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令和２年度第１回海津市総合教育会議議事録 

１ 日 時 令和２年９月１８日（金）午後４時から午後５時２０分 

 

 ２ 場 所 海津市役所 東館 ４階 ４－２会議室 

 

３ 出席者の氏名 

海津市長                    松永清彦 

    海津市教育委員会教育長            中野 昇 

    海津市教育委員会教育長職務代理者       伊藤亮一 

    海津市教育委員会教育委員           森 圭子 

    海津市教育委員会教育委員           曽根理仁 

    海津市教育委員会教育委員           大津由佳 

 

４ 調査、説明等のために出席した者の氏名 

    海津市総務部長                白木法久  

     〃 総務部地方創生・行財政改革担当部長   髙木康一   

     〃  〃 総務課長             近藤康成 

     〃  〃 企画財政課長           近藤三喜夫 

    海津市教育委員会事務局長           伊藤一人  

     〃      教育総務課長         渡辺昌代 

     〃      学校教育課長         森島利明 

     〃      こども課長          鈴木良彦 

     〃      社会教育課長兼歴史民俗資料館長兼図書館長 

                           水谷守宏 

     〃      スポーツ課長         奥村孝司 

    書 記：海津市教育委員会事務局教育総務課   池戸ゆり 

 

 ５ 傍聴者 

な し 

 

６ 議 題 

  （１）海津市小学校統合計画について 

  （２）旧平田庁舎跡地周辺公共施設の民間利活用について 
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  発言者 発言内容 

渡辺教育総務

課長 

本日は大変お忙しいところ、令和２年度第１回海津市総合教育会議に

ご出席いただきまして、誠にありがとうございます。 

この会議は、市長と教育委員会の意思の疎通を図り、本市の教育に係

る課題やあるべき姿を共有し、連携して本市の教育行政に取り組むため

に開催するものです。よろしくお願いします。 

はじめに、松永市長よりごあいさつを申し上げます。 

松永市長 教育委員の皆様には、日頃から教育行政に大変ご指導いただき厚くお

礼申し上げます。 

冒頭に市長部局と教育委員会が接点を持ちながら教育行政を進めて

いこうという話がでました。今年はコロナの影響もありますが、あるも

のを見ていましたら、先生方も与えられている教科をすべて進めなくて

はならないので、理解できない子どもも出てきてしまうようなことがあ

るという話がありました。いろいろなところにコロナの影響が出てきて

いるわけですが、１年先にはコロナの対応策ができる目途がつくだろう

と考えています。このような中ではありますが、教育委員さんにはいろ

いろな形でご指導いただければ大変ありがたいと思いますので、よろし

くお願いします。 

渡辺教育総務

課長 

 

本日の出席者につきましては、机上の名簿で紹介に代えさせていただ

きますのでお願いします。 

それでは、議題に移らせていただきます。これより先の進行は、市長

にお願いします。 

松永市長 一つ目、海津市小学校統合計画についての説明をお願いします。 

渡辺教育総務

課長 

 

教育総務課の渡辺です。昨年１２月に海津市小中学校の適正規模等に

関する検討委員会より、海津市小中学校適正規模等基本方針を報告書と

して取りまとめていただきました。その基本方針に基づきまして、今年

度海津市小学校統合計画検討委員会を設置し、検討対象となる複式学級

を有する海津町地区の小学校の統合計画について、基本的事項及び必要

事項について意見を伺うこととしましたので報告させていただきます。 

海津市小学校統合計画検討委員会のメンバーは、委員長、副委員長に学

識経験者の岐阜大学名誉教授の岩田先生と、地域と学校の両方を知り尽

くしておられる菱田司郎先生にお願いをしております。メンバーは、海

津町地区の自治会、自治連合会の会長、各ＰＴＡ会長、各家庭教育委員

長、各学校評議員の代表者の方、海津町地内にある認定こども園の保護
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  発言者 発言内容 

