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第５回 伊東市教育問題懇話会 会議録 

１ 日  時 平成３１年１月２３日（水） 午前１０時００分～午前１１時５０分 

２ 場  所 伊東市役所高層棟 ４階中会議室 

３ 出席委員 ６人 

４ 欠席委員 １人 

５ 会議の経過 

 会長：定刻となったので只今より第５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。 

（事務局から欠席委員の報告、配布資料の確認、会議時間の予定、第４回伊東市教育

問題懇話会の会議録の確認、及び本日の議題説明が行われる。） 

会長：続いて議題に入る前に、会議の公開について諮る。この会議は公開で行うこ

ととなっており、特別な理由がなければ本日の会議も公開により行いたいと考える

が、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。それでは「議題⑴ 答申案について」

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：答申案の「３ 附帯意見」については議題⑵で別途諮るので、ここでは１と

２の記載内容についてご意見を伺う。 

委員：これまでの意見が概ね反映されているように思うし、前回発言した「小中一

貫校」の表記が前面に出ていて強い印象を受けることについてもよく修正されてい

るなと思った。１点だけ「人間力」の表記について言いたい。確かに会議の中では

「学力」や「体力」だけでなく「人間力」が大切であるとの認識で一致したものの

「人間力」とは一体何なのかという定義が漠然としているように感じている。「人

間力」はどのように育まれ、これまでの学校教育の中でどのように実践され、育む

とどのように結び付くのか等についてまで我々は分かっていないため、そこを検証
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していく必要を感じている。答申書の表現としてはやむを得ないと思うが、今後、

質問があった時には答えとして備えなければならないと思う。 

会長：「人間力」については、答申案の中で「多様な個性や競争との関わりの中で、

対人対応力や仲間の大切さ、他者への感謝の気持ち等を学び得ること」と表現され

ており、そういう意味だと理解しているが、実践という点で学校現場での課題等は

あるのか。 

委員：教育とは「生きる力の育成」であるということは、文部科学省の学習指導要

領においても明確である。この「生きる力」とは、知・徳・体、つまり「確かな学

力」「豊かな心」「健やかな身体」のことを指す。このように「人間力」とは、文

部科学省では系統立てて知・徳・体を表すという説明がされており、教育業界では

定義されていることだが、一般には説明や補足が必要かなとも感じている。 

事務局：第１回の会議資料「平成 30 年度 指導の重点」の中で、目指す園・学校像

に迫るために「体力」「学力」「人間力」の３つを重点に置いて指導していること

を説明した。このうち「人間力」については、今、委員からもあったとおり、文部

科学省がここ数年でかなり重要視しているところであるが、伊東市では「人として

備えたい力」、具体的には人との接し方、基本的なマナー、社会性、規範意識、強

い心、色々な不安や不満等に打ち勝つ強さ、自己肯定感や自己有用感、我慢する心

や思いやり、そのような力を総じて「人間力」として捉えている。 

委員：私もこの会議の中で「人間力」という言葉を使いながら、社会に出た時の適

応力は大切であるという主張もしてきたので、そういうことなのだろうと思っては

いるが、割と何でもカバーできる便利な言葉なだけに、この言葉の意味を専門的に

把握し、その方向性をきちんと示す必要があると思う。 

委員：小中一貫校について、答申案には今後の対応の一つに「義務教育学校や小中

一貫型学校の検証等」と記載しているが、その後どういう形で検証が進められてい

るのか進捗状況を教えてほしい。 

事務局：義務教育学校及び小中一貫校は静岡県下でも校数が非常に少ない上、他市

における検証結果となるため、伊東市独自での検証というよりも県教育委員会の管
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轄になってくると思われる。また、小中一貫校の制度そのものについては、伊東市

