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第３回 伊東市教育問題懇話会 会議録 

１ 日  時 平成３０年１１月１５日（木） 午前９時００分～午前１１時２０分 

２ 場  所 伊東市役所高層棟 地下会議室 

３ 出席委員 ７人 

４ 欠席委員 なし 

５ 会議の経過 

 会長：定刻となったので只今より第３回伊東市教育問題懇話会を開会する。事務局

より諸般の報告をする。 

（事務局から配布資料の確認及び会議時間の予定の報告が行われる。） 

 会長：続いて議題に入る前に、会議の公開についてお諮りする。この会議は公開に

より行うことで決定しているが、今日の審議では具体的な学校名を挙げた上での発

言になるかと思う。報道機関も入り発言しにくいかもしれないが、市民生活に直結

する学校の今後のあり方というテーマだからこそ、議論の透明性を高めたいと考え

ており、本日の会議も公開により行いたいと考えているが、ご異議等あるか。 

 （「異議なし」の声） 

 会長：ご異議なしと認め、公開により行うこととする。それでは議題⑴「前回決定

事項の確認」に入る。事務局から説明する。 

（事務局から資料に沿って説明） 

 会長：前回の会議で一旦決定した３つの項目について、いただいたご意見を踏まえ

ての修正案となるが、この修正案について意見、質問はあるか。 

 （意見、質問なし） 

会長：それでは修正案のとおり決定することにご異議あるか。 

（「異議なし」の声） 

会長：ご異議なしと認め、本懇話会が目指す学校環境の方向性、１校当たりの適正

な学級数、１学級当たりの適正な人数については、修正案のとおり決定する。次に

議題⑵「速やかに対応すべき学校」と「今後の検討が必要な学校」について事務局
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から説明する。 

（事務局から資料に沿って説明） 

会長：前回からの持ち越し議題である。資料１ページには先ほどの議題⑴で決定し

たクラス替え可能な学級数ということと、中学校の９学級ということを基準に、現

状、維持できていない学校と今後、維持することが難しくなる学校が挙げられてい

る。さらに２ページには「速やかな対応」として考えられるのが高校再編と同じ

2023 年度からの実施というのが最短のスケジュールで、それに対して「今後の検

討」というのは、方向性を示しつつ様々な検証をした上で１０年後くらいを目指し

て実施していくというスケジュール感も示されている。委員には資料３ページに列

記されている学校について、前回資料のデータや今回の決定事項を踏まえて、どう

いった対応を考えているか、出来ればスケジュール感も合わせて意見をいただきた

い。資料３ページの学校を上から順に審議していく形ではなく、この中で考えてい

る学校について委員全員に発言をお願いする。 

 委員:前回資料などからも子どもの数が減少していく傾向というのは明らかであるか

ら、一旦統廃合を進めてもまた次の段階の対応をしなければならなくなる。何段階

も設けることは慎重な対応が図られるというメリットがある反面、地域住民にとっ

てのリロケーションダメージや統廃合に伴うコストは段階が多ければ多いほど掛か

るので、ある程度、中長期的な視野に立って早めに手を打つことはそんなに悪いこ

とではないと考える。環境が変わることに対する子どもたちのリロケーションダメ

ージというものについては、それほど影響はないと思う。少し早めに統合すること

によって一時的には１つの学校がそれなりの規模になったとしても、またやがて減

少していく訳だし、そんなに何段階も設ける必要があるのかということは率直に思

った。２０年先を見据えて早めに対応していくことについて、デメリットはそれほ

どないのではないか。小学生は５校の中学校のどこかに行くことは、考えようによ

っては１０校から５校に統合されていく訳でもあるから、中学校よりも小学校の人

数などによってエリア分けしていく方が考え易いと思う。 
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会長：考え方はよく分かる。さらに具体的な考えがあれば示していただきたい。 

委員：自分なりにパターンを考えてみたが、私は皆さんが想定しているよりも若干

早めのスケジュールのような気がする。例えば、西小と東小と旭小を一緒にすると

いうのは考え易いと思うが、さらに宇佐美地区をどう考えるかということもある。

宇佐美の小中学校を１つにして人数を確保したとしても、新たに何か部活ができる

訳ではないだろうし、現状既に宇佐美中学校の生徒が授業を終えてから他所の中学

校の部活に行っている（注）ということも聞いており、今も通学にコストが掛かってい

ることを考えると宇佐美地区の学校は残しておくべきということにもならないと思

う。現に、１学年当たりの人数は相当少なくなってくるので、宇佐美から市街地の

学校へ通うとか、市街地の子が宇佐美に通うとかして、人数を確保すべきだと思う。

このパターンがベストだというのは決めていないが、極端な話、中学校は北部と南

部に１校ずつということも考えられると思っている。 

 

