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第４回 伊東市教育問題懇話会 会議録 

１ 日  時 平成３０年１２月１１日（火） 午後３時００分～午後４時４０分 

２ 場  所 伊東市役所高層棟 ４階中会議室 

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４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。前回に引き続き、

本日も具体的な学校名を挙げた上でのご発言になろうかと思う。報道機関に加え、

本日は傍聴の希望者もあってなかなか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であるので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：異議なしと認め、公開により行うこととする。 

 （傍聴人の入室） 

 会長：それでは議題⑴「速やかに対応すべき学校」と「今後の検討が必要な学校」

に入る。事務局から説明する。 

（事務局から資料②に沿って説明） 

 会長：前回挙げられた意見を踏まえ、資料は「速やかに対応すべき対応」と「今後

に向けて検討すべき内容」に分けてまとめてある。この資料②をたたき台に、懇話

会としての意見を本日全て出し切る思いで皆さんの忌憚のないご意見をお願いした

い。進め方としては、まず「１ 速やかに対応すべき内容」についてご意見を伺い

たい。川奈小と南小との統合と旧市街地地区の３小学校の再編という具体的な提案

となっているが、何か付け加えること、気になること等あったらお願いしたい。 
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委員：先に「２ 今後に向けて検討すべき内容」について聞きたいことがある。速

やかな対応であっても今から５年後ぐらいの実現となる中で、その間も児童生徒数

はますます減少していくことは明らかであるが、果たして「２ 今後に向けて検討

すべき内容」に挙がった内容を実際に検討する時期とはいつなのか。１、２年ぐら

い後にまたこういう形で決めていくのか、５年くらい間を空けるのか。 

事務局：前回資料に示したスケジュール感を改めて紹介すると、基本方針の策定か

らおよそ 10 年後の実施を見据えたものが「今後の検討」と捉えている。基本方針に

は資料②に掲げたような形で方向性を示し、先行的に実施すべき統合を進めながら、

地域から意見をいただいたり、他の自治体での先進事例の検証を踏まえ、５年後に

改めて後期の方針として具体的な対応内容を策定する、という形で書かれている。

質問に対する回答としては、基本方針には全体的な方向性を示し、一次計画として

2023 年度までにやるべきことをやった上で、５年後また二次計画として具体的な内

容を定めていくということを事務局としては考えている。 

委員：無理に速やかな対応に含める必要は無いとは思うが、子どもたちの教育環境

に影響を与えるものであるから、段落を踏んで徐々にというような形ではなく、状

況に応じて早めに実施してもいいのではないか、ということを意見として言わせて

いただく。 

会長：「２ 今後に向けて検討すべき内容」に挙がっているような内容の決定につ

いても、もっと早めのタイミングの判断が必要ということか。 

委員：そう。判断するタイミングは今後また検討していただきたいが、別に 10 年後

の実施と決めてしまう必要はない。 

委員：南小と川奈小を統合することについては、本懇話会においても特に早急に行

わなければならないという認識で一致していると思う。これまでの間、統合のこと

しか議論していないが、学校は地域のシンボルであるため、統合後の跡地をどう考

えるのかということは、親や地域が子どもと接する時に非常に重要な問題となる時

があるので、その点も考えていただきたい。また、資料②には「小中一貫校」の記

述がよく出てくるが、学校の小規模化対策という観点よりも、小中一貫で義務教育
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を受けられるという形は教育の観点から環境としては非常に良いと思う。小学校と

