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会 議 等 報 告 書 
 会 議 名 三朝町立小学校統合準備委員会（第４回） 

 日時・場所  平成２８年８月１０日（水）19:00～20:40  役場第４会議室 

出 席 者 

保護者代表  寺坂大典（東小）、相澤涼太（西小）、川北晴夫（南小） 

学校関係職員 冨山校長（東小）、中島校長（南小） 

地域代表者  澤谷秀明（小鹿）、相見正二（三徳）、藤井博美（みさ 

さ村）、小椋伸夫（高勢）、牧田幸一郎（賀茂）、高見 

昌利（竹田） 

有識者    塩谷俊樹、北野三朝中学校長、重信眞也前南小学校長 

その他    山本聡美、小椋秀一、藤原厚美、小谷和史 

教育委員   藤井委員長、朝倉教育長、芦田委員、吉田委員、中前

委員（オブザーバー） 

事務局    朝倉教育長、小椋教育総務課長、山本主幹、田栗主事、 

平井指導主事、畠中室長 

内   容 小学校統合に向けてのこれまでの経過と今後の取組みについて 

 

準備委員長 

時間になりましたので、これから始めます。本日は、お忙しい中出

席いただきありがとうございます。 

２月に集まっていただいて最終報告をしたが、今日は小学校統合に

向けてのこれまでの経過と今後の取組みについて話していただく。 

教育長 

 お仕事でお疲れのところ出席いただきありがとうございます。 

 ２月下旬の準備委員会から開催できなかったことをまずもってお

詫びしたい。 

この間教育委員会としては、三朝町の未来を担っていく子どもたち

により良い環境を与えてあげたいと真剣に協議を重ねてきた。 

今年の３月議会で小学校統合事業費ということでの予算を提案し

たが否決された。力不足、説明不足であったということでお詫びをし、

深く反省している。 

 

２月から準備委員会を開催していない理由は、議会で否決後、議会

で統合特別委員会を作られたので、その結果が出されてからでない

と、ということでそれを待っていたということです。それが７月に議

長報告ということで出されました。そのことを受けて今回このような

形で準備委員会を開催させていただいた。 

もう一つお詫びしなければならないのは、２月の準備委員会で申し

上げていた点で、新校舎建設を待って、平成 32 年の統合ということ

を申し上げていたが、統合時期について議会がなかなか理解いただけ

なかったということがあった。 
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教育委員会としてもそのあたりについて色々話し合いを進めたが、

今現在は、少人数教育の解消を含めて平成 30 年に今の西小学校を新

しい統合の校舎としたいと思っている。 

このように統合の時期について何回も変えてしまったということ

についてもお詫びをしたい。 

いずれにしても西小の校舎は建築後約 50 年経っており、ひび割れ

もあり、大雨の時には水漏れなど不具合がある。３小が一緒になる校

舎としてはそぐわないと思っている。今の時期から新しい校舎を西小

の東側に新築していきたいと強く思っている。 

教育委員会の考え方をご理解いただき、ご支援、ご協力をお願いし

たい。 

準備委員長  では、詳細の経過説明をお願いします。 

事務局 

 お手元の資料３ページから簡単に説明させていただきたい。 

 （資料に基づいて説明） 

新校舎の建設は譲れない部分。少人数学級の解消と３校統合は必ず

やっていかなければならない課題。 

新校舎の完成を目指してと合わせて 32 年と説明していったわけだ

が、現時点で 32年という目標が見えてこないが、なにとぞ 30年の統

合についてご理解いただきたい。今後の予定は保護者の説明に８月

22日から 24日に各学校に出かけていくことにしているので、皆さん

からのご意見をお願いします。 

準備委員長 

 ２月の会議を踏まえて議会の方に話をしていったが、議会からは否

決されてしまった。  

教育委員会としては、平成 30 年の統合に向けて西小の校舎でとい

うことで進めていきたい。ただし、新校舎の建設もあわせて進めてい

きたいという説明でした。 

今日はみなさんの意見をお聞きして、意見の集約はしないが、８月

の下旬にそれぞれの小学校のＰＴＡのみなさんに話をお聞きすると

いうことですからそれを含めて今日は皆さんのご意見を伺いたいの

でよろしくお願いします。９月には準備委員会を開催するということ

になる。 

委員  今説明があったが、30年に統合したいという話か。 

事務局 はい。平成 30年に統合したいと思っている。 

委員  それならいいではないか。 

委員 

 基本的な部分のことですが、30 年の統合で新校舎に 32 年に入る。

場所をどこにするというのは、いつ決定しようとされているのか教育

委員会としてどこで議会の了解をとるのか。 
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統合準備委員会の中に議会の方がいない。ここでどんな議論をして

