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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） 

正則小 会議録（大要） 

 

開 催 日 時 令和２年１２月２１日（月）午後３時３０分～午後５時００分 

開 催 場 所 正則小学校 会議室 

出 席 委 員  

学校運営協議会関係 

 山田 泰信（学校運営協議会委員） 

 近藤 哲夫（美和学童農業体験正則代表） 

 山口 陽子（元美和図書館司書） 

 岩間 勝利（見守り隊代表） 

 北野 まり子（市防災ネット美和支部長） 

 森川 知幸（ＰＴＡ会長） 

 前川 晶子（ＰＴＡ母親代表） 

 立松 武子（地域コーディネーター） 

甚目寺東小学校関係 

 竹田 卓朗（正則小学校 校長） 

 森田 典子（正則小学校 教頭） 

 

欠 席 委 員 

 

 ０人 

 

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 正則小学校 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、お忙しいなか、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いろいろな事業に対しま

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。 

 特に本日お集まりの皆様方におかれましては、正則小学校の教育

へ参画していただく学校運営委員会の委員として、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） 

 本年は、３月から皆様ご存じのように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、今日の新聞を見てみますと、あま市は１８８人の新型コロ

ナウィルス感染者が出ております。大変憂慮すべき状況で、市長も

ホームページ或いは YouTube 等で市民の皆様方に感染予防をお願い

しておりますし、学校もことあるごとに皆様へお知らせをしていま

す。特に家庭内感染というのが、子ども達にとって大変心配です。

特にあま市の場合は、名古屋が近いということで、通勤だとか通学

でお父さん、お母さん、そしてお兄ちゃん、お姉ちゃんが名古屋に

行っていることが多く、そこで感染をして、家庭内感染をするとい

う状況もでております。 

 文科省のガイドラインがずいぶん変わってまいりまして、学校内

で陽性反応がでても、濃厚接触者の状況等々を学校が調べて、保健

所と連携を取りながら、よほどのことがない限り、学校の休業はし

ないという方向性に変わっています。しかしながら、先週、先々週
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教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の様子を見ておりますと、いつ子ども達が感染するか分からないと

いうような状況で、ヒヤヒヤドキドキしながら、学校と連携をとっ

て、緊張感をもって、特にこの先週、先々週の２週間の推移を見て

おりました。今日はもう授業が終わっておりますので、あと２日間

で学校の後期の前半が終了します。木曜日からは冬休みに入って、

子ども達の生活の場が学校から家庭に移ります。ただ、今の状況を

みていますと、学校が一番安全なのかなとも思っていますが、最終

日に年末年始の感染症予防について書面をもって保護者の皆様方へ

お願いをしたいと思っています。 

（これまでの動きについて） 

 本会議の話しに移ります。 

 １０年ほど前に、本日参加の近藤委員も委員を務めていただいて、

あま市小中学校適正規模等検討委員会という会議がございました。

その会議では、これからのあま市の小中学校をどのようにしていく

か、学校の適正規模をどうしていくのかについて話し合われ、提言

書をいただきました。 

 提言に基づいて教育委員会で方針を決定し、３つの地区委員会を

設けて、順次検討をしてまいりました。 

 ひとつは甚目寺南小学校が大変児童数が多い学校であることか

ら、甚目寺南小学校と甚目寺小学校での適正規模ということで、地

区委員会を持ちました。 

 続いて、七宝北中学校の校区で地区委員会を持ちました。七宝北

中学校区の児童生徒数が大変減ってきており、七宝北中学校は、以

前は５００人規模の学校であったものが、今は２００人規模の小規

模校となっています。その解消ができないかということで、美和中

学校区と七宝北中学校区の適正規模を検討してまいりました。旧町

時代の七宝と美和の垣根を越え、距離的には美和東小学校は七宝北

中学校の目と鼻の先ということで、なんとか美和東小学校から七宝

北中学校へ通うことはできないか、また、それを拡大しまして、篠

田小学校も七宝北中学校に近い校区もございますので、その篠田小

学校も含めて、それだけではなくて、七宝小の一部も含めた形で、

３小学校で適正規模化ができないかと検討しました。 

結果としては、小学校と中学校の違うところは、中学校には通学

団がございませんので、美和東小学校と篠田小学校については、美

和中学校と七宝北中学校のどちらかを選ぶことができる。七宝小も

七宝中学校と七宝北中学校のどちらかを選ぶことができることとな

りました。未だ通学制度を利用した人数は少ないですが、美和東か

ら３人程度と、来年度は篠田小学校から七宝北中学校に通いたいと

いう希望も出ております。そんなような形で、２つのところが終わ

りました。 

そのあと甚目寺東小学校と正則小学校については規模的なもので

はなくて、すぐお隣の森の七丁目、八丁目のあたりは甚目寺東小学
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校に行くよりも、正則小学校に行くほうが近いのではないのかとい

