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第１回八千代地区小学校統合準備委員会 要点録 

 

開催日時：平成 26 年 5 月 30 日（金）午後 7 時～8 時 10 分 

開催場所：八千代文化センターフォルテ（2 階大ホール） 

参加状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■委員会委員（敬称略） 

 黒田 戒三     刈田小学校区内の振興会（佐々井地域、土師・勝田地域）代表 

 田原 正徳     根野小学校区内の振興会（上根・向山地域、下根地域）代表 

 城市 直子     刈田小学校保護者会の代表 

 門出 泰典（欠席） 刈田小学校保護者会の代表 

 岩下 雅俊     根野小学校保護者会の代表 

 清水 朊子     根野小学校保護者会の代表 

 長田 義男     刈田保育園保護者会の代表 

 岡田 真平     八千代南保育園保護者会の代表 

 本田  誠     ひの川幼稚園保護者会の代表 

 雛田 和博     刈田小学校の校長 

 中村  忍     根野小学校の校長 

 升田 洋司     八千代中学校の校長 

■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 

 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 

８．事務連絡 

９．閉  会 

【資 料】 

 資料 1：八千代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 
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 資料 3：八千代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回の八千代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、黒田様にお受けいただきたい

と思います。（市長より黒田様へ委嘱状の交付） 

 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 回八千代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、過疎化や尐子化が進む中で、児童・生徒数も年々減尐し、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。 

 黒田委員様より順次お願いいたします。 

各委員 ※黒田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 
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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をお願いします。 

事務局 委員長については小学校区内の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がいかがでしょうか。（委員承認）～暫時休憩～ 

＜互選＞ 委 員 長：田原正徳さん（根野小学校区内の振興会（上根・向山地域、下根地域）代表） 

副委員長：長田義男さん（刈田保育園保護者会の代表） 

（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）八千代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 ご質疑・意見等ございませんか。（質疑・意見なし） 

続いて協議事項に入ります。協議項目と協議の進め方について事務局より提案願います。 

事務局 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。 

委員長 ただいまの提案について意見・質疑はありませんか。 

委 員 刈田保育園においては教育委員会の説明を受けて、保護者の意向をアンケート調査しました。調

査結果についてまとめた文書を皆さんにお配りします。アンケートに応じた 14 名のうち、「条件付

き賛成」が 8 名、「仕方がない」が 4 名、「反対」が 2 名であり、結果からうかがえるのは、賛成で

はあるけれども不安・不満があると考える人が多いということです。例えば通学でいえば「スクー

ルバスがなぜ出ないのか」や「バス通学になるのであれば、市で全額負担が当たり前」、安全面でい
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えば「根野小学校は急傾斜危険地域にあるので通わせたくない」などの意見がありました。統合準

備委員会のなかでしっかり議論していって、きちんと堂々と意見を言い合っていけるような委員会

にしていければと考えています。 

委員長 他に意見はないですか。 

委 員 低学年の子どもだと夜９時～１０時には寝かせたいが、スクールバスなしで路線バスだけである

と、雪の日などかなり遅れることがあり生活リズムが崩れる問題があります。安全面においてもバ

ス停が狭いので、雤の日などの問題があります。 

委員長 他に何かないですか。 

委 員 統合準備委員会で協議する案件と専門部会で協議する案件を、今日この場で精査するということ

ですか。 

事務局 会議の進め方として、統合の目標年月日、学校の位置、学校名、プールの件、通学方法、遠距離

通学の助成、放課後児童クラブの件など、統合条件の骨格的なものについては、すぐに専門部会に

委ねるのではなく、いったん統合準備委員会で納得のいくところまで議論をして、その後に専門部

会へ委ねる方法もあるという提案です。 

委員長 今の説明でよいでしょうか。（よいですとの返事あり。） 

他に何かありませんか。（なし） 

７０項目の協議項目について検討していくことと、協議の進め方については、引き続き、統合準

備委員会で議論していくものとそれぞれの専門部会で調査・研究を行い、その経過及び結果をこの

準備委員会に報告していただくものとに区分していただきます。 

事務局 教育振興の協議項目については、教育の専門的な内容となるので、学校の先生方が中心の教育振

興部会で協議をしていただき、さきほどお話しした統合条件の骨格的な事項については、次回の準

備委員会で資料を添えて正式に提案させていただきます。 

委 員 教育振興部会は学校の先生だけというお考えですか。 

事務局 はい、そうです。 

委 員 保護者は入るべきではないという意見のようですが、例えば協議項目の児童交流に関することな

どは保護者も議論に加わってよいのではないかと思います。 

委 員 学校経営方針や教育課程編成については学校それぞれで特色あるものなのですか。 

教育長 教育振興部会で検討するものの中で、学校経営方針や学校教育目標については、基本的には学校

長をはじめ、教職員で原案を議論したほうが良いと考えています。「児童交流」あたりは教育振興部

会で検討して、準備委員会へ検討内容を報告して頂き、そこでまた委員の皆さんのご意見を述べて

もらい、そこで意見を調整する形でお願いできたらと考えています。協議項目の「カリキュラム」「教

科書・指導書」といったものは国・県のながれを受けて決まるものなので、みんなで議論して決め

ていくことにはならないことをご理解ください。一応の確認という意味で項目に上げています。協

議項目をそれぞれの部会にまず送ろうと決めていただければ、次回からはそれぞれの部会で議論が

できるよう具体的な資料をもって提案させていただき、それに基づいて協議していただくよう考え

ています。 

委員長 今の教育長の説明でよろしいでしょうか。（異議なし）。他にありませんか。（特になし） 

それでは本件については、以上のように決定します。最後に次回の開催予定について事務局から

お願いします。 

事務局 次回の開催については委員長さんと相談の上、案内をしたいと思いますが、開催時刻については
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本日と同じ時間帯でよろしいでしょうか。（異議なし） 

