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第５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３１年３月２５日（月）開会：午前９時３０分 閉会：午前１１時１５分 

［場所］南砺市役所 井波庁舎３階 多目的ホール 

［出席委員］ １６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 奥野 康宏 委員 山下  透 委員 

小林 加津實 委員 中山 秀一 委員 山﨑 喜弘 委員 

東  康紀 委員 高畠 真樹 委員 酒井 啓行 委員 

上口 長博 委員     

［欠席委員］ ２人  柳田 由紀 委員  今井 千会 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 委員長あいさつ 

 ２. 協議事項 

   （１）義務教育学校の基本的な在り方について 

   （２）特認校制度について 

   （３）（仮称）井口地域義務教育学校の施設基本計画について 

 ３．次回協議会の日程  

 ４．閉会 副委員長あいさつ  

［会議の概要］ 

○開会 

教育総務課長 平成３０年度第５回井口地域小中一貫校設置協議会を開会いたします。 
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 年度末の忙しい中お集まりいただきありがとうございます。始めに委員さんの交代に

ついてお知らせいたします。井口の育成会の伊東崇委員さんに代わり、今回から高畠

真樹委員さんに委員をお願いします。本日は柳田委員さん、今井委員さんから欠席の

ご連絡をいただいています。 

１．委員長あいさつ 

教育総務課長 開会にあたり、委員長から挨拶をお願いいたします。

委員長 年度末のお忙しいところお集まりいただきありがとうございます。今年度第５

回ということになります。義務教育学校の基本的な在り方については今日決めたいと

思っておりますので、ご協力よろしくお願いいたします。

２．協議事項 

（１）義務教育学校の基本的な在り方について  

委員長 まず義務教育学校の基本的な在り方について、事務局から資料の説明をお願い

します。

事務局 【資料１の説明】 

委員長 各委員からのご意見をお願いいたします。 

委員Ａ 井口義務教育学校を特認校とし、他の地域から子どもを集めるのであれば、明

確な特徴を出していかないと、スクールバスもない状態で保護者が送迎してまで、井

口へ通うということは難しいと思います。開校してから子どもを集めるということで

はなくて、前年度からこの学校がいいと思っていただくような体制づくりが必要です。

井口の学校のすごいところは学校全体で子どもを育てているというところで、これが

他の学校と違うところです。今は学校行事を削減する傾向にありますが、井口では学

校行事を重視した学校づくりをしているので、それがゆくゆく学力向上につながると

いうことをアピールしていくことが大事だと思います。小中の壁がなくなれば、さら

にスケールが大きくなります。普通の学校にないことを打ち出していかないと他の地

域から子どもは来ないと思います。私立学校とまでとはいかなくても、私立学校に近

いような形の学校の独立性が必要です。 

委員長 今のご意見から考えると、“児童”と“生徒”という言葉をくっつけただけに見

えるので、それを全部“子ども”に変えてしまうというのはどうでしょう。小学校と

中学校がくっついただけの学校ではないと見せるとすれば、そういう案がひとつある

のかと思います。井口地域の特色を生かした教育では、あえて“井口”とは標記せず、

地域の特色のみにすると、他地域から来やすいのかなと思います。小さい６角形には

井口の表記を入れて、真ん中の部分の“井口”をとるというのもひとつの案かなと考
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えてみました。 

