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６月定例教育委員会会議録【概要版】 

                                                                                   

開催年月日 令和４年６月２８日（火） 場  所  市役所本庁 災害対策本部室 

開 催 時 間 １８時３０分 から １９時４０分まで 

出 席 者 

教育長 澤野 幸司 

教育委員 宮田 靖、久世由美子、高橋勝栄、甲斐千尋 

参 与 

齋藤章二、長友武彦、瀬之口博行、竹光俊司、伊東洋之、黒木幹生、 

志道里香、山田 聡、岡田健一、工藤靖治、吉田 等、吉岡秀晃、 

井本治久 

◎ 議 事 

  ◆議案第 10 号 校区外通学の許可に関する取扱要項の一部改正について（学校教育

課） 

   ● 学校教育課長より、浦城小学校に特認校制度を導入するための要項改正につい

て説明がなされ、下記の質疑の後に、異議なく承認された。 

 

        ◎） ５月の定例教育委員会でこのことについて協議した。それを踏ま

え、各教育委員には学校を訪問していただき、子供たちの学びの様

子、または学校長や関係職員へいろいろ質問されたと思うが、事務

局の案としては、特認校に指定すると。こういう手順で、今後進め

ていくということだが、まずは教育委員の皆さんが訪問して、学校

の様子などで感じられたことをお話いただいて、そのあと、この部

分についてどうするか、協議を求めたいと思う。 

        ◎） へき地と言っても、延岡市内から行くと、そんなに遠くはないな

というのがまず第１の印象。行ってみたら、教室や体育館など、い

ろんなものがすごくいいなあと、外からは見させていただいた。中

に入って、校長先生と話をすると、人数が少ないけど頑張っている

という印象をものすごく受けた。子供たちは２人だったが、遊びと

かは見ていないが、授業を見たときに、２人とも必死になって先生

の話を聞いて、２人でもしっかり勉強しているというのが伺えたの

で、これにまた何人か入ってくると、もっと活気があっていいのか

なというふうに感じて、特認校という制度、それがすごく、私はい

いなと思ったので、あそこに何人か入られるといいなという感想を

持った。 
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        ◎） 会社的に経営的なものを考えたときに、学校の先生が事務方も含

め５人おられる。それに対して子供さんが２人、小学校４年生、男

女１人ずつ。その地区の子供にそれだけ経費をかけて、特認校の指

定をして何人入ってくるか分からない。こういうものに対して経費

を使うということについて、何か疑問に思っている。それと、子供

の立場からして、子供は果たしてそれでいいのかというのを自分は

考える。子供がそういう少人数の学校から巣立って、中学校に行っ

て、それから街の高校に行ったときに、そういう集団生活の中に溶

け込むことができるのかということもちょっと疑問に思った。環境

はとってもよかった。校舎も体育館もすばらしい環境の中にあると

いうのは分かるが、特認校指定を申請されたのが区長ということで

校長先生から説明を聞いた。区長といえば、おそらく自分たちより

先輩だろうと。その人が特認校申請をして、浦城小学校を存続させ

ると。もっと話を聞きたかったのは、この２人の父兄の方がどう思

っているか。例えば市内まで行けば、一番近いのが、市内だったら

川島小学校。あそこまでは 15分ぐらい。こんな 15分ぐらいで市内

に行けるところにそういう隔たりを持って、そこに特認校として何

かをするというのが、子供たちにとっていいのか。子供さんの立場

で考えたら良し悪しだなと思う。自分は過去に南方小学校に通って

おり、南方小学校だったのだが、小学校１・２年は、下三輪分校と

いう学校にいた。なぜかというと五ヶ瀬川を渡し船で渡って南方小

学校に通うには、ちょっとやっぱり幼すぎると。小学校分校で小学

校の教育を受けていた。次に、今度は校区が変わって、西小学校に

バス通で転校になった。一番先に思ったのは、友達がいっぱい増え

ると思った。バスはそんなに苦にならない。西小学校から恒富中学

校という感じで、大勢の生徒さんたちに混ざって自分も教育を受け

たが、とても楽しかった。では浦城小学校の２人が、そういうこと

を夢見ないのかなと。父兄と子供さんたちにも意見を聞きたいな

と。調べてみたら浦城地区は 140 世帯しかないらしい。総勢で 246

名。男性が 113名、女性が 130名ちょっと。半分が高齢者だった。

そういうところの特認校に、本当に人が来るのかなと思っている。

それが非常に不安に思ったところである。 

        ◎） 自分は仕事柄、浦城にはよく行くし、知り合いの父兄もいる。２

年前にクルージング体験をさせていただいて、４年前にシュノーケ

リング体験もさせてもらっていて、12 年ぐらい前に、講演みたいな

形で、浦城の素晴らしさみたいなものを伝える授業みたいな形でさ

せていただいたことなど、そういうちょっと関わりもあった。久し
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ぶりに小学校に行って、もう２人しかいないのかっていうのがすご

