
 

 

会     議     録 

会議の名称       第 15 回 小川町学校再編等審議会 

開 催 日 時       令和２年 10 月７日（水） 午後 6 時 30 分 ～ 午後 8 時 55 分 

開 催 場 所       リリックおがわ 会議室１・２ 

出 席 者       

役職名 氏  名 役職名 氏  名 

会長 高橋  守 委員 塩谷  武 

副会長 内田  清 委員 鈴木 好幸 

副会長 瀬上 仁直 委員 鯨井  均 

委員 松本  孝 委員 小野寺重雄 

委員 原   一 委員 末藤 嘉博 

委員 笠原 康司 委員 田中  守 

委員 佐藤由香里 委員 寺井 貴弘 

委員 遠藤奈津美   

委員 柏俣 厚一   

欠 席 者 
役職名 氏  名 役職名 氏  名 

委員 鈴木 幸博 委員 杉田 あかね 

会議の内容       

１ 開会 

２ あいさつ 

３ 議題 

(1) 前回会議録等について 

(2) 小学校の再編案に関するまとめについて 

(3) その他 

４ 事務連絡 

５ 閉会 

会議の公開又

は非公開の別 
公開 

非公開理由  

傍聴人の数 ０名 

発言の内容 別紙「審議内容」のとおり 

 



 

 

会 議 資 料       

・第１５回小川町学校再編等審議会次第 

・第１４回小川町学校再編等審議会会議録（案） 

・第１４回審議会グループワークのまとめ 事務局メモ 

  ～長期計画の再編案における課題等～ 

・審議会全体の流れ（会長作成資料） 

・関東地区町村のスクールバス使用状況（会長編集資料） 

事務局  学校教育課 

会 議 録 の       

作 成 方 針       
☑要点記録 

そ の 他 の       

必 要 事 項       
 

会議録の確定 
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会 長  高 橋  守 
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審 議 内 容        （発言者、発言内容、審議経過、結論等） 

司会）  

・配布資料の確認 

・欠席の委員の連絡 

 

１ 開会 

内田副会長 

 

２ あいさつ 

髙橋会長 

 

３ 議題 

⑴前回会議録等について 

髙橋会長）それでは条例に基づき、議事を進行させていただきます。 

最初に、⑴前回会議録等について、ご意見ありましたらお願いします。 

 グループワークという形で行いましたので、議事録については短くまとめて

あります。よろしいでしょうか。 

それでは、特にないようですので、ご承認いただいたということで、後ほど

署名したいと思います。 

 

⑵長期計画の再編案の課題について 

髙橋会長）続いて、本日の議題の中心である⑵に移りたいと思います。 

事務局に前回のグループワークのまとめについて、資料をまとめていただき、

それを皆さんに事前にお配りさせていただきました。本日はこの資料を用いて、

小学校の全体の結論を出していくという流れで進めていきたいと思います。 

その前に、私が作成した「審議全体の流れ」という資料をご覧ください。こ

れは、本日の全体会をどういう風に進めていくかということを確認していただ

くための資料です。これをご覧いただいたうえで、審議を進めていきたいと思

いますので、ご確認をお願いします。 

まず、私たち学校再編等審議会は、町及び町教育委員会から諮問をいただき

ました。その諮問の中に、町の学校再編基本方針が示されております。この方

針に基づき、町が作成した再編の案について審議会は審議をしています。 

町の案に基づき、検討を進めてきているわけですが、諮問にある再編案のと

おりに進めていくと、今の状況に変化が生じてきます。例えば通学方法の変更

や、あるいは地域の在り方について変化が生じます。また、子どもたちの学校

生活についても、大勢の人数になるということから、変化が生じることとなり

ます。さらには、町の財政的な問題も関わってくるのかなと思います。 

この諮問にある案は、そうした変化をもたらすわけですが、その変化につい

て、いろいろと検討する中で、変化は生じるけれども、デメリットよりも、こ

の案のメリットが大きいということであれば、この諮問にある案のとおりに進

めていきましょうということになります。 

しかし、そこではデメリットの部分について、対策を考える必要も出てきま

す。２点目として、生じる変化のデメリットが比較的大きいため、諮問にある

案を一部修正したほうがよいのではないか、という意見もありました。そうし

た場合には、具体的にどんな修正をしていくのかということと同時に、デメリ
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ットの部分について、どのように解消していくかということも示していくこと

になります。 

そして、３つ目、生じる変化が、メリットよりもデメリットのほうが大きい

ということであれば、再編をしないほうがよいという結論になるという意見も

あると思います。再編しないという結論を出した場合には、町が示し抱えてい

る、少人数であることの問題について、いかにして対処していくのかというこ

とについても、ある程度の方向を出していく、ということになると思います。 

今日は、この３つのうちのどれにしていくか、ということで結論を出してい

きたいと考えています。これまでグループワークにおいて、各項目の課題につ

いて、それぞれの観点で検討していただき、ある程度のご意見がまとまってき

ているのかなと思いますが、本日は、２つのグループが一緒になり、全体で一

応の方向を出す、ということになります。改めて、皆さんのご意見を出してい

ただき、方向付けをしていけたらと考えています。よろしいでしょうか。 

  それでは、その方向で本日の審議を進めていきたいと思います。７つの観点  

が幅広くありますので、ひとつひとつやっていくと時間を要します。私の方で

皆さまに課題を投げかけますので、それについてご意見をいただくという流れ

で、やっていきたいと思います。 

 

 まず、変化が大きく生じるということで、地域・保護者の問題である観点⑤

から先に結論付けを行いたいと思います。まとめの資料の P.24をご覧ください。 

町の諮問内容のとおりに実施するとなると、地域保護者の問題として、①～

⑤のような問題がでてきます。これについて、例えば小学校に関しては、これ

まで、小川・八和田・東小川・みどりが丘・大河・竹沢といった地域の中に小

学校が一つあり、それを中心にして地域が営まれているという町民の生活があ

ったわけですが、これらが統廃合によってなくなることになります。 

学校が核となってやっていた諸行事についても、見直さなければこの統合案

はなかなか進めていくことができないということになります。また、通学区域

が大きくなるということがあります。今まで身近にあった学校が、通学区域が

広がることにより、場合によっては、地域によって学校が非常に遠くなるとい

うことも生じます。このような問題があるのですが、それでもやはり統合をし

たほうがよいか、あるいは修正をしたほうがよいか。あるいは、統合しないほ

うがよいか、ご意見をいただきたいと思います。いかがでしょうか。 

 

（会長から委員へ意見を求める） 

 

なかなか言いづらい部分もあると思いますが、グループワークのまとめの資

料をご覧いただきますと、およその方向がそこに書かれています。例えば③と

すべき、②とすべき、①とすべき等です。いかがでしょうか。ご意見をいただ

けたらと思います。 

 

（会長から委員へ意見を求める） 

 

それでは順にいきましょうか。例えば③とすべきというのは、地域のコミュ

ニティに生じる様々な課題をあまり気にせずに、適正規模の学校に近づけるた

め、諮問の内容のとおり小学校統合を進めていく必要がある、ということで、
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選んでいただいたご意見です。これについて、いかがでしょうか。 

 

（会長から委員へ意見を求める） 

 

  グループワークでは、このような③とすべきという意見が出ています。②と

いうのもいくつか出ています。 

 

鈴木好幸委員）議長よろしいですか。 

   ③の「あまり気にせず」という文言について、もう少し違った文言のほう

がいいのかなという話をグループワークでもさせていただきました。 

 

