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第１回 伊東市教育問題懇話会 会議録 

１ 日  時 平成３０年８月８日（水） 午前９時００分～午前１１時００分 

２ 場  所 伊東市役所低層棟 ２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 

事務局：定刻となったので開会する。開会に先立ち、委嘱状の交付を行う。 

（教育長より各委員へ委嘱状の交付が行われる。） 

事務局：続いて、教育長より挨拶する。 

教育長：委員就任に当たり快くお引き受けいただき感謝申し上げる。伊東市の少子

化が急速に進む中、教育環境を適正化していくことは極めて重要であり、スピード

感を持ち、市民の理解を得ながら確実に進めていきたい。教育委員会では、平成２

８年に学校・園の適正規模・適正配置検討委員会を立ち上げ、計５回にわたる審議

をいただき、平成２９年度末に建議を受けた。学校の適正配置に対しては、建議書

の中でもご指摘いただいているとおり、子どもたちにとって、より良い教育環境を

整えていくという視点を第一に考えていくことが必要だと考えている。今日を出発

点に、今後の審議がより充実したものとなるよう、委員の皆さんのご理解とご協力

をよろしくお願い申し上げる。 

事務局：順に自己紹介をお願いする。 

（委員自己紹介に続き、事務局も自己紹介） 

事務局：続いて、会長の選出に移る。伊東市教育問題懇話会設置要綱附則第２項の

規定により、会長が選出されるまでの間、教育長が議長となる。ここからの進行は

教育長にお願いする。 

教育長：会長の選出とその後の副会長の選出は、要綱第４条の規定により、委員の

互選となっている。どなたか意見があればお願いしたい。 

委員：前回の検討委員会にて委員長を務められた、市議会代表の鳥居委員にお願い



2 

 

してみてはいかがか。 

教育長：鳥居委員が推薦を受けたが、他に意見はあるか。 

 （「なし」の声） 

 教育長：それでは鳥居委員を会長に選出することに御異議ないか。 

 （「異議なし」の声） 

 教育長：御異議なしと認め決定する。会長と席を替わる。 

 会長：重たいテーマではあるが、子どもたちの笑顔を想像しながら明るくこの会議

が進められたらいいと思う。これから１年間、皆様の活発な意見を賜りながら、伊

東市にとって、そして子供たちにとって良い会議となるようご協力をお願いする。 

会長：これより会長の職務を行い、副会長の選出に入る。自薦でも他薦でも、発言

をお願いしたい。 

委員：検討委員会で副委員長を務めた稲葉委員にお願いしてみてはいかがか。 

会長：稲葉委員を推薦する発言があったが、他に意見はあるか。 

（「なし」の声） 

会長：それでは、稲葉委員を副会長に選出することに御異議ないか。 

（「異議なし」の声） 

会長：御異議なしと認め、稲葉委員を本懇話会の副会長に選出する。選出された稲

葉副会長から一言お願いする。 

（稲葉副会長から一言） 

会長：続いて、議事次第６「諮問事項の説明」に入る。 

事務局：諮問事項の説明に際し、教育長から会長へ諮問書を手交する。 

（教育長から会長へ諮問書が手交される。） 

事務局：続いてこの諮問をするに至った経緯について、担当より説明する。 

（事務局から資料に沿って説明） 

会長：今の説明に対して質問等があればお願いしたい。 

（「なし」の声） 



3 

 

