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５月定例教育委員会会議録【概要版】 

                                                                                   

開催年月日 令和４年５月２５日（水） 場  所  市役所本庁 災害対策本部室 

開 催 時 間 １３時３０分 から １５時００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３号 延岡市幼稚園条例の一部を改正する条例の制定について（学校教育課） 

   ● 学校教育課長より、市内唯一の市立幼稚園である西階幼稚園において、一時預

かり事業と給食を実施するための条例改正について説明があり、下記の質疑の

後、異議なく承認された。 

 

◎） 西階幼稚園の近くについて、保育園はどれくらいあるのか。 

       ⇒） 一番近いのは大貫町のゆりかご保育園、その次に近いのが野地町の

わかたけ保育園、松山町の松山保育園、その３つが一番近い。幼稚園

は、川中の方でわかば幼稚園と城山幼稚園の２園。これら５園が周辺

の就学前施設となる。 

       ◎） その園児数について伺いたい。 

⇒） 資料はないが、少なくとも西階幼稚園の 30 名よりはかなり多い状

況。特にゆりかご保育園は 100名を超える。ゆりかご保育園は、今現

在は認定こども園である。 

      ◎） 公立幼稚園として今まで運営されてきたと思うが、一般の保育園は、

午後６時までという時間帯。これは共稼ぎの家庭であれば非常に理想

的な時間帯だと思う。幼稚園の場合には、どちらかが３時とか４時に

に切り上げて帰ってくることができる親ということになる。非常に格

差があるが、公立だから午後４時というのは、ここ辺りと考え方が矛

盾しているのではないか。それよりも、今の時代のニーズに合ったも

の、この時間帯を設定することっていうのも大事じゃないか。先ほど

の保育園に 100名いるということは、そこに共稼ぎの家庭が集中して

いるから 100名いる。これは公立も、もうちょっと役割を考えないと
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いけないんじゃないかなと思う。それから、うちの会社にも、保育所

の受け入れがなかなかできなくて、今一ケ岡から大武の保育園に行っ

ている者が 1人いる。会社に来るのに１時間かかるんだという。会社

が８時 10 分から始まるので、最低でも７時には出ないといけない。

そんなことを毎日往復して繰り返している。ということは、公立の幼

稚園、こういうところが受入れが足りないから、そういう不便なこと

になっているというのも考えられると思う。もっとそこ辺りの計画な

り、今からのやり方というのをもっと柔軟に考えてあげた方が、社会

の役に立つ公立の幼稚園であれば、こういうことまで考える必要があ

ると思う。 

◎） 今委員が話をされたのは、公立の幼稚園が保育のサービスをもっと

充実することによって助かる保護者の方たちがたくさんいるんじゃ

ないか。だから、保育サービス、教育サービスではなく保育サービス

を充実する方向に公立もシフトすべきじゃないか。だから４時ではな

くて、もうちょっと、という話。条例改正するのであれば合わせてそ

れをすべきじゃないかというご意見だと思うが、それに付随して、他

の委員の皆さんに、どういうふうに思われるか意見を伺いたい。 

    ◎） 末っ子をいつも民間の保育園に預けているが、共稼ぎなので、今委

員が言われたように、４時って言われると預けられない。多分民業圧

迫みたいなものを考えてのいろんな気遣いもここには盛り込まれてい

るんだろうなと思う。実際に、私も大武の保育園とか幼稚園に預けた

りとかしていたが、結局たまたま近いからすごく都合もよかった。な

かなかそこも人が多い。そうすると入れないとか、そういうのが増え

ると困る方が出てくるのかなと思うので、これをまた考慮して、時間

は民間がやられているところと変わらない形で、あとは何か他のこと

で民間とはちょっと差別化できるような形ができるといいのかなと思

った。 

    ◎） 西階幼稚園の人数だけ見るとすごく少ない。30、35人というので成

り立つのか。何か少ないかなと思って、そういう少ない中で、今、お

二人が言われたことが反映されているんじゃないかなと思う。だから、

預けるのを、６時までのところに預けよう、４時だったら自分たちは

働いているし、駄目だなっていう感じがこの中に入ってくるのかなあ

と思う。我々が子育てしている時は、何か所か市の幼稚園があった。

岡富幼稚園とか。あの時に、幼稚園っていうのは早く帰るものという

認識がものすごくあった。それが今こういうふうになってきているん

だなっていうのが今明確になったが、早く帰る幼稚園は、家に誰か看

る人がいるから、そこにやろうと。でもいないから保育園にしようと
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かいうふうな狭間にいたと思う。だからそういう中で、この人数が 30