髙橋会長）この文言をこのとおりに最後のまとめに使うということではないので、

比較的という意味合いで捉えていただけたらよいと思います。要は、諮問の

内容のとおりに統合したほうがよいのか、一部修正した方がよいのか、統合

しないほうがよいのか、この観点で分けていただければと思います。 

 

鈴木好幸委員）その文言を修正し、③について統合を進めていく必要があると。 

 

髙橋会長）はい。具体的に、その修正についての案はありませんか。修正するこ

ととして、どんな意味合いがありますか。 

 

鈴木好幸委員）統合するということは前から言われているとおり、複式学級を避

ける形で、単式がよりよいということの意味を含めた形で統合を進めていく

べきだと。 

 

髙橋会長）複式学級をできる限り避けていくという方向で、短期計画のときには

東小川小学校は統合ということで、審議会として結論付けました。今後の複

式学級の見込みについて、竹沢小学校がその可能性があるので、やはり案の

とおり、統合すべきだというご意見ということでよろしいでしょうか。 

   一部修正ということについては、選択肢のなかで、いくつかのパターンを

設けてあります。例えば地域の問題に関しては、みどりが丘小学校をどうす

るか、角山地区をどうするかというご意見が出てきました。このあたりは、

修正という形で、例えばみどりが丘小学校は小川小学校に行った方がよいと

いう場合であれば、修正ということになるのかなと思います。 

   あるいは、角山地区を小川小学校に入れたほうがよいということになると、

修正ということになると思います。このあたりはいかがでしょうか。 

 

小野寺委員）この中で、いわゆる西グループといわれる、大河・竹沢・みどりが

丘小学校グループの中では、すべての方が、諮問の内容のとおり統合すべき

であるとしています。みどりが丘小学校も含めて、大河・竹沢・みどりが丘

でひとつの形の統合をすべきであると。委員が全部同じ方向であり、誰もみ

どりが丘小を分割してという話は、西グループにおいては出てこない状況で

した。ということは、西グループとしては、町の諮問内容のとおり、３校の

統合でよろしいのではないか、というのが西グループの結論でした。 
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髙橋会長）グループワークとしては、角山地区を含めて、あえてみどりが丘小学

校を小川小学校のほうにするという方向での結論にはしなくてよい、という

ことでまとまったということですね。 

   もうひとつのグループについてはいかがでしょうか。 

 

鈴木好幸委員）この件につきまして、みどりが丘小学校ができる以前については、

みどりが丘の児童は小川小学校に行っていました。角山中・上についても同

様に小川小学校に行っていました。小川小学校に統合するという話もグルー

プワークではさせていただいたのですが、そうした場合には、大河小学校と

竹沢小学校の児童が少なくなってしまうということで、それでよいのかとい

う意見がありました。たしかに、それは児童の人数等を考えますと、大河小

学校、竹沢小学校、みどりが丘小学校の３校でやむを得ないのかなと思いま

す。ただし、角山中・上については、小川小学校に入れるべきだと私は考え

ています。 

 

末藤委員）私の意見は、少数意見ですが、コミュニティというのは、今までは学

校と結びついていました。学校が再編されると地域コミュニティがなくなる

のだから、その問題は出てきます。そこで、私は２通りの方法のいずれかに

すべきだと考えています。 

１つは、そもそも統合をしないということ。そうすれば地域は残ります。 

もう一つは、小学校を２校にするのではなく、１校にするということです。

そうすれば、小川町で小学校が１校しかないから、どこのコミュニティにお

いても小学校は小川小学校だけ、ということになるので、コミュニティの問

題はなくなるという考えです。コミュニティのことを考えれば、１校にすれ

ば地域格差などはなくなるという考えもあります。少数意見ですが。 

 

髙橋会長）少数意見ということですが、審議会でありますので、お互いの意見を

聞きながら、考えが変わってくることもあります。多面的な視点から見たと

きに、メリットとデメリットに対する考え方を全体で検討する過程で、全員

の意見として審議会でまとめられればなという思いもあります。 

今、ご意見として小学校を１つにしてはどうかということでした。それに

ついては、いかがでしょうか。 

 

寺井委員）小学校を１つにするのは、現段階では早いと思います。 

   理由としては、施設面で、全員を受け入れられるだけの受け皿がない、と

いう状況ということ。もう一つは、通学を考えた時に、非常に無理が出てく

るということです。現状で、２校統合の案について検討した場合でも、これ

だけ悩んでいるのですから、１校に統合すると、さらに大きな問題となりま

すので、以上の理由から、１校に統合するのは適切ではないと考えます。 

 

髙橋会長）今、施設の収容の面と、小学生としての通学距離が非常に遠くなるこ

とについて問題ではないか、という理由から、２校統合のほうがよいのでは

ないか、というご意見がありました。 

ほかに、いかがでしょうか。ぜひご意見いただけたらと思いますが。 
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小野寺委員）人数的なバランスというのも考えた方がよいと思います。ある程度

人数的なバランスをとったうえで、両方の学校が切磋琢磨できるような環境

を整えていったほうが、子どもたちのためなのかなと思います。 

   多少小川小学校の人数が多くなるのは、地域を考えればしかたないと思い

ますが、人数のバランスを考えれば、最初の諮問の内容くらいがちょうどよ

いのかなと思います。 

   また、子どもたちの通学区域の分割についても、現在の区割りが適正では

ないかと思います。 

 

髙橋会長）２つの学校のバランスをとって切磋琢磨できる状況を作り出したほう

がよいのではないか、ということですね。 

 

末藤委員）人数的にとおっしゃいましたが、令和元年度の小学校の児童数は約

1,000 人です。これを、35 人で１クラスだとすると５クラスです。１学年で

たった５クラスです。小川小学校には、もっと教室数はありますよね。だか

ら、人数的には充分入るわけです。 

   それと、もう一つ、通学のことをおっしゃいましたが、2km圏外でスクール

バスを活用するということですから、差はないと思います。 

   バランスや切磋琢磨などの曖昧な表現の理由では、具体性がないと私は思

います。 

 

原委員）事務局に質問です。小学校の学級数は、何クラスまでが適正なのですか。 

 

髙橋会長）適正規模ですか。学級の適正規模について事務局からよろしいですか。 

 

事務局）はい。おおむね 12～18クラスが適正と言われています。 

 

末藤委員）１学年でしょう。 

 

事務局）いえ、１校あたりのクラス数です。小学校で言えば、１学年あたり２～

３クラスとなります。２クラス並行であれば、全学年で 12クラス、３クラス

並行ですと 18クラスとなる計算です。 

 

末藤委員）それは、文部科学省が示しているものですか。 

 

髙橋会長）ご意見は挙手をしてからお願いします。今、適正規模についての質問

がありました。そこで、国は 12～18クラスを小学校の適正規模としていると

いう説明でした。 

   ５学級並行というのは、いわば大規模学校です。全学年で 30学級というこ

とになります。ですから、小学校を町で１つにするということは、大きな学

校を作るということを意味します。それでよいかどうか、ということになっ

ていくのかなと思います。その意味で、適正規模を聞かれたわけですね。 

   いかがでしょうか。大方、皆さんのご意見は、諮問の内容のとおりに統合

すべき、または１校に統合すべきということなので、統合すべきでないとい

う意見はありませんでした。それはよろしいでしょうか。 
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   あとは、１校にするか２校にするか、ということです。いかがでしょうか。 

  今の議論の流れからすると、適正規模の学校にするために統合を行うのか、

大規模学校として１つの学校を作るのか、という問題があるということと、

地域のコミュニティの見方とすると、町で学校が１つとすると、地域コミュ

ニティも１つとして捉えることができるのではないか、というご意見があり

ました。いかがでしょうか。 

 

