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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］令和元年６月６日（木）開会：午後３時 閉会：午後４時４０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 

成瀬 喜則 委員長 松本 謙一 副委員長 前田 佳弘 
委員 

【代理】 

梶  尚美 委員 森田 正人 委員 今井 幸代 委員 

加藤 久恵 委員 尾田 慎一郎 委員 山下  透 委員 

小林 加津實 委員 中山 秀一 委員 柳田 由紀 委員 

高畠 真樹 委員 林  昭憲 委員 荒木 信人 委員 

柴  雅人 委員     

［欠席委員］ ２人  武部 眞理子 委員  平田 裕美子 委員 

［事務局員］ 

教 育 部 長 村上 紀道 教 育 総 務 課 氏家 智伸 

教 育 総 務 課 
副 参 事 北島 一朗 

教 育 総 務 課 
副主幹（学務係長） 野村 大輔 

教育センター所長 新明 春生 教 育 部 参 事 
こ ど も 課 長 武田 秀隆 

［協議事項等］ 

１．開会 委員長あいさつ  

２．委員長あいさつ 

 ３. 報告事項 

   （１）義務教育学校の基本的な在り方について 

４. 協議事項 

   （１）特認校制度について 

   （２）（仮称）井口地域義務教育学校施設の基本計画について 

   （３）（仮称）井口地域義務教育学校の校名、校歌、校章、制服について 

 ５．次回協議会の日程  

 ６．閉会 副委員長あいさつ  



- 2 - 

［会議の概要］ 

○開会 

教育総務課長 令和元年度第１回井口地域小中一貫校設置協議会を開会いたします。 

 お忙しい中お集まりいただきありがとうございます。新年度にあたりまして８名の委

員さんが交代されました。本日は、武部委員、平田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、教育長から挨拶をお願いいたします。

教育長 この４月から教育長になりました。よろしくお願いいたします。この義務教育

学校は、来年度には募集をかけていく必要があります。井口地域及び南砺市民にとっ

て価値のあるものになるのか、先生方にも働きやすい学校となるのか、具体案に向け

て、皆さんの知恵を出し合っていただき、義務教育学校が南砺市そして日本の先駆け

になるように皆さんと作っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。

２.委員長挨拶 

委員長 義務教育学校の設立に向けて尽力させていただきますので、よろしくお願いい

たします。昨年度の協議会の資料等を見せていただきました。皆さんの義務教育学校

の開校に向けた熱い議論が伝わり、身の引き締まる思いでございます。また、今年度

決めていかなければならないことが多々ありますけれども、皆さんのご協力を得なが

ら進めていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

３.報告事項 

（１）義務教育学校の基本的な在り方について  

委員長 義務教育学校の基本的な在り方について、事務局から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 教育目標の「世界にはばたく子ども」とありますが、世界にはばたくのは大人

の時ではないでしょうか。そういった大人に育てる学校づくりと入れた方がいいので

はないでしょうか。 

委員長 昨年の議論にもあったように、「世界に羽ばたく」というのは、ふるさとを愛し、

ローカルな所にも目を向けながら、グローバルな所に視野を持ち、将来的にはふるさ

とに貢献するというイメージが持てました。しかし、分かりづらいのであれば、より

分かりやすいものにした方がよいということで良かったでしょうか。 

委員Ｂ 前回の協議会で、「世界に目を向ける」「未来を開く」といったほうが具体的で
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よいのではないかという意見をいただきました。そして、小学校、中学校の職員でも

