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（仮称）厚田小中学校設立準備委員会 第７回会議【質疑要旨】 

 

・日時   平成３０年２月１４日（水） １８：３０～２０：２０ 

・会場   厚田保健センター １階多目的ホール 

・出席者  委員１３名 

      ・保護者：     小笠原英史（厚田小ＰＴＡ会長）、角田由希（望来小ＰＴＡ会長）、 

                阿部 保（聚富小中ＰＴＡ会長）、高畑幸恵（厚田保育園父母の会会長） 

      ・学校関係者：   昇 洋一（厚田小教頭）、田中 亮（望来小教頭）、 

三浦崇史（厚田中校長）、青山 司（聚富小中校長） 

      ・学校支援推進員： 渡邉教円（厚田小）、渡部賢二（望来小）、小林晴美（厚田中） 

      ・学識経験者：   佐藤勝彦（札幌大学名誉教授） 

前田賢次（北海道教育大学札幌校准教授・教育方法学） 

       

          ※欠席   早坂伊佐雄（厚田中ＰＴＡ会長） 

簗田敏彦（厚田区地域協議会会長） 

 

      教育課程部会    石橋浩明（厚田小校長）、伊東優子（望来小校長）、 

      （学校管理職）   德田和之（聚富小教頭）、北村  剛（聚富中教頭）、 

野口俊之（厚田中教頭） 

 

事務局〔市教委・市〕 

佐々木生涯学習部長、松井教育指導担当次長、安崎総務企画課長、佐々木学校教育課長、 

照山指導担当参事、田村厚田生涯学習課長（兼厚田保育園長）、清水市民図書館副館長、 

松永総務企画課主幹、古屋総務企画担当主査、加藤施設担当主査、中村建築担当主査、 

石黒学校教育主事 

 

※傍聴者４名 

 

 

【 事務局より報告（松永総務企画課主幹） 】 

①  設立準備委員会設置要項を一部改正した上、佐藤勝彦委員長の選任区分を厚田区地域協議会から

学識経験者に変更し、引き続き委員長を委嘱すること。 

②  上記①に伴い、厚田区地域協議会からの推薦委員として、同協議会会長の簗田敏彦氏を新たに委

員に委嘱すること。なお本日は体調不良により、同委員が欠席されたこと。 

③  教育課程部会の取組経過等について委員への周知、共有を図るため、今回の会議より委員以外の

学校管理職も出席することとしたこと。 

 

 

※公開用 
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【 開会あいさつ（佐藤委員長） 】 

  平成 32 年の開校に向け、厚田区の学校の校長・教頭先生を始め、各先生方におかれては、日頃の

教育活動のほかに新しい学校の準備をしていただいており、大変難しい業務であると存じている。そ

れは、幼保・小・中という一貫校というのは全道的にもあまり例を見ないものであることや、道内の

少子化に伴う複式化は今後増えていくものと思われ、この新設校は厚田区、石狩市内にとどまらず、

モデル的な学校、地域になるのではないかと想像している。そういう意味においても、先生方のご苦

労に対して、地域がどれだけ恩返しができるかというのは、２年後に開校される学校の姿そのもので

あると思っている。委員の皆様には、ますますのご協力やご意見等をいただきながら、開校に向けた

準備を行い、素晴らしい学校にしていきたいと思うので宜しくお願いしたい。 

 

 

 

 厚田区の学校整備の具体策の変更について〔報告〕  

 

 →  別紙資料に基づき、安﨑総務企画課長より説明、報告した。 

 

