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平成２６年度 第２回富里市教育委員会定例会議会議録 

 

富里市教育委員会 

 

１ 期   日  平成２６年５月２７日（火） 

         開会 午後２時 

         閉会 午後４時２０分 

 

２ 場   所  本庁舎３階第３会議室 

 

３ 出 席 委 員  委 員 長  武 井 勝 彦 

         委員長職務代理者  佐々木 浩 二 

         委 員  森 田 惠 子 

         委      員  會 田 直 子 

         教 育 長  國 本 與 一 

 

４ 出 席 職 員  教 育 次 長  大 竹 明 男 

         教 育 総 務 課 長  髙 須 利 幸 

   学 校 教 育 課 長    佐 藤   浩 

         学校給食ｾﾝﾀｰ所長  大 木 正 吾 

生 涯 学 習 課 長  榊 原   孝 

         図 書 館 長  根 本   優 

 

５ 事務局職員  教育総務課課長補佐 中 津 義 孝 

 

 

平成２６年６月２４日  

 

  署  名  人 

 

 

  署  名  人 

 

 

  会議録作成人 
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１ 委員長開会宣言 

  武井委員長 平成２６年度第２回富里市教育委員会定例会議を開会する。 

 

２ 前回会議録の承認 

   平成２６年度第１回定例会議会議録承認 

（署名人：森田委員，會田委員） 

 

３ 教育長報告 

・４月２５日，２６日は，教育長・校長（園長）ヒアリングを行い，学校経

営等の説明を受けた。 

・５月７日～１３日，学校教育課長とともに学校・幼稚園を訪問し，課題な

どについて説明を受けた。 

・５月１０日，ユネスコ協会とＰＴＡ連絡協議会の総会に出席し，ジョイン

トスクール構想の説明を行った。 

・５月１４日，教科書採択協議会が印西市で開かれ，委員長とともに出席し

た。今年度は小学校教科書と学校教育法附則第９条に関係する特別支援学級

用教科書の採択の年になっている。今後，教科書展示会で研修を深める予定

である。また，洗心小学校の在り方検討協議会に出席した。 

・５月１６日，関東甲信越静市町村教育委員会連絡協議会総会及び研修会に

委員長とともに出席した。新教育委員会制度についての説明もあったので，

別の機会に報告する。 

・５月２１日，市長，副市長との意見交換会を行い，有意義であった。今後

も機会を設けたいのでよろしくお願いする。 

・５月２１日に予定していた第二部会小学校陸上競技大会が順延され，２２

日に行われた。 

・５月２４日，富里南小学校の運動会，文化団体連絡協議会総会に出席した。 

 なお，６月定例議会は６月２日に開会し，１９日に閉会する予定である。 

 また，６月はスイカロードレース大会も行われるので，委員の皆さまの御

協力をお願いする。 

 

４ 教育委員報告 

委員 ５月２４日，富里南小学校の運動会に出席した。よく整備された緑

に囲まれた小学校であった。放送係の児童のアナウンスは，運動が苦手

だと思われる子どもの名前を呼んで応援していた。また，高学年の応援

団が近くまで来て一緒に走るなどの励ましが自然な雰囲気で行われ，感

銘を受けた。また，１年生は入学して間もないが運動会に向けて一生懸
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命練習してきたことがよくわかった。ジョイントスクールの取組の一環

として富里南中学校の生徒が１０名程度手伝いにきており，１年生が並

ぶ際に声をかけたりするなど，活動の一部を任されていた。中学生は頼

りにされることを喜んでいたと思う。運動会全体の運営もスムーズであ

り，先生方の指導が行き届いていると感じた。緑と優しさに溢れる運動

会であった。 

 

５ 専決処分の報告 

（１）平成２６年度教科用図書印旛採択地区協議会委員及び専門調査員の選任

について（学校教育課） 

 

武井委員長 報告第１号については，富里市教育委員会会議規則第１０条

第１項第５号の規定により，非公開としたいと思う。 

    ご異議はあるか。 

     ― 異議なし ― 

   異議なしと認め，非公開とする。 

 

國本教育長 報告第１号は，平成２６年度教科用図書印旛採択地区協議会

委員及び専門調査員の選任について，平成２６年５月１４日付けで専決

処分したものである。 

 

武井委員長 報告第１号についての質疑等を終了したので，非公開を解く。 

 

（２）富里市学校体育施設運営委員の委嘱について（生涯学習課） 

 

國本教育長 報告第２号は，富里市学校体育施設運営委員の委嘱について，

平成２６年５月１９日付けで専決処分したものである。任期は平成２６

年４月１日から平成２７年３月３１日までである。 

 

＜質疑等＞ 

   質疑等なし 

 

６ 議案 

武井委員長 議案第１号から議案第１１号まで，提案者である國本教育長

から提案理由の説明を求める。 
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國本教育長 議案に対する提案理由について説明をする。 