教育委員会としてもその成果と課題について把握していかなければならないとの考

えはあるが、その成果や課題は今回の学校の統合という問題と全てが全て合致する

訳ではないと考えている。 

委員：今後、地域等で説明する際には、ある程度の資料が必要になると思う。県内

で事例が少ないというなら文部科学省が出している資料や関東近県まで広げれば事

例も多くあると思うので、そういう資料も参考にされたらどうか。 

会長：他に何かあるか。 

委員：富戸小は現在全学年が単学級であるにも関わらず「⑵ 今後に向けて検討す

べき内容」に入っていることについて特に理由が書かれていないが、一方ではまだ

全てが単学級となっていない東小、西小、旭小が「⑴ 速やかに対応すべき内容」

となっており、関係する保護者にとっては納得出来ない部分があると思う。今後の

検討とする明確な理由があるならば記載した方が良いと思う。 

事務局：これまでの会議の積み重ねが今回の答申案であり、前回の会議も含め富戸

小の対応について特段、速やかな対応とすべきとの意見が出てこなかったため、富

戸小は「⑵ 今後に向けて検討すべき内容」に載せている。さらに強いて言うなら

ば、これまでの議論を踏まえると、川奈小と南小や旧市街地地区の３小学校のよう

に統合の対象校というか具体的なイメージを共有出来るまでには至っておらず、対

島地区全体で考えるにはまだ今後の検討が必要であると捉えたことも挙げられる。

しかし、関係する保護者にとってみれば何らかの理由が必要であることはごもっと

もであり、委員の言うとおり今後の検討とする理由を入れるか、速やかな対応に変

更するかのどちらかを改めて協議決定していただければと考えている。 

委員：東小、西小、旭小をモデルとして先に着手して、それから富戸小という考え

方もあると思うし、富戸小と同じ対島地区の池小が小規模特認校のあり方を理由に

して「今後の検討」としていることも含め、富戸小についてはもう少し記載した方

が良いと思う。例えば富戸小は、ジオパークなどの色々特徴的な地域の活動に取り

組んでいると思うので、そういう特色を持って小規模特認校となり得るかどうかの
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様子を見ていくということも理由として考えられるのではないかと思うが、皆さん

の考えを伺いたい。 

委員：子どもたちのことを考えて、クラス替えが出来る環境にするために統合する

という考え方であるのに、富戸小だけは具体的なことに触れないのは何故かという

疑問は確かに残る。きっと富戸区の住民の多くがそう考えると思うし、東小、西小、

旭小が何故速やかに統合されるのかという声も出る。その辺をもう少し明確にする

ために、例えば今、意見として出された小規模特認校としての検討だとか、早急に

考慮すべき事項として挙げるという処置をした方が、説明を受ける住民も分かり易

いと思う。 

事務局：富戸小には２年前まで放課後児童クラブ、つまり学童が設置されておらず、

指定校変更によって八幡野小のように学童がある学校に児童が流出するケースがあ

った。学童保育を作るに当たり、子育て世代の保護者からは「生まれてからずっと

ケアできる子育て機能が富戸にあれば、富戸小を選ぶ可能性がある」という意見も

聴いており、学童保育が富戸小に備わったことで、前向きな形で今後の可能性を探

らせて欲しいという思いはある。それでもこの５年の間に児童数の減少が進むよう

であれば、その時は速やかな対応をせざるを得ないと考えている。 

委員：学童という子育て機能が備わったことで少子化による自然減がある程度抑え

られつつ、指定校変更により他校に出て行かなくなるということか。 

会長：子育て支援の一環として富戸小に学童クラブがあれば、八幡野小ではなく富

戸小を選ぶという選択肢が増えるとの説明であるが、今後、富戸小を小規模特認校

とする検証をしたらどうかという意見に対して何か説明できるか。 

事務局：小規模特認校とするに当たっては、何をもって特認校とするのかについて、

地域の状況を把握した上での検討機関が必要であるし、これは伊東市だけの問題で

なくなってくる。なお、地理的にも、同じ対島地区に特認校が２校も存在するとい

うことは難しいところだと考えている。 

委員：確かに、富戸小の対応について時間を掛けて踏み込んだ議論はしてこなかっ

たが、地理的に近い東小、西小、旭小の統合の問題に比べ、富戸小の場合は通学距
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離が長くなるなど、配慮すべきことは多くなってくるという点で、まず速やかに着