（注）後のやり取りで、教育指導課長から「今現在、学校が終わってから他の中学校の部活動に行っ

ているという事例はない」旨の説明がされた。 

 

委員：既に複式学級の川奈小をどうすべきかということをまず議論すべきだとは思

うが、先ほどの説明の中で、速やかな対応のスケジュール感が今から５年掛かって

しまうということで、５年後に実際どうなっているのかということも重要だと思う。

前回資料の今後の見通しの人数を見ると、川奈小に関しては５年後も人数が変わら

ないようであるが、東小と西小は劇的に人数が減ってしまうようで、西小は現在の

315 人が６年後は 184 人と約 130 人減り、東小に関しても現在の 217 人が６年後は

160 人と約 50 人減ってしまう。実際、その状況を迎えるのは６年後だが、その時に

考えるよりも今の時点から考える必要がある。資料の⑴と⑵に挙げられている学校

は合わせて考えていかないと、いざその時にどうなっているのかという姿をイメー

ジしながらでないと後手の対応となり、先々大変になってしまうと感じている。そ

れと、一つ気を付けなければいけないと思うのが外部流出である。同じ市内でも遠
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くに通わなければならない状況になってしまった時に、電車に乗って沼津へ通うと

か、県を越えて私立に通うとか、全寮制を求めていくなどという発想になってしま

う可能性もあり、そういった人材流出を起こさせないという意味でも、地区の縛り

というのは案外大事なのではないか。 

委員：人間は競争すればするほど強くなり、色々な知識も得られ、自分の知らない

経験をし、人間力を養うことができるということはよく分かる。そのためにはある

程度の人数が必要であることも理解できる。池小学校は本来の児童数で言えば統合

すべきなのかもしれないが、あの学校に通わせたいという保護者のニーズに対応し

た小規模特認校であることで、もしも学校生活にくじけてしまった子やなじまない

子たちが小規模校なら通うことができるというケースがあるのなら、ある程度考慮

しなければならないと考える。一方で、複式学級については教える先生も大変だし、

受ける児童にとっても最低限受けるべき教育の側面から考えてみても難しいと思う。

川奈小も南小も川奈区の住民が通っており、進学先は同じ南中学校ということもあ

ってか、区の中では南小と川奈小が合併することにそれほど抵抗はないという声は

ある。ただ、色々な事情があって川奈臨海学園に入所している子たちが川奈小から

南小へと通う学校が変わることで何か影響を受けることはないのか、その点につい

て川奈区の中でも気にされていると聞くので慎重に考えていく必要はある。最後に、

西小や旭小などの当時マンモス校だった学校が軒並み少子化により児童数が少なく

なっているので、改めて学区をもう少し広げるなり、縮めるなりしないとこれらの

学校も複式学級になってしまう。 

会長：今言われた学区の見直しについて具体的に何か考えがあるか。 

委員：先ほど委員から「小学生はいずれ、どこかの中学校に行く」との発言があっ

たが、学区選択制にして行き先を自由に選べるようにするのも一つだと思う。先ほ

ど言い忘れたが、本日の配布資料の「地域学校協働活動」については、この資料の

通り実現できれば、今、問題になっている部活の問題も解消するし、各学校に必要

なお金が出るということで非常に立派なことなので是非やっていただきたい。 
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委員：皆さんからも意見が出されたように、複式学級というのは教育の観点から

