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午前１０時００分
午前１０時００分 開会

●町長
本日は、平成３０年第２回七飯町総合教

１ 開会

育会議を開催させていただきましたところ、
ご出席賜り厚くお礼申し上げます。

●事務局（総務部長）

総合教育会議においては、教育振興にか

おはようございます。定刻となりました

かる基本的な方針、大綱を策定すること。重

ので、ただいまより平成３０年第２回七飯

点的に講ずるべき施策、緊急の場合に講ず

町総合教育会議を開会致します。

るべき施策について協議・調整する場とな

私は、総務部長の釣谷と申します。よろし

っております。

くお願い致します。

今回審議をさせていただきます協議内容

着席にて失礼させていただきます。

につきましては、平成３２年４月１日から

今回傍聴の方がいらっしゃいますので、

実施をさせていただく予定となっておりま

注意事項等を申し上げたいと思います。

す「大沼地区小中学校の統廃合について」で

会議は原則公開でありますが、案件によ

ございます。このことについては、町議会の

っては、非公開とする場合もあります。

場で今年３月、町の方針として統廃合の方

傍聴者の皆さんにおかれましては、配布

向性を示させていただきましたが、その後

いたしました「教育委員会傍聴人規則」に準

９月６日に北海道胆振東部地震が発生し、

じ、第４条に規定してあります行為をして

道内で初めて震度７が記録され、胆振など

はならないとなっておりますので、ご理解

では甚大な被害が発生しました。このこと

ご協力を願いします。また、会議終了後には

を踏まえ、子どもたちを災害から守ること

議事録を作成し、公表することに努めなけ

が最優先課題となったことから、教育委員

ればならないことから、この会議を招集い

会が主体的に大沼地域の小中学校の在り方

たしました町長と、この会議で指名いたし

について取り組みを進め、これまで地域に

ました署名委員の署名をいただいたのち、

出向くなど、関係者説明会等を開催してま

公表することにしたいと思います。

いりました。

それで、前回加屋本委員さんに署名の方

つきましては、この会議の場で、これらの

お願いしてございます。今回は信夫委員さ

課題について総合的な見解での協議をさせ

んにお願いしたいと思いますが、よろしい

ていただきたいということでございます。

でしょうか。それではどうぞ宜しくお願い

本日は各委員さんのご意見を賜りながら

致します。

進めさせていただきたいと思いますので、
どうぞよろしくお願い致します。

２ 町長挨拶

以上、簡単ではありますが、挨拶とさせて
いただきます。

●事務局（総務部長）

●事務局（総務部長）

それでは次第に従いまして、町長よりご

会議をはじめる前に、本日は菅沼委員さ

挨拶をお願い致します。

んが欠席となっておりますのでご報告させ
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ていただきます。