く衝撃的というか、一気にこんなにいなくなったんだというのが正

直なところであった。でも、少ない中にも校長先生方の、田舎なり、

少ないなりの取り組みがされてあって、それらは校長室とかにも飾

られてあって、帰りには作られた野菜までいただいて帰った。父兄

の方の１人は自分と年が近く、中学校が先になくなって小学校まで

なくなると、より地域が寂しくなるっていうことをすごく気にして

いた。移動するということが、例えば川島小学校に連れて行くこと

が苦とか、そういうのは一切ない、地域に学校がなくなるっていう

ことに対するその不安というか、そういう残念な思いがあるので、

ぜひ、みたいなところは思っているような話は聞いた。校長先生と

話した時にもちょっと話させてもらったが、結局子供は親が住んで

いるところで校区が決まって行っているわけだが、結果的に少ない

とか、多い学校に行くという子もいて、多い学校が馴染めないって

いう子も、中にはいるんじゃないのかなと。逆にそういう、川島小

学校もそんなに多くないが、川島小学校でさえもやってないような

取り組みをされていて、自分の子供が４年生にいることを考えたと

きに、すごく羨ましい部分もあったので、何かその特認校というこ

とで、大きい近くの学校には馴染めないっていう子であったり、そ

ういう子たちがもし行きたいっていう学校になって、少しでもちょ

っと増えると、学校も少し活気が出るのと、やっぱり２人だけだと

どうしても、コミュニケーションとれる能力とか、競争力であると

か、いろんなものが何かちょっと人数がいるところと比べるとマイ

ナスな部分を、そうやって人が入ってくることで、何か少しでも補

えるといいのかなっていうふうに率直に思った。施設はすごくもう

昔から校庭から何からすごく綺麗にされていた。この間僕らが行く

からなのかは分からないが、特にすごく整備されたり、きれいにし

てあるなと、いい学校だなと改めて思った。 

        ◎） 先日訪問して思ったのが、極小規模校としてのメリットとデメリ

ットがはっきりしていて、メリットっていう部分についてはもう当

然子供たちが少ないので、学習指導であるとか生徒指導であると

か、大変きめ細かな指導を学校全体でしっかりそれをやれているっ

ていう部分については、確かにこれは人数が少ない学校の一つのメ

リットとしていいのかなと思っているが、やはり人数が少ないとい

うことは、デメリットとしては、やっぱり人間関係が硬直化してい

る。これは子供同士の人間関係でもあったり、先生と子供の人間関

係も、もうかなり硬直化しているっていうような部分を少し感じ
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た。学校もそういったところを解消するために、例えば南浦、島野

