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■と き：平成27年３月24日（火） 

 18：30～19：35 

■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（３／４名）、保護者代表（６／７名） 

                      ※委員14名のうち12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、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「意見のまとめ」について 

２ その他 

【議 事】 

 次第 １ 

 １ 「意見のまとめ」について ≪座長より説明≫  

 ➢本日の会議において、この検討会における意見のまとめ 

を行い、書面で教育委員会に提出したいと考えている。 

内容について、気付いた点や、意見などを発言願いたい。 

意見のまとめは、『総論』『検討内容１ どのような学校 

が良いのか』『検討内容２ 学校を整備する時期』『検討 

内容３ 学校を整備する場所』『今後の検討について』 

『付帯意見』という構成になっている。 

この内容は、検討会の総意でなければならないので、委 

員各位におかれては、事前に送付した素案に目を通され 

ていることと思うが、今一度事務局で内容を朗読しても 

らい、その後、意見をもらいたいと考える。 

■朗読 『総論』 

⇒質疑等なし 

第５回 厚田区小中学校の整備に係る検討会 会議録 
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■朗読   『検討内容１ どのような学校が良いのか』 

【質疑応答】  

町内会代表   主な意見の「落ちこぼれのない学校」に含まれていると思 

 うが、発達障害のある子どもに対応することが重要。特別支 

援学級が望ましい子どもなのか、普通学級でも問題ない子ど 

もなのかなど、きめ細かい対応ができる学校が良い。 

座 長  他にご意見等ないようなので、次に進めるが、気付いた点 

などあれば、後ほど発言いただきたい。 

■朗読 『検討内容２ 学校を整備する時期』 

座 長 只今の部分について、ご意見等はないか。 

無いようなので次に進める。 

■朗読 『検討内容３ 学校を整備する場所』を朗読 

座 長  検討内容の３が本検討会でも一番の問題であった。 

 この点について、特に盛り込んでもらいたい意見などあれ 

ば発言願いたい。 

学識経験者  後段で「まちづくりの視点も踏まえ」という記載があるが、 

具体的にどのようなことを想定しているのか聞きたい。 

座 長 まちづくりを考えるときには、まず市の総合計画があるが、 

この検討会は厚田区に限定して議論している 

これまでの厚田区は、厚田・望来・聚富という大きな３つ 

の地域に学校や公共施設がそれぞれ設置されていたが、これ 

からは、それらを縮小し統廃合させていく時代になる。 

特に、学校は学校機能だけではなく、地域づくりと一緒に 

考えていかなければならない 

現在、厚田区では、十字街を元気にするための活動をした 

り、高齢化している集落をどのように見守っていくかといっ 

たそれぞれの自治会でも検討が始まっている。 

 学校を統合するときに必ず課題になるのが、スクールバス 

の運行だが、これまでと違い、登下校のみならず、平日や週 

末の部活動のことなども考えなければならない。 

子どもの数は減っているので、必ずしも大きなバスは必要 

なく、車両を小型化し運行回数を多く、且つ地域全体を循環 

させる「コミュニティバス」が必要である。 

これを念頭においているのが『デマンド交通』である。 

こうした、学校の機能のみに止まらず、統合に合わせて、 

地域全体のまちづくりも考えなければならないという意味で 

記載している。 

町内会代表  今の話に関連するが、例えば学校給食のあり方についても、 
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学校のみにこだわらず、老人福祉なども併せた機能を持たせ 

