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令和２年度 甚目寺東小・正則小地区委員会（学校間交流） 

甚目寺東小 会議録（大要） 

 

開 催 日 時 令和２年１２月１８日（金）午後４時００分～午後５時３０分 

開 催 場 所 甚目寺東小学校 会議室 

出 席 委 員  

学校運営協議会関係 

 吉田 憲司（学校運営協議会委員） 

 井村 なを子（民生・児童委員） 

 佐戸川 典嗣（ＰＴＡ会長） 

 伊藤 直子（ＰＴＡ母親代表） 

 村上 千代子（地域コーディネータ） 

甚目寺東小学校関係 

 萩野 登記子（甚目寺東小学校 校長） 

 朝賀 昭仁（甚目寺東小学校 教頭） 

 

欠 席 委 員 

 

学校運営協議会関係 

中間 友弘（おやじの会会長） 

 加藤 良平（ＰＴＡ副会長） 

 

出 席 者 

 

松永教育長、吉川教育部長、日比野教育次長、内山学校教育課長、 

岸主幹、杉藤主幹、野々目係長 

 

傍 聴 人 

 

 ０人 

 

議 事 日 程 

 

（１）地区委員会委員長の選任について 

（２）地区委員会の趣旨及び目的について 

（３）事前アンケートの内容について 

（４）その他ご意見聴取について 

（５）報告書（案）について 
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学校教育課長  本日は、ご多忙のところ、ご出席賜りましてありがとうございま

す。ただいまより、甚目寺東小学校・正則小学校地区委員会 学校

間交流 甚目寺東小学校 を開会します。 

 本日は、何かを決めていただくというものではなく、学校間交流

について皆様のご意見をいただく場とさせていただいております。

賛成意見、反対意見さまざまとあるとは思いますが、よろしくお願

いします。 

 最初に、本日の資料の確認をお願いします。 

 １ 次第        １枚 

 ２ 委員名簿      １枚 

 ３ アンケート集計結果 １部 

 ４ これまでの動き   １枚   以上です。 

それでは、最初に、市教育委員会を代表しまして教育長よりごあ

いさつをお願いします。  

教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（挨拶とお礼） 

 あらためまして、皆さんこんにちは。本日は、お忙しいところで

はありますが、皆様出にくい時間にお集まりいただきまして、大変

ありがとうございます。 

 日頃は市行政全般、そして教育委員会の事業等に対しまして、ご

理解とご協力を賜りありがとうございます。高い席からではござい

ますが、お礼をお申し上げます。 

 特に委員の皆様におかれましては、甚目寺東小学校の教育へ参画

していただく学校運営委員会の委員ということで、多大な貢献をい

ただいていることにつきまして、重ねてお礼を申し上げます。 

（新型コロナウィルス感染症予防の話） 

 皆様ご存じの通り、本年は、３月から新型コロナウィルス感染症

予防対策の影響で、学校教育に様々な影響がでております。校長先

生始め先生方、ＰＴＡの皆様、そして地域の皆様のご理解とご協力

を得て、学校運営を進めております。これも重ねてお礼を申し上げ

たいと思っております。 

 さて、あま市は昨日現在で１８０人の感染者が出ており、本当に

憂慮すべき状況です。学校においても、児童生徒への感染防止の行

動をとっておりますが、本当に心配な状況にあります。学校は、先

週今週の２週間を特に心配しながら、教育委員会とも連携を取りな

がら、緊張感をもってすごしています。来週の３日間を過ぎると、

冬休みに入ります。冬休み期間中は子どもたちの生活の場が学校か

ら家庭に移るため、家庭での感染予防が特に心配されます。そこで、

教育委員会と校長会の名前で家庭での感染予防に注意していただく

文書を出したいと思っています。市長も YouTube で、市民の皆様方

に感染予防を呼び掛けています。 

 最近、文部科学省の休校のガイドラインが、児童生徒の中に陽性

者が出ても、ある一定の要件を満たしていれば休校措置を取らずに
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教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校運営をしていくという方向性に変わりました。 