中学校の両方の教員免許を有した者でなければならないという規制がある中、いき

なりそういった教師を絶対数確保することは難しいので、今から小中一貫校の問題

をきちんと提起し、準備段階としてそれに合うような教職員の確保を考えていくべ

きだと考える。５年後またゼロから「小中一貫校」について検討するなんてとんで

もないことだと思う。 

会長：統合後の跡地利用については、後ほど事務局から説明がある。小中一貫校の

問題については、資料に「義務教育学校や小中一貫型教育の検証等も踏まえ」との

記述が入っているが。 

委員：分離型でなく施設一体型が望ましいと思う。旧市街地地区で言えば、例えば

西小学校の敷地に小中一貫校が存在すれば、通学距離にもそれほど変化なく通学と

してはやり易いと思う。同様に、対島地区にも施設一体型の小中一貫校が存在して

もいいとは思うが、池小学校については小規模特認校のニーズが今後増えていくの

か減っていくのか、という状況を見た上で判断すべきだと思う。 

会長：今後に向けて積極的に研究・検討し、本市に合ったスタイルの一つとして考

えていくべきということか。 

委員：新しい形の教育を特定の地区だけで実施するのはおかしいので、実施するな

ら市内各地区で実施すべきだと思う。 

委員：小中一貫教育のメリットは分かるが、小学校と中学校を一つにまとめても、

小学生は部活動に入らないし、同じ学年の子どもが増えない限り、クラス替え可能

な環境であるとか、多様な個性や競争との関わりや部活動の活性化といった課題の

解決にはならないと思う。 

会長：義務教育学校や小中一貫型教育のイメージが湧かないところもあるが、一つ

の選択肢として研究・検証していくという文言も答申案に盛り込めたらいいと思う

が。 

委員：三島市では以前から、いわゆる自治会単位でなく学区単位での活動も行われ

ており、その活動に対して行政も予算の支援をしていると聞く。松原区は西小学校
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を会場に運動会を実施しているが、イメージとしてはこれが西小学区の各行政区を

一括りとした運動会である。また、先行して統合が進められている伊豆市において

も、例えば天城湯ヶ島エリアなど、統合によって学校が無くなってしまった地区は、

市の金銭的な支援を受けながら学校との関わりを担保する仕組を最近作り始めたと

聞く。本市の場合、2020 年前後の区切りで進めていくというタイミングはどうなの

か、例えば西小学校だったら松原・湯川・岡という括りが正しいのか、ということ

はあるが、いずれにしても地域単位というよりももっと広いエリアで物事を考え、

進めていくのが必要だと考えているところである。本市ではこのような取組がされ

ているところはあるか。 

会長：今、例で挙げられた運動会は、松原区の行事という位置付けか。 

委員：当然西小学校の児童も参加しているが、これは学校行事とは関係のない区の

行事である。ただ、今、話のあった行政区の垣根を越えて学区で開催するというこ

と、これは非常に良いことだと思うので持ち帰らせていただく。 

会長：行政区を越えた新たなコミュニティーの形の一つとして楽しみにしたい。 

委員：義務教育学校というのは、小学１年生の時に入学し、中学３年生の時に卒業

するまでの９年間を一貫した教育環境となり、教員も小学校と中学校の両方の免許

が必要となる。一方、小中一貫校は、小学校と中学校がそのままの状態でゆるく接

続する形となるため、小学校と中学校が離れている場合もあれば同じ敷地の場合も

ある。ただくっついただけなので、小学校と中学校が縦に増えるだけで同級生の人

数が増えるというイメージではない。小中一貫校の利点としては、小学６年生と中

学１年生の接続を滑らかにするとか、小学校の音楽の授業に中学の音楽の専門の先

生が出張授業みたいな形ですることが出来るということが挙げられる。先ほど挙が

った三島市の事例は（注）「学校支援地域本部事業」と言って、学校の教育活動を地域

にも協力してもらうシステムとして 10 年くらい前に国が提唱したもので、本市には

そのような組織はないが三島市には学校ごとにある。例えば学校側で職業体験を行

いたいと計画した時に、その本部に依頼すれば教員でなく本部の方が調整し「こう

いう職場がある」と紹介してくれるように、学校教育に関わる外部社会との交渉や
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調整・繋がりを実施してくれる。また、放課後や夏休みに勉強を頑張ってもらいた

