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第２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９月６日（金）開会：午後３時 閉会：午後４時５０分 

［場所］南砺市役所 井波庁舎３階 多目的ホール 

［出席委員］ １４人 

成瀬 喜則 委員長 松本 謙一 副委員長 山田 誠 委員 

梶  尚美 委員 森田 正人 委員 加藤 久恵 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 武部 眞理子 委員 山崎 宏充 委員 

荒木 信人 委員 柴  雅人 委員   

［欠席委員］ ４人  今井 幸代 委員  尾田 慎一郎 委員  林 昭憲 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. 協議事項 

   （１）義務教育学校の基本的な在り方について 

   （２）学年区分について 

   （３）（仮称）井口地域義務教育学校の校名について 

 ４．次回協議会の日程  

 ５．閉会 副委員長あいさつ  
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［会議の概要］ 

○開会 

教育総務課長 令和元年度第２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。今回、１名の委員さんが交代され、

育成会副会長の山﨑 宏充さんに出席していただいております。本日は、今井委員、

平田委員、林委員さんから、欠席のご連絡をいただいております。 

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 お忙しい中お集まりいただきありがとうございます。この義務教育学校は、１

年半後には開校となります。半年後、または来年の６月頃には、小規模特認校として

募集を開始しなければなりません。その頃までには、カリキュラム等を整え、魅力の

あるものを保護者に伝えなければなりません。現在、学校と教育委員会では、校舎の

設計の検討が始まっております。外見だけではなく、中身も他の地域から来たくなる

ようなカリキュラム等を準備しているところです。今日は、開校に向けて前進できる

よう、委員のみなさまのご意見をいただきたいと思っております。よろしくお願いい

たします。 

２.委員長挨拶 

委員長 前回の協議会では「教育目標」や「井口地域の特色を生かした教育」というこ

とで多くの議論をしていただきました。今日もいくつか進めていかなければならない

ことがあります。また、皆さんのご協力をいただきまして、決めていきたいと思って

おります。よろしくお願いいたします。 

３.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 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 ふるさと教育のことで、具体的な例を提示していただいていますが、「収穫の喜

びを味わう体験活動」という部分を「体験学習を通じた人間力の養成」として、その

具体例に「収穫体験や起業体験」とし、「クリスマスコンサート等、音楽に触れる機会」

を「豊かな感性の養成」として、その具体例を入れればよいのではないかと思います。

また、色について中段の色のグラデーションを上段の色と下段の色となるように変更
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すればいいと思います。 

副委員長 もう少し言葉を吟味しなければならないと考えております。例えば、１つの

会社の検定である英語検定準２級を記載していいのかなど吟味していきたいと思いま

す。また、ご意見をいただきました「人間力の養成」などについても、１つ１つ場所

を変更していくのではなく、まずは全体の中で統一できるようにしていきたいと思い

ます。そして、色についても色に意味を持たせて次回までに提案していきたいと思い

ます。 

委員Ｂ 「ふるさと教育」や「地域との連携」、「ＩＣＴ教育」では具体的な例を提示し

ていただいて、分かりやすいものになっていると思います。しかし、それらは永久固

定版ではないと思っております。具体的には、「椿まつり」は地域づくり協議会で実施

していますが、名前を出すと必ず実施しなければいけないという事になるので、検討

した方がいいのではないかと思います。 

委員Ｃ 「地域の特色を生かし、個性を輝かせる９年一貫教育」とありますが「地域の

特色」の具体的な説明があってもいいのではないかと思います。色で示すのもいいと

思います。また、「子供が主役のわくわく授業で、能力を最大限に伸ばします」という

ところを「子供が主役のわくわく授業で、確かな学力を身に付けます」とし、「思考大

会、科学オリンピック等にチャレンジし、確かな学力を身に付けます」を「思考大会、

科学オリンピック等にチャレンジし、思考力・応用力を伸ばします」に変更するなど

がいいのではないでしょうか。 

委員Ｄ ３点あります。１点目は、「個性を輝かせる」とありますが、ここは「磨く」が

いいのではないでしょうか。子供自身を磨くし、教師も子どもを磨くということにで

きます。磨くにした方が自然かなと思います。２点目は、６つの大枠の言葉を統一し

た方がいいのかなと思います。「部活動の推進」「地域との連携」とあれば、「ICT 教育

の推進」「外国語教育の充実」と語尾が揃えた方がいいと思います。また、「豊かな表

現力」というのは少し質が違うのかなと思いました。３点目は、「ふるさと教育」のと

ころで「いのくち学」とありますが、世界にはばたくという目標にするのであれば、

南砺市をベースに考えればいいのではないかと思います。総合的な学習の時間でふる

さと学習を中心にしていると思いますが、福野地域を例に挙げれば、小学校では福野

地域の特色を学び、中学校では福野地域から飛び出して南砺市内の特色を学んでおり

ます。９年間井口地域にこだわるのではなく、９年間で南砺市内のふるさと学習を充

実したほうがいいのではないかと思います。 

委員Ｅ 教育長さんが来年から募集を開始されると開会のあいさつでおっしゃいました

が、どうようなＰＲ方法を考えているのでしょうか。 

副委員長 現在、ＰＲ方法は検討中です。いくつか案はあるのですが、具体的な案は決

まっておりません。 
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委員長 「教育目標」は、これで決定し、「井口地域の特色を生かした教育」に関しまし