うことについて検討しました。森地区の子たちは、片道４０分５０

分かけて甚目寺東小学校へ登下校します。その状態を解消したいと

いうことで、話し合いを進めていただきました。近藤先生にも委員

長になっていただき、調整をしていただきましたが、今までの長い

期間の中で培われてきたものを変えると言いますか、なかなか前に

進めませんでした。最終的な意見ということで、今回について、適

正規模化はできないけれども、お互いにそれぞれの学校を、地域の

方も子ども達も理解をしよう、理解をできないだろうか、というこ

とで、学校間交流という形のあり方について検討をしましょうとい

う意見書をいただいて、教育委員会の会議にもかけました。その後、

コロナの関係で会議をなかなか開けないということでタイムラグが

できてしまいました。書面会議であったり、あるいはアンケートを

いただいたりを経て、今日の会議に至りました。 

（本日の会議と今後について） 

今日は、先ほど課長も述べましたように、本日、この場で何かを

決めるとかではなくて、学校間交流のあり方について、皆様方の意

見をいただこうと。報告書という形で教育委員会に報告をいただく

というような形にしていきたいなと思っております。 

 前にも述べましたように、合併して１０年が経過いたしました。

状況も本当に変わっております。特に市長部局の企画政策課で、ホ

ームページでも公開しておりますけども、あま市公共施設再配置計

画として、いろいろな公共施設を統廃合して行くという計画を立て

させていただいています。 

 あま市の１７小中学校は、建築から長いところで５０年がたって

います。正則小学校も築４０年近くたっていると思います。その校

舎は、大規模改修をやっているところと、やっていないところとが

あります。あま市の大規模改修をこれから計画的に実施していくに

あたり、市単独でお金を出すことは中々難しいので、国の補助を得

ながら実施していきます。そこで、あま市学校施設長寿命化計画と

いう計画を昨年度１年かけて作らせていただきました。ただ、これ

は計画でありますで、その通り行くかというと、財政面のこともあ

りますし、今回のようなコロナの状況もありますので、計画通り実

施できるかは難しいです。 

また、先週の報道によると、文科省と財務省の方で、小学校の３

５人学級がいよいよ来年度の予算計上から２年生、３年生、４年生

と１年ごとに進んでまいります。中学校はまだ計画に無いようであ

りますが、小学校は３５人学級が進められるようです。ただ、あま

市の状況を考えていきますと、甚目寺地区は大規模校ばかりです。

特に、甚目寺西小学校については児童数が増えてくるということで、

校舎の増築をしなくてはならない状況で、今計画を立てています。

人口の推移を考えてみると、今まであま市全体の人口は微増で、８
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教育長 

 

 

 

万８千人から少しずつ増えていっているわけですが、１０年後を考

えると、平行線、又は下降線をたどるだろうと予想されます。新し

い校舎を建てると、人口が減った後にどうするのだということにな

ります。そこで、プレハブを一時的に建てようと考えています。プ

レハブと言ってもイメージされる昔のような粗末なものではなく

て、最近のプレハブは遜色のないすごいものですので、それを建て

ていこうと考えています。一時的なプレハブであっても、すごくお

金がかかるということです。 

 そういった様々な課題を、来年度から仮称ではありますが、あま

市小中学校あり方検討委員会を開催して検討する予定です。適正規

模化だけではなく、１７校の小中学校をどうしていくのかというこ

とを検討していく委員会で、学識経験者、大学の先生等を含め、地

域のみなさん、校長先生を始め先生方、先ほど紹介した公共施設の

再配置計画の課題もありますので市長部局の企画財政課、財源の関

係として財政部局も入れて検討していけたらと考えています。 

 その前段階として学校間交流等々を含めた形で、本日、この会議

で意見をいただいて、来年以降のところで参考にしていきたいとい

うように思っておりますので、短い時間ではございますが、忌憚の

ないご意見をいただきますようお願いをいたしまして、会の冒頭に

あたってのご挨拶とさせていただきます。 

どうぞ、本日の会議よろしくお願いします。以上です。 

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概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

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 正則小学校の委員長につきましては、学校運営協議会

会長の山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。山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  未熟者ですが、よろしくお願いいたします。 

学校教育課長 

 

 

 ありがとうございます。 

 それでは、本委員会の委員長を山田 泰信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
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学校教育課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

て現段階の実現は難しいとして取りやめとなっており、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。 

 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。 

指導係長 

 

 

 

 

 

 

 

 皆さま、お手元にアンケート集計結果をお持ちください。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。 

（正則小学校の内容） 
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 ３０％ 
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
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た方 ５０％ 
３ 「どちらとも言えない」とお答えいただいた方 ２０％ 
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 ０％ 
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、アンケートの内容では市内小中１７校すべてに関わるこ

