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第１回有田市立中学校統合準備委員会 議事録（要点筆記） 

日 時 
令和元年７月２日（火） 
 19:00～21:00 

場 所 有田市役所 ５階 全員協議室 

役職  氏 名 出 欠 役職  氏 名 出 欠 
保護者代表 伊藤 房次（副会長） 〇 教職員代表 和田 啓次郎 〇 

保護者代表 岡田 智克 〇 教職員代表 井上 寿子 〇 

保護者代表 岩﨑 昌司 〇 教職員代表 丸谷  昌 〇 

保護者代表 豆塚 智江 〇 教職員代表 江川 裕章 〇 

保護者代表 仲二見 誠 〇 教職員代表 嶋田 文紀 〇 

保護者代表 小林 義明 〇 教職員代表 関   大悟 〇 

保護者代表 中谷 聡紀 〇 有識者 伊藤 隆教（会長） 〇 

保護者代表 淺井 宏吉 〇 有識者 脇村 重徳 〇 

保護者代表 脇村 誠規 〇 有識者 藤本 禎男 〇 

保護者代表 阿部 朋寛 〇 教育長 田中 政彦 〇 

保護者代表 中村 行男 〇 教育委員 栗山 博子 〇 

地域代表 中本  満 （副会長） 〇 教育委員 狗巻 孝幸 〇 

地域代表 古家 宣美 〇 教育委員 伊藤 嘉史 〇 

地域代表 岡崎 幸宏 〇 教育委員 中尾 忠弘 〇 

地域代表 児嶋 陽徳 〇 市（経営管理部長） 嶋田 博之 〇 

地域代表 中井 宏幸 〇 市（経済建設部長） 河野 孝司 〇 

事務局出席者 
教育次長：谷輪吉伸  教育総務課長：伊藤正人  教育総務課主幹：筋原 章 

統括指導主事：森 元 総務係長：田中康元  主事：堀川裕貴  専門教育監：御前充司 

 
 
・内容 
１．開会 
 事務局  皆さん、こんばんは。時間となりましたので、ただいまから第１回有田市立中学校統合準備委員会

を開会いたします。本日、議事録作成のため、録音をさせていただくことと写真を撮らせていただ
くことをご了承よろしくお願いいたします。では、はじめに、教育長より挨拶をお願いします。 

 
２．教育長挨拶 
  皆さん、こんばんは。お昼間お疲れのところ、このように夜の会議に全員ご出席をいただきましてありがと

うございます。第１回目の有田市立中学校統合準備委員会開催ということでございます。この後、皆様に委嘱
状をお渡しいたします。委員の皆様は、保護者代表の方が１１名、地域代表者の方が５名、教職員代表者の方
が６名、有識者の方が３名、教育委員４名、市から経営管理部長、経済建設部長の２名と私を入れまして総勢
３２名ということになってございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

  まず、最初に、統合に至るまでの経緯といたしまして、平成２９年に有田市学校規模適正化検討委員会を設
置いたしました。この委員会では、統合の設置場所と実施時期について検討、協議をし、翌年、有田市学校規
模適正化基本方針として、設置場所については、現在の箕島中学校の敷地に、実施時期については、令和６年
４月に新中学校を開校することを決定しました。それで、本日の有田市立中学校統合準備委員会を開催するこ
とになりました。この会は、統合に向けて、様々な事柄について、検討、協議をいただき、決定をしていく会
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になります。今まで実施をしてきた検討委員会や保護者の方を対象にした説明会、地域の方を対象にした説明
会を２０回前後開催させていただき、いろいろな話をさせていただきました。説明会では、いろいろな意見が
出ました。いただいた意見の中で、一番多かったのは、統合設置に向けての不安や疑問のご意見でした。特に、
東南海・南海トラフの大地震に関する防災面や通学距離が遠くなるので、通学路、特に、自転車通学について、
きちんと安全面が確保できるかということでした。それから、通学手段として、スクールバスなども考えてい
るのかどうか。あと、制服や体操服購入費用はどうなるのかなどのご意見がたくさん出ました。今の段階で、
すでに見通しの持てるものもあるのですが、そのような不安や疑問に対して、５つの部会を設けております。
これについては、後で、担当から説明させていただきますが、それぞれの部会で、提案された事項について、
この統合準備委員会で、審査をして決定をしていくということになります。非常に大きな意味を持った会です。
特に、児童・生徒や保護者、市民の方々に対して、統合校の見通し、先ほど、お話させていただきましたが、
やはり、不安、疑問ということもありますので、それに対しての安心感を持っていただくことが私たちの使命
だと考えています。そのためにそれぞれの組織の代表者の皆様に集まっていただいておりますので、いろんな
組織の意見も吸い上げていただいて、この場で発言をしていただいたり、この場で協議した内容や決定事項を
それぞれの会に持ち帰って、機会があれば、お話をしていただきたいと思っております。事務局も、この会で
出た協議や決定事項については、市のホームページにおいて、掲載をするとともに、委員会ニュースを配付さ
せていただこうと考えております。 