 →  平成 28 年６月の教育委員会会議で決定した「厚田区の学校整備の具体策」において、区内の

３小学校と２中学校の統合時期は、新設校の開校に合わせた平成 32 年度として、これまで統合

に関わる業務を進めてきたが、この度、統合の対象となっている望来小学校において、本年１月

下旬に一家庭・２名の児童が転出することとなり、在籍児童が４名となった。小規模校にとって

児童数の減少は、学級数の減に直結することとなり、教職員の配置や学校運営に影響することと

なる。当初は、平成 30年度の学級編成は２名の新入学児童を迎えて、平成 29 年度と同様に複式

３学級編成を想定していたが、この度の児童の転出に伴い、平成 30 年度は１年生が２名、４年

生が２名、６年生が１名となり、２学級編成の見込みとなった。３学級であれば校長、教頭、教

諭２名体制となるが、２学級の場合は教頭の配置が無くなり、校長と教諭２名の計３名の配置と

なることは、学校運営上相当大きなハンディとなり、ＰＴＡの皆さんからも先生が少なくなるこ

とに対して指導面や安全面の不安が募っているということで、地域の方々にも相談した結果、新

年度の入学児童の保護者や関係者、自治会長など計 31 名の連名で、望来小学校を先行して平成

31 年４月に厚田小学校へ統合することを求める趣旨の請願書が、本年１月 30 日に鎌田教育長へ

提出された。 

    市教委としても、次年度以降の同校の教員配置の状況からも請願の趣旨は十分理解でき、保護

者や地域の総意であると判断できたことから、閉校を１年前倒しして平成 31 年度に厚田小学校

に統合するとした「厚田区の学校整備の具体策の変更について」、昨日（２月 13日）の教育委員

会会議２月定例会に諮り、議決されたことについてご報告する。今後、２月 23 日に開会する平

成 30 年第１回市議会定例会にも、石狩市立学校設置条例の一部を改正する条例案を提案し、望

来小学校の閉校についても盛り込まれている。また、新年度における教職員の負担が懸念される

ことから、学校統合に関わって教員の配置申請を行っており、その他負担軽減に向けた支援を講

じなければならないと考えている。 
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    望来小学校の教頭配置が無くなることや、１年前倒しして閉校することに伴い、この設立準備

委員会の運営にも影響すると思われ、今後、委員の皆様に協議、報告をさせていただく場面が出

てくると思うので、宜しくお願いいたしたい。 

 

  → 質問無し 

 

 

 

 （仮称）厚田小中学校建設工事 実施設計の概要   

 

 →  安﨑総務企画課長より、前回会議でお示しした基本設計（校舎配置図）から一部変更となった

主な箇所等について、別添資料に基づき説明した。 

 

 → ・校舎西側の駐車スペースについて、北側から南側への傾斜が強いため、当初予定していた台数

を減らし、北側の駐車場へ移したこと。 

   ・校舎１階について、トイレの位置を１～３階まで同じ位置にしたことにより、北側玄関から左

（西）側の配置が変わっている。（電気室、機械室、階段、職員便所・更衣室、物置、学校公務 

補室、配膳室） 

   ・暖房について、校舎・学校部分は灯油ＦＦストーブとし、保育園部分は床暖房が主で、エアコ

ンを完備する。 

   ・１階西側の電気室に非常用発電機を設置したことにより、時間は限られるが、災害時の避難所

となった場合に、体育館の照明や暖房、職員室等の機能をカバーできる。 

   ・体育館の改修について、屋根の張替え、外壁・サイディングの張替え、ＬＥＤ照明化、ＦＦス

トーブから灯油の遠赤外線暖房に変更、床の研磨・コートラインの引き直し、小学校段階のバ

スケットゴールを体育館中央に設置することとした。 

 

  → 質問無し 

 

 

 

 教育課程部会の取組報告（学校の教育目標(案)、学年割(案)など）   

 

 （松永総務企画課主幹） 

昨年９月から、厚田区各学校の校長による新設校の教育目標（案）と、教頭が中心となり７つの 

分科会の検討を行っているので、その取組報告をさせていただく。 

 

（厚田中・三浦校長） 

   これまで各校の教頭や市教委と協議を行っており、基本的には毎月の定例校長会議の日に、市教 
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  委と進捗状況や課題等についての確認を行ってきた。７つの分科会については、教頭がリーダー役

として、校長はオブザーバーとして参加し、一般教員は勤務する各校での担当役割に応じていずれ

かの分科会に所属して検討を行っている。この後、学校の教育目標（案）と学年割り（案）につい

てご説明する。 

 

（厚田小・石橋校長） 

昨年９月４日の第６回設立準備委員会において「関係４校の校長は、めざす学校像、児童生徒像、

めざす教師像、学校経営目標、学校経営方針の案を作成する」という決定を受けて、（仮称）厚田小

中学校の学校としての根幹をなす「学校の教育目標（案）」検討に着手した。 

配布資料のとおり、４校の校長によって検討した結果、 

 

「未来に向かって、 ふるさとに誇りをもち 

豊かな心とたくましい体で 

自ら進んで学び高め合う  厚田の子」 

 