者の代表の方を合わせまして２５人となっております。又、専門委員と

して各小学校長、学校の統合を進めるためには財政面やまちづくりの観

点から、市長部局との緊密な連携が必要となりますので、総務部長、市

民環境部長、健康福祉部長、産業経済部長、建設水道部長、学校教育課

長に入っていただいております。 

第１回目の会議を８月２１日に開催しました。この検討委員会におい

て、統合基本計画に伴う基本項目について意見を伺うこととしておりま

す。第１回目にお示しした基本項目ですが、本日お配りさせていただい

た資料の最初のページですが、適正化方針に基づきまして、複式学級を

対象とした速やかな学校統合を進めていくための具体的かつ基本的な

事項についての基本項目として、①統合の対象校②統合の組み合わせ③

統合の方式及び統合校の名称と位置④統合の実施時期⑤統合の進め方

⑥統合後の新たな学校づくりの６項目を基本項目として検討していた

だくこととしました。 

統合対象校における基本的な考え方としましては、海津町地区の小学

校５校における統合対象校については、速やかに必要となる学校規模を

確保するために、すでに複式学級を編成している学校を「統合」の対象

とします。ただし、今後、検討論議するにしたがって他の学校において

も対象校として含むことは可能としております。 

２番目の統合の組み合わせにつきましては、小規模校の教育課題とし

て、学習面、生活面、学校運営における課題を減らすためにより良い教

育条件・教育環境を速やかに整える観点から、教育的な効果が高い組み

合わせを目指すこととします。 

３番目の統合の方式及び統合校の名称と位置につきましては、より良

い教育条件・教育環境を整えて、迅速に必要となる学校規模を確保する

ために、大規模な学校施設の整備等を行わない方式にて速やかな統合を

目指し、現行の学校を基本に進めていきたいと考えております。 

４番目の統合の実施時期につきましては、統合による具体的な協議・

調整を必要とする時間を確保するため、統合に係る学校同士の児童等が

不安になることがないように、事前に交流を行える時間を確保するなど

必要な時間を調整し、速やかに統合を目指していきたいと考えておりま

す。①から④が決まれば、統合の進め方と統合後の新たな学校づくりと

して、統合に係る学校同士の保護者、地域代表、教職員で構成する「統
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合準備委員会」などを設置し、調整を行い新たな学校づくりを検討して

いきたいと思っております。以上、６項目については２回目以降の会議

から順次検討をお願いしたいと考えております。 

海津町地区の望ましい学校規模につきましては、１学年が複数の学級

で構成されていることが望ましいと考えます。学校の小規模化に起因す

る教育課程を十分踏まえ、「望ましい学校規模」に近づけることを目指

すべき方向性としていることから、海津町地区の望ましい学校規模等の

意見も伺いたいと考えております。 

第１回目の会議で一通り説明をさせていただきまして、出席者の方か

ら意見を伺いました。出席の委員からは、５校すべてを対象と考えたい、

子どもにとって１番良い方法を考えたい、統合はなるべく早くやってあ

げたい、１校が望ましくその方が子どもの成長が大きくなるのではない

か、将来的には１校だと思われるが段階を踏むことになるのではないか

といった意見を頂きました。 

今後の予定ですが、第２回目の会議を１０月１６日に開催する予定を

しており、今年度中に合計６回ほどの会議を開催する予定です。 

以上、現在の海津町地区の小学校統合計画検討委員会の検討状況につ

いて報告させていただきます。 

松永市長 それでは、ご意見を伺います。 

伊藤委員 資料の１ページに統合の対象校として大江小学校がありますが、その

上の行には、「検討議論するにしたがって他の学校においても対象校と

して含むことは可能。」とあります。地域性のこともあり、大江小学校

と西江小学校が一緒になることも考えられる思いはしますが、５ページ

の児童生徒数一覧表を見ますと、大江小学校の次に西江小学校、吉里小

学校が複式学級になっていくことが予想されます。大江小学校だけを対

象校とするのではなく、例えば吉里、西江、大江小学校を一つの学校に

するとしたらまた少子化になり複式学級が発生してくることは十分考

えられるので、私の思いとしては５校を１校にしたほうがいいのではな

いかと思います。最終的には、例えば高須小学校に集約するなど一つの

目標を定めていただいて、統合として考えていただいたほうがいいのか

なと思います。段階的に統合していくと次のステップもありますし、手

間も費用もかかりますので大きな目標をもって進めていただけるとい

いかなという思いがしました。 



5 

  発言者 発言内容 

松永市長 ありがとうございました。曽根委員さんどうですか。 

曽根委員 

 