色々な意味で厳しいものがあると思う。小さい学校を存続させる場合は、へき地や

離島などのどうしようもない状況を前提に対応するが、川奈小はへき地や離島のよ

うな状況ではない。また、先ほど指摘があった前回資料のデータは川奈小は６年後

も児童数は変わらない数字となっているが、実際は川奈小学区に住んでいても南小

に通っている児童もいるので、この数字通りにはならないと思う。次に、旧市街地

の東小、西小、旭小の児童がどんどん減っていく対応について、学区の再編成とい

う意見が出されたが、2024 年や 2030 年には全体的にかなり減っていく訳なので、

学区を見直すのか、あるいは先を見据えた早めの対応も必要だと思う。それに関連

して、北中が 2030 年には単学級になってしまう恐れがあるということについては、

前回も話したが中学校は９学級を切ると、教科の専門の先生が配置されず、代替の

先生を非常勤講師でお願いすることになるが、現状、予算はあっても地元に教員免

許を持っている人がおらず、遠方から頼んでいることを考えると、全校の合計が３

学級というのは教育的な立場からすると厳しいを通り越してものすごく支援をしな

ければならない状況であると言える。最後に、池小については、池の自然に親しみ

ながら田園風景に囲まれて勉強する環境を望む方が通っているという一面はあるが、

対島地区の八幡野小、池小、富戸小の児童数が全体的に減っていく中で、八幡野小

も１学年２学級あたりになると、中長期的には何らかの対応をしていかないと後手

に回る可能性はあると思っている。 

委員：前回の私の発言を基に、今回、５年のスケジュール感を示してもらったが、

川奈小で今課題として考えられることは今後５年間もずっと続いていくことを考え

ると、もっと早くして欲しいというのが率直な感想である。平成３５年度実施とい

うのが行政としての限界ならば仕方ないし、奇しくも高校再編と同時期というのは

悪いタイミングではないと思う。ここまでの会議の展開が児童生徒数あるいは学級

数といった人数に主眼を置いての議論となっているが、前回、少し話が出たように、

学校の運営維持にどれくらいのコストが掛かるといった費用面での議論があっても
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いいと思う。統合により宇佐美の人が南中に通うこととなった場合、沼津に通うの

と変わらないという意識になると思うので、先ほど懸念されていた外部流出は私も

確かにあると思う。私個人としては別に子どもが市外の学校に出ていってもいいと

思うが、これは学校だけの問題だけじゃなく、伊東が住みやすいか住みにくいか、

というところにかなり関わってくる問題だと考えているからこそ意見として述べた

い。人数感だけで、こことここを統合すれば維持できる、クラス替えができる、と

いうところをゴールにしがちだが、それよりも通い易いインフラを考えなければ、

今後、伊東は「子育てしにくいまち」へと進みかねない。人数も重要な要素ではあ

るが、それよりもちゃんと学校に通わせられるインフラ整備などの考え方を持って

おかないといけない。例えば、東小、西小、旭小それに宇佐美小も統合するという

意見が出ているが、それが安全面も含めて通学し易い位置なのかといったことをし

っかり考えないと、２０年後の伊東市なんて住めないという話になる。既存の学校

のどこかに児童生徒を集めるという前提なのかもしれないし、お金が相当掛かり難

しいかもしれないが、出来ることなら新設した方がいい。具体的に思うのは、通い

易さをしっかり考えた上で、小学校は３つ、中学校は２つにする。先ほどの外部流

出についても、逆に近隣や全国からでも行きたいくらいの学校を新設したい。私は

中高一貫校で特徴的な取組をすることで外から学生を呼びこめると思っているし、

そういった事例もある。いずれにしても小中学校だけでなく高校側との連携も必要

不可欠だと思う。先ほど発言のあったようなセーフティーネット的な学校も必要だ

と思うので、それも考えつつ、かなり攻めたものがあっても良いのではないか。 

会長：通学し易いインフラ整備ということは、この懇話会としても提案していかな

ければならないと思うが、この議題の提案として具体的に何かあれば。 

委員：小学校は市内の北部（宇佐美小、西小、東小、旭小）、中部（大池小、南小、

川奈小）、南部（八幡野小、富戸小、池小）の３つ。中学は北部と南部に１校ずつ

というイメージ。 

会長：小学校が３つ、中学校が２つ。出来れば新しい学校を新設ということか。 
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委員：「出来れば」でなく、新しい学校は絶対に作らなければならない。どこかに