手するのは旧市街地地区の３校ということは、他の委員も同様に考えていたと思う。

問題の先送りという気持ちもあるが、何と言っても学校の統廃合自体が初めてのこ

とであるから、まず、課題などを整理し易いところから取り組んでいくという説明

に対しては、理解を得られなくはないと思う。小規模特認校の検証だとか、子育て

機能の充実による検証という理由は、後から付け足した印象も受けるし、子育ての

ために学童保育を充実させるということは他の地区でもやっていることなので、そ

れをもって富戸小を今後の対応にしたという理由は強くない気がする。着実に進め

ていくために段階的に取り組む、と正直に説明することは決して悪いことではない

と思う。 

会長：個々に見ると緊急度が高い学校はあるかもしれないが、児童生徒が通学可能

な範囲という点では地区単位で優先度を考えなければならないので、対応としては

「今後に向けた検討」で良いと思うが、表記の仕方として何かご意見はあるか。 

委員：通学方法などの検討をした上で今後進めていくということを記載し、しっか

り説明すれば、富戸区の住民も納得すると思うが、結果的に子どもたちの教育環境

が少人数の状態のまま先送りとなるので、次の段階ではしっかりと考えなければな

らない。今後は、宇佐美地区なども検討の対象に加わる中においては、統合可能な

通学距離などが数値化なり客観的に評価出来るといいと思う。 

委員：今後ますます児童生徒数が減っていき、まごまごすると小中学校は市内で数

校になってしまう恐れがある時だからこそ、先ほど事務局から説明があった学童保

育のような子育て機能の追加等で児童生徒数の減少をどこまで抑えられたのか５年

後にまた検討するという記載であれば納得し易いと考える。 

事務局：案として、答申案４ページ対島地区の最後のセンテンスの「池小学校の小

規模特認校のあり方や」の次に「富戸小学校の規模の状況や整備のあり方」という

文言を加えることを提案する。「今後の検討」の部類にはなるが、今後、池小の小

規模特認校のあり方を検討していくのと同じように、富戸小の学童保育等の進捗も

含めて規模の状況や整備のあり方についての検討を明記する形となる。 
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委員：それで良いのではないか。 

委員：今説明があった内容で大丈夫だと思う。富戸小の学童保育の開設は保護者主

導による取組だと新聞報道で見たが、開設したことで富戸小の児童数の減少を抑え

ることに繋がれば、保護者も「やった甲斐があった」と前向きな気持ちになると思

うし、答申の「今後に向けた検討」に対しても前向きな形で捉えてもらえると思う

ので、そういった意向を汲んだ表記にしていただければと思う。 

委員：伊東市が策定した人口ビジョン・総合戦略によると、７万人いる伊東市の人

口が約 40 年後の 2060 年には約４万人にまで減るとされている。しかし、これは本

来３万人を割る推計のところ、移住定住等の様々な施策を講じることによって何と

か４万人台をキープ出来るという内容のものであるから、学校や幼稚園、保育園を

含む子育て支援の更なる充実が図られれば４万人が５万人になることだってあると

思う。 

会長：富戸小の記述の仕方について、事務局から提案があったように加筆すること

でよろしいか。 

（「異議なし」の声） 

会長：他に何かあるか。 

委員：答申案には「今後更に生徒数は減少する見込み」であったり「2035 年度には

全学年で単学級となることが予想されている」という説明があるが、実際のデータ

があった方がより危機感が伝わり、理解が得られ易いと思うので、可能であれば

我々が今まで見てきた数字データなども添付した方が良いと思う。 

事務局：ボリュームが増えてしまうために省略したが、まずはこの答申があって、

次に別添資料という形に編集させていただく。 

会長：先ほど委員から指摘のあった「人間力」の定義については、もう少し具体的

に記載した方が良いか。 

委員：若干の説明も書かれているため、これを読んだ人が「人間力」とは何か？と

疑問に思うことはないと思うので表現としてはこの程度で良いのではないかと思う

が、今後実際に統合を進める学校や市の関係者にあっては、統合によって人数が増
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えることが「人間力」にどう作用するのかということはしっかりと把握してもらっ

