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■と き：平成27年１月22日（木） 

 18：30～20：50 

■ところ：望来コミュニティセンター 

 ≪出席者≫ 

   委 員 

 学識経験者（３/３名）、町内会代表（２/４名）、保護者代表（５/７名）                          

※委員14名のうち10名出席 

 

  オブザーバー 

 厚田小学校教頭、望来小学校教頭、聚富小学校教頭、厚田中学校教頭、 

聚富中学校教頭 

 

教委事務局   

   百井生涯学習部長、武田生涯学習部次長、千葉生涯学習部参事、 

蛯谷総務企画課長、熊谷厚田生涯学習課長、東総務企画課主幹、 

川畑厚田生涯学習課主査、髙石総務企画課主査  

 

 ≪傍聴者≫ 

   ２名 

 

≪会議概要≫ 

【次 第】 １ これまでの検討経過 

２ 学校づくりの工程 

３ 今後のスケジュール 

４ ワークショップ（ブレインライティング） 

  ■テーマ：どんな学校が良いのか 

 

【議 事】 

 次第 １ 

  

１ これまでの検討経過 ≪座長より説明≫  

 ➢この検討会は、平成24年度に第Ⅰ期として６回開催され、 

今回は第Ⅱ期となっている。 

第Ⅱ期はステップ１『知る』、ステップ２『考える』 

ステップ３『まとめる』の３段階で進める。 

第Ⅰ期の「１.厚田区の学校の現状を知る」では、厚田、 

聚富小学校が平成32年まで生徒が減少を続け、中学校も 

第３回 厚田区小中学校の整備に係る検討会 会議録 
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減少を続けていくことを認識した。 

「２.小規模校のメリット・デメリット」では、○児童 

生徒一人ひとりが主役になれる、○お互いをよく知り、 

結びつきが強い、○自分のことを理解してもらえる、○ 

全校が一体となった活動がしやすい、○ＰＴＡ活動では、 

家庭的な雰囲気の中で協力が得やすい、などのメリット 

がある一方で、●多様なグループ分けが難しい、●成績 

が序列化しやすく、学習意欲が低下する、●中学校の技 

能教科で専門の職員が配置されない、●多様なものの見 

方や、多様な価値観に触れる機会が少なく、一律的にな 

りやすい、●クラブ活動の選択の幅が小さい、●適度な 

刺激や切磋琢磨の機会が少ない、総じて言うと『社会性 

が育ちにくい』というデメリットの傾向がある。 

「３.統廃合を考える『地域の視点』と『教育の視点』」 

では、●地域から学校がなくなると寂しい、といった地 

域の視点からの意見と、○複式編成を避けたい、○適度 

な刺激や切磋琢磨は社会性を育てるのに必要、○多様な 

人間関係の中で育てたいといった、学校にはある程度の 

規模が必要であるという教育の視点からの意見も出され 

た。 

それらの意見を踏まえて、「４.子供たちにとって「望 

ましい教育環境とは」」では、京都市の事例を参考に議論 

した。 

○地域の子どもは地域で育てる（地域教育）、○子ども 

の未来をみんなで考える、○子どもたちが輝き続ける学 

校をつくる、○活気があって切磋琢磨し、且つ目が行き 

届く教育を目指す。これらを踏まえて、京都市はコミュ 

ニティ・スクールを導入し、小中一貫校も積極的に進め 

ていることを理解した。 

「６.今後の検討のあり方と方向性」では、統合ありき 

の議論はしないという前提に立ち、もしも統合するとし 

たら、どのような形が望ましいか、また、統合しないと 

したら、どのような教育環境を提供できるのかというこ 

とについて、京都市の事例を参考に『地域全体の教育の 

ありかた』『小中一貫教育の可能性』を検討した。 

そして、これからの教育環境を考えるときには“保護 

者や地域住民”“学校”“教育委員会”の三者が学校運営 

を考える「コミュニティ・スクール」の導入が検討課題 
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であるとの認識に立った。 