（会長から委員へ意見を求める） 

 

髙橋会長）ぜひご意見を出していただきたいと思いますが。多数決というのもい

かがなものかと思いますので。 

 

（会長から委員へ意見を求めるが発言者なし） 

 

髙橋会長）それでは、おおよそのご意見として、２校がよいか１校がよいかとい

うことについて、挙手をしていただく形でよろしいですか。 

 

末藤委員）挙手する前によろしいですか。１校に統合する考えというのは、委員

の中で私だけだと思います。１校に統合する場合も、２校に統合する場合に

も、その後の廃校の問題や資金の問題などがあります。それも踏まえて、皆

さんの意見を聞いたうえで結論を出した方がよいのではないでしょうか。 

 

髙橋会長）ということで、皆さんからご意見をいただきたいわけなのですが、い

かがでしょうか。 

   なかなか言い出しづらいということになると、挙手していただき、方向付

けをしていかないと決まらないということになります。 

 

鯨井委員）私の意見といたしましては、２校のほうがよいと思っています。１校

になると効率的にはなります。しかし、朝の通学時間について、遠距離にな

りますと、朝早く６時３０分くらいに出掛けなければならなくなる地域が出

てきてしまうと思います。それでは困ります。 

   それから、跡地利用については、この審議会で議論しないで、政策推進課

が今度説明会を行うようですので、そちらで検討することとし、この審議会

では学校だけに絞ってやるべきだと思います。そうしなければ今年度の審議

が計画通りにいかないのではと思います。 

 

髙橋会長）ご意見としては、２校統合のほうがよいということ。距離が遠くなる

ということについて、１校に統合する場合の今の想定では、小川小学校に統

合するというご意見が出ているわけですが、距離的にはかなり遠くなるとい

うことから、通学に時間がかかってしまうのではないかということでした。 

   それから、跡地利用の問題について、ここで議論するのではなくてという

ご意見でしたが、皆さんのご意見として審議会としてのまとめの中で、要望

という形で短期計画のときにも付けたので、もし最後にご意見がありました

ら、町への提言という形で出していくのがよいのかなと思っています。 

   今、地域の問題に限って、２校統合にするのか１校統合にするのかという
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ご意見を聞いているわけですが、いかがでしょうか。 

   それでは、挙手により、ご意見をお聞きしてよろしいでしょうか。 

 

  （委員承認） 

 

髙橋会長）それでは、２校統合とするか１校統合とするかについて、いずれかに

挙手をしていただければと思います。 

   まず、諮問の内容のとおり、２校にした方がよいという方、挙手をお願い

します。 

 

（委員のうち１名を除く全員が挙手する） 

 

髙橋会長）それでは、審議会としては、２校に統合するという意見ということで

よろしいですか。 

 

鈴木好幸委員）コミュニティというのは共同体ということですから、地域が大き

くなりすぎてしまうと、コミュニティもなにもなくなってしまうと思います。

小学校としては、やはり２校がよいと思います。グループワークでもその方

向でかなり議論をしてきていますので。 

 

髙橋会長）グループワークでいろいろと検討してきていただいているので、多く

の部分の意見についてはまとまっているのかなと思いますが、全体会として

本日、方向付けをしていくということですので、確認も含めて進めていけた

らと思います。 

   それから、２校とするという結論が出たわけですが、その細かい部分につ

いて、課題が残っています。それは、もし２校とした場合、地域の問題とし

て、学校が失われていく地域については、どうやってそのデメリットを改善

していく手立てを講じていくべきか、ということについても審議会としての

意見をまとめていけたらと思います。 

   地域コミュニティが大きくなることにより、今まで学校と関わってきたこ

とについてもう一度見直し、整理をし、よりよく継続していけるような手立

てを講じていくべきだとか、そういったご意見をまとめていくことが必要だ

と思います。 

   学校の統合について、２校とすべきという意見が出たということで、コミ

ュニティの部分については、またあとで修正をしていきたいと思います。 

   続いて、地域の問題に関しては、２校ということで方向付けをさせていた

だいたので、今度は大きく変化をしていく通学の問題について、どうすべき

なのかということがあります。 

   そこで、P.６をご覧ください。通学方法を検討した場合に、学区をどうし

ていくべきか、というのがあります。これは、角山地区をどうするかという

ことにも関連する部分ですが、諮問の内容のとおり学校を統合するという形

で先ほど方向付けをしましたが、それにより２つの学校という括りになると、

通学区域が２つということになります。現在は、西中学校を活用するという

ことと、小川小学校を活用するということで、通学区域が考えられています。 

   この通学の問題について、西中学校を活用してそこに通学させるというこ
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とが良いのか、あるいは、小川小学校を活用して小川小学校へ通学させるこ

とがよいのか、という問題についてご意見をいただけたらと思います。 

   ２校ということですと、西中学校を活用しないで、大河小学校を活用する

というご意見もグループワークでは出てきました。これについていかがでし

ょうか。 

 

（会長から委員へ意見を求める） 

 

髙橋会長）資料 P.６から P.７のグループワークの意見についてまとめられている

部分を見ますと、④とすべきというご意見が多いということが見てとれます。

④というのは、スクールバスを活用して通学させる方向で、２校にするとい

うことがよいのではないかという意見が多かったわけですが、いかがでしょ

うか。ご意見をいただけたらと思います。 

 

鈴木好幸委員）各グループのリーダーから、グループワークのポイントについて

お話をしていただいてから、会長のほうで進めていただくよいのかなと思い

ますが、いかがでしょうか。 

 

髙橋会長）副会長に各グループをまとめていただきましたので、ご意見をいただ

けたらということですが、よろしいですか。最初に内田副会長お願いします。 

 

内田副会長）はい、では竹沢小・大河小・みどりが丘小のグループですが、西グ

ループということでお話をさせていただきます。 

   グループワークのまとめの資料をご覧いただくとわかるとおり、西グルー

プは、④とすべきということで、すべての委員が④という意見でした。一定

の距離までの児童は徒歩とし、それ以外の児童はスクールバスということで、

全員の意見が出ました。これに関しては、④以外の意見は出ませんでした。 

   東小川小学校の統合に関する審議のときに、２km という整理をしているの

で、当然これが一つの指標ということになります。同様の考え方から、皆さ

んの意見も出てきたのかなと思います。 

特に、その他の意見がありませんでしたので、④という意見でまとまり、

その他の意見に関する議論はしませんでした。 

 

髙橋会長）ありがとうございました。では、もう一つのグループについて、瀬上

副会長お願いします。 

 

瀬上副会長）グループの話し合いを行いましたが、グループとしての結論付けは

行っておらず、方向性としてのまとめという形で進めました。ただ、内容的

には、小川小・東小川小・八和田小グループも、④が多くありました。①は

あり得ないと思います。また、東小川小学校の審議の例を考えれば、２km ま

でが徒歩、それ以外はスクールバスというのが一番よいだろうという方向で、

話し合いを行いました。 

 

髙橋会長）ありがとうございました。今、お二人からお話をいただき、それぞれ

のグループワークの様子がおわかりになったと思いますが、それを受けて皆
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さんいかがでしょうか。また、結論的なことは出ていないというグループの

あったようなので、ここでは結論付けをしていきたいと思いますが、ご意見

をいただけたらと思います。 

 

（会長から委員へ意見を求める） 

 