 あま市内の小中学校では、感染者は若干出ておりますけれども、

学校だけの判断ではなく、保健所にお伺いをしながら学校運営をし

ています。 

（これまでの動きについて） 

 本会議の話しに移ります。 

 あま市合併直後の１０年ほど前にあま市小中学校適正規模等検討

委員会という会議がありました。小規模校もあり、大規模校もある

ような状況で、これからのあま市の小中学校をどのようにしていく

か、学校の適正規模について話し合われました。その会議から、小

規模校にも、もちろん良さはあるのですが、ある一定の規模におい

ての均一化を目標にするという提言をいただき、教育委員会で提言

に基づいた方針を決定しました。それをうけて、三つの地区委員会

を設けて、順次検討をしてきました。 

 最初は甚目寺南小学校が非常に大きな学校であることから、甚目

寺南小学校と甚目寺小学校での適正規模化について、地区委員会を

持ちました。 

 二つ目に、七宝北中学校が非常に小さな学校であることから、美

和中学校と七宝北中学校の適正規模化ということで、地区委員会を

持ちました。 

 三つ目に、甚目寺東小学校と正則小学校で地区委員会を持ちまし

た。甚目寺東小学校は規模の大きな学校です。それに比べると正則

小学校は中規模校ということで、比較すると小さな規模と言えます。

そのなか、適正な通学距離についてが、一番大きな議題となりまし

た。甚目寺東小学校のお子さんは、４０分、５０分かけて登校して

いるというような状況にあります。 

 １０年前までは、美和七宝甚目寺という三つの行政区があって、

自分が住んでいる行政区以外の学校へ変わることができないという

ことでしたけれども、あま市が一つになったということで、適正規

模化について検討をしました。しかしながら、学区の見直しという

ことは、なんでうちばっかりがというお話があり、大字を割って学

校に通うということについて、地域のコミュニティの問題もあり、

非常に難しい問題だと言えます。 

 結論としては、中学校は通学団によらず通学していることから、

七宝北中学校は選択制を採用しました。美和東小と篠田小について

は美和中か七宝北中、七宝小については七宝中か七宝北中を選ぶこ

とができるものです。一度に１０人、２０人が七宝北中学校に増え

るわけではありませんが、２人、３人という数で美和東小から七宝

北中へ、あるいは、篠田小学校から七宝北中へと選ぶ生徒さんが少

しずついるという状況です。 

 甚目寺東小学校と正則小学校については、地区委員会から今後の

課題として両地区の情報交換の場を通じて理解を深め適正規模化に
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教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