集約するという流れになっているが、新しく作った方が良い。 

会長：速やかな対応というよりも中期・長期の対応という印象を受けるが。 

委員：速やかというのが５年後のことを指していて、５年後のゴールを目指すとす

ればすぐに答えは出るが、その５年後を目指して作った学校では、今の子たちは卒

業してしまうので、２０年後を考えていかなければならないのではないか。 

会長：対象となるような学校は何校かあるが、そこに対して手を打つというのは何

かないか。 

委員：対象となる学校が次から次へと出てくるのは目に見えているので、例えば中

学校の制服についても、統合の都度、買い替えなければならないという問題も出て

くる訳で、そういったことも含めての通い易さだと思う。交通の便だけではなく、

市内で制服を統一するなど家庭における金銭的なコストや登下校に対しての労力的

コストをフラットにしなければならない。 

会長：５年以内という一番短期的なスケジュールでも長いので、段階を踏まなくて

もやれることがあれば色々整備を進めた方がいいということか。 

委員:５年はとても長いが５年掛かるなら仕方がないので、長い分、別の部分もケア

が出来ると思う。ただ単にどこかとどこかを統合するという話なら、このような形

で委員を集め、会議を重ねる必要はないと思う。外部流出させない、むしろ呼び込

むような何らかの特異性や特徴を作りたい。 

委員：先日伊豆新聞の記事で、東小と西小と旭小で合同体育発表会が行われたこと

を知った。この取組は３校の統合を見据えてやっていることなのか、それとも学校

間で一緒に開催した方がいいということでやっていることなのか確認したい。大人

数で色々な学校の子どもたちが体育を通じて交流することはすごく良い取組である

し、既に４回目ということで、顔見知りの子もたくさん出来ていると思うので、そ

ういう繋がりの中で統合に向けた基礎のようなものが出来ているのであれば統合も

進め易くなると思った。また、先ほど話題に出た川奈臨海学園については、家庭に



8 

 

何らかの問題があって子どもと一緒に住めない方がそこにいるということで、そこ

は単純に統合するということだけではなく、気持ちの面でのサポートが必要だと思

う。私自身は市政モニターとしてこの会議に参加しているが、夫は障害があり十分

に働けなかったり、母は認知症で私自身も満足に仕事が出来ず、生活もなかなか大

変な状況でもあり、そういう視点でも生活に困窮している家庭を代表して参加して

いるという意識があるので、市内学校の全ての家庭が満足した生活状況ではないと

いうことを踏まえると、統合により通学距離が遠くなった時に、学校へ行くための

バス代や電車代などの金銭面でのサポートがないと「安心してそこの学校に行って

ください」とは言えない。また、先ほどの東小、西小、旭小の３小学校が新聞記事

のような活動をしているのであれば、それに合わせて北中学校との統合ということ

も考え得ることなのではないかとも考える。どこの学校になるのか、新しい学校に

なるのか分からないが、無理な条件だとは感じていない。対島地区については、池

小も含め速やかな検討が必要だと思うが、池小の特色を選んできている人たちのこ

とを考えると、そこはまた別に検討が必要だと思う。最後に、今日の資料の「速や

かな対応」のスケジュールに「地域協議会」とあるが、統合ありきで諮るのか、統

合案を示してそこで否決されるということもあり得るのかが気になるところである。

学校の統合はしていかなければならないので「これで決定だ」と言い切れれば簡単

だが、先ほど言ったような家庭の事情を踏まえた不安や地域が守ってきた伝統や文

化が学校の統合によってどうなるのかということの不安は確実にあると思う。そこ

に対応するような提案や、こういう文化はこういう形で次に受け継いだらどうかと

いうところまでを地域協議会の場で理解を求め、納得してもらえるものを考えてい

かなければならないと思った。 

会長：「速やかな対応」と「今後の対応」というところでの考えはあるか。 

委員：川奈小は確実に考えなければならないと思うし、八幡野小、富戸小、池小も

考えなければならないと思う。東小、西小、旭小も考えた方が良いと思う。また、

現時点では大池小や南小は規模が保たれているが、少子化の今後の進み具合を考え
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るとこれらも今後の対応に入れて考えた方が良いと思う。 