それでは本日と同じ時間帯ということでご案内させていただきます。何か全体を通してご質問が

あればご発言下さい。 

委 員 専門部のメンバーの視点が違うと議論が収まらないと思います。今、学校に行かれている子ども・

孫がいらっしゃらない人にとってみたら、早く統合した方がいいところだけに視点が行って、実際、

子どもが通学している人にとってみたら、通学方法や放課後児童クラブのことも問題となります。

保護者としては家から送り出してから帰るところまでが視点となります。そのように視点が違うと

議論がかみ合わないことが十分に考えられます。親のエゴということがよく言われますが、実際問

題として、小学校１年生の子どもが１人で路線バスに乗って通学することも困難です。議論のなか

で現場を見る必要があるし、スクールバスであったら実際に市がいくら経費を負担するのかなどの

情報をオープンにして、そこから議論しないとうまくいかないのではないかと思います。できるだ

け資料をオープンにして議論させていただきたいと思います。 

委 員 急傾斜地の調査をする話は、いつごろ行われる予定ですか。 

事務局 既に業者と契約を締結しており、今から調査に入ります。結果については、一定の目途が立った

段階で報告します。 

委 員 通学バスについてやはりスクールバスの考えはないのですか。スクールバスをどの程度の方が利

用するかというデータを出さないと、行政が動いてくれないんじゃないかと思います。 

委 員 やっぱり通うことについてはとても不安があるし、土師は路線バスが通っていないので、親への

負担が大きいと思います。 

事務局 刈田地区の子どもが根野小へ行くには、バスなどに乗ってこないといけないわけですから、その

あたりは事務局で検討したものを次回に提案させていただきます。 

委 員 スクールバスの話については、例えば土師ダムから最寄りのバス停まで、けっこうな距離があり

工場もあるのでダンプも多く走っており、危険なところでもあります。これまでの説明会の中で、

土師地区の方の通学方法として、北広島から出ているバスに乗り、広電のバスに乗り継いで通学す

るという提案がありましたが、その方法であると時間が全く合わないことが分かっています。その

調整をお願いしているということでしたが、調整が間に合わない可能性もあるので、スクールバス

を出してもらった方がよいのではないかということです。 

委 員 通学に関して保護者の方が不安がられているのは、市からの結論が出ていないからだと思います。

路線バス通学として、乗り継ぎの時間調整結果、停留所の安全確保、屋根つきの停留所にするなど

の雤天対策などの具体的な案を出していただかないと、こういう状態をいつまでたっても繰り返す

ことになるのではないかと思います。 

委員長 他になにかありませんか。（なし） 

事務局 例えば通学について、安全面について、プールについての懸念については、事務局側からひとつひ

とつ提案する準備はしています。ひとつひとつの協議項目について資料を提案させていただきなが

ら、議論して頂く形を取ることとしているので、よろしくお願いします。 

委員長 閉会にあたって永井教育長から挨拶を受けます。 

教育長 本日はお仕事などお疲れの中、たくさんの委員の方にお集まりいただき、誠にありがとうござい

ました。貴重な御意見を頂きました。私も２年間、それぞれの地域の説明会に出させていただきま

したが、とまどったのが、説明会を開催するたびに参加者の方が異なっていたので、それぞれ個人

個人のお考えであることが多かったことです。 

いずれにしても、本日、第１回の準備委員会を開催できました。事務局としては課題がソフト面、
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ハード面いろいろあると思っていますが、かけがえのない子ども達に、今、本市で一番効果的でた

くましい子どもに育てる教育環境をどうすればよいかということを、今後もご議論いただければと

考えています。 

今、３つの部会を構成するようにお願いさせていただいていますが、その部会で協議いただいた

ことは、当然またこの準備委員会で報告が上がってまいります。今後の各部会で議論いただく前に

は、行政としてお示しできる案や資料を最大限に提供させていただき、それをひとつのたたき台と

して、皆さま方と行政の方でキャッチボールをしながら、一番いい状況になるようにお互い智恵を

絞っていけたらと考えています。 

市長からも、例えば通学の問題であるとか、放課後児童クラブの問題、こういったものについて

はしっかり委員の皆さん方の意見を聞くようにという指示も出ています。今後そのあたりの議論を

しっかりさせていただき、いずれにしても八千代町の子ども達にとって確固たる望ましい教育環境

が整うように皆さん方の貴重な意見をいただき、ご支援ご協力いただきますようよろしくお願い致

します。本日は誠にありがとうございました、 

委員長 以上で閉会します。 