名とか 35 名とかいうのでやれているんだろうかっていうような疑問

がすごく湧いてきた。 

    ◎） この人数が少なくなってきているという一つの要因として、こうい

う一時預かりの時間であったりとか給食の問題というのが、その親の

ニーズに合っていないんだというところから、このような内容が出て

きたということはよく分かる。この４時までという時間についても、

やはりその公立と法人立保育園との差別化・区別化をつけるというよ

うなところでも、事務的な考え方としては、何となく分かる気はする。

本当にこういったような要件があって、こういう一時預かりの実施で

あるとか給食の実施という部分が出てきているというのであれば、こ

れは一つの対応だと思う。ただもう一つは、幼稚園としての、公立幼

稚園だからっていうような特色が出されているかというようなところ

も、一つはちょっと考えていかないといけない部分ではないかなと思

う。これだけ市内にたくさんの保育園だとか幼稚園がある中で、やっ

ぱりそれぞれの幼稚園・保育園の特色を出されていると思う。そうい

うような所だから、そこに行きたいんだっていうような保護者さんも

いると思うので、そういったニーズに応えるために、この一時預かり・

給食実施という部分について、私は妥当というか、時代の流れになっ

ているんじゃないかなと思う。それプラス、やはり公立幼稚園として

の特色化をしっかり方向を出して、利用者増に努めていくっていうよ

うなことも必要だと思う。 

◎） 今、委員が話された視点が大きく三つあったと思う。一つは、保護

者のニーズに対応するという視点があった。もう一つは、この西階幼

稚園の特色とは一体何なのかという視点。もう一つは、非常に減って

いるこの人数で、その質と共通するかもしれないが、教育のクオリテ

ィ。西階幼稚園が本来発揮しなければならない教育の質が担保される

のかという、この三つの視点があったと思う。それを議論する前に、

この話を法人立の施設の意見として、学校教育課が何度も聞き取りを

したと思うが、法人の施設を管理される施設長または理事長あたりの

危惧する点というのはどんな点があるのか。民業圧迫という話もあっ

たが、そういった視点も含めてどのような意見があったか伺いたい。 

       ⇒） 委員が言われたとおり、他の園でも 18 時までやっているというと

ころについて、もちろん私たちも検討したところだが、ただ市として

は、幼稚園の設置者として、幼稚園の保護者のニーズにこたえる立場

と、市全体の就学前施設、民間も含めた充実も、民業圧迫ということ

も含めて、そのあたりの発展も考えなければいけないと両方の立場が
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あり、大概においてそれは一緒に成り立つが、時々相反するところが