を案として、提示させていただく。 

 補足説明として、「未来に向かって、厚田の子」を大きなスローガンとし、その間に教育目標を挟

み込んで、新しい学校のイメージを持たせることを意識し、統合に関わる４校の歴史と伝統も大切

にしながら、新学習指導要領の理念でもある「未来志向」の厚田の子どもたちを育んでいきたいと

いう願いも込めている。 

 また、教育目標の最上位に意図的に「ふるさとに誇りをもち」を位置づけている。現在も各校で

はそれぞれの地域の人的・物的な教育的資源や教育環境を活かしたふるさと学習を進めているが、

今後義務教育学校としての一貫した教育を進める中で、子どもたちが「ふるさと・厚田」の良さを

あらためて感じ、10 年後さらにはその先の将来にわたっても、その気持ちを持ち続けてほしいとい

う願いも込めている。 

 このような学校の教育目標や、めざす学校像・教師像の設定にあたっては、昨年３月に策定され

た「（仮称）厚田小中学校整備基本計画」に基づき、かつ現在の４校の学校の教育目標等を整理し、

共通する項目や重複する内容等は新しい学校へも引き継ぎながら、特に意識したのは「義務教育９

年間を通しての子どもたちの育ちに目を向けながら、系統性や連続性に配慮した教育課程・教育活

動を進めること」であり、大きな柱に据えたところである。 

 めざす学校像については、「義務教育９年間を通して、継続的で一貫性のある教育の場」という柱

に３つの具体像を、めざす教師像についても、「義務教育９年間の育ちに責任をもち」という柱に３

つの具体像という構成で作成した。それぞれの設定理由については資料をご覧いただき、ご不明な

点やご意見などお聞かせいただきたい。 

 なお、めざす児童生徒像については、この後に報告する「学年割り（案）」と関連するため、現時

点では資料に記載しているように、教育目標と学年割りのブロックのマトリックスのかたちで表し

たほうがよりわかりやすいと考え、学年割りが決定した後、４校の校長とあらためて協議した上で

お示ししたいと考えているのでご理解いただきたい。 
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（厚田中・三浦校長） 

引き続き、私から「学年割り（案）」について、配布資料（「あつた小中の９年間はトリプルジャ

ンプ」と書かれた図）をもとに説明させていただく。 

複式があるとはいえ、９つの学年を一つのまとまりとするだけでは、発達段階に応じた教育活動

ができないので、ある程度の学年の区切りを作らなくてはならないということで考えており、その

方向性としては９年間の教育課程による義務教育学校であることで可能となる柔軟な学年割りとい

う制度的なメリットがあることから、従来の６・３制ではなく、４・３・２に区切った学年割をし

てはどうかということを軸に検討している。 

これまでこの設立準備委員会で話し合われてきた中で、発達段階など様々な角度から、学年割り

は１年生から４年生を一つの区切りとして、残りの５年をどうしようかということを前提に検討し

ているということで押さえていただきたい。 

そこで、１年生から４年生までを前期課程、５年生から７年生（現在の小学５・６年生と中学１

年生）までを中期課程、そして８年生・９年生（現在の中学２・３年生）を後期課程として、資料

では段階順に「ホップ・ステップ・ジャンプ」と表している。ただ、この呼び名については今後更

に協議してきちんと決めていければと考えている。 

次に、教育課程部会の中で検討していることは、義務教育学校として９年間一貫した教育課程を

考えたときに、やはり小学校における複式授業については大変なところがあるのが実状で、そうい

うデメリットを少しでも解消できたらということで、例えば今、小中併置校の聚富小中学校で、中

学校の教員が小学校に乗り入れをして授業を実施していることを踏まえ、教科担任制のようなもの

を導入して、少しでも複式指導の負担を解消することができたらいいなと思いながら検討をしてい

る。ただし、１年生から６年生までの学年での実施は、現段階では教員の配置が決まっていないの

で、現時点では学年割りの中期課程（小学５・６年生）のところから教科担任制を導入して、中学

校の教員が小学校へ乗り入れたり、小学校の先生の中でも得意分野があるときに中学校の指導に協

力してもらうようなことも考えている。 

これらの課題を解決するために、昨年 11 月に厚田中学校の教職員３名と市教委・松永主幹の４名

が、義務教育学校として一昨年開校した斜里町の知床ウトロ学校を視察し、開校から１年半あまり

が経ち、様々なメリットや課題点が見えてきたというような貴重なお話を聞くことができた。この

知床ウトロ学校も４・３・２という学年割で、課題となっている点は少しでも解消できるよう、そ

の方策を考えているということであった。 

最終的には、義務教育９年間の仕上げとなる後期の２年間（８年生・９年生）の位置づけを明確

にしながら、９年間の教育活動をどのように充実させるかについて、様々な角度から検討して見え

てきた課題を解決しながら決めていきたいと考えている。 

 

