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平成３０年第１回井口地域小中一貫校設置協議会会議録（要点記録） 

［日時］平成３０年５月９日（水） 開会：午前９時３０分 閉会：午前１１時３５分 

［場所］南砺市役所 井波庁舎３階 多目的ホール 

［出席委員］ １７人 

松本 謙一 委員長 高田  勇 副委員長 山田  誠 委員 

梶  尚美 委員 冨田 利通 委員 今井 幸代 委員 

加藤 久恵 委員 宮川 義文 委員 小林 加津實 委員 

中山 秀一 委員 柳田 由紀 委員 山﨑 喜弘 委員 

長田友香(代理) 委員 東  康紀 委員 今井 千会 委員 

酒井 啓行 委員 上口 長博 委員   

［欠席委員］ １人 山下 透 委員 

［事務局員］ 

教 育 総 務 課 長 村上 紀道 教 育 総 務 課 
副 参 事 北島 一朗 

教 育 総 務 課 
主幹・学務係長 氏家 智伸 

教 育 セ ン タ ー 
所 長 松永 和久 

教 育 部 参 事 
こ ど も 課 長 武田 秀隆 

井口行政センター 
セ ン タ ー 長 浦井 雅勝 

［協議事項等］ 

 １．開会 教育長あいさつ 

 ２．委員長あいさつ  

 ３．前回の協議会（平成 30 年 1月 29日）における主な意見及び提案等について  

 ４．珠洲市立宝立小中学校（義務教育学校）視察報告について  

 ５．協議事項 

 ６．先進事例視察及び次回協議会の日程 

 ７．閉会 副委員長あいさつ  

［会議の概要］ 

１．開会 教育長あいさつ 

教育長 委員の皆様には、平成３０年度第１回目の協議会にご出席いただきありがとう

ございます。昨年度、珠洲市の小中学校を視察させていただき、その報告を受けて、

本日の協議が進められると思います。私からは３点お話しします。１点目は、平成３

０年度で井口小中学校の義務教育学校としての骨格を明確にしていただきたいこと。

平成３１年度には積み残したことの協議、平成３２年度には校舎理念に基づいた改修
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を行い、そして平成３３年度に開校するというスケジュールになっておりますので、