  まず，議案第１号学校施設環境改善交付金「平成２４年度施設整備計

画」の事後評価については，富里市教育委員会行政組織規則第８条第１

項第２２号の規定により教育委員会の議決を求める。 

  次に議案第２号富里市立各小学校における休業日変更の承認について

は，小学校第４学年及び第６学年の児童に対し，総合的な学習の時間の

授業を行うため，富里市立小学校及び中学校管理規則第１９条の２第２

項の規定により，夏季休業日の変更について，教育委員会の議決を求め

る。 

  次に議案第３号富里市立幼稚園保育料等の減免に関する規則の一部を

改正する規則の制定について及び議案第４号富里市私立幼稚園就園奨励

費補助金交付規則の一部を改正する規則の制定については，国が定める

幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の改正に伴い，公立幼稚園の保育料の

減免額及び私立幼稚園就園奨励費の補助限度額，その他所要の改正につ

いて，教育委員会の議決を求めるものである。 

  次に議案第５号富里市特別支援教育就学奨励費支給要綱の一部を改正

する告示の制定については，国が定める要保護児童生徒援助費補助金及

び特別支援教育就学奨励費補助金交付要綱の改正に伴い，就学奨励費の

支給内容の改正について，教育委員会の議決を求める。 

  次に議案第６号は，富里市就学区域審議会委員について，委員の退任

により欠員が生じたため，富里市就学区域審議会条例第３条の規定によ

り，教育委員会の議決を求める。 

  なお，任期は，前任者の残任期間である平成２６年４月１日から平成

２７年３月３１日までである。 

  次に議案第７号は，富里市学校評議員の委嘱について，平成２６年３

月３１日で任期満了となったため，富里市学校評議員の委嘱等に関する

規則第４条の規定により，教育委員会の議決を求める。 

  なお，任期は，平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日までで

ある。 

  次に議案第８号は，富里市就学指導委員会委員について，平成２６年

３月３１日で任期満了となったため，富里市就学指導委員会条例第３条

の規定により，教育委員会の議決を求める。 

  なお，任期は，平成２６年４月１日から平成２８年３月３１日までで

ある。 

  次に議案第９号は，旧岩﨑家末廣別邸保存活用基本構想策定委員会委

員の委嘱について，教育委員会の議決を求める。 
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  なお，任期は，旧岩﨑家末廣別邸保存活用基本構想策定委員会の所掌

事務が終了するまでである。 

  次に議案第１０号社会教育委員の委嘱については，委員の退任により

欠員が生じたため，富里市社会教育委員条例第１条の規定により，教育

委員会の議決を求める。 

  なお，任期は，前任者の残任期間である平成２６年４月１日から平成

２７年３月３１日までである。 

  次に議案第１１号富里市図書館協議会委員の任命については，委員の

退任により欠員が生じたため，富里市立図書館条例第３条の規定により，

教育委員会の議決を求める。 

  なお，任期は，前任者の残任期間である平成２６年４月１日から平成

２７年３月３１日までである。 

よろしくご審議の上可決されるようお願いする。 

 

武井委員長 議案第１号及び議案第２号は，個別に審議する。 

 

（１）議案第１号 学校施設環境改善交付金「平成２４年度施設整備計画」の

事後評価について 

 

教育総務課長 学校施設環境改善交付金に係る施設整備計画の事後評価に

ついて，地方公共団体は，学校施設環境改善交付金交付要綱第８条に基

づき，自らが策定した施設整備計画について，計画期間の終了時に施設

整備計画の目標の達成状況等について評価を行い，公表するとともに，

文部科学大臣へ報告することとされている。平成２４年度分の整備計画

が終了したので，報告して議決を求めるものである。 

  内容については，富里南小学校は地震補強・防災機能強化として校舎

の耐震補強工事を実施した。日吉台小学校は防災機能の強化として，体

育館の天井材の撤去，強化ガラスに付け替えるなど屋内運動場安全対策

工事を実施した。富里小学校は大規模改造としてスロープを設置した。

七栄小学校も大規模改造として多目的トイレとスロープを設置した。 

  富里第一小学校，日吉台小学校，根木名小学校，七栄小学校，富里中

学校及び富里北中学校は，図書室，会議室に空調設備を設置する工事を

行った。 

  公表については議決を経た後に市のホームページに公開するものであ

る。 
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＜質疑等＞ 

委員 すべての小中学校で図書室の空調設備が整備されたのはありがたい

と感じる。暑さ対策として空調設備のある教室を活用して，学習活動

に取り組んでいただきたい。耐震補強工事についても計画的に進めら

れているので安心している。 

武井委員長 本来であればすべての教室に空調を整備することができれば

よいのだが。将来的には整備したいと考える。 

 

＜採決＞ 

議案第１号は，賛成全員により原案のとおり可決した。 

 

（２）議案第２号 富里市立各小学校における休業日変更の承認について 

 

学校教育課長 小学校の教育課程で位置づけられているキャリア教育，ゆ

め・仕事ぴったり体験という授業について，事業所等への体験活動が

含まれるため，夏季休業日に実施する日を休業日から変更するもので

ある。 

 

＜質疑等＞ なし 

 

＜採決＞ 

議案第２号は，賛成全員により原案のとおり可決した。 

 

武井委員長 議案第３号及び議案第４号は，一括して審議する。 

 

（３）議案第３号 富里市立幼稚園保育料等の減免に関する規則の一部を改正

する規則の制定について及び議案第４号 富里市私立幼稚園就園奨励費補助

金交付規則の一部を改正する規則の制定について 

 

学校教育課長 国が定める幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の改正に伴い，

公立の幼稚園保育料は減免，私立の幼稚園については就園奨励費の補

助額を改正する議案の提案である。 

 

＜質疑等＞ なし 
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＜採決＞ 

議案第３号及び議案第４号は，賛成全員により原案のとおり可決した。 

 

武井委員長 議案第５号から議案第１１号までは，個別に審議する。 

 

（４）議案第５号 富里市特別支援教育就学奨励費支給要綱の一部を改正する

告示の制定について 

 

学校教育課長 新入学生は，学用品費と通学用品費を購入した者に対する

補助があり，そのほか第２学年以上でないと受けられない通学用品費の

補助規定がある。第２学年以上を補助対象とする規定について，新入学

生除外の要件がなくなるため，年度の途中で購入する必要がある場合は

２分の１補助の対象になるという提案である。 

 

