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令和２年度第２回海津市総合教育会議議事録 

１ 日 時 令和３年２月８日（月）午後４時から午後５時 

 

 ２ 場 所 海津市役所 東館 ４階 ４－１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  

     〃      教育総務課長兼学校給食センター所長  

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

課長兼学校給

食センター所

長 

本日は大変お忙しいところ、令和２年度第２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 皆さん、こんにちは。海津市もここのところコロナの患者さんが増え

てきておりますが、ワクチンも皆さんのところに早く行き渡り、そして、

抗体獲得して普段の暮らしができるといいと思っております。 

そういった中で、教育委員の皆さんにおかれましては、子どもたちの

健全育成のために、いろいろとご指導、ご協力を賜っておりますこと、

本当に感謝を申し上げます。 

海津市も少子化という大きな問題があり、本当に困った問題であると

頭を悩ませているところであります。今後、将来的には東海環状自動車

道のスマートインターができる予定です。 

また、名古屋へ行く橋を掛けてもらおうと要望もしています。駒野工

業団地についても少し申し込みがあり、そういった元気な部分で、将来

的にはこの少子化のスピードを減速させるといったことも可能になっ

てくるだろうと思っています。 

新聞にも統合のことが掲載されましたが、これからどういう学校のあ

り方がいいのかということは前々からご検討いただいております。お聞

きしていますと、概ね関係の皆さん方は仕方がないだろうというご意見

がありますので、ご理解も必要なのではないかと思います。今日は二つ

の議題につきまして、またいろいろご指導をいただければ大変ありがた

いと思いますので、よろしくお願い申し上げます。 

渡辺教育総務

課長兼学校給

食センター所

長 

 

ありがとうございました。 

本日の出席者につきましては、資料の１枚目を開いた左側に載せさせ

ていただきましたので、よろしくお願いします。 

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 教育総務課の渡辺です。 
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  発言者 発言内容 

課長兼学校給

食センター所

長 

 