ては、言葉や定義を訂正していただき、再度提案していただきたいと思います。 

（２）学年区分について 

委員長 学年区分について、事務局から説明をお願いいたします。

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 中期を２年から３年に区分を変更されていますが、小学校や中学校の先生方は

どのような対応されるのでしょうか。 

委員Ｇ 小学校のほうでは、低・中・高と２年ずつの学年区分を今後も大切にしていき

たいと思っておりますので、この変更につきましては賛成です。ただそれでは、今ま

でと変わらないのではないかと考えられがちなので、１年生から世界に羽ばたく学校

づくりということで外国語教育を実施し、一部教科は前倒し授業を実施するというこ

とで、９年間で１つの学校として進めていきたいと思っています。前期４年、中期２

年にしていますが、前期２年、中期４年でも問題はありません。 

委員Ｈ 小学校と中学校の授業時間はどうするのでしょうか。

委員Ｇ 全学年４５分授業で考えております。現在の５０分から４５分に変更して、で

きた時間を工夫して特色を出していきたいと思っております。 

委員Ａ 学年区分の関係ですが、４－２－３制の理由は、学校を運営する面からの事だ

と思いました。私も色々と研修にも行ってきましたが、学校運営以外にも生徒児童の

９年間での成長に応じて学年区分のブロックごとに集会や話し合いを行って、その中

でのリーダーシップを養うなど先進校の話を聞きました。他の学校の学年区分を調べ

たところ、６割から７割程が４－３－２制となっています。例として、京都教育大学

付属の義務教育学校ですが、２００２年から研究を始め、２０１０年から小中一貫校

になり、２０１７年から義務教育学校が始まっています。長い期間をかけて研究して

４－３－２制としています。学校の運営は分かりませんが、当初の４－３－２制の方

が良い面があるのではないかと思います。もう一つは、前期・中期・後期について、

特色ある教育のどの部分をどの学年区分で実施するか見えてないと判断が難しいと思

います。

委員長 ４－３－２制を４－２－３制とするメリットは何でしょうか。

副委員長 全国の多くは４－３－２制であることは知っています。これらの学校は、今

までと違うものを作ろうと考えて選んだのだと思います。ただ、私は４－３－２制の

方が運用的な面を考えるとデメリットの方が多いと思います。４－２－３制ですが、

４－３－２制より価値のあるものになるよう考えていきたいと思っております。今ま

でどおりのやり方ではない南砺の先駆けとなる新しい義務教育学校を作りたいと思っ

ています。 
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委員Ｂ 地元説明会でも、学年区分が４－２－３制では今までの６－３制と変わらない

のではないかという意見がありました。メリット・デメリットがそれぞれあると思い

ますが、４－２－３制の学年区分のメリットをより具体的に示していただきたいと思

います。 

委員長 昨年度の協議会では、学年区分を４－３－２制で進めていたという事だと聞い

ていますが、その時に提案したメリットがあれば、教えていただきたいと思います。 

事務局 小学校から中学校へのスムーズな移行を目指し、５・６年生に一部教科担任制

を実施し、知識・技能を活用する力を身につけるために、中期を３年に設定していま

した。中一ギャップを解消することと、５・６年に一部教科担任制を実施させるため

に３年間が良いのではないかと考えたからです。 

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。 

（３）（仮称）井口地域義務教育学校の校名について 

委員長 （仮称）井口地域義務教育学校の校名について、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 校名及び学年区分はいつまでに決めなければならないか教えていただきたいと

思います。 

事務局 校名につきましては、９月２５日にあります井口地域審議会に議題として校名

に提示したいと思っておりましたが、今回決まらないという事であれば、地域審議会

を再度開催できるか確認したいと思っています。学年区分はカリキュラムの作成もあ

るために年内には決めていきたいと思っています。 

委員Ｆ 地域の中で、井口小・中学校では学力もあり、体力もある良い教育をしていた

だいているが、児童生徒数が減ってきて無くなるのではないかという議論がありまし

た。そういう中で、特認校制度を認める義務教育学校の開校に向けてこの協議会を設

置していただきました。義務教育学校を南砺市に設置しようとする過程で、今までの

井口小・中学校とは違うと思っています。また、違うものを目指していきたいとの思

いから、「井口」を校名に入れなくてもいいのではないかと思っておりました。しかし、

アンケート結果から、「井口」を残したいと意見が多くありました。私としては井口に

こだわらずに新しい学校ということで、「未来・みらい」や「学舎」などを加えるのが

いいのではないかと思います。「学園」ではなく「学舎」としたことは、富山県では「学

園」は福祉の学校に多く使われており、「学舎」として注目を集める名前としていけば

いいと思いました。 

委員Ｉ 個人的な感想ですが、地域の方が「井口」という名前を残したいという気持ち
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は当然かと思いますが、井口に特色のある義務教育学校を作るという思いがあるので

