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第 38回黒部市教育振興協議会議事録 
 

 

１ 日 時  平成30年６月８日（金）午後７時00分～午後８時04分 

 

２ 場 所  黒部市役所 203 会議室 

 

３ 出席者  【委 員】 舟子 忠明 （黒部市自治振興会連絡協議会） 

植木 眞人 （黒部商工会議所） 

細野 義隆 （黒部市農業協同組合） 

関口 清浩 （黒部市社会教育委員会） 

大坂 正也 （黒部市小学校長会長） 

尾村 国昭 （黒部市中学校長会長） 

桶屋 正喜 （公募委員） 

<欠 席>  白川 正秋 （黒部市体育協会） 

<欠 席>  中坂 洋之 （黒部市ＰＴＡ連絡協議会） 

<欠 席> 中西 由美子（公募委員） 

 

【事務局】 国香 正稔 （教育長） 

長田 行正 （教育部長） 

能登 昌幸 （事務局次長・学校教育課長） 

齊藤 誠  （学校教育課・学校教育班長） 

前林 丈雄 （学校教育課・係長） 

 

４ 会議の内容 

【事務局（学校教育課長）】 

只今より第38回黒部市教育振興協議会を開会します。初めに教育長から委嘱書を交付します。教育長が

皆さまのお席の前にまいりますので、ご起立をお願いいたします。 

 

＜委嘱書交付 任期：平成30年４月１日から平成 32年３月 31日＞  

 

 それでは次に教育長がご挨拶申し上げます。 

 

【事務局（教育長）】 

皆さん、こんばんは。いい天気が続いていたのですが、急に湿っぽくなってきました。 

今日は平成30年度第１回の教育振興協議会ということでお集まりいただきまして、誠にありがとうございま

す。また、委嘱を受けていただき感謝申し上げます。２年間という任期でありますけど、黒部市教育委員会

が行っている教育施策について、なかなかたくさんお話をお聞きいただくことになりますが、ご意見をどん

どんお出しいただければと思います。最終的には点検評価ということで、このあと説明がありますが、それが

成果品となるわけです。黒部市の予算を執行して行っている事業はもちろんですが、それ以外の学校で行

われている教育のようなことも含めて、皆さんに審議していただく対象になると思っています。 

４月から大野市長が就任され、「朗らか（黒部の創造）」というなかに教育も含まれていることから、改めて

教育がやるべきことは何だろうかという事を考えてみたのですが、自分が受けたいと思う教育を受けられると

いうことが一番大事ではないかと、それをできるようにするというのが我々の仕事だと思います。 

昨年度から試みていることがありまして、それは横浜市の中川西中学校が始めた取組ですが、今、中学

校の一番大きな問題は不登校であると思っています。黒部市では２％ほど位になっていますが、いわゆる

不登校となっています。中川西中学校というところは生徒規模が 1,000人位のところで 30人ほどがやはり不

登校となっています。その状況で、その中学校の校長が取り組んだことは、教室に入らなくてもいいから、学

校に来たら、ある部屋を準備するから、そこに来れば先生が数名在室していて、自分のペースで勉強でき

て教えてもらえるというものです。教室にいて勉強が分からず苦しいと感じる子は、そういった場所で勉強し
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てもいいんだよという場所を作ったわけです。この取組で、30人いた不登校生徒のうち 29人がその場所に