前回の総合教育会議でも説明させていただいておりますが、今年度よ

り、「海津市小学校統合計画検討委員会」を設置し、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

ついて検討を行ってきました。 

１ページをお願いします。 

 １２／１０の第３回検討委員会におきまして、「統合の実施時期につ

いて」を検討いただいています。その中で、適正化方針に従って複式学

級を速やかに解消し、より良い教育条件・教育環境を整え、迅速に必要

となる学校規模を確保するために、大江小は高須小へ編入統合し、令和

７年４月１日に全ての学校を新設統合する案を検討いただきました。検

討委員からは、「大江小の保護者の方々のご意見が大事では」との意見

がありましたので、検討委員の大江小ＰＴの方々と相談した結果、１月

１６日（土）に大江小の保護者の皆さんへ１２/１０現在のまでの経過

報告会を短い時間の中で質疑・応答も設け実施させていただきました。 

２ページをお願いします。 

１２/１０の第３回検討委員会の時点から、新型コロナウィルス感染

症の状況が大きく様変わりしています。資料のとおり１２月上旬ごろか

ら岐阜県の感染者数の増加に伴い、１２月２５日に県独自の「医療危機

事態宣言」の発出があり、その後も感染者の増加がありました。そして

翌年の１月９日に「県の非常事態宣言」、１月１４日には岐阜県が「国

の緊急事態宣言区域」に指定され現在も継続して警戒が続いている状況

にあります。このような状況のなかで、１２/１０時点での想定をはる

か上回る感染者がでている段階において、今後の統合に向けてのスケジ

ュールの見直しをせざるを得ない状況であると考えています。 

３ページをお願いします。 

４番の学級の編成についてですが、この表につきましては、令和２年

４月１日現在のものですが、Ｐ６の参考資料をご覧ください。            

１月２６日現在の令和３年度の新児童・生徒数一覧表の予定になってい

ます。新１年生、新２年生、新３年生、新４年生と新たな段階の人数に

置き換えています。０歳から４歳児までのところは、新１歳、新２歳と

いう記載に改めさせていただいております。点線につきましては、複式

学級が見込まれる１５人以下になるというものです。 

３ページにお戻りください。 
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  発言者 発言内容 

大江小学校の今後の児童数の見込みです。令和２年度５歳児は６人で

したが、令和３年度は３名です。１年生の場合は２つの学級の児童数の

合計が８人以下の場合複式学級になるので、令和３年度は複式学級が存

在しません。教員配置につきましては校長を除く８名が配置されます。 

令和４年度につきましては、２年生と３年生で複式が発生してきま

す。教員数もそれに合わせて７名になります。令和５年度の同様な形で

見込んでおります。 

令和６年度は、２年生と３年生、４年生と５年生の２つ複式学級とな

るおそれがあります。現在、市において講師１名を加配しており、教科

指導では単式学級形態を維持しています。令和６年度は、県の教員配置

は全５名となりますので、市の単独の講師を３名増員する体制を取らな

いと単式学級形態にはなりません。現在県においても教員採用の問題と

して、先生の担い手がない状況で、令和６年度に確実に二つの複式学級

を単式学級形態として教科指導できない見込みがあるという状況にな

ります。 

 ４ページをお願いします。 

 ５番の学校統合のスケジュールについてです。当初は令和４年に大江

小が高須小へ編入統合し、その後、令和７年に海津町内のすべての４校

が統合を図るよう検討を進め上段のスケジュールのとおり考えており

ました。 

しかし、想定をはるかに上回るコロナウィルス感染症の感染者の増加

により、子どもたちの十分な交流時間や調整機会を確保できない状況と

なると、当初の大江小と高須小の統合が延びることとなり、かつ、それ

と同時に他の３校との協議・調整する時間も短縮することや各学校の保

護者などへの協議体制が非常に複雑化する恐れがあります。 

そのため、大江小が二つの複式学級が発生する見込みの前までに、高

須、吉里、東江、西江の小学校が一度に統合を行うことで、地域の方や

保護者の方も非常にわかりやすく、協議・調整、すり合わせが行え、子

どもたちにも交流時間を確保できるのではないかとのスケジュールが

下段となります。 

５ぺージをお願いします。 

以上の検討結果から、６番の小学校統合の実施時期の変更について

は、子ども達や保護者の方々による十分な協議・調整をする時間や、納
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  発言者 発言内容 

得のいく交流機会を設けるべきですが、子ども達の学びの影響が大きく

及ぶ二つの複式学級(重複式)が発生する前までに統合を行う必要があ

ると考えています。 

令和５年度末までに高須小学校施設の拡張・改修を施し、同時に３年

間において、協議・調整・すり合わせなどを全ての学校で終えることで

海津町地域の全ての小学校を受け入れる体制を整え、効果的な統合を図

りたいと考えます。 

７番の統合検討項目内容の変更については、統合の組み合わせは、海

津町地域５校を一度に組み合わせる方法を取らせていただきたいと考

えております。統合の方式及び統合の名称と位置につきましては、海津

町地域の統合は全て５校新設統合として、学校の名称は、新たな名称と

考えております。 

学校の位置につきましては、やはり効果的な統合を図るべく、現高須

小学校の海津町高須町３３７番地とする検討をしていただきました。 

１/２８の検討委員会では、委員の皆様から了解を得られ、次回２/

２６の検討委員会で検討委員会の意見として取りまとめていただく予

定をしております。 

今後の予定ですが、３月の教育委員会に統合計画案を審議いただき、

パブリックコメントを実施する予定でございます。その後、市民への説

明会等も考えております。 

以上で説明を終わります。 

松永市長 ありがとうございました。それでは、ご意見を伺います。 

伊藤委員さんどうでしょうか。 

伊藤委員 大江の地域に住むものとして、初めに令和４年４月からという話を少

し聞きまして、急な話ではないかということで、私も心配しておりまし

た。大江小で報告会をしていただいて、保護者の方の意見が資料にある

ように、私もいろいろな保護者の方からの意見をお聞きしました。再度

検討していただいて、令和６年の４月から５校が統合するという案にな

り、土曜日の中日新聞に掲載された訳ですが、非常に反響がたくさんあ

ったのではないかと思って心配しておりましたが、あまり反響がなかっ

たということですので、それなりに５校の保護者の皆さんは、統合はや

むを得ないという思いでおられるのではないかと思っております。スケ

ジュールを拝見させていただき、実際にことを進めていくと、大変タイ
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  発言者 発言内容 