向けた機運の醸成を行うと意見書をいただきました。それを受けて、

学校間交流を行うことができないかと考えています。意見書をいた

だいた後、会議自体はコロナの関係で実際に開くことができず、書

面会議であったり、今回のようにアンケートを実施したりでしたが、

ようやく本日の会議にこぎつけました。 

 本日は事務局の説明を聞いていただき、今後の方策についての意

見をいただいて教育委員会に報告をしたいと考えておりますので、

よろしくお願いします。 

（今後の予定） 

 合併して１０年が経過して、いろんな状況も変わってきています。

特に市長部局の方で、あま市の公共施設の再配置計画という計画が

できており、実施の具体的な方策をこれから考えていかなくていけ

ません。教育委員会については、学校の延べ床面積、生涯学習施設

など、あま市の公共施設における延床面積に占める割合が圧倒的に

大きいです。今後は複合施設化についても考えていかなくてはなり

ません。 

 また、今年の２月にあま市学校施設長寿命化計画も策定しました。

この学校（甚目寺東小）を含めてあま市の学校は、全ての施設が５

０年近くたち、そろそろ寿命がきています。そこで大規模改修をか

けてより安全で長持ちをする校舎にしていこうという計画です。 

 そういった市や教育委員会のプランの他にも、先日来、新聞・テ

レビその他で出ていますが、３５人学級がいよいよ来年から動き出

すという話もあります。どうやら順次１学年ずつあがっていくよう

ですが、それも含めて考えていかなくてはなりません。 

 そういった諸々の状況が１０年前と変わってきておりますので、

１７校の小中学校のあり方について検討しようという委員会を来年

度から立ち上げて、大学教授など学識経験者にも入っていただいて、

当然予算を伴う話ですので財政課や、計画を立てた企画政策課だと

か市長部局にも協力を願って、そしてＰＴＡの皆さんだとか、校長

先生の代表だとかそういった方々に集まっていただいて、小中学校

１７校の今後のあり方について検討委員会を立ち上げたいと考えて

います。本日の学校間交流の意見のことも含めて、ぜひ参考にして

いきたいと考えています。 

 今日は短い時間ではあるかもしれませんが、皆様方の忌憚のない

意見をいただいて、会が有意義なものとなるよう願って冒頭に当た

っての挨拶とさせていただきます。 

学校教育課長 

 

 

 ありがとうございました。 

本委員会の議事録の大要を市のホームページで公開するため、委

員会の内容を録音させていただきますので、ご了解くださいますよ
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学校教育課長 うお願いします。 

 また、本委員会は、１時間から１時間半程度の時間を予定してい

ますので、議事進行にご協力をお願いします。 

学校教育課長  それでは、「議題（１）地区委員会委員長について」に入ります。 

 本委員会 甚目寺東小学校の委員長につきましては、学校運営協

議会会長の吉田様を推薦させていただきたいのですが、皆様ご異議

ございませんでしょうか。吉田様よろしいでしょうか。 

委員 拍手とともに異議なしの声あり 

委員長  大丈夫です。 

学校教育課長 

 

 

 それでは、本委員会の委員長を吉田 憲司様につとめていただく

こととします。 

 なお、議事進行は引き続き、わたくし学校教育課長がつとめさせ

ていただきます。 

学校教育課長 それでは、「議題（２）地区委員会の趣旨及び目的」に入ります。 

学校教育課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 地区委員会の趣旨及び目的について、ご説明します。 

まず、最初にもお話ししましたが、本日は何かを決めていただく

というものではなく、学校間交流について皆様のご意見をいただく

場とさせていただいております。 

 今回の地区委員会は、平成２８年度と平成２９年度に甚目寺東小

学校・正則小学校地区委員会が開催され、平成３０年３月にいただ

いた意見書に基づいています。確認として申し上げると、甚目寺東

小学校と正則小学校の学区一部変更の話については、時期尚早とし

て取りやめとし、両地区の情報交換の場を通じて理解を深めること

を今後の課題としています。 

 両地区の情報交換の場を通じて理解を深める方法のひとつとし

て、学校間交流について、現在学校に携わっていただいている皆様

の率直なご意見をいただければというものです。 

 教育委員会としては、少子化が叫ばれて久しい昨今、このまま子

どもの数が減っていったとき、１０年、２０年、３０年後を見据え

たあま市全体として持続可能な学校のあり方について検討していか

なくてはならないと考えています。 

 そういったなか、様々な模索のなかで、候補の一つとして学校間

交流もあり得るのではないかと考えています。当然、学校間交流を

やることありきと考えているわけではなく、今後考えていくなかで

学校間交流について、まずは現在学校に携わっていただいている皆

様が、どのような感想、お考えでらっしゃるか、ということをお聞

きし、今後の教育行政の参考とさせていただければという目的です。 

学校教育課長 

 

 

 

それでは、「議題（３）事前アンケートの内容について」に入りま

す。 

 まず、皆様には事前アンケートにご協力いただき、ありがとうご

ざいました。 



6 

学校教育課長  様々なご意見をいただきましたので、ここでご紹介させていただ

きます。なお、できるだけ偏りのないご意見をいただくために、設

定した設問の範囲が広く、かえって分かりにくい部分があったとご

意見をいただいておりますので、ここにお詫びいたします。 

 ここでご説明するのは、学校ごとのご回答の集計です。 

 まずは集計及びいただいたご意見をご説明し、後であらためて追

加のご意見や質問についていただこうと思います。 

アンケートの集計結果については、担当からご説明します。 

アンケート集計結果をご覧ください。 

指導係長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 事前アンケートについて、有り難いことに全員から回収させてい