出てくるようになって、出てこられなかった子が１人だけになりました。これを聞いて、一体何が起きているん

だろうと思い、視察に行きました。感じたことは、そこに来ている子は、教室に行ったら何となく取り残された

と感じるのか、しゅんとして机に臥せっている子らしいんですが、どうやっているのかというと、13 引く５、で

はなく 13足すマイナス５という問題にチャレンジしていて、分からないと言いながらも諦めずに考えていて、

中学生でありますがそのようなレベルなのです。だけど驚いたのは、大変生き生きとしていて、しっかり勉強

しようと思ってやっています。学校で勉強したいという気持ちを誰でも持っているということと、一部屋に集ま

っているのですが、ある子は壁に向かってカーテンに囲まれた場所で勉強をしている、ある子は先生とやり

取りしながら勉強しているという風に、ばらばらで勉強しているわけです。大事なのは、その部屋に、同じ教

室に入れない仲間が 29人いるということ、それがどうやらすごく大事なようで、勉強したいということと仲間が

いるということで、学校に足が向くということのようでした。もう一つあるとすれば、そこに自分の机と椅子があ

るということですね。そこに行けば、座る場所がある、昼間の間時間を過ごす場所があるということが大きい

のだろうなと思いました。 

今、中学校で、とにかく学校に出てきた子がいたら、勉強をさせてやってくれ、できれば、どこかの部屋に

1人で閉じ込めるのではなく、そのような子が何人かいれば、その子達を一緒にしてやってくれと言っている

ところです。 

ちょっと話は変わりますが、学びたいと思っているとか、仲間を求めているとか、居場所が欲しいというの

は、子どもだけではないのではないかと思ったのは、実は、先日の日曜日に旧市庁舎のところで検討され

ている交流センターの参考ということで塩尻交流センターへ視察に行ったのですが、図書館を中心に見よう

と思ったところ、図書整理のため休館日でした。職員はいないのかなと思ったら、いわゆる交流棟に管理を

担当している職員がいました。そこに、机と椅子があるのですが、人があふれていました。そのような光景を

見ると、たくさんの人がそういう場所を求めているのだなと思い、びっくりしたわけです。 

今日何を話そうかと考えていたのですが、この話と中学校の話にはつながるところがあるのだと思い、

我々が行っている生涯学習というか芸術文化、スポーツもあるわけですが、それぞれやはり生きがいという

ものを求めて、何かやってみたい、学びたい、仲間をつくりたい、居場所がほしい、このような生きがいを手

にして人生の質を高めるというような、そのようなことにつながっているのかなと思ったところです。 

そうやって、黒部市民が生き生きと笑顔になってもらえればありがたいなと思うわけでありまして、皆様に

はそういう側面から色々とご意見をいただければと思います。どうかよろしくお願いします。 

 

【事務局（学校教育課長）】 

ありがとうございました。それでは、この会議が第１回目となりますので、委員と職員の自己紹介をしたいと

思います。委員の舟子委員から自己紹介をよろしくお願いします。 

 

＜各委員及び事務局 自己紹介＞ 

 

【事務局（学校教育課長）】 

続きまして、次第に基づき会長の選任及び副会長の指名となります。協議会規程では、「会長は委員の互

選により選任し、副会長は会長が指名する。」となっています。なお、本協議会には、学校現場の状況を把

握するため小・中学校長会の会長が参加されておりますが、当事者ということでありますので、正副会長の

対象外とさせていただきたいと思います。委員の皆様には会長候補についてご推薦いただければと思いま

すが、いかがでしょうか。 

 

【委員数名】 

事務局に一任でしょう。 

 

【事務局（学校教育課長）】 

事務局に一任でよろしいでしょうか。 

 

【全委員】 

異議なし。 
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【事務局（学校教育課長）】 

それでは事務局案を申し上げます。舟子委員に会長職をお願いしたいと思いますが、よろしいでしょう

か。 

 

【全委員】 

 異議なし。 

 

（拍手） 

 

【事務局（学校教育課長）】 

 拍手で承認されました。舟子委員が会長ということでございます。恐れ入りますが、舟子委員には会長席

に移動いただきたいと思います。以降の進行を会長にお願いしたいと思いますのでよろしくお願いします。 

 

【舟子会長】 

ただ今、会長に指名されました舟子です。よろしくお願いします。座って進めたいと思います。 

それでは、副会長の指名ですが、規程の第４条第２項により副会長は会長が指名することになっておりま

す。体育協会から推薦されておられます白川委員にお願いしたいと思います。今日実は他の会合と重なっ

て欠席ということですが、白川委員を指名したいと思います。よろしくお願いします。 

 

【植木委員】 

 それで、一つ要望があるのですが、大体１時間半を目途に会議を終わってもらえたらありがたいなと思い

ます。午後７時から始めるということであれば、午後８時 30 分にはなるべく終わっていただけたらありがたい

と思います。その辺いかがでしょうか。 

 

【事務局(教育部長)】 

 なるべくそのように進めたいと思います。今まで、長時間の日もあったと思いますので、なるべく早めに終

われたらと思いますが、難しい場合はご理解をお願いします。 

 

【舟子会長】 

それでは、意見もございましたが、次第の５番、研修事項・報告事項に進みます。今期は、委員１０名中、

私を含めまして５名が新任でありますので、協議会の役割等について事務局から説明いただきます。資料

がたくさんありますので、資料１～４までと、資料５を分けて説明してもらいます。よろしくお願いします。 

 