トなスケジュールではないかという思いがします。また、統合を推進し

ていく体制を、準備室などを設けて進めていただきたいと思います。 

この会議の前に、教育委員会で来年度の予算説明を聞きましたら、

そういう準備室に対する予算が計上してないのでお尋ねしたら、補正で

対応していくということをおっしゃられたので、それでいいのかという

思いがしましたけれど、私としてはやっていくんだという意思表示を予

算の中で見せていただきたい思いがしました。 

 あと、５ページの７番目の統合検討項目内容の変更の案で進めてい

ただければと思います。以上です。 

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 私は地元ではないので、第三者的な目で見ている、言い方を変えれば

無責任なところがあるかもわかりませんが、新聞の記事の話もお聞きし

て、逆に落ちるところに落ちたのではないかと私は受けとめました。伊

藤委員さんがおっしゃられたように 私の地元、南濃と城南中学校、い

ずれも２校の統合なのですが、５校が一緒に統合すると、事務量が計り

知れないような気がします。細かい話をすれば、ＰＴＡの役員の割り振

りなどまで詰めていかないと進まないと思います。ぜひとも準備室のよ

うな体制で取り組まれるということが必要ではないかと思います。私と

しては望ましい方向に動いているのではないかと思います。本当に南濃

中学校は、合併する前から話がありまして、差し迫った複式学級になる

とかそういう話ではなく、私も自治会の役員をやっていましたが、役員

が変わるたびに０から戻るので、そういうことを経験していますので、

しっかり話を詰めて進めていけばうまくいくのではないかと思います。

私としては、向かうべき方向ではないかと理解しております。 

松永市長 ありがとうございました。森委員さんいかがですか。 

森委員 当初は、大江小学校の複式学級を早く解決するために、大江小学校の

み高須小学校の方にというお話があったので、それは理解していたので

すが、新しい案になって、５校同時に令和６年度に新設校として統合と

いうことになれば、子どもや保護者の方のお気持ちはとても安心される

のではないかと思います。協議・調整・すり合わせの時間としても３年

間の期間を取っていただくことによって、十分に話し合いができるので

はないかと思います。ただ、コロナ感染のような突発的なことが起きた

場合、タイトなスケジュールで進むわけなので、そういう意味では先ほ
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  発言者 発言内容 

ど２人の委員さんがおっしゃられたように、手厚い準備が必要になるの

かという思いはしました。 

あと、スクールバスの利用が必要になってくるかと思いますが、同時

間に何台も回ることになるので、それなりのスペースの確保も必要にな

ってくるかと思います。とても費用がたくさんかかることですが、子ど

もたちにとっては良い方向になるのではないかと思って、きちんと進め

ていただきたいと思っています。以上です。 

松永市長 ありがとうございました。大津委員さんいかがですか。 

大津委員 

 

大江の親さん方には少し混乱させてしまったという思いがします。振

り返ってみますと、過去に丁寧にアンケートを取っていただいた時、今

の状況に困っていないということが思い出されて、小規模校の保護者の

方は特に一致団結して学校を守ってきたという愛情がたくさんあるん

だと思いました。 

それから、統合してからもいろんな問題が起きてくると思うので、市

や教育委員会としてもフォローをされていくことを切に願っています。

以上です。 

松永市長 ありがとうございました。５校が一つになるということは、概ねご賛

同をいただけたものと理解をいたします。その中で重要なご指摘をいた

だきましたのは、やはり５校が１校になるということで、しっかりした

準備室を立ち上げて進めていくべきであろうというご意見がございま

した。これはおっしゃる通りで、予算も含めて至急検討をしていただけ

たらいいのかと思っております。 

事務局長何かご意見ありますか。 

伊藤事務局長 

 

非常にありがたいご意見をいただいたと思っています。確かに３年は

あってないような期間なので、ある程度の人材が必要だと思っていま

す。その辺のことは、市長部局にまたお願いをしたいと思っております。 

松永市長 

 

ありがとうございました。それでは、一つ目の議案はこれでよろしい

でしょうか。 

全委員 よろしい。 

松永市長 

 