＜質疑等＞ なし 

 

＜採決＞ 

議案第５号は，賛成全員により原案のとおり可決した。 

 

（５）議案第６号 富里市就学区域審議会委員の委嘱について 

 

学校教育課長 ７名の委員のうち３名が退職や異動などで欠員が生じたた

め前任者の残任期間について委嘱するものである。 

 

＜質疑等＞ なし 

 

＜採決＞ 

議案第６号は，賛成全員により原案のとおり可決した。 

 

（６）議案第７号 富里市学校評議員の委嘱について 

 

学校教育課長 富里市学校評議員の委嘱等に関する規則により，１校５名

以内であるが，慣例により１校３名の学校評議員について委嘱する。 

  学校評議員は，単年度の任期であり，校長から推薦を受け，今年度は，

３３名中新規に委嘱する者が１２名である。 
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＜質疑等＞ なし 

 

＜採決＞ 

議案第７号は，賛成全員により原案のとおり可決した。 

 

（７）議案第８号 富里市就学指導委員会委員の委嘱について 

 

学校教育課長 任期満了により，新たに平成２６年４月１日から平成２８

年３月３１日までの期間，丈六富里特別支援学校教頭は継続，滝口富里

小学校長は新任として委嘱するものである。 

 

＜質疑等＞ なし 

 

＜採決＞ 

議案第８号は，賛成全員により原案のとおり可決した。 

 

（８）議案第９号 旧岩﨑家末廣別邸保存活用基本構想策定委員会委員の

委嘱について 

 

生涯学習課長 国有形文化財に登録された３棟の建物を中心として，庭園

の整備，管理，保存，活用に関する基本方針や管理基準に関することに

ついて検討し，教育委員会に提言する目的の委員会の委員について，５

名の委嘱を提案する。 

  小山工業高等専門学校名誉教授の河東義之さんの専門は，近代建築史

学であり，旧岩﨑家末廣別邸の寄附に関し，初期の段階から調査に加わ

り，設計者と考えられている津田さくさんの唯一の研究者でもある。 

  藤井英二郎さんは，千葉大学園芸学研究科の教授で，専門分野は造園

学，環境植栽学，岩﨑久彌さん直系の孫と親交があり，過去に末廣別邸

の樹木の調査を行っている。鎌田元弘さんは，千葉工業大学工学部の教

授で，専門分野は都市・農村計画学，主にまちづくりに関係する研究や

経過を元に実践活動を行っている。山崎鯛介さんは東京工業大学大学院

准教授で専門分野は建築史学，近代建築の若手研究者であり，旧岩﨑家

末廣別邸の寄附に関し，河東さんと同様に初期の段階から調査に加わっ

ている。また，国の有形登録文化財の書類の作成では，旧岩﨑家末廣別

邸の所見を執筆していただいた。松井敏也さんは筑波大学大学院准教授
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で専門分野は文化財保存科学で，世界遺産の登録で話題となった富岡製

糸工場の科学的保存について多くの助言を行っている。 

以上，５名の委員により年間４回の審議をいただく。初回の会議は６

月２７日に予定している。 

 

＜質疑等＞ なし 

 

＜採決＞ 

議案第９号は，賛成全員により原案のとおり可決した。 

 

（９）議案第１０号 社会教育委員の委嘱について 

 

生涯学習課長 １２名の委員のうち学校教育関係者の退職による３名，推

薦母体の役員改正による３名を合わせて６人の欠員が生じたため，前任

者の残任期間について委嘱するものである。 

 

＜質疑等＞ なし 

 

＜採決＞ 

議案第１０号は，賛成全員により原案のとおり可決した。 

 

（１０）議案第１１号 富里市図書館協議会委員の任命について 

 

図書館長 委員の欠員が生じたため前任者の残任期間について任命するも

のである。 

 

＜質疑等＞ なし 

 

＜採決＞ 

議案第１１号は，賛成全員により原案のとおり可決した。 

７ 協議事項 

（１）学校適正配置検討委員会答申について（教育総務課） 

  教育総務課長 前会議では「３中学校区体制の維持について」の確認をい

ただいた。今日の会議は「複式学級の解消、学校統合の必要性につい

て」御協議いただく。答申では，本市における基本的な考え方が示され

ているので朗読する。～以下の文書（答申）を朗読～ 
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   基本的な考え方 

（１）学校教育の質の確保・向上の重視 

これからの本市における学校の規模や配置を検討するに当たり、最も基

本としたのは、子どもたちに提供する教育の質の確保・向上を図るとい

う点である。 

教育の質に直接関わる学校の教育課程については、国が定める基準であ

る学習指導要領の大綱化・弾力化が進められており、各学校の裁量が拡

大している。各学校においては、教育課程や学習指導などの工夫改善に

努め、学力向上をはじめ子どもたちの豊かな成長を保障することが求め

られている。そのためには、何より教師の資質や能力の向上に努め日々

の授業などを充実することが重要であるとともに、その基盤となる教育

環境を整えることが必要である。 

（２）集団の規模の面から教育環境を整えることの重要性 

学校教育は、学級・学年という一定規模の集団を前提として成立する制

度である。この中で、子どもたちは互いに学び合ったり、よい意味での

競争心をもって切磋琢磨したり、仲間同士で協力しあって何かを達成し

たりするなど、様々な経験などを通して、それぞれの発達段階に見合っ

た学習を進め、自主性や主体性、更には社会性や協調性などを身に付け

ていくこととなる。 

 集団の小規模化が学校教育に及ぼす影響については、もとよりマイナ

スの面だけでなくプラスの面もあるが、学習指導や学校運営など教育活

動全般にわたり、適正規模との乖離の程度に応じてマイナスの影響は大

きくなっていく。 

 子どもたちにとって、どのような教育がもっとも望ましいものである

か考えたとき、教育の中身に格差が生じないよう、学校規模の面から教

育環境を見直さなければならない。 

（３）本市における基本的な考え方 

国における学校規模についての考え方は、小学校についてはクラス替え

が可能な、中学校については教育活動において生徒の多様な希望に応え

ることが可能な、１学年複数学級が確保できる１２学級から１８学級を

適正規模としている。 

 ただし、１２学級を下回った場合においても、ある程度の規模が確保

できれば、様々な工夫や努力を行い、特色ある学校づくりや教育活動を

推進することによって、学校教育本来の機能を発揮できるものと考えら

れる。 
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 そこで、学校教育の質の確保・向上を図ることを重視し、本市におけ