あると。それで、今年の 1月にこの話が出たときに、先ほど申し上げ

た周辺の園及び幼稚園協議会の会長も含め意見交換をしたが、やは

り、どの園の施設長も非常に危惧しているのは、やはりこれからの少

子化の中、自分たちの園の園児数が、どれだけ確保できるのかという

点。やはり、この 1月の時点で、やっぱり園児数が少なくなってきて

いるというのは肌で感じているようで、その中で、今回西階幼稚園も

当然、11月の時点では園児数が２名とか３名とか、そういった話。年

少の新しい園児数を募集した場合に２名というような状況があった

ので、この話を持っていったところ、やはりなかなか法人立の園の園

長さんとしては難しいというところだったが、16時までならというと

ころで了承をいただいたところである。幼稚園の先生たちも、この時

間なら勤務時間内で負担なくできるというようなところからこの時

間、16時までという時間が出てきたところである。 

       ◎） そういう経緯があった。非常にデリケートな話であることは間違い

ない。これがサービスを６時までにして、給食もやったり、もしかす

るとスクールバスを出して、送迎するとなってくると、もしかすると

公立の方に流れていって、他の法人立のところの人が少なくなる。先

ほど、天下町の従業員の方の話があったが、天下から西階はものすご

く近い。そうなってくると、あの辺り、住宅地があればそこに流れて

いく可能性があって、そういう危惧がやはり法人の方たちにはある。

今年は良くても、来年、再来年、一旦変えるとそれをまた変えるのは

ものすごく難しい話なので、そういうことがある。そういう対話をず

っと重ねてきた結果、落としどころとしてこれがあるというふうにま

ず理解していただければと思うが、いかがか。 

       ◎） 難しい問題である。昔は同居世帯っていうのが結構あったと思う。

やっぱり祖父母がいるから、早く帰っても別に問題はない。でも今は

もう同居する家族はあまりいない。自分たちの家族をひとつ持って生

活している方が非常に多いと。時代の流れっていうのか、そこあたり

の幼稚園運営だと思う。だからやっぱり公立としてやっていくには、

もうここが最高だろうと。４時まで延長してあるっていうのは、市の、

行政の幼稚園としては、この時間が最高だろうなって納得した。あと

は、民間だが、少子化って言われても、やっぱり、市長もどちらかっ

て言ったら学校教育に対して非常に熱心だと見受けているが、末端の

最初の幼稚園からどういう教育、どういう環境の中で子供たちを育て

ていくのかっていうのも市役所の中でもう一度議論をする必要があ

ると思う。 
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       ◎） 今、教育内容とかそういった教育で勝負すると言われたことは、西

階幼稚園の特色と一致すると思うが、だから、どんな特色、例えば西

階幼稚園の教育課程、カリキュラムだとか、これは、法人立の幼稚園、

認定こども園にとってどんな意味があると思うか。どんな意味があっ

て欲しいと思うか。西階幼稚園は唯一の公立の幼稚園であるが。 

       ◎） 公立幼稚園以外のところはすごいいろんなことをやっている。スポ

ーツで行こうという幼稚園もあるし、習い事でいこうという幼稚園も

あるし。そこは保護者の方たちが、自分はそういう子供に育てたいか

らそこに行かせると思うが、この公立幼稚園としては、我々の頭の中

には昼間で帰るっていうのがすごくあるので、４時までになるってい

うのは、ここにいらっしゃる保護者の方たちにはすごく喜ばれるんじ

ゃないかなと思った。そして４時までで納得していただいて、その中

で、先ほどから言われている内容で、その内容をどうするか。教育で

いくものなのか、体力でいくものなのか、習い事でいくかっていうよ

うなのを、もう一度考慮する必要があるんじゃないかなと思う。だか

らこの公立幼稚園が４時までになるというのは、すごくいいことじゃ

ないかなっていう気はする。内容で勝負すると言ったら、まだもっと

話をする必要があるんじゃないかなと思う。 

       ◎） 一つ誤解がないように話をするが、預かりが４時までになったとい

うことで、園の教育は基本的に今までと一緒。つまり教育課程として

は、今まで通り２時半まで。なので、全員そこで預かって２時半まで

はちゃんと教育課程にのっとって教育を行うが、それ以降は預かりな

ので、教育は行わない。委員が言われる通り幼稚園は早く帰るという

のが当たり前だった。今も当たり前。だから４時まで教育をしている

わけではないということは認識いただけるとありがたい。西階幼稚園

の強みが一つあるとすれば、隣に南方小学校がある。歩いたらすぐ南

方小のグラウンドになる。今、やっぱり幼保小の連携が非常に大事だ

と。しかもそれはただ単に一緒に何か交流するではなくて、カリキュ

ラムで繋いでいくっていうことは非常に大事だと言ったときに、西階

幼稚園がやっぱり強みとしてあるのは、そのカリキュラムによるアプ

ローチ。幼稚園のときから小学校に向けたカリキュラムを開発して、

こういうふうな教育活動を行っていくと、やっぱり小学校への入学段

階で、子供たちでは学びが非常に重要。これは逆に小学校からすると、

幼稚園とのスタートカリキュラムをどう開発すべきかというところ

を、小学校が開発して、そしてそこで幼稚園と連携していく。このこ

とでスムーズに子供たちが小学校生活に移行していける。そういった

意味ではこの西階幼稚園の特色というのはここに現れてくる。それは
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多分、法人立の幼稚園にそういう開発をお願いしてもなかなか難し