会長：特にないようなので議事次第７「協議事項」に移る。まず、協議に入る前に

皆様にお諮りする。懇話会設置要綱第５条第４項では会議は公開を原則としており、

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が、御異議ないか。 

（「異議なし」の声） 

会長：御異議なしと認め、公開により行う。 

（傍聴人入室） 

会長：議事次第７について事務局の説明を求める。 

事務局：伊東市では「夢や希望を育む園・学校」を目指す姿としている。これは子

どもたちが自分の良さに気付きながら生きて働く力、すなわち生きる力を身に付け、

将来の夢や希望を持つことが出来るような園・学校を目指すというもの。 

 その「生きる力」について、学校では３つの視点で取り組んでいきたい。まずは

「体力」。健康な身体、これが子どもたちにとって一番大切なことである。自分の

命を守るための健康、仲間とともに生きていける体力、こういうものを学校では身

に付けさせてあげたい。次に「学力」。生きていく上で必要な知識、じっくり考え

て適切な判断が出来る思考力、授業等を通してこのような力を身に付けさせてあげ

たい。また、学ぶことの楽しさを実感させることで、生涯を通して学んでいこうと

いうことに繋がるのではないかと考える。 

 最後に「人間力」。人とどのように関わっていくのかという人間関係力、辛いこ

とにも打ち勝っていく強い心、自他ともに大切にする心、そのようなものを人間力

と考えており、「体力」「学力」とともに、子どもたちが将来より良く生きていく

に当たって必ず身に付けていかなければならない力である。その上で園・学校がや

るべきことは、教職員の指導力向上、資質向上。校内あるいは市教委や県教委主催

の研修などを通して力を付けるとともに、園・学校内でＯＪＴつまりお互いが高め

合う、そういう環境を作っていくことが必要。 

 また、子ども同士の関わりの場面を多く設定していくこと、学校行事を工夫して

いくこと、その中で子ども同士が高め合えるような教育課程を工夫していくことが
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大切。園・学校の使命とは、とにかく子どもたちが将来より良く生きていけるよう

な力を身に付けてあげる、これに尽きると考えている。 

会長：これから学校規模や配置についての具体的な議論に入る訳だが、その前に、

どんな学校であってほしいか、という委員それぞれのビジョンを語るということ。

今の説明を聞いて思ったことでも、それぞれの立場での考えでも、何でもよろしい

かと思う。順番にご発言をお願いする。 

委員：子を持つ親としては、どんな環境にあっても逞しく生き抜ける力を備えた大

人になって欲しいと考えている。これについては「人間力」や「生きる力」として、

先ほど説明もあったが、学校卒業後、社会に出ると色々な人と関わらざるを得ない

というところでは、強い心であるとか、対人対応力というものが正に必要である。

そして、多様な個性や競争の中で対人対応力を養う教育環境という点では、多様な

集団パターンの実現が可能な一定以上の学校規模だったり、クラス人数が必要では

ないかと考える。もう一つ加えるなら、責任意識を持った大人になって欲しい。

我々日本人に足りないところであり、他人事でなく当事者意識を持っていただきた

い。 

委員：私は子どもたちに、①幸せを見つけられる大人、②世の中の為になる大人に

なって欲しいと考えている。そのために必要な教育環境として４点考えた。 

まずは、好きとか得意とか、役に立つ知識や技術を与えてあげられる環境が必要。

好きや得意は自分の幸福感や満足度を高め、ひいては世の中の為になる人物の成長

へと繋がっていく。さらには他者との交流も必要。人は一人では生きていけない。

仲間の大切さや他者への感謝の気持ちを学んでいくことが大事で、そういう経験も

世の中の為になる人物の成長へと繋がっていく。私は中学生からバレーボールを始

め、大学まで打ち込み、多くのことを学んだ。たとえ少子化により子どもの数が減

っていっても、部活動などの様々な学校活動において子どもたちが触れられるチャ

ンスや可能性が失われるようなことのない環境づくりは必要である。最後に、学力

面で人材流出を防ぐ環境づくりも必要。高校の統合も含む話になってしまうが、将
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来進学を考えている子どもたちが次々と市外の進学校へと流出してしまう状況は問

