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第 ４ 回 海 田 町 総 合 教 育 会 議  

議 事 録 

 

１．招集年月日 平成２８年５月１６日（月） 

２．招集の場所 海田町役場 

３．開会（開議）平成２８年５月１６日（月）９時００分宣告 

４．出席者 

  町長 西田 祐三  教育長 田坂 裕一  委員 瀧川 昌俊 

  委員 林 孝  委員 佐々木 正子  委員 米丸 禎宏 

５．欠席者 

  なし 

６．事務局の職氏名 

  副町長 胡家 亮一  教育次長 石川 直之 

企画部長 鶴岡 靖三  学校教育課長 中川 修治 

生涯学習課長 宮垣 将司  教育指導監 小林 伸二 

主幹 松尾 真理 主幹 森山 真文  主事 加藤 絵美 

課長補佐 中村 修介 

７．本日の議事日程 

  第１  海田町教育大綱（案）について 
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８．議事の内容 

  ９：００開始 

○町長（西田）本日は大変お忙しい中，お集まりいただきありがとうございます。

第４回海田町総合教育会議を開催します。本日の議題は海田町教育大綱（案）

についてでございます。教育委員会の方から若干の修正がございますので，そ

の修正の旨を今から説明していただきまして，皆様にご審議をお願いしたいと

思っております。宜しくお願いします。 

○教育次長（石川）それでは，海田町教育大綱案について御説明させていただき

ます。まず，5ページ目の作りとしては，前段の方が昨年度まで見ていただい

たものの見え消しの状況です。完全に古い物を削除したものが後段にあるもの

という風にみていただければと思います。教育大綱案について平成 28年 1月

にご審議いただき，一旦内容を承認していただいたところでございます。しか

しながら平成 28年 4月 1日から教育委員会は新体制に変わりました。ですの

で，原案について再度協議し，修正しました物を再度提案させていただいてお

ります。まず，構成についてですが，資料中，点線の下線斜体で記載している

部分が修正後の内容で，下線部の下に文字を若干小さく記載しているのが修正

前のものでございます。修正した部分を説明します。2，3 ページをお願い致

します。大綱の位置づけでは，3ページの一番上ですが，前回案 3，「大綱の対

象期間」ということを設けておりましたが，他市町の大綱を見たときに，大綱

の対象期間の項目を個別に立ち上げていないこともあり，3ページの 3，「大綱
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の対象期間」の部分を削り，2ページの 4，第四次海田町総合計画の基本計画

である平成 32年までの 5年間，海田町教育委員会の夢未来ビジョンに反映さ

せることとします，という内容に変更し，大綱の位置づけの期間を記載するよ

うに変更しました。また，「海田町における上位計画，関連計画，本大綱の位

置づけ」といった部分も合わせて整理しております。再度，3ページをお願い

致します。前回，「4 施策の展開と体系」としておりましたが，前回 3を削っ

たことで言葉を整理したこともあり，「3 大綱の構成」として整理させていた

だいております。また，この中に，大綱の体系図を示しておりましたが，この

内容については削除させていただいております。3ページの一番下の網掛けの

部分を指しておりました。4ページをお願い致します。「4 施策の展開」の部

分も修正しておりますので，こちらでも説明させていただきます。（1）②「教

職員の人材育成と海田町教育レベルの向上」の部分です。網掛けの部分では，

「小中一貫教育を通した「主体的な学び」の実践」としておりました部分を，

「中学校区で取り組む小中一貫教育による「主体的な学び」の構築」に変更し，

追記と致しまして，「保育所・幼稚園・小学校・中学校・高等学校の間での交

流活動の促進」を追加し，「地域の教育力と連動した特色ある取組を推進する

学校経営への支援」としておりました部分を「地域の教育力の活用」と「学校

経営への支援による特色ある取組の促進」という二つの文章に変更しておりま

す。③をお願い致します。「③児童生徒の安全・安心と質の高い教育環境の整

備」につきましては，黒ポチの二つ目，これまでは「経済的制約を受ける世帯」
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という風に記載しておりました部分を，「経済的理由により就学が困難と認め