なってございます。
（４）の中学校は普通学

会議の進行につきましては、七飯町総合

級３学級と特別支援の１学級で全て単式学

教育会議運営要項第４条の規定に基づきま

級、生徒数は４２名となっており、小中合わ

して、町長が議長となり進めることとなっ

せた児童生徒数は１２０名となっておりま

ておりますので、宜しくお願い致します。

す。なお、大沼小学校については平成３１年
度には複式学級が１クラス増えるというこ

３ 議題 協議第１号

とになっております。

大沼地区小中学校の統廃合について

２．課題の（１）授業内容の課題ですが、
平成３２年度から新学習指導要領の全面実

●町長

施に伴い、本年度から外国語活動（英語）の

それでは早速ではございますが、本日お

一部を前倒して実施、また道徳が特別な教

諮り致します「協議第１号」大沼地区小中学

科となって実施されることになります。い

校の統廃合について、事務局より説明をお

ずれも、学年別に実施しなければならない

願いします。

ことから、外国語教師の専門性の確保、道徳

●事務局（学校教育課長）

に求められる多様な考えの共有化が大きな

それでは協議第１号、大沼地区小中学校

課題となっております。

の統廃合について提案説明を申し上げます。
大沼地区小中学校の統廃合を次のように

また、
（２）施設面では、大沼小学校と軍
川小学校の体育館が、耐震化を満たしてい

実施するため、地方教育行政の組織及び運

ないというのが課題となっております。

営に関する法律第１条の４第１項第１号の

ローマ数字のⅡはこれまでの経過を記載

規程に基づき、協議するものでございます。

しており、これまでに地元 PTA 役員、全保

記といたしまして、１．統廃合する学校は

護者、各町内会への説明会を記載のとおり

大沼小学校、軍川小学校、東大沼小学校、大

実施したところでございます。

沼中学校でございます。２．の統合後の学校

ローマ数字のⅢ、方向転換でございます

の種類は義務教育学校でございます。３．の

が、９月６日未明に北海道胆振東部地震が

廃校年月日は平成３２年３月３１日でござ

発生。胆振日高を中心に甚大な被害が発生

います。４．の統合年月日は平成３２年４月

し、北海道が初めて震度７を記録しました。

１日でございます。詳細の内容については

七飯町内では人的被害はありませんでし

次のページからとなってございます。

たが、停電によって公共施設の機能が停滞

ローマ数字のⅠ．大沼地区の学校の現状

し、多くの住民が不便を被るなど、小中学校

と課題を記載しておりまして、１．の現状は

においても２日間休校となりました。

小学校については（１）から（３）までに記

これにより日常の備えが重要であること

載のとおりで、３校合わせて全て単式学級

もあらためて認識したところでございます。

であれば３校で１８学級のところ、現状は

特に大沼地域では駒ケ岳もあり、災害の

単式が６学級、複式が６学級となっており

リスクは今まで以上に大きくなると考えて

ます。また、３校の児童数の合計は７８名と

おります。
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このことから、子どもたちを災害時の発

設校の校名、校章、校歌の決定。さらに制服、

生リスクから、いかに守るかが最優先課題

ジャージの選定、PTA の統合等を進めてま

であると考え、これまでの方針としてござ

いります。

います大沼地域の小中学校のあり方につい

なお、現時点では未定となっております

て、地域の合意形成が前提のスタンスでは

が、閉校式については３小学校と中学校に

ありましたが、方向転換し、地域の合意を待

おいて、それぞれの地域で協議を行った上

つことなく、教育委員会として子どもたち

での実施を予定しております。

の命を守るための方策を速やかに実施する

次に５ページの表になりますけれども、

こととし、町議会の一般質問の回答として

この表は、平成３０年から３５年までの各

答弁したところでございます。

学校の児童、生徒数の推移を記載しており、

ローマ数字のⅣは目指すべき学校像を記

表の中のカッコの部分については、複式学

載してございます。１．は３小学校、１中学

級の箇所を示しておりますので、ご参照願

校を大沼中学校校舎に統合します。２．統合

いたいと思います。

については、平成３２年４月１日でござい

簡単ではございますが協議事項の説明を

ます。３．目指すべき学校は施設一体型の９

終わります。

年制の義務教育学校です。４．の学校の改修

●議長（町長）

としましては小学生用の手洗い、トイレ等

ただ今、事務局の説明が終わりました。各

の整備。また、プールについても検討してま

委員から質問があればお願い致します。

いります。５．制服の着用ですが、中学生相

●加屋本委員

当の学年（７～９学年）に制服の着用を考え