（佐藤委員長） 

ありがとうございました。（仮称）厚田小中学校の教育目標を掲げていただき、学年割りについて

説明いただいた。ご質問等はいかがか。 
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 （Ａ委員） 

三つに分けるというのは、自分の中ではイメージがわかないのですが、先生方の区分は、小学校

６年生までの先生と、７・８・９年は中学校の先生ということで来るということなのか。 

 

（厚田中・三浦校長） 

  これまでのイメージとは違い、職員室の中で小学校と中学校の先生が一緒になるわけで、中学校

の先生が小学校の授業を行ったり、小学校の先生も免許を持っている教科については中学校で教科

授業を行うことができるので、教員の配置状況に応じて対応できることなる。 

 

（前田副委員長） 

 現在、厚田区の学校は全ての教科担任は配置されていないと思っている。義務教育学校では、国

全体の教員配置に係る予算や教員数が追いつかないところを、融通を利かして充実した教育を進め

ようという国の意図が働いていて、なかなか説明しにくい部分があると思っている。 

 

（佐藤委員長） 

確かに今までは６・３制ですから、小学校は小学校の教員、中学校は中学校の教員という明確な

線引きがあり、教員数や教員人事は全部６・３制の枠で行われていた。しかし、今度は小中一貫で

すから、教員の数や人事がどのようになるのか知りたいということであると思う。基本的には、小

学校の子どもたちの数に応じた教員数、中学校の子どもたちの数に応じた教員数を配置するが、配

置された教員をどのように融通して学校運営をしていくかということが小中一貫校の教育課程のポ

イントになると思っている。４・３・２という学年割りをするということで、今までの小学校と中

学校の概念で解釈するとどういうふうになるんだろうかという素朴な質問ですね。 

 

（松井教育指導担当次長） 

義務教育学校での教員配置については、小学校と中学校、それぞれの配置基準どおりに配置され

る。一方、変わる点は小学校と中学校の教員が兼務発令できるということである。ですから小学校

の教員が中学生の指導をしたり、中学校の教員が小学生を指導したりということが可能になるので、

学校長がどのような経営をしていくかというところで、例えば複式の解消のために、中学校の先生

が小学生のクラスで指導するということが可能になる。具体的にどの教科で教科担任制をするとか、

どの先生がどういうふうな動き方をするかという具体的なことについては、どういう学校経営を行

っていくかという細かい検討が行われていくこととなると考えている。 

 

（Ｂ委員） 

今は、小学校の教科書と中学校の教科書があって完全に分かれているが、義務教育学校にした場

合、教科書はどういうものを利用するのか。小中一貫校としての教科書があるのか、今の教科書が

基本になるのかどうか、教えていただきたい。先生方が柔軟に対応するというのはいいと思うが、

子どもが学習する部分はどう変わるのか、同じなのかを知りたい。 
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（厚田中・三浦校長） 

これまでと同じく各学年どおりの教科書で、中身が変わるわけではない。また先生方の動きとし

て、先生一人で複式２学年の授業を行っているところに、可能な範囲でもう一人の先生が加わり、

それぞれの学年の教科指導を行うということである。使用する教科書や勉強の中身が他の学校と違

うということはない。 

 

 （Ｂ委員：了承） 

   

（Ｃ委員） 

小学校段階の複式学級で中学校の先生が授業に入ったり、中学生のクラス授業に小学校の先生が

入るということは、一度受け持ったら最後（卒業）までその学年の教科を受け持つということでい

いのですか。たまたま空いたからそこに入るということではないのですか。 

 

（松井教育指導担当次長） 

教科の指導計画の考え方についてですが、基本的にはその学年に応じてということになるが、義

務教育学校の設置については、特色ある教育計画を作ることができるというところがあり、例えば

内容によっては中１の学習内容を小６に持って行くことも可能になる。ただ現実的なことを考える

と学年の発達段階を考慮して教科書等を作っていますので、どの程度動かしたほうがいいのか、動

かさないほうがいいのか今後学校で検討して計画を立てていくことになると思っている。 

 