て、質問があった時にはきちんと答えられるようにしてほしいと思う。 

会長：人間力については記載のままの表現でよろしいか。また、その他の修正意見、

追加意見についてもよろしいか。 

（「異議なし」の声） 

会長：前回会議の内容は、翌日、新聞に大きな見出しで掲載されたが、区長会や校

長会で何か反応があったら伺いたい。 

委員：校長会としては概ね適切ではなかろうかという意見であったし、今日出され

たような富戸小や池小を含む対島地区をどうしていくのかという話も出た。また、

小学校は幼稚園・保育園を卒園したような子が入ってくるので、通学可能な距離も

中学校とは全然違ってくるだろうし、バス通学にしたって、バス酔いやトイレなど

の細かい心配もあって、中学校と小学校の違いというものはかなりあるという意見

もあったので、そういった点も含めて先進的に取り組まれている事例を研究してや

っていけば良いかと思う。また、川奈小も東小、西小、旭小の旧市街地地区も「速

やかな対応」が必要ではあるが、中でも川奈小はかなり厳しい状況であり、同列で

はないという話は出た。 

委員：川奈小と南小については、川奈地区の中でも元々、南小学区の子もいれば川

奈小学区の子もいて、ゆくゆくは南中学校に通うのでそれほど大きな問題としては

受け止められていなかった。しかし、旧市街地地区の３校についてはなぜ統合しな

ければならないのかという声はあったので「そうではなく、統合等も含め、これか

ら協議会等を開いて対応を検討していかなければ間に合わなくなる」と説明したが、

それに加え「対応の１番目が川奈小であれば、やはり旧市街地地区の３校は２番目

の対応となり、３番目は対島地区という流れではないか」という説明もしている。 

会長：強い反対意見はあったか。 

委員：もう少し詳しい説明が欲しいということは言われたが、皆さん色々考えた上

で発言している訳で、区長会の場ではそんなに強い反対意見はなかった。要望とし

てあったのは、現在休園中の川奈幼稚園は耐震性も問題ない建物なのに一切使われ
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ておらず、草が伸び放題で非常に困っているようで、川奈小の跡地利用については

その二の舞を踏まないで欲しいということだけは強く言われた。幼稚園を保育園と

して再開したらどうかという意見もあった。跡地がどのように利用されるのかとい

うことについて地域住民はとても関心が高いので、地域に対して少し手厚く対応し

ていただきたいと思う。 

会長：以上で議題⑴を終了する。今後に向けて検討すべき内容の対島地区の部分に

富戸小に関する記述を加え、次回改めて皆様にお諮りする。それに合わせ、今一度

「人間力」の定義についても事務局に対し検討をお願いしたいと思うがよろしいか。 

（「異議なし」の声） 

会長：続いて議題⑵「伊東市立小・中学校の規模及び配置の適正化を進めるに当た

っての附帯意見」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。欠席委員から提出のあった意見書についても説明） 

会長：今説明のあった附帯意見について、追加意見等あれば盛り込みたいと思うが

いかがか。 

委員：「⑷ 大局的な視野に立った検討」の内容は、前ページまでの各論よりも大

きな意味のある数行であると受け止めている。「今後も児童生徒数が減少していく

傾向が続くことは明らかである」という点について、先ほどデータを添付したらど

うかとあったが、実は昨年１年間の伊東市の出生数は 300 人を切ってしまっており、

同級生を市内全部ひっくるめても 300 人いないということを載せておかないと、そ

の後の「中学校は北部と南部の２校程度、小学校は北部と中部と南部の３校程度」

という内容が唐突に出てきて疑問に感じる人もいると思う。１学年が 300 人しかい

ないということはどういうことなのかを、あらかじめ説明した上で、今後は中長期

的な視点でここに記載していることを視野に入れて検討すべきという感じでまとめ

たらどうかと思う。また、言葉の捉え方の問題であるが「大局的な視野」と「中長

期的な視点」という表現が混在しており、どっちなのかという点も気になった。 

委員：この先見込まれる人口減少を考えると、学校統合だけではなく学校のシステ

ムや教育制度そのものの変革時期が来ると思う。小学校高学年から中学生までは、
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これまで話し合ってきたように切磋琢磨が必要な成長期の年代であると考えており、