会長：皆さんからそれぞれご意見をいただいたが、何か付け足すことはないか。 

委員：先ほど出た合同体育発表会は学校間交流の一環だが、地域間交流の一環とし

て、学校の方で各地域の知識を得る機会を取り入れてもらいたい。私は八幡野の人

間だから八幡野しか知りませんではなく、伊東市民として伊東市内の各地域の良さ

を理解してもらうという意味で、伊東に住みやすくなるような制度を作っていくこ

とは良いことである。 

会長：学校間交流について何か説明できるか。 

委員：東小、西小、旭小の合同体育発表会はおそらく学校長同士が話をして決めた

のだと思う。目的としては他校との交流とお互い競い合うということである。特に

運動は少人数でやるよりもたくさん集まった方が負けないで頑張るというものがあ

る。統合というよりは、近くにある学校なので物理的に来られるということで開催

したかと思う。それ以外にも、市内では例えば池小と富戸小の水泳交流があり、池

小の児童が富戸小のプールに来て水泳大会ではないが一緒に水泳をするという行事

があったり、修学旅行なども小規模な小学校同士だと一緒に行くという流れはある

が、それは統合ということではなく教育の充実、同じ市内に住む子と顔見知りにな

るという教育的な理由がメインになっている。また、川奈臨海学園は福祉施設で所

長が親代わりをしている。施設が川奈小の学区内にあるので小学校は基本的には川

奈小に行くのだが、医療面等でケアが必要な子については東部特別支援学校川奈分

校に通い、集団の中でも適応できる子については川奈小に通う。中学は南中学校へ

通う。川奈臨海学園にいる子がすべて川奈小と南中に通っている訳ではない。 

委員：教育的な観点からの地域との関わりはあって良いと思うが、先ほど発言のあ

った地域の伝統や文化のような話は、今、その地域にいる大人には当てはまるかも

しれないが、それが嫌で出て行く人もいるということを考えると、もしその地域の

伝統や文化を守るために学校を残すという方向に向かったらそれは違うと思う。そ

もそも、この「地域協議会」という組織の理解を得る必要があるのか、ということ



10 

 

にも疑問を感じる。伊東は田舎だからまだ許されているが、東京などで地域のこと

を無理矢理やれと言っても皆が皆やる訳ではないし、PTA だって東京だと４割ぐら

いしか入っていない。地域との結びつき自体は悪いこととは思わないし、それによ

って安全などが担保されている部分もあることは理解しているが、これがこの先、

同じように続くのかは分からないので、私はあくまで教育に主眼を置いて、この統

廃合は考えるべきだと思っている。 

委員：私は地域の代表ということもあるので言わせていただくと、おそらくこの

「地域協議会」では、その地域の方たちがそれぞれ熱意を持って色々な意見が出さ

れると思うが、最終的に「伊東市の将来を考えたらこうなります」というきちんと

した理由があれば問題ないと思う。ただ、前回話題となった「子どもたちに伊東の

良さを知ってもらいたい」という点については、例えば高校のように入試などの選

抜で入学し、個人で人間形成を図っていくようなステップであれば地域も何も関係

ないと思うが、小学生や中学生はその地域に住んでいて、その地域の行事にも密接

に関わっている。地域行事も含めその地域に合ったやり方を実体験として学び易い

年齢であり、また、子どもが判断できなければ親が一緒についていく。このような

継承が必要だと思うからこそ、統合せずに学校を存続して欲しいという意見もある

かと思うが、それでは子どもたちに必要な教育環境が得られないため、地域との

色々なバランスも考えた上で統合が必要なのだという話で進めれば納得してくれる

と思う。なので、地域との話し合いというのはぜひとも必要だと思う。 

会長：地域や学校を市内全体に立った考えでいただき、また一方で住んでいる地域

や通っている学校という観点でのご意見をいただけた。 

委員：統合などの方向性が決まってくると、それに伴って今言われたような解決し

なければならない色々な課題が出てくると思う。例えば、宇佐美の子どもたちが市

街地に通うとなると宇佐美地域と子どもたちとの関係が希薄になってしまうかもし

れないが、我々がこれまで議論してきた「子どもたちにとって適切な学校環境」と

いうものを目指すことによって、そういった弊害が起こるならば、それを補うため
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に何か新たに機会を作るとか、地域を知るための学習を設けるとか、様々な対応を