とになり、個人の考えで記入をということでしょうが、何ら知識も

ない中での回答は控えた方がよいと考えたというご意見。 
 あま市になって１０年、ずい分旧町の境界線は低くなってきたも

のの、まだまだ旧町間格差や一体感の物足りなさを感じる。学校の

適正化が進まないのもそこに原因があるように思えてならない。あ

ま市民としての意識付けを行政・地域がまず率先して行うとともに、

地域間交流や地域のコミュニティづくりの推進が急務と考えますと

いうご意見もいただきました。 
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 ２０％ 
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 ２０％ 
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 ５０％ 
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 １０％ 
６ 「その他」とお答えいただいた方 ０％ 

 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、段階的に互いに交流し合い、理解を深めていくことが大

切であるというご意見や、 

 学校間交流の目的の明確化と理解を図ることが必要で、教育委員

会の強力な後押しが大事であるというご意見があったことを申し添

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 
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指導係長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３０％ 

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 ０％ 

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 １０％ 

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 １０％ 

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 １０％ 

６ 「その他」とお答えいただいた方 ４０％ 

 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、期間については、目的として何のために、方法としてどの

ような手立てが必要か、理解を得ること、知恵を出し合うことから

始まるのではないか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 １０％ 

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 ２０％ 

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 ２０％ 

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 ２０％ 

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 １０％ 

６ 「その他」とお答えいただいた方 ２０％ 

 以上から、対象者については全学年を挙げて行うようなものから、

単一学年によるものといった様々なご意見に分かれる結果となりま

した。 

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

い」とお答えいただいた方 ２０％ 

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 ０％ 

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 ０％ 

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 ５０％ 

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」
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指導係長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

とお答えいただいた方 １０％ 

６ 「その他」とお答えいただいた方 ２０％ 

 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

したが、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

いという意見が多い結果となりました。 

 また、段階的に互いに交流し合い、理解を深めていくことが大切

で、まずは、同学年又は複数学年どうしが気軽に触れ合う機会を設

定し、徐々に拡大していくのではどうか意見もいただきました。 

 コロナ禍ということもあり、リモートの交流の方法もあるのでは

ないか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 ２０％ 

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 ０％ 

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 １０％ 

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 ３０％ 

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 １０％ 

６ 「その他」とお答えいただいた方 ３０％ 

 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、来年度 iPad が子供たちに配られることもあると思うんです

が、リモート交流の方法などを考えてあげては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 ２０％ 

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 １０％ 

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 ３０％ 

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 ２０％ 

５ 「誰も参加させる必要はない。」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 ２０％ 

 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
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指導係長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ました。 

 なお、学校間交流の参加者については、内容について話し合いな

がらどの程度の規模が良いかを話し合ったらという意見があったこ

とを申し添えます。 

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 ２０％ 

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 ０％ 

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 １０％ 

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 ３０％ 

５ 「協力することは難しい」とお答えいただいた方 １０％ 

６ 「その他」とお答えいただいた方 ３０％ 

 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 貴重なご意見をいただき、ありがとうございます。 

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、他にありま

すでしょうか。 

委員 

 

先ほど、教育長さんからお話がありましたが、あま市内に１７の

小中学校があり、今後のあま市の教育のあり方だとか、検討してい

く、前に進めていくという委員会を来年度に計画されているという

ことです。本日の会議は、表題にありますように甚目寺東小学校・

正則小学校地区委員会ということで設けられたわけですが、あま市

全体で考えていくという考えはないんですか。 

教育長 

 

 

 

 

最初の提言から３つの地区で地区委員会を持ち、具体的に検討を

進めてきて１０年ほどが経過しました。来年度の委員会では、今ま

での適正規模の一番の大元のものを踏襲ではなくて、一から見直し

て方向性を検討し、これからの１７校のあり方を考えて行きたい。 

ひとつの例として、これはできるかできないか分かりませんが、
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教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