られる児童生徒」という風に整理致しました。また，③の下から二つ目，「海

田町の教育のあり方を見据えた学区の再編と小中一貫校の検討」とこれまでし

ておりました部分を，「海田町の教育のあり方を見据えた学区の再編の検討」

に変更致しました。5 ページ（2）④「心豊かでたくましい青少年の育成」を

お願い致します。これまで「子供の読書活動を高める環境整備や体制の充実」

としておりました部分を，「子供の読書活動の充実のための環境整備」に変更

致しております。以上，施策の展開の部分については，表現を分かりやすくす

るための修正に加え，「保育所・幼稚園・小学校・中学校・高等学校間での交

流活動の促進」を追加するとともに，小中一貫校という部分の記載を削除した

物でございます。以上でございます。 

○町長（西田）ありがとうございました。ここで，今説明ありましたように，小

中一貫校という部分を変更したという内容でございましたが，私の意思としま

して，4 ページの「海田町の教育のあり方を見据えた学区の再編の検討」が，

西中学校においては，海田小学校区，海田南小学校区，海田西小学校区の児童

が西中に行っているという家庭もございました。それらの関係も含めて小中一

貫校という狙いがございました。先ほどの説明の中に上段の 4「施策の展開」

の中の 2番目の「教職員の人材育成と海田町教育レベルの向上」というところ

に上から2番目のマルポチと4番目のマルポチと5番目，6番目のマルポチは，

何を主に変更したかと言いますと，中学校区で取組む小中一貫教育という形の
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ものをここで入れさせていただいております。小中一貫教育を基本的には保育

所から高等学校まで各地区ごとのさまざまな教育関係の場所を出来るだけ連

携を図りながら，一貫的な教育が出来るように，そして今話題になっておりま

す「一年生ギャップ」という幼稚園から小学校に上がる前，又は小学校から中

学校に上がる前，そういったところの問題が出てきておりますので，それらを

加えながら，まずは今回は学区編制をきちんと整理しながら，一貫教育的なモ

デルが出来れば，完成していきたいという思いでございます。まずはその再編

制の部分で精査しながら，今後は小学校，中学校，また高等学校，そういった

ところの連携を深めるという意味合いの元に，今回の提案にさせていただいて

おります。それらを踏まえながら，御意見をいただければと思います。 

○委員（林）中学校区という捉え方をすると今も中学校区の体制というのは各校

区にそのまま残っているという風に考えてよろしいでしょうか。 

○町長（西田）基本的には今の再編でございますので，学校区の再編というのが

書かれておりますので，私が説明でよろしいでしょうか。 

○教育次長（石川）私が説明します。海田中学校と海田西中学校というのは当然

地域性も違えば，規模も違いますし，例えば学力等に関しても課題が全く違い

ます。そういうところで，テーマ等が違うので，中学校区を活かした環境を整

えていきたいな，と思っています。 

○委員（林）いや今まで中学校区は 2つあるけども，海田町として一体となる 2

中 4小というそのもの全体を小中一貫というか，連携接続といったようなイメ
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ージで動かしてきたのかな，と。中学校区 2つでやると，2つの中学校区とい