していくしかないと思うので、課題があっても簡単に諦める必要は無いと思う。具

体的な対応としては、今日の資料に示された９校のうち、宇佐美中と対島中以外の

７校は早く手を打たなければならないと考えている。先ほども述べたが、最終的に

は中学校は南北で１校ずつの計２校ぐらいにしておかないと部活動も何も成り立た

なくなる状況であるということは分かっているし、小学校に関しては「速やか」や

「今後」というような段階を設けるならば、まず東小、西小、旭小は速やかに統合

し、そこに１０年も２０年も後ではなく宇佐美小を入れれば良いと考える。また他

のエリアでは、南小と川奈小は速やかに統合し、八幡野小、富戸小、池小も速やか

に統合する。大池小を市街地近郊の住宅地区に入れて考えるか、対島地区に入れて

考えるのかは、今後設置される学校の位置によって分かれていくと思うが、このよ

うに３エリアに分けることが適正数だけ見ると望ましいのではないかと思う。 

委員：概ね５年後で考えるということは私も同じ考えを持っている。ただ、池小に

は市内のどこからでも通えるということだが、東伊豆町などの市外からも通ってい

る児童はいるのか。 

事務局：即答はできないが、今現在、市外からの通学はないと思う。 

委員：市内で学区を変更する制度はあるが、たとえ隣接していても市町を跨いでと

いうことの壁は高い。学校で掛かる人件費や学校運営の問題もあり、そこの住民に

対してそれぞれの市町が責任を持ってやるということが基本である。 

事務局：学校を引っ越し条件の最優先事項に考えている家庭が、池小のホームペー

ジを見て、県外から池に引っ越してきた方がいる。そういった方が多いかどうかは

分からないが、人口流入の一つの要因にはなっていると考えている。 

委員：そういうことなら池小学校は残した方が良いのではないか。 

委員：川奈小が南小に統合された場合、川奈臨海学園の子どもたちの学区は南小だ

が東小や富戸小に通うことは可能なのか。 

事務局：送迎の問題もあるが、個々の状況に応じた対応になってくる。 
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会長：指定校変更制度などで柔軟に対応できるということか。 

委員：通っている中学校から、他の学校の部活動に行くという事例は多いのか。そ

のあたりの実態を知りたい。 

事務局：今現在、学校が終わってから隣の中学校に部活動に行っているという事例

はない。 

会長：やりたい部活動のある学校に初めから通っているということか。 

委員：部活動に対し、そこまで力を入れるのを止めようという動きが文部科学省に

あると聞くが。 

事務局：国のガイドラインのことかと思うが、力を入れないというよりも、子ども

の適正な健康状態や家庭での時間を作っていこうというもので、教職員の多忙化解

消という目的もある。 

会長：私からも聞きたい。学区を見直す場合は、どういう段階を踏まえる必要があ

るのか。また、統廃合を実施するということになった場合、資料のスケジュールを

もっと短くできるのかどうか。本日、統廃合に関する様々な意見が出されているが、

１か所ではなく何か所も提案された場合、対象校全ての足並みを揃えて統廃合する

というのが難しいのか、ということを教えて欲しい。 

事務局：１点目については、通学区域検討委員会という教育委員会の内部組織があ

り、そこで検討し、最終的には教育委員会の議決を経て一般に周知していく形にな

る。２点目の質問については、先ほどお答え出来なかった質問にも併せてお答えす

る。基本方針には具体的な内容を示すという考え方のため、地域の方々に改めて

「これでどうでしょうか」ということは考えていない。資料に記載されている「地

域協議会」は、基本方針に沿って進めていく上での心配なところや、気になるとこ

ろの意見聴取のような位置付けに考えている。そこでのやり取りがどの程度になる

かは、対象校が多くなればなるだけ時間が掛かると思うし、ここは丁寧にやりたい

と考えている。したがって「地域協議会」での意見聴取に掛かる時間によってスケ

ジュールが早まることはあるとは思うが、たとえ半年早まったとしても年度途中か



13 

 

ら新たな学校体制で実施していくことは難しいため、基本的にはこのようなスケジ

ュールになると考えてお示しした。 

委員：今の話だと、答申を踏まえて教育委員会が基本方針として「こういう統廃合

をする」という構想を示し、それを前提に話し合いを進めていくということか。 

事務局：その通りである。 

会長：そういうことなら、地域の意見で基本方針が覆ることもなく「その方針なら

こうしてもらいたい」といった協議になるのではないか。学校の特色や地域の思い

があるだろうから、そのあたりも意見として出されると思う。 

委員：そういう方向性なら、地域の事情にはあまり縛られずに進めて良いと思う。

ただし、縛られなくてもいいが地域の意見を聴くという部分ではやはり丁寧にやっ

ていかなければならないと思う。文部科学省の地域学校協働活動の資料に「緩やか

なネットワーク」とあるが、これを伊東市に当てはめた時に、地域で今やっている

個々の活動が伊東市全体の協働活動という括りのネットワークで形成されれば、広

域的に伊東市の地域性を学ぶことができ、そこの地域にこだわる必要なく知ること

ができるものになるかと思う。それは学校で選択する形になるのかもしれないが

「その地域だから」ということに捉われない教育はできると思う。伊東市でも地域

学校協働活動の「緩やかなネットワーク」が形成されていれば、地域協議会で出さ

れた意見をそのネットワークの中で対応できるという提案が全域的にできるのでは

ないか。 

事務局：この地域学校協働活動というものは具体的な形では形成されていないが、

変えた形ではコミュニティースクールと言われるものが地域によってはあり、学校

活動を学校だけではなく地域と一緒にやっていくというもので、地域の方々の意見

を学校教育に反映させるために評議会を立ち上げたりしている。今、言われた地域

を越えてということは非常に大切かと思うが、一方では地域の特色を活かした教育

活動を推進しなさいということを国が求めており、現在も学校では地域に出たり、

地域のクラブに入ったりもしているので、そのあたりのバランスが難しいと感じて



14 

 