（Ｄ委員） 

ここまでの話を聞いて大変失礼かもしれませんが、４・３・２に分ける意義は何かを教えてほし

い。教科書も今までの小学校と中学校それぞれの学年に合った同じものを使い、学年の区切りを今

までの６・３から４・３・２に分けて、新たにできることやメリットは何があるのかなどについて

教えていただきたい。 

 

（前田副委員長） 

良いご質問をいただいていると思う。学年割りについては４・３・２が一般的だが、どのような

教育活動をするかという中身は、学校と委員の皆さんに問われていて、これから創っていく部分だ

と思っている。また、この厚田の新しい学校は義務教育学校だけでなく保育園も一緒に設置される

わけで、これまでの検討でこの部分の説明がなかったことは残念という気がしている。小１プロブ

レムも大きな問題になっており、今から検討することは遅くはないと思っている。また、委員の皆

さんが受けられてきた教育、特に中学校や高校の授業を、今度の新しい学習指導要領では大きく変

えようとしている。教科担任制というと先生がチョークで板書しながら教えていた授業を思い出さ

れるが、そうではなくて、むしろ小学校型の授業を中学校、高校にも移していこうとしているのが

今の動きとなっている。そして、中学校、高校の受験対応型の授業を大きく変えて、大学入試セン

ター試験も変わることになっている。このように今、色々な変化の狭間にある中で、学校をこれか

らどのように創っていくかが試されていると思っている。 
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（佐藤委員長） 

これまでの６・３制度や学年割りについて議論が及んでいるが、確実なことは子どもの発達段階が

変わってきて、発達が早くなっており、小学校６年という区切りで本当にいいのかという指摘が多く

の教育学者から出てきているのが、まず一点目として挙げられる。 

  もう一点は、子どもたちの学力面の格差が挙げられ、できる子とできない子の差が非常に大きくな

っているということである。その格差を小学校段階だけで解消できるのかというと非常に難しく、現

在の小学校で行われている生活担任制という一人の担任が受け持つのを６年間行うのではなくて、適

当なところから中学校の教科担任制を導入させて、中１ギャップといわれる課題を少しでも解決させ

ようとしているのがねらいだと思っている。ですから、単に学年割りというだけではなく、どういう

教育課程を作っていくかということが非常に難しいことだと思っている。 

  ただし、使う教科書は同じだし、現行の学校制度の狭間の中で改革をしていこうというのですから、

委員の皆さんが思われている質問をぶつけていただいて、学校はこのように変わっていくだとか、私

達が受けた教育から大きく違ってくるんだとかということをご理解いただくことが大事ではないかと

思う。少子化が進んでいるので、これから複式学級はどんどん増えていく。学校規模も小さくなりま

すが、学校の統合はなかなか難しいので、複式が増えていく。そこで教科担任制を導入したりして、

複式はできるだけ解消していこうということなので、これは大きな改革であると思っている。 

 

（Ｂ委員） 

  ６年生と７年生の複式編成はありえるのか。また、中学校の部活動や小学生の少年団活動はどうな

るのか。 

 

（厚田中・三浦校長） 

中体連は、他の中学校と関係しながらやっているので、義務教育学校だからといって６年生も中体

連に出場できるということにはならず、７年生から９年生の参加ということになる。 

 

（松井教育指導次長） 

  私から複式編成のことを申し上げると、基本的には小学校段階での複式をいかに解消するかという

ことで、義務教育学校の制度を活用できるかということで話しが進んでいますから、中学校段階では

複式を編成しないことになる。 

 

（佐藤委員長） 

  今、いくつかの質問をいただいた。他には例えば、小学校６年生の卒業式と中学校１年生の入学式

など、式典の扱いについてもどうするかという質問もあると思う。そのようなことについて教育課程

部会で検討され、今後原案が出てくると思っている。そのことも頭において質問していただきたいと

思う。例えば、最近東京都の公立学校で高級ブランドの制服の採用について話題になっているが、制

服についてはどうなるのだろうか。 
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（厚田中・三浦校長） 

制服の購入に係る保護者の負担もあることですから、ご意見をお聞きしないで勝手に決めるという

ことはない。 

 