い。そういった預かり保育もあるし、いろんなサービスを提供しない

といけないと、今度は法人立としての特色が出せないとなってくる

と、ここのカリキュラム開発だとか指導方法についての教育としての

専門性を担保するのは、公立幼稚園の役割であるという考え方がこれ

まで通り進んでいくという話。そんな中で、先ほど人数が少なくてで

きるのかという話があったが、人数が少ない方がいい。何故かという

と、学校と違って、学校は子供の数が減れば先生の数が減る。クラス

が複式になったり。ところが、幼稚園は子どもの数が減っても幼稚園

の先生は市の職員なので減らせない。それだけ 1人当たりの先生がか

けられる子供数が少なくなってくるので、教育のクオリティは高まっ

てくる。ところが、西階幼稚園をそういったカリキュラムモデルにし

て、実践モデルとしていこうとしたときに、法人立からすると、人数

が少ないから市の方ができるんだということになったら、あまり広が

らない。そうなってくると、ある程度の人数がいる中でそのカリキュ

ラムを実施したり、教育を実施するということが、納得感があるとい

う話だと思っている。そのためには、今度は保育サービスを充実する

ために、じゃあここまで妥協していきましょうというのが今回の条例

改正の趣旨だと。あくまでも、保護者目線というよりも、どちらかと

いうと、教育、公立幼稚園として本来持たなければならない機能を担

保するため、今回のものがある。だから、他の法人立の幼稚園の保育

サービスを充実させていくというのとは、またちょっと文脈が違うか

なと思っている。 

       ◎） 西階幼稚園は最高で何人受け入れができるのか。 

       ⇒） 条例上の定員は 30人の３学級で 90人である。 

       ◎） 90人受け入れるとなると多分民業圧迫になってくる。だから、先ほ

どの子供の数のように、今の４歳児５歳児の人数ぐらい、この３歳児

が入ってくると、先ほど言ったことができる。そこのところが担保で

きるだけでも随分違うんだろうなというふうに思ってはいる。 

       ◎） 例えば、市の広報で、西階幼稚園園児募集とか出ないのか。 

⇒） 毎年出している。それから、夕刊デイリーに毎年広告を出している。

他にもポスターを毎年数十枚作って、周辺の施設等に掲示をお願いし

ている。 

     ◎） それでも今のような現状があったので、保育サービスをという話。 

     ◎） この 31名という人数について、大体どの辺りから来ているのか伺い

たい。 

       ⇒） やはり周辺の南方地域が一番来ている。他は、南小校区や一ケ岡小
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校区から数名来ていたと思う。基本的には南方小校区が一番多い。 

       ⇒） 特色になるか分からないが、西階幼稚園に実は子育て支援アドバイ

ザーが月に２回来ていただいて、お母さん方の悩み相談とか子育てに

対する意見交換とか、そういうことも実施しており、私も多くのお母

さん方が子育て等について相談をしている様子を見た。また、今年度

は、元小学校の校長をアドバイザーとして、会計年度任用職員で任用

している。今後の幼稚園のあり方とか、幼稚園の中の体制づくりとか、

そういうことについてもアドバイス、支援いただきながら運営してい

る。もう一つ、実は幼保小連携モデル校として、南方小と連携したモ

デル校に県から指定を受けている。これについて、今年度実践発表会

をやる予定にしているので、そこについてもＰＲ、アピールしていき

たいなと考えている。 

       ◎） そのように、公立だからこそ、そういったことも引き受けてやって

いただいていると理解いただけるとありがたい。 

       ◎） これまでの公立の幼稚園からすると、もう今回の拡充の内容につい

ては、かなり大きな改定じゃないかなと私は思う。先ほどの説明を聞

きながら納得するところも多い。市としての幼保園のバランスであっ

たりとか、職員の体制であったりとか、そういったようなところから

今回の提案内容の２点が出されてというのがよく理解できた。これま

でにないっていうようなことも含めると、やはり改定して、じゃあど

ういう具合に変わっていくのかっていうなところをしっかりと把握

していきながら、幼稚園としてのその特色をいかに出していくかって

いうようなところは、そのあと考えていくことかなと思う。 

       ◎） 先ほど学校教育課長からこんなことをやっています、やる予定です

という話があったが、今回の保育サービスの充実も含めて、西階幼稚

園に期待するものっていうのは、我々としてもう 1回議論する機会が

来るかもしれないということなので、今のところはやっぱり、従来通

りのあり方をきちんと踏襲する中で、今回それを維持するためにこう

いった保育サービスをやっていくというふうなところでご理解いた

だければと思っている。 

 