今年度の設置協議会での話し合いが大切になります。２点目は、９ヶ年を見通した教

育としてどのような形が望ましいのかということ。保育園、小学校、中学校を一つの

学校として見た時に、井口の子供たちをどのような方向で育てていけばいいのかとい

うことをこの協議会で教員を交えて話し合っていきたいと思います。３点目は、井口

義務教育学校は出来たらそれで終わりということではございません。むしろ開校がス

タートになり、そこからは地域の方の力が必要になります。地域の皆さんを巻き込ん

だ義務教育学校にするためにはどのような形がよいのか、地域の方が気軽に訪れてい

ただけるような学校にするためにいろいろな角度からご意見をいただければと思って

おります。よろしくお願いいたします。 

２．委員長あいさつ  

委員長 いよいよ今年から実践に向けて皆さんとの話し合いが始まり、身が引き締まる

思いです。先日、井口に住んでいる小さい子供を持つ２人のお母さんと会う機会があ

りましたが、話題は井口の義務教育学校でした。井口のお母さんお父さん、そして子

供たちが夢を膨らませて通えるような学校の実現に向けて、皆さんと協力していきた

いと思います。

３．前回の協議会（平成 30 年 1月 29 日）における主な意見及び提案等について 

事務局 【資料１の説明】 

委員長 数値目標について、できるものは数値にするといいと思いますが、数値が一人

歩きしないように、何が子ども達にとってよいのかを考えながら進めていきたいと思

います。 

４．珠洲市立宝立小中学校（義務教育学校）視察報告について 

事務局 【資料２の説明】

委員Ａ 珠洲市の視察では、宝立小中学校の職員室は２階にあり、１階に教室がありま

した。昨今学校の敷地内に関係のない人が来たりすることがあり、それをいち早く見

つけるのは周りの先生方だと思いますので、私は職員室を１階におき、すぐ対応でき

るようにすべきだと思いました。 

５．協議事項 

（１）義務教育学校を開設することのメリット・デメリット等について 

事務局 【資料３の説明】

委員Ｂ デメリット③で、当分の間は小学校免許状で前期課程、中学校免許状で後期課

程の指導が可能、とありますが、どういった課程のことですか。 

事務局 前期課程は小学校１年生から６年生、後期課程は中学校１年生から３年生です。 

委員長 小学校中学校両方の免許をもっている教員をできるだけ配置してほしいですね。 

委員Ｃ 義務教育学校を運営していくにあたり、児童生徒数の適正な規模というのはあ

りますか。井口小中の人数が義務教育学校をスムーズに運営していくのに適正なので
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すか。また、宝立小中学校のように学年区分を４・３・２とした場合に部活動につい

てはどのように考えますか。小学校の先生方が義務教育学校の部活動の指導ができれ

ば効果が上がるのではないかと考えています。 

事務局 宝立小中学校での部活動は７年生から９年生までです。義務教育学校の適正な

規模については、文部科学省の資料には、必ずしも小規模校を想定したものではない

とありました。１学年複数のクラスがある学校が事例として示されていたと記憶して

います。適正規模となると幅があるのではないかと思います。 

委員長 珠洲市の部活動は７年生からでしたが、５年生から部活動をやることもやぶさ

かではないと思います。 

委員Ｄ 現在井口中学校にはバドミントン部と吹奏楽部があります。小学校では４年生

からスポーツクラブという形でバドミントンに参加しています。もし４・３・２の形

をとるならば、部活動でなくとも４年生から部に近いような形で運営することは可能

かと思います。中学では大会等に関しては中体連の関係もありますので、そこには小

学校は参加できませんが、５、６年生から活動することは大丈夫だと思います。 

委員長 珠洲市の例にこだわることなく、柔軟に考えていけたらいいですね。 

委員Ｄ デメリットに人間関係の固定化とあります。井口の子どもたちも一度作られて

しまった関係については、中学校に入っても多少の影響はあります。学年区分を４・

３・２として小学生と中学生が混ざって活動することでも人間関係の固定化の解消に

つながりますが、９年間全く一緒となってくるとつらい子も出てきます。自由にこの

学校に入って来られるような組織になればいいなと思います。 

委員長 学年だけで考えるよりは、義務教育学校になったときにタテ・ヨコ・ナナメの

関係のように、子どもたちにいろんなチャンスを与える運営の工夫をする必要がある

というご指摘ですね。小中の免許を持った先生が集まるということは、例えば英語の

先生が小学校３年生から中学３年生までを見通したカリキュラムで専門家があたって

くれるという形がとれます。今、外国語活動が始まっていますが、小学校はなかなか

教える先生が難しいということもあるので、そのような点では期待しています。 

 (２)協議の前提となる条件等について 

事務局 【資料４の説明】 

委員Ｅ 資料の中に保育園と義務教育学校との連携を協議する会議を設けるとあります

が、どのような会議ですか。 

事務局 井口地域は保育園も隣接しており、義務教育学校になったときに地域と保育園

とがどのような連携をとっていくのか、子どもたちにとって何が効果的な活動なのか

ということをもう一度整理をしていただくというようなイメージです。今現在の活動

が踏襲されるものもあるかと思いますが、今一度原点に戻り、義務教育学校、保育園

の子どもたちの活動内容を協議し、教育課程の中にどのように入れていけるのかとい

うこともご意見をいただきたいと思います。保育園との連携については、最終的には

この協議会の中でもテーマになると思いますが、テーマにするための前段階としての
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協議する場を関係者で持ちたいと思っています。 