【事務局（係長）】 

それでは、次第に沿ってご説明申し上げます。次第の裏面には、本協議会の規程を記載しておりますの

で、後ほどご一読いただければと思います。 

それでは、資料１からご説明申し上げます。資料１につきましては、振興協議会の主な会議内容としまし

て皆さんに行っていただく仕事を記載しております。本協議会では、教育委員会から諮問された事項に対し

て市民の立場、また推薦団体でのお立場から検討いただき、ご意見を述べていただくというものであります。

まず「教育委員会の事業の点検・評価について」というものであります。教育委員会では毎年、前年に行っ

た事業について自己点検、自己評価を行い、その結果を報告書としてまとめ、市議会への提出とともに広く

市民に公表しています。本協議会では、これらの自己点検、自己評価した内容につきまして、第三者のお

立場から再点検、再評価をしていただくというものでありまして、こちらの点検、評価につきまして、資料２を

ご覧いただきたいと思います。こちらが、昨年度、平成 29 年度に作成した点検評価報告書ということで平成

28年度事業分の内容となっています。今年度につきましては、平成30年度作成分となりますが、平成29年

度事業分の決算が７月末頃に確定しますので、そういった数字を反映させながら事務局として作成していき

たいと考えています。委員の皆様には、事務局が自己評価して作成したものをチェックいただいて、その評

価等が適正かなどをご審議いただくことになります。大変厚い資料となっていますが、少しめくっていただ

いて、そのなかに、教育委員会の事務事業の執行状況ということで事業の一覧が掲載されています。こちら

が平成 28年度に取り組んだ主な事業となっており、次のページから具体的な事業、それに対する実績、成

果等、そして点検等が記載されており、こういった記載もしくは点検評価をご覧いただき、Ａとなっているけ
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どもこれはこうじゃないかとか、こういう成果が上がったとのことだがこれについてはこのようなこともあったの

ではないかというようなご意見をいただきながら、課題、改善等にも反映させていくという構成になっていま

す。こちらにつきまして、主にご審議いただくことになるわけですが、この冊子は大変ボリュームがあります

ので、恐縮ですが資料１に戻っていただいて、スケジュールとして会議の開催予定を記載しています。平成

30年度としまして今年度全４回を予定していまして、第１回を６月上中旬としていますが、これが本日となりま

す。第２回と第３回を８月と９月で開催し、今ほどの資料の内容を２回に分けてご審議いただくというスケジュ

ールにしています。８月に半分、９月に残り半分という形式になろうかと思います。その審議が終わりましたら、

その後、教育委員会、私どもに対して審議結果を答申いただき内容を確定させていくということになります。

最終的には、こちらのほう、法律で広く市民に公開することが定められておりますので、市ホームページへ

の掲載や市教育委員会窓口への設置を行うこととしております。また、市議会への報告ですとか、各地区公

民館への配付ということも予定していますので、よろしくお願いします。 

続きまして、資料１の１の（２）になりますが、黒部市教育大綱・黒部市教育の方針についてです。こちらは、

教育基本法の目的、目標を実現すべく、黒部市教育大綱、計画期間は５年で５年に１度の作成となりますが、

これを基本として、毎年、黒部市教育の方針を策定しており、その内容について、この協議会で検討、協議

等をいただくというものです。黒部市教育大綱につきましては、資料３としております。資料３の表紙に、黒

部市教育大綱、その下に期間として、平成30年度から平成34年度と記載しております。こちらは、本市の最

上位計画である黒部市総合振興計画と計画期間を合わせることとしており、平成 30年度から平成 34年度と

なっているものです。これらを基本に教育行政を進めていくものであります。教育大綱につきましては、次の

計画期間が平成35年度からとなりますので、今の予定では、平成34年度に改めて策定するという予定にし

ています。この大綱に基づきまして、毎年度作成しておりますのが、資料４にございます黒部市教育の方針

というものであります。こちらについては、資料４の表紙に記載のあるとおり、平成 30年度版となっており、こ

ちらは毎年度更新といいますか、作成していくというものであります。従いまして、この教育の方針につきま

しては、今後、先ほどのスケジュールにありました第４回の２月中旬の会議あたりで、平成 31 年度、翌年度

の方針について、本協議会で皆様にご審議をいただきたいと考えております。また、その中身につきまして

は、大変申し訳ございませんが、またご一読をいただければと思います。 

本日の資料は当日配付ということにさせていただきましたけども、２回目以降につきましては、ボリューム

もありますし、予め委員の皆様にお目通しをお願いしたいと思っておりますので、少なくとも開催の２週間前

には委員の皆様方に事前送付をさせていただきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

簡単ではありますけども、資料１から資料４までの説明については以上であります。 

 