学校を集約化することで競争や他者との関わりを深めていっても良いと考えている。

一方で、幼稚園、保育園から小学校低学年までは親や地域の手厚い保護が必要な年

代で、人間力や体力を高めるとか、切磋琢磨するという対象にはならないと考えて

いて、この年代は少人数で学校システムを構築し、直接的に親も参加できるような

形をとれば地域としては非常に安心出来ると思う。現行の教育システムの枠組みを

超えた発言となってしまったが「大局的な視野」に立って発言させていただいた。

答申案の附帯意見の記載内容が、子どもの人数が減っていくので統合を優先すると

いう乱暴なものとなっており、そこは少し違うのではないかと思い意見させていた

だいた。 

会長：確かに大局的に見れば現行の小学校６年間・中学校３年間というものが今後

変わっていくことも可能性としてはあるだろう。どの年齢で区切ったら良いかとい

うのは難しいが、親の目や地域の目が行き届く範囲で育てていく段階と、知力・体

力・人間力を養っていく段階で分けるというのも一つの考え方かもしれない。 

委員：「⑵ 静岡県教育委員会との連携」については、今、高校再編について校長

先生やＰＴＡなどが集まって会議を重ねていると思うので、連携する相手先として

は県の教育委員会だけでなく、その検討会の名称も入っていた方が良いと思った。

また、「⑶ 地域学校協働活動の実施」については絶対にあった方がいいと考えて

おり是非組織して欲しいが、「ネットワークの形成に努められたい」という表現で

は実際に組織を作るのか作らないのかが分からないように思う。私が関わる福祉教

育について言えば、学校ではなかなか触れない部分であるため、どうやって進めて

良いか分からない先生が多く、学校が社会福祉協議会（以下「社協」という。）に

相談をし、社協を通じて私たちが学校へ行くという流れになっているが、福祉分野

だけではなく地域には幅広い活動をしている個人、団体、企業などがたくさん存在

していて、そういう人達が必要に応じて学校と関わり、子どもたちを育てることが

できる体制作りを進めて欲しいと考えている。実際、ここでいう協働活動のコーデ

ィネーターの役割を社協が担い、学校からの依頼に応じ、ボランティア団体、各種
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団体を派遣するという制度を作ったらどうかという提案を以前、社協にしたことが

あるが、なかなか上手くいかなかった。これは普段、学校の先生方がとても困って

いる部分だと思うので、是非組織を作り、押し付けでなく学校が必要とする場合に

何らかの形で関わる時間を設け、子どもたちに色々な経験をさせてもらえる体制が

出来たらいいと思う。そうなった時に、教師でない個人や団体の言動がストレート

に子どもに伝わってしまうことが懸念されるが、そこはあくまで１個人１団体とし

ての意見であるということを予め子どもたちが理解した上で受けなければならない

部分だと思うので、出来ればどういう個人・団体で、どのような活動をしているの

かということを先生が把握し、子どもたちに伝えるようにお願いしたい。 

会長：高校再編の検討組織については何か分かるか。 

事務局：対象となる３校から選出された教職員で構成する作業部会のような組織は

あるが、そこには市の教育委員会とか市民は一切関わっておらず、内部で検討して

いるような段階である。 

委員：報道で見る限り、今、高校の再編場所などを検討しているようだったので、

この懇話会で出された意見も踏まえて進めてもらえたらと思ったが、関係なければ

加筆の必要はない。 

会長：「ネットワークの形成に努められたい」の記載については、もう少し積極的

な言葉にした方が良いか。 

委員：この記載はどういう意味合いなのか。「やった方が良い」という意味合いに

受け取れるが「やります」というところまでの記載はしないのか確認したい。 

事務局：「⑵ 地域学校協働活動の実施」については、文部科学省の事業である地

域学校協働活動のネットワークをイメージして「その形成に努められたい」とした。

この事業そのものを活用するかどうかはまた別の検討が必要となるが、統廃合等の

学校適正化を進めるに当たり、このようなネットワークが同時に作られれば、学校

と地域、各種団体とのより良い関係を築くきっかけになると考えている。また、答

申は教育委員会に向けた指針であるので、表現としては「やります」よりも「やっ

た方が良い」という形になってくる。 
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委員：「⑷ 大局的な視野に立った検討」のところに、学校を統合するには何年以