ただきました。そのアンケートの内容の全てをこちらにまとめさせ

ていただきました。その内容をご紹介させていただきます。 

（甚目寺東小学校の内容） 

①学校間交流について、皆様ご自身のお考えをお聞きしました。 

１ 「大変良いことと考えており、ぜひ実施したほうが良い」とお

答えいただいた方 ２２％ 

２ 「どちらかと言えば良いことと考えている」とお答えいただい

た方 ５６％ 

３ 「どちらとも言えない」とお答えいただいた方 ０％ 

４ 「どちらかと言えば良くないことと考えている」とお答えいた

だいた方 ０％ 

５ 「良いこととは考えておらず、実施する必要はない」とお答え

いただいた方 ０％ 

６ 「その他」とお答えいただいた方 ２２％ 

以上から、大変良いこと又はどちらかと言えば良いことと考えてい

らっしゃる方が多数であることが分かりました。ただし、２校間の

交流ではなく、あま市全体の取組ではないかというご意見、先生や

児童の負担が増えるようであれば、そもそも学校間交流は必要ない

のではないかごいうご意見があったことも申し添えます。 

②学校間交流の規模について、皆様ご自身のお考えをお聞きしまし

た。 

１ 「他市とも交流するような大きな規模が良い」とお答えいただ

いた方 ０％ 

２ 「市内の全小中学校で交流する規模が良い」とお答えいただい

た方 ０％ 

３ 「市内の小学校、中学校それぞれで交流する規模が良い」とお

答えいただいた方 ３３％ 

４ 「近隣の２～３校の小学校で交流する規模が良い」とお答えい

ただいた方 ４５％ 

５ 「学校内での異学年交流にとどめて他校と交流する必要はない」

とお答えいただいた方 １１％ 

６ 「その他」とお答えいただいた方 １１％ 
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指導係長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 以上から、市内の小学校、中学校それぞれ又は近隣の２～３校の

小学校で交流する規模が良いと考えてらっしゃる方が多数であるこ

とが分かりました。ただし、問１と共通して、そもそも学校間交流

は必要ないのではないかごいうご意見があったことも申し添えま

す。 

③学校間交流の期間について、皆様ご自身のお考えをお聞きしまし

た。 

１ 「今後永続的に続けていくほうが良い」とお答えいただいた方 

２２％ 

２ 「２～３年間等、当初から期間を区切って計画的に実施したほ

うが良い」とお答えいただいた方 １１％ 

３ 「１年間に限って、事前学習を行ったうえで交流したほうが良

い」とお答えいただいた方 ２２％ 

４ 「単発のイベント等による交流を行うほうが良い」とお答えい

ただいた方 ２２％ 

５ 「交流に割く時間よりも校内のイベント等に時間を割いてほし

い」とお答えいただいた方 ２２％ 

６ 「その他」とお答えいただいた方 ０％ 

 以上から、期間については長期にわたるものから、単発で終わら

せるものまで、広くまんべんなく分かれる結果となりました。また、

学校間交流に割く時間よりも校内のイベント等に時間を割いてほし

いというご意見があったことも申し添えます。 

④学校間交流の対象者について、皆様ご自身のお考えをお聞きしま

した。 

１ 「全学年を挙げて行うようなものが良い」とお答えいただいた

方 ０％ 

２ 「複数学年による他校の同学年と交流するものが良い」とお答

えいただいた方 ３３％ 

３ 「単一学年による他校の同学年と交流するものが良い」とお答

えいただいた方 ４５％ 

４ 「複数学年又は単一学年による他校の異学年と交流するものが

良い」とお答えいただいた方 ０％ 

５ 「学校内での異学年交流にとどめて他校と交流する必要はない」

とお答えいただいた方 １１％ 

６ 「その他」とお答えいただいた方 １１％ 

 以上から、対象者については単一学年又は複数学年による同学年

の交流が良いと考えてらっしゃる方が多数であることが分かりまし

た。ただし、学校内での異学年交流にとどめて他校と交流する必要

はないというご意見があったことも申し添えます。 

⑤学校間交流の種類について、皆様ご自身のお考えをお聞きしまし

た。 

１ 「小中学校の運動部や運動クラブが共に競い合う試合の場が良
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指導係長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