私も基本的には伊藤委員さんと課題とする点については共通のもの

を感じます。海津町の小学校の教育を、将来どうしていくかという理想

的な構想を 1つきちんと柱として立てないと、人数の関係だけで学校を

統合させるのはその都度費用も設備も必要になります。以前に学校の役

員をやらせていただいた時の経験ですと、やはり地域でも子どもさんが

みえない方々やこれから小学校や中学校に入学される当事者の方以外

からの了解を得る上には、やはり大きな構想を作っておいてそれに向か

ってどう進めていくという説明のほうが理解を得られるのではないか

なという気がします。ただ現実を目の前にして、突き詰められた課題に

ついてどう対応するかは知恵の出しどころだとは思いますが、その場合

もやはり大きな構想に向かった上で、今回これをやって行くという形が

望ましいのではないかと思います。 

松永市長 ありがとうございました。森委員さんどうですか。 

森委員 私も伊藤委員さんや曽根委員さんと同じように１つの大きな考え方

に基づいて進めていただくといいかと思います。子どもたちの視点から

いうと、例えば、２校あるいは３校が合併してその後また次の合併があ

るとなると自分達がどこへ行くだろうっていう不安があると思います。

例えば、最終的に高須小学校を中心とした１校というような見通しが持

てれば不安を持たなくていいのかなと思います。 

年齢別の一覧表を見てみると、数年後には複式学級が生まれる状況で

あるということは見受けられるので、最終的には５校がどこかに１つに

まとまっていくとは思うのですが、１つの大きな見通しをもって計画を

したほうが子どもたちにとってもやはり見通しが持てるし、子どもたち

の気持ちも大切にしていきたいという思いがします。 

松永市長 ありがとうございました。大津委員さんどうですか。 

大津委員 私も同じ意見です。先にどういう結果が待っているのかを教えていた

だいたほうが子どもたちにも通わせる保護者にも分かりやすくていい

と思うのですけど、この状況だと「現行の学校を基本に進めます。」と

いうことですので、それであると高須小学校に１校になるのかなという

ふうに思うのですが、これだけの人数が遠くから通うとなると現実的に

バスなど使われると思いますが、そうすると狭い道ですしバスが入って
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くるスペースもないということになると、やはりハード面も大切になっ

てくるので、その辺りも準備しながら進めていかないといけないのかな

と想像すると、そこら辺がすぐ分かってくるのかなと思います。 

松永市長 ありがとうございました。ただ今、委員さん方から将来を見越した計

画を立てて進めていくのがベストではないかというご意見をいただき

ました。伊藤委員さんどうでしょうか。 

伊藤委員 ５ページの一覧表の０歳児の人数を見ると、５校が一緒になってもか

ろうじて２クラスを確保できる状況なので、この先を考えるともっとも

っと子どもの数が減少していくのではないかという思いがします。 

２校が統合するなど余裕のある時間はない気がしますので、最初から５

校を１校に統合していくという方針で進んでいくのがベストかなと思

います。それと併せて、敷地が狭いのでスクールバスで通学するとなる

と非常に狭い状況でありますので、できましたらどこかに新設校を建設

していただけるといいと思います。 

松永市長 将来計画の中で新しい学校の建設というご意見を賜りました。将来的

な構想を練る時に新しい所でやるのか従来の学校をベースにしてやる

のかということだと思います。 

基本的な考え方としては、現行の学校を基本に進めることになってい

ますが、森委員さんどうでしょうか。 

森委員 現行の学校を基本に進めるという文言は入っていますが、そのことに

捉われず考えていく必要もでてくるのかなと思います。 

松永市長 将来ビジョンを考えるということで、事務局の考えを聞かせてくださ

い。 

事務局長 教育委員会としては、統合計画検討委員会の中で全体構想として言わ

れた通り、最終目標を決めて統合の手順を決めていくことはいいと思っ

ています。教育委員さんの意見をお伺いしても、今言われたような意見

も多数ありますので、その辺はしっかり決めていきたいと思っていま

す。ただ、新設校の建設は、現行のあるものでないと財政的なこともあ

り準備がかかります。統合ということではなくて、小学校の再編計画の

ような形で５校を 1つ作るという構想の中でということであれば、それ

はそれで話が進みやすいということもありますが、進め方としては海津

の小学校の姿をお示ししながら意見を聞いてやっていけたらと思って

います。 
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松永市長  新しい土地もないですし、高須認定こども園のバスが結構出入りして

いるのでバスの大きさを考えると出入りは十分可能だと私は思います。

あとは、南舎に手を入れればいいのでは。 

教育長 南舎に手を入れることと、バスが１０台以上同時に入るので安全に移

動ができることやスペースの確保が必要となってきます。 

松永市長 基本構想は検討委員会の中で意見を聞きながら作っていくのか、基本

構想を立ててから検討してもらうのかどちらで進めるのですか。 

教育長 

 

