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第６回 八千代地区小学校統合準備委員会 要点録 

 

開催日時：平成 27 年 3 月 2 日（月）午後 7 時～7 時 50 分 

開催場所：八千代人権福祉センター 

参加状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■委員会委員（敬称略） 

 黒田 戒三（欠席） 刈田小学校区内の振興会代表 

◎田原 正徳     根野小学校区内の振興会代表（委員長） 

 城市 直子     刈田小学校保護者会の代表 

門出 泰典     刈田小学校保護者会の代表 

 岩下 雅俊     根野小学校保護者会の代表 

 清水 朋子     根野小学校保護者会の代表 

○長田 義男     刈田保育園保護者会の代表（副委員長） 

 岡田 真平     八千代南保育園保護者会の代表 

 本田 愉違子    ひの川幼稚園保護者会の代表 

 雛田 和博     刈田小学校の校長 

 中村  忍     根野小学校の校長 

 升田 洋司     八千代中学校の校長 

■安芸高田市 

 叶丸 一雅     安芸高田市教育委員会教育次長 

土井 実貴男     安芸高田市教育委員会教育総務課長 

 柳川 知昭     安芸高田市教育委員会教育総務課学校施設係長 

 倉田 英治     安芸高田市教育委員会教育総務課学校施設係専門員 

傍聴 １人 

会議次第及び

資 料 

会議次第 

１.開  会 

２.任命書交付 

３.経過報告 

・八千代地区小学校統合準備委員会の開催概要について 

４.協議事項 

・統合目標年月日について 

５.事務連絡 

 ・次回開催予定  平成 27年  月  日（  ） 

６.閉  会 

 

会  議  概  要 

事務局 

 

１．開  会 

 定刻になりましたので、ただいまより八千代地区第６回の小学校統合準備委員会と第１回目の総

務部会を合同で開催していきたいと思います。黒田委員さんは所用により遅れるか、若しくは欠席

させてくださいとの連絡を受けております。本日は事務局より経過等の報告をさせていただこうと
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思いますが、まず初めに次第書の２番目の任命書の交付をさせていただきたいと思います。委員を