委員Ａ ６つの特色がありますが、結局この学校は何がすごいのか、何を特に重要視し

ているのかということが分からないと思います。井口は学校行事に力を入れています

が、そのことによって子どもの学力等の向上を図っているということが出せればいい

と思います。 

委員長 委員Ａさんの意見は、理念や目標の段階としてはこれでいいとして、具体的な

方策６つのうちどこを強く出すのかということを、このあときちんとすべきという意

見と捉えたらいいのでしょうか。９年一貫という部分がここには描かれていないとい

うことで、真ん中を「地域の特色を生かした９年一貫教育」とし、他の学校との違い

を明確に出してはどうでしょうか。 

委員Ａ どちらかというと後者かなと思います。 

委員長 ふるさと教育だけでしたら、今も特色を生かしてやっているので、変わるとす

れば９年一貫ということを真ん中にいれたら、他の学校にはないこの学校ならではの

ものを見せられるというご意見かと思います。 

委員Ａ 他の学校では、学校行事が省かれていますが、そこを井口は真ん中において教

育している部分があり、それが成果をあげているので、それを見えるようにしてほし

いと思います。 

委員Ｂ 委員Ａさんのご意見の中で一番強く感じたのは、学校行事が大事だということ

です。６つの特色の中の一番上くらいに学校行事の充実というような言葉を増やすと

かいうことでは足りないでしょうか。それとも中核に置いた方がいいですか。 

委員Ａ 一番言いたいのは学校全体で育てるという意味です。他ではクラスが主になり

がちですが、井口はいつも学校が主になっています。それがスケールの大きさを出し

ていると思います。 自由度が高いということがもっとアピールできればと思います。 

委員長 図では上がグローバルで、下がローカルになっています。世界に通用するよう

な部分を上に書いてあって、ふるさと教育と地域との連携、学校行事も含めて下に表

してあると捉えられますので、委員Ｂさんの言うように上に学校行事と入れるのは、

趣旨が違う気がします。委員Ａさんの意見をもう一度確認すると、地域の特色を生か

したというのは、下に地域とふるさと教育とあるので、逆に真ん中のほうに「全職員

による９年一貫教育」を入れればいいのかなと思います。内容的な部分は周りに書い

てあるので、中心にあるのは全部の職員が一丸となって９年一貫でやろうということ

をもっと強調すればどうかと思います。 

委員Ａ 自由度が高いところが井口の教育のよさなので、それが出せればいいと思いま

す。 

委員Ｃ 今まで培われた井口の教育のことを考えていけば、へき地小規模校の理念がこ

こにはありません。他の学校は規模が大きいので仕方ないですが、一番井口らしいの
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は、個性を伸ばすということだと思います。他の学校では平均的なことしかできませ