る学校の規模の在り方について慎重に検討した結果、複式学級が恒常的

に設置されることのないようにすること、つまり少なくとも各学年ごと

に学級が編制できる規模までとすることが必要であると考えた。 

複式学級を編制する場合、異学年の子どもたちの人間関係が深まり上学

年の子どもの成長が見られる一方、授業を中心に大きな困難がある。具

体的には、子どもの側からみると、何より、教師から当該学年の内容に

ついて直接丁寧な指導を受けることができる時間が，複式学級でない場

合に比べて少なくならざるを得ない。各学年ごとに学習のねらいがある

が、それらを同時に達成することは相当難しいことである。 

さらに、「児童生徒が多様な考えを出し合って互いに学び合い磨き合う

ことができず、個々の考え方をより深く練り上げていくことが難し

い」、「人間関係が固定化され、ややもすると社会性やコミュニケーシ

ョン能力の育成が難しい」、「児童生徒数が少ないことから、児童生徒

の活動が制限されることがある」といったことが指摘できる。 

また、教師の側からみると、常に２学年分の教材研究を行いながら、こ

のような困難な点をできるだけ克服するように指導方法を工夫し展開す

る高い力量が求められる。教職員数が少ないため個々の役割が多くなる

ことと重なって、過重な負担が生じ、余裕をもって教育に当たることが

難しくなることが懸念される。 

さらに、保護者の側からは、自分の子どものほか同性の子どもが学級に

いない場合には、子どもの心情や成長を考えると不安に感じるとの声も

聞かれる。 

上記のような複式学級が抱える教育上の困難性を考慮するとき、小規模

特認校としての指定など一定の複式学級解消の取組を経て、それにもか

かわらず、その解消の見通しが立たない場合には、学校の統合を行うこ

とを基本的な原則とすることが適当と考える。 

 

  教育総務課長 以上が基本的な考えとして，学校適正配置検討委員会の答

申でまとめられたものである。また，学校適正配置検討委員会で複式学

級になることの影響，メリット，デメリットをまとめた資料をご覧いた

だきたい。 

 

 ～ 以下 答申資料（複式学級になることの影響） ～ 
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複式学級になることの影響  

 

１ 学習指導面 

少人数学級の場合の一般的なメリットとしては各学級において個に応じたきめ細かな指

導が可能である。 

しかし，複式学級になると発達段階や学習内容の異なる子どもたちが同一学級に在籍

することから，学級全体で共通の学習課題について児童生徒が多様な考えを出し合って

互いにみがき合い学び合うことができず，個々の考え方をより深く練り上げていくことが

難しい。 

 

２ 生活指導面 

少人数学級の場合，職員は個々の児童生徒の特性を把握しやすく，密接な人間関係の

もと個に応じた適切な生活指導ができる。しかし，少人数になる程，人間関係が固定化

され，ややもすると社会性やコミュニケーション能力の育成が難しい。 

 

３ 学校運営 

全職員が共通理解のもと，児童生徒の指導にあたることができ，家庭や地域との連携が

図りやすい。しかし，児童数や職員数が少ないことから，児童生徒の活動が制限される

ことがある。 

場

面 
メリット デメリット 

 

 

学 

 

習 

 

指 

 

導 

 

面 

○ ある程度，個別指導の時間が確保

され，個に応じた課題を設定し，きめ細

かな指導ができる。 

○ 異学年で学び合うことで，教え合っ

たり助け合ったりすることができる。 

○ 自学自習の力が向上する。 

 

● 指導者が同一学級の他学年の子ど

もについている時には自習になってしま

い，時間を有効に使いにくい。 

● 発達段階や学習内容が異なるため

，学級全体で共通の学習課題について

互いに意見を出し合って考えを深めて

いく話し合いの場面が設定しづらく，個

々の考えをさらに深めていくことができ

ない。 

● 体育でチーム編成を必要とする競

技種目や音楽の合唱や合奏などの指

導が難しい。 

● 校外学習や社会科見学など，学年

独自の計画による行事が設定しにくく，

学習目標の達成に影響する。 
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生 

  

活 

 

指 

  

導 

  

面 

○ 上学年と下学年の児童生徒の人間

関係が深まり，異年齢間の活動をスム

ーズに行うことができる。 

○ 上学年としての自覚を促し，責任あ

る行動をとらせ，下学年には上学年に

対しての尊敬の念を持たせる指導がで

きる。 

● 特定の児童生徒の言動が集団に

与える影響が大きく，一度関係が悪化

すると改善が難しい。 

● 下学年は上学年への遠慮があり，

伸び伸びと生活できない子どももでてく

る。 

● 人間関係や学級の中での役割が固

定するので，多様なものの見方や考え

方にふれたり，新しい可能性に挑戦した

りする機会が少なく，社会性が育ちにく

い。 

学 

  

校 

  