代表していただきまして常庭委員さんに、任命書を受け取っていただきます。それでは教育次長の

方から任命書を交付させていただきます。前にお進み下さい。 

～任命書交付～ 

ありがとうございました。元の席へお戻り下さい。なお皆さま方の任命書は、失礼ながら机上に

配布させていただいております。氏名に間違いがないかどうか今一度ご確認ください。 

それでは協議事項に入る前に、本日初めての顔合わせということになりますので、それぞれ自己

紹介をしていただければと思います。 

～自己紹介～ 

それでは次第書３番の経過報告ということでございますが、これから後の進行は田原委員長さん

の方で進めていただきたいと思います。 

委員長 皆さん、たいへんご苦労様です。これより第６回八千代地区小学校統合準備委員会を総務部会と

合同で始めさせていただきます。まず初めに前回１月２８日の第５回準備委員会では、「次回は総務

部会を開催して統合目標年月日を協議していく」との決定をしていただきましたが、事務局と相談

した結果、今回は準備委員会と総務部会の合同開催とさせていただきましたので、事務局より経過

を説明していただきたいと思います。 

事務局 事務局から経過を報告させていただきます。前回の開催からちょうど１ケ月程度経過しておりま

すし、前回会議の内容を確認する意味で、これまでの概要と本日、合同開催となった経過について

報告させていただきたいと思います。 

八千代地区につきましては、昨年５月３０日に第１回の準備委員会を開催して、以後８月７日に

第２回、１１月２１日に第３回、１２月１７日に第４回、年が明けて今年の１月２７日に第５回と、

これまで計５回の準備委員会を開催してきました。 

前回１月２７日に開催した第５回の小学校統合準備委員会では、主に刈田地区の保育園、小学校

の保護者会で、学校統合についての話し合いをしていただいた結果について、報告していただきま

した。 

まず、刈田保育園では１月８日に緊急保護者会を開催され、意見集約をされました。その中で、「統

合は仕方ないけれども平成２８年４月の統合は難しい。統合時期についてはもう少し議論をしたい」

というご意見でございました。 

続いて刈田小学校は、１月２１日に臨時の PTA 総会を開催して、これまでの委員会の様子を報告

され、統合についての各保護者の思いについて投票をされたということでした。全体３９世帯のう

ち、出席が２５、欠席７、委任状７で、出席者２５名のうち、２８年４月の統合賛成が２票、２９

年以降の賛成が１６票、統合反対が７票という結果であったと聞いています。これによりまして「平

成２８年４月の統合は難しいけども、２９年以降の統合に向けて話し合う」ということを確認した

ということでした。 

ひの川幼稚園さんにつきましても、具体的な統合時期の話はしていないが、根野地区の保護者が

多く、「統合については前向きであると感じている」との報告がありました。 

根野地区については、特に意見はありませんでした。前回の準備委員会でこれらの報告を受けて、

平成２８年４月を統合目標に協議を行ってきたところですが、結論的には協議未了ということで、

平成２８年４月の統合は見送ることとし、統合目標年月日については、総務部会を設置して継続協

議していくということであったと思います。 

前回の委員会の中では、主な意見として、統合時期については刈田小学校の新入生が一人になる
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年が出てくるのですが、そうなる前の平成３０年とか、あるいは２９年とかといった時期がいいの

ではないかという意見であるとか、一応、２９年４月を目標にして進めていってはどうかといった

意見、あるいは総務部会では新しい委員さんが多く、また一からの議論になるので、統合目標年月

日については、この場で決めましょうという意見もあったのですが、刈田小学校の方から、協議事

項の決定に関しては専門部会で協議して、準備委員会に諮るということを保護者にも説明している

し、他の地区と同様に専門部会で話をしてほしいということがありました。 

確かに八千代地区の場合、準備委員会と総務部会のメンバーが学校の校長先生方以外は２名しか

重複がありません。したがって、新しい委員さんが多いということもあり、また一からの議論にな

ったり、あるいは統合時期の決定が遅れることによって準備期間にも影響が出てはいけないという

ことで、今回スムーズに議論を進めていきたいという思いから、委員長さんと相談をさせていただ

いて、本日は総務部会と準備委員会と合同で話し合いの場を持たせていただいたということでござ

います。 

本日、この場で「統合目標年月日」について協議をしていただければと思います。事務局の説明

は以上でございます。 

委員長 ただ今の報告について何か質問等あれば、お願いします。(※特になし) 

続いて協議事項に入ります。それでは統合目標年月日について協議をしていきたいと思います。

統合目標年月日は、事務局から平成２８年４月１日とすることについて提案がありましたが、刈田

地区の皆さんの意見を聞いたところ、平成２８年４月１日とすることは少し難しいということでし

たので、今日は改めて統合目標の年月日を決めたいと思いますが、これについていかがでしょうか。 

委員 平成２８年４月１日で予定されていたという事ですが、２９年にずれたことについて、説明して

いただかなければ、いきなり統合時期にまで議論がいくまでに、どういう経緯でそこまでいったの

かということについて、説明をしてもらえればと思います。 

事務局 先ほど若干触れたのですが、前回の会議の時に刈田保育園と刈田小学校とひの川幼稚園、主に刈

田地区の方の意見を聞かせていただきました。そのなかで、もう少し統合の時期については協議が

したい、議論がしたいということであったので、２８年４月というのは見送りましょうということ

を前回の会議で決定させてもらっています。それぞれの学校、あるいは保育園での様子については、

再度、この場で、それぞれから概略を報告いただきますでしょうか。 

委員 刈田小学校ですが、さきほど事務局からありましたように、１月末に臨時の総会を開いて、最終

的には採決を取りました。一応、この準備委員会で７０項目ある協議事項を１年間で詰めていくの

は難しく、２８年の４月１日は無理だろうということで、２９年４月１日以降、７０項目が全てク

リアされた時点で、統合を目指すということで、話はまとまりました。平成３１年に新入生が一人

ということがありましたので、それは避けたいということで、最終的には平成３０年度までには、

どうにかしなきゃいけないという感触がありました。以上です。 

委員 刈田保育園ですが、１月８日に緊急保護者会を開催させていただきました。そのなかで、統合準

備委員会の方では、主に急傾斜地の調査の報告とかあったんですが、その後に、平成２８年度に統

合するためには、（平成２７年）１月中に議会の関係で平成２８年４月に統合すべきかどうかの結論

を出さなくちゃいけないということがあって、そのなかで緊急の保護者会を持たせていただきまし

た。その結果、門出委員さんの方からもありましたけど、新入生が一人という事態はなんとか避け

たいというのもありましたので、統合するのはもうやむを得ないけども、その代わり、もっとしっ

かり議論していくべきではないかという意見が多数占めましたので、刈田保育園としては、２９年

度以降の統合目標で進めていってほしいという意見を挙げていきました。以上です。 
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委員 ひの川幼稚園では、過去２回ほど全体で話し合いを持ちました。ひとつは急傾斜地の説明と、も