題だと考える。 

委員：今の話を聞き、伊東の明るい未来を作っていける人材が育ってきていること

に頼もしさを感じた。さて、資料⑦で掲げている目標や指導は誰が見てもそうだと

思える内容であり、教育の基礎のような内容だと思われるが、重要なのは小学１年

生から中学３年生までの幅広い発達段階に対応した教育なり指導が実践される環境

が必要だと考える。 

今、各行政区では地域の特性を活かした活動で地元を盛り上げていこうとしてい

るが、例えば、子どもたちは地域の特性、例えば南部地域だったらジオパークにつ

いてどれだけ教わっているのか疑問に感じる。学校は地域にあるのだから校内での

座学ではなく、実際に体験をさせる教育も必要だと考える。また、今、市を挙げて

浴衣で街歩きを盛り上げているが、この運動に関わっているような３０～４０代の

人材自体が“湯のまち伊東”の良さを知らないまま親となった今、子どもに地元の

良さを教えられるのかも疑問に感じる。学校の歴史などの教科で伊東のことを教わ

った子どもが育てば、将来外に行っても郷土愛は持ち続けると考えるので、そうい

った教育環境も作っていく必要がある。 

最後に、今の静岡式３５人学級という教育環境を考えたときに、現場の先生の本

音としてはどれくらいの人数が適正な数と捉えているのかということは把握すべき

だと考える。私は２５人という水準が先生にとってはいいのではないかと思ってい

るが、なかなか一概には言えないと思うので「こういうケースだったら何人」とか

「この人数だとこういった課題がある」とか、ある程度判断できる資料があれば参

考にしたい。 

委員：今は１０年に一度の学習指導要領改訂への移行期であるが、その中で学習指

導要領は今「変化に向き合う力」を身に付けていく方向に向かっている。これは課

題に対し他者と協働して対応していく力、１人でなくみんなでやっていく、集団の

中での人間関係、リーダーシップ等というものが今まで以上に重要視されている。 
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また、先ほど説明があった「生きる力」とは教育分野の専門用語で「確かな学力

（知）」「豊かな人間力（徳）」「健やかな身体（体）」の３つの要素で構成され、

これを備えた人物を目指して授業の内容や方法も考えている。中でも特に「確かな

学力」は一人ではなく集団の中で学び、自分の意思はこうだが他はどうか、という

関わり合いを重視している。 

また、関連したものとして「主体的で対話的な学び」という、他の人との関わり

の中で学びを深めていくという方法もあるなど、今、学校現場では必然的にペア学

習だったりグループ学習に移行する方向へと進んでいる状況である。 

委員：好きや得意で自己の満足度を高めるという発言あったが、私も同じ考えで自

分の特技を伸ばしつつ、不得手の部分も認めた上で自己を肯定できる人間になって

欲しいと考えている。それによって他者に対しても多様性を認められるようになる

からである。また、資料⑦に学力を備えるための指導として「学ぶ意義を理解す

る」とあるが、これを表す OECD のデータに PISA という学力到達度調査があり、こ

れによると日本は異常に到達度が低く、海外では役に立つと思いながら勉強する子

が多くなっている。将来それが役に立つと思いながら学ぶこと、つまり「主体的な

学び」をする環境が足りないのだと思う。 

自己肯定感や PISA を高めるには、地域コミュニティとの協働だったり、共生が必

要だと考える。地域という共同体の中で子どもたちが幅広い年齢層や様々な職業の

人と付き合うことで、自己肯定感であるとか自分の勉強していることが大人になっ

たらこう役に立つのか、ということを想像し易くなるような環境が必要だと考えて

いる。今も学校単位で地域との結びつきは感じるが、そこは自然発生的であり、た

またまそこに住んでいてそこの学校に通うから、その地域の活動に参加するという

ものになっていると思う。しかし、将来的に学校が統廃合になった時には、学校が

関わる地域は今よりスケールが大きくなってしまうため、地域側から学校にアプロ

ーチし易くなるような体制が必要だと思う。 

先日、県の PTA 連絡協議会の会議で、部活動は今後、競争をあまり推進せずに学
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びの場というコミュニティ感覚を養う場へと移行していくということが話題になっ