あれば、名称というのは非常に大切なものになると思います。名称によって行きたい

という方もおられると思います。その中で「井口小中学校」という名前では、ありふ

れた名称ではないかと思いました。 

委員Ｃ 南砺市に新しい教育の形を取り入れ、南砺市の皆で育てていこうとする学校が

これから誕生しようとしています。井口地域の方は「井口・いのくち」という名前を

残したいということは分かりますが、未来思考ということを考えたときに、井口とい

う名前があえて無くても、井口の特色が学校名の中に表れているというような名前が

あると思います。資料１０ページにあります「つばき」「つばさ」「みらい」などつけ

ても特色のある名前になるのではないかと思います。 

委員Ｅ 南砺市の学校であるということですが、全ての学校で同じ運営はできません。

必ず学校と地域の特色が出てきます。井口という名前にはこだわらないが、井口の地

域にしかできない学校作りがあるので、井口という地域にはこだわらないと教育活動

は成り立たないのではないかと思います。 

委員Ａ 地域の名前を出すことで、教育目標のふるさと教育が生きてくるのではないか

と思います。南砺市の井口にあるということで、南砺井口○○という方がいいと思い

ます。また、地元の想いを大切にしていただきたいと思います。 

委員Ｈ 「井口」は地名だけではなく、地域が歩んできた文化を表していると思います。

地域の連携やふるさと教育を推進する中で、「井口」という言葉は大切になるのではな

いかと思います。井口を選んで来ていただき、井口の文化や伝統を学ぶということを

示していけばいいと思います。地域と学校は非常に密接な関係もあり、アンケート結

果からも多くの方が「井口・いのくち」という言葉を残してほしいと言っているので、

ぜひ残してほしいと思います。

委員Ｄ 絶対無くしたくない学校ということで考えると、新しい名前でもいいのかと思

います。今の２歳児か３歳児は、市内で３００人を切ると聞いています。私は、特認

校ということで募集定員をオーバーして抽選が行われるような事を目指して行かなけ

ればならないと思います。南砺市の目指す小規模の学校のメリットは、井口の義務教

育学校なら活かせると思いますので、新しい学校として、南砺の新しい学校名がいい

と思います。

委員長 氷見市では、来年度義務教育学校「西の杜学園」が開校します。少子化の中で

これまでの枠を取り払って新しい学校づくりをしていきたいという思いから、地域の

名前がない学校名にしております。南砺市ではどうするか考える必要があると思いま

す。 
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次回の提案については、総務部会から上げていただいているので、同じ議論になる

と思いますが、どうしますか。 

事務局 事務局から今日の意見を精査しまして、次回に案を提出したいと思います。

５.次回協議会の日程 

教育総務課長 次回の第３回の協議会は、１０月下旬から１１月上旬ごろを予定してい

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、委員のみなさまには、多方面から貴重なご意見をいた

だき、ありがとうございました。「教育目標」や「井口地域の特色を活かした教育」に

ついては、大きな方向が決まったということで、次の教育課程部会の方へ持っていき

たいと思います。文言については精査したいと思います。「学年区分」については、４

－２－３制で原案を作成してご理解を頂ければいいかなと思います。「校名」について

は、井口のみなさんの地域にかける熱い思いがある。だから、南砺市の唯一の義務教

育学校に変わったということに表れていると思います。しかしながら、特認校にした

いというのは地域の方からの意見により決まったという事です。特認校とするという

ことは、人を集めなければいけないという事です。井口の文化を学びたいために井口

に来る事はあり得ないと思います。なぜなら、他の地域も井口と同じくらい誇りを持

っており、それぞれの文化があって南砺市だと思うからです。カリキュラムをより良

いものとしてほしいという気持ちが伝わってきましたが、その事と井口を校名に入れ

る事は違うと思っています。南砺市全体で考えていかないといけないと思います。た

だ、井口地域があり、地域の方からの支えがあってこその、この義務教育学校だと思

っております。南砺市全体を考えながら、南砺市唯一の義務教育学校が成功するよう

に考えていきたいと思います。本日は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。ありがとうございまし

た。  