検討の余地があると思うものとして小中一貫校というものがありま

す。現在、宝小学校と秋竹小学校は単学級なのです。実際、正則も

学年によっては単学級の学年も出てきているわけですが、七宝北中

の学区は非常に少人数です。少人数の良さは良さとしてあります。

あま市の公共施設の再配置計画では一つの案として、決定でもなん

でもない、これから検討していく案ですが、秋竹小学校と宝小学校

のどちらか一つを統廃合していくという案もあります。最初の提言

による地区委員会では、３地区それぞれで検討をしたので、なんで

俺のところだけだ、といったご意見も根強くありました。 

また、別な案として、小中一貫校というものがあります。皆さん

耳にされたことがあるかもしれないですが、この辺ですと飛島村が

小中一貫校をやっております。用語としては義務教育学校というｎ

ですが、小中を一か所に集めて９年間で教育を行うというものです。

適正規模ということでは、小学校は複数の学級になりますので、効

果はあると思います。そういった小中一貫校についても検討してい

くのも、このあり方委員会に含めていきたいと思っております。 

あま市の将来を担う小中学生の教育をどうしていくのかについ

て、本当に大きなテーマなんですが、様々な視点で方向性を探って

いければと考えております。 

委員 今、私が質問しましたのは、過去に平成２８年度、平成２９年度

に甚目寺東小と正則小の検討会をされて、結果として答申はされて

いますね、形として。あえて、甚目寺東小と正則小で、もともと地

区委員会が立ち上げられて、それぞれ意見をまとめられて、教育委

員会に答申をしたのに、また同じ地区で地区委員会を設置される目

的は、何があるのかということ。 

ただ、交流ということであれば、あま市全体の学校間の交流を考

えて、この地区には、こういう問題があるということで、どのよう

に是正していくかと協議するということではないのかなと。あえて、

ここの２校にされたのは、何があるのかなと。 

教育長 

 

最初の提言から１０年経過しているということでもあり、今回の

会議でご意見をいただいて、区切りにしたいと考えています。 

令和３年度からは、新たな方向性を検討したいと。 

今回このように意見をいただく場を設けさせていただいているわ

けですが、来年度以降の検討会でもせっかくやるならあま市内の全

部の小中学校を対象にして学校間交流をやるべきかどうか、といっ

たことを含めて検討していけたらと考えています。 

委員 

 

 

 

 

 

そうであるならば、美和地区は正則、甚目寺地区は甚目寺東小、

七宝地区は例えば宝小とか、３地区で委員会が立ち上げられて、そ

れぞれの地区でどういう交流がいいか話し合っていただいて、それ

をさらに持ち寄って、どういう風にしていくか、そういうようにし

た方が私は良いと思います。 

もちろん、これはこれで意味はあるんです。いいんですよ。いい
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委員 

 

んですが、ただ、あま市でありながら、なんで地区ごとにとなって

しまうんですが、だけど、やっぱり、それぞれの地区に良さはある

んです。たとえば、正則小であれば、福島正則がいて、狂言もやっ

たりだとかありますし、そういうことを他の地区に知ってもらって、

甚目寺は甚目寺の良さもありますし、七宝は七宝で工芸があると、

そういうことで交流を図っていく一つのきっかけづくり、そういう

ことにもできるかなと思ったんです。 

私は思ったのは、過去に甚目寺東と正則で通学のことについて協

議がなされて、結果的に答申されて結果が出ている。それは、それ

で結果としていいと思うんですけど、形として今回２つの地区で委

員会を立ち上げて、今回はテーマに沿った形で検討して行けばいい

と思うんですが、私は七宝でも立ち上げた方がいいんではないかな

って思って、意見を申し上げたところです。 

教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校間交流をやるからには、全体でと考えています。ただ、今、

委員が旧町の地区についておっしゃられましたが、本当はあま市が

できてもう１０年経ちましたので、旧町の枠をどうやってはずして

いくか、そういったことを検討するのも、あり方検討委員会で検討

するものであると思います。そういったことも含めて、宿題として

いただいて、あり方検討委員会のなかで検討していきたいと思って

います。交流についても、交流する学校のペアリングというものも

ある程度したほうがいいと思われますが、そういった具体的なこと

は、さらに先のところでやっていくものと考えています。 

 正則と甚目寺東での検討委員会でもご意見をいただいて、それを

参考にして、あま市内全体の中学校５校間又は小中の交流でもいい

と思います。小中の連携はすでにやっていますが、小小連携はあま

りやっていません。そこまで至っていないという部分があるもので

すから、小学校１２校の中でペアリングして、やれたらやっていく

ということも考えていけたらと思います。アンケートにもあるよう

に、学校が負担感を感じたら、長続きはしないと思うんです。学校

間交流をやることが大前提ではないです。やろうという方向に向か

って、お互いに意見交換をしながら、やれる範囲内で、負担感がな

いようにして、効果が少しでも上がるようにやっていけたらと考え

ています。交流ありきというものではないということを申し添えて

おきたいと思います。以上です。良かったでしょうか。 

委員 いいですよ。 

教育長 ありがとうございます。 

学校教育課長 

 

ありがとうございました。 

他にいかがでしょうか。 

委員 

 

 

意見というよりも感じた事ですが、最近ある方とお話しをしたと

きに出たことですが、子ども達の方が意外と旧町の意識は薄いので

はないかと感じております。地域というか旧町の枠組みについて、
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委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いろいろな組織がまだまだ旧町ごとでやられている現実があって、