（Ｅ委員） 

４・３・２の学年割りについては、学習だけでなく生活面も分けられるのか教えてほしい。また中

学生は７年生からということで、行事に関しては別だが、勉強していく上では勉強の仕方が変わるか

らこういうふうに分けたという意味なのかお聞きしたい。 

 

（厚田中・三浦校長） 

  学習については、これまでどおり各学年の教科書を使っていくので、どちらかというと生活面や発

達段階を考えた区分であると押さえている。小学校でも、低学年・中学年・高学年と分けるが、せっ

かく９年間一緒になるのだから、発達段階が変わってきたことを踏まえて、４・３・２の学年割りを

考えてきたところである。 

 

 （Ｅ委員） 

７年生の気持ちになると、今までは小学６年生を卒業したから自分はちょっと大人になったという

気持ちになっていたものが、１段階下がったような気持ちになるのではないだろうか。 

 

（厚田中・三浦校長） 

そのような懸念する部分を払拭できるような工夫や取組を行っていくことが大切だと思っている。

ちなみに知床ウトロ学校では、今言われた逆の考えとして、６年生が小学校でいえば最高学年でリー

ダーシップを発揮できるはずなのに、同じ区切りの中に７年生がいるので、なかなか６年生らしさを

発揮できないでいるという課題が見えてきたということで、そうした部分を解消する取組工夫が必要

だということだった。８年生・９年生へとつながっていくように、計画を立てることが大切だと思っ

ている。 

 

（佐藤委員長） 

  戦後の６・３制が始まった頃の子どもたちの身体の発達度は、今の子どもたちは２年くらい進んで

いると言われていることなどを含めて、学年の区切りの根拠が見えてくるかもしれませんね。 

 

（Ｂ委員） 

児童会と生徒会の活動がどのようになるのか、イメージがわかないので教えていただきたい。 

 

（厚田中・三浦校長） 

  現時点でまだ検討されていないが、私見としてはできるだけ一緒にやっていく方向が良いと考えて

いる。 
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（佐藤委員長） 

これまでいろいろな質問や意見をいただいたが、今後も義務教育学校の教育課程について具体的な

案が報告されると思うので、引き続き検討していただくようお願いしたい。 

 

 

【各分科会からの取組報告（各校の教頭より）】 

 

① 移転・受け入れ分科会（厚田小・昇教頭） 

今年８月に厚田中が厚田小へ移転されるので、例えば日程・時間割、チャイム、特別教室の使用割

り当てや、学校行事で秋の学芸会は小中合同で行い、卒業式は小中別々に行うかどうかなどについ

て協議している。 

 

② ９年間を見通した教育課程分科会（聚富中・北村教頭） 

各学校で行われている教育内容や重点取組、児童会・生徒会、縦割り活動をどのように関わらせて

いくかなどについて協議している。 

 

③ 新しい学校の特色づくり分科会（聚富小・德田教頭） 

厚田ならではの特色ある学校づくりに向け、それぞれの学校の特色を再確認、再構築する取組を行

っていく。 

 

④ 新学習指導要領への対応分科会（聚富小・德田教頭） 

新年度から小学校で道徳科と外国語活動がスタートし、H31 年度から中学校でも道徳科が始まるた

め、年間指導計画をどのように作成するかの協議を行っている。 

 

⑤ 地域連携分科会（望来小・田中教頭） 

コミュニティ・スクール（学校運営協議会）の導入に向けてどのように進めていくかを協議する

こととしており、先生方だけで進めるのは難しいと考えている。新年度に入ってから、どんな厚田

型のコミュニティ・スクールを目指していくか、そのたたき台を作ることとしており、運営協議会

の前段階となる会組織を立ち上げられればと思っている。関係規則の制定など市教委の動きと合わ

せて取り組んでいきたい。 

 

⑥ 少年団・部活動分科会（厚田中・野口教頭） 

現在、バレーボール少年団と野球少年団、中学校の部活動は野球部とバレーボール部がそれぞれ

活動しており、小中の接続はうまくいっているが、バレー部員は５人という状況で単独チームとし

ての活動ができなく、野球部は浜益中の２年生の生徒と合同で活動しているが、H32・33 年度を見据

えると単独で両方の部活動を存続させるのは大変難しい状況である。昨年12月に少年団と指導者と、

今後どのように進めるかの話し合いの場を設けたところ、厚田区以外の学校と合同チームとするか、

種目を変えるかというような意見が交わされたことを報告する。 
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⑦ 閉校開校準備分科会（厚田小・昇教頭） 