上も前から準備していく必要があるというような具体的なタイムスケジュールの記

載を検討いただきたい。今回も、懇話会の立ち上げから実際に統合するまでに、段

階を踏むと５年以上は掛かるということが分かったが、そういったことが記載され

ていれば後から見た時に準備がし易いと思う。また、「⑸ 統合後の跡地利用」に

ついては、私が参加する未来ビジョン会議の中で、宿泊や運動が出来る場所が一体

となっていたら合宿等を誘致し易いというような意見を出したことがあり、学校跡

地はこれにもってこいではないかと思っているが、いずれにしても伊東は観光地で

あるので、地域住民だけではなく外から訪れる人も利用できる施設として、伊東の

まちや地域の特性を考慮した活用方法を模索すべきだと思う。 

委員：地域学校協働活動のパンフレットにあるようないわゆるプラットホームを作

り、そこがコーディネーターとなって教育に関する色々な課題に合理的に対処して

いくということについては賛成であるが、伊東市においては、教育の問題、子育て

の問題以外にも色々な社会的な課題がたくさんある。私はこの懇話会以外に介護や

福祉の分野の会議、雇用環境改善の会議にも参加することがあるが、この様々な分

野においてももっと融合され、関連し合えるような課題がたくさんあると感じてい

る。例えば雇用環境の改善について、介護や福祉の分野も労働力が不足してきてい

る中、会社は人材確保と人材育成の課題を抱えており、学校の跡地を利用して放課

後や休日に子どもの面倒を見てくれる場所があれば、子育て中であっても仕事がで

きるようになり、新たな人材の発掘に繋がるかもしれない。また、熱海や沼津、三

島などの日本語学校に通いながら伊東で就業している外国人留学生もいるので、学

校が伊東にあれば便利だと思う。ただ、統廃合で学校が空く５年後に始動するので

は遅過ぎるので、先に休園の幼稚園を日本語学校として跡地利用出来れば、雇用環

境の改善にも有効ではないか。東小、西小、旭小のある旧市街地地区は高齢化率が

高い上、徒歩可能な距離にあるため、高齢の方が子どもの面倒を見る施設というこ

とも考えられるのではないか。このように何をどのように有効利用するかというこ

とについては、他の部門と横の繋がりを持って正に大局的に進めていただきたいと
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思う。最後に、欠席委員から出された意見については、懇話会の委員は市民を代表