  最後になりましたが、統合は、さまざまな要素が絡み課題も多くあります。ただ、あくまでも、子どもたち
のためにハード面、ソフト面において、全国に誇れるような学校を皆様の手でつくっていただきたいと思って
おります。統合は、今までにない素晴らしい学校を創る２度とない機会でもあります。このような機会である
からこそ、やはり思い切ったことが出来るし、そこにお金をかけていこうと市長も言ってくれております。素
晴らしい学校をつくり上げていきたいと思っておりますので、どうかよろしくお願いいたします。 

 
３．委嘱状交付 
 
４．委員・事務局 紹介 
 
５．正副会長選出 
事務局    続きまして、会長の選出及び副会長の選出に移りたいと思います、会長の選出については互選と

なっており、副会長については、会長の指名となっておりますが、立候補はございますか。 
（立候補なし） 

       ないようですので、事務局のほうで案をご用意しておりますが、ご提案させていただいてよろし
いでしょうか。 

委員全員   意義なし。 
事務局    それでは、事務局より、会長を【伊藤隆教】委員、副会長を【中本満】委員、【伊藤房次】委員に

お願いしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 
（委員全員 異議なし） 

事務局    ありがとうございました。それでは、会長および副会長が選出されましたので、会長は前のほう
へ移動をお願いいたします。 

      （席移動） 
       それでは、会長および副会長より一言、就任のご挨拶をお願いいたします。 

（正副会長挨拶） 
事務局    ありがとうございました。それでは、ここから会長に議事進行をお願いしたいと思いますので、
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よろしくお願いします。 
会 長    それでは、次第に沿いまして、議事に入らせていただきます。まず、統合準備委員会の運営につ

いて、事務局より説明をお願いします。 
      （事務局（伊藤課長）より次第６（1）を資料 1、2 に沿って説明） 
会 長    事務局より説明が終わりました。この点につきまして、ご意見ご質問のある方は、お願いいたし

ます。 
委員     傍聴できると書いてあるのですが、事前に申し出を受けと書いてありますが、どういった方法で

すか。 
事務局    電話でもいいですし、事前にご連絡いただければと思います。 
委員     会長が「いいですよ」「だめですよ」と連絡されるということですか。 
事務局    事前にお電話等で申し出を受けて、この委員会の冒頭で諮りたいと思っております。 
委員     これは、全市民が対象になるということですよね。 
事務局    そうです。ただ、前回 PTA の皆さまから要望がありました複数人での参加に関しては、連れて

きていただいた際には、後ろの傍聴人席で聞いていただくということになります。 
委員     わかりました。 
委員     第４条と第 8 条ですけれども、この第４条の頭に、「統合準備委員会の委員の任期は」というふ

うに入れたほうがよいのではないかということと、同じように、第８条のところに「統合準備委員
会の委員の報酬は」というふうに入れたほうがよいのではないかということを検討していただけま
すでしょうか。 

事務局    第２条、３条につきましても、「統合準備委員会の」となっておりますので、入れていきたいと
思います。 

会 長    第 4 条、8 条の頭に入れるということでいきます。ほかにございませんか。 
委員     傍聴についてなんですけど、上限人数は特にないということでいいのですよね。ここに書いてい