私からは、前回の教育委員会議において

ております。６．教員数については校長１

質問させていただいておりますので、特に

名、教頭を２名配置、一般教員は中学校同

ございません。

数。小学校は複式が解消されるので定数は

●山川委員

増。職員室はワンフロアと考えております。

質問ではなく意見なのですが、よろしい

７．授業内容ですが保護者の要望も踏まえ

でしょうか。文言の部分で、先ほどの説明の

編成。

中に教育委員会のほうで、職員室のワンフ

８．スクールバスについては実施を行い、集

ロアという表現がありましたが、これは同

合場所や時間については、別途協議を致し

じ階という意味でのフロアなのか、それと

ます。９．統合後の小学校校舎の利活用です

も同じ部屋なのか、いわゆるワンルームな

が、地域の財産であり、地域の人たちの思い

のか、少しわかりやすい言葉での表現がよ

の詰まった校舎であることから、地域の意

ろしいかと思っております。

見を聞きながら方針を決定していく。

また、義務教育学校という言葉自体が聞

ローマ数字Ⅴの今後の予定についてですが、

き慣れない表現であり、そういうところで

本日の総合教育会議で、統合方針の決定を

もわかりやすい解説が必要かと思います。

行い、１２月中旬から下旬にかけて統合準

私自身はこの統合への方向性については、

備委員会の設立を行い、教育目標の決定、新

賛成ではあります。重ねて、この道を選んだ
4

以上は、子ども、保護者、そしてまた地域の

ートして間もないものですから、先ほどお

皆さんにやって良かったと喜ばれる取り組

話に出ていたとおり、馴染みがないのです

みをしっかりやってほしいと思うし、特に

けれども、中１ギャップの解消であるとか、

大変難しい部分であると思いますが、各学

それから小学校の高学年から専門教科（英

校（例えば生徒数の少ない東大沼、軍川）な

語等）が入り、専門的に教えてもらえるよう

ど伝統的な行事をどのように取り込んでい

な環境になるので、生徒にとってはより良

けるか、そのような配慮をしてほしいと思

いものになるのではないかなと思います。

っております。

ただ、メリットばかりでなく、リスクもあ

●議長（町長）

るわけで、例えば小学校でトラブルがあっ

意見としてありました、ワンフロアとい

た時に、中学校に行ったら解消できるかな

う表現について、是非、再度検討していただ

という思いがあるのですが、施設も一緒で

きたいと思います。あと、義務教育学校とい

また９年一緒となると、なかなかそういう

う聞き慣れない表現、今回統廃合の話から

トラブルがあった時に、解消できないとい

この言葉を耳にするようになりましたが、

うことも考えられるので、それぞれの学校

山川委員からもあったとおり、もう少しわ

文化というものを捉えていきながら、検討

かりやすい表現、例えば注意書きをするな

していただきたい。また、義務教育学校のカ

どの工夫を、町民に公表する場合などには、

リキュラムは、なかなかすぐにはできない

検討してほしいと思っております。また、そ

訳ですから、その見通しをもって進めてい

れぞれの学校の伝統的なもの、生かすべき

ただければいいなと思っております。

もの、継承するべきもの、など地域に喜ばれ

あとひとつ、校舎のレイアウトですが、こ

る学校づくりをして欲しい、そういうこと

の前大沼中学校に行ってきて校長先生とお

を踏まえた検討をお願いしたい。

話した中で、ここは「このように」活用した

●信夫委員

いとか、
「地域と交流できる場にしたい」な

私も今回のこの統合の議論に関わってい

ど活発な意見もありましたので、予算的な

る中で、地域の感情というのは、よくわかっ

部分もあるとは思いますが、そのような思

て、学校がなくなるということは、すごく大

いを生かしていただければと思います。

変なことだなと身を持って感じております。

●議長（町長）

それでもやはり、新しい教育を考えたと

やむなく統合でやっていく、こういうこ

きに、そちらの方に軸足を向けるしかない

とでございます。しかし学校というのは、や

かなと。今、子どもたちが未来に向けて、ど

はり地域にとって極めて重要なものであり

ういう力をつけていかなければならないの

ます。ある意味まちのシンボル、地域のシン

か、それをどういう環境でつけていくのか、

ボルでありますので、それらの部分は３つ

ということを考えたときに、やはり、この統

の小学校が廃校になって、中学校の方に統

合ということは、良いのではないかと考え

合されるという内容でございますので、地

ています。

域にとっては、寂しさというのが必ず残っ

義務教育学校というのは、全国的にスタ

てくるわけであります。それもこれも、やは
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り子どもたちのために、あるいはトータル