続きまして、二つ目の旧平田庁舎跡地周辺公共施設の民間利活用につ

いて、企画財政課から説明をお願いします。 

近藤企画財政

課長 

私の方から、旧平田庁舎跡地周辺公共施設の民間利活用について説明

させていただきます。 
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  発言者 発言内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ページをご覧ください。 

内容につきましては、前回の総合教育会議で説明させていただきまし

たが、方向性等がまとまりまして、先日１月２１日に開催されました議

会全員協議会にて報告をさせていただきましたので、改めてその時説明

させていただいた内容を説明したいと思います。資料の方ですが、旧平

田庁舎跡地周辺公共施設等再編方針でございます。 

再編に向けた背景等につきましては、今までの調査報告等にも記載さ

れておりますので省略をさせていただきます。 

次にコンセプトになりますが、こちらにつきましては、民間利活用可

能性調査報告書にも記載がありましたように、民間事業者の参入を促

し、活用を図るといった事業については、子育て支援と子育て世代交流

ができる施設を整備する方向性が望ましいとされておりましたので、コ

ンセプトにつきましては、「子育て世代のニーズに合わせた子育て関連

施設整備の再編」という形とさせていただいております。 

旧施設としましては、旧平田庁舎の跡地、②のふるさと会館、③のや

すらぎ会館、⑥の平田体育館のこれらを新施設としまして、子育て支援

施設、こども図書館等を含めますが、多目的アリーナ広場、駐車場の整

備、そしてその整備に伴い民間商業施設を誘致するとしております。 

また、④の生涯学習センター、⑤平田図書館、⑨ゲートボール場の一

部については民間こども園として整備するものとしております。 

次に方針として掲げておりますのは、再編する公共施設としては、生

涯学習センター、平田体育館、やすらぎ会館でございます。施策のねら

いとしては、子育て支援の充実として、実現される市民サービスとして

は、生涯学習センターを民間事業者が保育園としてリニューアルするこ

とで保育施設の観光環境向上と、保育サービスの充実を図る。また、や

すらぎ会館の一部を子育て支援施設として機能転換し、特質あるサービ

スを提供するとしております。右側の上段でございますが、再編に向け

た想定スケジュールを載せさせていただいております。  

まず、表の一番下にございます今尾認定こども園ですが、築４６年と

いうこともあり老朽化が進行しております。教室の面積も小さく現在の

保育基準での受け入れができないというような問題点がありまして、改

築もしくは新築が必要となっておりました。そこで生涯学習センター、

平田図書館を含む部分を民間こども園に機能転換をさせていただくと
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  発言者 発言内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いう予定でおります。スケジュールとしては、令和３年度には民間事業

者を公募選定、令和４年度には民間事業者が改修を行いまして、令和５

年度には民間こども園とする計画でございます。  

今尾認定こども園では令和３年度に保護者説明会、令和５年度に用途

廃止・解体の設計の計画でございます。それに伴いまして、やすらぎ会

館の一部を子育て支援施設に機能転換をさせていただくということで、

令和４年度に設計改修を行いまして令和５年度からの運営開始として

おります。生涯学習センター等の改修の間につきましては、書籍類等は

ふるさと会館に一部仮置きという計画でございます。  

その下にあります実現に向けた調整事項といたしましては、こども図

書館、子育て支援施設の機能や規模、総事業費の確定、公募に向けた準

備、既存施設の解体改修に向けた調整、今回対象外となった公共施設の

今後の利用方針の決定など進めていくこととしております。  

検討としておりますのは、多目的アリーナの部分になります。この部

分については、今後十分に検討していきたいと思っております。以上で

す。 

松永市長 ありがとうございました。大津委員さんいかがですか。 

大津委員 子育て支援施設ということで、私達の子育て世代にしてみればもっと

早く欲しかったという思いはあります。でも、夢のある計画を立ててい

ただいているなと思っています。  

気にかかるのは、やすらぎ会館は教育委員会の施設ではないので、本

当に図書館として子どもたちに特化した図書館として場所が適切なの

かどうかが気になります。多目的アリーナということで、木のぬくもり

や公園があって外でも遊べるような施設になることを願っています。 

松永市長 ありがとうございました。森委員さんいかがですか。 

森委員 

 

 

 

 

 

 

 