い」とお答えいただいた方 ２２％ 

２ 「小中学校の文化部や文化系クラブの披露、発表及び交流の場

が良い」とお答えいただいた方 １１％ 

３ 「小中学校の授業の一環として行う研究発表の場が良い」とお

答えいただいた方 １１％ 

４ 「小中学校の授業の一環として行う地域学習の発表の場が良い」

とお答えいただいた方 ３４％ 

５ 「学校内での異学年交流にとどめて他校と交流する必要はない」

とお答えいただいた方 １１％ 

６ 「その他」とお答えいただいた方 １１％ 

 以上から、種類については様々なご意見に分かれる結果となりま

した。なお、現在行っている小中交流や、学校内での異学年交流を

優先したほうがいいという意見もあったことを申し添えます。 

⑥学校間交流の内容について、皆様ご自身のお考えをお聞きしまし

た。 

１ 「複数校による複数回の交流を経て、共同で何かの研究発表を

するものが良い」とお答えいただいた方 １１％ 

２ 「市内全校による部活動、クラブ等のトーナメント式による競

技会が良い」とお答えいただいた方 １１％ 

３ 「複数校による部活動、クラブ等の交流戦が良い」とお答えい

ただいた方 ２２％ 

４ 「各々の学校及び地域の特徴や魅力を紹介し合う発表をするも

のが良い」とお答えいただいた方 ３４％ 

５ 「学校内での異学年交流にとどめて他校と交流する必要はない」

とお答えいただいた方 １１％ 

６ 「その他」とお答えいただいた方 １１％ 

 以上から、内容についても様々なご意見に分かれる結果となりま

した。なお、中１ギャップに係る小中交流や、学校内での異学年交

流を優先した方がいいという意見もあったことを申し添えます。 

⑦学校間交流の参加者について、皆様ご自身のお考えをお聞きしま

した。 

１ 「全校児童・生徒とその保護者だけではなく、広く地域全体に

開かれたほうが良い」とお答えいただいた方 ２２％ 

２ 「対象校の児童・生徒とその保護者並びに関係する地域の方の

ほうが良い」とお答えいただいた方 ２２％ 

３ 「対象校の児童・生徒とその保護者の方が良い」とお答えいた

だいた方 １１％ 

４ 「対象校の関係する児童・生徒のみの方が良い」とお答えいた

だいた方 ３４％ 

５ 「誰も参加させる必要はない。」とお答えいただいた方    

１１％ 

６ 「その他」とお答えいただいた方 ０％ 
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指導係長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 以上から、参加者については様々なご意見に分かれる結果となり