◆議案第４号 延岡市教育支援委員会委員の委嘱について（学校教育課） 

   ● 学校教育課長より、就学前の幼児等についての就学先の審議や必要な支援につ

いて調査等を行う延岡市教育支援委員会委員の委嘱について説明があり、下記の

質疑・意見の後に、異議なく承認された。 

 

◎） 支援員の仕事について伺いたい。 
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       ⇒） 令和５年度に就学を予定している幼児のうち、小学校への就学等に

ついて特別な支援が必要と思われる幼児について、相談を受けたりと

か、調査したりとか、進学先の保護者、学校への説明などを行ってい

く。 

       ◎） いろんな就学の形態があるかと思う。小学校に入学をする。小学校

に入学をしても、通常学級に入級する方がいいのか、特別支援学級に

入級する方がいいのか。もしくは、延岡市の公立小学校ではなくて、

県立の延岡しろやま支援学校の方に入学する方がいいのか、様々な子

供たちがいる中で、それを専門的な方とか、事前にいろいろ調査をし

ながらやっていく。そのための委員がこの委員なので、学識経験者や

特別支援学校の先生方もいるし、教育機関、福祉機関、様々な目で子

どもたちを見て、保護者と話をしていく。これが目的だと思っている。 

       ◎） 例えば普通、学校に進学して小学校が６年、中学校が３年、そうい

う中で、支援が必要な児童がいたとき、クラスの中で、担任だけでは

なかなかまとめきれないと思うが、そういうときも例えば副教諭とい

うのか、補助する人は学校にはいるのか。 

       ⇒） 市で特別支援教育支援員という会計年度任用職員を雇用している。

今年度は、今現在 45名の枠に対して 44名の会計年度任用職員を配置

して支援を行っているところである。 

       ◎） この方々は、教員免許を持っている方もいるが、基本的には持って

いない。教育を行うのでなくて、あくまでも支援をしていくことが目

的である。 

    

  ◆議案第５号 延岡市社会教育委員の委嘱について（社会教育課） 

   ● 社会教育課長より、令和５年３月 31 日までの任期となっている延岡市社会教

育委員について、人事異動により２名の欠員が生じたため、その残任期間におけ

る新たな委員の委嘱について説明があり、異議なく承認された。 

 

  ◆議案第６号 延岡市青少年育成センター運営協議会委員の委嘱について 

（社会教育課） 

   ● 社会教育課長より、令和５年３月 31 日までの任期となっている延岡市青少年

育成センター運営協議会委員について、人事異動による欠員が生じたため、その

残任期間における新たな委員の委嘱について説明があり、異議なく承認された。 

 

  ◆議案第７号 延岡市青少年指導員の委嘱について（社会教育課） 

   ● 社会教育課長より、令和４年５月 31 日で任期満了となる延岡市青少年指導員

について、令和４年６月１日からの２年間、指導員を委嘱する旨の説明があり、
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異議なく承認された。 

 

  ◆議案第８号 令和４年度延岡市社会教育指導員の任命について（社会教育課） 

   ● 社会教育課長より、５月 31 日付で１名が退職することによる新たな社会教育

指導員の任命について説明があり、異議なく承認された。 

 

 

◎ 協議事項について 

  ◆特認校制度について（学校教育課） 

● 学校教育課長より、下記のとおり説明があったのち、協議を行った。 

 

 ○特認校の制度に浦城小学校が手を挙げており、６月の定例教育委員会で付議

をさせていただきたいと考えている。 

○特認校制度は、豊かな自然環境のもと、特色ある教育を推進している学校を特

認校として認定し、児童、保護者及び児童生徒の希望により、特認校の趣旨に賛

同し、教育活動に協力をする場合に限って、他の通学区域から就学を認めて、指

定校の変更を行う制度である。この制度においては、延岡市以外について、県内

の小学校で 20校、中学校で３校の認定が行われている。 

○就学の条件について、まず対象者は延岡市に住民票を有する児童生徒である。

就学の条件については、資料の①から⑤の条件を満たしたものについて、入学を

許可する。受け入れ人数等については、毎年、募集時に決定をすることとしてい

る。 

○本市において特認校制度を活用している学校は２校。黒岩小中学校と三川内小

中学校である。それぞれの当制度を利用した児童生徒数は、黒岩小学校が現在２

名、中学校は８名。三川小中学校では小学校が４名、中学校が３名、それぞれこ

の制度を活用して学校に通っている状況である。 

 