た。部活単位やクラス単位で地域に関われることはあると思うが、住んでいる場所

単位でも学校との関わりを作ることは可能ではないかと考える。 

委員：普段、福祉教育ということを学校で話をする機会があるが、自分の意見を出

さずに、先生の顔色を見ながら発言や行動をしているように見える子が多いことが

気になる。学校は勉強も大事だが、安心して見守ってくれる大人がいるということ

を子どもが知ることが大事で、それにより自尊心や思いやりが生まれ、多様性を認

められるような大人になっていくと考えており、出来ればそういう子になって欲し

いと考えている。教育実習生の時に髙橋教育長から「子どもたちは一人ひとり環境

が違っていて、その時その時で必ずサインを出すので、それを見逃さないように」

と指導を受け、今も子どもたちと関わる時は意識している。先生にとっては勉強を

教え易い環境も重要だとは思うが、それ以上にサインを見逃さない環境であって欲

しい。そのためには、例えば部活動などの先生の負担を減らす工夫もしながら子ど

もたちと向き合う時間を増やして欲しいと思う。負担を減らす工夫としては、外部

講師や地域で活動されている方、民間事業者などとも協力して、地域やコミュニテ

ィで育てる体制や環境を作ることが重要だと思う。 

既に学校でも地域のつながりを大事にしてきているとは思うが、私の住んでいる

小室町も子供会が無くなり、目に見える形で地域の大人と関われることがなかなか

ないと感じている。地域住民や民間事業者がどう学校と関わっていくかということ

は、何となくの自然発生的な形ではなく、学校統廃合の検討と平行してきちんと検

討して整備する必要がある。例えば、地域でやっているお年寄りの見守り活動があ

るが、これに子どもたちが入っていく。それが地域の高齢者と関わることで自己肯

定感が生まれてくるし、役に立っているという意識も芽生える。先日始まった子ど

も食堂も学校との連携が大事だと思う。学校でどういう子がいて、こういう子はこ

の食堂で活動が出来るのではないか、とか、待っているだけではなくて学校側から

も子どもや家庭にアプローチしたり、実際に目に見えてあるもの、取り組んでいる
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ものからまず学校との連携を始めていったらまず一歩が進めるのではないかと思う。 

会長：子どもたちにどんな大人になってほしいかという点については皆様と同意見

である。教育の基本はあくまでも家庭。家庭教育というのが子どもの成長にとても

大事。そこから学校生活が大きく関わっていくと思っている中では、是非色々な他

者を大事にしていける思いやりのある大人になって欲しいと思うし、皆が言ってい

たように自己肯定感というのか、長所も短所も前向きに肯定できて進んでいけるよ

うな大人になって欲しい。そういう大人になっていく為にはやはりなるべく大勢の

中で色々な経験が出来る教育環境であって欲しい。ICT の発達で人とのコミュニケー

ションが少なくなり、また、学校の教育現場もそれを使って教育をしている中、今

後ますます人間力というか人との関わりがますます大事になっていく時代だと思う。

それを実現出来る環境であって欲しい。 

会長：委員から地域の特性や伊東の良さを学校で学ぶ必要性についての発言及び３

５人学級に対する学校現場の受け止め方についての質問が出されたが、学校現場の

状況について発言をお願いする。 

委員：地元の良さを知ることは大切であるということで、ジオパークについては何

年か前から、学年は学校によって違うが全ての小学校で年に１回必ずジオサイトに

行って専門家のジオガイド付きで学習するという取組を実施している。地域との関

わりという点で、例えば宇佐美中学校では、障害を持った方が宇佐美のまちの寺社

や史跡を回るとしたらどうなのか、というボランティア目線での福祉との関わりで

地域学習をしている。市教委の「社会に開かれた学校」という方針の下、総合的な

学習という分野で、以前に比べれば地域の人との関わりが増えているが、もう少し

踏み込んで教科の形というと、教育課程の話になってくるのでどこまで出来るかに

ついては学校によって異なる。 

 １クラスの人数については、学年によって発達段階が違う中では簡単には言えな

い。静岡県は３５人学級としているが、個人的には低学年は３５人では多いという

実感はある。２０人ちょっとがいいのでは、と思う。小３～小６についても３５人
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ではちょっと多い。今、ペア学習やグループ学習を取り入れており、例えば４人班