「コミュニティ・スクール」とは学校運営協議会とも呼 

ばれ、この協議会に地域やＰＴＡが関わり、それらの意 

見を学校運営に反映させる制度のことで、平成16年度に 

制度化された。平成26年４月現在、全国では1,919校、平 

成25年７月現在、道内では小学校３校と中学校２校とな 

っている。 

文科省は平成28年度までに、「コミュニティ・スクール」 

   を3,000校に増やす計画を立てている。 

また、「小中一貫校」については、子どもたちの成長度 

   合いが早まってきている現代において、従来の６・３・３ 

   の学制が適切なのかという視点などから、文科省におい 

て検討が続けられてきた新たな制度で、今後正式に制度 

化される。 

現在は連携というかたちで、全国で1,130校、道内は37 

   校が実施している。家庭や地域が子どもたちをどのよう 

に教育したいのかという考えに立ち、小中学校の連携と 

新たな学制の確立を目指すもの。いずれの制度にしても 

学級規模が必要になってくる。 

学校は社会性も学ぶところ。ある程度児童生徒数があ 

り、切磋琢磨することが必要。家庭は安定化、地域は個 

性化を育てる。これら三者が一体となってはじめて地域 

教育が生まれる。 

これらを踏まえて、今回第Ⅱ期の検討を開催している。 

以上がこれまでの検討経過である。 

 

これまでの検討会の内容を踏まえて、地域関係者や各 

学校の保護者から寄せられた意見などあれば、紹介いた 

だきたい。 

  

保護者代表   厚田小学校の保護者で話し合いを行った。 

  ２年前に第Ⅰ期の会議を開催した際には、統合の是非は決 

まっていなかったと思うが、先日の新聞報道では、統合が決 

まったような記事になっていたという意見があった。 

 また、同じく第Ⅰ期の検討会では、厚田区に小学校と中学 

校を１校ずつ残すことになっていたと思うが、今の議論は小 

中一貫校が中心になっているが、聚富小中学校のような併置 

は考えられないのかといった意見も出された。 
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 厚田小学校の保護者は、統合になるのであれば、人数が一 

番多いところに集約すべきと考えている。 

 また、この検討会の内容はホームページ等で情報公開すべ 

きと考えるが、既に行っているのか、まだであれば、いつ行 

うの予定なのかを聞きたい。 

座 長   只今の発言については、検討の参考とすべきものについて 

はそのように扱い、回答できる部分については事務局から回 

答願う。情報公開の時期はいつごろの予定か。 

事務局   本日、皆様のお手元に情報公開を予定している資料を配付 

しております。ただし、お渡ししたばかりですので、一度内 

容をご確認いただき、何かお気づきの点などあれば、１週間 

程度を目処にご連絡をいただければと考えております。 

 ご指摘等を踏まえ、必要な修正を加えた後に公開したいと 

考えております。 

「学校整備検討会だより」については、ホームページへの公 

開、小中学校等の保護者への配付と地域への回覧を予定して 

おります。 

 また、併せてお配りしております会議概要、会議録につき 

ましては、前回ご説明したとおり個人名を伏せ、○○代表と 

いう表記とし、こちらについては、ホームページ上のみの公 

開を予定しております。 

 こちらもお気づきの点などございましたら、事務局までご 

連絡いただきたいと思います。 

 私からは以上です。 

座 長   他の地域で、何かご意見が出ていれば紹介いただきたいが 

 いかがか。 

保護者代表   第２回検討会は、他の役員に代理出席してもらい、保護者 

 で話し合った内容を紹介してもらったが、個人的な意見も発 

言したいと思う。 

  個人的には中学校のみ統合し、小学校は現状のままでも良 

いと思っている。 

  それぞれの保護者についてはわからないが、家族の中で車 

を運転できるのは自分だけなので、小学校が遠くなると、参 

観日への参加や子どもが体調を崩した時の迎えなどが困難に 

なる。 

統合は決まった訳ではないと考えているが、間違いないか。 

座 長 統合は決まっていない。 

今の発言はあくまでも個人的な意見ということで良いか。 
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保護者代表   個人的な意見である。 

