。 

学校史については美土里小学校が統合した際に例がありますので、参考になると思います。 

事務局 美土里小学校の学校史を参考資料として準備させていただきます。 

委員長 他に何かないですか。 

委 員 小田小学校でも学校史編纂委員を募ったが応募がありませんでした。委員として出たら統合を賛

成したような形になるので出てほしくないということでした。何年記念誌ということだったら協力

できるという意見もありました。 

委員長 学校編纂史部会については、それぞれまだ部会のメンバーが出ていない状況なので、実際の部会

の運営については事務局と協議しながら進めていくと思います。決して統合ありきの議論ではない

ということは皆さん充分承知の上で準備委員会の委員になっておられると思いますが、ただ現実に

考えて結果を出さないといけないということも事実ですので、そういったことを十分踏まえて議論

していただければと思います。 

経過報告と概要説明については以上で終わります。 

委員長 ７．協議事項 

（１）協議項目について 

（２）協議の進め方について 

続いて協議事項に移ります。 

事務局 続いて協議項目と協議の進め方について、説明します。 

協議項目については、統合目標年月日をはじめとして７０項目について検討を行っていただくよ

う考えています。協議の過程の中で新たな項目が出ることや、２つ以上の項目を同時に並行して協

議することが想定されるので、項目に増減のある可能性があることをご理解下さい。準備委員会に

は、総務部会、教育振興部会、学校史編纂部会の３つの専門部会が置かれていますが、協議項目に

応じて担当部会を割り振っています。校訓や学校経営方針など教育内容についての専門的な分野は、

小中学校の教員で構成する教育振興部会、閉校誌については学識経験者を含めた学校史編纂部会で

専門的に協議して頂くよう考えています。 

協議の進め方については、１項目ごとに関係する資料を添えて提案内容を説明しながら、順次お

謀りしていきたいと思います。専門部会で調査研究をされた経過及び結果については統合準備委員

会に報告することとなります。案件によっては、この統合準備委員会で議論するものと、すぐに専

門部会へ議論を委ねるものとに分かれる可能性があると考えています。協議の進め方について何か

ご意見があればお願いしたいと思います。 

委員長 協議項目（案）についてご意見等ありますか。基本的に案としての提示なので、個人的な疑問も

充分あると思います。準備委員会には総務部会に属される方が多くいらっしゃいますので、準備委

員会でいっしょに議論した方がよいと思われる項目もあるかと思います。現段階での協議事項の案

をご検討いただければと思います。 

委 員 専門部会と準備委員会の住み分けが、よくわかりません。部会で決定されたことを準備委員会に
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持ってきてそこで決定するだけなのか、それとも場合によっては「もう一回考えて」といったふう