うひとつは交通手段の話などをしました。特に反対意見もなく、交通手段の質問などが多いので、

ひの川幼稚園では統合に前向きであると捉えました。また、根野小学校区の保護者や子ども達が大

半を占めるので、前向きに捉えていますというふうに前回お答えしました。以上です。 

委員 八千代南保育園は、今通っている子どもは、現時点では全員、根野小学校へ行くということなの

で、特に反対もなく、できればすばやく進めてほしいという意見は出たのですが、あくまで刈田さ

んの意見を尊重してもらった方が話もスムーズに進むと思います。そういう意見です。 

委員 根野小学校は、特段、保護者で話をしたこともないのですが、今言われたように、今の計画では

刈田小学校の児童さんが根野小学校に来られるということなので、根野の保護者の中で統合につい

て特に意見が出たというようなことはないです。 

年度初めの PTA 総会でもちょっと話をしたりするんですけど、個別に意見を聞かれる方も特にい

らっしゃいません。そういう状況です。 

委員長 だいたい分かってもらえましたか。 

委員 分かりました。そういうことを踏まえて協議していただければと思いましたので。 

委員長 目標として、いつがいいかということを今から決めていきたいと思います。 

委員 「協議項目が７０項目あります」ということが出ました。それをクリアしないと時期が設定でき

ないのではないでしょうか。見切り発車ということはできないのだから、ある程度クリアした中で

時期を２９年４月にしますよ、あるいは３０年４月にしますよということになるのではないでしょ

うか。 

項目と統合はイクオールではないかと思うので、どういうウェイトがいいのか、急傾斜地の問題

が多いのか、あるいは通学の問題が多いのか、そこらあたりもやはり２９年といってもそう長くな

い。そういうことになると、やはり一つ一つをクリアしてから、こうなりますよというふうに踏ま

えた方がいいのではないか。私は今日初めて来させてもらって、思い付きを言ってたいへん申し訳

ないのですが、どうでしょうか。 

事務局 今日の協議項目にも書いてあるのですが、あくまでも統合目標なので、例えば「２９年４月

１日にします」ということになっても、必ずしも「２９年４月１日に統合する」ということに

はならないと思うんです。あくまでも目標なので、それが１年ずれたりすることもあるし、２

年ずれたりすることも起こりうると思います。 

委員長 ある程度、目標を決めないと話が進まないです。７０項目を先にやるよりは、いつ統合する

かという案を出してもらって、それから７０項目の話に取り掛かっていただきたいです。 

事務局 少し補足をしますけれど、今の７０項目の中に、「統合目標年月日」という項目があるんです。

他の地区でも、甲田地区も同様なのですが、目標ということで設定して、それに向かってみん

なで話をしていこうと。したがって話をしていく過程の中で、例えば目標を２９年にしたけれ

ども、それはもう１年遅れて３０年になることも考えられないことではないということも、他

の地区では話をされております。 

委員長 どうですか、委員さん。納得できますか。 

委員 納得というか、進めて下さい。それにこだわって話を止めてもいけないので。 

委員長 これを決めてもらわないと、私たちも次に進めないものですから。今日はこの目標年月日を

決めてもらいたいです。そうでないと、総務部会も進めることはできないと思います。 

委員 今日の専門部会に初めて来られた皆さんは、今までの準備委員会はどういう議論をしてきた



5 

 