運 

  

営 

○ 教職員は複式授業のあり方につい

ての研修を深める必要があり，成功した

場合は特色ある学校運営に結びつく。 

○ 家庭や地域の支援を生かし，地域

に開かれた学校運営が可能である。 

● 学級担任は２学年分の教材研究を

したり教材作りをしなければならないの

で，負担が大きい。 

●職員数が少ないことから学校運営全

般において，児童生徒の活動を制限し

たり，選択の幅がせばまることがある。 

  教育総務課長 これらの考え方を基に答申の２番目として「複式学級の解

消、学校統合の必要性について」が出されたので朗読する。 

～ 以下の文書（答申）を朗読 ～ 

 

（２）複式学級の解消、学校統合の必要性について  

子どもたちに公平な学習環境を提供するため、複式学級を解消するよう学

校規模の適正化に取り組むものとする。 

学校規模が過小（５学級以下）であり複式学級が設置され他校との教育格

差が生じるおそれがあると推測されるとともに、今後、児童が増加する見込

みが極めて少ない学校については統合が必要な学校とする。 

洗心小学校については、児童数の減少に伴い、これまで教員配置の工夫や

小規模特認校制度の実施等により複式学級にならないように努めてきたが、

平成２５年度から複式学級が発生しており、今後の解消が見込めない。 

このため、上記の方針に基づいて、洗心小学校は隣接する富里南小学校と

早急に統合することが妥当である。 

  教育総務課長 以上が２番目の答申の内容である。さらに，資料として，

平成２１年１１月１７日に「洗心小学校の複式学級への対応に係る教育

委員会としての見解」をご覧いただきたい。 
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資 料 

 

洗心小学校の複式学級への対応に係る教育委員会としての見解  

                                     平成２１年１１月１７日  

 

今日，全国的な規模で少子化が進み，市内においても緩やかではありますが，児

童生徒数の減少が顕著に現れています。特に洗心小学校においては今後の児童数

の推移を予測しますと，毎年少しずつ児童数が減少し，４年後には１学級，６年後に

は２学級が複式学級になる状況です。 

複式学級は，発達段階の異なる子どもたちが同一学級に在籍することから，1 つ

の教室で，一人の担任による２つの学年の授業が同時展開されることになります。 

一方の学年に対して教師が指導しているときは，もう一方の学年は自習体制をと

らざるを得ません。このような学習形態ですと，子どもたちが互いにみがき合い，高め

あう学習は期待できません。 

また，下学年は上学年への遠慮から，同一学級の中でのびのびと生活できない子

どももでてくることが予想でき，社会性やコミュニケーション能力を育成することが十

分でない状況になります。さらに，社会科見学やチーム編成を必要とする体育の競

技種目，行事などが実施しにくく，学習目標の達成にも影響してくることが予測できま

す。 

そこで，教育委員会としては教育の機会均等，また教育の質の保証という視点か

ら，複式学級は避けたいと考えております。そして，複式学級を避けるべく方策を慎

重に協議してまいりました。その結果，平成２２年度から洗心小学校を小規模特認

校として指定し，学区外児童を受け入れることで，児童の増加を考えていけばよいの

ではないかという結論に達しました。このことについては，リーフレットを作成し，市内

全ての小学校の就学時健康診断の折，新１年生保護者を対象に説明しました。 

また，１１月１５日号の「広報とみさと」に掲載し，小規模特認校について全市的に

周知しました。 

今後，教育委員会としては，平成２２年度から平成２４年度までの３年間※，小規

模特認校としての児童数の推移を見守っていくことにいたします。 

しかし，それでも，なおかつ複式学級が避けられない状況が生じた場合は，統合も

やむを得ないと考えております。 

以上，洗心小学校の今後の方向性についての富里市教育委員会見解といたしま

す。 

※ 小規模特認校制度の延長により，平成２５年度及び平成２６年度実施中 
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教育総務課長 平成２１年１１月１７日に教育委員会で確認した事項の結

論としては，「今後，教育委員会としては，平成２２年度から平成２４

年度までの３年間，小規模特認校としての児童数の推移を見守っていく

ことにいたします。しかし，それでも，なおかつ複式学級が避けられな

い状況が生じた場合は，統合もやむを得ないと考えております。」と洗

心小学校について，考えていたところである。 

武井委員長 それでは，学校適正配置検討委員会答申の内容「複式学級の

解消、学校統合の必要性について」の協議を行う。 

  まず初めに，答申で示された公平な学習環境の提供とは何か。教育格

差が生じるおそれがあると推測されるのはどういう場合かなど，委員の

みなさんはどのように考えるか，意見を求める。 

委員 保護者として気がかりなことは，友達関係であろう。複式学級は小

さな学年集団であり，友達関係が固定化されてしまうと，その雰囲気に

なれない子どもがいた場合に関係改善のきっかけを作るのが難しいと思

う。保護者としては，たくさん友達を作ってもらいたいと願っていると

思うが，かなわないことになる。 

  たくさんの人と関わりを持ち，悩み，葛藤することなどを通して，心

の成長や社会性を育んでいくものと考える。 

武井委員長 ただいまの意見について確認するが，人数の少ない学校であ

ることは，公平な学習環境の提供が難しいことや教育格差が生じるとい

うことにつながるということであるか。 

― 委員了承 ― 

委員 複式学級になると，一つの教室に２学年の子どもたちが集まる。授

業を進める場合には，どの学年も１時間ごとの学習のねらいがはっきり

している。学年に応じたねらいを達成するために授業が組まれるのだが，

２学年が一緒に授業を進めていくと，それぞれのねらいを達成すること

に困難が生じると考える。単純に考えると，担任の先生から指導を受け

る時間が半分になる。他の学年を指導している間は，自習課題の活動と

なり，年間を通して担任から指導を受けないという時間が多くなってし

まうことになる。１年間で複式学級が解消されず，今後，何年も続くと

いうことになれば，直接指導を受けられない時間は相当なものになり，

伸びるべき子どもたちの能力が充分に伸ばせないということにもつなが

るのではないかと考える。 

  また，学級全体で共通の課題について，それぞれの意見を出し合って

磨きあう時間を確保することが難しく，一人ひとりの考えを深く練り上

げていくことが大変困難になっていくのではないかと考える。 
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  したがって，複式学級は，できる限り避けるべきであると考える。 

