第 9 回 甲田地区小学校統合準備委員会【総務部会】要点筆記
開催日時： 平成 27 年 7 月 3 日（金）
午後 7 時 00 分～9 時 10 分
開催場所： 甲田支所二階会議室

参加状況

■専門部会員（敬称略）
豊原

稔和

甲立小学校区内の振興会代表

明木

一悦

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

岡田

耕治

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（部会長）

田中

真二郎

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

大前

浩介

小田東小学校保護者会の代表

光實

大輔（欠席）

甲立保育所保護者会の代表

若佐

久美子（欠席）

小原保育所保護者会の代表

美香

小田東保育所保護者会の代表 （副部会長）

山平

弥生（欠席）

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（欠席）

甲田中学校の校長

○富永

■安芸高田市
叶丸

一雅

安芸高田市教育委員会教育次長

前

寿成

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

傍聴者

１名

会議次第

別添のとおり

及び資料
協議内容

□概要
「学級編制」及び「学校施設」について、継続協議した。
「先進事例の視察」については、事務局
からの資料提供を受けて候補先を検討した。

□継続協議事項
（１）「学級編制」について
甲田地区総務部会の要望として文言整理した。
「答申において望まれる学校規模は１学年複数学級１学級２０～３０名程度とされていることか
ら、複数学級を構成できるような学級編制を要望する。」
部会長から
・上記の文言で総務部会の要望として準備委員会に報告する。※異議なし
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（２）「学校施設」について
事務局から
・学校施設のプール改修費用等について、最近の安芸高田市の改修工事実績及び新設した場合の
費用を下記の資料により報告。
年度
20

22

工事名

契約金額（千円）

備 考

来原小プールサイド改修工事

2,940 プールサイド防滑性ビニールシート敷設

小田東小学校プール修理工事

6,435 プール内防水シート敷設、ろ過機配管一部改修

小田小プール修理工事

7,551 プール内防水シート敷設、ろ過機配管一部改修

甲立小プール修理工事

7,661 プール内防水シート敷設、ろ過機配管一部改修

高宮B&G海洋センタープール修理工事

6,762 プール内下地補修及び防水シート敷設

八千代B&G海洋センター漏水修理

1,342 ろ過機配管一部改修

23

向原小プール屋根改修工事

13,543 屋根膜材張替え

25

根野小プール防水工事

7,140 プール内防水シート敷設

小学校プール濾過装置修繕工事

1,291 郷野小及び甲立小ろ過機修繕

船佐小プール改修工事

3,996 プールサイド防滑性ビニールシート敷設

郷野小プール配管改修工事

1,690 ろ過機・配管一部改修

根野小プール濾過装置取替え工事

2,376 ろ過装置取替え

26

27

合計

62,727

（参考：新設・改築）
年度

工事名

金額（千円）

備 考

20

高屋東小学校プール改築

147,800 昭和42年鉄筋コンクリート製を改築 25m・5コース

26

大越小学校プール建築・機械・電気工事

128,600 プール本体FRP製 25m・6コース 付属棟

部会員からの意見・質問・要望等
・吉田小学校のプールの建築年度と建設費を知りたい。
・甲立３小学校プールの築年数を知りたい。
・基幹集落センターを解体して跡地にプールを新設してほしい。
・振興会としては、基幹集落センターの建て替えを市役所に要望をしているため、その場所にプ
ールを新設するのであれば代替施設を同時に建築してほしい。理由としては、甲立駅からの避
難場所の確保の為である。甲立駅から仮にミューズに行く場合２本の橋を渡る必要があり、川
が増水して避難ができない。現地点では甲立の多目的広場に設定されてあるが、屋根がないと
いう問題がある。こういった観点から、基幹集落センターには拠点施設と避難場所を兼ねた施
設の建設を要望している。コスト的にも安くつくし、安全面でもベターだと思う。条件付きで
賛成という形で収めていただければと思う。
・複合施設（基幹集落センター，プール，児童館，立体駐車場）も一つの案。駐車場は、最初に
コストはかかるがその場に立体駐車場を建てるか、土地を借りて借用料を払い続けるかの比較
もできる。
・学校教育施設と地域の拠点となる施設は管理上の問題で難しいのではないか。日常管理は厳し

2

くしないと、問題が起きた時に対処しかねる。
・児童クラブについては、新たに学校内に常設となっているので、校舎の増築で考えた方がよい
のではないか。平成３０年度にクラス数が増えた場合、甲立小学校の学級数が足りなくなる。
その際の増築で教育施設となる所に学童保育施設も含めた方が建設しやすいのではないか。
・まずはプール新設場所の確認をとるというところで話を収めてもよいのではないか。

事務局から
・甲立の３小学校のプールはどこも昭和４８年に建築されている。

部会長から
・プールの新設については次回までに文章にまとめてもらう。駐車場確保の要望も準備委員会へ
あげていく。

（３）先進事例の視察について
事務局から
・最近の統合事例や甲田地区と同規模程度の小学校統合例が県内にあったので資料提供する。
・小中一貫校だけでなく安芸高田市が教育として取り組んでいる小中連携というやり方もあり、
参考にして頂きたいということも含めて、資料提供しているので、皆さんで協議していただき
たい。