浦、熊野江とかと交流したり、旭小学校と交流をしていく中で、そ

ういった子供たちに、集団の中での人間関係をもう少し伸ばしてあ

げたいというような思いで交流をされているということだが、そう

いったデメリットを少しでも和らげていこうとする学校の姿勢と

いうのはとてもよく感じることができた。やはり、今回はそういっ

た地域の方々の思いが大変強いのかなというような部分を正直感

じるところはある。私も先ほど A委員が言われたようなことはどう

なのかなっていう部分はあるが、そういった、今２人の子供たちに

少しでもそういったようなデメリットを緩和させてあげたいんだ

という学校の思い、地域の思いという部分を考えると、今回の特認

校という制度を持ってくることによって、もし子供たちが入ってく

れば緩和される状況にはなるのかなと思っているので、今回の学校

の一つにやっぱりそういった特色っていうのをしっかりとアピー

ルしていく中で、幅広い子供たちを集めていくっていうようなこと

が大変重要になってくるのかなと思った。 

        ◎） やはり先日議論したときにはどこか机上の議論だったと思うが、

今リアルに訪問していただいて、子供の様子、それと学校の先生方

と話をしていただきながら、随分浦城の子供たち、学校、地域の願

い、そういったものを委員が感じられたっていうことが、今の発言

から分かったと思う。いずれにしてもこれは結論を出さないといけ

ない話であるが、一つのやっぱり今の議論の感想や意見の中で、や

はりメリット、デメリットどちらもあると。現状の中でもメリット、

デメリットがある。特認校にしないという状態もあるし、特認校に

することによって、果たしてやっぱり心配だと。他の黒岩小中学校、

三川内小中学校はそのまま中学校に上がる。環境が変わらないまま

上がっていくが、浦城の場合は、南浦中学校は特認校ではないので、

元の学校に戻るしかない。もしかすると、小学校、小規模の学校が

いいということであれば、黒岩か三川内にしか行くことができない

というふうなことになっていく。そういったデメリットもあるとい

う中で、やはり私たちも非常に苦しい判断をしないといけないわけ

だが、少し今、保護者の願いはどうなのかという意見が A委員から

あったし、B 委員には知り合いがいるということで少し話があった

が、学校教育課では保護者の願いとかは聞き取りをしているか。 

        ⇒） 昨年度、説明会を開催したが、参加者には保護者も参加されてい

るので、その際、意見等を聞いている。 

        ◎） その中では保護者も、この特認校制度を進めて欲しいという意向
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だったと。もう一つは、先ほど大きな人数の中での教育、いろんな

交流学習もやっているということだが、実は今年浦城小学校の子供

たちは、はらわくに関わっている。先日第１回があったかと思うが、

そこで子供たちの様子はどうだったか。 

        ⇒） 先日、はらはらわくわくふるさと体験隊の開講式が行われ、今年

度から浦城小の２人の子供たちが参加している。もちろん校長先生

や先生方も授業の一環ということで、一緒に来ていただいている。

はらはらわくわくふるさと体験隊は、全部で 60 名の市内の小学生

が参加するが、１年生から６年生まで 10 名ずつ、異年齢間、そし

て学校の違う子供たちが、一緒に様々な延岡の自然体験や産業体験

をすることにより、力強く生きていく力を育むというもの。その中

にいて、浦城小の子供たちは、最初ちょっと戸惑っているようなと

ころもあるとは言っていたが、最後は班別に分かれて班長を決めた

りとか、役割を分担したり、いろいろ話をする中で、とても生き生

きとしていて、後で先生たちに伺ったところ、「とても楽しかった。

今後の活動を楽しみにしている。」という話を聞いたところであり、

私たちとしても、とてもうれしく思っている。 

        ◎） もし、特認校で来た子供たちが複数いれば、当然教育課程として

参加しているわけなので、はらわくの中に追加で加わることができ

ると思うが、いかがか。 

        ⇒） 特認校として新たに生徒が増えた場合、人数にもよるところはあ

るとは思うが、そこでまた、そんなに多くないということであった

ら、また検討することはできると思っている。 

        ◎） 学校としては、どれだけになるかによって今やっている教育課程

も考えていかなければならないということも当然出てくる。先ほど

A 委員が心配されたように、そういった子供たちが本当にどれだけ

来るのかという心配はもちろんある。ただ一番ここで強いのは、や

はり地域や保護者が強くそれを今願っている現状がある。島浦の学

校についても、やはり地域や保護者の願いで一貫校にして欲しいと

いう願いを受けて、教育委員会としてはその方向に舵を切り、義務

教育学校にしていったという経緯がある。先ほどから心配されてい

る学校の統廃合の問題は、今回こことはちょっと別の文脈の話にな

ってくると思うので、私たちとしてはその地域や保護者の願いをど

ういうふうに、この特認校にして欲しいという願いをどう受けとめ

ていくかということになったと思うが、そういった意味でいかが

か。 

        ◎） 浦城小学校に入ってくる手前に保育所があるが、廃止されている。
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あれがすべてだと思っている。それだけあそこの地区には、もう子