この学校を日本一の学校にしたいと考え、「世界にはばたく」という言葉に辿り着きま

した。今年度の小学校、中学校の教育目標も「ふるさとを愛し、世界に羽ばたく子ど

もの育成」として進めています。御理解をいただけるのであれば、このまま進めてい

きたいと思っております。

委員長 昨年度の議論を踏まえて、この最終案である教育目標で進めていくことでよろ

しいでしょうか。 

副委員長 今、教育目標を決めたとしても、１００年間この教育目標を続ける必要はな

いと考えます。開校時はこの目標として、今後、実態に合わせながら変えていくのも

いいのではないかと思います。 

委員長 次に資料５ページの変更点についてご意見やご質問はありませんか。 

委員Ｃ 真ん中の部分の「地域の特色を生かし、個性を輝かせる９年一貫教育」の「地

域の特色」とは何か考えてみました。私は「小規模校の良さを出すため、個性を伸ば

すこと」があてはまると考えます。子どもがのびのびと過ごせて、一人一人を大切に

教育することが１番大きな特色ではないでしょうか。義務教育学校になっても小規模

校には変わりないので、やはり１番大切なのは、一人一人の個性を大切にすることだ

と思います。「小規模校の良さを生かした一人一人を大切にした～」ののように具体的

な方がいいのではないでしょうか。 

委員Ａ 委員Ｃさんのご意見はそのとおりだと思います。やはり、募集したときに人が

入ってもらわないと困ります。南砺市内の中で義務教育学校だからと言って人が来て

くれるのでしょうか。スクールバスもなく、他校から転校してくるのは、ハードルが

高いと思います。「井口の義務教育学校はこのような学校です」と魅力のある学校であ

ると保護者にアピールできるように具体的にした方がよいのではないかと思います。

このまま募集しても人が来てくれるのか懸念をしています。 

委員長 ６つの柱のようなものがありますが、これらのアピールポイントを明確にする

べきだと考えます。「地域の特色を生かして」と「小規模校の良さを生かして」はもし

かしたら、別の物に聞こえるかもしれませんので、どちらかを選ぶ必要があるかもし

れません。これを元に、アピール材料をより明確に出せればいいと思います。 

委員Ｃ 前回、井口の特色の「井口」という言葉を取りましたが、この「地域の特色」

とは一体どういうものなのでしょうか。 

副委員長 保護者にだけ魅力のある学校ではいけないと考えています。子どもの数に限

らず、地域が全て支えてくれるような温かい地域の力を活かしたい。これは井口地域

としての良さですが、井口地域だけではなく南砺市の良さとしてアピールしたいと考

えました。地域の特色とは、小規模校の一人一人の個性を輝かせるという一点を表し

ているつもりです。 
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委員Ｄ 資料１の図の件ですが、前回も見直しの必要があるという話がありました。こ

の図だけではアピールする力が弱いのではないかと考えます。義務教育学校が開校し

て４、５年たてば、学校の中身が大事になってきますが、開校時は、この図が特に大

事になると考えます。もっと分かりやすく、私たちが目指しているものや子どもたち

を輝かせるものにするために、ここで結論を出すのではなく、時間をかけて議論して

いただきたいと思います。  

委員Ｅ この図を元に、もっと格好良く魅力的なものにするために、小中学校でも具体

案を考えております。またご提示させていただきますので、みなさんの意見をお聞か

せいただきたいと思っております。 

委員長 各委員さんからご意見をいただきましたので、学校からの報告もいただいて、

今後様子を見ながら協議会で検討するという形にさせていただきたいと思います。 

４.協議事項 

（１）特認校制度について 

委員長 特認校制度について、事務局から説明をお願いします。

事務局 【資料２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Ｂ 義務教育学校の場合、入学するのは１年生、卒業するのは９年生になります。

中学３年生の生徒の転入は、ほぼないと思っています。一律に１３人にするのではな

く、入学する１年生と５年生を希望があれば２０名程度にするなど、柔軟に対応して

もいいのではないでしょうか。来年度からは、小学校の低・中・高学年と区分して、

図・音・体の合同授業を行う予定にしています。開校時の複式学級も４・５年生では

なく、５・６年生にしていきたいと思っています。 

副委員長 １３名程度として柔軟にしていければいいと思います。複式学級は隣接して

いれば、どの組み合わせでも採用できますので、校長と相談して決めていければと思

っています。 

委員長 １３人程度としていますが、定員は１５人でも可能なのでしょうか。 

事務局 １５人に増えるというのは想定していますが、２０人となれば、教室そのもの

の面積等が変わってきて、建物の設計にも影響が出てきます。教育委員会としては適

正規模は１５人という上限を設けさせていただいています。

委員Ｆ 義務教育学校に入学した後、もし途中で転校したくなった場合はどうするので

しょうか。京都市のある特認校では、小学校部への入学時に６年間は在籍するという

誓約書に似たようなものを書いていると聞いたことがあります。この義務教育学校で

も、これに似たような誓約書を作るのでしょうか。 

副委員長 資料６Ｐの「特認校の要件」の対象者に、「原則として卒業まで、在籍するも
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のとする。」と記載されています。これが誓約書のようなものになると思っています。