も議会に否決されたら何もできない。何らかの方策が必要と思う。 

委員 

 この統合準備委員会ができた時に７月までに結論がでないと新築

も改修も 30 年が間に合わないと話されていたが、７月に結論が出た

が、２月まで半年以上もほったらかしにされてその間に教育委員会で

話をし、議会の全員協議会で提案をすでにされていた。 

 この委員会は何のための会なのか。 

 この今の統合準備委員会を使用するやり方については、私は不信感

をもっている。 

委員 
 それでは、まず先ほどあった委員会の中に議会に入っていただくこ

とはどうですか。 

事務局 
 この準備委員会に議員が入るのは難しいが、意見交換は可能かもし

れない。 

委員 

 ちょっと知恵を働かせてもっとスムーズにいくような方策を図っ

ていただけませんか？このままでは、時間がずいぶんかかる。何か方

策を考えてほしい。 

準備委員長 
 議会に対する決定はいつごろを予定されているかという質問があ

りましたが。 

教育長 
 できれば、８月に議会に示させていただき、９月の全員協議会で話

し、新しい校舎を作るための予算案を提案させていただきたい。 

委員 

 自分の知るところでは、大多数の議員は今回も反対されると思う。

例えば校舎の建設も含めて教育委員会ですべてしようと思うのは無

理がある。 

 スタート段階で新校舎なのか、統合した場所はどこかなど先の見通

しがなかったことが一番の問題。もう一度仕切り直した方が結果的に

早くいくと思う。 

準備委員長  仕切り直しというのは難しいと思います。 

委員 

 昨年度話したことは結果的にだめだった。これは非常に残念なこと

だった。町内の３人のＰＴＡ会長で話したのは、議会に話をする機会

を作ってほしいと要望したが検討しますということでそのままです 

一つの方法として議員の方に読んでいただくために、別紙意見書を用

意した。少しだけ説明させていただきたい。（別紙意見書を見て説明） 

 議会、町長に話をしたい。三朝町の人口は減っている。小学校統合

が三朝町の生き残りのチャンスだ。せっかく与えられたチャンスを無

駄にしたくない。 

準備委員長 
何らかの方法で議員の方に話なりこういう意見書を提出すること

は可能か。 

事務局  議員さんとの意見交換の場は設定できないかというのは議会に対
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して提案はできる。 

委員  逆に議会議員の意見が聞きたい。 

委員 

 議会の話が出ているが、議会議員の立場を分かった上で言われてい

るのか。議会は議案に対して審査して結論を出す機関。何で否決され

たのか原因を検証されているか。 

 反省しているとあるが、何を反省しているのかわからない。否決は

大きい問題。何が足りなかったのかもう一回整理した上でどの立ち位

置に変えるのか、そのところがわからない。議会がこうした方がいい

と言って変えるのなら議会でどうしたらいいかと伺ってそれをして

しまえば済むが、それが、三朝町の教育の形としていいのかどうかが

あると思う。 

 信念を通さなければならない部分は通さなければならない。もとが

しっかりしていないというのがいけないのでは。 

教育長 

 教育委員会としても教育大綱も作成したが、30 年に統合としてい

る。教育委員会も統合については、平成 30 年というのは一貫して話

してきたこと。その部分で議会と教育委員会の考えと一致するところ

です。西小学校の隣に新しい校舎を建築したいということで議会に説

明し、ご理解を得て予算計上したい。 

委員 
 30 年統合は準備ができていれば統合すれば良いが準備ができてい

ないのに統合するのは話がおかしいと思う。 

教育長 
 南小の人数が良いのかと言った時にある程度の人数がいる方が望

ましい。 

委員  30 年に統合するのは決定か。新校舎は 32 年を目指すのか。 

教育長  そうです。先ほどからそのように説明しています。 

準備委員長 

 そうせざるを得ない状況で、そういう方向でいいでしょうかとみな

さんに今日伺っています。８月下旬にはＰＴＡの皆さんにもご意見を

伺うということです。 

委員 

 ３月の説明会が終わってからどうなったんだろうと思っていて、今

の保護者からも相談がある。議会だよりを見て 30 年とうたってあっ

たことで、東小の保護者はすごく動揺している。東保育園がみささこ

ども園になった時と重なる保護者もいる。 

 予算があるので通学のことも校舎と同時に進めてほしい。二転三転

しないようにしてほしい。不安でしょうがない。なんなら東小はこの

ままでいいと、南小と西小だけ統合すれば良いという保護者もいる。

予算的なものも町民の負担も町民に知らせてほしい。 

32 年に新校舎とすれば補助金はどうなのか。30 年に統合してしま

うのか。かばんのことの話も統一していけるものはしていってほし
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い。どうしていいかわからない、不安ばかりという意見。もう一度意