委員長 何を協議するかは分かりましたが、どなたで構成すると考えていますか。 

事務局 学校の先生、保育園の先生、地域の保護者の方になると思います。 

委員長 先ほど教育長からもありましたが、義務教育学校を作るというよりも、保育園

から一貫したものの見方で井口の子どもを育てたいという形だったと思います。義務

教育学校の設置協議会ですが、裏にあるのは小中だけの話ではなく、保育園も含めた

地域のシンボルのようなものをつくるということも含めた協議にしたいということで

すね。 

委員Ｅ 保育園の施設のことも関わってくると思います。小中の施設を考えるときに保

育園の施設をどうしていくかということも検討していく必要があるかと思います。保

小中の連携ということも含めてこの場で検討していくと考えてもよろしいですか。 

事務局 今の段階では、新設はなく、既存の校舎を活用した改修ということが前提にな

ります。現段階では保育園はどのような形になればいいかというのは今後検討してい

きたいと思います。施設については、学校の形にあったものにしていきたいという思

いはあります。南砺市では公共施設の再編も進めておりますので、それも意識しなが

ら保育園も含めて機能的な施設にし、場合によっては不要な部分を減築していくこと

になると思います。詳しいことは今後の協議になります。 

委員Ａ 小中学校はそれなりに受け入れが可能ですが、保育園は満杯という現状があり

ます。配慮していただければと思います。 

委員Ｆ 保育園は本来必要な施設も他の部屋と兼用し工夫しながら何とかやっている状

況です。保育園も小中学校も同じ敷地にあるので、この機会に保育園の既存設備の部

分改修について考えていただきたいです。 

委員長 この協議会で保育園の改修をどうするかを決めることは出来ないのですが、将

来一貫したものを作るときに保育園の改築等も関わってくると思います。人数のバラ

ンスのことも配慮しながら井口の将来像に生かしてもらいたいです。 

事務局 今は全く白紙ですが、公共施設の再編もあり、新しい施設を増やすということ

はできませんが、既存施設の中でどのように有効活用できるのかということを含めて

検討させていただきたいと思います。 

委員長 出来ないことは出来ないが、運用の仕方は皆さんで知恵を絞っていくというこ

とでご理解いただきたいと思います。 

委員Ｇ 井波中学校が校舎の改築をしている現状からすると、施設を変えるということ

は非常に大きな学習活動を考える場になります。市の予算もあるので、今ある既存の

校舎をどう使うかということは前提ですが、例えば４・３・２と分けた場合にフロア

をどう分けるか、あるいは職員室をどの位置にもってくるかを考える必要があります。

どういう形にするのかと考えたときに、はたしてゴール（開校時期）に間に合うのか。

設計と中身とを同時にスタートしていかないと平成３３年の開校は難しいと思います。

井波中学校ではコンセプトを変えずに校舎改築だけをやっていますが、教室をどこで

間借りしてやるかなど、負担は大きく校舎改修を前倒ししたプランニングが必要だと
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思います。井口の学校再編をやるとすれば、職員室をまず一本化したい。学校を夢の