に再度調査を要求できるのか。 

委 員 要は「準備委員会」が何をするところなのかを明確にすればいいのではないかと思っています。

いくつかのパターンがあると思いますが、ひとつは準備委員会である程度議論したものを専門部会

で具体的に議論してもらい、さらにまた準備委員会に持ち帰って議論するパターン。部会の方へ渡

して、部会でしっかり議論して準備委員会でそれをまたもみ直すパターンもあると思います。個人

的に甲田町の保護者の雰囲気をお伝えすると、教育委員会が示している甲立小学校に統合する計画

に抵抗を感じている保護者もいるのが現実です。そうなると学校の場所をどこにするのか、教育委

員会が示した甲立小学校でいくのか、いかないのか、ひとつ大きな議論の出発点になるのではない

かと思います。そこが決まらないまま専門部会で、新しい学校について議論したとしても、できな

いのではないかと思います。統合の目標年月日や統合校の位置、これについてはまず準備委員会で

方向性を出して、それから、それぞれの組織に持ち帰って保護者の意見を汲み取って合意形成を図

って、また準備委員会へ持ってくるというやりとりも必要だと思います。皆さんのご意見を聞いて

みたいです。 

委員長 統合校の位置について、準備委員会で示すのがいいのか、それとも準備委員会から総務部会へ諮

問するような形で議論して頂くのか、このことについて各委員の皆さんのご意見を出していただけ

ればと思います。 

委 員 私も保護者の方から良く聞くのが、新しい学校ができるのであれば、快く統合できる。位置的な

ことも中学校あたりがよいのではないかとよく聞きます。そうなると統合校の位置がまず決まらな

いと、話を進めるのが難しいと思います。 

委 員 新しい小学校を中学校のそばに作るのが理想かもしれないが、費用的なことや期間的なことなど、

現実的には、どこかの小学校に統合ということになるのではないかと思います。それが甲立小学校

でよいのかということになると、もう少し議論が必要であると思います。まず学校をどこにするの

か決めないと、例えば校章や校歌などの話をしても仕方がないと思うので、まず準備委員会で議論

して学校の位置について決めればよいと思っています。 

委 員 皆さんがおっしゃられるように、統合校の位置が決まらないと、協議項目のなかの職員室や体育

館、学校プールなどの協議も前に進まないと思います。また、学校が新設できるだけの予算がある

のかどうか教えていただきたいし、甲立小学校も建設されてかなりの時間が経過しているので、こ

れから先のことを考えて、新しい学校を建設するべきではないかという意見もあるので、そういっ

たことも協議できるようにして頂きたいです。 

委員長 保育所の方はどうお考えですか。 

委 員 私個人の意見は、できれば今の学校に通えたら一番良いのですが、甲立小ということになるとど

うしたらいいのか分からないという人ばかりで、本当に新しい学校ができるのであれば、それが一

番ではあるが、予算についてよく分かりません。新しい学校を作ればいいのにと言われても、私た

ちも答えに困り、そこで話しが止まるのが現状です。 

委 員 私も同じで、統合校をどこにするのか、どんな形で新しい学校をつくるかをきちんと議論したう

えでないと、細かいことは決められないと思っています。 

委 員 私個人のなかでは新設も考えてもいいのではないかと思います。新設と甲立小統合案を進める中

で、新設ならどういった方法があるのか、新設するためにはどういったプロセスで進める必要があ

るのか、この場で皆さんと協議しながら考えて行くべきではないかと思います。並行して、甲立小
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学校統合案も議論していくべきではないかと思います。私が調べた中で、宝くじの事業や国庫補助

