
平成 29年第２回 

 周防大島町教育委員会会議 議事録（要点筆記） 

 

１ 日 時 

  平成 29年１月 30日（月） 14時 04分～15時 58分 

２ 場 所 

  東和総合センター 保健相談室 

３ 出席委員 

  西川教育長、珠山委員長、長尾委員、中村委員、沖広委員 

４ 事務局出席者 

  岡野教育次長、山中総務課長、平原学校教育課長、古崎社会教育課長 

青山学校教育課副課長、小泉総務班長 

５ 欠席者 

  な し 

６ 傍聴者 

  な し 

７ 調整者書記 

  小泉総務班長 

８ 議事録署名委員の決定 

  長尾委員及び中村委員  

９ 議題及び議事の大要、質問または討論をした者の職及び要旨 

(1)議案第１号 中学校統合問題に関する方針案について 

説明者：教育次長 

質疑・意見等 

（委 員） 書き方として、デメリットを書いたらその対応策、メリットなら

さらなる向上策を書くと見やすい。 

（委 員） 学校支援員を各地域から選抜、均等にその地区から選ぶ体制を望

む。 

（委 員） 第２案の、大島中の統合を 40年とうたえば、必ず 40年か。途中

でということはないか。 

（教育長） そこはご意見いただきたい。付帯事項で書くなど表記の問題。 

（委 員） 第２案の場合、部活は別々です。 

（委 員） 学校魅力化委員会は、３校統合の場合、大島中外してもオブザー

バーの形でいれると良い。 

（事務局） 前回統合時、「統合準備委員会」を編成した。ここで言う学校魅力

化委員会とは、単純に生徒だけを集めても、学校に魅力がないと他

地区の学校へ逃げてしまうので、引きつける校舎整備・制度も含め

て検討するという会です。 



（事務局） 段階的統合の場合、大島中は入れない考えです。 

（委 員） 期限付きで順次統合すると決めるのなら、大島中も入ったほうが

いい。 

（教育長） 10月から魅力化計画の検討を始めた場合、実施設計までに期間的

に余裕があるか。 

（事務局） 実施設計は 30年度からです。 

（委 員） 何回話しても一緒だと思う。今までも何回も話し合いこの後新し

い案はそんなに出てこない。具体的な魅力化とはハード部分よりソ

フト部分のほうが多い。 

（委 員） 現行の久賀中学校校舎にかなり問題がある。なぜ設計時点でチェ

ックしてないのか。 

（委 員） 誰がその議論をして、誰が検討して、誰がチェックしたのか。実

際の学校の先生が、そのモデルを見て誰も気がつかなかったことが

問題。 

（委 員） 急いで魅力化しなくてもいいから、具体的に設計図面等を見て検

討できる委員会は欲しい。 

（事務局） 魅力化検討委員会には設計業者が一緒に入り、その要望が工法的

に法律的に問題ないか検討しながらたたき台を出してもらう予定。 

（事務局） 実際に使われる先生が魅力化検討委員会の中に入り、校舎管理の

問題等の意見を出すと良い。 

（教育長） 平面図だけの確認は全体像がわかりにくい。校舎建築途中でもチェッ

クを入れる。魅力化検討委員会には、仮に３校先行統合の際、大島

中を入れるかどうかはいかがか。  

（委 員） ４校が１校になる将来に向けて、スタート時も４校で始めたほう

がいい。気持ちもこちらに向かってくるし理解度も早い。 

（委 員） 大島中には、自分達が入る入らないではなく、１校になったとき

どんな魅力的な学校にするか話し合いをすると伝える。前向きに最

終的にこういう学校をつくりたいという話し合いなので参加するよ

う伝える。 

（委 員） 人を育てることでともに町が育つということ。将来周防大島で、

子供たちをどう育てたいか。そのために学校づくりが本当に町づく

りであることを魅力化の第一に掲げていかないといけない。魅力化

の会議と同時に、町長と直結するチームが必要。 

（委 員） それがこの会議です。 

（教育長） 総合教育会議でやっても良い。  

（委 員） そういう自覚を今一度持たないといけない。 

（教育長） 「教育委員会会議」「総合教育会議」が、いろんな方の意見を聞き、

いろんな意見を踏まえ、大きな議題を話し合う場になる。 



（委 員） 机上の議論だけじゃなく、魅力化検討委員会で、実際に統合され

た学校の視察に行き意見や説明を聞くと具体的な形が見える。 

（委 員） そこは教育委員会がすべき。 

（委 員） 大島中の人数を計算するとき、三蒲小児童の動向がポイント。希