い子がいると先生のＯＢを連れてきて教える。社会総ざらいで学校を支えていくシ

ステムが三島市にはあり、確かに進んでいると言える。最後に、資料の「速やかな

対応」について言えば、複式学級は子どもにとってかなり厳しい状況である。川奈

小学校も今は１つの複式学級であるが、これからの推移を見ると複数の複式学級に

なってしまう上、学年を跨いだ複数の複式学級になってしまうと教育の質的な担保

という点では更に厳しい。それが割と早いタイミングで起きることは確かである。 

 
（注）静岡県では平成 20 年度からの 3 年間、国の委託による事業として 24 市町 25 本部において

「学校支援地域本部事業」を実施。平成 23 年度からは国庫補助事業「学校・家庭・地域の連携

による教育支援活動促進事業」、平成 27 年度からは「学校・家庭・地域連携協力推進事業」の

メニューの一つとしてリニューアルされた。平成 30 年度からは第３回教育問題懇話会で資料と

して配布した「地域学校協働活動推進事業」として事業名を変更しており、基本的なシステムと

しては既に案内済み 
 

委員：基本的に「１ 速やかに対応すべき内容」については、資料に記載されてい

る内容で進めた方が良い。今年度の川奈地区で行われたタウンミーティングで挙が

った意見を調べたところ「統合の噂だけが進んでいるので早く学校や保護者に正確

な情報が欲しい」とか「新たに通う学校への通学方法の検討をしっかりして欲し

い」とか「川奈小学校から南小学校に指定校を変更して通っているが、許可時と状

況が変わっても指定校に戻らないケースがある」など、地域住民としては不安や不

満を感じているようである。その他「ＰＴＡ参加による地元の海を活用したイルカ

の学校については、地域の特色ある活動であり学区再編の際には必ず検討してくだ

さい」という意見も見かけたので、この部分については丁寧に説明をし、地域住民

の納得のいく対応をした方がいいと思う。これらはタウンミーティングで挙がった

意見であり、タウンミーティングに出ていなくても思っている方はたくさんいると

思うので、意見の聴き取りを丁寧にして、特に通学の問題であるとかそういう部分

ではしっかり考えていかなければならないと思った。今、高校再編の問題も出てい

て、統合後の高校は商業高校の位置になるとの報道がされる中、高校は県の管轄だ

からなかなか一緒に考えることは難しいのかもしれないし、川奈小学校の統合とど
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う関わってくるかも分からないが、統合のタイミングとしては同じなので合わせて

様子を見ていった方がいいと思う。私自身ここで得た情報はこの会議に参加するま

で全然知らず、会議に参加したから統合が必要ということに納得が出来た訳で、今

子どもを通わせている保護者の皆さんは、そこの部分を知らないまま「どうも話が

進んでいるらしい」という情報だけが流れるというのは不安感を煽るだけだと思う。

市のホームページを見ればこの会議のやり取りや資料も出ているが、保護者が自ら

進んでホームページを見るとは思えないので、例えば校長先生にはこの会議の進捗

を報告するなどして、統合の必要性についてＰＴＡにも早めに知ってもらった方が

いい。タイミングとしては、この会議の答申を踏まえて市で方針として示す前に、

出来るだけ早めに伝えた方がいいと思う。 

委員：速やかに対応すべきものとして挙げられている２つの内容は、川奈小を南小

にスライドさせて一緒にするということに比べ、東小・西小・旭小の３校を統合す

るというのは「どこに統合するのか」という点で色々と意見が出されるため、大分

毛色の異なる話だと思う。基本フレームやスケジュールも示されているが、実際の

ところはもっと揉まないといけない部分が出てくると思うので、この先もっと吟味

する必要を感じている。「地域協議会からの意見聴取」というプロセスも非常に大

事だが、かなり地域が広範囲となってくるので、個々の地域から話を聴いても収拾

がつかないであろうし、まとまった場を設けて意見を聴取するようなことも必要に

なってくると思う。今回このような内容の答申が出されるということは、学校を通

じて保護者に対し、少しでも情報として発信していくような機会が必要だと考える。

資料③には、３校統合後の学校のスケール感として 24 教室必要になると示されてお

り、西小学校は教室数としては足りているが、その一部が東部特別支援学校伊東分

校や通級指導教室などで使用しているため確保できないという書き方になっている

が、そもそも伊東分校の教室を西小学校の校舎内に確保しなければならないのか、

また通級指導教室とは何か、という点が分からないので教えていただきたい。 

事務局：市立の学校と県立の特別支援学校との併設は、共生教育ということで始ま

ったが、県内でも非常にレアなケースであり、必ず何教室を確保しなければならな
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いという取り決めはない。先ほど話のあった高校再編の中では、東部特別支援学校