【舟子会長】 

 はい、ありがとうございました。 

 事務局の説明に関して、ご意見やご質問があれば。まあ、急に出されて、なかなかあれだとは思いますが、

意見がありましたらお願いします。 

 

 （なし） 

 

【舟子会長】 

 特にないようですね。 

 

【事務局（教育部長）】 

 今ほどの説明に加え、簡単にもう一度説明させていただいてよろしいですか。 

 今回、初めての会議で、委嘱書交付と概要の説明を行っております。このあと、今年あと３回を予定してい

ます。８月中旬と９月中旬と２月中旬に３回会議を予定しています。その会議で何をするかと申しますと、８月

中旬と９月中旬の会議で、30 年度に実施する点検・評価ということで、平成 29 年度事業分について事務局

で作成しますので、それを皆さんに見ていただくといいますか、こちらからまず説明をさせていただいて、

それについて、ご質問とか、あるいは評価とかありますが、Ａ評価でいいかなどについて、ご意見をいただ

くことになります。昨年、一昨年で言いますと、評価についてご意見をいただいて、２～３件、評価の段階が

変わったとか、ご質問により記載内容を変えたことがありました。事業がかなりたくさんありまして、かなりの冊

子の分量ですから、２回に分けてやりたいということで、８月と９月にやるんですが、先ほど委員からありまし
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たように、１回あたり２時間以上かかってやるような、こちらの説明も結構長いもので、その辺を配慮してやり

たいと思いますが、それを聞いていただいて、疑問とかおかしいところ、評価などを審議いただいて直して

いただくということが、８月と９月に行うということであります。ちなみに、教育委員会事務の点検・評価報告書

の作成というのは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律で市町村教育委員会が作成するものと定

められております。作成した暁には最終的には議会に提出するというものであります。 

 もう一点、２月中旬に31年度の黒部市教育の方針ということで審議いただきますが、今ここで言いました関

係法律のなかで、黒部市教育大綱を作るということも定められています。ただし、この教育大綱につきまして

は、黒部市総合教育会議というものがありまして、市長、教育長、教育委員４名の６名で審議してこの教育大

綱を作ることになっております。これは、総合教育会議という市の組織で、そこで決定するというものです。こ

の大綱に基づいて、黒部市教育の方針を定めることになっておりまして、この教育の方針が資料で示してい

るものです。大綱に基づいて方針を作っているのですが、この方針について２月にご審議をいただきたいと

いうことであります。この方針は、市内学校等に配付し、各学校の教育計画に反映されることになります。 

  

【舟子会長】 

今ほどは補足説明を含めて話がありましたが、何かご質問があればお願いします。 

 

（なし） 

 

【舟子会長】 

なければ、次に進みます。「小中学校再編計画」について、事務局より説明願います。 

 