ました。 

⑧学校間交流への参加について、皆様ご自身のお考えをお聞きしま

した。 

１ 「永続的に可能な限り、企画段階から協力できる」とお答えい

ただいた方 ０％ 

２ 「永続的に可能な限り、依頼をされた事柄について協力できる」

とお答えいただいた方 ２２％ 

３ 「学校の役員をしている間であれば、依頼をされた事項につい

て協力できる」とお答えいただいた方 ２２％ 

４ 「単年の１～２度であれば、依頼をされた事柄について協力で

きる」とお答えいただいた方 ２２％ 

５ 「協力することは難しい」とお答えいただいた方 １１％ 

６ 「その他」とお答えいただいた方 ２２％ 

 以上から、協力については皆さまそれぞれの範囲でご協力を検討

していただけることが分かりました。 

 続きまして、お寄せいただいたご意見について、ご紹介させてい

ただきます。 

（別紙問９一覧を読み上げる） 

 皆様には、貴重なご意見をお寄せいただきまして、重ねてお礼申

し上げます。 

 皆様にお寄せいただいた事前アンケートの結果は、以上の通りと

なります。 

学校教育課長 それでは、「議題（４）その他ご意見聴取について」に入ります。

ここまでのなかで、ご質問又は追加のご意見について、ありますで

しょうか。 

委員 甚目寺東小学校と正則小学校における学校間交流の最終的な目標

は、甚目寺東小の人数を正則小へ移したいというものですか。 

教育長 最終的な目標としては、基本的にそのとおりです。 

委員 ただ、いきなりでは難しいから、学校間交流ということで。 

教育長 学校間交流をとおして、お互いに理解し合うことから始めましょ

うということです。当初段階における意図としては、それが発端で

す。 

委員 学区の変更に至らなかった理由は何があるのですか。 

教育長 

 

 

 

 

 

 

 我々が原案として持っていたものは、正則小のキャパシティを考

えて、森七丁目と八丁目の方が正則小へ通うというものでした。学

区を変更することにより、森地区の一部を分けることになる。森地

区の中で子ども達が別な学校に分かれていくということが地域の方

にとってマイナスである。というご意見があったこと。地域の保護

者の方からの意見では、なぜ七丁目八丁目だけなのかというご意見

もあった。どこの学区境の場合でもそうだといえますが、道一本隔
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教育長 てて片や正則小、片や甚目寺東小と別れることになる。しかし、道

路をはさんで甚目寺東小側となった地区でも３０分、４０分かかる

のではないかというご意見もあった。そういったこともあり、反対

の意見が主流を占めたということです。 

 ただし、お互いの学校を知らないということもあり、交流という

ものをしながら、お互いの学校を理解しましょうということで、学

校間交流をやったらどうだろうというご意見もいただいた。教育委

員会もそういった方向で検討していただけますかということで去年

から準備を進めてきた。 

 ただし、先の地区委員会の内容で全てだということではなく、本

日の意見も参考としながら、考えていく。また、甚目寺東小と正則

小とだけで交流をやりましょうとことではなく、やるからには、全

体で考えることも必要である。他には幼保小、小中の連携も行って

いる。翌年度小学校へ上がる子は、小学校と交流している。また、

先生方の交流も行っている。様々な形での交流があると考えている。 

委員  結局、正則小に魅力があると子どもたちが考えれば、正則小へ行

くと思うのですよ。また逆もあるだろうとも。 

 そういうものを打ち出したらどうかなと思う。 

 正則は特別こういったことをやっていますとかね。 

委員 ただ、同じあま市の学校で差をつけるのも、とも言える。 

教育長 学区の見直しに際し、一番の問題点は、小学校の場合は通学団で

登下校しているということ。森七丁目、八丁目を選択制にしたらど

うかという意見もあると思いますが、その地域で片や甚目寺東小に

通う人もいる、片や正則小へ通う人もいるということになると、通

学団はどうなるのという課題もある。中学校の場合は、先ほどの七

宝北中の例もあるように通学団がありませんので、自分で登校する

ことが可能である。 

 学校間交流について、交流会ありきと考えてはいない。先生方や

子どもたちの負担になってはいけない、危険があってはいけないと

思っている。その辺について事前アンケートでもいい意見をいっぱ

いいただいている。また、先ほど申し上げたあり方検討委員会でも

議論を深めていければと思っている。 

 現在、中学校区ごとに小中学校の連携の会をやっています。部活

の指導に中学生が小学校に行ったり、小学校６年生が体験入学をし

て中学生がお世話をしたりもしている。やるんだったら方法を考え

て、これをやりなさいというものではなく、やれることをやってい

くということを考えてはと思う。意見でも頂いたが、リモートもそ

の一つの方法であると思う。 

学校教育課長 

 

正則小と甚目寺東小ということで始まったのですが、市内の１７

校で考えていかなくてはいけないと考えています。 

さらに、ご意見がありましたらよろしくお願いします。 
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委員 甚目寺東小学校・正則小学校という名前がついていると、この２