髙橋会長）大方は、町として統合を進めていくには、通学距離が長くなるので、

何らかの交通手段を確保して子どもたちを登下校させることが必要ではない

か、というご意見だと思います。その方法として、全体的な視点に立てば、

路線バスは走っていないので、スクールバスを活用して子どもたちを登下校

させない限り、この統合は難しいのではないかということなのかなと思いま

すが、よろしいですか。 

   今度は、全員をバスに乗せるのかという部分について、東小川小学校のと

きには、およそ２km を超えた範囲でバスに乗せるという一応の線を引いてき

たわけですが、はっきり２kmとは引ききれない部分もありますので、２kmを

目安として、それを超えたらバス通学というご意見だったのかなと思います

が、そういう方向でよろしいですか。 

   ２kmではなくて、３kmや４kmとすべきという声もあるかもしれませんが。

審議会としては、スクールバスを活用して通学の方法を作るべきだというこ

とと、およそ２km を目安として、徒歩とバスの範囲を分けていくということ

でよろしいでしょうか。 

   反対意見がなければ、その方向で結論付けたいと思います。 

   さて、次にバスのことに関して、スクールバスを運営していくには細かな

問題点がたくさんあります。その一つに、費用の問題があります。それから、

乗降場所の位置のことがあります。そういったことがあるので、皆さまに事

前配布させていただきましたが、私のほうで町村のスクールバスの使用状況

についての調査を加工した資料をお渡しさせていただきました。そこには、

スクールバスの停留所の確保や、バスの費用のことに関して、市町村の取組

の概要がまとめてあります。 

   これらを見てご意見をいただきたいと思いますが、スクールバスの活用に

あたっては、停留所の問題がどこの自治体においても取り上げられています。

その意見の中には、バスを使うことによって、子どもたちが歩かなくなって

しまうこと、体力不足になるということがあります。やはり歩かせる工夫を

するという意味合いから、元々あった学校を活用し、そこまでは歩かせ、そ

こからバスに乗せるという考え方があります。 

あるいは、バスを走らせているところに、何か所か集合場所を設けて、そ

こに集まってもらいそこから拾っていくということもあります。 

小学生の場合には、自由にいろいろなところで乗せるということになると、

安全面で問題があるという意見も、スクールバスを導入している市町村の中

にはあります。ですから、小川町としてスクールバスを活用する場合には、

どのような考え方をすべきなのかということについて、皆さんからご意見を

いただけたらと思います。バスの利用のさせ方に関する考え方についてです。

実際には現地を調べて検討していかなければいけないことです。これは、も

し統合となった場合には、開設準備委員会などで細かく検討する必要がある

事項ですので、この審議会としては、そういうことが必要だという提言をし
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ていくというまとめにしたいと思っています。 

ぜひご意見をいただけたらと思いますが、いかがでしょうか。 

 

瀬上副会長）グループワークの中では、かなりその話し合いも出ました。 

  こちらのグループでは、停留所はいくつか設けますが、その停留所までの距

離が長い場合には、タクシーを使うことも考えられるのではないか、という

意見が出ました。 

 

髙橋会長）では、もう一つのグループのご意見も伺ってよろしいでしょうか。 

 

内田副会長）こちらのグループでは、乗降する場所について話題が上がりました。 

これは、安全面を考え、道路脇ではなく広い場所が必要であるという意見

でした。例えば公民館や学校など、安全が確保できるところを見つけ、使っ

ていくという意見が出ました。 

   加えて、１か所に集合するのではなく、複数の箇所に設定した方がよい、

という意見が多くありました。 

 

髙橋会長）大方は、やはり集合場所としての安全を確保して、乗降場所を定めた

方がよいというご意見ということでよろしいでしょうか。審議会としては、

そういったことを答申の中に盛り込み、スクールバスを活用するに当たって

は、そのような場所を確保するという内容でまとめていきたいと思います。 

   ではもう一つ、費用の問題についてです。これについても、グループワー

クの中でご意見がいろいろ出てきていますが、短期計画の審議のときには、

地域による負担の差が生じないようにということから、公費で賄うべきだと

いう内容で答申しました。その答申を受け、町は町の考えにおいて、その答

申とは異なる内容の案を示したわけであります。 

   このあたりについて、ご意見をいただけたらと思います。要は、公費で賄

うべきか、一部負担を保護者に求めるべきか。短期計画の答申と長期計画の

答申が、食い違う形になってよいのかどうかという観点もあるかと思います。 

   審議会の意見として本日まとめていきたいと思います。いかがでしょうか。 

 

鈴木好幸委員）短期計画について、最初の答申のときの審議会のまとめとしては、

公費で賄うということでした。私は９月 30日の短期計画案の町民説明会に、

参加しましたが、そこでは、これは公費で賄ってほしいという意見をおっし

ゃった保護者の方がいました。なぜならば、この少子化の時代において、逆

行しているという意見もありました。この意見を聞いていて、たしかにそう

だな、と思いました。 

   私どものグループワークの中では、町が短期計画案を示しましたので、こ

れに準じた形で、受益者負担を求めることも仕方がないという考えで議論を

いたしました。しかし私は、さきほど申し上げました説明会の場での保護者

の方の意見や、本日の審議を行う中で、保護者に負担を求めるということに

ついては考えを改め、やはり公費で賄うべきであると、今思っています。 

 

髙橋会長）ほかの皆さまのご意見はいかがでしょうか。 
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小野寺委員）短期計画案で、一部保護者負担という内容が出ているということは

承知しています。その中で言えば、徒歩で通学する子どもたちも当然にいる

わけです。費用負担の観点からいえば、バスを使う方については、例えば１

家庭あたり月に 1,000 円のような形で、多少の費用負担をしていただいたほ

うがよいとは思います。そのほうが公平であるとは思います。 

 

髙橋会長）利用する方から受益者負担という形で負担していただいたほうが公平

であるというお考えということですね。 

 

小野寺委員）徒歩の方のことを考えると、やはりそうなるかなと思います。まし

てや、スクールバスには相当な費用がかかるので、仮に保護者負担の額が月

に 1,000 円だとしても、元を取れるような金額ではありません。受益者負担

の金額としては、相当安くスクールバスが利用できる形だと思います。 

   ただ、積極的に負担はしたくないとは思います。 

 

髙橋会長）負担はやむを得ないという考え方ですね。審議会としての意見として

は、やむを得ないというよりは、こうすべきという考え方のまとめをしてい

った方がよいのかなと思います。 

 

末藤委員）よろしいですか。短期計画の審議のときは、全額公費負担ということ

で答申を出し、それを受け、先日公開された町の短期計画案では、月に 1,000

円程度の保護者負担となっていましたが、そこにはただし書きがされていま

す。状況により、負担は変更しますと書いてありました。 

   今回、会長に配布していただいたバスの使用状況に関する資料を見ますと、

ほとんどの自治体が公費負担になっています。ということは、小川町よりも

小さい規模の自治体でも、やっていけているということだと思います。この

ような他の自治体の実例がある中で、小川町は、保護者に対して一部費用負

担を求めることについて、恥ずかしいと思わないのか、と私は思います。 

 

髙橋会長）お配りしました資料では、町村の状況がいろいろと載っており、負担

を求めていないところがほとんどです。しかし、いくつかの自治体では負担

を求めているということがわかります。ですので、負担を求めているのには、

それなりの理由があるわけですね。 

公費負担で賄うべき場合にも、保護者負担を求める場合にも、なぜそうす

べきなのかという考えとしてまとめていかないといけないと思います。受益

者負担をすべきなのか、すべきでないのか、この考え方の違いなのだと思い

ます。いかがでしょうか。 

 