いる。 

委員：昨今、不登校の問題がよく言われているが、フリースクールと言うと伊東市

では「なぎさ」があったと思うが、市内全域から来ているのか。 

事務局:「なぎさ」はフリースクールではなく、適応指導教室と言って、学校に行き

たいけど行けない子の復帰を目指した居場所であり、教育委員会の管轄で義務教育

の中で行われている教育の一環である。なお、フリースクールについては、民間が

運営しているところになる。 

委員：不登校の子が人数として結構いる場合に、その人数を考慮せずに統合等の話

を進めると、学校に登校出来るようになった時に実態と異なる人数となってしまう

恐れがある。資料の児童生徒数には不登校の子どもの人数は入っていないのか。 

委員：「なぎさ」は学校ではなく適応指導教室なので、学籍は学校にある。実際は

「なぎさ」に行って勉強しているが、カウントとしては学籍のある学校の人数に含

まれている。 

会長：「なぎさ」で教えている先生は、講師ということか。 

事務局：指導員又は支援員である。免許を持っているが、学校に所属している先生

ではない。 

会長：少しまとめたいと思う。色々な意見が出されたが、概ね皆さん共通した内容

のように思うがどうか。 

委員：川奈小は、複式解消という結論が出ているのであるから、それは急がなけれ

ばいけないと思う。もし５年を待たずして統合できるなら、もっと早くやった方が

いい。その際は、先に着手する川奈小を第一次として、他の学校は第二次という形

のように今後も進めていくという姿勢をしっかり見せなければいけないと思う。 

委員：私も同じ意見で、速やかな対応に対して５年後の 2023 年度からの実施という

スケジュールが出ていましたが、今回の答申の中に「複式学級を避けるべき」とい

う文言が入ってくる中で、川奈小は児童にとっても、教育する側にとっても大変重

たい問題だと思うので、もっと早い対応が必要だと感じる。 
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会長：懇話会としては、川奈小は「速やかな対応」の中でも「５年を待たずに」と

いうような形で早急に手を打つべきという表現をしていくということで。 

委員：川奈小学校と南小学校の統合というのは、川奈小の子が南小へ行くという前

提で話が進められており、今後、取り組まなければならないと考えられる他の学校

と比べると対象人数も多くないので、早くできるのではないかと思う。必要な準備

期間はあるだろうが、出来るだけ早めに実現出来るよう努めることは、おそらく川

奈地区の皆さんも思っていることなのではないか。 

委員：川奈小を統合していく中で、学校と地域との関わりのモデルケースのような

ものを作れれば、今後他の学校を統合する時に理解が得られ易いと思うし、また別

のやり方が出てくるかもしれないので、足並みを揃えて統廃合を行うよりは、早め

られるのであれば早めた方が良いと思う。 

委員：川奈小の統合を進めるには川奈臨海学園の児童生徒への対応というのが課題

として挙げられているが、隣接する東部特別支援学校川奈分校は県立学校であり、

今、市内高校３校の統合が進められている中で、この川奈分校や川奈臨海学園の施

設というものが未来永劫あそこにあるのかどうかということも、県に確認しながら、

あり方について一緒に考えていくということも必要なのではないか。 

委員：川奈小を統合した後、すぐに東小、西小、旭小の統合という問題が出てくる

ので、今回はちゃんとしたスケジュールに則って統合を進め、モデルが出来れば、

次からはそれなりの新たなカリキュラムやプログラムが組めると思う。 

委員：「今回は」と言うと。 

委員：川奈小の統合という一番速やかな問題に関してということ。５年後の 2023 年

度からの統合というスケジュールについては、ここに書いてある途中過程を飛ばし

て１年や２年でまとめられる問題ではないと思うが、先ほど説明であったように年

度途中からは進められないという考え方に捉われる必要はないと思う。年度内でも

次のステップに進められるなら進めてもらいたい。 

委員：子どもたちもやがては南小の集団に馴染めると思うが、小学校低学年くらい
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の段階では、川奈小の環境がちょうど良く、大人数だと色々な配慮があってもうま