座 長   他に地域の意見などはないか。 

保護者代表   この検討会は３月で終わるのか。そこで結論となるのか。  

事務局   事務局としては、３月までに検討会のまとまった意見をい 

ただきたいと考えていますが、それをもって議論する期間を 

限定する考えはありません。 

 仮に年度をまたいだとしても、検討会の皆さまの一致した 

たご意見をいただきたいと考えております。 

保護者代表   結論が出なかった場合、教育委員会としてはどうする考え 

なのか。 

事務局   この検討会の役割は、今後、教育委員会がまとめる学校整 

 備のあり方について意見を述べていただくことです。 

  最終的には、検討会としての学校整備のあり方に係る意見 

を「意見書」という形で頂戴することになると考えますが、 

『結論に至らない』あるいは『統合すべきではない』という 

ご意見が結論となる場合には、そうした内容のものを頂戴す 

ることになると思います。   

座 長   概ね３月末を目処に方向性を決めることを目標とするが、 

その段階で意見がまとまらない場合は、その時点でどうする 

か検討する必要がある。ただし、基本的にはこれまでに検討 

会で出されたそれぞれの意見を集約して「意見書」という形 

で教育委員会に提出することになると考える。 

 他に意見がなければ、次第２について事務局より説明願う。 

 次第 ２  ２ 学校づくりの工程について ≪事務局より説明≫ 

➢仮に学校を統合するとした場合、大きく分けて３つの段 

階を経ることになる。 

第１段階は「求める学校像の検討」、これはハード面では 

なく、ソフト面、学校の中身をどうするかという検討を 

指す。具体的には設置準備委員会を立ち上げ、小中併置 

や学制のあり方などの『教育内容の検討』、コミュニティ 

スクール導入などの『学校運営の検討』、スクールバス配 

備や放課後児童会のあり方などの『環境整備』、地域住民 

の『合意形成』などを行う。 

また、当区の学校は児童生徒の学習の場としてだけでな 

く、地域の生涯学習の核としての役割も担うことになる 

と考えられ、そうしたことも同時に検討していく必要が 

ある。 

第２段階は「学校の姿を具体化」、これは、求める学校 
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   像に基づき、具体的な学校の形を設計していく段階。こ 

   の段階では、同時に学校名や校歌等を検討するなどのソ 

フト面の開校準備も行う。 

第３段階は「学校施設を現実の形に」とうことで、ハー 

ド面では実際の施設建設はもちろんのこと、学校備品の 

準備やスクールバスの配置などを行う。一方、ソフト面 

では児童・生徒会や校内組織の編成、放課後児童会の検 

討などを行う。さらに、統廃合を行った場合に閉校とな 

る学校の式典準備なども必要となる。     

座 長   もしも学校を統合したらという仮定で、新しい学校づくり 

の工程について説明があった。 

 何か質問は。   

保護者代表   学校を閉校するとした場合、厚田区には今小学校が３校あ 

るが、どのような形で閉校するのか。 

 例えば、浜益区では一旦すべての学校を閉校してから統合 

した経緯があるが、そういう形になるのか。 

事務局 今現在具体的なイメージはありません。 

統合の方向性が決定した場合には、先ほどご説明した第３ 

段階で検討することになると思います。 

座 長 他に質問がなければ、次第３ 今後のスケジュールについ 

 て事務局から説明願う。 

 次第 ３ ３ 今後のスケジュールについて ≪事務局より説明≫ 

➢事務局の希望も含めた、今後のスケジュールについて 

 説明する。 

 本日の検討会でこれまでの検討状況を確認いただいた。 

 この後ワークショップを行うことになるが、その中で、 

 委員各位から意見をいただきたい。 

 次回、第４回については、２月下旬に開催したいと考 

えている。本日のワークショップで委員各位から様々 

な意見が出され集約できたらという前提になるが、統 

合の方向で意見がまとまれば「どこに」という場所の 

検討に進みたいと考えている。 

第５回については、３月中旬から下旬に開催したいと 

考えており、これも検討会の意見がまとまっているこ 

とが前提となるが、提出いただく意見書の内容につい 

て議論していただきたいと考えている。 

 補足だが、３月末までに結論に至らない場合、さらに 

検討を重ねることについては、事務局は問題ないと考 
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えている。 