それをひとつにしようとすると、やっぱり別々の方がいいのではな

いかというご意見が昔から住んでいる大人から出る現実がまだある

というような話を聞きました。むしろ子ども達の方が意外と、あま

市の市民としてのシビックプライドというか、誇りというか、あま

市の市民としての感覚があるのではないか。これから、あま市の市

民としての感覚というものを醸成していくのに、もう少し、これか

ら未来のあま市の地域を担っていく子ども達の意見を聞いてもいい

のではないかと思います。小学生に意見を聞いてもそんなに出ない

かもしれませんが、意外と大人たちがそういった境界をまだまだつ

くっているのかなと思います。 

一方では、住んでいる地域のコミュニティはすごく大事ですが、

まだまだコミュニティ作りっていうものが推進されていないと感じ

ます。コミュニティスクールということで、これから地域と学校が

交流していくわけですが、学校間だけで交流するよりは、地域もあ

わせて交流したほうが良いのではないかと考えます。 

昔、私が小学校の頃は、子供会とか、そういったところも学校の

運動会とかに出て行っていましたし、また、私が昔ここにいた時に

は、字別リレーとかあって、すごく盛り上がっていました。だんだ

ん、そういったものが薄れてしまっていますが、地域は地域で大事

なんだと思います。また、あま市民だよっていうところでは、旧町

のというよりも、もっと小さな地域と大きなあま市というように考

えて、旧町というのははずしていいのかなと感じました。 

教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員が言われるように、七宝、美和、甚目寺の枠をいかに取り払

っていくのかというのは、今のあま市の一番の課題だと思います。

七宝、美和、甚目寺という名称を、東部、西部、南部という言い方

にしてみたりと試みはあります。ただ、それだけでは、なかなか解

決していかない。旧町としての歴史的なものがありますから。 

だけど、子ども達っていうのは、委員が言われたように、例えば

東小学校が正則小に来る話のときに、子ども達が分かれるのがいや

だという意見もあったんですね。森地区が分断されるので、イカン

という話もあった。アンケートにも出ていたように、委員も言われ

たようにコミュニティのあり方、あま市全体のコミュニティという

ものを、もっと、どうやったら醸成できるのか、それぞれの正則な

ら正則のコミュニティ、それがあって、あま市全体のコミュニティ

がある。それらがうまいこと相乗効果をもたらして、やりとりでき

るように市としての援助というか、バックアップを１０年目以降、

新しい総合計画も来年からできてきますので、そういったことも市

長中心となって進めていく必要があるかと思います。 

それと同時に、教育委員会は、独立機関で中立なんだけど、やっ

ぱり市の方向性とあいまっていかないといけない。バラバラではい

けません。将来の市民を育てるというのが小中学校の大きな役割で
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教育長 

 

 

すので。そういったことも含めて、あり方をどうしていくのかとい

うのは、大変大きい問題であり、難しい問題ですが、来年度から時

間をかけてしっかりと考えて、方向性をつかんでいかなくてはいけ

ないのかなと思っています。 

学校教育課長 ありがとうございました。 

よろしいでしょうか。 

委員 私は、寺子屋のような形で近隣の正則学区の子どもや、金岩あた

りの美和東小の子ども達がお稽古に来たり、あるいは、正月にはボ

ーイスカウトの団体の子が毎年、禅と講話の会という形でやってき

ますけども、やっぱり大人が思うような壁といったものはなくて、

ある程度学習なり行事がすんだあとは、学校の意識をせずに仲良く

しています。子ども達は学校間の情報交換や雑談などを通して、仲

良くやっている。そういったところをみると、いろんな形で、いろ

んな組織を通して、交流というか、一緒に活動させるような、そう

いった経験の場を多く持たせてあげることが必要なのではないかと

思います。最初は、こちらの方がある程度意図的にやらなきゃいけ

ないと思います。そういった活動を通して、ある程度広い範囲の学

校間の交流というものが出来ていくのではないかと思います。 

学校教育課長 ありがとうございます。 

今の話をお聞きしながら、甚目寺、美和、七宝の旧町の精神的な

壁について、私個人としては正直に言って６０年かかると思ってい

ます。今の子供たちが私たちの年代になった時に、あま市民として

の意識というか、一体感といったものを持ってくれるのかなと思い

ます。それは、旧甚目寺町が、萱津、甚目寺、森、西今宿が合併し

てできたもので、７０何年経っていました。その後、あま市になっ

たんですけども。当時、甚目寺町が合併した当初の頃は、今のあま

市と同じような状況があったと聞いています。今、委員がおっしゃ

ったように、いろんな交流を通して一体感が出てくるのかなと思い

ます。そのひとつが、委員がおっしゃった運動会だとか、そういっ

たものになるのかなと思います。今コロナ禍で運動会ができるとは

思いませんけども、いろんな交流を通してやっていけば、あま市の

一体感が出てくるのかなと思います。 

委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

今の交流を通してお互いを理解するということは、大事なことで、

正則小学校と甚目寺東小学校の地区委員会の時の一番のネックはそ

こでした。各地区の区長さん方にお話を聞くと、総論は賛成なんで

す。学校教育課長さんも当時参加していただいていましたので、ご

存じだと思います。個人的に聞くと、絶対やらなくてはと言う。３

０分で正則に来られるのに、なぜ１時間半かけて甚目寺東小に行く

のかと。あげくに、今の子ども達は塾に行かなくてはいけませんか

ら、１時間半かけて帰ってくるのを待っていられないので、学校に

迎えの車が列をなしていると。しかし、総論は賛成なんだけど、各
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委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