んが、小さい学校だからこそ、一人一人を大きく伸ばすことができる。書くとすれば

“一人一人を光り育てる教育”とか、これじゃないと井口らしさがなくなってしまう

とわたしは思います。この中で並べて軽重をつけるとすれば、多様性だと思います。

そうでないと小規模校の良さはでてこないと思います。 

委員長 では、小規模であることをアピールするほうがいいのでしょうか、それとも６

つの部分を５つにして、ど真ん中に一人一人を生かすというような言葉がいいのでし

ょうか。 

委員Ａ 全員でやる９か年教育なんてどこでもそうだと思います。 

委員長 ６つの項目がありますが、多様性の尊重というのは他と質が違います。他は具

体的な形になっていますが、多様性の尊重というのはどちらかというと理念に近い内

容になっています。例えばこれを５角形にして、多様性を生かすということを小規模

校の良さとして、それを全部の職員で９年間かけて大事にしていくということかなと

思いました。 

委員Ｄ 実際に井口の学校の中にいる私たちにとっては、“一人一人”という言葉が、当

たり前になっていて、逆に“一人一人”を生かせる教育はこの学校の強みだなと再認

識しました。そうなると教育目標を「世界にはばたく人を育てる」というようにつな

げていければどうかと思いました。

委員長 まず６角形を５角形にするのでいいのですか。このままでいいですか。 

委員Ｅ 多様性や一人一人光り輝かせるというのを真ん中にもっていって、代わりに以

前から協議していた“表現力”や“作文”や“討論会”などの国語教育的なことをい

れればいいのではないかと思います。５角形にするとバランスが悪いので。

委員長 バランスというよりは、国語教育も入れたかったのだけど入ってなかった。国

語的な教育も進めようとしているので、それも入れて多様性の尊重を真ん中に入れる

ということですね。確かにそうすれば周りの窓口６つは全て具体的なもので表されて

いて、真ん中に共通する理念があるというのが見えやすいなと思います。そのような

形で進めていいでしょうか。 

次に教育目標の最後の児童生徒の育成を「世界に羽ばたく人を育てる」にしたらど

うかという意見がありましたが、どうでしょうか。義務教育だけでそこまでいくのは

難しいかなとも思うのですが、“児童生徒”という言葉を“子ども”でもいいのかなと

いう気がします。このあと保育園とも連携しながらやっていきますし、“児童生徒”だ

と小学生と中学生を分けている感じに見えますので、子どもという言葉にすると垣根

がなくなると思います。“子ども”の育成でどうでしょうか。下の“児童生徒”も“子

ども”にするのはどうでしょう。義務教育学校では“子ども”として描くということ

でご了解いただけるでしょうか。細かい文言については事務局の方で精査させていた
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だくということで一任させていただければ、この方向で進めたいと思います。 

（２）特認校制度について 

事務局 【資料２の説明】 

委員長 各委員からご質問ご意見等ありましたらお願いします。 

委員Ｆ 初年度は４年生まで募集となっていますが、全学年で募集してはどうでしょう

か。８、９年生は難しいとは思いますが、募集という意味では全学年がいいと思いま

す。その次の年からは少ない人数のところだけ募集という形でいいと思います。 

委員長 教育委員会案の１～４学年のみ募集というのは、９年間の一貫教育の良さを生

かすためにはある程度長く学校にいてほしいということが意図にあると思います。委

員Ｆさんの意見は、初年度から全学年募集にすることで、子どもの数を全体的に増や

したいということですよね。 

委員Ｇ 特認校の要件等の対象者は、「南砺市に在住するものとする」とありますが、南

砺市に限定する理由を教えてください。南砺市外からも井口に興味をもってくれてい

る方がおられるので、その場合の説明が必要だと思います。 

また通学要件で「保護者の責任の下に行うものとする」とありますが、保護者の送

り迎えがないといけないということでしょうか。送り迎えは親にとっては大変なこと

なので、送り迎えをしてまで井口にきてもらうにはよほどの魅力がないと難しいと思

います。少人数になりすぎて、学校の活気がなくなってくるのではないかと心配して

います。全学年に対して募集して、今の９か年にもっと羽が開くような形を考えてい

ます。

事務局 まず、対象者が南砺市在中となっていることについて、どこの市でも住所地の

学校に就学することになっています。南砺市は義務教育学校をつくるということで、

市内に特認校制度を取り入れていこうと思っていますが、砺波市・小矢部市・金沢市

など他市在住の方について、南砺市の制度の中で入学を認める、認めないということ

ではないと思っています。南砺市の学校に魅力があって行きたいということであれば、

井口地域、もしくは南砺市内に居住していただき、特認校に入学していただくという

ことになります。 

次に保護者の責任の下で通学してもらうことについて、どこから来られるかわから

ない中でそこへ通学バスを回すということは行政の中では難しいことだと思います。

公共交通機関等を使ってということも考えられますが、そこまで便利でもないという

のはみなさん思っておられるとおりです。今の段階では、保護者が送り迎えをしてい

ただくということになります。また放課後児童クラブを学校敷地内に設置することで

準備をしております。そちらも利用していただきながら、朝夕は送り迎えということ

で考えております。 
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委員長 親の責任の下で通学ということは、公共交通機関に乗せるというのも親の責任