う言葉を出すことによって固定されるというイメージが付かないかな，と思っ

たんですよね。 

○教育次長（石川）それぞれの課題を踏まえながらやっていくというベースとし

ては変わっておりません。 

○委員（林）わかりました。 

○町長（西田）全体の連携を図る，ということで考え方は変わっていないという

ことですね。 

○教育次長（石川）はい，そうです。 

○委員（瀧川）考え方は良いんですけどね，教育委員会で対応出来るんですか。

3，4 年前，われわれは通学の安全とか学区編制より先に考えてたわけですよ

ね。注意して進まないと大問題ではないんですが，うまく展開しないな，と思

います。その時も教育委員会としては合併したかったんですよ。人数のバラン

スが悪いために，一部を西中，西小へ通うように編制したいというそういうこ

とが背景にありますから，考えだけが先行してしまうと，進まなくなります。

それまでに決められれば，決めて進むのであれば話は別ですが，それでは良く

ないので，編制委員会を作るかは別として，国から NGが出るとそこでやめる

わけですからね，ほとぼりが冷めてからでないと次が出来ないですからね。 

○町長（西田）では学級編制の委員会の経緯を説明してください。 

○教育次長（石川）平成 23年から西小学校の児童が減っていっているという経
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緯があり，学区の編制委員会というのを踏み切って，その結果，有識者の方で

あるとか，地域の方，また学校関係者等を含めて，最終的には学区の編制はお

こなわない，という経緯がありました。 

○町長（西田）その目的は人数のアンバランスの過程の中で，その委員会が設立

されたという目的でございますね。 

○教育次長（石川）はい，そうです。 

○町長（西田）そこだけをハッキリとしておきたかったんでね。続きをどうぞ。 

○教育次長（石川）はい，学区の編制という言葉を施策の展開の中に入れさせて

はいただいております。ただ，今の考えでいくと海田西小学校，海田小学校は

減って来ております。逆に東小学校や南小学校は増えている学校というのがあ

ります。じゃあこれが 1 年生，2 年生のことだけなのか，例えば 6，7 年後，

宅地造成などを考える度にどうなるのか，というのを考えなければならない，

というのと，単純に今減っているから，単純に増えているから，ということだ

けで結論を出すのは非常に難しいという風に思っています。と言いますのが，

学区指定というのは，子供の人数を調整するだけではなくて，当然そこに産業

であったりとか文化とか生活圏というのが小学校区で分かれているというの

が正直ありまして，そこの中でお仕事があったりとかという部分がありますの

で，単純に小学校の子供の数が増えている，減っているだけでの議論というの

は非常に難しいのかなと。そこの部分は総合的に考えながら，また教育委員会

だけで判断できるような数値ではありませんので，色んなデータ等を総合的に
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判断しながら一緒に検討させていただければと思います。 

○町長（西田）経緯をきちっと理解してもらっておかないと判断しにくいという

ことで，最初の経緯を説明してもらいました。次長が言いましたように，人口

バランスが色々な意味で将来的にも変わってくる可能性が今持ちつつある。そ

の当時の環境と今の小学校の児童生徒の関係が様子的には変わってきている

というのをまずは理解していただきたい。それと将来，どのように動いていく

かも色んな意味でわれわれ執行部の方も考えていきたいと思います。 

○委員（米丸）4の 1の②の「教職員の人材育成と海田町教育レベルの向上」の

中の新しく追加していただいた「地域の教育力の活用」のところで，地域の教

育力をどのように捉えるかではあるんですが，海田町として生涯学習推進の結

果として出てくるような格好で，他者ではなく，海田町のそのものの力ですか

ら，「活用」という言い方はなんかのために利用されているような気がして，

地域と教育との連携・協働というようなそういった姿勢があった方が良いと思

いました。 

○教育長（田坂）連携協働という立ち位置が何かをしていただくという片方向で

ないというのは法の精神にあるとおりでございまして，そういう形がふさわし

いと思います。「地域の教育力との連携」という形で整備をするのが良かろう

と思います。余分な付け加えになるかもしれませんが，5 の（1）の②に関し

てこれまで『小中一貫教育を通した「主体的な学び」の実践』としていたとこ

ろを，「中学校区で」ということを入れたことにより，町全体 2中 4小という
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ところから 2つに分けたという印象が強くなっています。思いとしては先ほど