【事務局（係長）】 

黒部市教育振興協議会の主な会議内容として、「教育委員会から、黒部市の教育行政に関しての課題や

事業の進捗状況など、必要に応じて報告を受け、意見等を述べる。」ということがあり、その一例として小中

学校再編計画について説明があるというふうに捉えていただければと思います。 

さて、小中学校の統合については、実際に統合準備委員会等に参画された方もおられるとは思いますが、

簡単にご説明いたします。小中学校再編計画については、計画期間が 15 年となっており、2013 年度から

2017 年度までの５年間を前期計画としており、この間に、統合によりたかせ小学校と桜井小学校が開校した

ところです。また、2018 年度から 2022 年度までの５年間を後期計画としており、この間は、鷹施中学校と高

志野中学校の統合に伴う清明中学校、宇奈月中学校と桜井中学校の統合に伴う明峰中学校の２校の開校

に向けて準備を進めているところです。その後、2023 年度以降については、将来構想ということで５年間の

期間として設けており、生地小学校、村椿小学校、荻生小学校、若栗小学校について、児童数の推移を見

ながら統合について検討を加えていくこととしています。次に「組合せ」と「校舎」ということで、鷹施中と高志

野中の清明中学校は現在の高志野中の校舎を、宇奈月中と桜井中の明峰中学校は現在の桜井中の校舎

を使用することになります。次に、「現在」と「統合時期」との関係ですが、現在の中学１年生、小学６年生、小

学５年生が２年後の 2020年の統合時には、それぞれ中３、中２、中１として統合校に在籍することになります。

次に、「中学校のクラス数（生徒数）の見込み」でありますが、平成 29 年１月時点の推計ですが、宇奈月・桜

井、鷹施・高志野それぞれについて、クラス数及び生徒数を示しております。次に、「児童生徒の減少に伴う

学校運営上のデメリット」として、少子化による児童生徒の減少、ひいては学校の小規模化につながり、児童

生徒に様々な影響が及びます。例えば生徒数が少ないとクラス替えができないですとか、部活動の選択肢

が少なくなるといったことが挙げられます。次に、「統合の主なメリット」として、今ほど申しましたようにクラス

替えの実施や充実した部活動の実施などが挙げられます。次に、「通学のイメージ」ですが、明峰中は現桜

井中学校の校舎を使用しますので、宇奈月中学校区の生徒は今より通学距離が長くなり、同様に清明中は

現高志野中の校舎を使用しますので、鷹施中学校区の生徒が今より通学距離が長くなるということになりま

す。こういったことに対応するため、通学対策を実施することとしています。一つは「徒歩・自転車通学」対策、

もう一つは「遠距離通学」対策ということで、通学経路の安全確保やスクールバス・電車の運用などについて

検討を行っているところです。このほか、統合対策に伴う検討事項ということで、まず環境変化の緩和と心の

ケアがあります。具体的な取組として、学校行事の合同実施や部活動の交流、合同練習などがあります。次

に、新しい中学校の開校に向けて、校名・校章・校歌の決定、制服・体操服の決定などがあります。昨年度

に中学校統合準備委員会を立ち上げ、校名が決定され、また体操服も決定されたところですが、今年度は

校章や制服等について検討し決定する予定としています。 
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小中学校再編計画に関する説明は以上です。 

 

【舟子会長】 

今ほどの説明について、ご意見などはありますでしょうか。 

私から一ついいでしょうか。細かいことで恐縮ですが、田家の一部の方で、中学校について市から提案さ

れている通学区域だと今よりも通学距離が遠くなるということで、タウンミーティングでも質問がありましたが、

その後、この話については何か変化があったのでしょうか。というのは、田家地区の牧場のほうの山手の地

区では今の決め事でいうと、鷹施・高志野統合中に行くと距離が遠くなるので、宇奈月・桜井統合中に行か

してもらえれば距離が近くなるので、どうにかならないかという話であったと思います。 

 

【細野委員】 

 昨年だったか、私もそのことについて、この会議で質問をしました。そのときの話では、了解を得たという

話であったように思います。 

 

【事務局（学校教育課長）】 

 一応地域の了解はいただいて、小学校の卒業生が２校に分かれるといったことはなく、全員が鷹施・高志

野統合中に通うということになっております。 

 

【舟子会長】 

わかりました。 

 

【細野委員】 

 距離的には、明らかに宇奈月・桜井統合中が近いのですが。 

 

【事務局（学校教育課長）】 

 通学に関しては、スクールバス等を準備して、支障のないようにといいますか、スムーズに通学できるよう

配慮することとしています。 

 

【関口委員】 

新しい中学校でＰＴＡを設立するという話になっていると思いますが、ＰＴＡについて、学校に入学すると

必ず強制的に会に入会することになる。会費も強制的に徴収される。これ自体が、違法性、違憲性が高い。

このことはテレビなどでも言われています。口に出さなくても、ＰＴＡ会員は知っていることだと思いますが、

このことについて、学校を補佐する組織としても、本当にこれで正しいのか、関係者はどのように考えている

のでしょうか。 

 

【事務局（教育部長）】 

 この統合協議については、現時点では各中学校にＰＴＡが組織されていますので、学校の統合にあたっ

て、ＰＴＡの組織の新たな編成の機会を作るという意味で話し合いの場を設けているという趣旨として考えて

います。統合協議のなかで、今ほど委員が言われたようなご意見もあると思いますが、一方ではＰＴＡの組

織を継続する必要があるという考え方もあると思います。そのため、協議の場を設ける必要があると思って

います。 

 