の下ということで、問題ないですよね。 

事務局 問題ないと思っていますが、そんな都合よく走っていないはずです。今のとこ

ろ公共交通機関と調整はしていません。 

委員Ｇ 募集要件の中で、「募集人員は井口義務教育学校の児童数の実態に応じて決定す

る」と書いてありますが、児童数の実態に応じてというのは具体的にどういうことで

すか。例えば最大何人にするか決まっているのか、他に意味があるのか教えていただ

きたい。 

事務局 具体的な数字を書きたかったのですが、学年によって人数が違います。今まで

の協議でもありましたが、地域に在住する児童生徒の人数より他から入学する児童生

徒の数が多くなった場合に、地域の方の協力をいただいた学校運営ができるのかとい

うことが心配です。そう考えると地域に在住する児童生徒よりも他から来る児童生徒

の数が少ないほうがいいだろうという意味があります。ただし複式学級を解消するた

めには別途考えるということです。地域の方が井口在住の子どもの数が多い方がいい

というのであれば、複式学級もいたしかたないかもしれません。 

副委員長 井口の子どもの将来的な数は、少なくなっていきます。そうするとここで具

体的な数を入れると、地域の子どもの数より他から来る子どものほうが多くなること

も考えられます。そうなると本当に地域の学校かという考えもでてくると思いますの

で、このようなあいまいな表現にあえてしているということをご理解いただきたいと

思います。 

委員長 ここには井口地域在住児童の３分の１程度とありますが、３分の１というのは

納得できるものですか。 

委員Ｈ 小規模で特認校であるなら、ある程度の人数が必要で、３分の１程度というの

は、例えば３人だったら１人しか募集しない。それは教育的にどうなのかと思わざる

をえません。井口の良い環境の中で子どもたちが学んでもらえる学校にしていただき、

それによって井口に住んでみたいと思ってくれるような学校になればと思います。こ

の要件について、素直にはいとは言えないです。 

委員長 教育委員会が心配しているのは、井口の子が３人で外部から１２人きた時に地

域の人が協力してくれるのかということです。それでも大丈夫だという確約が教育委

員会としてもほしいところではないかなと思います。外部が多いと、井口の学校では

ないと言われると困るという不安があると思いますが、地域のみなさんはどう思われ

ますか。 

委員Ｈ 子どもは宝だとよく言われますよね。地元の子はもちろん宝だし、よその子も

宝だと思います。地域の子は宝、そうでない子は宝じゃないということではない。そ

ういう地域だと私は思います。 
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委員Ｇ 井口の理念に賛同してもらえるなら大丈夫だと思います。  