小野寺委員）それでは少し言い方を変えます。今、末藤委員がおっしゃったよう

に、本来ならば町が負担すべきものだと考えます。町が、お金の使い道をし

っかりと考えれば、公費負担ができないということはないと思います。であ

るならば、町が負担をすべきです。審議会としてこうあるべきだという考え

方をまとめるのであれば、公費で負担すべきであるとするのが、正しい方向

かなとは思います。 
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髙橋会長）公費で負担すべきだということで、今ご意見を修正していただいたと

いうことですね。 

 

佐藤委員）町の財政面などいろいろな面の事情を全く考慮しないのであれば、や

はり保護者負担については、保護者としては納得できないことです。今は学

校に行くのが当たり前の状況であり、通学に伴う費用はかかっていないのに、

統合するからと言っていきなり負担してくださいということは。 

 

髙橋会長）公費負担がよいということですね。ほかにいかがでしょうか。 

  スクールバスについては、そもそも利用する方は受益者になるのかという問

題があると思っています。 

   スクールバスの導入に伴い問題となることとして、そのバスに乗ることに

より、子どもたちは時間を制約されるということがあります。下校時刻がバ

スの時間に合わせて帰らなければいけないということになります。もし乗り

遅れれば、保護者に迎えに来てもらうことになります。ですので、それが受

益者といえるのかどうかという問題も、他の自治体の取組の例ではあります。 

   それから、バスに乗っていくことによって、運動量が不足してしまうとい

うこともあります。 

   受益者負担という考え方を除いたうえでも、バスを使うということに対し

て、費用負担はどうするのかという考え方をまとめたほうがよいのかなとは

思います。 

   昔は、登下校しながら道草を食い、そこで学ぶものもありました。現在で

は、通学環境が変わってきたことにより、それが出来なくなってきた。この

ように、総合的に考えたとき、バス通学がそのまま子どもたちのためになる

のかというと、そうではなくて、やむを得ず通学距離が長くなったことによ

り、やらざるを得ないという状況が生じてきているのかなと、私は考えます。 

   そういう中で、子どもたちに、バスに乗せるという通学の仕方をさせない

と学校の統廃合ができないということであれば、その手立てとして、保護者

に負担してもらうのか、公費で賄うのか、ということでお考えいただければ

よいのかなと思います。いかがでしょうか。 

 

鯨井委員）今、会長のお話を伺い、最初は徒歩の方とバスの方で差が生じてしま

うと思っていたのですが、よくよく考えてみますと、学校教育はどこに住ん

でいても公平・平等に受けられるべきです。私は、最初は受益者負担を保護

者が負うべきだと思っていましたが、その観点から考えますと、受益者負担

はすべきでないと思っています。 

 

髙橋会長）公費で負担すべきという考えということですね。ほかにいかがでしょ

うか。ぜひご意見をお願いします。 

 

笠原委員）やはり公費で負担すべきだと思います。そもそもなぜバスを使わなけ

ればならないのか、ということを振り返っていただきたいと思います。 

今まで、我々の世代が通学してきた頃とは環境も違いますし、安全面を最

低限確保してあげなければならないということは、町のやるべきことです。 

   それに伴い、バスを提供することに対して負担をしなければならないとい
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うよりは、安全に児童を通学させるためにバスを使用するということですの

で、公費で負担をしていただけると助かります。 

 

髙橋会長）子どもたちの安全を確保するという視点から、バスを使うべきだとし

てきたので、やはりそういう意味では公費で負担していただいたほうがよい

のではないか、というご意見ということですね。ほかにいかがですか。 

   それでは、よろしいですか。審議会としては、短期計画の審議のときにま

とめたように、答申のなかでは公費で負担すべきであるというまとめにして

いく、ということでよろしいですか。 

   では、審議会では、その方向で答申をしたいと思います。 

   主だった２つのことについて、方向付けをしました。その他の観点につい

ては、配慮する事項について、観点別に詰めていきたいと思います。 

   大方のことは出ているので、それ以外のことで付け加えることがあれば、

ご意見をいただけたらと思います。 

   まず、心のケアの問題については、①～⑧まで課題を挙げ、それぞれグル

ープワークの中で検討していただいたことについて、資料に整理されていま

す。大方、出尽くされており、資料にまとめてあるとおりでよいのかなと思

いますが、付け加えや修正点がありましたら、お願いいたします。心のケア

についてです。 

   これでよろしいですか。 

 

  （委員承認） 

 

髙橋会長）ありがとうございました。 

  続いて、観点④施設設備に関して。ここについては、課題として、西中学校

を活用するかどうかということがあります。諮問の内容のとおりとすると、

西中学校を活用し、小学校にするということですが、その方向でよろしいで

すか。 

 

鈴木好幸委員）以前少しお話させていただき、グループワークの中でもお話をさ

せていただきましたが、この西中学校の問題について、大河小学校へ竹沢小

学校とみどりが丘小学校を統合する案がよいのではないかと思います。 

   なぜかというと、大河小学校については、まちづくりの観点から、市街化

区域でありますので、その意味合いが薄れてしまいます。そういうことを考

えますと、大河小学校に統合するということで話をしました。これについて、

皆さんのご意見を伺っていただきたいと思うのですが。 

 

髙橋会長）ご意見として、まちづくりの観点から大河小学校を活用した方がよい

のではないか、というご意見を出していただきました。西中学校を小学校と

して活用するのではなくて、大河小学校を活用し、みどりが丘小・竹沢小・

大河小を大河小に統合するというご意見ですね。 

これについて、皆さまいかがでしょうか。 

 

小野寺委員）大河小学校の築年数から、だいぶ古いということもあり、建築基準

法の基準からみても合わないのではないか、というのが現実だと思います。



14 

 

先ほど鈴木委員がおっしゃった、賑わい云々という問題から言えば、学校に

賑わいはあまり関係ないと思います。まちの賑わいは関わりがあるかもしれ

ないけれども、教育の環境としては、よいものではないのではないかと思う

ので、今の西中学校を活用した方が、よりよいのではないかと思います。 

 

髙橋会長）他にいかがでしょうか。 

 

原委員）小川小学校は昭和 53年に建っています。それを直して今も使っており、

これからも使うわけです。大河小学校も、小川小学校よりも後にできていま

すので、それを改装して使用していけば、西中が改装するのを持たずに統合

ができると思います。 

 

髙橋会長）大河小学校を活用したほうがよいというご意見ということですか。 

 

原委員）そのような案もあるということです。 

 

鈴木好幸委員）よろしいですか。 

   私が申し上げたまちの賑わいというのは、保護者が学校に行き来する等の

意味合いでありまして、学校の中で子どもたちが賑わうことを想定したもの

ではありません。都市計画の立場から言えば、市街化区域にあるのに、閑散

としているのでは寂しいという思いがありますので、できるものならば大河

小学校を活用した方がよいと考えました。 

 

髙橋会長）都市計画の観点からということですね。 

 

鯨井委員）大河小学校はだいぶ古くなってきました。西中学校は耐震基準に合っ

ていると思います。設備の面で、階段が小学生にとって無理があるのではな

いかというお話については、４～６年生の高学年は今の校舎を使い、１～３

年生の低学年については、同じ敷地内に新たな校舎を作って使用する形にす

れば、経費がだいぶ削減されるのではないかと思います。 

   もう一つ、小川町で内部木質化をやったのが西中学校だけです。腰壁や梁

などに木を使っておりまして、小学生の転倒事故等に対する対策にもなりま

すし、木の温もりによって、心のケアにもつながるのではないかと思います。 

   それに加え、小川町は山間部でありますので、材木が豊富にあります。こ

れを活かし、小川小学校においては、地元の材木を使って木質化を進めてい

ただけたらよいのではないかと思います。 

 