かとか、これまでの推進計画の話は全部知っていてここへ臨まれているのでしょうか。それと

も今までの経過とか何も知らずに、スタートという状況なんですか。 

事務局 基本的には、今、うちが出している情報を見ていらっしゃらなければ、全く初めてだろうと

思います。その情報というのは会議録であったり、会報であったりするんですけど、ただそれ

も充分でないと思いますので、一応今日の段階では、机上に今までの準備委員会の資料は配布

させていただいております。統合目標年月日はこの場で協議していただくのですが、それが終

わったら、総務部会員の方だけ残っていただいて、これまでの経過も含めて、若干詳しく報告

させていただこうかというふうに思っております。 

委員 分かりました。 

委員長 それでは、皆さんの意見を出していただきたいのですが。 

委員 ひとつだけ確認していいですか。刈田小学校が今のままで入学生が一人になるのは平成３０

年でしたか。 

委員長 平成３１年度です。 

委員 平成３１年ですから、その前年度の３０年に統合しておかないと間に合わないということで

すよね。もし統合するのなら。 

八千代南保育園は、一応、保護者会で話したところは、できるだけ早くというのが保護者会

の話で、私個人の意見として、できるだけ早くなんですけど、あくまで根野の方に刈田の方が

来られるということになるので、刈田の方が納得される時であれば、２９年でも３０年でも早

い時期が望ましいというということを、八千代南保育園の意見として言っておきます。 

委員 校長先生にお聞きしたいんですが、子どもたちも割と敏感になっていると思うんです。時期につ

いて、子どもたちはどういう思いでいるんでしょうか。 

委員 小学校、中学校で、平成２７年度からやろうとしていることは、小学校、中学校の連携を一

層深くしていかないといけない、とりわけ小学校どうしのつながりもこれまで以上に強くして

いきたいと考えております。八千代町では、修学旅行や合宿を刈田小と根野小と合同で行うと

いうことをやってまいりました。来年度からはそれ以上に、遠足等も含めて、学年ごとの行事

も合同でできるものは合同でやっていきたいと思っています。八千代町内の２つの小学校がし

っかり横で繋がって、中学校へそれを繋いでいって、小・中の繋がりをしっかりしていきなが

ら、八千代のこの９年間をしっかり見通した教育を進めて行こうという考えで取り組んでおり

ます。 

子どもが今、どう思っているかどうかというのは、定かではないのですが、学校の立場とす

れば、９年間を見通して育てていき、小・中学校がしっかり繋がってやっていこうとしている

ということを、保護者の方、地域の方にしっかり理解をしていただきたいと思っているわけで

ございます。ですから、学校だけの独りよがりな意見かもしれませんが、根野小学校又は刈田

小学校を卒業した子どもたちは、全部八千代中へ進んでいただいて、しっかり八千代で９年間

を過ごしてよかったというような教育を実現したいというふうに考えております。 

さきほど７０項目という話が出ましたが、本当に子どもの姿や学校の様子を知っていただか

ないと、協議できない項目もあろうかと思います。例えば総務部会の中にも出てまいりますが、

学校設備というのがあります。今、根野小学校の学校設備がどうなっているのかというのを本

気で見てもらって、ここを直してもらうように要望しようとか、早期に取り掛からないと、予

算や工事の関係など、机上の計算だけではいかないものがいっぱいあろうかと思います。学校
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においでいただいて、日中に子ども達の様子をご覧いただいたりする中で協議をしていただく