武井委員長 小規模校の学習面でのメリットを考える以上に公平な学習環

境が提供できない，ということは教育格差が生じるという意見である。 

委員 学習面だけを考えると，お金のかかることではあるが，塾や家庭教

師などが充実している時代であるので，学力については，伸ばすことが

可能だと思われる。また，人数が少なければ，かなりの確率で，いじめ

は起こらないだろうと思う。そういう良い点が小規模校にある。 

  しかし，答申の基本的な考え方「（２）集団の規模の面から教育環境

を整えることの重要性」の中で示されているように，社会性や協調性を

高めることは，一番重要なことであると私は思う。 

  幼少期からお互いにいろいろな意見を率直に言って，いろいろな考え

のある人がいるのだということを小さいころから理解することは，これ

から社会に出て行くときに一番必要なことである考える。 

  人数が多くなると，いじめが起こりえるということもあるが，たくさ

んの人数の中で競争心をもって切磋琢磨するなどの経験が必要である。 

  そのためには，１クラス１０人以上の児童がいるような環境にもって

いくことがいま必要であると考える。 

武井委員長 これまでの洗心小学校は，多少，子どもが少なく，小規模校

としてのデメリットがあったとしても，先生方の工夫や努力，地域の方

の協力で，デメリットを補うのに充分なメリットがあったと思う。 

  洗心小学校の行事に参加するたびに素晴らしい学校であることを感じ，

これなら子供たちは健やかに成長できるなという思いをもっていた。 

  しかし，現状はあまりにも子どもたちが少なくなり，複式学級が発生

してきた。市で雇用する非常勤の講師は，担任がもてないため，委員の

意見のような学習活動の状況となる。２人の委員の意見にあるように，

人数が少ないと学習だけではなく，友達の関係，子どもを育てていく環

境としては足りないところがあるのではないかというのが委員共通の意

見として考えてよいか。 

― 委員了承 ― 

武井委員長 平成２２年度に小規模特認校制度を導入し，地域の皆さんの

努力もあったが，子どもたちの人数が増えていくことがなく，いまの現

状では，公平な学習環境の提供ができていないと感じている。 

  それでは，今後，複式学級の解消が見込めない場合には，統合が必要

であるという答申について，みなさんはどのような意見があるか。 

委員 複式学級は，人間関係，友達関係の面での成長を考えると，保護者

としては好ましくないと思うので複式学級の解消のために統合したほう
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がよいと思う。 

委員 洗心小学校の良さがよくわかり，本当に残念だなと思う。いろいろ

な策を講じても複式学級の解消の目処が立たないならば，将来的なこと

を考えると統合は止むを得ないと思う。ただ非常に残念である。 

武井委員長 １学年で１０人前後，ある程度の人数がいる場合と，２人，

３人しかいないということになると状況が違ってくると思う。 

委員 洗心小学校は伝統も歴史もあり，よい学校だと思うが，まず子ども

たちのこと，子どもたちの将来を考えると統合を避けられない。むしろ

進めていくべきであると感じている。 

國本教育長 複式学級のメリット，デメリットの話しに戻るが，保護者の

方からは，「洗心小学校は小規模校なので先生方の目が行き届いてよい。

人数が少ないので子どもたちが兄弟のように育つ。」ということが聞か

れるが，私は保護者の言うとおりの良さが洗心小学校にあると思う。 

  実際に授業をみる機会がたびたびあるが，授業の進め方は非常に難し

いものがある。 

  委員の皆さまに授業を参観していただいたときは，同じ詩を題材とす

る授業を２学年で行っていた。その授業では，下の学年の子どもたちが

習わない漢字が含まれていた。先生方は吟味をして授業を進めるのだが，

そういった不具合が出ていた。 

  また，学年に応じて質問の内容を変えると授業がたびたび中断してい

る。子どもたちの思考の連続性が保てないということになる。直接，そ

の学年に指導できる時間は，上手に行っても４５分の半分である。上手

に行わないと偏りがでてしまうという弊害がある。２学年を担任１人で

進めていくことは誰にでも務まるものではないと感じる。先生方にその

力量があるかについては，校長としても頭を悩ませる問題であると思う。 

  洗心小学校と浩養小学校の授業を参観したときに，洗心小学校の複式

学級ではない学年であっても，子ども同士の充分な話し合い活動が難し

く，先生対子どもの授業という風景である。浩養小学校は，若干人数が

多く，１０人ぐらいの子どもたちがいるので，子ども同士で話し合う授

業展開をみることができた。ある程度の学級の規模がないと一般的な授

業はできないことがわかった。 

  平成２１年１１月１７日に教育委員会としての見解が示されているが，

その方針を基に進めていくべきではないかと考える。 

武井委員長 統廃合の後に跡地の問題を考えるのか，それとも統廃合の方

向が決まった時点で跡地利用を考えていくのか。 

教育総務課長 統廃合後の跡地利用を先に考えて話を進めていくのは，統
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廃合が前提であるという話になってしまうので，教育委員会で統廃合を