        ◎） 校区外から特認校に行く場合の児童生徒の送迎方法について伺い

たい。 

        ⇒） 特認校の就学の条件として、保護者の送迎ということにしている。

現在の三川内、黒岩小中学校についても保護者が送迎している状

況。 

        ⇒） 多くは自家用車で通学している。 

        ◎） この制度を認めるのは、延岡市なのか、宮崎県なのか。 

        ⇒） 延岡市教育委員会が決める。 

◎） すでに特認校になっている黒岩小中学校と三川内小中学校の特認

校と、今回地域から希望が上がってきた浦城小学校の特認校につい
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ては一緒なのか、それとも違いがあるのか。 

        ⇒） 浦城小の特認校制度については、制度自体は従来の黒岩小中、三

川内小中学校と同じ制度である。この２校については、統廃合を平

成 25 年度ぐらいに両校とも行っているが、その際に時期を合わせ

て特認校化したところである。今回の浦城小学校については、今年

に入ってから、住民の方々から児童数がやはり減少しているという

こともあり、校区外の児童を特認校制度でどんどん入れたいという

ような要望があり、教育委員会事務局としては、それを受け、現在

事務手続きを進めているところである。 

        ◎） 学校を存続させたいという強い地域の願いが今回の浦城小学校の

件である。ちなみに、今の浦城小学校の児童数について伺いたい。 

        ⇒） 現在の浦島小の児童数は４年生の２人である。全校児童が２人。 

        ◎） 今年度途中から、６年生に 1人、１年生に 1人の２人、特認校と

して認めた場合に何学級になるのか。私たちが今度特認校について

付議され、それを認めたときに、そのあとにオープンにして、特認

校制度を浦城で始めますといったときに、例えばそれが９月からス

タートするとなったときに、９月に、じゃあ行きますと言った子が、

今の４年生以外の学年に１年生とか２年生に１人、６年生に１人入

学を希望してきて、私たちが認めたときに、学級数は何学級になる

のか。県の学級編制の基準があると思うので。 

        ⇒） 今の例でいくと小学校１年生のクラスが 1クラス、これと現在の

４年生と、６年生が転入してきた場合の４年と６年生の複式という

か、飛越学級で、合計２学級ということになると思う。 

        ◎） つまり学級増になるわけだが、その学級増になったときの教員は

どうなるのか。 

        ⇒） この制度については、まだ県にも正式に報告していないので、今

後、県教委と協議をして参りたいと考えている。 

        ◎） 市内の学校では、授業が終わるのは大体２時半ぐらい。その後、

近くの児童館に行く。そこで親が迎えに来るか、帰る時間になって

子供は帰るが、特認校になったときの学校って、近くに児童館でも

あればまたそこに移るんだろうと思うが、預かる時間は何時までな

のか。 

        ◎） 黒岩小中学校、三川内小中学校の、特に小学校は、放課後の受け

皿はどうなっているのか。 

        ⇒） 市内の６校については放課後子ども教室という事業を実施してお

り、地元のボランティアの方がサポーターとして放課後学校の空き

教室等を利用して子供たちを預かるという形をとっている。黒岩小
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学校には放課後子ども教室がある。また、北方にはあるが、三川内