【関口委員】 

 いいとは思うのですが、自分もＰＴＡの会員をやっていますので。ただ、本当に、強制的に、絶対に会に入

らなければならないのか、強制的に会費を徴収されなければならないのか。それは、結社の自由というか、

入っても入らなくてもいいですし、人権の問題も関わってくると思いますが、こういったことがネットにのって

いることを知っている人は多いと思います。ＰＴＡは必要だとは思いますが、何かそこらあたりをクリアにする

対策が必要ではないでしょうか。 

 

【事務局（教育部長）】 

 具体的な対策は考えていませんが、今ほど言われた点に注意して、今後進めていけるよう、考えていきた
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いと思います。 

 

【関口委員】 

 それと、統合時に自分の子どもは中学校ではないですが、現在愛本に住んでいて、宇奈月小学校在籍時

に、「中学校が統合すると遠くから通う必要があることから、宇奈月地区出身者というか保護者の駐車場を用

意してほしい」とお願いしたら、市教育委員会からは、「宇奈月地区は電車があるので、保護者は卒業式と

か入学式、授業参観や体育大会は電車で来てほしい」と言われました。駐車場がないとのことでしたが、確

かに地鉄沿線の人は、気持ちは反対でも理解できるかもしれませんが、愛本は電車が通っていません。一

家全員とは言いませんが、せめて一家族に駐車スペース一つを用意してもらって、優先的に駐車できるよう

にしてもらわないと困ると思います。例えば、行ったけど停めることができず、宮野山に停めて歩いてきてく

れと言われても、愛本としては大変困ります。何かその辺を考えてもらえればと思います。愛本に特別な待

遇をしてくれということではなくて、そういったことをしてもらわないと、実際、行事に参加できないということで

す。電車があって、電車まで歩いていってといっても、地鉄に駐車場があるわけではありません。 

 

【事務局（教育部長）】 

 現状は、桜井中学校の駐車場は少ない状況です。行事の際には、学校周辺にも停めている状態です。改

修が終わりましたら、駐車台数が少しは増えるというか、駐車スペースを広げたいと思います。言われるとお

り、全体的な対応ができればいいのですが、そこまでは至っていない状況です。 

 

【関口委員】 

 私の希望というか、関係にもお願いしているのですが、どうしても保護者は車で行かなくてはなりません。

電車は通っていません。 

 

【事務局（教育部長）】 

 現状でも駐車場が足りない状況なので、少しでも確保できるようなことが検討できればと思います。 

 

【関口委員】 

 多分多くても 10 台未満だと思います。中学校３学年全部合わせても、愛本地区の必要数はそれ位だと思

います。 

 

【事務局（教育部長）】 

 なかなか専用の場所を確保するのは難しいと思うのですが、全体で少しでも場所を確保できるようなことを

検討できればと思います。 

 

【関口委員】 

 例えば、それができない場合は、どのように通えばよいのか提案いただきたいと思います。駄目ですと言

うのは簡単ですが、それでは親はどうやって明峰中学校に行けばいいのか、歩いて駅まで行って電車に乗

って、そこから来なさいという話なのでしょうか。 

 

【桶屋委員】 

 それは、まず、新統合中のＰＴＡで議題に挙げられて、話を進めたほうが早いと思います。 

 

【関口委員】 

 これはずっとお願いしている話で、始まってからでは遅い話だと思います。 

 

【桶屋委員】 

 今、お子さんがおられるのであれば、そのＰＴＡで意見の吸い上げをしていると思うのですが。 
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【関口委員】 

 ＰＴＡでも話をしてますし、説明会のためにＰＴＡに教育委員会が来たときに、お願いをしています。 

 

【桶屋委員】 

 統合の検討をしている委員会で、現在のＰＴＡ役員が委員になっていると思うのですが、その場で議論し

てもらえればいいと思います。確か、そのような話が出ていたと思います。議論の途中で結論はまだだとは

思いますが。 

 

【関口委員】 

 そうだと思います。 

 

【桶屋委員】 

 鷹施・高志野統合中でも、問題がたくさん出てくると思います。 

 

【舟子会長】 

 そのほか、何かありませんか。 

 

【大坂委員】 

 資料についてよろしいですか。再編計画の資料ですが、中学校のクラスの見込みが記載されています。

平成 29 年１月推計とのことですが、普通級の学級数が記載されていると思うのですが、2018 年度までは実

数を記載したほうがよいと思います。来年度以降は推計としてもいいと思いますが、例えば、現在、宇奈月

中は普通級が６級ではなく、どこかの学年が１級のみで全部で５級ではなかったでしょうか。 

 