るなどの考え方があっても良いのではないか。 

 学校と福祉では市の担当課が異なるので、同時には考えら 

れないのか。 

座 長   検討の可能性はあると思う。少し話は変わるが、３年後に 

できる道の駅で、そうした給食機能を持たせることができな 

いか検討しているので、そちらにも可能性がある。 

学識経験者   先ほどデマンド交通の話が出たが、学校をどこに建てるか 

に関わらず、平日はもちろん、土日の部活動のための移動手 

段を手当てすることを記載してもらいたい。 

「まちづくりの視点も踏まえ」というあいまいな表現では 

なく、子どもたちのためにしっかりと明記してもらいたい。 

座 長  保護者にとっては切実な問題だと思う。 

 今の意見については、しっかりと明記したい。 

■朗読 『今後の検討について』 

座 長  この検討会では、これからの、そして今の子どもたちのこ 

とを考えた学校のあり方を検討しているが、一度学校を建て 

ると30年以上使うことになるので、その検討にあたっては、 

まちづくりや学校の統廃合の専門的な知識を持っている人の 

アドバイスを受けるべきということ。そして、検討会から意 

見書を提出すれば終わりというわけではないので、市教委は 

検討状況について、地域説明会などを行って随時情報を提供 

し、地域の意見もしっかり聞きながら原案を作成すべきとい 

うことが書かれている。 

町内会代表   専門家に意見を求めるのは良いことだと思うが、地域のこ 

 とをしっかりと理解した上で、かつ我々住民にも意見を述べ 

 る場を与える形で進めてもらいたい。 

座 長  他に意見がないようなので、次の『付帯意見』について、 

事務局で朗読願う。 

■朗読 『付帯意見』 

座 長 この付帯意見は、物理的な距離を踏まえて、聚富地区にお 

ける通学区域について選択肢を与えてほしいというものです。 

 何か、意見があれば発言願う。 

 町内会代表   学校をどこの場所に建てるのかは決まっていないが、厚田 

区は縦に20キロメートルほどの距離があるので、厚田か聚富 

のいずれかに学校ができると、スクールバスでも通学時間が 

１時間くらいかかるのではないかと思う。 

その点はどう考えているのか。 
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町内会代表   今後のスクールバスについては、現在の大型バスに近いも 

のを走らせるのではなく、地域によって大きさを変えるなど 

して循環させるというイメージなのではないか。大きいバス 

を走らせることで効率が下がるところもある。 

 地域の交通については、企業や個人、そして市が協働して 

運営していく必要があると考える。 

座 長  只今の意見は、区の端から端への移動では相当通学時間が 

かかるのではないかというもの。 

 ワークショップでも、「通学に便利な場所」「何かあった時 

に親がすぐに行けそうな場所」という意見があり、関連する 

と思う。 

 意見書の提出の際には、ブレーンライティングの結果も合 

わせて提出する。 

町内会代表  付帯意見について、地域の事情は理解できるが、聚富小中 

学校が区内で統合されないのであれば先が見えている。 

これまでの議論の根本からずれてしまうのではないか。 

座 長  そのために「今後の検討について」の中で、市教委は検討 

の経過を随時地域住民に知らせるように記載している。 

 市教委が結論を出す前に、地域説明会などの場で意見を述 

べることもできるので、この一文が歯止めになると考える。 

町内会代表 今日の会議で、意見のまとめとなるが、外部への公表はど 

のような形で行うのか。また、今日の会議の内容は地元住民 

などにどこまで話してよいのか。 

事務局  この検討会自体がオープンになっており、会議録も公開さ 

れております。 

 今回、意見のまとめをしていただき、市教委へ参考意見と 

して提出していただきますが、これについても公開すること 

を予定しています。 

 学校整備の検討については、基本的には皆様と情報を共有 

しながら進めたいと考えておりますので、当然皆さまからい 

ただいたご意見はもちろんのこと、今後提出していただく意 

見のまとめについても公開したいと考えております。 

座 長  これまでの議論に係る会議録については、市ホームページ 

に公開されており、意見書についても同様に公開するという 

こと。 

 全体を通して他に意見はないか。 

 本日の会議を踏まえ、必要な修正を加えたものを市教委に 

提出するが、修正案の作成については座長一任で良いか。 
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（異議なしの声あり） 