事業もあると思います。今後、甲田町の児童数が増えるとは思えないので、大きな建物を建てるよ

り、設備がしっかり整った特徴のある学校を作っていけば、なおさら魅力が残っていくと思います。

昨年度、保護者間で聞いたところ、新設校設置が保護者が望むところであると感じています。 

それと私がＰＴＡ会長をしてつくづく思ったのですが、学校に対して協力的でない保護者が多く

出る人は出る、やる人はやる傾向があり、甲田町全体の衰退につながっていると思います。もうひ

とつの協議項目として、学校づくりに対して児童の教育と同時に保護者の教育も必要だと思います。 

委員長 いろんな意見を出していただきました。協議項目のなかで一番議論となる統合校もしくは新設校

のご意見が多いように感じますが、財政当局の考え方、予算的な措置が可能なのかを事務局でご説

明いただければと思う。 

教育長 貴重なご意見をいただきありがとうございます。今日お答えできる範囲でお答えさせていただき

たいと思います。統合校の位置が決まらないとなかなか甲田町における先の議論が進まないのでは

ないかということに関わって、新しい学校をつくるのであれば、議論が前に進むのではないかとい

うことであったと思うのですが、行政の中で組織しております推進本部のなかに持ち帰らなければ

いけない話しで、最終的には市長が決定するということになります。また、市民の代表である議会

の承認を得て話しを進める必要があります。新しい学校をどこかに新設しましょうというお答えは

この場ではできませんので、ご理解いただきたいと思います。必ず持ち帰らせていただきます。 

それから、これまでの説明会でもお話ししてきたことですが、誤解がないようにもう一度確認し

て頂きたいのですが、なぜ行政が統合の位置について提案させていただいているかといいますと、

これをそれぞれの統合区に丸投げしますとそれぞれの地域に無用な混乱を持ち込むであろうという

思いからです。これまでも説明会で、例えば甲田町総意で小田東小学校に決めたからということで

あれば、行政、推進本部はそれを尊重しますということを説明してきました。なにがなんでも甲立

小学校であるということは決してないので、ご理解いただき、協議していただければと思います。 

準備委員会と専門部会の住み分けにつきましては、このようにして頂かなくてはならないという

ことはありません。したがってそれぞれの町のスタイルがあってもいいと思います。専門部会とこ

の準備委員会が横並びではなく、準備委員会がリーダーシップをとっていくことは、はっきりして

います。この準備委員会の委員さんで、甲田町はこういうやり方でやっていこうということを決め

ていただき、その流れで議論して頂ければいいのではないかと思います。 

さきほど市長の挨拶にもありましたが、行政として何がなんでも統合というわけではありません。

ただし、ご理解いただきたいのは、学校の適正規模について検討委員会に諮問しその答申を踏まえ

て、推進本部を立ち上げて、市民の代表である議会にも報告し、承認していただいています。その

結論が平成２３年度から平成２７年度の５年間で安芸高田市の小学校の学校規模適正化を進めて行

く計画であります。行政は計画を粛々と進めて行く立場にありますので、そのことを踏まえ準備委

員会に出ている委員の皆さんと意見交換をさせていただきたいと考えております。その結果として、

例えば、甲田町においては、小学校の学校規模適正化は時期尚早だという結論を出されれば、市長

もその結論を尊重すると思います。議論の推移を見ながら、市長の方へ責任を持って報告していき

たいと考えています。 
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委員長 新設校の議論の結論は当然出せませんが、行政当局に持ち帰って可能かどうか判断されます。私

の個人的な感覚から言えば不可能であるだろうと思います。財政的な裏付けは市行政全体を見通す

必要があり、私は振興会の役員ですが、今まで過去２年間、ＰＴＡ、保育所でどのような議論がな

されたのか、はっきりと見えていません。それぞれの学校の建築年数や児童数の問題、色んな議論

をされてきていると思います。新設校で財政的な負担を強いられるということになれば、最終的に

は住民が負担しなければならないという結論になると思います。国庫補助があると言われても、負

担金が発生しないという補助金はありません。新設校と仮の統合校の２点を並行して議論していく

必要があるのではないかと思います。私は、小中一貫校などの議論があってもよいとも思いますが、

今の安芸高田市教育行政では段階を踏まないと次の段階には絶対に行かれないと思います。たちま

ち現状をどういう方向付けをするのか、そこの議論をしていく必要があるのではないかと思います。

今の協議事項の案につきましては、結論は出ないですが、新設校が可能であるかということと現在

教育委員会が示している甲立小学校への統合の案の２つを並行して総務部会と同時に準備委員会で

協議を進めて行く方がいいのではないかと思います。 

委 員 さきほど「新しい学校」という発言をしましたが、それは「新設校」という意味ではありません。

新しい学校を新しく作り直すのではなく、今ある施設を有効利用し、その中身を新しい学校にして

いくという意味での新しい学校です。 

進め方については、甲立小に統合する案、小田東小に統合する案、小田小に統合する案、新たに

新設校をつくるという案、の４つの案を具体的にどこまで詰められるかどうか分かりませんが、４

つの案を作って合意形成をはかる案もあるのではないかという意見も保護者のなかにはあります。 

さきほど教育長さんの話の中で、行政としては甲田町の関係者の皆さんの総意で学校位置をここ

にしたいと決められればそれに沿った形にするという話がありましたが、私たちはＰＴＡという組

織を背負っているのでどうしてもそこがとても気になります。その総意をどのように確認して、専

門部会や準備委員会のなかに反映させていくのかという具体的な手法がまだよく分かっていませ

ん。色んな人がいて色んな意見がありますので、そんなに簡単に総意というものができあがるのか

というとなかなか難しいと思います。ＰＴＡの代表で出ているが、どのように総意をまとめればい

いのか悩んでいるということを事務局の方にも分かっていてほしいです。 

進め方としては、専門部会で議論する前に準備委員会である程度議論して方向性を出すというや

り方もあると思います。 

委員長 今の意見ですがいかがでしょうか。 

委 員 統合校について、小田小・小田東小・甲立小を比べた中で甲立小になったと思うのですが、その

経緯を我々は知らないので、こういうことを考えて甲立小になったということを示していただけれ

ば、保護者に投げ掛けやすいです。その経緯を把握していないと理解してもらいにくいと思います。

そのうえで、さきほど話のあった４つの案をもとに議論がようやくできると思います。６月の終わ

りに総務部会を始めるスケジュールになっていますが、準備委員会である程度話をして、そのなか

で細かく専門的な部分については専門部会へ投げ掛けるスタンスがよいと思います。極端な話、今

年１年間は準備委員会だけしか開かないというやり方でもよいのではないかと思います。そこで徹

底的に何を議論しなければいけないかを出したうえで、来年度から専門部会に細かく出していくス

タンスでもいいのではないかと思いますが、皆さんいかがでしょうか。 

委員長 準備委員会そのものでまず議論するべきではないかという話ですが、いかがでしょうか。 

委 員 甲田スタイルでいいのであれば、それでよいと思います。 
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委 員 準備委員会と部会を合同で開くことを検討してもよいのではないかと思います。協議事項を、準