委員Ｃ 「学級編成に影響が見込まれる他校区からの入学・転校は認めない」というの

は果たして通用するのか疑問です。時代の流れに合わず、なかなか説明がつきにくい

のではないかと思います。

委員長 認めないとはっきり書かずに、認めないこともあるくらいにしてもいいかもし

れないですね。今後他の小学校がどうなっていくか分からないところがあり、難しい

ところだと思います。ここはまた教育委員会で考えてもらうことにします。 

委員Ａ 複式学級解消という話がありますが、私の地域の小学校も今後複式になる可能

性があると思われます。そうなった場合は、特認校制度が導入される可能性があると

いうことでしょうか。 

事務局 井口の義務教育学校だけに特認校を認めることについて、児童数が減少する他

地域の委員さんからの発言もありました。他校区の人数への意識もありますが、今の

ところ他の地域で特認校ということについての具体的な議論はしていません。

委員長 次回新たな修正案をお願いしたいと思います。 

（３）（仮称）井口地域義務教育学校の施設基本計画について 

事務局 【資料３の説明】 

委員長 ご質問ご意見等ありましたらお願いします。 

委員Ｉ 図面を見て、よく考えられていると思いました。これまでの議論でもあったよ

うに保小中の連携になっていますが、まず第一に安心安全な学校にしていただきたい。

保育園と体育館が渡り廊下で結ばれますが、ガードやフェンス等のセキュリティ的な

ものを確保しながらやっていただきたいと思います。また、ＷｉＦｉ環境の整備も大

切ですが、どこかの自治体で携帯の持ち込みが可能になったという話があるように、

今後南砺市もそのようになった時に、メディア教育も必要ですが、安全面も考えてハ

ード的な、例えばインターネットがつながらなくなるような処置も検討していただき

たいと思っています。 

事務局 保小中連携ということで、安全な環境を、工事実施段階で確認したいと思いま

す。ＷｉＦｉ環境についてですが、文科省から詳細は届いておりません。井口だけで

なく南砺市全体として考えていきたいと思っています。

委員Ａ 管理部門は職員室のことだと思いますが、できれば職員室は学校全体が見渡せ

るように①～④ブロックと場所を変えた方がいいと思います。管理部門のほうは山し

か見えない。
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委員長 入れ替えは可能か、広さはどうかということですね。 

事務局 新しい校舎の特徴として学年区分ごとに教室とは別にホールを設置することに

しています。その関係でこのような配置になっていますが、検討してみたいと思いま

す。 

委員Ｉ 保育園は今のものをそのまま使うのか、私的には保育園もこの中に取り込んで

いただきたい思いもあります。

事務局 保育園は年数も経っていますので、地元の方と相談しながら増築するのか、ど

のように改築するのか考えていきたいと思います。 

委員Ｆ 保育園と体育館は渡り廊下でつながるので、お遊戯室として活用できると思い

ます。今の園を建てたときは３歳児以降が対象でしたが、今は０歳児もいますし、子

育て支援室みたいなものも無いので、保育園の改築の際に検討していただきたい。

事務局 増築、改修は必須事項だと思っています。増築については、地元の方と相談し

ながらどのようなところにどのような部屋をつくるか協議したいと思っています。

委員Ｉ エントランス広場の横にＰＴＡ・地域交流というエリアを設けていますが、こ

の部屋はどのようなイメージですか。私の地域で昨年赤ちゃんが産まれたのですが、

父親は働きにでて、母親と赤ちゃんだけでは耐えられず、引っ越すのではないかとい

う話がありました。産後のうつだったかもしれないことや、コミュニケーションをあ

まりとれていなかったこともあります。０歳児の子どもを預かるだけではなくて、親

のケアを考えていかないと井口から出て行くことがあることも考えられます。 

委員長 ＰＴＡ・地域交流の部屋の活用が、今の事例を解消する手助けになるのではな

いかということですね。 

事務局 そのような事例でお困りの方は、子育て支援室を市内にいくつか設けています。

井口の場合は月２回開いています。このエリアについては、ＰＴＡの方が夜間に学校

で関係の会議や作業をしていただくときに、この部屋にだけ入れるようなイメージで

す。

委員Ｊ 園舎と小学校を繋ぐという案は、大変ありがたく思っています。部屋は不足し

ており、今ある部屋を工夫して使っているという状態です。このように部屋やホール

のように繋いでいただけると、子どもたちの遊び場にもなりますので、期待していま

す。また雨天時には、遊戯室が一つしかないことと、年齢差が非常にありますので、

４・５歳ならば活発に動きますが、その中に１・２歳児が入っていくことは無理なの

で、交代して使っています。渡り廊下でつながれることによって、雨天時での活動に

もつながるので、関心をもって見ています。校舎と園舎の段差があるので、小学校へ
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移動する際の園児の安全面も考慮していただきたいと思っています。 