髙橋会長）環境的に、木質化された学校等を活用して、子どもたちの教育の場と

したほうがよいのではないか、というご意見で西中学校を使ったほうがよい

というご意見ということでよろしいですか。 

   ほかにいかがでしょうか。 

 

寺井委員）現西中学校を使用している者の立場として申し上げます。階段につい

ては、新校舎は小学生でも充分に通ることができます。負担はないと考えま

す。ただ、古い方の校舎については、段差が大きいので、これは新しく、よ
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り小学生に合ったものを作る必要があると思います。特別教室は特別教室と

して、通常通り使用しても問題ないと考えています。 

 

髙橋会長）いずれにしても、西中学校を使用することとなった場合には、中学校

を小学校に改修しないと使えないということです。ですから、そういった工

事があるという前提で考えていく必要があると思います。 

 

小野寺委員）今お話のあった、改修をしないと使えないということについて、大

河小学校を使用するということになったときには、古い施設であるというこ

と等から、より大変な工事が入ってきてしまうので、費用的にはどちらがか

かるのか、という視点があります。新しく増築したほうが安くできるという

ことも想定できますので、その観点から言えば、西中学校を使い、増築した

方が有利なのではないか、と思います。 

   それから、さきほどの階段の問題については、小学校と中学校でそれほど

差はありませんので、それほど問題にはならないのではないかと思います。 

 

髙橋会長）皆さま、鈴木好幸委員から、大河小学校を使用したほうがよいという、

まちづくりの観点からのご意見がありましたが、他の委員のご意見等を伺う

ところ、全体的に見て西中学校を使った方がよいという意見が多いようです。 

   ですので、その方向でまとめに入ってよろしいでしょうか。 

 

原委員）竹沢小学校のクラス編制について、いつから複式学級になる見込みでし

ょうか。現在、東小川小学校と比較して、児童数はどんな状況ですか。 

 

髙橋会長）事務局お願いします。 

 

事務局）今は複式学級にはなっておりません。竹沢小学校については、人口推移

等を見ますと、現在のところ複式学級にはならない見込みです。 

 

原委員）わかりました。なってしまうのであれば、西中学校の改築を待たずに、

早めに大河小学校と統合したほうがよいと考えたのですが、ならないのであ

れば結構です。 

 

事務局）ただ、補足いたしますと、実は余裕があるわけではなく、複式学級にな

るかならないかの瀬戸際の状況が続いています。ですから、転出等があった

場合には、急遽、複式学級ができる可能性はありますので、現状としては、

瀬戸際の状況が続く、ということです。 

 

髙橋会長）複式学級が見込まれる心配のある状況ということですね。 

 

原委員）複式学級にならないようにしていただきたいということです。複式学級

を避けるために、今まで審議をしてきたはずですので。 

 

髙橋会長）よろしいでしょうか。様々な視点があると思いますが、全体としての

皆さまのご意見のまとめとすると、諮問の内容のとおり、西中学校を活用す
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るということでよろしいですか。 

 

  （委員承認） 

 

髙橋会長）はい、ではその方向でまとめていきたいと思います。 

   施設設備の面に関しては、あとは細かいところになりますが、学校を統合

していくに当たっての予算の面があります。これは、審議計画のスケジュー

ルの部分に関わってくることですが、西中学校を活用する場合には、町の起

債等の問題があり、令和７年度になるまでは、統廃合については待ったほう

が財政上よいということがあるわけです。それは関係なく、待たずにやって

しまったほうがよいということであれば別ですが、一応、町の起債の問題や

補助金の返還の問題等があるということを考慮すると、統廃合のスケジュー

ルについては、予算面を考え、令和７年度以降に統廃合を進めていくという

ことでよろしいですか。 

 

小野寺委員）確かに、令和７年度以降ということはお聞きしてきましたが、設計

や計画等に関しては、早めに手を付けても構わないはずです。開校するのが、

令和７年度以降であれば問題ないはずなので、その辺は検討しなければなら

ないと思いますけれども。 

 

髙橋会長）そうですね。前回、設計の段階等の取組としては早く取組み、開設の

準備を進めていっても、令和７年度を過ぎての統合ということになれば、大

丈夫ということもあるので、予算の面を考慮するということでよろしいでし

ょうか。 

 

  （委員承認） 

 

髙橋会長）では、施設・設備については、その方向でまとめていきたいと思いま

す。実際に、小川小学校の問題がありますので、小川小学校に統合した場合

に、審議会としてのまとめの方向とすると、西中学校を統廃合して新しく整

備し直すということであれば、できれば小川小学校も、統合することによっ

て、改修なり整備なりをしていただきたい、というようなまとめでよろしい

でしょうか。審議会としては、ぜひそうしていただきたいという流れでよろ

しいですか。 

   保護者負担の問題については、答申の中で統合準備委員会の中での検討事

項として盛り込む形で、新設校になった場合には、例えば保護者が準備すべ

きことについて、出来るだけ保護者負担にならないような方向でという意見

がグループワークにおいて出てきていたかなと思います。 

   その方向でまとめていくということでよろしいでしょうか。 

   具体的には、統合準備委員会で検討していただく内容について、新設校と

しての統合が想定されることから、例えば統合時に指定の体操着等を一度に

購入しなければならないというような、費用負担が生じるようなことがない

ようにしていただきたいということです。 

   施設設備の面に関しては、その方向でまとめていくということでよろしく

お願いいたします。 
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  （委員承認） 

 

髙橋会長）続いて、観点⑥再編計画の期間についてです。 

   これは先ほど話が出てきていました。令和７年度という財政上の課題につ

いても考慮しながら、できるだけ早くというまとめになるということでよろ

しいでしょうか。その方向でまとめていきたいと思います。 

   最後に、観点⑦総合的な視点についてに入ります。グループワークにおい

て上がった様々な課題について、資料にまとめられてありますので、それを

確認しておきたいと思います。 

   統合することとなった場合の総合的な視点から見て、考えられる取組につ

いてです。これを見ますと、例えばリモート化や PCの活用等があります。そ

れから、意識として吸収統合ではなく新設校としての意識を持たせるように

やっていくべき、という意見があります。長期計画については、新設校とし

て再編することとなりますので、ゼロから学校の方針や教育課程、組織や学

校支援体制を作り上げていかなくてはなりません。この部分については、開

設準備委員会で検討していくことになるだろうと思いますが、子どもたちに

対し、統合は寄せ集めではないという意識を持たせていく必要があるのでは

ないか、ということなのかなと思います。 

   教職員の人事についても、心のケアのところでありました。それから、コ

ロナ後の政府方針が、リモート化・コンピュータ活用に変わってきているこ

とを踏まえる必要が生じる、ということで、国においてもコロナに関連して、

いくつか新たな動きが生じています。それらに対応していってほしいという

要望になるのかなと思います。これは実現するかどうかわかりませんが、30

人学級という声も出てきています。もしそれが、令和７年度までの間に具体

化した場合には、教室数の問題が出てきます。それは中学校のことにも関わ

ってきますけれども、もしそうなった場合には、施設設備の準備の仕方につ

いて、30 人学級の編制に対応できるような改修工事をしていかなければなら

ないということになります。 

   また、実際に統合してみると課題がたくさん出てくると思います。それは、

開設準備委員会でできる限りそれらの課題を洗い出し、配慮していくことが

必要ということで、審議会のまとめとしていく形でよろしいでしょうか。 

   次はスケジュール的な部分にも関わりますが、跡地利用についてのことも

意見が出てきています。跡地利用については、政策推進課において検討の動

きがあるということを先ほどお聞きしましたが、教育委員会というより、町

全体に関わることでありますが、審議会として、皆さんのご意見の中で、要

望を挙げ、その他のところでまとめをしていきたいと思います。ぜひご意見

をお願いします。 

 