論、最後になると、なかなか理解を得られなかったというのは、事

実でした。そこのところで、お互いを理解し合わないといけないと

いうこと。その方々は、地域に帰られて、自分はこう思うんだけど、

地域の後押しがなかったとおっしゃっていました。つまり、拙速に

走るのではなくて、時間をかけて、地域の人の協力を得るように、

世論を少しでも深めていくような、旧３町の枠組みをはずすだとか、

子ども達の交流だとか、いろいろなところで世論作りをする必要が

ある。これをひとつのきっかけにして、ただ、学校の人の数のやり

くりといったそういうことばかりではなくて、今言われた公共施設

の再配置だとか、いろんなことがありますので、そういったことを

含めて、各学校で１回ずつこういった場を設けて教育委員会に話を

聞いていただいて、世論作りをすることが必要なのではないかと思

いました。 

もうひとつは、各学校の交流なんですけども、学校現場は大変、

お忙しい。特に先生方がとてもお忙しい状態でやっていらっしゃる

ので、無理にやってはいけない。そのために今までいろんな競技会

とか縮小してきたわけですから。新規ではなくって、例えば学校の

先生方が授業の中で、地域学習をやってらっしゃるが、そういった

ところで例えば、正則小学校の福島正則の研究というものと、甚目

寺の方でやってらっしゃるハンセン病の小笠原先生の研究と、そう

いったものがあれば、その場に行かなくても今は便利なものがあり

ますから、リモートでやればいいと思います。そういった先生方の

必要性といったものが、まず根底に無いと、こちらからやれといっ

たって負担になるだけです。必要性をいろんなところでどこかから

打ち上げていただくなり、そういうのがあれば、教育委員会からも

後押しして、予算的なところもやっていただくといいのではないか

なと思います。そんなところですね、無理しないように。 

長い目で見ていただいて、世論作りをまずしましょうと。そんな

風に感じます。 

学校教育課長 ありがとうございます。全く、おっしゃられる通りかと思います。 

他にありますでしょうか。 

委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災ネットというか、今、防災の方でいろいろやらせていただい

ています。この間、秋竹小と宝小学校でやらせていただきました。 

今までだと、子ども達に避難所はどこと聞いて、体育館と返答を

もらったりなどのやり取りをやっていたが、コロナ禍によりそれが

言えなくなってしまう状況が多いです。私の孫もそうなのですが、

危ない橋を渡って学校へ行っています。登下校時にバラバラになっ

た後にどう危機回避するのか。私の孫は小学校３年生なので、少し

は分かっていますが、小さな子ども達が危険を分かるように学習す

るということは、子ども達にとってすごい負担なんじゃないかなと

思うので、一気にじゃなくても、せめて少しずつ何かができればな

と思います。子ども達にどこに逃げますかということを教えても、
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委員 それが、子どもを通して親には通じていない。子どもさんたちにし

か話が通じていないので、本当は皆さんに防災教育ができるといい

かなと。ＮＰＯ立ち上げますので、来年度はいろんなところでやら

せていただきますので、よろしくお願いします。 

委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

私は、保健センターでボランティアをすることがあります。それ

は生涯学習課の事業で、ブックスタートというものです。ブックス

タートという言葉をお聞きになったことがあるかどうか、皆さんご

存じか分からないんですが、お子さんが４か月目の健診の時に絵本

をもらったりしませんでしたか。あま市で生まれた赤ちゃんに、４

か月健診の時に絵本をプレゼントして、その場で読み聞かせをして、

このようにして読んであげてくださいねと。そういうことをやって

います。その時に、私たちは必ず、あま市で生まれてきてくれて、

本当におめでとうございますとお伝えして、絵本を差し上げるんで

すが、その時に、お母さんは、あっそうなんだ。この子はあま市で

生まれた子なんだと、という顔をしてくださる。お父さんお母さん

が外国の方であっても、同じ様子が伺えます。言葉があまり通じな

くても。なので、学校のことだけではなくて、本当に長い積み重ね

を見ていくことが大事なんじゃないかなと。健診については、甚目

寺地区の人は甚目寺の保健センター、美和地区の方は美和の保健セ

ンターですが、日程的に都合が悪かったりすると、甚目寺の方が美

和で受けたり、そういうことは結構起こっています。そういったつ

ながり、縁は、細かいところで積み重ねていって、初めて学校との

つながり、学校同士のつながりが生まれてくるのではないかなとい

う気がしますね。ただ、３月から赤ちゃんたちへの対面でのボラン

ティアは全くできていません。だから、既にその時に生まれた子ど

も達は１歳を過ぎて歩いているわけなんですよね。その間、赤ちゃ

んの時の１年間はすごく大きいので、やっぱりいろんなことを考え

ます。ブックスタートが読書というなかでは、一番大きなものでは

ないかと思います。 

学校教育課長 コロナということで、いろんなことが変わってきていますので、

コロナ禍が早く過ぎないかなと願っています。 

他にございますか。 

委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正則小学校で能・狂言をやっていますが、あの物語が実は甚目寺