委員長 困っている人が直接市役所へ相談に行くのは、したいけどできないこともある

と思います。そこで地域の方が心配しているということを市役所へ伝えていただき、

地域みんなで支えてあげられる形になったらいいなと思います。保育園については渡

り廊下で体育館やホールとつなぐことで、連携することができます。これだけ大規模

なことをするということは、教育委員会は義務教育学校を作って、保育園をそこには

め込んでいくという次の段階を考えているということだと思います。今後はそれぞれ

の部屋をどのように生かしていくのかというソフトの部分を考えていく必要があると

思います。 

事務局 こども課に女性こども相談室もありますし、地域の支援センターもありますの

で、子育てに困っている親御さんがいましたら、つないでいただきたいと思います。 

委員Ｈ 保育園も全部含めた環境作りをやってもらいたい。保育園は井口の義務教育学

校が好きになる予備軍ですので、義務教育学校がいいなと思えるような環境をぜひお

願いしたい。 

委員Ｃ 給食調理室はランチルームの中に入るのですか。図面の中には見えてないので

すが。

事務局 ランチルームの中に入ります。

委員Ａ 保健室とＰＴＡの部屋は細長いのですが、使い勝手がよくないので、正方形に

したらいいと思います。

事務局 この図では、エリアで分けていますので、部屋は細長くなりません。

委員Ｇ 各学年の教室ですが、井口の小中学校と同じくらいのスペースだと思っていい

のですか。

事務局 具体的なことはお答えできませんが、大きな教室ではありません。あくまでも

井口の将来的な児童数を考えた教室ですので、今と同じくらいかもう少し小さいくら

いかもしれません。

事務局 そんなに大きい教室ではありませんが、大きなオープンスペースができること

で、交流を深めることができます。

委員Ｇ 平成３３年開校となっていますが、ぜひ開校に間に合うようにお願いします。

事務局 かなり大きな工事になりますので、精一杯やりたいと思いますが、最後の解体

は次年度に残るかもしれません。 

３.次回協議会の日程 



- 10 - 

事務局 今年度５回の協議会ありがとうございました。新年度になりましたら、今日い

ただいた意見を整理したいと思います。このあと開校までに校章や制服や校歌などい

ろいろなことを決めていく必要があります。３１年度はそのようなことを中心に協議

会を数回お願いしたいと思っています。次回の協議会は、５月か６月の初めごろを予

定しています。 

委員長 次回までに各委員から意見・ご要望がありましたら事務局までお願いします。

これで第５回井口地域小中一貫校設置協議会を終了します。 

４．閉会 副委員長あいさつ 

教育総務課長 副委員長から閉会のご挨拶をお願いいたします。

副委員長 平成３０年度はたくさんの協議会をさせていただきました。次回につながる

ご意見をたくさんいただいたことを感謝しております。校舎については、来年度実施

設計に入ります。どんな校舎になるのか地域の方にとっても大きな関心があると思い

ます。地域の人が義務教育学校に何を求めているのか、我々は何を求めているのかと

いうことを考えながら今日の議論を聞いていました。井口のみなさんの義務教育学校

を作ってほしいという熱心な思いが伝わりました。その裏には学校が無くなる、複式

学級がいくつもできるのではないか、子どもの数が減少し、地域の活力がなくなるの

ではないかという危機感から立ち上げられたのではないかと思います。私は当初から

井口は義務教育学校にぴったりの学校、地域だと考えていました。全職員が一つの職

員室に入るということのメリットは、井口の子どもたち一人一人のもっているよさを

さらに認め伸ばす、輝かせることだと思います。ここに出ているような具体策の中に

一人一人のよさを、という言葉が出てきてもいいと思いました。特認校について、他

市からのことについては、考えて進めていく必要があります。事務局の案としてまず

１年～４年のみ募集としたのは、５～９年で義務教育学校の良さを子どもたちに身に

つけさせたいという思いからです。協議の中で、初年度は全ての学年で募集してもい

いのではないかという意見もありましたので、もう一度検討したいと思います。この

あとは、校歌や制服などを検討します。保育園と小学校中学校の１２年間を結びつけ

た教育をしてほしいというお願いもありました。しかし全てを教育委員会まかせとい

うのでは、義務教育学校が立ち上がるまではうまくいくかもしれませんが、地域の人

を多く巻き込むことが大切です。校歌や校章をつくるにしても、地域のみなさんで案

をつくっていただくということでもいいと思います。義務教育学校の良さは９か年を

全職員・地域の方で一貫して見るという意識を持つことが大事だと思います。間違い

なくいい義務教育学校ができると思います。ありがとうございました。 