の高等部である城ヶ崎分校に絡めて共生教育の話も出ており、高校は高校で校舎の

キャパの問題もあり、今後、変動が出てくる可能性はあると思っている。通級指導

教室については、伊東市では「杉の子」という情緒にトレーニングが必要な子ども

が通う教室と「ことばの教室」という言葉の発音などにトレーニングが必要な子ど

もが通う教室がある。共に普通学級に在籍していて、例えば週に１～２回通級して

そこで専門的なトレーニングを受けている。 

委員：川奈小ではＰＴＡと児童が一緒に活動していた良い行事が失われてしまうこ

とを懸念しているという話が先ほどあったが、統合が行われれば色々とそういった

ことが沢山出てくると思う。そこはやはり南小学校の今のスタイルに合わせるだけ

でなく、例えば、防災訓練などは下校後にそれぞれの地域の訓練に参加しているよ

うに、学校教育や行事の中に地域と関わる仕組を作るなど、ただ統合するだけでな

く、どうやって残していくのかということも当然考えていくべきだと思う。最後に

２点質問をしたい。学校教育の色々な課題の一つに不登校の問題があると聞く。こ

の会議のテーマは、これからの学校システムを変えていくものであり、その変革に

伴う影響だったり、その対策だったり、答申にはそういった観点も盛り込んだ方が

いいと思うので不登校の現状について知りたい。２点目は資料④の指定校変更事由

の「13 小規模特認校」と「16 学校不適応解消」の違いや示されている数字の特徴が

分かりにくく、今後どういう機能を残すべきか増やすべきか、ということを考える

上で参考になるので教えていただきたい。 

事務局：不登校は本市の学校教育にとって大きな課題となっており、小学校で０．

８％、中学校で４．７％の子が不登校となっている。ただ、適応指導教室で学校復

帰に向けて頑張っている子も少なくなく、また、適応指導教室に行っていなくても、

教員が電話を掛けるなどしてコミュニケーションを図り、何とか復帰を目指して頑

張っているという状況である。 

事務局：資料④は、昨年度の指定校の変更理由と変更先の学校、変更人数をまとめ

たものである。指定校を変更可能とする基準は資料にある通り 17 項目あり、そのう
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ちの 13 番と 16 番の違いは何かという質問であるが「13 小規模特認校」は、池小学

校への就学を希望する場合ということで、前回、小規模特認校の認定当時の記事を

資料として配布したが、池小学校の田園風景に囲まれた中で教育を受けたい、受け

させたいという希望自体が基準となっている。それに対して「16 学校不適応解消」

は、交友関係等の理由で指定校への通学に支障がある場合ということで、該当する

理由は色々あるが、多くあるケースとしては、小学校から中学校へと上がる時に学

校が分かれてしまい、成長期の多感な時期で、今までの交友関係を維持しないと通

学出来なくなる恐れがあるといった事情が認められた場合などである。 

 資料④をご覧ついでに、本市の指定校変更における特徴的なデータを紹介する。

西小学校は昨年度の児童数は 304 人であるが、その２割を超える 63 人が「６ 共働

き等」によって指定校変更により通っている。また、昨年度の南小学校を見ると 20

人が川奈小学区から指定校変更して通っている。先ほど話の出た池小学校は、全児

童 57 人の約 50％の 29 人が指定校変更をしており、逆に言うと残る 50%は池小学区

から通っている子どもである。なお、この資料は、この会議のために作成したデー

タであり非公開となっている。 

委員：小規模特認校の基準が「池小学校への就学を希望する場合」としか書いてい

なかったので、その希望理由を知りたかった。「田園に囲まれた環境で教育を受け

たい」というポジティブな理由でわざわざ遠くに通っているということなので、特

に学校生活で何か不適応なことがあって、そういった子どものために小規模の学校

が受け皿的な機能を果たしている訳ではないという実態が分かった。また「16 学

校不適応解消」を理由に変更している子どもの変更先の学校も決して小規模校を選

んでいる訳でもないということを考えると、学校規模の大小がいじめや不登校など

の受け皿機能として期待されている訳ではないということか。 

委員：そう言い切るのは難しいのではないか。本当は何か問題があっても、変更理

由としては例えば「共働き」にしておこうということも考えられるし、ここに挙げ

られている１つの理由だけで変更している訳でもないと思う。 

会長：タウンミーティングで「指定校の変更後に状況が変わってもそのまま戻して
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いない」という意見が出されたように、やはりそこは個々の家庭の事情があるよう