備委員会から部会に引き継ぐときに、準備委員会の議論を理解しているととても引き継ぎ易いと思

います。 

委員長 その他、ご意見ありますか。 

委 員 私も保育所の保護者会代表として準備委員会と総務部会を兼ねているので、賛成です。 

委 員 私も今日来て、こんな感じなのかと初めて分かったところです。大切な部分は準備委員会でしっ

かり議論して、細かいところに進んでいったほうがいいのではないかと感じています。特に保育所

の保護者は学校位置が甲立小学校ということが決定事項と受け取っている人が多いので、子ども達

のためにもこの甲田町で育ったことを誇りに思ってもらうように育ってほしいので、新設になるか、

どこかに統合になるか責任を持って決めたいと思っています。計画の甲立小学校統合の判断理由が

見えてこないので、そのあたりは明確に誰にでも分かるように提示していただければと考えていま

す。 

委 員 保護者に説明するのに形式的な文書では分かりづらいし、報告をする場もなかなかないので、分

かりやすい広報紙を作っていただきたいです。 

甲立小学校へ統合の場合でも、新しい学校づくりを前提に置いています。新設案もまだしっかり

議論されていないし、ただ単に予算がないとか、耐用年数が来ていないという話だけで、甲立小学

校も築３０年を超えているはずなので、先々、補修工事等長い目で見ると、掛ってくる費用も発生

すると思います。児童数からしても、３校のなかでは小さい小学校ではないのかなとは思うのです

が、それよりもまだ小さくしても充分行けるのではないかなと私は思います。そういう考え方で新

設案、先々を見通した考え方で設備投資の仕方も議論しておくべきではないかと思います。目先の

ことだけを考えていると失敗してしまうような気がします。１０年２０年を見通して考える親の姿

を子ども達に見させておくことも、今ある保護者の方や地域の皆さんの姿を児童は見ていると思い

ます。そういうところを見て甲田町はやっぱりよかったなと思って残っていただけるような人づく

りをしていくべきなのではないかと思います。 

もうひとつ、総務部会の中か準備委員会の中で、近隣で合併された地域の保護者の方や地域の方

の意見を聞いてみるのも大切ではないかと思います。美土里町と今の現状とは違うと私は思います。

中山間地で同じように統廃合されている世羅町とかに意見を聞きながら、考えていかなければいけ

ないのではないかなと思います。そういった意見を踏まえたうえで、この準備委員会でどうするの

かといった方向性を決めた方がより確かなのではないかと思います。 

委 員 準備委員会で議論する内容と総務部会で議論する内容は、ほとんど同じように思います。小学校

保護者の方は特にそうだと思います。準備委員会の回数を増やしてでも総務部会といっしょに議

論した方がスムーズに進むのではないかと私は思います。 

甲立小学校に統合するという案に至った検討経緯のなかで、耐震基準の件があると思いますが、

甲立小が耐震基準を満たしているのかどうか次回に教えていただきたいと思います。実際、小田東

小学校は耐震基準満たしていない状態で、このまま何年か統合するまでの間、児童を通わせていて

も大丈夫なのかということもあります。今、大きな地震が昼間来たら大丈夫なのだろうかと心配さ

れる保護者の方もいらっしゃいます。 

委員長 統合校として甲立小学校を選定した理由の問題と、甲立小学校の耐震化の基準について、事務局

の方で説明していただければと思います。 
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事務局 今日は資料を準備していませんので提示できませんが、次回、資料があればそれを添えて、正式