にはない。 

        ◎） 多分委員が聞かれたいのは、こういう入学してきた子供さんが、

放課後の受け皿を用意して欲しいという保護者からの要望があっ

たときにどうなるのかということ。放課後子ども教室は、途中から

増やすということは可能なのか。 

        ⇒） やはり地元の方のご協力等々が必要になるので、なかなか難しい

と思うが、現在熊野江の放課後子ども教室に浦城の方が伝統親子教

室等に参加されている。しかしそれも保護者の方の送迎があってと

いうことなので、なかなか増やしていくっていうのは難しいことな

のかなと思っている。 

        ◎） 年度途中からは、急だとなかなか難しい。付随することでこのよ

うなことも起こってくる。 

        ◎） そういった小規模特認校になった時に、メリットっていうか良い

点っていうのはいろいろあると思う。人数が少ないから、例えば学

習指導であるとか、生徒指導等においても大変きめ細かな指導が行

き届くっていうこともあるし、地域ぐるみっていうことを考える

と、そういった地域のニーズにも応えることができる制度にはなっ

ていくのかなと思う。ただ若干気になるのは、特認校になって、学

校自体はそれでいいと思うが、果たしてそれが学校規模の適正化と

いうことから考えて、人数はそんなに増えていくわけではないの

で、そこは、私は個人的にはちょっと心配というか気になっている。 

        ◎） 今委員が言われたことは、学校規模の適正化というのは、国がす

でに基準を示しており、それからすると随分かけ離れているという

状況になっている。なので、この議論は学校統廃合の話になってく

るので、今回は議論しない。ただ、危惧されることとして今のよう

なこともあるということでご理解いただければありがたい。 

        ◎） この特認校というのは、どこで募集するのか。保護者とか児童と

か行ってみたいとなったときに、面接とかいろいろあると思う。そ

ういうときに、誰でも、協力しますからということでいけるものな

のか、教えて欲しい。 

        ⇒） 事前に学校の見学とか、学校長との面談を実施する。その内容等

については学校と保護者との打ち合わせによって面談等を実施す

るが、申請書をまず学校に出していただく。様式等は教育委員会で

定めている様式。面談を行い、学校の方から校長の意見書をつけて、

申請書を教育委員会の方に提出していただく。教育委員会の方で審

査をして、学校長へ許可通知を行う。そして児童生徒、保護者等へ
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許可の通知を行った上で入学ということになる。 

        ◎） その場合、今まで何年かやってきた中で、適さないから駄目です

とかいうのがあったのか。 

        ⇒） この８年間はそういった例はない。 

        ◎） 今度付議されたときに、そういったことについて、浦城小学校の

特認校をどういうものにしていくかっていうことは我々の責務だ

と思う。先ほどの「教育委員会が認める」という話は、我々がここ

で、この児童はどうですかっていう議論はここではしない。それは

我々の考えに従って事務局が判断して返していくというふうに整

理していただけるとありがたい。だから、この浦城小学校に特認校

をと地域が希望しているからと言って、すぐに私たちが承認するよ

うな形にはならないので、今日こうやって事前に少し、レクチャー

も含めて話をさせていただいた。もう一つ横たわっている問題があ

る。先ほど黒岩小中、三川内小中の話をしたが、当然、黒岩小中に

中学校から特認校で来ている子供もいる。小規模の中学校で希望し

ている子供たちもいれば、小学校から入ってきていて自動的に中学

校に上がっている子供たちもいる。つまり、小中一貫校はそれがで

きるという話。今回、浦城小学校に入ってきた子供たちが、当然南

浦中学校に行くとなってくると、南浦中学校を特認校にしなければ

ならないということになる。これが、黒岩小中と三川内小中と違う

大きなところになる。このことについて我々はどう考えるかという

ことも、次の協議、付議されたときには考えなければならないとい

うことも当然視野に入れておかなければならないということ。それ

でお願いだが、来月付議されて協議をするときに、浦城小学校に行

って、２人の児童がいる、その状態を一度も見ていないままで議論

することは、やっぱり避けたいと思っている。今年度４年生が２人、

教室で授業を受けているそんな様子だとか、校長から学校の状況を

聞いたりとか、そういったことは、教育委員の皆様方にはぜひ 1度、

この次までの期間のどこかで学校に行っていただけると、より議論

が深まるのではないかなと思うので、またそこはお願いできればな

と思っているがよろしいか。（各委員了承）また、それまでの間に、

質問等があればいつでもお寄せいただければ、またその質問の一つ

一つに丁寧に答えていきたい。 

 

 

 

 



13 

 

◎ その他     

  ◆６月定例教育委員会の日程について（総務課） 

   ● ６月定例教育委員会については、６月２９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。 （１５：００） 

 

 