だと２４人で６班、２８人で７班となるが、昔と違って机のサイズが大きくなって

いるので、それ以上となると物理的に教室が一杯で身動きしづらい。しかし、２０

人を欠くと集団での競技や学習に影響あるため、やはり２０人後半がいいのでは、

と思う。 

会長：一通り意見を聴く中ではかなり共通する部分もあるように思うが、今の発言

の中で付け加えだとか言い足りなかったことなどあったらお願いしたい。 

委員：自己肯定感の高い人物という話題が他の委員からも出ているが、静岡県は全

国に比べると自己肯定感が高いという話を聞いたことがある。伊東市の学校別のデ

ータがあれば、学校規模の大小で自己肯定感に差異があるのか、地域との関わりの

強さがプラスに出ているのか、ということが分かるのでは。 

事務局：４月に全国学力学習状況調査が小６と中３を対象に行われており、国語や

算数・数学のような学力とは別に「家庭でどれくらい勉強していますか」などの生

活の面で学習に関わる部分の質問があり、その中に自己肯定感に関する質問もある。

学校別のデータはこの調査しかない。今回の集計はまだだが、委員のご指摘は非常

に興味深いことであり、地域性により顕著な差異が出ているようならこの会議にも

出せるかと思う。 

会長：全体をまとめると、教育指導課長が説明した資料⑦の「体力・学力・人間力

を育み、学ぶことができる環境」であるべきということは共通しているかと思う。

ここを起点に今後の会議の運営をしていきたいと考える。それ以外の部分について

は、補足して資料に掲載したいと考えているがよろしいか。 

（「異議なし」の声） 

会長：議事次第８「次回開催」について事務局の説明を求める。 

事務局：会長からあったとおり、先ほどのやり取りについては、会議録とは別に、

こういう学校環境を目指すべき、という内容で答申案の中に盛り込ませていただく。 

（事務局から資料に沿って説明） 
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会長：次回の視察と今後の予定の２点の説明があったが、まずは次回の視察に関し