子育て世代のふれあいの場になる施設を整備していただけるという

ことで、とても魅力的だと思います。例えば生涯学習センターは、生涯

学習の講座等も開かれていると思うのですが、そういう場もどこかで  

残していただけるとありがたいなと思いますし、やすらぎ会館の２階

ですが、福祉の場、健診等の場、公衆衛生の拠点としても現在使われて

いるので、そういう拠点としての機能というのは残していただけるとあ

りがたいです。多目的アリーナで体育館そうろうではなく、それ以外の

いろんな使い方が可能であれば、お子さんを持っている家庭の方以外の
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  発言者 発言内容 

 

 

世代の方にも魅力的な場になるのではないかと思って期待しておりま

す。以上です。  

松永市長 ありがとうございました。曽根委員さんいかがですか。 

曽根委員 大変申し訳ないのですが、平田町の施設には一度も接したことがない

ままでおります。そういう意味で無責任かなと思いますけども、先ほど

の教育委員会で説明を受ける中で思ったのは、建物の施設の使う機能を

変える問題と、大津委員さん、森委員さんがおっしゃられたように、そ

れぞれ利用してみえる方の組織等の問題があります。もちろん教育委員

会としては、認定こども園の問題、統合の問題がありますので、その辺

をうまく交通整理をしながら進めていただかないと、教育委員会として

も何を具体的に検討していいのかいろいろな問題があるという段階で

何か止まっているような気がしております。ぜひ、担当部署を決めてい

ただいて、調整して配慮していただければと思います。以上です。  

松永市長 ありがとうございました。伊藤委員さんいかがですか。 

伊藤委員 

 

 

 

私もあまり現地をよく知らないので申し訳ありませんが、各委員さん

がおっしゃられたように、やはり子育て世代の施設といいますか、少子

化対策の拠点施設というような形で整備をしていただければ非常によ

ろしいかという思いがしております。以上です。  

松永市長 

 

 

ありがとうございました。貴重なご意見をいただいたのですが、一つ

は施設のあり方と、そこで行われてるいろいろな事業、これを整理して

進めなさいよというご指摘だったと思います。  

大津委員さんからお話がありましたが、子育てのための施設ができる

ということは、これからの子どもたちにとって必要であろうと、このよ

うに思っていますが、そういった意味で本当に市民の皆さん方が利活用

していただけるような形にしていければ良いのかと思っております。 

今、お話しがあったことに対して、企画財政課長から何か付け加える

ことはありますか。 

近藤企画財政

課長 

特にありません。 
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  発言者 発言内容 

水谷社会教育

課長兼歴史民

俗資料館長兼

図書館長 

こども図書館ということで、再編方針の中でやすらぎ会館は施設の一

部を改修（機能転換）ということで、この施設の一部というのは、こち

らで考えていいのか、他の部署で進めていくのか教えていただきたいで

す。 

松永市長 その通りだと思います。総務部長はどう思いますか。 

白木総務部長 

 

政策調整会議を開いて、どこが主になって協力してやっていくのかを

協議していきたいと思います。基本的には、予算上は今現在高齢介護課

にありますので、改修後はどちらかというと教育委員会事務局になるか

と思います。当然支所が入っていますし、そこについては総務の方も関

係してきますので、他の施設と同じように働く女性の家みたいな形にな

っていく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。今後は、早急に調整会議を開いて進めてい

きたいと思いますので、よろしくお願いします。 

土地利用についてもいろいろな話が出てきているみたいなので、この

ことについても調整会議で進めていきたいと思います。 

その他よろしいでしょうか。 

大津委員 子どもに特化した施設にされるようであれば、道路が走っていますの

で、その辺りも止めていただくか、子どもが危なくないようにしていた

だきたいと思います。  

松永市長 今日は貴重なるご意見をいただき、誠にありがとうございます。いた

だきましたご意見は大切にして、今後の事業の進め方に参考にさせてい

ただきたいと思いますので、よろしくお願いを申し上げます。それでは

事務局に進行をお返しします。  

渡辺教育総務

課長兼学校給

食センター所

長 

それではこれをもちまして、本日の会議を終了させていただきます。

お忙しい中ご出席賜り誠にありがとうございました。  

 閉会 午後５時 