校間でと意識が向いてしまう。甚目寺、正則、秋竹、宝と全体で交

流したとして、甚目寺の子が七宝北中に行きたいと言ったときに、

行けるのですか。 

教育長 今は行ける形にはなっていないです。 

委員 学校間交流をもっと進めていった先に、あま市の中でどこの学校

でもいけるような選択制度にするとか、僕たちの子はもう小さくな

くなっているだろうが、これから新しくあま市に住む人たちの考え

も考慮したらと思う。もっと近いところと考えるのは、当然のこと

だと思う。選択制度にしてもらっていいのかなと思います。どの学

校も特色があるのは当たり前です。大きい学校、小さい学校どの学

校も全く同じことをやっていますよというわけではないと思う。と

はいえ、学校間で大きな差があるわけでもない。そういったとき、

選択制は距離の問題も含めて適正に進められるものじゃないかと思

う。勉強についてもそんなに大きな差がついているわけではないと

思う。先生方がしっかりやっていただいているので。 

甚目寺だと人権教育に力を入れていたり、また学年の縦割り横割

りの学習をしていたりと特色はある。そういうところが学校の特色

になるのではと。 

学校間交流と言っても、先生たちの労働時間を考えると先生たち

の負担を増やしてはいけないと思う。 

教育長 教育委員会としても、私がいま先頭になって学校の働き方改革と

いうことで負担を増やさないということをやっています。先生方は

ただでさえ行事等をやっているので、負担になるということならば、

それにプラスアルファということは考えていない。今あるものを自

然な形で交流という形に結び付けられないかと、条件が整えばやっ

ていければと考えている。必須ではありませんよと。 

委員 あま市に来たばかりのころは、全然情報もないので、この地域に

住んでいたらこの学校に行かなくてはならないということしか分か

らなかったが、今になっていろいろ違いは分かってきた。甚目寺は

人口が増えて、若い世代が増えてきているので、そういう若い世代

の人たちに情報を発信して違いが分かるようにすれば、選択するこ

とができるようになるんじゃないですかね。 

教育長 まだ、方向性が定まったわけでもないですので、選択制をすると

いうわけではない。ただ、選択制をするということになれば、学齢

期の子を持つ保護者の方に学校の情報を発信していくということは

考えていかなくてはいけないと思う。 

学校教育課長 

 

 

様々な問題は山積しております。今後、あま市の小中学校のあり

方について話し合う予定はしております。選択制については、今は

まったく白紙の状態で、今はそのような制度はないので、選択する

ことはできないことを申し上げておきます。 
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委員 甚目寺東小学校の学区は、西今宿と森だとかそっちの方であるこ

とと、校舎が老朽化してきているのであれば、もっと西側に新しく

学校の建て替えをして、西今宿は甚小の方の学区にして、森だとか

そっちの方を正則と一緒にして一つの学校にするというのも考えら

れないか。 

教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今ある施設をうまく使って、寿命を延ばしていくということを考