２年後の閉校に向けて、例えば記念誌の作成や閉校式典の準備など、各校が同じ歩調で進めていき

たいと考えているが、望来小の閉校が急遽一年前倒しになったことから、その対応やスケジュールに

ついて今後詰めていくこととしている。 

 

 

 

 今後のスケジュールについて   

 

 →  別紙資料「（仮称）厚田小中学校 開校に向けた工程表（H30.2.14 時点）」に基づき、松永総

務企画課主幹より説明した。 

 

 →  新年度は、８月の夏休み中に行う厚田中の厚田小への移転と厚田中の校舎解体を皮切りに、２

年後の開校に向け本格的に動き出すこととなっている。設立準備委員会では、年度内に校名と校

章の案を決めるのが大きな役割となっており、校名は本年９月の市議会で提案できるよう進めて

いきたい。 

 

 →  前回（９月）の会議で示した工程表の内、厚田中の体育館改修工事の着手時期について、建築

担当との協議により、当初予定していた H30.10 月から H31.２月に変更することになった。主な理

由としては、①校舎新築の工事と同時期に行うことにより電気・水道等の供給を受けられ、機械

設備の試験運転を行うことができること。②校舎の解体工事（H30.８月予定）の直後の時期は埃

や塵が舞うため、改修工事の実施は避けたいこと。③体育館の外観の色合いの確認等を校舎建設

の進捗状況に合わせて行うことができること。 の３点であるので報告させていただく。 

 

 →  次回の会議は５月に開催する予定をしており、先ほど説明した「学校の教育目標」と、ご意見、

ご質問のあった「学年割の設定理由、根拠」などについて再度協議し、設立準備委員会として了

承、決定したいと考えている。また、校名の決定方法（募集要項）を協議、決定して、８月中に

校名（案）を絞れるように取り進めていきたい。 

 

 

（Ｆ委員） 

体育館の改修工事の時期を変更するという説明があったが、H31.３月の厚田中の卒業式は今の体育

館で行えるのか。以前の会議で現在の中学２年生の卒業式を中学校の体育館で行えるような配慮につ

いての意見があったと思うがいかがか。 

 

（安﨑総務企画課長） 

体育館の電気は校舎から引き込んでおり、校舎を解体すると電気の供給ができなくなるため、実質

的に校舎が残っていても卒業式を行うことは無理であることをご了承いただきたい。 
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 （Ｆ委員） 

  中学校の体育館で卒業式を迎えたいという生徒の気持ちを考えた時に、そのような簡単な答弁をさ

れては困る。電源の確保が難しいという理由だけでは寂しい。非常用発電機を設置するなどの対応は

できないのか。 

 

（安﨑総務企画課長） 

  水道や電気が供給されていない中で学校行事を行うことは消防法等に抵触することになり不可能で

あることをご理解願いたい。 

 

 （佐藤委員長） 

  学校という公共施設であり関係法令に基づくことが第一で、もし事故が起きてしまった時の責任も

考えなければなければならないことを踏まえてご理解を願いたいと思う。 

 

 

 

 その他 「厚田小学校プールの完成について」   

 

 → 別紙資料に基づき安﨑総務企画課長より説明した。 

 

（Ｄ委員） 

このプールは、学校の授業だけでなく一般市民への開放は行うのか。 

 

 （安﨑総務企画課長） 

   学校の授業で使わない午後の時間帯などで開放することとしている。 

 

 （Ｄ委員：了承） 

 

 

 

 その他 （全体を通して）   

 

 （Ａ委員） 

   今日の会議で様々な意見や質問があったが、特に教育課程については先生方が既に考えて、いろ

いろな準備をしていただいていると思うので、次回の会議の時に、例えばこの課題についてはこの

ように考えているといったような報告をしてもらえれば悩まなくて済むので、そのような形で進め

てほしいと思う。また、開校時の学年別の推計人数のデータも示してほしいと思う。（→事務局了承） 
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 （前田副委員長） 

   新学習指導要領の施行に合わせて、地域・社会に開かれた教育カリキュラムが求められている。

これまでの検討プロセスの中で、新しい学校づくりに関して、子ども達からアンケートをとったこ

とは大変貴重で、全国的にもあまり実践例がない取組だったと認識している。今後のカリキュラム

づくりに何らかの形で活かしてほしいと切に希望している。 
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