【事務局（学校教育班長）】 

 宇奈月中は６級であると思います。 

 

【大坂委員】 

 桜井中は、現在 12級でよかったでしょうか。 

 

【尾村委員】 

 桜井中は現在 12級ですが、2016年度と 2017年度の記載に相違があって、実数は、2016年度が 13級、

2017年度は 12級です。 

 

【大坂委員】 

 鷹施中や高志中はどうでしたでしょうか。いずれにしても実績を確認して実数を記載すべきだと思います。

多分この資料はこれからも見られることが多いと思いますので、自分の学校のクラスが違っているとよくない

と思います。 

 

【舟子会長】 

 そのほか、何かありませんか。 

 

（なし） 

 

【舟子会長】 
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 私から事務局に一つお願いがあります。今日が初めての会合で、新しい方も５名おられましたが、実質３

分の１が欠席となっています。この大事な会議で３分の１が欠席というのはいいことだと思われませんので、

調整は大変だと思いますが、せめてもう少し早めに連絡してもらえれば、今日の欠席者３名も１名でも出席

できたかもしれませんので、今度の会合の案内はもう少し早めに案内してもらえればと思います。会合が重

なれば仕方ないとは思いますが、ただ、やはり３分の１が欠席という会合はよくないと思うので、早めに案内

するようにお願いします。 

 

【事務局（教育部長）】 

 舟子会長のご指摘のとおりで、事務局の案内に不備がありましたので、次回は多くの委員に出席していた

だけるよう調整したいと思います。 

 

【植木委員】 

 もう一つ提案ですが、第２回の会議が８月中旬となっていますが、その期間はお盆に重なるので、よくない

と思います。 

 

【事務局（学校教育課長）】 

 中旬と記載していますが、下旬の予定で考えたいと思います。候補は月末位を想定しています。 

 

【植木委員】 

 そのようにずらしてもらわないと、中旬だと、皆さん出入りに忙しい時期だろうと思います。 

 

【事務局（教育部長）】 

中旬から下旬にすべきということで、中旬はやはりお盆をはさみお忙しい時期だと思いますので、そのよ

うに対応したいと思います。 

 

【舟子会長】 

お盆の時期は避けたほうがいいですね。 

 

【事務局（学校教育課長）】 

 それと、第２回目以降は、今日は初めての会議ということで概要説明として事務局もこの体制でしたが、次

回からは教育委員会の学校教育課以外の課等が出席しますので、出席者が増えることになります。 

 

【桶屋委員】 

 一つ質問していいですか。点検評価シートにおいて、総合評価、ＡとかＢをこの審議会で決めていくという

ことでいいですか。 

 

【事務局（学校教育課長）】 

 事務局で自己評価を記載しますので、それがいいか悪いかを判断いただきます。 

 

【事務局（教育部長）】 

 事務局で評価を入れます。それが適切かどうかを判断いただくわけですが、実際には昨年度なども１、２

件は、もっとがんばっているのではないかということで評価を上げていただいたことや反対にそこまで達して

いないのではないかということで下げたこともあります。こちらの案を出させていただいて、ご審議をいただ

くという形です。 
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【桶屋委員】 

 ちなみに、非常に恥ずかしい話ですが、この事業の項目のうち、３分の１位はよく分かっていないので、コ

メントしづらい面があります。 

 

【事務局（教育部長）】 

 会議では一つ一つの事業について各担当課長が全て説明します。それを聞いていただいて、活動内容

や結果についてのご質問をいただき、それにお答えした上で評価をしていただくということになります。そ

のため、事務局の説明が長くなるという傾向があります。評価は２回に分けて行いますが、第２回目の会議

が２時間を越えてしまうということが多々あります。 

 

【桶屋委員】 

 ８月下旬の会議に向けて、事前に個別にレクチャーしてもらうことは可能ですか。 

 

【事務局（教育部長）】 

 個別に問合せいただくことは可能ですが、資料には前年度の実績を反映させますので、事業費の精査な

どが必要となり、資料素案の完成時期が８月中旬位になってしまいます。そのため、資料の配付もその時期

になってしまいますが、個別の問合せには対応したいと思います。 

 

【桶屋委員】 

 ありがとうございます。 

 

【舟子会長】 

 これで特にないようですので、以上を持ちまして終わりたいと思います。皆さん、お疲れ様でした。 

 