えています。建設するための土地のこともあります。また、何をす

るにしてもお金がついてまわり、市の財政の問題もあります。 

１０年前の提言書の時の教育委員会では、学校の統廃合は考えま

せんという基本方針で進めてきました。 

しかし、先ほどご紹介した公共施設の再配置計画では、七宝北中

学校区については、人口がほとんど増えていない。また、市街化調

整区域が美和地区と七宝地区は多く、なかなか家が建てられない状

況にある。秋竹小、宝小は現在単学級である。１年生から６年生ま

で両校とも。その両校の児童が進学する七宝北中は、その年の人数

によって、なんとか３クラス設けられることもあれば、２クラスし

か設けられないこともある。３５人学級の中１の時は３クラス設け

られても、２年生には２クラスに減ることもある。 

そのなかで、七宝北中学校通学制度によって七宝小、篠田小、美

和東小の児童たちに少しでも来てもらって七宝北中の状況を変えて

いければと考えている。 

もう一つの考え方として、小学校２校、中学校１校がある中で、

飛島村であるような小中一貫校も将来的には考慮してもよいのでは

ないかと考えている。小中一貫校は、小学校と中学校を全部集めて

同じ敷地の中に作るものです。３校が一つの学校になれば、財政的

にも大きな効果がある。児童生徒数が増えることはないが、３校を

維持する経費を考えると、それを一つにまとめたときに、市内全校

で使えるお金は変わってきます。 

学校を新たに作ろうと思うと、市有地があれば考えることもでき

るかもしれないが、あま市は学校に転用できるような市有地がない。

今頂いた意見について、市有地があれば、もう少し西の方にとも考

えることがあるかもしれないが、市有地がない状況では考えること

は難しい。 

甚目寺南小学校についても、もう少し東側にあれば、甚目寺南小

学区の西側の地区を甚目寺小学校に変更することも考えることがで

きたかもしれないが、現実はそうではない。甚目寺南小学区の西側

は、甚目寺小学校よりも甚目寺南小学校の方がずっと近いという状

況があった。 

委員 甚目寺西小学校も、かつて児童数が少ない時に、森地区の人たち

が甚目寺西小学校に来たらどうですかという話があったように記憶

している。そういったことは、ありませんでしたか。 
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教育長 

 

ひょっとしたら、過去にそういった話があったのかもしれない。 

しかし、今の甚目寺西小学校区はどんどん家が建ってきている。

田畑が宅地になってきていて、教室が足りなくなって来年から校舎

を増設するくらいなので、受け入れることはできない。 

学校教育課長 ありがとうございました。ご意見も出尽くしたようですので、「議

題（５）報告書（案）について」に入ります。 

これまで、皆様からお寄せいただいたご意見について、報告書と

いう形で教育委員会へご提出いただきたいと思います。 

（報告書（案）を配る） 

皆さまお手元の報告書（案）については、事前に頂いたアンケー

トをもとに話し合いのための案としてご用意したもので、頂いたア

ンケートをまとめたものとなっています。 

 報告書（案）について、担当からご説明します。 

指導係長 （報告書（案）を読み上げる） 

ご用意した案について、修正する部分、追加する部分、削除する

部分について、ご意見はありますでしょうか。 

委員 ある程度、アンケートの意見をまとめたものですね。 

委員 多数であったとあるが、アンケートは両校合わせてたった１９人

しかいないが。 

指導係長 この会での意見では、多数であったということです。しかし、こ

の会が何かを意見を持つであるとか、何かを決めるということでは

ありません。 

委員 交流は二つの学校のというのではなく、全体でということですね。 

委員 あま市全体でということであれば、交流するというのは、やって

いくべきだと思います。市ができて１０年たったということですよ

ね。今までも機会があればやっていても良かったのではないか、遅

いくらいではないかと思います。 

精神的な壁というものは、地域の人たちの交流からとっていかな

くてはならないと思います。旧町のどことどこでなく、あま市の住

民ですと言えるように。 

委員 皆さんの総意として、委員長の名前で教育委員会へ報告書を提出

するということですね。 

委員 いいと思います。 

くれぐれも、先生の負担が増えることのないように。 

学校教育課長  それでは、ただいまの報告書について、学校教育課で清書した後

に、委員長にご捺印いただき、報告書として教育委員会へ提出させ

ていただきます。 

学校教育課長 これで、本日の議題はすべて終了しました。本日は、長時間にわ

たり、いろいろなご意見をお聞かせいただき、ありがとうございま

した。それでは、「３番のその他」ですが、皆様、学校から何かあり

ますか。 
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委員 学校が老朽化してって、言っていたじゃないですか。これからも

学校にお金をつかっていただけたらといいかなと思います。 

教育長 市長は教育に関しては理解を持ってくれています。ただし、財源

がなくては、やることはできません。子どもたちの教育環境を整え

るということは、大事なことだと考えていますので、国の補助等を

受けながら、財政の関係も考えながら、鋭意努力をさせていただき

ます。 

学校教育課長 ありがとうございました。 

以上をもちまして、甚目寺東小学校・正則小学校地区委員会 学

校間交流 甚目寺東小学校 を閉会します。 

 