ていき、繰越明許で次年度事業を行ってい

的な地域のために、この新たな学校がより

けるということであります。私としてはで

良いものとなれば、そういう部分について

きる限り、３２年４月１日に統合ですので、

私は解消されるであろうと思っております。

３１年度中に中学校校舎の改築工事をやっ

今信夫委員がおっしゃってくれたことを十

ていきたい。ただ、単独費ではなかなかやっ

分配慮しながら、これからの教育というも

ていけないので、国の補助を頂きながらで

のを十分注視していかなければならないと

ありますので、もしかしたら３２年に、子ど

思います。

もたちには多大な迷惑を掛けるかもしれま

それから改築の関係、まさにそのとおり

せんが、３２年にできるだけ早い時期に、校

であります。是非、学校の先生方からのご意

舎を改築してまいりたいと思いますので、

見、そしてまたＰＴＡを含め、しっかり地域

そのことについてもご理解をお願いしたい

の意見を聞きながら、改築を検討していき

と思っております。

たいと考えております。

●加屋本委員

また、この方針を定めたのは、胆振東部地

意見ということでありますので、よろし

震の後でございましたので、実は６月の段

いでしょうか。１点目、統合までの日程が１

階での要望には、校舎改築の国への要望と

年と３ヶ月くらい。併せて準備委員会の活

いうものは上げてはいません。それで、１０

動期間も同じく非常に短いものですから、

月になって上げました。ということは既に

是非ともスピード感をもって、落とし漏れ

第１回目の要望というのは締め切られてい

のないように進めていただきたい。

るわけでありまして、私も直ぐに国（文部科

２点目は、準備委員会の中で、必ず出てく

学省）の職員にお会いさせていただきまし

るのが、聞き慣れない義務教育学校という

て、こういうことでやっていきたいので、是

制度について、この新しい学校はどのよう

非予算については、できれば平成３１年度

な学校像を目指していくのか、どういう生

でやっていきたいのだと。急な話で大変申

徒像を目指すのかということを、まず一番

し訳ないが、是非ご配慮願いたいというこ

先に決め、学校現場とも十分協議し、説明責

とを申し上げたところ、この方針そのもの

任を果たしていかなければならない。

が文科省で推進しているそのものであり、

また、３点目は、今はじめて意見を申し述

内容的にも合致しているので、できるだけ

べさせていただきますが、私も実際に小学

優先してつけていきたい、とお話してくれ

校中学校を含めての統廃合の経験が、教員

ました。ただ、締め切った後の要望でありま

生活の中で１回あります。また、統合した学

すので、来年度の予算というのはかなり厳

校には、短い時間でありましたが１校あり

しいだろうということで、もしかしたら今

ます。その経験から言うと、統合する１年前

年度補正予算でお話があった時には、そこ

から、必死になって動いていかなければな

に手を上げて下さい、ということまでおっ

らない。

しゃってくれました。そういう話が来まし

特に統合した後の１年、できれば、はじめ

たら、町の方では、補正予算でやるようにし

ての卒業生を出すまでの１年というのは、
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とても大事な期間であると思っております。

てあげたい、という風に思っておりました。

一歩その辺を誤ると、特に中学校の生徒

例えば、大沼小学校では、複式の最大限での

指導の場合は、子ども同士の対立が出てく

組み合わせになっているわけですけれども、

る場合等もあるので、やはり統合前の１年、

先生にいくら能力があったとしても、学年

統合した後の１年は大事に進めていただけ

単位にみれば、同じ時間内に２つのことを

ればと思っております。

教えるなんて事は、ほぼ不可能に近い部分

●議長（町長）

があるのではないかと思います。

時間がもはやないということであります

結果どういうことかというと、極端な言

ので、スピード感をもって進めていく、とい

い方をすると、学年的には１年のうち、半分

うことは非常に大事だと思いますし、メリ

しか先生がいないとか、教えてもらえない

ットよりも、デメリットの方をしっかりと

ということになるので、悲しむべき現状で

捉えていくということが、非常に大事なこ

あると思っております。今回このような統

とだなと感じております。

廃合の話があって、子どもたちにとっては、
嬉しい方向性に繋がっていくのではないか

また、統廃合後の１年、これは子どもたち

と思っております。

のそれぞれのテリトリーという話ではない
でしょうけれども、地域のものを背負って

保護者にとってもこれまで不安を抱えら

おりますので、そういう意味で、変な対立に

れていたでしょうから、そういうことから

ならないように、この１年というのは大事

解消にも繋がるのかなと思っております。

にしながら、注視して進めていかなければ

●議長（町長）
他にございますでしょうか。

ならないと感じております。

（委員より「なし」という声あり）

●議長（町長）

それでは、事務局の方で、その他の部分で

他にございませんか。

ないでしょうか。

（委員より「なし」という声あり）

（事務局より「なし」という声あり）

それでは他になしということであります
ので、協議第１号大沼地区小中学校の統廃

これをもちまして、議事の進行を終わら

合については、了承賜ったものとさせてい

せていただきます。委員の皆様のご協力に

ただきます。ありがとうございました。

対しまして、心から感謝を申し上げます。

４ 議題 その他について

閉会

●議長（町長）

●事務局（総務部長）

続いて、その他になりますが、委員の皆様

これをもちまして、平成３０年第２回七

方何かございませんでしょうか。

飯町総合会議を終わらせていただきます。

●山川委員

本日は誠にありがとうございました。

統廃合にも絡んでくる問題でありますが、
複式というものを、できるだけ早く解消し

午前１０時
午前１０時３７分閉会
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平成３０年１２
平成３０年１２月
１２月１９日

議 長

中 宮 安 一

委 員

信 夫 恵美子
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