あるものにするには施設は大切です。３３年４月に間に合うようにしていただきたい

と思います。 

委員長 ある程度の方針を今年度中に出す必要がありますね。 

委員Ｆ 教員、保護者、地域の方がこの資料にある全ての項目に思いがあるわけではな

いので、地域代表で来ている委員が主に何を地元から吸い上げて反映させたらいいの

か明確にしてほしい。地域の方に焦点をあてるような項目に関して地元から意見を吸

い上げたいと思いますが、どうでしょうか。 

委員長 地域からの委員が中心となって、子どもがいない家庭にも井口の義務教育学校

を広げてもらい、合意を得る必要があるので、その内容を具体的に示していただくと、

地域との協議がしやすいということですね。どこで地域の意見を吸い上げたらいいの

かを次の協議会までに示していただけると動きやすいというご意見でしたね。 

事務局 おっしゃる通りで、この資料はまだ漠然としています。井口地域でも協議の場

を既に設けていただいていると聞いております。次回の協議会の資料を作る中で事前

に地域の方にご意見を伺うような形で考えていきたいと思います。 

委員長 初めの教育長の挨拶で、地域とどれだけ一体化して進めていけるか、子どもが

いない家庭でも学校に足を運んでくれるような学校をつくりたいと言われたと思いま

す。そのためにも今の段階から地域の人の意見を聞きながら学校を作っていくことを

大切にしながら進めていきたいと思います。次回までにお願いしたいところを出して

いただければと思います。 

（３）開校までのスケジュール等について 

事務局 【資料５の説明】

委員Ｈ スケジュールの中で教育課程についてはこれからだと思います。小中の先生方

からは４・３・２という区切りがいいなという意見が出ております。そうしたときに

４・３・２のカリキュラムで井口学や総合的な学習も大切ですが、教育課程をどのよ

うに作成していくかということで教育委員会や教育センターの力を借りたいなと思っ

ています。 

委員Ｅ 本年度中にある程度骨格を作らないと改修へと進めません。教育活動における

協議の内容についてもスケジュール表でみると、３２年度まで検討中となっています

が、４・３・２にするのかなどの教育課程を決めていかないと改修に関わってきます

ので、できるだけ今年度中におおまかなところを出していただくということをお願い

したいと思います。 

委員長 私もそう思います。今年度中にやらなければいけないこと、来年度に先のばし

してもいいものを明確にする必要があります。 

事務局 学校の教育課程のことについては、教育活動等を検討する会議でお願いしたい

と思っております。６月には設置したいと思っており、学校の先生方のご協力をいた

だいて協議を進めていきたいと思います。
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委員長 ６月に設置する組織で今年度中にやらなければならないことを設置と同時に示

してもらう必要があります。 

委員Ｅ 学校の理念や教育目標、そして学校のシステムを先に明確にした方がいいと思

います。

委員長 理念については、校長先生を中心に決めていただき、地域の方にも共有し、次

へ進められたらいいと思います。平成３０年度だけの具体的なスケジュールが次にあ

るといいなと思います。

委員Ｉ 資料３の中で留意すべき事項（懸念される事項）で、②学校の統廃合のために

安易に利用される懸念とありますが、カリキュラムや理念を明記してしっかり進めて

もらえれば懸念すべき事項は起こらないと思います。 

委員Ｂ 昨年井口中学校でＩＣＴを利用した遠隔授業の見学をさせていただきました。

非常にいい取り組みだと思いました。小中一貫校になってもＩＣＴを利用した先進的

なモデルとなってほしいなと思います。

委員長 ＩＣＴも大事な長所のひとつとしてのばしてほしいと思います。 

６．先進事例視察及び次回協議会の日程

事務局 【先進事例視察及び次回協議会の日程について説明】  

委員Ｆ 近い所で大勢の委員の方に行っていただけるところがあればいいです。 

７．閉会 

副委員長 たくさんのご意見いただきましてありがとうございました。義務教育学校の

開校を目指して大海原へ漕ぎだしたなという気がします。井口地域からの声という意

見が委員の方々から出ておりました。井口小学校は１００年以上の歴史がある学校で

すし、中学校も７０年の歴史があります。井口は学校文化が根付いた地域であり、た

くさんの歴史、文化、風土がある魅力的な地域です。その魅力を義務教育学校に含め

ていくことが大切になってくると思います。また、保育園、小学校、中学校、これは

義務教育学校という名前でいいのか、他に素敵な名前がある気がしますが、そこも皆

さんと知恵をしぼっていきたいと思います。施設についての資料も井口小中学校から

いただいております。地域の皆さん方がどのような子どもに育ってほしいのか、学校

はどんな子どもに育てたいのか、その合流地点を見いだして教育目標なり、育てたい

子ども像ができていくのではないかと思います。そのあと、教育課程についての話し

合いになっていくと思います。第２回が７月ということで、それまでに今日ご指摘い

ただいたことを明確にして提示し、ご意見いただければと思います。また、地域の皆

さん方の意見を吸い上げるにはこの組織だけでは足りないと思います。すでに井口地

域で地域の皆さんを巻き込んで協議されているという話を聞いておりますので、そこ

に事務局等が参加させていただくことも必要になってくると思います。３０年度の第

１回、このようにたくさんの委員の皆さんに参加いただき、意見をいただいたことに

感謝申し上げます。 