見を聞くことが必要なのでは。例えば新築にするということは変わる

ことがあるか。少しでも不安を解くためにそれに対してはこうという

説明が必要。 

準備委員長  いくつかの質問がありましたが、答えられる部分でお願いします。 

事務局 

 さきほどの意見は、保護者の切実な身近な声かなと思う。位置がな

かなか通らないところからばたばたしている。名目統合は学校長や職

員の配置も非常に大きく変わってしまうという大きなデメリットが

ある。そうすると今の形の方がいいということになる。今、じゃあ必

ず新しい校舎が必ずできるのかという疑問についてはこの統合委員

会で新しい校舎をとあり、議会も新しい校舎はいらないとは言ってい

ない。ただ、議会としては場所の問題であったり、小中一貫なのかな

どの議論をもっとしてほしいということから僕たちも確約できるわ

けではないが、教育委員会としては言い続けていかなければならな

い。それもできるだけ早くということを繰り返し。不安があるという

のはそのとおりだと思う。今まで以上に急ピッチに話しを進めていっ

て決めることによって、保護者の人にも安心感が与えられるというこ

とだと思う。なるべくはやく方向性を決めて進めていきたいと思って

いる。 

委員  新築になるかならないかはいつ決まるかわからないんですね。 

委員 
 名目統合のデメリットを多く言われたが、過去にずっとしてきた。

名目統合も視野に入れたらよいのでは。 

委員  新築にならなかったらどうなるか。 

教育長 
何回も議会に説明し、ご理解いただきたい。そういう時にこそＰＴ

Ａの方の協力をお願いしたい。 

委員 

 否決したのは新築ではないのですよね。話を整理して 30 年に統合

するというのは決定か。 

新校舎についてはもう少しあり方を検討して進めていきましょう。

30 年より後になる。校舎のことはおいておいて、統合するために校

舎以外のことについては進めていかなければならない。準備委員会と

しては新築という結論が出ている。 

教育長  30年でご理解をお願いしたい。 

委員 
 この話は統合が 30 年でいいかという話でそのあとでないと統合が

どうのこのという話には進めない。 

委員 
 はじめに 30 年統合ありきで検討してくださいと言われた。30 年統

合なら新築は難しいと初めに言われたからそう思っていた。 

委員  われわれは、30 年、32 年を決める権限がない。30 年にやるという
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ことならその準備を進めたらいい。決めるのは教育委員会と町長がき

めればいい。 

委員 
 そう思いますね。教育大綱で 30 年と決めていたのなら 30 年で進

めるべき。 

委員 
準備委員会はどうしているか。住民の意見をもっと取り入れてもら

いたかった。 

準備委員長 
 決定ですというとこの会の意味がなくなってしまう。ご理解してく

ださいということ。 

委員  今日は経過説明ですよね。 

委員 

 去年から１年話させてもらっている。郡Ｐの副会長をさせてもらっ

ていて、当初 30 年だったが、２月に 32 年になった。ローテーショ

ンの関係があって、統合が 30 年から 32 年に変更してもらった。ま

た変えなければならない。郡、県に迷惑をかけているのを理解してほ

しい。 

委員 
 小学生が喜んで行きたいという統合でなければ意味がない。大きな

学校がすべて整えて準備を進めるべき。 

準備委員長 

 通う児童、保護者の心の問題は柔軟に進めてほしい。決定だから何

が何でもではなく、聞けるところは聞いて行ってと思う。保護者は切

実な問題なんです。 

委員 

 前回、南小、西小だけが統合の時、行かせたくないと思ったが３校

一緒の対等の統合ということでいいと思った。頑張っていただきた

い。 

教育長 

 色々ご意見ありがとうございました。それぞれ様々な考え方をお持

ちだということが分かった。 

 具体的に来月から保護者の気持ちをできる限り新しい校舎に反映

できるよう話もお伺いしながら努力してまいりたい。来月以降も頻繁

に会議をさせていただきたい。 

委員 

 統合が 30 年に決まっているなら西小の子も大変だと思う。教室は

足らない。教育委員会も環境整備について全精力を注いでほしい。30

年統合に向けて教職員は動いている。そのような状況の中で教職員の

健康を守るとか、環境整備をしてもらえるのか不安でたまらない。き

ちんとしてほしい。 

教育長  西小の施設についても視察し、確認しながら改善していきたい。 

委員 
ある保護者から、こんな狭い所に東小や南小がくるのと言われた。

教材備品も増えている。環境施設の整備をお願いします。 

委員 

 今の東小、南小でされている多様な教育を行うことができるスペー

スがあるのだろうかと不安に思っている。30 年スタートに向けてし

っかりと整備していただきたい。そのことを８月 22 日の保護者説明
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会で話してほしい。 

事務局 

 今の段階でどうのというのはおおむね話はできると思うので話さ

せていただきたい。 

 以上で終了する。 

 