に思う。しかし、指定校を変更する場合、どの学校を選ぶかというと、そこは学校

規模の大小で選ぶということではないのかもしれない。 

委員：しかし、今後、学校再編を検討するにおいては、そのような課題を解決する

視点も必要だと思うのでよろしくお願いしたい。 

委員：いじめみたいなものがあって学校に行きたくない、学校の先生が嫌だったり、

友達が嫌だったりという人間関係の問題は個々の問題である。先ほど挙げられた川

奈小学校のＰＴＡが良い行事を残して欲しいということも個別の問題だと思う。こ

の会議は、子どもたちにとってどういう学校環境がふさわしくて、そのためにはど

のぐらいの学級数がいいのかということを話し合って進めてきたと思う。どういう

事情であれ、子どもたちに適切な教育を受けさせるためのスケールに達していない

のだとすれば、そこは進めるという選択肢しかないのではないか。あまり極端な枝

葉の方ばかり見るよりも、一定のスケールがきちんと担保されている環境なのかど

うか、これは市内の学校間で比べるのではなく、国内の他の地区と比べた上で、ま

ずは方向として決定し、個別対処はその後だと思う。最初から個別の課題ばかり検

討しなければならないとすると、どんどん遅れてしまい、その遅れている間も学校

に通う子どもは不利益を被るという話になるかと思うので私はどんどんやって欲し

い。このことは空気感としても感じている。前回までは「積極的に進めよう」とい

う空気が今回は少し消極的に感じる。 

委員：学区の考え方とはどのようになっているのか。単純に行政区で区切られてい

る訳でもなく、学校からの距離なのか。今後の考え方として、学校中心に「半径何

㎞」というようにして色々な区から通えるようにした方がいいと思うが。 

事務局：前身の検討委員会の方でも同じ質問をされたので同じ回答となってしまう

が、学区の成り立ちの把握は出来ていない。川や山など、本を正すと村や町の境の

ようにも思う。行政区で区切られているところもあるが、例えば同じ行政区の中で

も岡区は番地によって東小学区となったり、西小学区となったり、旭小学区となっ

たりしている。 
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委員：地域と学校が独自性を持っていた時代と違い、今は資料④のとおり西小学校

でも学区外から通っている子がこれだけ沢山いるということは地域云々では語れな

くなってきている。このことは、今後の課題としてもう少し考え方を変えれば何か

対応出来る可能性はあると思う。しかし、川奈小学校については、今既に教育の不

平等が起きている訳で、今更そんなことも言っていられないと思う。指定校変更制

度も昔と比べて今は非常に柔軟な運用となっており、これから先は、極論を言うと

伊東市全体で学校選択制というものも考える必要があるということを意見として言

わせていただく。しかし、そうすることによって特定の学校だけ極端に人数が増え

てしまうという課題もあるのでその対策も考えなければならない。 

委員：資料④にあるような理由で指定校を変更して通っているが、本音としては別

に問題があるというケースは私もよく聞くところで、そこは基準があっても運用は

柔軟にされているという印象である。であるなら、どこの学校に行っても良いとい

う形にはしないで、今のように運用は柔軟に対応という形が良いと思う。 

会長：「１ 速やかに対応すべき内容として挙げられた意見」として川奈小学校と

南小学校との統合と、旧市街地地区の東小学校と西小学校、旭小学校の統合に関す

る記載内容について意見を伺っているところであるが、他に意見はあるか。 

委員：川奈小学校の統合の部分に「自転車通学を認めたり」という記述があるが、

川奈小から南小に通うとなった時に自転車での通学はなかなか考えられないので、

この文言は入れない方がいいと思う。また、スクールバスに関する記載があるが、

これは学校が保有するものか、どこからかレンタルするものか。 

事務局：あくまで通学方法として考えられる選択肢を示しただけで、個別の課題と

して今後検討していくものである。因みに、統合等によりスクールバスが必要とな

った場合の購入費用などは、国の補助制度があるので、そういったことも含めて検

討していくことになる。 

会長：１の「速やかに対応すべき内容」について、懇話会の考え方としては基本的

にこの内容でよろしいか。 

(意見なし) 
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会長：事務局においては今出された意見を加えて、次回改めて答申案として示すよ