ないということは。 
事務局    はい。ただ、会場の都合があります。基本は、この会場で行いたいと思ってございますので、こ

こで入れる人数とさせていただきたいです。 
委員     では、入れるだけは目いっぱい入れてもらえるということですよね。 
事務局    はい。そのように考えております。 
委員     はい。 
会 長    ほかにございませんか。 
       それでは、今説明のあった、【要綱】および【準備委員会の運営について】これでよろしいでしょ

うか。 
（委員全員 異議なし） 

会 長    では、次に、２番の【これまでの経過、統合の方針および統合準備委員会組織について】事務局
より説明をお願いいたします。 

事務局   （事務局（伊藤課長、御前専門教育監）より次第６（2）を資料 4 に沿って説明） 
会 長    ただ今の説明について、ご意見ご質問等はございませんか。 
副会長    地域・PTA 部会で部会長が校長先生になっていますが、教頭先生がその学校の保護者や地域関係

からの意見を集約してくれるのですか。それとも、意見は、育友会の中でまとめて、教頭先生に報
告すればいいのですか。 

事務局    そこまで大きなボリュームの、まとめてくるというのは考えてないです。ただ、各地域で出てい
る意見を拾ってきてほしいなという思いです。 

（保護者代表） 
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副会長    それはわかっていますが、保護者としては、その意見に対する回答をすぐ聞きたいものです。ど
うしても、「教頭先生、あの意見への回答はどうなったのですか。」といったふうに、タイムラグが
生じてしまうわけです。それだと、教頭先生だけじゃ重荷ではないかなと思いますし、不安があり
ます。その点について、もう少し改善してほしいなと思います。意見は集約しますので。 

事務局    意見の集約についても、各単 PＴＡでやり方や考え方がいろいろあると思いますので、それは各
単 PＴＡにお任せしたいと思いますが、それを教頭先生が把握して、地域・PTA 部会に持って来て
くれることになります。せっかくこの会があって、PTA の会長さん全員が出席されるので、いくら
でも補足していただいたり、カバーしていただいたりできると思います。細かいところに関しては、
この先どうなっていくのか、予想できないですが、十分に聞けるようにしていきたいと思います。 

副会長    わかりました。ありがとうございます。 
 
委員     質問いいですか。【統合の方針について】というのは（案）ということで伺ったのですが、この中

で、「JR・バスの利用については、全額補助します」ということで、これは決定事項ということでよ
ろしいのですか。 

事務局    はい、これに関しては、事前に市長と協議をしており、全額補助すると決めております。 
委員     令和 6 年 3 月までが準備委員会で、4 月に開校を目標とするということなのですけど、この準備

委員会の話の流れによっては、ひょっとしたら、もつれたら、1 年先延ばしということも考えられ
るという話なのですか。今、小学校 3 年生 4 年生の親御さんは、ある程度覚悟をしている方が多い
のですが、「あれ、うちの子、新中学校へ行くと思ってたのに」ってことも、あるということでし
ょうか。 

事務局    令和 6 年開校は決定事項でございますので、それに向けて努力してまいりたいと思いますので、
延期することは想定していません。 

委員     早まることも、遅くなることも、確実に 4 月に間に合わせるということですね。 
事務局    その通りです。 
委員     分かりました。 
委員     部会なのですけど、それぞれの部会の構成員が、先生などの行政サイドの人間だけで構成されて

います。先ほど、副会長がおっしゃったように、地域・PTA 部会のような、地域との関わりが強い
部会であっても、部会の構成員は、こういったメンバーだけになってしまいます。要するに、部会
から上がってきた議案をここで我々がチェックすることになるのですけど、上がってくる前に、地
域の声が消えてしまわないかということが心配です。案の内容を見ても、例えば、スクールバスの
運行の利用方法についても、地域の声があると思います。それでも、このままでいいのでしょうか。 