決定する方針を固め，地元に入り，説明をしてから，その後に跡地利用

の話となる。 

  洗心小学校在り方検討協議会からは，子どもが増える工夫をしていた

だきたいという要望が出ているので，洗心小学校在り方検討協議会の要

望に対する考え方を整理し，委員の皆さまと協議して，今の（洗心小学

校の）ままであれば，統合は止むなしという方向になってから，地元に

説明をしていきたい。跡地利用については，このあたりを固めてからと

いうことになろうと思う。 

  また，答申では洗心小学校は南小学校と統合を進めるべきとあるが，

教育委員会では統合する学校については決めていないので，これから協

議をしていただく。 

委員 いままで洗心小学校在り方検討協議会に何回か参加してきた。 

  洗心小学校在り方検討協議会の全体的な意見は，統廃合に反対という

ものが多いが，洗心小学校地区の様々な質問の中では，跡地をどうする

のかという意見も出ている。 

  教育委員会では，方向性を決めて統廃合を平成何年までに行うために，

子供たちの通学をどうするかなどの計画を立てる中で，跡地利用の案を

何通りか作成する。 

  統廃合を目標としており，統廃合をした後は，跡地利用の例をこう考

えますよという案を提示する段階に来ているのではないかと思う。 

  今のままでいくと毎年同じことの繰り返しである。地元の方の中には

統廃合を進めたほうがよいという声も聞こえてくるので，案を提示して

説明に入るほうが，納得していただける方が増えるのではないかと思う。 

武井委員長 私も委員と同じ意見である。５人の委員から統廃合を進める

という意見が出てきたので，非公式でもよいので（跡地利用について）

市長部局の担当と話し合っていくことが必要ではないか。 

髙須教育総務課長 どこの小学校と統合することが適切であるかの協議が

され，平成何年度に統廃合を行うというスケジュール計画を決めていく

段階において，跡地をどのように利用するかを考えていくが，教育委員

会だけの話では，決められない場合がある。地元の方の意見を聞きなが

ら跡地利用を考えていきたいということについては，市長部局も教育委

員会も同じである。ある程度の跡地利用の例を示すことはできるが，そ

れはあくまで例であって，統廃合が決まって受け入れていただけること

になれば，地元と話しながら跡地利用を考えていくことになっていくと

思う。 
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武井委員長 課長の言われたことは必要なことであり，当然の経過を踏む

ことになると思う。やはり地元の方の意見を聞くのは必要なことで当然

であるが，そこにいくまでの過程があるわけで，その間に一番よい形で

跡地利用の話ができるようにしていくことが必要である。 

國本教育長 答申の１０頁目に盛り込まれている具体的な配慮事項として 

「⑤学校跡地の利用 学校統合後、廃校となる学校の土地、建物について

は、地域での市民利用等、住民ニーズを十分に踏まえて有効に活用でき

るよう、地域住民と組織的に協議を行う。」と書かれており，耐震工事

を教育委員会が行うということは，今後も跡地の利用ができるというこ

とも想定しているという意思表示でもある。 

  跡地利用の例を示すとなると，住民ニーズを踏まえてということでは

なく，一方的な案の例示となるので，筋としては教育委員会が決定し，

地元に説明できる状況になってから，地元と組織的に地元のニーズを踏

まえて話を進めていくことがよいと思っている。教育委員会が説明でき

る範囲と範囲を超えた部分は，別の組織で検討していくこととして分け

たほうが，うまく進んでいくのではないかという意見である。 

委員 洗心小学校区の方たちにとって洗心小学校は，コミュニティの拠点

であり，中心になるものがなくなることの不安があると思う。 

  統合が決定した後にという手順は，充分わかるのだが，やはりコミュ

ニティの場となるような施設といったものを約束していく，もしかした

ら富里市全体のコミュニティの場となるということもあり得る。 

  構想，計画の立て方によって，利用の幅が広がっていくものだと思う。

そのあたりを住民に示したうえで，統合についての話を進めていかない

と納得されないと思う。 

武井委員長 子どもが一番大事なので，子どもを優先に考えて統合という

ことを考える。洗心小学校区の地域の人たちは洗心小学校への思い入れ

が強く，統合によって廃校になる心の痛みは大変なものであるため地域

の人たちの気持ちを少しでも和らげていきたい。委員みなさんの言いか

たは違うが同じような考えであると思う。 

委員 洗心小学校在り方検討協議会で，洗心小学校がなくなると，よりど

ころがなくなるという意見が圧倒的にあった。日吉台には北部コミュニ

ティセンター，七栄には中部ふれあいセンターがあり，南部にはない。 

  あそこ（洗心小学校）には体育館があり，グランドがあり，富里の中

で唯一のコミュニティセンターとして確保ができる。 

  そういったことも含めて考慮をしていけば，地元だけでなく市全体と

して利用の幅が増えるのではないか。なおかつ，洗心小学校区の人たち
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も有効に使えるという跡地利用の提示をすることもできるのではないか