必要な修正を加え、事務局に提出することとする。 

 提出した文書の写しは、後日委員各位に送付する。 

次第 ２  その他 

   次第 ２ その他 を議題とする。 

  委員各位から何かご意見等ないか。 

学識経験者   これまでの会議の状況は、児童生徒を通して一度各家庭に 

 資料を配布していたと思うが、今回とりまとめる意見の内容 

 も同様に周知するのか。 

事務局  先般配付している検討会だよりに、今回の意見のまとめを 

掲載して配付する予定です。 

 また、意見のまとめについても、ホームページ等で広く公 

開いたします。 

町内会代表  参考資料の本町・八幡地区検討会の会議録を読んだが、進み

方が厚田区より遅いと思われる。学校の配置整備を両地区一緒

に検討するのであれば、進み方に差がありすぎる気がするが。 

事務局  只今のご指摘のとおり、厚田区は足掛け３年になりますが、 

本町・八幡地区は１年目ということで差があります。 

 この検討会でもご意見が出されたように、厚田区と本町・ 

八幡地区は全く関係性がないわけではないということは、同 

様に意見として出ています。 

 検討期間は短いですが本町・八幡地区の検討会においても、 

ある程度意見が出されており、市教委として、そろそろ具体 

的な案をだす時期に来ているのではないかというご意見もい 

いただいております。 

明後日、本町・八幡地区の会議が開かれ、検討内容のまと 

めが行われる予定となっていますが、おそらく同じような方 

向性になると考えております。 

 このことから、同じスタートラインに立って、次年度以降 

進んでいくのではないかと考えております。 

保護者代表   ワークショップの意見で、小学校の統合は急がなくて良い 

という意見が出されているが、望来小学校については、新年 

度から児童数が10人未満となり、養護教諭が居なくなるなど 

の影響もあるので、先行して、いずれかの学校と統合するこ 

とはできないのか。 

事務局   望来小学校については、養護教諭及び事務職員が削減にな 

りますので、学校運営が厳しくなることは承知しています。 

 地域の総意として、望来小学校を先行して統合して欲しい 
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ということであれば、市教委としても十分に検討して参りた 

いと考えております。 

事務局   補足いたしますと、今のご意見については、すでに『意見 

 のまとめ』に記載されていると考えます。『検討内容２ 学校 

を整備する時期』において、今後スケジュールを決めて学校 

を整備していくこととなるが、その間に教育環境に課題が生 

じる場合は、早急に対策を講じる必要があるという内容が書 

かれています。 

座 長   今、市教委から説明があったように、検討内容２の「既に、 

現在就学している児童生徒の教育環境に課題が生じているこ 

とを踏まえ、市教委は施設が整備されるまでの時期について 

具体的な原案を示すとともに、その間の改善策等を早急に講 

じる必要があると考えます」という一文が、先程いただいたご

心配の意見に対応するものと考える。 

   全体を通して、何かあれば発言願う。 

  無いようなので、事務局から何かあれば説明願う。 

事務局  一言お礼を申し上げます。 

厚田区においては、一昨年から検討を始めていただいており

ますが、その際は現状を知っていただくということを中心に議

論していただきましたので、今回はそこから先の議論というこ

とで、具体的な学校のあり方などについて積極的にご意見をい

ただきました。感謝を申し上げます。 

 座長におかれましては、委員の皆さまから広くご意見を聞き

取っていただき感謝申し上げます。 

 また、学校においては、各校の教頭先生に毎回ご出席をいた

だき、色々な思いの中でご参加いただいたことと思います。感

謝申し上げます。 

 そして、議論に関心をお持ちいただいた傍聴者の方々にもお

礼申し上げます。 

「子どもたちのより良い学習環境のために」という思いは、 

地域の皆さまも市教委も同じであるということを改めて感じ

ました。 

 座長には今日の意見を踏まえて、意見書を修正いただき、後

日市教委に提出いただきたいと考えております。 

 その意見書の内容を踏まえまして、今後、市教委において、 

専門家の意見なども伺いながら、具体的な原案を作成してま 

いります。 

 学校整備の検討については、これからが本番になります。 
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委員の皆さまにおかれましては、今後ともよろしくお願い  

いたします。 

座 長  全体を通して委員各位から何かご意見があれば発言願う。 

保護者代表  今後は、市教委が具体的な案を提示したうえで議論を再開す

るとの説明があったが、時期はいつ頃を予定してるのか。 

事務局  あまり時間を置くべきではないと考えておりますが、今年は

年度当初に各選挙があり、予算審議もありますので、ひとつの

目処として、夏あたりを想定しております。 

学識経験者 

 

座 長 

 統合までは３年かかるということだが、その間も、子ども 

たちの良い教育環境をしっかりと整備してもらいたい。 

 これまで５回にわたって検討していただき、ありがとうござ

いました。これをもちまして終わらせていただきます。 

 

 

 