事務局    途中で声が消えるということは想定していないです。教頭先生にかかっているところがあります
が、例えば、この会に PTA の会長様方、会長ではないにしても、代表の方 1 名ずつ、11 名に来て
いただくかたちを採ったら、スケジュールを調整するのが困難であると考えます。少なくとも、各
単 PＴＡで意見を聞いていただいたり、あるいは「うちの地域ではこういった事情がある」といっ
たことを聞いていただいて、それを一斉に出していただいても収拾がつきにくいと思いますが、前
もって各教頭先生に聞いてきていただけたら、整理しやすいのではないか、ということがあります。
それと、もし、それで抜けていたとしても、この会で改めて PTA の代表の方いらっしゃるので、
カバーしていただけるんじゃないかなと考えています。 

委員     今の説明だったら、各部会で決まったことは、ここの会へ上がってきて、それに対して、我々が
Yes か No か出すという印象を受けたのですが、この場で、上がってきたことに対して、意見があ
れば申し出てよいということですか。 

（保護者代表） 

（保護者代表） 
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事務局    その通りです。 
委員     分かりました。 
委員     ということは、部会に関しては、私たちは一切参加しないという認識でよろしいですか。部会に

は参加できないということですか。傍聴はできるけど、参加はできないという認識でよろしいです
か。 

事務局    一切できないということは考えていません。ただ、基本的にはこの構成員で原案を作りたいと思
っています。ただし、ここからまだまだ長丁場ですので、その途中で、「これは PTA の役員さんも
入っていただいて、協議すべき」となった議事内容になってきたときには、先ほど申し上げたよう
に、【必要に応じて、必要な方に参加していただく】という原則に則って、参加していただくことは
あると思います。だから、「一切参加できない」ということは今のところは考えていませんが、原則
はこの形でと思っています。 

委員     それを判断するのは、そちら側で判断するということですか。 
事務局    基本的には部会なのですが、その部会で、「うちの PTA の会長がこういった要望を持っているの

で、他校の PTA の役員さんも集めてほしい」と教頭先生が持ってきた場合などは、参加していた
だこうと考えています。 

委員     ちょっと待ってください。基本的に私たちは、部会で決定したことに対して、ここで協議を行う
という立ち位置ということですか。部会は完全に、行政の人ばかりじゃないですか。ここに載って
いる人。完全に市民無視、シカトですよね。状況的に。保護者が一番子どもに近いんですよ。子ど
ものためにやる会なんですよね、これ。教育のためにやる会なんですよね。違います。 

事務局    そうです。 
委員     そうですよね。でも、これじゃ全然関係ないじゃないですか。 
事務局    分かりました。ご協議ください。 
教育長    委員のおっしゃることはわかるのですが、部会の中身を見ていただいたら、生徒指導部会や養護・

事務部会だったり、教育課程部会に関しては、教育の専門的な部会だと思います。しかし、地域-
PTA 部会については、一般の方々、PTA の会長さん等の方々の意見を受け入れていく必要がある
と思いますので、入るとしたら、ここかと思います。ただ、この部会は何回か続いていくので、4,5
年続くかもしれませんので、お忙しい中でご負担になるかなと思いましたので、こういった形にし
たんです。ただ、これは行政ではなく学校関係ですね。教頭は行政の人ではありません。学校関係
の協議ということで、こういったメンバーになっているわけです。この中に PTA も入った方がい
いんではないかということであれば、私は入っていただいたらいいと思います。 

委員     それ、でも、こっちで決めれないとさっき言いましたよね。 
教育長    補足です。 
委員     ごめんなさい、ちょっと言っている意味が全然分からないです。必要かなって決めるのはそちら

側で決めるってことですよね。今の説明だったら。入ってくれたらいいんじゃないって言葉は教育
長の言葉ですけど、事務局の言葉だったら部会で協議して PTA の方が入る必要があるんじゃない
かというのを向こうで決定するというように聞こえました。 

教育長    それは提案ですね。そういったご意見があるので、一度協議していただいて、「入ったほうがいい
んではないか」ということであれば、「入っていただいて結構です」というそんな話です。 

委員     今の話はね、これはあくまでも案なんでしょ。案ですから、全体で「こうしていきましょう」「こ
れはダメです」と話し合いで決めたらいいんじゃないですか。彼らはこれからやっていかないと、
という気持ちでここに座っているわけです。それを除外するような言葉はダメです。以上です。 