募集要件に「２年目以降は各学年の募集定員数に達していない学年のみを募集する。」

とありますが、１年目に募集人数に達すればいいのですが、達していなかったら毎年

募集してもいいと思っています。 

委員Ｇ 通学についてですが、南砺市には公共のバスが多くあります。井口は井波・福

野・城端地域のターミナルのような役割を果たしているので、なんバスの時間を学校

の登下校に活用できないかと考えています。 

委員長 公共のバスも活用していけるのかなと思います。しかし、これに加えて特別に

バスを運行するのは難しいと考えます。 

 この資料２に関しましては、この修正案で進めていきたいと思います。 

（２）（仮称）井口地域義務教育学校施設の基本計画について 

委員長 （仮称）井口地域義務教育学校施設の基本計画について、事務局から説明をお

願いします。

事務局 【資料３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Ｈ レイアウト図を見て説明していただいたのですが、１年間の建設ではどのくら

い進むのでしょうか。前回、教室の冷暖房は増築が完了すれば設置できるので、それ

まで我慢という話でした。また、父兄等からトイレも和式なので、子どもたちが我慢

しているということも聞きました。今回、工事が２年伸びると聞きましたが、これら

の対応は考えておられるのでしょうか。 

事務局 冷暖房についてですが、小学校は最終的に解体しますので、今年度、小学校の

普通教室にはリースでエアコンを設置します。次に、トイレですが、改築前にトイレ

を洋式化するのは難しいので、校舎平面図のピンク色の新築部分には洋式トイレを設

置しますので、完成後に移動してもらうことになります。新築部分の完了まで待って

いただくようにお願いしたいと思っています。 

副委員長 義務教育学校として１つの学校になるので、例えば、中学校の先生が小学校

のトイレを使うこともあるかと思います。トイレが教室から遠いなどの問題もありま

すが、１年で簡易な校舎を改修するのではなく、時間をかけてしっかりとした校舎を

整備した方がいいと思いますので、そこは承知していただければと思います。

委員Ｃ 確認なのですが、令和３年度の開校の時には、どこまで工事が進んでいるので

しょうか。また、どういった状況なのでしょうか。 

事務局 令和２年度より資料の新築部分から工事に着工し、新築部分の完成まで２年か

かる予定です。開校時は、中学校校舎は工事中であるため、中学生は小学校校舎を使

うことになります。 
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委員長 資料９Ｐに、第１段階、第２段階、第３段階とありましが、それは令和元年度、

２年度、３年度という意味ではないということでよろしいでしょうか。もう１度、工

事の進め方について説明していただけないでしょうか。 

事務局 工事の進め方につきまして、第１段階から第２段階を令和２年度から４年度に

かけて行います。令和２年度から令和３年度にかけて小中学校舎の一部を取り壊して

ピンク色の部分を新築し、令和４年度に水色部分の大規模改修を行います。令和５年

度には第３段階の旧小学校舎を解体し、その部分を駐車場として整備していきたいと

思っております。 

委員Ｈ ご父兄との相談時に、増改築のスケジュールが分からないという意見がありま

した。先程の説明していただいたことを、第１段階、第２段階とするのではなく、具

体的なタイムスケジュールとして示していただきたいと思っております。 

事務局 実施設計段階で分かり次第、具体的なタイムスケジュール等を改めて示してい

きたいと思います。補正予算が可決されれば、実施設計の発注は７月中にできると思

っています。作業を進めながら、可能なところは提示していきたいと思います。 

委員長 在学している児童生徒及び保護者の方やこれから入学しようとしている保護者

も期待している気持ちがあるかと思いますので、年度計画が分かるようなものがあれ

ば良いと思います。 

委員Ｈ 今回の説明で工事の進め方等が分かりましたが、もう少し具体的なコンセプト

が欲しいと思います。例えば、図書室は１年生から９年生が一緒に集える大切な場所

だと思いますので、図書室に作品展示物を置ける等、実施設計に入られた段階で今後

の検討項目に入れていただきたいと思います。 

委員Ｄ いのくち放課後クラブは小学校校舎の一部を利用するようになっていますが、

小学校の体育館を使っていいのでしょうか。 

事務局 いのくち放課後クラブの活動場所ですが、新校舎には１階にランチルームがあ

ります。放課後はランチルームを使うなど、今後どのように活用していけるのか考え

ていきたいと思っています。 

委員Ｅ 今までいのくち放課後クラブは、社会福祉協議会で行っており、無料で施設等

を使わせていただいていました。しかし、社会福祉協議会から地域づくり協議会にな

り、使用料等の問題が発生してきました。いつ頃からいのくち放課後クラブとして利

用できるようになるのでしょうか。色々決めなければいけないことがありますが、運

営、開催時期等を相談させていただきたいと思っております。 

委員長 次回にこれらの意見等を踏まえて提示していただきたいと思います。 
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（３）（仮称）井口地域義務教育学校の校名、校歌、制服について 