基本的には、教育委員会の主導性をはっきりしながら教育委員会とし

てはこういう考えをもっていると示し、ご意見をいただき加除・修正し

ていく方向になると思います。 

松永市長 

 

 まず、場所はともかくとして、基本構想を早めに検討委員会で話して

もらったほうがいいのではないですか。 

事務局長  統合の検討については、大江小学校の複式学級の解消ということで言

っていますが、委員さんが言われた通り、将来的なことを見据えた方向

でいけるように意見を聞いて構想を練り上げていきたいと思います。 

松永市長 

 

 

 その際に２ページの４、「学習面における課題」「生活面における課題」

「学校運営における課題」を考慮して新しい将来像を作るということで

すね。今年はやらなかったのですが、子ども議会で、大江小学校の男の

子が女の子の人数が多いので統合してほしいという子どもの意見もあ

りました。こう言った面から委員さんの中でも５校を１校にした方がい

いのではないかということですね。 

伊藤委員  そうです。 

松永市長 また、１校になった時に現校の学校を使うのか新しい学校を建設する

のかということですね。 

伊藤委員 そうです。５年後でこんな状況なのでスピード感をもってやっていた

だくのがいいと思います。髙木部長はどう思われますか。 

髙 木 地 方 創

生・行財政改

革担当部長 

 今、予算編成をしているのですが、コロナで税収が減るのでかなり厳

しいです。特に教育委員会は学校もあって福祉の関係もそうですが、国

からお金が入ってくる面ももちろんたくさんあるのですが、市から出て

いってる部局でもあります。伊藤委員さんが言われたように５年で複式

学級になるので、中期的に１０年とかの話ではなくて２、３年以内に１

校にまとめるくらいのイメージで計画を立てていかないと、夕張市みた

いにはなりませんがそんな厳しい状況ですので、財政的な観点からも早
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く進めていただきたいなと思います。小学校が１校になれば、クーラー

を設置したりトイレを直すのも５倍かかっていますし、公平性の観点か

ら、例えばそのうち大江小学校を閉めるからトイレは直さないとは言え

ないので、とにかく５年じゃなくて、２、３年でやらないとまずいので

はと毎日感じているところです。 

松永市長  合併特例債は使えるのですか。 

髙 木 地 方 創

生・行財政改

革担当部長 

改修でも使えます。合併特例債だけを考えると令和６年までなので、

予算に余裕を持たせるという観点からはもう少し早いほうがいいです。

合併特例債という地方自治体にとって大変有利なものを使うのであれ

ば令和６年までで、一つの区切りになると思います。 

松永市長 ありがとうございました。ただ今の教育委員さんや髙木部長の意見

を踏まえて、残り５回検討委員会を開く予定になっているので、そこ

にどういう材料を提供していくかということの中に今日の意見を入

れて進めていくということでよろしいか。 

教育長  はい。 

松永市長 検討課題としましては、高須小学校を使うのか新しいところを建てる

のかがあろうかと思います。 

続きまして、二つ目の旧平田町跡地周辺公共施設の民間利活用につい

て説明をお願いします。 

近藤企画財政

課長 

 企画財政課長の近藤でございます。よろしくお願いします。 

本日、お手元には資料はご用意させていただいておりませんが口頭で

説明をさせていただきます。 

この旧平田町庁舎跡地周辺公共施設の民間利活用につきましては、昨

年２月にこの場でもこの調査については進行中ということでお話を少

しさせていただきましたが、改めてもう一度目的と経緯につきましてご

説明をさせていただきたいと思います。 

今回の昨年度実施しました利活用可能性調査につきましては、旧平田

庁舎跡地周辺の平田図書館を併設した生涯学習センター、平田体育館や

グラウンドなどのスポーツ施設、平田支所、温泉を併設した総合福祉会

館と有効活用が可能な平田庁舎の跡地が集まっておりました。ただ、合

併後行政サービスの重複が課題となっておりまして、施設の廃止、転用、

利活用については可能性の調査を民間の事業者の方の意見を踏まえて

調査を行ってきたということになります。 

報告書につきましては、昨年度の３月に報告を一つの区切りとしてま
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とめられましたが、民間事業者の方と話をしていく中で継続して今年度