く馴染めないというような子もいると思う。対象者は３０人程度であるなら一人一

人の統合後の様子をチェックしてはどうか。200 人も 300 人もいる訳ではないので、

そういうことはやるべきだし、それが出来るということならば住民の理解を得るの

はそんなに難しいことではなくなると思う。また、川奈小の児童は卒業後、南中が

学区となるため、保護者に対しては大規模校の環境となるのが何年か早まるという

感じで捉えてほしいと思う。 

会長：懇話会としての「速やかに対応すべき内容」は、川奈小を南小に統合すると

いうこと。その進め方については、川奈臨海学園から川奈小に通っている児童への

配慮や受け入れる南小学校の対応などを考慮しつつ、地域協議会での意見を丁寧に

聴くが、５年を待たずに早急に、という形でよろしいか。また、その他にも６年以

内で言うと東小や西小や旭小のことも考えなければならないし、中長期的な目線で

見れば、富戸小、池小、宇佐美小、北中などの問題もあり、懇話会としてこのあた

りの方向性についても具体的に示した方が良いと思う。次に手を打たなければなら

ない学校についてどのように考えているか。 

委員：川奈小については、今の教育環境では児童と教員の双方にとって課題が多く、

大人数で切磋琢磨することが教育的な見地では必要であると理解している。同様に

６年後には東小と西小が単学級となる見通しであるから「速やかに対応すべき学

校」に含めても良いのではないか。更には、児童数の減少は明らかなのであるから、

学校間で子どもを取り合うようなことにならないように市域全体での学区の見直し

が必要である。統合により今まで徒歩で通っている子がバス等の交通手段を使わな

ければなることは大きな問題あり、そういう面も考えなければ行き当たりばったり

になってしまう。先ほど、県外から池小学校を選んで来た家庭の話があったが、教

育が充実している市であれば人口流入に繋がると思う。 

会長：池小は小規模特認校であり、特色もあるため残していくという考えでよろし

いか。 
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委員：川奈小と南小の統合についてはこの会議でもある程度考えがまとまっている

ように思うが、池小のあり方などはもう少し具体的な議論をした方が良いので、次

回に持ち越しで良いのではないか。 

委員：川奈小と南小の統合以外の対応を全て「今後の検討が必要」の方にしてしま

うと、今から実施しても統合の実施は５年後であり、西小などは６年後には単学級

になってしまうことから、このあたりを次回調整するなら構わないが『本日の懇話

会の結論として、川奈小と南小が「速やかに対応すべき学校」となりました』とい

うことが独り歩きすることは本意ではない。 

会長：多くの学校が何らかの手を打たなければならないというのは共通認識だと思

うが、川奈小と南小の統合を「特に速やかな対応」と特記した上で「速やかな対

応」をどこまで幅を広げるかなど、今決まったことと課題などを次回に持ち越し、

優先順位やスケジュールなどを決定していくことでよろしいか。 

委員：今年度の東小、西小、旭小の３校の合計が一番多い学年で 132 人のところ、

６年後は平均９２人まで減ってくることを考えると、５年後に統合を実施したとし

ても決して早過ぎることはないと感じており、このような視点で自分なりの案とい

うか、統合に向けたイメージを作成してみた。 

（委員から統合イメージ案が委員に配布された。） 

会長：委員から統合イメージを示していただいたが、これも含め、次回もう少し意

見を伺いたいと考えている。次回の予定も含めて事務局から説明をお願いする。 

事務局：次回は１２月１１日（火）市役所４階中会議室にて１５時から開催予定で

ある。本日の内容を精査し、課題として挙げられた通学のし易さ等、提示できる物

があればお示しし、対応案や実施時期についてまとめていただくつもりである。第

５回は１月下旬に開催を予定しており、答申案をまとめ、更にその中に収まり切ら

ない意見が出てくるかと思うので改めて議論していただき、最終的には２月中旬の

開催を予定している第６回にて答申をまとめていただきたい。次回までに必要なデ

ータがあれば事務局に言ってほしい。 
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会長：最後に教育長より一言お願いする。 

教育長：大変お忙しい中、会議に参加していただき感謝申し上げる。委員の皆様に

は、伊東の子どもたちや地域の今後の繁栄を考えての貴重なご意見をいただいてい

ると感じている。いよいよ具体的な話に入り、スケールの大きな課題だと改めて感

じているが、子どもたちが伊東で生活していく中で、明るい未来に繋がる大切な審

議であると受け止め、この懇話会から出される答申を教育委員会としては第一に考

えていきたい。これから更に具体的な意見が出てくるかと思うが、様々な視点から

ご意見をいただけるよう、これからも引き続きご協力をお願いする。 

会長：これにて第３回教育問題懇話会を閉会する。 

以 上   