副会長    我々11 名がここに座っている限りは、ひとつの意見であっても皆さんに聞いてもらいたいとい
（保護者代表） 
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う思いでここに座っているわけです、教育長。だから、スクールバス、通学路、となってくるので
あれば、一番不安に思っている地域、問題視されている地域に入ってもらって、スクールバスの運
行とかネックになるものを、地域の保護者の意見もまとめながら議論してもらったらいいと思いま
す。何年もかかるかもわからんけど、ここで一つにしていかないと、今の意見じゃ、私らが来た意
味がないし、ちょっと不安に思ったのが、教頭先生も転勤等で変わっていくから、引継ぎが一から
となるのが怖いので、一つの部会の中に PTA という組織を入れてもらいたいということなんです。
お願いしたいです。 

会 長    いくつか提案がありましたが、保護者の方々、地域の方々の意見を吸い上げるような場や方法を
提案されたと思いますが。 

事務局    中身については、専門的な部分もあると思うんです。ただ、例えば制服であったりとか、体操服
であったりとか、スクールバスの経路であったりとか、保護者の意見というのは必要な場面が出て
くると思うので、適宜、会長なりにご相談し、ご提案していくというかたちでよろしいでしょうか。 

委員     適宜って。いまいちよく分からないんですが。必要ないなって思ったら、進めちゃうわけですよ
ね。 

委員     何が問題あるかって言ったら、PTA が決定権を持つ者の中に入ってないということです。ここの
会に上がってくる案が、この構成員の中だけで決まってしまうっていうのが問題なんです。地域の
声を吸い上げてもらえると思うんですけど。こういった声も、この場まで上がってくるのか不安も
あります。 

事務局    部会は決定いたしません。案を上げるだけですので、最終的にはこの委員会で決定していただき
ます。 

委員     何を上げるかを決定するでしょ。 
事務局    そうです。 
委員     決定権あるじゃないですか。何を上げるかという。 
事務局    足らなければ付け加えていただいて結構ですし、多ければ、削除していただければいいです。一

応、案で出して、必要に応じて持ち帰っていただく場面もあるかと思います。 
副会長    こんな話ばっかりだと、話が前に進みません。この部会の中に、PTA の誰かひとりに入ってもら

ったらいいのではないですか。先生ばかりの中に、PTA も入りたいということなのですから、各部
会に一人ずつ入ってもらったらいいと思います。それから、この会へあげてきたらいい。そうしな
いと、話が前に進みません。 

副会長    養護・事務部会とか教育課程とか、校歌・校章そういうことはもう行政で決めてくれたらいいの
ですが、PTA を各組織の中へ入れてもらいたい。ここへきても、やっぱり熱い人はしゃべりたいと
思うし、納得してもらいたいと思うので、一人ぐらいは入れてもらいたいなと思う。最低一人ぐら
いは。教育課程部会とかはかまわないから、地域・PTA 部会だけでも、入れたら。どうでしょうか、
皆さん。PTA の皆さん。それでいいですか。検討していただきたいです。 

事務局    事務局が申し上げたものはもちろん提案ですので、こちらの提案に対してそういったお話があっ
たということで、整理させていただきたいと思います。部会がいくつかある中で、地域・PTA 部会
に関しては、PTA の代表の方、PTA の方も参加すべきとのお話を伺っております。あともうちょ
っと具体的に、代表の方でいいのか、それとも 11 人全員に来てもらったらいいのか、あるいは、
大きく中学校区で一人なのか。もう少しご意見いただけたらと思います。 

副会長    それは今度のＰＴＡ会長会で決めたらどうですか。今、決めるのではなく、どうですか。私は、
校区ごとに出たらいいと思いますが。ま、意見ですけどね。今度決めます、その話。いつまでに出
したらいいですか。 

（地域代表） 
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委員     会長会でいいのではないですか。 
副会長    会長会、今月の末にあるので、そこで決めます。 
 
会 長    ほかにご意見はありませんか。 
委員     主役はやっぱり保護者の方々やと思います。それだと、この組織図案は、今の言葉と同じように

なるんですけど、この組織図案を見ていると、結局、行政の方々が決まったことに対して「保護者
の方、なびいてくださいね」という組織図になっているなと思います。我々は保護者の代表として
出席しているので、保護者の声を代弁していかなければならないし、そういった組織図に仕上げて
いただきたいなと思っています。我々だけで決めたことを保護者の方にそのまま下すのはちょっと
違うんじゃないかと思ってます。 