申し上げたように2中4小でやっていくことに思いとしては変わりはないです。

2 つの中学校区の特色を活かしてという意味合いで修正をさせていただいて

おりますので，本来，町全体でということはそこは施策の展開の中で文語には

ないと強く意識したいという風に思います。それから学区の再編については，

慎重にこれまでの経緯を踏まえてというのは，町長さんからもおっしゃられた

とおりでございます。ここにつきましては，5 の（1）の③の「海田町の教育

のあり方を見据えた学区の再編の検討」というところで，課題というのを継続

して課題として対応してまいりたいと思います。この大綱の主旨と言いますと，

教育の施策に関して大きく物事を捉えるという主旨でございますので，ここに

このような形でひとつこの対象期間であります，平成 28 年から 32 年の間に

必要に応じて皆様の意見交換・調整をしながら学区の再編の検討ということは

必要ではないか，という御意見があるかもしれません。十分それを総合教育大

綱の中で議論いただいて，それを踏まえて必要な内容をどのような形で取るか，

といったところを次の施策へ展開していきたいという風に考えておりますの

で，5の（1）の③に継続しての検討と明記させていただきたい，と思います。 

○町長（西田）今の現状の 2中 4小の関係は維持をしていこうというスタンスは

変わっていませんし，31 号線を挟んで，通学路の話等，そこらの編制も整備

していかないといけないと思います。今言われた御意見等，われわれも十分理

解出来ておりますし，今後はその方向に向けていくものが出来ていっていると



10 

いう風に理解しております。もし大綱について意見があれば御意見をお願いし

ます。 

○委員（瀧川）今の 2中 4小なんですが，海田小学校の児童が中学校に上がって

いく際に，分かれるという部分でいくと，海田西中学校区に入っていながら，

海田中学校の方に機能を持つ部分は，教職員としての連携は大丈夫だと思われ

るのですが，子供としてはこっちの学校に入りたいだとか，その辺の兼ね合い

はどんなものなのか，というところです。 

○町長（西田）教育次長，今の課題に関してはどう思われておりますか。 

○教育次長（石川）教育委員会としても個別の声というのは毎年ある程度時期が

決まってあがってきていて，3学期頃などに声が上がっています。それが大き

な声としては上がっていないというのが事実であり，大きな声ではないから無

視をしているというわけではありません。今まで仲良くやってきた子が分かれ

る，しかも他の 3校については分かれないという意見とかあったり等，小中一

貫という部分が若干違う色になる可能性は正直あるところは今の制度の中で

の課題と考えております。また，人口だけの問題でも無いですし，単純に海田

中学校と海田西中学校の生徒数の比較だけで，こっちの学校が少ないからこっ

ちの学校に行ってもらおうという話ではないので，その辺の話も合わせて，例

えば保護者にアンケートを取る等，総意としての声がどのようなものであるの

か総合的に検討していきたいです。 

○町長（西田）ご指摘のように，色々な問題を抱えているという現状でございま
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すので，具体的な施策を今から作っていきたいという方向性である，というこ

とであると思います。 

○委員（佐々木）私がずっと言い続けているのが，これまで海田町の方針を眺め

てきているんですが，やっぱり人づくりを本気で考えないとこれも言葉だけに

終わるんじゃないかと思うんです。一番の近道は生涯学習関連施設での学びの

方向性，ここを切れ込みをいれていかないと，今のままでは大綱に沿うような

住民は育っていかないんじゃないかと思う。それを私が一番心配しているし，

これをまずは最初のスタートになるんじゃないかなということで，この方向に

沿ったもので考えていく，それをぜひ実現させてほしいなと思っています。 

○町長（西田）生涯学習をしていく主な課程の中に学校教育も入っているという

ことですね。 

○委員（佐々木）西中の生徒さんの中でも，大人がやってるかというと，子供は

見ているんだけど，一緒にやろうという取り組み，そこが結構欠けていたかな

と。何かさしてれば子供たちと一緒に街づくりが出来て，彼らの望んでいる街

づくりが出来たかなという思いの中からそれを反省しました。大人は大人，子

供は子供でそれぞれ思いは一緒だけれども接点を持たなかった，それが非常に

もったいなかった。子供を取り巻いた方が町が変わっていくには早いと思うん

ですね。ぜひそういう方向で物事を考え進めていくということをお願いしたい

と思います。 

○町長（西田）この中に文語を盛り込んだりするのではなく，大綱はこれでよろ
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しいですか。 