 ただし、ひとつの目処を定めることで、検討会の議論が 

活発になればという考えもあり、３月中という設定をし 

ている。 

座 長   今後の状況によっては、場所の検討まで至らない可能性も 

あるが、事務局としては３月をひとつの目処として、このよ 

うなスケジュールを考えているということ。 

事務局は、委員各位の幅広い多様な意見を聞き、方向性を 

決めることが必要だと考えている。それを前提にスケジュー 

ルを定めていることを理解願いたい。 

 今後のスケジュールについて質問は。 

保護者代表   本日行うワークショップの目的は何か。 

座 長   この検討会では多様な意見が出されているが、全員がまん 

べんなく発言しているわけではないので、特定の発言者の意 

見で意見書が作成されるのは望ましいことではないと考える。 

ワークショップ説明資料の前段にも記載しているが、いま 

 小中学校に通学している子どもたちだけの問題ではなく、将 

 来、少子化が進むこの地域で、いかに学校の教育環境を整え 

るか。自分の子供は卒業しても、これから小学校に通う子ど 

もたちのことも考え、多くの人の考えや意見をなるべく意見 

書に集約したいという考えに基づいて行うのが、今回のワー 

クショップである。 

検討会の中で、委員全員から要望や意見がストレートに出 

されれば良いが、現実にはそうならない。 

  ワークショップを行うことで、他の委員の意見を見ながら、 

 より多くの意見を出してもらい、それらを集約して、この検 

討会の意見書としてまとめて行きたいと考えている。 

 現時点のことも、将来の子どもたちのことも考えて、この 

地域にどんな学校が必要なのかということについて、委員全 

員からより多くの意見をいただきたい。 

保護者代表   ワークショップの趣旨は理解できるし、必要な作業だと思 

 うが、その前に大筋の方向性を示してもらわないと、ワーク 

ショップの結果が多種・多様になりすぎるのではないか。 

座 長   ワークショップの目的は、多くの人の意見を聞くことだが、 

 それで終わるわけではなく、類似した意見をグループ化する 

ことで集約させ、一定の方向性を見出していくこと。 

 それが、この検討会が望む学校の姿となる。そのためには、 

多様な意見の中に共通項を見出す必要がある。そうしてまと 
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めた学校の姿をもとに、どこに設置するのが良いのかとい議論

につなげていくことになると考える。  

保護者代表   座長の説明は良くわかるが、まずはじめに統合するのか、 

しないのかという方向性が示されないと、仮に、各地域の代 

表者から自分の地域に新しい学校を作ってもらいたいという 

意見ばかりが出されたら収拾がつかないのではないか。 

そういう意見ばかりのワークショップを行っても、本当に 

良い学校の像ができるのかという疑問がある。スケジュール 

的には、次回の会議で場所について結論を出すのが理想的だ 

というのはわかるが、その前に統合についての方向性を示す 

べきではないか。 

地元でも「地域に学校を残せないのか」という意見もあれば、 

「まとまったほうが良い」という意見もある。 

 もう少し、統合についての方向性が決まってからワークシ 

ョップを行っても良いのではないかと思う、 

座 長   一番心配なのは、３つの地域から、それぞれ自分の地域に 

学校をつくってほしいという意見が出され、区が分裂してし 

まうこと。 

まずは、この検討会で理想の学校像を明確にしたい。 

皆が理想的だと思う学校ならば、逆にどこにあっても良い 

 のではないか。 

保護者代表   理想はわかるが、現実的にそうはならないと思う。 

座 長   先ほども説明したが「地域の視点」ではなく「教育の視点」

で考えることが必要。 

  地域の視点でこの検討会が分裂してしまっては、まったく 

意味がない。 

 子どものことを考えて良い学校をつくろうとするのならば、 

地域の視点はトーンダウンして、教育の視点で考えなければ 

いけない。 

 先ほど、「子どもたちの社会性を育てる」という話をしたが、 

我々自身が社会性を身につけなければ、この統合問題は解決し

ないと考える。 

 そういう意味で、特定の委員の発言に偏ることなく、検討 

会としての総意を形にするためにもワークショップを行い、 

委員各位から多様な意見を聞きたいと考える。仮に、その上 

で統合が無理だという結論になったとしても、多様な意見を 

聞いたことに大きな意味がある。 

 【19:30～20:30 ワークショップを実施】 
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【その他】  

事務局   次回の会議日程につきましては、２月下旬を予定しており 

ます。早めにご案内できるよう執り進めたいと考えておりま 

す。 

 なお、本日のワークショップの結果につきましては、次回 

の会議でご報告いたします。 

座 長   それでは、本日の会議は以上で閉会します。お疲れ様でした。 

   