事務局    そういうニュアンスで作っているつもりは、私たちもありません。 
委員     全く関係ないことですが、いっぱい聞きたいことあってですね、さっき昭和 21 年からの津波の

データの説明がありましたが、その地震は、地震が起こってからの津波になるということですか。 
事務局    そうです。 
委員     ちなみに、震源地はどこですか。 
事務局    南海道大地震と呼ばれているものです。南海道というのは、地理的にどこを指しているのかとい

うと、南海地震・東南海地震、いわゆる今も心配されているような位置の地震です。 
会 長    ほかにございませんか。今の説明については、大勢の方々から提案やら、それに対して検討しな

ければならないこともあるということですが、今の説明全体について、今日のところはこれでよろ
しいでしょうか。 

委員     一つ質問なんですが、我々は準備委員会ということで、任期は学校ができるまでが最大だと思う
のですけど、僕らは、でっかい、子どもらが何百人も入るような建物を作ってる段階ですが、出来
上がってから先、「いざ出航しました」という後で、新たな委員会は発足されたりするんですか。い
ざ、学校ができて、1 年 2 年、初めてのことなんでスムーズにいかないとは思うのですが、その時
に周りの先生方とか、コミュニティスクールの方たちとか、市役所の方たちだけで疲れ切ってはダ
メやと思います。学校ができたその後のことも考えられてるのか、お聞きしたいです。 

事務局    この委員会はあくまで統合、令和 6 年 4 月を目的とした委員会です。先ほど委員さんが言われた
ように、統合してから学校がスムーズに運営できるのかということにつきましては、将来的なこと
ですので、そこは行政、教職員、コミュニティスクール委員、保護者の方々と協議をして、会を設
けてもいいですし、スムーズに運営できるように話し合っていきたいと考えています。 

会 長    全体的にはよろしいでしょうか。 
       それでは、3 番の【統合準備スケジュールについて】、説明をお願いします。 

（事務局（御前専門教育監）より次第６（3）を資料 4 に沿って説明） 
委員     これ、新しい学校の校名や制服が真っ先に来ていると思うのですが、学校の方針とかっていうの

はいつ話し合うんですか。もしかして、令和３年４月からになっている学校経営構想・コミュニテ
ィスクールっていうのがそれになるのですかね。 

事務局    提案はそうです。 
委員     これ、方針が決まらないのに、どうやって学校建てるのですか。設計、来年から始まるんですよ

ね。学校の中身どんなんするかとか、どんな教育をしていくかとか、どんな部活を作るのかとか、
空っぽのまま。校名なんてどうでもいいと思うんですよ。はっきり言って。制服とかどうでもいい
と思うんですよ、僕は。そんなの、ギリギリで決まったら何でもいいと思います。母校の校章や校
旗、全然覚えていないんですよ。こんなこと真っ先に話すより、どんな学校を作りたいのか、どん

（保護者代表） 
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な教育をするのか、が、真っ先に来ないのに、これ、何を作るつもりなのかわからないんですけど。 
事務局    はい。今すでに 4 校の中学校があります。それぞれに、学校の教育方針をもって教育を営んでい

るわけですけど、有田市の 4 校がそんなに大きく違いがあるかといわれると、そんなに違いがない
ように思います。これは、自分の経験上、そう思います。だから、学校教育目標とかについては、
例えば、今、校長先生たちが座っておられますが、この中には、統合の時に校長先生でいらっしゃ
る方は誰もいないんです。ということは、人が変わっていきますよね。だから、今の段階でその議
論をするよりも、もうちょっと後でもいいのではないかと思います。すでに今ある中学校の経営方
針が財産として、ベースはしっかり有田市の場合はあると考えています。ただ、このスケジュール
表を作った後、ハード面ではなくソフト面で、今ある経営方針というような、文書化されたもので
はなくて、もっと夢のある、先ほど教育長が言われた「どこからも羨ましがられるような、立派な
学校」というような表現があったと思いますけど、子どもたちが、「この学校に通ってよかった」
「この学校を卒業できてよかった」と思えるような学校、それから、新しい時代に対応した教育と
は何だろうということを、今ある部会とは別に議論する場があってもいいのかなとは考え始めてお
ります。ただこれは、事務局の案までもいかないのですけど。そういう意味では、ハード面ではな
くてソフト面で、今までない議論があってもいいかなとは考えております。それは今は具体的にど
んなものかは言えませんが。 