うに。次に２の「今後に向けて検討すべき内容」については、会議冒頭にタイムス

ケジュールに関する意見が出されたが、その他意見はあるか。 

委員：宇佐美地区でも旧市街地地区でも対島地区でも「小中一貫」という文言があ

って、まるで「小中一貫」ありきで進めているような印象を受ける。本来は１学年

の人数を確保すべきであって、小中を一貫すれば合理的な運営ができるというのは

安易な解決方法だと思う。「小中一貫」というものが独り歩きしてしまうのは本来

の考え方ではないので、ここは「小中一貫の可能性は考えられる」というくらいに

した方がいいと思う。 

委員：義務教育学校と小中一貫校のことについて、もう少し情報伝達した上で、

「今後の方法の一つとして、こうなる可能性も出てくる」ということをちゃんと言

っていただけると非常に助かる。 

会長：「義務教育学校や小中一貫型教育の検証等も踏まえ」と記載されてはいるも

のの、確かにイメージが湧きにくいところはあるため、もう少し控えめの方がいい

か。 

委員：答申の書きぶりとしてはこれで良いと思うが、実際問題として、学校の保護

者も含めて広く情報を出すべきだと思う。 

委員：小中一貫を否定するつもりはないが、それだけでは学年単位の規模の解決に

はならないのだから不十分だと思う。例えば、宇佐美小中一貫としても今後すぐに

小規模校となってしまうので色々な可能性を考えていかなければならない。 

委員：立場上、他地区のＰＴＡとの会合などに参加すると、今、小中一貫校として

やっているところは大体うまくいっていると聞く。それは恐らく一方の学校を廃校

とせずに小中一貫校として残すことで学校の名前が残り、ＰＴＡや地域住民の満足

感が上がるからだと私は思っている。だから、宇佐美を宇佐美小中一貫校とすると、

それはそれでうまくいくと思う。ただ、本懇話会ではクラス替え可能な２学級をボ

ーダーとしたが（注）本来は１学年当たり３学級とか４学級の規模を確保し、また、１

学級当たりも 35 人程度の規模を確保することが子どもたちにとっての教育環境のベ
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ストであるのに対し、小中一貫校としてもすぐに１学年１学級となり、小学１年生

から中学３年生までの９クラスになっていくはずである。 

 
（注）第２回懇話会で他の委員から国の標準学級数は学校教育法施行規則で１校当たり 12～18 学級

と規定されており、小学校だと２～３学級、中学校だと４～６学級となる旨の説明があったこ

とによる。 
 

委員：子どもの数が多くなってくれば１学年３学級ということもあり得る。 

会長：あくまで宇佐美を例に挙げての話をしているので。 

委員：早めの対応として「小中一貫校」という言葉が出てきているが、結局すぐに

複式学級になってしまうのは目に見えている訳で、小中一貫校にしたからといって

今まで議論してきたことの改善には繋がらないと思う。 

委員：小中一貫校を池小と同じような特認校とすれば、その学校に通わせたいとい

う希望者が増える可能性はあると思う。そもそも今７万人いる市の人口が（注）４万人

になる想定で考える訳だから、究極的には小学校１校、中学校１校になってしまう

可能性だってあると思う。 

 
（注）国立社会保障・人口問題研究所（以下「社人研」という。）が平成 27（2015）年 10 月 1 日現

在の国勢調査報告を基にした推計によると 2045 年の伊東市の人口は 41,461 人と公表している。

なお、本懇話会で使用している児童生徒数の推計値もこの社人研の推計値を基に算出している。 

 

委員：今回は「速やかな対応」と「今後の検討」という形で整理をしているが、本

来は 30 年とか 40 年のスパンで考える話であり、どちらかというとその究極に向け

て進めていくべきだと考えている。 

委員：答申内容がそのまま実施される訳ではないことは承知しているが、小中一貫

校ということが独り歩きして期待させることは良くないと思うし、その可能性を排

除することも良くないと思うので、微妙な違いかもしれないが、例えば、資料②の

３ページの宇佐美地区の３つ目のセンテンスに対策として２つ掲げられている「小

中一貫校」と「旧市街地地区との統合」をひっくり返して、少しハードルの高めな

「旧市街地地区との統合」を先に持ってきたらどうか。 



13 

 