供たちがいないっていうこと。この特認校にするためには、学校の

下校時間が関係すると思う。校長先生に聞いたら３時半から４時と

いう時間帯。その後残って、例えば特認校で市内の違うところから

来て、どうしても学校に５時半くらいまではいないといけないとな

ったときに、この地区の人たちの願いプラス、協力度というのはど

のぐらいあるかということ。学校の先生にそれをすべて任せるとい

うのは大変。地区の人たちが協力するということ、それから黒岩の

ような実績がある。そんな協力度というのは、地区の人はどう考え

られているのか。 

        ◎） 今の話は、放課後の子供たちの受け皿が、今のところ浦城小には

ないということ。当然、来た子供たちについて、保護者の方が迎え

に来るまでの時間、その子供たちをどうするかということになるわ

けだが、そのことについての要望は、まず上がってきているのか、

それに対する協力はどうなのか、そういったことについて学校教育

課は何か把握しているか。 

        ⇒） 私が説明会に出た際、例えば黒岩と三川内小学校については放課

後子ども教室があるので、その利用ができるという状況があるとい

うことは浦城の方々も理解はされている。今現在、浦城小学校では

放課後子ども教室がないので、そういったものが利用できないと。

もし特認校にされた時に、ある保護者の方が特認校である浦城小に

入れたいということであれば教育委員会が許可をすることになる

が、やはりその時には放課後子ども教室はないということ、下校時

間は３時半から４時までという条件を提示して、仕事でそれはちょ

っとという家庭であれば、やはりちょっと相談、もう少し突っ込ん

だ話をして、それだと難しいというような話になるんじゃないかと

考えている。 

        ◎） 年度途中から新しく放課後子ども教室を開設するというのは多分

難しいと思うので、本年度中は、もう今のようなことで、それでも

特認校になった場合に、保護者の方の責任のもとで送迎をというこ

とが大前提になるし、放課後の過ごし方についても、学校ではなく

て、そこは保護者の方の責任で行うということを前提として受け入

れるというふうなルールになる。それで、その保護者の方が継続で

となった時に、次年度、何とかならないかという話はまた社会教育

課と話をしながら今後進んでいくという話だが、その時になってく

ると、今 A委員が言われたように、地域の方たちがコーディネータ

ーだとか、その見守りの指導員の仕事を本当に受けてくれるかどう
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かということが非常に大事になってくると。ただ、そこまでしても

学校を残して欲しいという地域の願いがあるからこそ、今回嘆願書

が上がってきているということ。それを前提とした議論になってく

るかと思う。今回本当に難しい判断だと思う。いろいろ皆さんが心

配されたように、中学の進学の問題、放課後の子供たちの受け入れ

の問題、教育の効果の問題、そういったことがたくさんあるが、や

はり今いるその２人とか、地域が学校を残して欲しいという願いに

ついて、それをコミットできるような材料が、今我々の中にはない

のも事実かなという感じもする。そのことについていかがか。多分、

その子どもを特認校にやる保護者としてはかなりハードルが高い

と思う。本当に特認校にしたときにどれだけの人が来るかというの

は、なかなか私も想像がつかない。我々としては特認校にはするが、

本当に人が増えるかどうかは、なかなか見込みがない中で、特認校

を認めるという形にならざるを得ないのかなという気はしている。

実際に浦城小に関して重大な判断をしなければならないタイムリ

ミットとしては、この今の４年生が６年、あと２年たつと卒業して

いく。そのあとどうするのかという話だと思うが、地域としてはで

きるだけ存続して欲しいというねらいがあるからこそ、今回の嘆願

書だと思う。 

        ◎） やはりどれぐらい来るんだろうかというのは本当に未知数なの

で、言われるようにハードルはかなり高いんじゃないかなと思う。

ただ、そういったことを考えつつも、やはり今のこの２人の子供た

ちに、少しでも人数が多い中で教育を受けさせたいんだという、そ

ういった学校の思いだとか地域の思いを大切にしてあげることが、

この特認校という手段になっていると思うので、今考えていく中で

は、やはりそれが一番いいのかなと個人的には思う。 

        ◎） 今回、保護者の願いということについて、地域の願いということ

について、特認校についてどう考えるかということについては、先

ほどから議論いただいたように、皆さん概ね、変えることについて

は、今いる２人の子供たちのことを考えて、認めようという方向に

収束しているかなと思っているが、それでよろしいか。（委員了承）

手続き等について意見、質問等はないか。９月１日からということ

で今事務局案が示されているが、それでよろしいか。（委員了承） 

 

  ◆議案第 11号 延岡市立幼稚園規則の一部を改正する規則の制定について（学校教育

課） 

   ● 学校教育課長より、西階幼稚園において一時預かり、給食を実施すること等に



8 

 

伴う規則の改正について説明がなされ、異議なく承認された。 

 

◆議案第 12号 延岡市立図書館協議会委員の委嘱について（図書館） 

   ● 図書館長より、延岡市立図書館協議会委員について、人事異動や役員改選によ

る欠員が生じたため、今回候補者となっている３名に、前委員の残任期間である

令和４年７月１日から令和５年６月 30 日までの１年間、委員を委嘱する旨の説

明があり、下記の質疑の後に、異議なく承認された。 

 

        ◎） ちなみに、このメンバー８人の中で３人替わるというのは大きい

ことかなと思うが、代わったからといって、これまで、昨年度１年

間やってきた議論が大きく変更になるような可能性はないか。 

        ⇒） 今のところ大きな変更等はないが、今年度、子供の読書活動の推

進に関する計画を作成する予定としているので、そちらについては

また、新しい委員には十分説明していきたいと思っている。 

 

 

◎ その他     

  ◆７月定例教育委員会の日程について（総務課） 

   ● ７月定例教育委員会については、７月２７日（水）の１３時３０分から、災害

対策本部室で開催する。 

 

 

◎ 閉 会 

    澤野教育長が閉会を宣し、終了した。 （１９：４０） 

 

 

 