委員長 （仮称）井口地域義務教育学校の校名、校歌、制服について、事務局から説明

をお願いします。

事務局 【資料４の説明】 

委員長 設置部会の件で、それぞれ課題があると思いますが、次回以降、各部会で検討

していただき、各部会で結論が出た段階でこの協議会にて審議する形なのでしょうか。 

事務局 こちらの案としては、次回以降の協議会で各部会の進捗状況等を報告していた

だきたいと考えています。そして、各部会の中で決まった段階で、本格的にこの協議

会で審議していただきたいと考えています。

委員Ｅ 資料１０Ｐで「ＰＴＡ・同窓部会」となっていますが、既にＰＴＡ及び同窓会

は小中で一つになっています。ＰＴＡ総会等も小中一緒に行っていますので、「ＰＴＡ・

同窓部会」を総務部会に入れ、全体で３つの部会構成にしていただきたいと思います。

また、各部会委員について、「総務部会」に現在の小中学校ＰＴＡ正副会長を入れてい

ただきたいと思います。現在の副会長さんは男性と女性と２名おられ、男性の方が次

年度の会長になるという組織ですので、現在のＰＴＡ正副会長さんに入っていただき

たいと思います。 

事務局 「ＰＴＡ・同窓部会」の委員を総務部会の方に入れ、小中学校ＰＴＡ代表では

なく、現在のＰＴＡ正副会長を入れたいと思います。 

委員Ｈ まず、校名を決めないと話が進まないと思っています。総務部会はいつ頃ミー

ティングが行うのか、スケジュール等はありますでしょうか。 

事務局 細かいスケジュールは、まだ決まっておりません。今日、この協議会が終わっ

た後に、総務部会の委員の方にお話をさせていただきたいと思っています。 

委員長 それでは、各部会については３つの部会で進めていただくということでお願い

いたします。以上で、本日の報告を終わらせていただきます。これ以外のことで質問

や意見などはありませんか。 

委員Ｃ 昨年の９月に義務教育学校について地域の方を対象とした説明会を行いました。

１１月初めにも、教育講演会で地域の方との質疑応答等をさせていただきました。今

日、説明されたことや工事の進捗状況などを含めた内容を教育委員会の方から地域の

方々に説明する場を作っていただきたいと思っています。 

事務局 地域の方への説明は、地域づくり協議会の小林会長と相談して今後決めたいと

思います。 
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５.次回協議会の日程 

教育総務課長 次回の協議会は、８月から９月ごろを予定しています。総務部会につき

ましては、進捗状況等を次回の協議会でお知らせしていただきたいと思っています。

次回の協議回の日程は決まり次第、御連絡させていただきます。 

６．閉会 副委員長あいさつ 

教育総務課長 長時間に渡り、ご協議を賜りありがとうございました。閉会にあたり松

本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 今日は長時間に渡り、貴重なご意見ありがとうございました。まず、残念な

ことは、開校と同時に校舎が完成していれば良かったのですが、少し待っていただく

ことになることです。ただ、簡単な改修で終わるものではなく、南砺の子どもたちの

夢が叶うようにしたいと思っています。今日いただいたご意見を事務局と検討しなが

ら、具体的に進めていきたいと思います。一番課題に思っていることは、どの様に井

口地域以外の方に魅力を感じてもらえるか、またイメージしていることをどの様に伝

えていくのかということです。なんとかして、この義務教育学校がこれからの南砺市

の子どもたちの先駆けとなるような学校にしていきたいと思います。よろしくお願い

いたします。長時間ありがとうございました。 

教育総務課長 以上をもちまして本日の会議を終了いたします。次回の協議会もよろし

くお願いいたします。ありがとうございました。  