委員：根本的な解決を狙うという点で資料②の５ページには、前回意見として出さ

れた「中学校は２校・小学校は３校」といったダイナミックな方向性も記載されて

おり、そういった議論をスタートさせるきっかけとなる答申であってもいいと思う

ので、そのためにも、この「⑸ 今後の検討に当たって」の中に少し具体的な危機

的な数字を入れるなどしてこの内容をもう少し膨らましたらどうか。 

事務局：今の意見に応える形で、ここで次回の会議予定を説明する。次回は 1 月 23

日（水）午前 10 時から市役所 4 階中会議室で行う。議題として２点予定しており、

１点目は第１回から本日までの会議で出された意見をまとめた内容を答申案という

形で提示する。２点目は「この答申の進め方に対する意見」だとか、既に本日もご

意見頂いている「統合後の跡地利用の話」とか「新たな地域との関わり」等、この

「⑸ 今後の検討に当たって」に色々な観点からご意見をいただき、最終的には答

申の附帯意見のような形でまとめられたらと考えている。 

会長：「２ 今後に向けて検討すべき内容」に戻る。他に意見はあるか。 

委員：東部特別支援学校の高等部は伊東高校城ヶ崎分校にあり、高校再編の中で統

合後の学校に含めて共生教育を積極的にやるのかどうかということが議論されてい

る最中である。しかし、初等部と中等部は西小学校に併設されていることを考える

と、高等部を本懇話会で議論している小中学校の再編の中で考えた方がいいのか、

それとも初等部と中等部を新たな高校に併設した方がいいのかということはとても

大事なことだと思う。新しく出来る高校とは別の敷地に高等部を設けるという可能

性もある訳で、そうなると初等部と中等部もそこに入ることになるかもしれないし、

それによって先ほど話が出た教室数にも影響が及んでくるので、県立と市立で違う

かもしれないが、どっちかが話をしていかないと平行線のまま手遅れになってしま

う前に、事情を伝えるだけでもいいと思うので市の方から働き掛けても良いのでは

ないかと思う。今ならまだ十分間に合うと思う。 

事務局：その通りで、特別支援学校は県立で我々の小中学校は市立という違いはあ

るが、特別支援学校に通っているのは伊東市の子どもがほとんどで、一緒に育てて

いかなければならないと思っている。この懇話会での小中学校の検討と高校再編の
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流れが重なるような形になっているが、そこは連携を深めて高校の動きも鑑みなが

ら子どもたち第一で考えていきたいと考えている。 

会長：他に「２ 今後に向けて検討すべき内容」について意見はあるか。 

 （「なし」の声） 

会長：以上をもって議題⑴「速やかに対応すべき学校」と「今後の検討が必要な学

校」を終わる。事務局においては本日の意見を踏まえて答申案の作成をお願いする。

次回の開催については先ほど説明したとおりであるが、他に皆様の方から何かあっ

たらお願いしたい。 

（「なし」の声） 

会長：教育長から一言お願いする。 

教育長：４回に渡る議論で答申案の内容も大変深まりつつあると考えている。諮問

をしている教育委員会としては、この懇話会の意見を最大限に尊重しながら今後基

本方針を策定していきたいと考えている。答申策定まで残り２回となったが引き続

きご審議の程よろしくお願いしたい。 

会長：ありがとうございました。子どもたちにとってどういった教育環境が良いの

か、ということをテーマにここまで４回の会議を重ねてきた。本日は「速やかな対

応」と「今後の対応」という形で具体的な学校名を挙げた上で、色々な考えの下で

貴重なご意見をいただいたと思っている。大変大事なテーマであり、しっかりと議

論が出来たことに感謝をしている。先ほど委員も懸念されていたことだが、この会

議の内容が保護者を始めとする地域住民に上手に伝わり、安心していただけるよう

な情報伝達の仕方については、ぜひ考えていただきたい。本日は以上もって閉会す

る。お疲れ様でした。 

以 上   