のお話も入っていますし、福島正則のお話が入っていたり、萱津の

話が入っていたりしています。私どものＮＰＯ法人のほうで、あま

市全域の子ども達を集めて、４年間子ども狂言を開催しています。

今年度も本当はやるつもりだったのですが、コロナで中止となりま

した。正則小学校は正則小学校で単独でおやりになっているのです

が、ＮＰＯ法人で４年間やったときは、毎年いろんな地域から参加

してくださっています。お子さん達は、たった３～４か月なのです

が、一緒に練習して、舞台で一緒に発表するという活動を通じて、

すっかり仲良くなって、なおかつ、お互いの地域のことを知ること
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委員 ができています。甚目寺の観音様のことは、旧美和町に住んでいる

と分からない方が多いです。私も合併してから、甚目寺観音のこと

についてとってもよく分かるようになりました。そうやって子ども

達は地域活動をしています。ボーイスカウトもそうです。ボーイス

カウトはあま１団になって、旧美和町の子たちだけではなく、広域

で集まってきています。１団だけでなく、２団もあって分かれてい

るところもありますが。また、住職さんのところにお世話になった

りもしている。私もかつてボーイスカウトをしていた時は、何度か

住職さんのところにお邪魔させていただいたりしました。境界線を

なくした活動はすでにあります。そういうものの積み重ねで、知ら

ない間に交流ができている部分もあるので、学校の交流だけではな

く、全体で、スポーツ少年団もそうかもしれませんし、いろんなと

ころを少しずつ一緒にやるということで積み重なっていく部分もあ

ると思います。もう少し総合的な目線で見てもいいのではないかと

思います。 

教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育立市プランというものがありまして、学校教育だけではなく

て、まさしく今おっしゃられた生涯学習、そして、スポーツ、食育

もあります。特に生涯学習について、ある意味では学校教育は生涯

学習の一部分とも言えます。スポーツもそうです。 

教育立市プランは来年全面改訂します。市の総合計画の中で、現

在、生涯学習課では生涯学習推進計画というものを立ててくれてい

ます。スポーツ課も、あま市のスポーツ振興計画というものを立て

てくれている。それらも連動していくような形で、あり方の検討委

員会を考えていけたらと思います。 

学校間の交流だけではなくて、生涯学習であれば青少年キャンプ

もあり、これは、１２小学校全部から来ます。学校ごとの交流ばか

りではなくて、生涯学習の中での子ども達の交流を図れるものも相

まってやっていければと思います。どんな方法でも子ども達が交流

できる。学校と学校ではなく、子どもと子どもが交流して、あま市

の一員だよと自覚できればいいなと思います。 

学校教育課 ありがとうございました。 

いろいろな交流の種はまかれているのかなと思います。 

あと、他によろしいでしょうか。 

教育長 ＰＴＡの会長さんは、いかがですか。なにかあれば。なければよ

いですが。よろしいですか。 

委員 追加では特にありません。 

学校教育課長 これで、ご意見をいただいたということで、来年度以降に生かし

ていければと思います。ありがとうございました。 

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
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学校教育課長 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す。 

頂いたアンケートをまとめたものとなっています。 

 ご用意した下案について、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。まず、担当から案

を読み上げます。 

指導係長 （報告書（案）を読み上げる） 

これを下案としまして、この部分を削った方がいいですとか、新た

にいただいたご意見を足しましょうですとか、直すところがあれば、

それを修正し、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。 

委員 すみません。これって、来年からのあり方の検討委員会に提出さ

れるものですか。 

教育長 いいえ、違います。今回、教育委員会に提出いただいて、参考と

させていただくものです。 

委員 これを持ち集めて、今後の交流のひとつの材料とすると。 

学校教育課長 今回の報告は、教育委員会にご報告いただいて、参考とさせてい

ただき、来年度とは別です。来年度以降はまた新しいものでという

ことです。 

委員 この２番の地区委員会において出た意見というのは、今日の意見

も入れて。 

教育長 もちろん、いろんな意見をいただいたので、入れていただいた方

がいいでしょうね。 

学校教育課長 皆さんにお配りしている案は、事前のアンケートの内容をまとめ

たもので、本日の意見を含めてこういう意見をいただきましたとい

うものが教育委員会に提出していただいて報告書になります。 

委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ひとついいですか。お願いしたいのが、４番の今後の課題のとこ