部会員からの意見・質問・要望等
・小中一貫校と小中連携を行っている学校２校を視察したい。
・防災という意味で新しい学校をつくりたいのであれば、忠海学園がよいのではないか。
・文教厚生委員会のほうで、一貫校の話が出ていることに対して質問等は出ていないのか。
・７月に開催される「総合教育会議」では、その中のテーマに一貫校は入っているのか。

事務局から
・文教厚生常任委員会には教育委員会の今後５年間の取組みを示させてもらっている。統合に
ついての今後の取組みの中で、これまで取り組んできた小中連携をさらに強化して小学校か
ら中学校までの一連の教育が進むように取組みを進めることを説明している。
・
「総合教育会議」にどのような案件が出るかはまだ分からないが、７月の委員会では上記に沿
った内容についての議論がされると思われる。

部会長から
・三原市立大和小学校，竹原市立忠海学園を視察候補地として、事務局に問い合わせていただく。
・視察の具体的な目的などは、できるだけ早目に決めていく。

（３）その他
■今年度の準備委員会開催に向けて
部会員からの意見・質問・要望等
・総務部会の中で確認できている協議項目を準備委員会に報告出来るよう、整理してはどうか。
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・通学バスのロータリー整備や児童クラブの駐車場は常時利用できるものを要望する。
・臨時駐車場などの駐車場確保を要望する。
・借地を市が買収するという要望もかいてもらいたい。

事務局から
・この場での文言整理は難しいので、部会で決定していることについて事務局で整理し、次回
の部会で確認し、それを準備委員会に報告していく。

■甲立小学校を視察して
部会員からの意見・質問・要望等
・最初に位置を決めたのは間違っていたのではないかと感じる。場所についてもう一度協議を
願いたい。決して、後戻りをさせるという思いではなく安全のことを考えると、非常に不安
を抱いている。
・甲立小学校を取りあえず利用する話で進めてもいいと思う。ただ、最終的には違う場所がい
いと思う。現在のプール、体育館等はそのまま利用して、その上で新しく造ることを考えて
いただけないかと思う。
・もう一つ町づくり、地域づくりにとっても非常に重要なことだと思う。我々地域振興会がこ
の場に加わっている割には、教育委員会しか出てきていない。やはり市長部局も出てきて話
を聞いていただければと思う。今この状況を踏まえた上で、是非みなさんに議論をしていた
だきたいと思う。
・甲立小学校が避難場所になっていないことについて不安がある。ふさわしい場所があれば考
えたい。
・高田原方面から通わせる保護者としては、橋を２本渡る必要があるので不安である。
・甲立小学校は浸水区域、小田小学校，小田東小学校は土石流区域に指定されている。災害で
起こりうる危険性，被害の程度は異なるかも知れないが、危険性があることには変わりなく
避難場所としては相応しくない。安全な場所に建てることができる状況であればそちらを優
先してほしい。
・統合場所については案として甲立小学校で進めおり、途中に不具合が発生した場合には考え
直すという話だった。このような意見が出ていることを準備委員会へもあげてもよいのでは
ないか。
・統合の話が出た５年前からＰＴＡの中で「新しい学校をつくろう」と言ってきた。新設校で
スタートを切ることは、どの地区の保護者からしても納得のいく話であると思う。
・安全を第一として、統合目標はずらさずに、同時に一番いいものを造っていきたい。
・新設の位置は、ここ（甲田支所）が一番良い。二番目は中学校がよいのではないか。今回の
議会一般質問で中学校が一校になるという話が出ていた。小学校を中学校に移動すれば、色々
なことが解決でき一番低コストでできるのではないか。
・小中一貫校として併設施設としておけば、中学校がなくなってもそのまま小学校として利用
できる。
・統合年月日は２９年が目標で難しければ３０年という話も出ていたと思うがどうか。
・総務部会として、場所について準備委員会に差し戻したいので、多数決を取ってほしい。
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事務局から
・避難場所については担当でない為、今はっきりと返答はできないが、ハザードマップによる
と市内の小中学校で避難場所になっていない所は結構あり、甲立小学校では隣の基幹集落セ
ンターが避難場所となっている。避難している間、学校体育館より集落センターの方が環境
が整っているからではないかと考える。
・これまで総務部会や準備委員会で議論して確認し、意思決定をしてきたことについては、重
たい決断であるということは十分認識していただきたい。それを踏まえて協議していただき
判断して欲しい。

部会長から
・皆さんの意見を聞いたところ、本日は欠席者が多い為、決を採ることは適当でないと考える。
・準備委員会へ報告する内容について、早急にもう一度総務部会を開いて話し合うこととする。

□事務連絡
次回は、7 月 21 日（火）に第１０回の総務部会を開催する。
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第 9 回甲田地区小学校統合準備委員会【総務部会】次第
日時
場所

１.開

平成 27 年 7 月 3 日（金） 19 時 00 分～
甲田支所 二階会議室

会

２.協議事項

[継続協議]

（1）学級編成について
（2）学校施設について
（3）先進事例の視察について
（4）その他

３.事務連絡
・次回開催予定

４.閉

平成

年

月

日（

会
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）