と考える。 

大竹教育次長 統廃合があった後については，大事な問題であると認識し

ている。その後の利活用を考えると教育委員会だけで考えると分野が狭

まってしまうことも事実である。どこの段階でどういう提案をしていく

かについて，今の段階では教育委員会の所掌する分野として考えるため，

教育総務課長の答弁のような形になる。委員のみなさんがいうように，

（統合と跡地利用を）併せて考えていくことで地域の方が納得していた

だけるよう進めたいことは承知している。 

  委員会で所掌している事項について，地域から強い要望があれば教育

委員会として対応していける。例えば，耐震が整う施設があり，体育館

があり，グランドもあるのでスポーツ分野での施設としての利活用がで

きるよう教育委員会として動くことができる。 

  一方で，コミュニティセンターとしての要望があれば，市長部局を交

えて協議するという，段階的なお話になる。 

武井委員長 最終的には，教育委員会だけではなく富里市として考えてい

くということになる。 

大竹教育次長 洗心小学校の耐震化工事については，これから施工内容と

業者が決定されていく段階である。この予算については，市長が議会本

会議場で「私自身の決断である。」と強くおっしゃられていた事項であ

ると認識している。この施設については，市長，市長部局が責任をもっ

て応じていく意思表示だと思うので改めて申し上げる。 

武井委員長 ほかに委員から意見はあるか。 

  それでは，答申の（２）「子どもたちに公平な学習環境を提供するた

め、複式学級を解消するよう学校規模の適正化に取り組むものとする。 

 学校規模が過小（５学級以下）であり複式学級が設置され他校との教育

格差が生じるおそれがあると推測されるとともに、今後、児童が増加す

る見込みが極めて少ない学校については統合が必要な学校とする。」の

部分については，教育委員会としても理解し，子どもたちに公平な学習

環境を提供するため、複式学級を解消するよう学校規模の適正化に取り

組むものとし，複式学級の解消が見込まれない場合に統合は止むを得な

いものとして進めていく。 

ただし，洗心小学校の統合先については，今日の会議内容を踏まえて，

委員それぞれがよく考えていただき，次回の会議で協議を行う。これで

本日の協議事項を終わる。 
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７ 報告事項  

（１）月例報告（各課等） 

  教育総務課  

・５月１５日，エレベータ設置の要望について，教育長，教育総務課，学

校教育課で対応した。 

・６月２４日，教育委員会定例会議を予定する。 

 

  学校教育課  

・５月２２日，小学校２部会陸上大会では４つの種目で優勝，リレー種目

で３チーム，個人種目で１７名の子どもが郡大会に出場する。 

・５月７日～１４日，教育長とともに各小中学校，幼稚園を訪問した。 

細かな課題等を指導していく。 

・６月１６日から県教育長，北総教育事務所所長，次長訪問が始まる。 

 

学校給食センター 

・６月１３日千葉県学校給食センター研究会第一地区総会を予定する。 

・現在の工事の進捗状況は，外壁，屋根工事がほぼ完了し，内部工事の給

排水，電気，換気関係を行っている。外回りの工事では受水槽の基礎を

行っている。本体工事の検査を行い，７月１５日に引渡しを受ける予定

である。 

・８月２１日，幼稚園，小中学校の給食を調理し，配送，回収の全ての作

業を行う予定である。 

・８月１８日，新学校給食センターを披露するイベントを考えている。 

 

生涯学習課  

・５月１０日，市 PTA 連絡協議会定期総会，富里ユネスコ協会総会が実施

された。 

・５月２４日，市文化団体連絡協議会理事総会が開催され，４月，５月の

外部団体総会が終了した。 

・６月２７日，旧岩﨑家末廣別邸保存活用基本構想策定委員会を開催する。 

・６月８日，スイカロードレース大会一般競技役員説明会を予定する。 

・スイカロードレース大会の変更点について，スタート時間を５キロの部

を５分，１０キロ一般の部を１０分早め，３キロの部は１０分遅らせた。

１０キロランナーとの交錯を防ぐ目的である。駐車場は，酒々井アウト

レットの場外駐車場を借りることができたものの，スーパーの開発等で

駐車場が減少し，昨年より３００台減の３，７００台の確保となった。 
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・申込みを受けて，抽選後，入金があったのは１万３，５３１人である。 

・成田空港株式会社にメインスポンサーが変わった。 

委員 昨年度，乳児のいるベビーカーを押すランナー，子どもを胸に抱

き走るランナーがいた。規制を考えているか。 

生涯学習課長 参加者のモラル，常識の問題であると考えてはいるが，

スタート時点で見かけた場合，陸上競技連盟，競技役員から注意を強

く呼びかける取組みを行う。また，熱中症予防対策などのアナウンス

を強く呼びかけていきたい。 

委員 できれば，参加要項の中にベビーカーを押すランナーなどの参加

をさせないよう，強い書き方をしてもよいのではないか。主催者とし

て押さえるようにしてはいかがと思うが。 

生涯学習課長 譲渡か貸与かわからないがランナーのなりすまし，年齢

の偽り，走るのにふさわしくない仮装など，思いつく事項について注

意事項集として改めて作るかどうか，検討させていただきたい。 

教育次長 常識では考えられないが，子どもを抱きかかえて走る，ベビ

ーカーを押して走るランナーについては，単体（１人）として申込み

があった者が複数人で走るということにもなるので，きちんと整理を

しておくべき問題である。仮装については，お祭り的要素があり，盛

り上げる趣旨があって，なかば是認している経緯と経過がある。いた

ずらに大きいなど他の競技者に影響するものについては指導にとどめ

る。 

図書館  

・５月９日，浩養小学校市民図書室オリエンテーションとして，浩養幼

稚園の園児２１名が絵本等を借りていく事業を行った。 

・４月２９日～５月６日の祝日開館は，４，０７７名の利用で，１日平

均約８００名である。休日，平日の平均と比べると少ない印象がある。

子どもの入館者より大人の入館者が多数を占めていた。 

・５月３０日～６月２９日，利用者アンケートを実施する予定である。 

 

８ その他 

７月の定例会議は，７月２３日（水）に開催する。 

 

９ 委員長閉会宣言 

  武井委員長 以上で，平成２６年度第２回富里市教育委員会定例会議を終

了する。 