委員     でも、子どももそうですし、もっというと保護者が一番知りたいのって、「どんな学校になるんだ
ろう」っていうのが、一番知りたいんですよ。制服がどんなんとか、別に後でもいいです、そんな
の。4 校だいたい同じって言いますけど、それが一つになるんですから、全然別の物ができるわけ
じゃないですか。もっというと、【誇れる学校】を作るわけですよね。ということは、その学校はど
ういうものなのかっていうのを一番最初に考えて、それに対してどういう建物を建てるのかとか、
そういう順番じゃないのかなって思うんですよ。学校名、制服、体操服、靴、鞄、校章。一番最初
に「これらが決まりました。」「そこに行きたい。」とはならないと思うんですよ。基本的な根幹とい
うか、幹の部分がないんだったら、正直親として行かせられないんですよ、そんな学校に。しかも、
来年には設計が始まるんですよね。こんなタイトなスケジュールでできるんですか。これ、さっき
から教育監が、「急がんなんこと」って言うんですけど、急がなきゃいけないんですか。なんで急が
なきゃいけないんですか。これから有田市を支える一個の大きな学校ができるんですよね。それを
慌てて。どんな学校にするつもりなのかまったく僕は見えないんですけど。どういうつもりでこの
統合をするのか、まったく見えないんですよ。 

事務局    校名や制服に関しては、令和 6 年をゴールとして、今何をしなければならないかということを遡
ってスケジュールを考えると、急がなければなりません。正直、急がないと、間に合わないことが
たくさんあります。ただ、委員さんのおっしゃった学校づくりの点については、先ほど申し上げた
ように思いますが、いかがでしょうか。 

副会長    ここで言っているのは、今度できる中学校が、夢のある中学校、希望のある学校、そういったこ
とを言ってくれと言っているのです。 

副会長    ちょっとすみません。学校方針面はどの中学校も一緒ですか。箕中も保中も文中も初中も。だい
たい一緒ですか。 

委員     有田市のほうから方針が示されておりまして、それに則って各学校で少し特色を加えながら、経
営をやってます。有田市の上に和歌山県があり、方針が下りてくるので、多少の違いはありますが、
大元では一緒かなと思います。 

副会長    分かりました。新しい学校ができるのであれば、先に学校方針は「子どもたちが夢を持って、い
ろいろなことに取り組みながら、いじめの根絶に向けて。」といったような、具体例をはじめに出し
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て、「こういった感じで進めていきます。それに対して制服はこうです」といった流れで、学校方針
案を先に出さないと、どんな学校になるのかわからないという不安があるから、PTA から質問が来
てると思います。そういうことをきちんと掲げてから、話をしてくれたら、納得していくんかなと
思うんですけど、どうでしょうか。 

教育長    私の先ほどの発言は、委員としての発言ですので、そこを間違わないようにしてほしいと思いま
す。今も委員として発言させていただきますが、有田市で、そういった方針が出てきます。主に【知・
徳・体】ですね。有田市の違うのは、それらに加えて【郷土】があって、これは郷土愛を育んでい
こうということです。この 4 本柱でやりましょうということで、教育委員会から学校のほうに通知
され、そして学校はそれを基本にして、それぞれの方針を決めていきます。ただ、細かいところで
すね、学び合いや郷土愛というのが、一つの研究の大きなテーマとなっています。こういったテー
マは校長先生が独自に決めていくものなんですね。教育課程は、教育委員会ではなくて、校長先生
が決めるものなんです。だから、校長先生の個性によって、学校の個性が出るという部分はありま
す。ただ、その根幹は【知・徳・体】の充実であり、これは有田市教育委員会として方針を出して
いますので、この方針に則って運営されています。だから、校長先生の意向というのが強く反映す
るというのが、教育課程の中にあらわれてきます。ただ言われたように、3 年の中で、どういった
ものなのかということについて十分に話し合うことはできるという感じはします。なにも、打ち上
げたらいいというものではないと思います。「クラブを日本一にするんや」「学力を日本一にするん
や」といったことは打ち上げやすいんですね。ただ、そのために何をするかということが非常に大
事であるので、慎重に考えていく必要があると思います。 