○委員（佐々木）はい。 

○町長（西田）それより具現化するときに，今の精神を踏まえながら問題解決と

将来の課題解決に向けてくださいという意図でよろしいですか。 

○委員（米丸）はい。ひとつこの大綱の中でどうかなと思っているところがあっ

て，保育所と幼稚園の交流活動，この保育所と幼稚園が地域的に課題だったか

なと思います。海田中学校区がそうしたものが減少して，海田西中学校区で課

題が増えている，その辺りで交流活動を展開していく場合にネックになってく

る可能性があるかなと。一緒にするわけではないんですがね。 

○町長（西田）執行部もその辺りの課題はしっかり認識しておりますので，今後

検討していきたいと思います。この大綱の中で修正しておかないといけない箇

所を御意見があればお願いします。 

○委員（林）修正については意見はないんですが，大綱そのものが飾りにならな

いように考えていかなければならないですし，細部を PDCA サイクルしてい

かなければならないと思います。教育委員会の自己点検評価にも関わってくる

と思いますんで。 

○町長（西田）今のご意見に対して，どうですか。 

○教育長（田坂）大綱が飾りにならないようにするっていうのは当然で，これか

ら教育委員会が思っておいたほうが良いのが，大綱の上に成り立っているとい

うことを強く意識するという形，またそれを見える形にしたいと思います。今
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行っていることはこの中の何番のこれです，ということが分かるように名実に

なる，そんな工夫をして，教育委員会の中の所属職員の意識の向上と連携で大

綱に基づいた施策であるということを言い続ける努力をしてまいりたいと思

います。 

○町長（西田）今おっしゃられた PDCA サイクルなどを行って，そういう方向

のことを見える化しなさいということが出てきておりますので，そういったこ

とを肝に銘じながら，これからの教育のあり方，具体化を進めてまいりたいと

思います。他に意見はありませんか。よろしいでしょうか。それでは今お示し

させております大綱に関して，修正する箇所に一部ございますかね。確認をお

願いします。 

○教育次長（石川）4ページの 4施策の展開の（1）②の「地域の教育力の活用」

という部分を「地域の教育力との連携・協働」に修正します。 

○町長（西田）他に修正のところはございませんか。そうしましたところ教育大

綱に関しては議員の方々からご指摘のありました，色んな精神は踏まえつつ，

この大綱を徹底しながら具体的な計画を練っていくと。最後には林委員の方か

らご指摘をいただきましたけども PDCA サイクルを完結できるような方向で，

最後の教育評価が出来る形のものに進めていきたいと思っています。その他，

ご意見がなければこの大綱に関しては終了したいと思います。これからの流れ

を事務局から説明します。 

○学校教育課長（中川）今回，ご審議しました案を議会に提出しまして，御意見
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をいただきまして，それに基づいて修正があれば修正して，再度，教育総合会

議で話させていただきたいと思います。最後出てきた案を決定していただきま

して，この海田町教育大綱が策定という形になりますので，次回，教育総合会

議の方で決定したいと思います。 

○町長（西田）第 4回の大綱案はこれで進めていくということですね。その他ご

ざいませんか。また，御意見がございましたら教育委員会に色んな形でお伝え

願って，われわれ執行部もこれありきという形ではなく，皆様の声が反映でき

るように進めていきたいと思います。この大綱も決めたからずっとそうしない

といけないというわけではなく，修正かけられるところは修正をかけていかな

いといけないという風に思っておりますので，その点は御意見をしっかりいた

だきたいです。この大綱においては具体策で皆様に反映するという形で進めて

いきたいと思います。以上で第 4回海田町総合教育会議を終わります。ありが

とうございました。 