も話し合いを進めさせていただいておりました。現在も各種業者の方と

話し合いは進めている最中です。昨年度末に報告書として一段落つきま

したので、その内容について説明をさせていただきたいと思います。 

報告書の中では、事業化の検討として市の財政状況、現時点での民間

事業者の参入意欲、収益性の見通し等といった事業の実現可能性から考

えますと、実現の可能性が高いと報告書の中で掲げられた事業スキーム

としては、平田庁舎跡地についてはホテルの事業者、市と地元関連企業

の包括的連携協定の締結によって事業の実施をしていけるのではない

か、賑わいの施設といった形の土地の売却もしくは定期借地権付きでの

貸し出しによって民間事業者の方に飲食店等の賑わいの施設の誘致を

検討できるのではないか、ということで報告書としては一段落ついてお

ります。 

 募集の方法としては、旧平田庁舎跡地の地元関連企業によるホテル事

業を先に進めさせていただいた後、進捗していく上で、飲食店等の賑わ

いの施設にかかる事業をプロポーザル方式によって公募していくとい

う方法で考えていました。 

なお、段階的に事業を実施することによって福祉会館であるとかふる

さと会館であるとか参入してくる業者が現れる可能性があると考えて

おりました。実施していく上で、実施期間中に市の公共施設の再編に関

する方針も定まってきて、これは例えばですが、市の体育館を平田体育

館に集約する等当該地区の公共施設の位置付けが変わる可能性も考え

られます。つまり段階的に事業を実施することで実現可能性が低いとさ

れた他の施設にも新たな活用の可能性につながる可能性があるとして

おります。 

報告書では、今後も引き続き継続して検討していくことになっており

ます。 

松永市長  続きまして、その他としていじめの実態調査についての説明をお願い

します。 

森島学校教育

課長 

学校教育課の森島です。いじめの現状について、今年度について 1

ページを詳しく説明させていただきますのでよろしくお願いします。 

１の（４）のいじめの認知件数ですが、今年度、コロナ禍ということ

で４月、５月学校が休みでしたが、学校が掴んだ情報の中でどうしてこ
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こに入っているかというと、学童の教室でいざこざがあった件が４月の

４件、５月については登校日に何かを言われたということで２件入って

おります。６月からは通常に学校が開設されましたのでそれぞれの学校

で起きたことと、中学校ではＳＮＳの関係で起きたことが学校側のアン

ケートで認知した件数があります。昨年度と比較しますと登校時のいじ

め事案が少ないこともありますが６月、７月について特に小学校が減少

しております。中学校については変わっておりません。それがどうして

かということがいろいろな場で話題になったのですが、恐らく３密を避

けるということで、小学校についてはソーシャルディスタンスのことを

よく指導しています。小学校は触っていじめが起きることがよくあるの

で、今年はお互い触れ合う機会が良いのか悪いのかわかりませんが、あ

りませんでしたのでいじめの認知件数も減っているという現状ではな

いかと考えています。 

あと、いじめの現状ですが、３ヶ月間を目安に見ていくということで

まだまだ完全にいじめがなくなったと言える現状ではないですので、今

後もまだ見ていかなくてはいけないということが言えます。３番のいじ

めの発見のきっかけですが、学校の教職員が発見、アンケートから発見、

教職員以外の情報によりますと本人からの訴えということで、昨年度と

数は少ないですが％にしますと同じような傾向が見られるということ

を報告させていただきます。４番のいじめられた児童生徒の相談の状況

につきましても学級担任に相談をした、保護者や家族等に相談をしたと

いうところが上位ですが、これにつきましても今までの傾向と同じで

す。５番目のいじめの内容ですが、一番多いのが悪口や嫌なことを言わ

れるというのが昨年度も 1番多かったですので、その傾向は変わってい

ません。ただ、下から３つ目の嫌なことや恥ずかしいこと、危険なこと

をされたり、させられたりするというのは９件で、昨年の全体の％から

だいぶん減っていることがわかりました。 

以上で、今年度の７月までのいじめの実態について簡単に報告をさせ

ていただきました。  

松永市長 ありがとうございました。何かご意見ありますでしょうか。 

では、考えていただいている間に、中学校のＳＮＳについて触れられ

ていましたがどんな内容ですか。  

森島学校教育  ＳＮＳで悪口や誹謗中傷とかあだ名を書き込まれるということが最
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課長 近もあったのですが、人の名前を騙ってある先輩の悪口を書き込んで、

その本人は何も書いてないのに、逆にいじめられるという事案がありま

した。 

松永市長 他よろしかったでしょうか。 

全委員  ありません。 

松永市長 では、ないようですので事務局に返します。 

渡辺教育総務

課長 

 これをもちまして本日の会議を終了させていただきます。ありがとう

ございました。 

 閉会 午後５時２０分 