望は新設中学校に行きたい。その数名が新設中学校に動いた場合、

早い段階で 20人を切ります。 

（教育長） 40年と書いてあるが、40年より前に統合したい場合どうするか。 

（委 員） 自由校区がある。もし三蒲小から久賀中に行きたいという声には

配慮したほうが良い。 

（教育長）  現在も三蒲小は自由校区です。 

（事務局） 自由校区の場合は、スクールバスを出すのが原則です。その場合、

久賀中行きスクールバスの始発を、椋野から三蒲に変更する。 

（委 員） 今後小学校区が問題になる。三蒲小は自由校区だけど、基本とし

ては大島中校区。ＫＳ学習の枠組を検討する必要がある。 

（委 員） 同じ問題が島中小にある。基本安下庄中校区だが、自由校区のた

め実質久賀中・東和中へ行っている。 

（委 員） 明新小から毎年数名は町外の中学校へ進学するため、三蒲小から

久賀中へ動くと生徒数の減少が早くなる。 

（委 員） 10人台というのは、10年先では無いような気がする。 

（委 員） 最初の 10人台 19人となる年をひとつの目途と考える。 

（教育長） 平成 40年とするか、平成 40年までにとするか。  

（教育長） 平成 33年には、１学年 71人や 68人ですが、一括統合 8クラスに

なれば 6教室では足らない。71人とか 72人とかは微妙な数値です。 

（委 員） 早くて 33年それから７年後の 40年でもいいのでは。 

（委 員） 33年以降ならいつでも言いということですか。 

（委 員） 教室数が足りるかが問題。 

（事務局） 不安定では困るから、理由として明らかに 20人を切る 40年とし

た方がスッキリする。 

（委 員） 安下庄中は 32年に 23人だから 33年統合には同意するだろう。 

（委 員） 本当は 30年くらいでもいい。もう部活も何も出来ない。 

（教育長） 安下庄中は、この数値から久賀・東和・安下庄の３校統合に理解

を示すだろう。 

（委 員） 部活も何も出来ないのなら、もう最初から学区外の学校へ逃げる

恐れがある。それならプレハブでも建て先に一緒にする方法もある。 

（事務局） 久賀中に改修を加え教室配置を組換えると、２階に 6 クラスでき

る。１階部分改造も併せ校舎が使えないから、いずれにしても仮設

校舎プレハブは必要。 

（事務局） 安下庄中の現状を見たとき、大きめのプレハブを準備し先行して



統合する方法もある。 

（委 員） 30年は無理にしても 31年か 32年は考えてあげた方が良い。 

（委 員） 安下庄中 33年は遅い。東和地区も 33年まで待つと小学校統合は

それより最低１年は繰り下がる。 

（事務局） 統合校舎に国庫補助金を使い改修整備しないと、補助金返還にな

る。校舎本体を改造すると仮設校舎が必要になるが、２クラス入る

大きいものにし、統合を前倒してその仮設校舎で統合中学校は始め

る方法もある。 

（委 員） プレハブ建てる期間は。 

（事務局） ３か月程度。 

（教育長） この２案を総合教育会議にかける前に、議会全員協議会で説明す

る。１校一括統合案と、意向調査の結果現実路線としてある段階的

統合案の２案を出す。 

（事務局） 3月 22日全員協議会に教育委員の出席をお願いする。そこで２案

を説明し、教育委員会・総合教育会議を経て、３月議会中に再度全

協を開き説明し最終的な方針を固める。その選択は町長・議会に諮

る。 

（事務局） 議会は、豊後高田市の学校に視察を行い、中高一貫校などに非常

にいい印象持つ。土曜塾という公設塾がある。 

（委 員） 段階的に進める理由を具体的に示す必要がある。 

（委 員） 学校が無くなると地域が廃れると言うが、逆に学校がなくなった

ことで若い人が奮起し地域づくりコミュニティーづくりをする。 

（委 員） 学校に頼っているコミュニティーを外し学校以外の別の視点から、

地域づくりを進める。 

（委 員） 学校跡地利用もいいアイデアを。 

（委 員） 統合後の部活も検討が必要。冬場は練習時間が少ないが、陸上と

組み合わせ総合型の形でやる。デメリットだけどメリットに変える。 

 

教育長  議案第１号について承認いただけますか。 

  委員        承認。 

 

10 議決事項 

議案番号 内   容 議決結果 議決日 

議案第 1号 中学校統合問題に関する方針案について 承認 平成 29年 1月 30日 

 

 



（教育長） 以上で、教育委員会を閉会します。 