して意見を出してきたので、答申を出しっ放しにするのではなく、何らかの形で責

任を持つ必要はあると考えている。 

委員：学校は地域のシンボルであるので、跡地利用については「地域の考え方も十

分考慮する」という項目を入れて欲しい。以前配布された５年間のタイムスケジュ

ールの資料の中に「地域協議会からの意見聴取」とあり、ここで跡地利用について

の意見を聴取するという解釈でいたが、それとは違うのか。 

事務局：もちろん地域協議会の中で跡地利用についての意見も伺うが、それが目的

ではなく、あくまで今後、学校を統廃合していく際の配慮事項を中心に意見を伺う

形になる。跡地利用については、教育委員会だけで決めていく話ではないので、こ

の地域協議会の話し合いの中で跡地利用の内容が決定するということはないと思わ

れる。 

委員：地域協議会以外の会合でも検討するのであれば、この懇話会の答申には跡地

利用の項目は削っても良いのではないかと思う。もし残すのであれば「地域の考え

方も十分考慮する」という項目を入れて欲しい。 

会長：答申の附帯意見に跡地利用を項目として入れた方が良いか。 

事務局：前回の会議では、統廃合だけでなく跡地利用についての検討も非常に重要

であるという意見が挙がったので今回、答申案には見出しだけ付してある。 

事務局：今日の会議の中だけでも、休園中の川奈幼稚園を例に挙げ「その後の管理

方法や跡地利用が後手に回っている」だとか「伊東市は観光地であるから外から来

る人の利用も考えてはどうか」とか「教育だけではなく、福祉、介護、雇用の問題

も含めて横の連携を含めて検討すべき」等の意見が出されたが、来年度以降、地域

協議会で地域住民と話をする時にも、学校は地域のシンボルなので、そのままにせ

ずに活用しようという前向きな意見が出てくると思う。今後、答申を踏まえて基本

方針を策定していくが、方針策定に当たっては当然この附帯意見も含めて検討して

いくことになるかと思うので、ぜひ附帯意見に記載してほしい。 

会長：「⑷ 大局的な視野に立った検討」に対して、危機的な出生数を具体的に入
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れたらどうかという提案や「大局的な視野」と「中長期的な視点」の表記が混在し

ているという指摘があり、また、５年スパンのタイムスケールジュールを入れたら

どうかという提案があった。その内の「大局的な視野」と「中長期的な視点」につ

いては線引きか難しいようにも思えるが、違う表現の方が良いか。 

委員：私の感覚では⑷の最初のセンテンスが「中長期的」、２番目のセンテンスが

「大局的」であるように思う。人口推計はもう既に中長期的なところまで出ていて、

その中で今後、最初のセンテンスに書かれているような検討をしていくということ

に対し、２番目のセンテンスは学校の新設だったり、制度やシステムそのものの問

題であり、ニュアンスは違い、大局的な印象を受ける。 

会長：欠席委員から、情報の伝達方法と今後の進捗に関するチェック体制の２点に

ついて意見書の提出があった。懇話会の答申を踏まえ、今後、教育委員会が方針を

決定していくことになるが、保護者はこの会議の内容を新聞等で知るので、意見書

に書かれている（新聞報道で知るのではなく、正確な情報を市の方から説明して欲

しかった）ような意見が出てくることも理解できるが、この意見書に対して意見は

あるか。 

委員：１点目の情報伝達については、保護者にとって一番聞き易いのは学校の先生

方であるという考えの下、校長会で話をする機会を持った。そこでは教育問題懇話

会で決まったことがすぐ来年度から実行ということではなく、今後段階を踏んで行

っていくということを保護者に説明して欲しいと伝えたところである。それでも、

新聞を見て「自分たちの知らないところで統廃合が決定した」という意見が出るこ

とは制度として致し方ない部分ではあると思うが、それでも段階を踏んで実行して

いくということを引き続き保護者に伝えていかなければならないと思っている。２

点目のチェック体制については、我々懇話会委員の任期は答申することで終了する

が、今後も委員として携わった手前、経過を聞かれる可能性もあるので、事務局に

おいては情報や経過を何らかの形で委員に伝える方法を考えてもらいたいと思う。 

会長：今の意見を踏まえ、欠席委員から提出のあった２点の意見についても附帯意

見に加えるということでよろしいか。 
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（「異議なし」の声） 

会長：それではこれで議題⑵の附帯意見を終わる。事務局においては、本日出され

た意見を踏まえて次回までに答申案の作成をお願いする。次回開催について事務局

から説明する。 

事務局：答申案と附帯意見について出された意見を速やかに反映し、次回提示する。

次回は最終的に答申をまとめていただきたい。日程については後日報告し、次回会

議までに答申案と会議録をお送りする。 

会長：その他、委員の方から何かあるか。特に無いようなので教育長から一言お願

いする。 

教育長：答申案と附帯意見について真摯に討論していただき感謝申し上げる。皆さ

んの意見を一つ一つ大切にしていきたいと考えている。皆さんの真剣に議論する様

子を拝見し、伊東の未来は拓かれると強く感じた。伊東の子どもたち一人一人を大

切に思い、教育環境をしっかり整えていくという視点をしっかり持ちながら、教育

委員会としても皆さんと一緒に伊東の未来を拓いていきたいと思う。 

会長：以上で第５回教育問題懇話会を終了する。この会議も残すところあと１回と

なったが、次回も引き続き参加をお願いする。 

以 上  