とうれしいなと思います。 

私個人とすれば、目標を２９年度に掲げて一生懸命がんばってみんなで準備をしたが、間に

合わないから３０年にしたという結果でもいいのではないかと思います。ただ、３０年に設定

しておいて間に合わないから３１年にしたというよりは時期を早めに立てておくというのが、

筋じゃないかなと思います。 

学校も本気でがんばりたいと思っていますが、保護者・地域あげて、しっかり取り組もうと

いう意識のもとで、統合が進んでいくことを望んでおります。少年野球もいっしょになって頑

張っておられるし、子どもたちもいっしょに触れ合いたい、いっしょに頑張りたい、そういう

気持ちは高いのではないかと予想しております。 

委員 刈田保育園の委員です。刈田保育園は刈田小学校へそのまま上がる子がほとんどですので、

根野小に行くということで不安が大きくて、母親とかは特にそうなのですが、通学のことやプ

ールのこと、児童館のこと、すごい不安が多くて、２８年４月というのはまず無理だろうとい

う意見が出ています。保育園全体の意見としてまとめると、できるだけゆっくりじっくり検討

してほしいというところが、やっぱり皆さんの意見であります。刈田小に上がる子が、３１年

４月に一人になるということがあり、そこまでゆっくり考えてもらってもいいんじゃないかと

いうのが、刈田保育園としての意見かなと思います。私個人としても、不安が多いので、でき

るだけゆっくり３１年４月に統合するくらいでもいいのではないかと思います。 

委員 さきほど少し言わせてもらったんですが、根野小の保護者はまだ充分な認識がないので、こ

ういう場で今から議論して、保護者も認識を高めないといけないと思います。基本的に対等合

併ということなので、学校の名前も変わり、校歌も変わり、何もかも変わるんだという認識が

ほとんど根野小学校の保護者にはないと思うので、これからそういうところを詰めていかない

といけないし、PTA の会費の使い方がそれぞれどうなっているのかとか、例えば資源物回収は

どのようにされているのかとか、この統合準備委員会とか専門部会以外でも、保護者同士でや

らなければならないことが多々あるんだろうと思います。 

それから、一緒になったときの役員をどういうふうに選出するかということも出てくるので、

そういうことを考えれば、やらないといけないことは、多分たくさんあって、統合してからお

いおい決めていけばいいという、意見もあるんだと思うんですけど、僕は今あるものは全て出

して議論しておいた方がいいと思います。 

少年野球を一緒にしたときに、そういうやり方でお互いのチームを洗いざらい出して、全部

打ち合わせしてそれから一緒になってスタートしましたので。ちょっと少年野球と学校は違う

んですけど、全部議論しておいた方がよいと思います。以上です。 

委員長 ありがとうございます。他にありませんか。 

委員 平成２９年を目標に設定して、話が煮詰まらなかったり、決まらなかったら３０年と遅くな

るのはいいと言われましたけど、できるだけゆっくりという意見を今聞いて、例えば３１年統

合目標にしてたけれども、思ったよりも早く話が進んで、これは３０年にはできそうだなとな

ったときに、前倒しで３０年にするというのも可能なのですか。 

事務局 不可能ではないと思うんですけど、予算の手続きとかで間に合わないことが、もしかしたら

出てきたりするかもわかりません。議論の中で平成３１年を設定しておいて、平成３１年は前

倒しして、平成３０年にしようという決定をいつの時期にするかということになると思うんで
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すが、予算の話が出てきたり、あるいは最終的には学校を統合するというのは、安芸高田市議

会のほうで議決をしていただくんですけど、それも１年前には議決をもらおうと思っています

ので、、議会のこととか予算のことについて言えば、少し不都合が出てくることがあるのだろう

と思います。 

委員 平成３１年に新入生１人になるから、３１年までには合併をしたいと思うのであれば、その

日にするよりかは、１年くらい前に少しでも早く前もってした方がいいかなあと個人的には思

います。 

委員長 私の意見としては、なるべく早い方がいいと思います。 

副委員長 僕の個人的な意見としては、３１年度の新入生が１人になるという時に統合するというのも

有りだと思うんです。たちまち目標を立てるとしたら、その前の年の３０年を目標にして、そ

れで煮詰まらない場合の３１年度の統合というのは、僕は可能だとは思います。 

その方がもっとじっくり協議もできると思うし、さきほど委員さんも言われていましたけど、

やはり保護者同士の交流も必要不可欠だと思うんで、そういうのをやっていくと２９年はそれ

でもちょっと早いかなというのは、僕も思ったりするんです。３０年を目標にした方がいいん

じゃないかなとは僕は思います。 

委員長 他に意見はありませんか。 

私、委員長としては、平成２９年４月１日を目標にして、ずれる場合は、しょうがないが１

年ずれるか、もしかしたら２年ずれるかもしれませんが、早めに決めておいた方がよいと思い

ます。話をしてもらうのに３０年といったら今から３年くらい皆さんがまた集まって話をして

もらわなければならなくなります。早めに集まってもらって話を進めてもらった方が、話がス

ムーズに進むんではないかと思うんです。議題が７０項目もあると、たいへんですから。目標

を一応、平成２９年４月１日にしておいて、話し合いがスムーズに進めば早くなるかもしれま

せんし、遅くなるかもしれません。そこは今からの総務部会さんのたいへんな話し合いがあろ

うかと思うんですが、目標としては一応２９年の４月１日を目標にして、やってもらえばいい

んではないかと私は思うんですが、皆さんの意見はどうでしょうか。 

一応、目標ということですからね。決まったわけじゃないんです。話し合いをするうえでの

目標を２年後の平成２９年４月１日ということで、話し合いをしてもらえばいいんではないか

と思うんです。 

意見がなければ、委員長として平成２９年４月１日を統合目標年月日に決めさせていただき

たいと思うのですが、いいでしょうか。（※特に意見なし） 

委員長 それでは、平成２９年４月１日を統合目標にすることに決めさせていただきます。次回の開

催予定について事務局より連絡をお願いします。 
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事務局 冒頭言いましたように、総務部会の中でいろいろ協議をして、総務部会の決定事項を準備員

会の場に諮ることになりますので、次回からは総務部会の開催になります。したがいまして、

次回の準備委員会は総務部会の進捗によって、決定事項が出てくれば、この会に報告がありま

すので、それまでは準備委員会は開かないということになります。来年度以降の話になると思

いますが、委員長さんと相談をさせていただいて、準備委員会の招集はさせていただきたいと

いうふうに思います。 

委員長 何か他にあれば。なければ以上で本日の準備委員会を終了させていただきます。 
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八千代地区第 6回小学校統合準備委員会・第 1回総務部会 合同会議次第 
 

 

日時 平成 27年 3月 2日（月） 19時 00分～ 

場所 八千代人権福祉センター 会議室 

 

 

 

 

１.開  会 

 

 

２.任命書交付 

 

 

３.経過報告 

 

（1） 八千代地区小学校統合準備委員会の開催概要について 

（2） その他 

 

４.協議事項 

 

（1） 統合目標年月日について 

（2） その他 

 

５.事務連絡 

 

 ・次回開催予定  平成 27年  月  日（  ） 

 

６.閉  会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