末藤委員）よろしいですか。旧上野台中学校に関しては、廃校してもう８年程に

なり、今回の東小川小学校の件も含め、東小川地区にとっては２校がなくな

るということになります。 

   跡地利用については、政策推進課がやっておりますが、はっきり言って全

然決まりません。もともと旧上野台中学校は、老人ホームという案で進んで

いたこともありましたが、様々な経過があり、結局まとまらないまま今の状
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態になりました。 

   なかなかまとまりません。廃校となると敷地も広大ですし、住宅地内とな

るといろいろな制約も出てくる。私は、これまでの旧上野台中学校の跡地を

見ていると、今後の東小川小学校の跡地についても、野ざらしになってしま

うのではないかと心配しています。 

   教育委員会と政策推進課は、行政は縦割りですから横のつながりがまった

くないので、縦割りを超えた連携をしてほしいと思います。私は最初の段階

でお願いしました。今後、ますますこういう問題は出てきます。もっと密に

関係課で連携をとり、町全体で考えてもらうような施策にしてほしいと思い

ます。 

 

髙橋会長）跡地利用を町全体で考えてほしいという要望ということでよろしいで

すか。 

 

末藤委員）もうそれしかないです。 

 

髙橋会長）審議会は、町と教育委員会との両方から、再編についてどうすべきな

のかということの諮問をいただいているので、審議会としては跡地利用のこ

とにも触れながら、まとめの中に入れていくのがよいのかなと私は考えてい

ます。 

   ただ、具体的には施設設備の管理というのは、廃校後は町の財産管理とな

り、教育委員会からは離れますので、跡地については町が全体の中で取組む

内容になってきます。そういった点を踏まえながら、審議会として学校を統

廃合するということについて結論付けたので、その後の要望についても出せ

ればよいのかなと思います。 

   この学校の統廃合というのは、教育委員会だけの問題ではなくて、大きく

まちづくりの問題であると思っています。例えば学校を廃校にしてしまった

ことによって、いままで地域で活用していた施設が売却されてしまって民間

の施設となってしまった場合には、地域の防災の拠点や、あるいは体育館や

校庭の利用ができなくなる可能性があります。そうした場合には、その地域

としては、それまでの学校のような、避難場所や地域として集まることがで

きるような場所を、まちづくりとして確保していくことが必要ではないか、

という観点があると思うのですね。ですから、この審議会の場には区長の皆

さんがいらっしゃるので、学校がなくなっていく場合の地域として要望があ

ると思うのですが、いかがでしょうか。 

 

鯨井委員）一例がありまして、東秩父村で廃校となった小学校の跡地に、立派な

老人ホームが建てられておりました。民間事業者でありますが、そのような

売却の方法もあるのではないかと思います。 

それと、秩父市が東京のいくつかの会社を誘致したということも聞きまし

た。そういったところを誘致すれば、財政的にも貢献できるのではないかと

思います。 

 

髙橋会長）老人ホーム等を誘致していただきたいという要望ということでよろし

いですか。 
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小野寺委員）実は竹沢地区については、竹沢小学校・竹沢保育園・竹沢公民館の

３つが公共施設なのですが、来年の３月をもって竹沢保育園が閉園となりま

す。そんな状況の中で、今竹沢地区全体として、この施設をなんとかしよう

ということで動いています。早めにこの計画を完了し、先へ進もうという段

階に既に入っています。 

   その先に、小学校も早めに手立てをしようということで動き始めています。

なぜそれを早めにやらなければいけないかというと、特に設備が先に傷んで

きます。配管や浄化槽等がどんどん悪くなってきます。早め早めにそういっ

たところの手当てをしないと、学校のような施設については、設備の劣化が

進行するので、常に管理しなければなりません。置いておくだけではなくて、

管理に要する費用をかけていかないと、施設の機能を維持できなくなってき

ます。 

今後、統廃合によって使わなくなる施設が出てくるという事はわかってい

ることですので、早めに違う方法によって使用することを提案するべきだと

思います。そのあたりは、町が検討していただくほかにないけれども、民間

の力を活用していってもよいのではないかと思います。 

 

髙橋会長）審議会のまとめとすると、できるだけ跡地利用について、民間の力を

活用する等し、早期に方向付けをしていただきたいというご意見ということ

でしょうか。 

 

末藤委員）現状を申しますと、政策推進課は、やっと民間のアドバイザーを入れ

ました。そこは無償でやるそうです。アドバイザーを入れて、現在、旧上野

台中学校と東小川小学校を含めた跡地の計画を練っているようです。 

 

髙橋会長）実際には、跡地利用に民間を活用する場合には、相手があり、交渉や

契約等があり、非常に難しく時間のかかるものであって、大変な部分がある

と思います。 

   ただ、だからといって、そのままの状態で過ぎてしまっては、地域の視点

で考えた時に問題があるのだろうと思いますので、方向付けとしてはできる

だけ早くということで、よろしいでしょうか。 

 

鈴木好幸委員）できるだけ早く、地域においてワークショップなどを行い、地域

で意見をまとめてからのほうが、一番すんなりといくのかなと思っておりま

す。廃校となって普通財産となると、いつでも売却できますが、そうなると

地域の希望とは違った方向にいってしまう可能性もありますので。 

 

髙橋会長）地域で意見をまとめていただいて、それを町に提言していくというこ

とでよいですか。 

   地域の問題を取り上げる中で、一つ落としてしまった点に気が付きました。 

  角山地区の扱いについてです。通学に対して、角山地区も小川小学校という

ことでよろしかったのでしょうか。その確認をしておりませんでした。 

 

鈴木好幸委員）角山中・上は小川小学校です。 
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髙橋会長）今、みどりが丘小学校に通っている角山中・上の児童のことですか。 

 

鈴木好幸委員）そうです。その子どもたちを小川小学校にするということです。 

 

末藤委員）それは間違いです。それは確認しました。 

   みどりが丘小学校区なのか、旧小川小学校区なのかは、分けさせてくださ

いと、グループワークにおいて話をし、角山中・上の児童については、みど

りが丘小学校区ということになりましたよね。 

 

髙橋会長）その確認を落としてしまいました。その部分だけ確認をしたいと思い

ます。 

   角山地区の扱いについて、グループワークのご意見では、小川小学校へ統

合するという意見と、西中学校の方に統合するという意見がありました。 

それから、もう一つの意見としてグループワークの中で出てきていたのは、

角山地区の当事者の意見も聞いてからのほうがよいのではないかという、３

つがあったかなと思うのですが。いかがでしょうか。 

   どのようにまとめましょうか。 

 

遠藤委員）少し短絡的かもしれませんが、昔のことは昔として、今は角山の皆さ

んは、みどりが丘小学校に通っていて、統合した場合には、みどりが丘小学

校は西中学校の位置にできる小学校に統合するという話になっています。 

昔はどうこうよりも、今現在、みどりが丘小学校に通っているのだから、

角山地区だけを分けて考えることはせずに、西中学校の位置の小学校に統合

する、とするのが適切ではないかと考えます。 

 