に提案させていただこうと思います。 

委員長 ７０の協議項目について、この段階では協議不可能であろうかと思います。次回、甲立小学校が

統合校に選定された経緯と耐震基準などを先に協議するということで、今日は会議を閉めさせてい

ただきたいと思います。 

委 員 この任命書について、任期が平成２９年３月３１日までということになっていますが、小学校Ｐ

ＴＡの関係者で、任期の関係で来年いない人もいらっしゃるので、人員の変更は柔軟に対応してい

ただけるのでしょうか。 

委員長 運営要綱を見てもらえば分かると思いますが、転居等在籍がなくなった場合は、後任の方に変更

が可能であるとなっています。 

委 員 振興会の考えと保護者会の考えには一種のギャップがあると委員長の話にあったのですが、昨年

度、ＰＴＡと保育所の保護者を交えて３回ほど会を持っています。それは報告書をつくって教育委

員会に提出していますので、出された保護者の意見やアンケート調査のグラフなどまとめているの

で、是非、地域振興会の方にも事務局からお渡しいただいて、ＰＴＡ・保育所保護者会がどんな議

論をしてきたのか、知っておいていただければと思います。次回までに事務局から１号委員さんに

配布いただければと思います。 

委員長 各地域の情報が分かると思いますので、全委員に配布していただきますようお願いします。 

次回は、いろいろな協議項目に入る前に、今日出された課題について協議していくということにし

たいと思いますが、よろしいでしょうか。（異議なし） 

最後に次回の開催について事務局からお話しいただきます。 

事務局 次回の開催につきましては、委員長さんと相談させていただいて、平日夜の開催にさせていただ

きます。スケジュール的には次回準備委員会は８月開催ということになっていますが、できるだけ

早い時期の開催で案内させていただければと思います。 

委 員 確認ですけど、それまでは部会を開かないということでよろしいのでしょうか。 

事務局 その予定です。 

委 員 次回開催からは隣りの部屋の使用がないように会場をおさえてほしいです。 

委員長 事務局の方で考慮していただくようお願いします。閉会にあたりまして永井教育長からごあいさ

ついただきたいと思います。 

教育長 本日はたいへん貴重なご意見をお聞かせいただきました。事務局としても一つ一つ検討を重ねな

がら、次回の準備委員会でできるだけ具体的な提案をさせていただくように、努力をしていきたい

と思います。 

私も、「新しい学校を創る」ということと「新しい学校を建築する」ということを混同していたと

思い反省をしましたが、いずれにしても新しい学校を建築するということになりますと、他の統合

区との絡みがありバランスが崩れていきますので、そこらを含めてなかなか厳しい課題であると感

じております。 

委員の方から「総意」と言われてもそう簡単にはいかないというご意見もありましたが、私もそ

れについては全く異論はありません。だからこそ、不十分さは承知しておりますが、行政としてひ

とつの案として、甲立小ということでお示しさせていただいて、そのことに基づいて、当然重要な

課題として出てきます通学方法や放課後児童クラブ、新しい学校を創造することに関わって、その

中身をどうしていくかの議論をまず前に進めていただくということが、重要ではないかなと思いま
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す。 

委員さんからの意見として、この１年間は準備委員会だけで徹底的に議論すればというお話もあ

りましたが、計画期間が５年間ということがありますので、そのあたりも少しお含みおきいただけ

ればと思います。 

「総意」ということに関して言えば、１００人おられたら１００人全員が同じ意見になることを

「総意」ということにしていると、どうしても無理があると思います。準備委員会で結論を出した

ことについては１００％とは言いませんが、かなりの部分は理解をしていただきたいと思います。 

それともうひとつ、この学校規模適正化を進める発端もそうですし、個人的にも最近特に強く思

っていますのが、子ども達を取り巻く集団の問題であります。 

今、就学前の子どもを含めて小中学校で学んでいる子ども達は、当然のことながらこれから先、「未

来」を生きていかなければなりません。子ども達自らが甲田町に残るとか安芸高田市に残るという

結論も尊重すべきでありますが、子ども達はいろんな可能性を持っていますし夢を持っていますか

ら、甲田町、安芸高田市では夢が果たせないという場合も出てくると思います。その意見も、大人

である私たちは尊重するべきではないかと思っています。そのときに子ども達がそれぞれ持ってい

る最大限の可能性を伸ばしていけるよう、安芸高田市の教育環境がどうあるべきかといった、もう

ひとつ広いスタンスで、ご議論をいただければありがたいと思っております。 

これからの学校はできるだけスリム化を果たしていかなければいけないとも考えております。学

校がいちばん大事にしなければいけない子ども達に、まず教科の学力と将来を生き抜く社会性、そ

ういうものを身につけていくことが本当に充分であったのかどうか、学校が果たす守備範囲と家庭

にお願いする守備範囲、地域にお願いする守備範囲というものを、今後の教育というものは今以上

に明確にしていく必要があると思います。そのことで、今後の新しい学校を創造するという意味に

おいて、可能な限り、スリム化の方向でもご議論いただければとも考えております。 

昔のことばに「小異を捨てて大同に付く」ということばがあったようですが、今回の学校規模適

正化の議論は「小異を抱えて大同に付く」という意味合いで、引き続いて熱心なご議論をいただけ

ればと考えているところでございます。 

委員の皆さま方、傍聴いただいた方々に感謝の意を申し上げ、閉会のあいさつとさせていただき

ます。 

委員長 それでは第１回の甲田地区統合準備委員会を閉会させていただきます。たいへんご苦労様でした。 