ろですが、この委員会、また各地の委員会から教育長さんの方へ、

提言というか、こういう課題があるよと、またはこういうような後

押しをして欲しいよと、または予算作りをしてくれと、こういう様

な提言になっていくと思うのだけど、今のいろんな話があるなかで、

地域づくりの話やら、時間をかけて旧３町の枠組みをとっぱらって

いくとかね、それから、リモートをやるにしてもいろんな機器の裏

付けがないと、とてもじゃないけどできないと。というようなこと

があると思うのだよね。そういうところが、今後の課題としてあっ

たので、お願いしますと。今のだと、前半のところはいいのだけど、

後の方の２行くらいが、児童生徒、学校、地域に負担を強いるもの

であってはならない。とあるのを、これはこれで大切な事なのです

が、もうひとつ膨らませていただくといいかなと。 
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指導係長 例えば、地域づくりや時間をかけて旧３町の垣根を取り払う活動

を、というようなものですか。 

委員 文章はそちらにお任せするので、そのような内容で。今後の課題

のところをもう少し膨らませて頂いて、今後幅広く活動していくに

は、ここのところをうまく言って、こんなことがあったよと、教育

長さんを後押しないといけないところだから。と、思うのだよね。 

教育長 生涯学習との関りを十分とって、というようなことを何人かの委

員もおっしゃっていました。連携しながらやっていくことが、学校

間交流につながっていくぞということかな、と僕は思いましたね。 

甚目寺東小では、出てこなかった意見ですね。 

委員 ちょっと、今後の課題のところで、今出た話をつけ足してほしい。 

委員 今まで進まなかったのには、原因があるわけだよね。それをここ

で報告して、行政側として理解してもらって、もう一歩、半歩でも

進められるようなことをここに入れてもらうといいよね。 

指導係長 地域づくりや生涯学習活動と連携しながら、時間をかけて旧３町

の垣根を取り払うような交流活動について推進して行くことがよい

のではないかと考えられる、という内容を今後の課題につけさせて

いただくということで、よろしいですか。 

学校教育課長 文章そのものは、多少前後の文脈でつなげる言葉が足されるかも

しれませんが、今言った内容のことを今後の課題のところにつけ足

させていただくということで、よろしいでしょうか。 

委員 そうだね。了解です。 

委員 今話しされたとおりのもので、いいよね。 

委員 まあ、そのような内容のもので。 

教育長 生涯学習に関わりのある方がたくさんいらっしゃるということ

で、とっても良い意見をいただいたと思います。学校だけの問題で

はなくて、もっと地域全体で、生涯学習の中での一環としての、学

校間交流ができるといいかなと。学校という限られた空間だけでは

なくて、もっと広い範囲で考えてやっていければと思いますよね。

ありがとうございました。 

委員 入口のことが、学校でやられて、その後成長して来たら生涯学習

で学習が行われる。学校は基礎になっているわけですね。 

委員 甚目寺東小学校の会はもう開催されたのですか。 

学校教育課長 もう、開催されました。 

教育長 

 

 

先週の金曜日にやりました。本当は、合同でやれると良かったの

ですが、コロナの関係もありますので。これだけの人数のさらに倍

の人数になりますので。ちょっと控えさせていただきまして、今回

のような開催の方法となりました。 

委員 もう終わっているんですね。甚目寺東小で出た意見はどんなもの

でしたか。 

教育長 だいたい、同じような中身の意見をいただいています。 
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委員 この報告書は、甚目寺東小学校の意見も含めてあるのですか。 

指導係長 皆さんお手もとの報告書案は、正則小の分だけです。表題の最後

のところに正則小学校と書かせていただいているのですが、甚目寺

東小学校ではこの部分は甚目寺東小学校となっていて、甚目寺東小

学校で出た話が本文に書いてあります。今回の正則小学校の分はそ

れとは別に正則小学校で出た話しをまとめてご報告していただくも

のです。 

委員 いずれ、私たちは両方の分を読ませてもらうこととはできるんで

すか。 

教育長 もちろん、両方の意見書を皆さんのお手元に送らせていただくこ

とはできます。 

指導係長 本日、お話しいただいた修正を加えて、委員長の山田さんのとこ

ろへ持って伺って、見ていただいた後に押印をお願いして教育委員

会に提出するという流れなのですが、押印していただいた報告書に

ついては、皆さんのところにもこういう形で出しましたとお送りす

る予定をしておりますので、その際に甚目寺東小学校のものもあわ

せて送らせていただきます。 

年末年始、修正、委員長さんのところにお伺いしてとありますの

で、少しだけお時間をください。 

教育長 先ほども言ったように、ずいぶん視点が今回の正則小学校と甚目

寺東小学校と違っているなと感じます。生涯学習ということで、一

歩先に行く形ですね。そうやって経験してらっしゃる方が多くいら

っしゃることで、視点が違ってきているのかなと思います。 

ありがとうございました。 

学校教育課長 

 

 そのような形で、４番のところに付け加えさせていただいて、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。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 正則小学校 を閉会します。 

 