髙橋会長）今、既にみどりが丘小学校に通っており、今後の統合先は西中学校の

位置にできる小学校に行くのだという声が出ているので、その方がよいとい

う意見ですね。 

   いかがでしょうか。それでよろしいでしょうか。 

 

原委員）一番楽なのは、みどりが丘小学校の児童が、全員西中学校の位置の小学

校に行く方法かなと思います。心のケアの観点からも、みどりが丘小学校に

一緒に通っていた子どもたちと別れなくて済みます。 

ですが、小川地区である角山地区の児童が、別の行政区の学校へ行くこと

について、行政区としての課題が残るのかなと思います。その部分について

は、角山地区の住民の方の意見を聞き、小川地区の区長会において検討して

いただいてもよいのでは、と考えました。 

 

髙橋会長）審議会のまとめとすると、今までみどりが丘小学校に通っていたのだ

から、そのまま西中学校の位置にできる小学校に通った方がよいけれども、

角山地区の住民の方の声が、小川地区の行政区がよいとなった場合には、検

討をしていただく、というまとめでよろしいでしょうか。 

距離的には西中学校のほうが近いですね。 
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鯨井委員）今のご意見に私は賛成なのですが、昔の話をしますと、大河地区も、

青下や青下見田の地区については、大河小学校に行っておりましたが、現在

ではそれが変わっても、そんなに問題ありません。ですから、今の現状でよ

いのではないかと、私は思います。 

 

髙橋会長）今の現状でというのは、角山地区の児童は西中学校の位置の小学校へ

いくということですか。 

 

鯨井委員）そうです。子どもは割り切りますから。 

 

髙橋会長）それでは、諮問にある内容のとおりでよろしい、ということでよいで

しょうか。地元の話も聞く、ということも添えてまとめる形にしたいと思い

ます。よろしいですか。 

 

  （委員承認） 

 

髙橋会長）はい、ありがとうございました。 

   一応、おおまかな部分については、方向付けができたと思いますので、小

学校のことについてはこれでまとめるということで、よろしいでしょうか。 

   特になければ、そのようにさせていただきたいと思います。ありがとうご

ざいました。 

   中学校について、次回から検討していただくことになりますので、そこで

関連してご意見いただける部分もあるのかなと思います。よろしくお願いい

たします。 

   それでは、⑵の議事は以上で終了したいと思います。 

 

⑶その他 

髙橋会長）次に⑶その他ついてですが、皆さまから何かございますでしょうか。 

 

鈴木好幸委員）欅台中学校を見学する機会を設けてはいかがでしょうか。 

 

末藤委員）賛成です。あったほうがよいと思います。あれだけの高台にあります

し。 

 

髙橋会長）日程や学校の都合もありますので、事務局と相談をさせていただいて

ということでよろしいですか。後で相談し、そういった場が作れればと思い

ます。次回までに間に合うかどうかはわかりませんが、そういった場を設け

られればと思います。 

 

事務局）欅台中学校の見学の件について、皆さんにご理解いただきたいことがあ

ります。学校再編等審議会については、会議の回数等により予算を組んでい

ます。そのため、見学会については、会議としての予算計上は難しいため、

ボランティアのような形になってしまうことについて、ご理解をいただけま

すでしょうか。 
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髙橋会長）実際に、短期計画の審議に当たって通学路の現地を歩いた時にも、都

合のつく方がボランティアで行いましたので、それと同様にボランティアで

よろしいのではないかと思います。 

   そんな流れで事務局と計画の相談をしたいと思います。 

   ほかにいかがでしょうか。なければ、今後の審議会日程を決めたいと思い

ます。 

   次回は、10月 23 日（金）に決めてあります。その次の 11月には 2 回、開

催日を設定していかないと間に合わないと思っています。審議の想定として

は、次回 10 月 23 日（金）と、その次の審議会の２回で中学校に関するグル

ープワークを行い、11 月に開催する２回目の審議会において、全体会で中学

校に関する一定の結論付けをしたいと思います。 

   ですので、11月に行う２回の審議会日程を決めていきたいと思います。 

   事務局の都合はいかがでしょうか。お願いします。 

 

  （11月の開催日について日程調整） 

 

髙橋会長）ありがとうございました。 

それでは、11 月 4 日（水）18：30～、11 月 18 日（水）18：30～の２日間

分の日程について、決定ということでよろしくお願いいたします。 

  11 月 4 日（水）はグループワーク、11 月 18 日（水）は全体会となります

ので、よろしくお願いします。 

 

柏俣委員）すみません。次回から、中学校の審議ということなので申し上げます。

今までグループワークをやってきた中で、中学校の代表者については、グ 

ループワークになると、1校と２校に分かれています。小学校の場合には、う 

まく分かれていましたが、中学校の場合には、できれば３校の代表者がまと 

まっている全体会で、同じ場にいてディスカッションができたほうがよいの 

かなと思っています。 

 

髙橋会長）中学校に関わる３人の方が一緒になったほうがよいということですか。 

 

柏俣委員）希望はそういう形なのですが、今までの流れもあるので、抵抗がある

かなというのもあるのですが、どうかなというご相談です。 

 

髙橋会長）全体会でずっとやってしまうという手もあるのですが、そうするとな

かなか意見が出しにくいということもあるので、グループワークのほうが、

皆さんも意見が出しやすいのではないかということで、グループワーク制を

とってまいりましたが、小学校とは異なり、諮問における中学校の統合案は

１校ということなので、３校の方が同じ場所にいた方が、話が見えやすい部

分もあるということですね。 

 

柏俣委員）全体会で進めていく方法はいかがかなと思っています。グループワー

クでやるのであれば、今までどおりでよいと思いますが。 

 

髙橋会長）いかがでしょうか皆さん。 
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末藤委員）私は分けた方がよいと思います。グループワークのほうがよいと。 

 

髙橋会長）皆さんいかがでしょうか。時間も迫ってまいりましたので、挙手で決

めてもよろしいですか。 

 

柏俣委員）全体がそうであれば結構です。ただ、３校としてはという希望だった

ものなので。ずっとグループワークの流れで来ているので、急にやり方を変

えることは、なかなか難しいということはわかっていますので。 

 

髙橋会長）では、一応、意見が出しやすいということがあるので、グループワー

クの方法を継続させていただき、全体会をまた行いますので、そこで意見調

整を行うということでよろしいですか。 

 

柏俣委員）それで結構です。 

 

末藤委員）中学校の代表として一緒のグループになりたいという希望があるので

すから、会長一任で、グループの構成の仕方を地区で区切らず、調整し直す

というのはいかがですか。 

 

髙橋会長）今までのグループの分け方を調整してということですね。 

  では、次回までに、事務局と相談して分け方を検討したいと思います。 

 

柏俣委員）それで結構です。会長に一任します。 

 

髙橋会長）では、そのようにさせていただきたいと思います。 

  事務局から何かありますか。 

 

事務局）先ほど、ご希望がありました欅台中学校の見学の件について、ただいま

次回以降の開催日程が決まりました。これを受けて、見学の時期と内容につ

いて確認をしたいと思います。 

大体いつ頃に見学を行うのかということと、見学の方法に関して、校舎の

内部を見る場合には学校との調整が必要となりますので、おおよその見当が

つけば、日程の調整もしやすいと考えますが、いかがでしょうか。 

 

髙橋会長）時間も押していますので、こちらで事務局と相談させていただき、調

整し決定したうえで、都合のつく方については参加していただくという形に

させていただけたらと思います。 

それではありがとうございました。本日の議事は終了させていただきます。 

 

４ 事務連絡 

 なし 

 

５ 閉会 

 瀬上副会長 
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