て意見、要望、質問はあるか。 

委員：授業の様子を見てもよく分からないので、授業以外の休み時間や掃除、給食

などの普段の生活の様子を視察した方が意味あるのでは。 

委員：１０時台の前半に中休みがある。掃除については曜日で時間が異なる。 

委員：例えば、休憩を跨いで給食の時間の様子を見ることは出来るか。 

委員：事務局で両校間の調整をしてくれれば対応可能。 

委員：子どもの普段の生活の様子なら給食の時間を視察するのが良いと思う。 

委員：この会議は学校の適正な規模や配置について諮問を受けた訳だから、いかに

その結論に結び付けていくかという議論をすべきである。授業の風景を見たところ

でおよそその様子は想像がつくし、時間の無駄だと思う。例えば、クラスの人数や

学級数によって教師の目が行き届かなくなるという課題があると言われているが実

際はどうなのか等、何か適正な規模を判断するための視察が出来ればと思う。 

事務局：授業の様子でいうと川奈小学校は、市内で唯一の複式学級として異なる学

年が１つの授業を受ける様子というのは、視察の対象に含める意味はあるかと思う。

いずれにしても今まで出されたご意見については会長と相談の上、調整する。 

会長：複式学級は見たことのない形式であり、その授業の様子には関心がある。複

式学級の良さだったり、やり方を見せてもらうことは参考になると考える。 

委員：本日の会議を踏まえると、休み時間の様子と合わせて、ペア学習やグループ

学習といった他者との関わりの授業の様子は是非視察しておきたいと思う。 

委員：副担任のような形で２人の先生が１つの教室で教える方法はあるか。 

委員：先生１人に支援員１人というケースはあるが、支援員に教員免許は要らず、

教えるというよりは支援の必要な子や学びの遅い子に付く形となる。 

委員：先生２人体制でやっている学校はあるか。 

委員：市内でも教科によってはやっている学校はある。 

事務局：ペア学習だったりグループ学習といった他者との関わりの授業と、川奈小
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学校では複式学級による授業の様子を視察するとともに、休み時間などの子どもた

ちの様子や担任・支援員等の関わり方なども合わせて視察出来るよう、今後、両校

と調整をする。 

会長：最後に、この会議の今後の予定を含め、その他として何かありますか。 

委員：資料④の総合教育会議でのやり取りを見ると、市長も結論を早く出すべきだ

と言っているが、２月の答申の段階ではどこまで出すのか。具体的な学校の名前な

どを出す考えはあるのか。また、統廃合に着手する時期の目途はあるのか。 

事務局：今年度に答申を受けた後、平成３１年度には教育委員会として具体性を持

った基本方針を示す考えである。当然、答申にも具体的な学校名が入った形になる

と考えている。事務局としては、今日皆さんに語っていただいた「こういう大人」

へと育てる為に必要な教育環境を整えるんだという積極的な姿勢で臨んでおり、決

して人数が減っているから、距離が近いから、という理由で統合するようなことは

したくないと考えている。今後も委員の皆さんに判断いただけるようなデータや資

料をその都度提供出来るよう努めるので、答申までの間、ご協力をお願いする。 

 次に、統廃合の実施時期の目途については、県の教育委員会が２０２３年度（平

成３５年度）に計画している市内３高校の統合のタイミングが一つのターニングポ

イントになると捉えている。平成３１年度に市として基本方針を示した後、１年ほ

ど掛けて保護者や地域住民からも広く意見を伺う予定だが、統合後の跡地利用など

も考慮しながら意見を伺いたいと考えており、また、跡地利用を踏まえた予算的措

置なども考えると、答申をいただいてから３～４年後、おおよそ市内３高校の統合

と同じの時期を目途に、動き出しが出来るようにしていきたいと考えている。 

教育長：委員の皆様の意見を最大限尊重し、スピード感を持ち、市長部局とも協力

しながら強い気持ちを持って進めていきたい。進める中で、動きが遅いと感じるよ

うであれば、ご指摘をいただければありがたい。 

委員：現段階ではゴール地点が見えない中で議論をしている印象もある。統廃合に

よって教育環境が変化しても、子どもたちにとってより良いものとなればいい訳で、
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その点、教育長から力強い発言をいただけて良かった。地域の理解を得るとしても、

いずれ統合せざるを得ないのであれば、子供のことを考えて、計画的かつ合理的に

進めて欲しい。 

委員：過去に旭小学校や門野中学校を建設する際に、どのくらいのスパンで計画が

進んだのか。当時もメリット・デメリットはあったと思うので、参考になるのでは

ないか。 

委員：当時は人口が増えていたため、予測を立てるのは難しかったが、現在は減っ

ているため予測は立てやすいのではないか。 

事務局：当時の学校増設の際もメリット・デメリットは当然あったはずである。ス

ピード感についても統廃合に際しての参考になると思うので、ご指摘いただき感謝

する。また、スピード感は大切にするが、今後なるべく多くの方の意見を聴きたい

と考えており、これから検討するに当たり、様々な手法でアプローチをしたいので、

ご意見をいただけたら幸いである。 

会長：他にあるか。ないようなので、これをもって本日の会議は閉会する。 

以  上  