委員     その、慎重に考える部分を真っ先にやったらいいんじゃないのかなと思うんですけど、一番最後
じゃないですか。修学旅行と同時期に考えるとなっています。これを最初にやってほしいって言っ
てるんです。 

教育長    それはこれから協議をしていったらいいと思います。 
委員     どこの学校にだってあるじゃないですか。例えば「パソコンができます」とか「プログラミング

ができる」とか、特色があったりするわけじゃないですか。そういうのって、親から見たら、魅力
的になる部分ですよね。でも今、「【知・徳・体】がなんとか」とか言ってたじゃないですか。それ
だけじゃフワッとしすぎてて全然わからないわけですよ。じゃあ、【知・徳・体】に属した学校づく
りというものをしていくわけですよね。そのための細かい何かしらを協議して、それを学校建設に
つなげるっていうのが順番だと思いますけど、違いますか。みなさんどうですか。 

委員     それ、私立でしょ。 
副会長    この場でまだ話する段階と違うと思います。話がある程度煮詰まってからのこと。今まだそこま

での話し合いと違うと思います。 
委員     確かにそうなのですが、ここで今、そうすることになると、統合推進部会というのがあるので、

ここで 6 月からもう新校舎建設にかかわる協議というのは行われてるんですか。行われてるんであ
れば、少しそういった話を出していただければイメージも湧くんじゃないかと思います。 

事務局    この会がスタートしないと、部会はスタートできないので、その部会は、まだ協議していません。 
委員     青写真もなにもできていないということですね。そういったことをやるんであれば、イメージっ

ていうのを先に出していただきたい。こういった学校ができますよ、というのをホームページなん
かに。イメージだけでもいいんで出していただきたい。ちょっとでも、こういうもんできますよ、
というような。そういう話を先に進めていただきたい。そういうことですよね。 

委員     はい。そうです。 
委員     そうしないと、市民が「新しい中学校、どんなんよ。」ってなるから、先に示していただきたい。 

（地域代表） 
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委員     さっき、私立の話でしょって話が出たんですけど、その通りなんですけど、ひとつ、宮原という
町から中学校が消えて、わざわざ隣町まで足運んで行くわけなんで。僕は普通に考えて、町から学
校が消えるというのは、町の衰退の始まりだと思うんですよ。たぶん、ゆくゆくは小学校、保育所
もなくしていこうという考えだと思うんですよ。それなんであれば、ちゃんとした教育の場という
のが必要なんじゃないかなって思うんです。 

委員     今、市内に 4 つ中学校があるわけです。それが統合してね、5 年後ぐらいにね、基本的にどうゆ
う変化が起こるんですか。教育内容とかね、特徴だとかね。大幅に変わるんですか。目に見えてわ
かるほど変わるのかね、ただ足して 4 で割るぐらいしかかわらないよとかね。どっか新たな中学校
ができるなら、かなり変わった中学校ができるかもしれないけどね、同じ有田市で、同じ県の中の
有田市で、ほとんど同じような話し合いの元で教育スケジュールというか教育的なね、考え方を作
ってるわけですよね、各中学校が。多少は特色があるかもしれませんけど、それを 4 年後に作った
ときに合併したときに、そんなに魅力的な、「これは何とも言えない学校だ」というほどの学校に変
わるんですかね。そういうことを期待してるんですか、あなたは。ものすごく変わってほしいと。 

委員     町から中学校がなくなるって、けっこう大きなことだと僕は思うんですよ。 
委員     それでも一長一短だと思いますよ。一長一短ですからね、それはまあ議論は置いといてね、将来

の 5 年後にできる中学校と、いま、各地区に 4 つある中学校とね、どれほど変わるのか。明らかに
ね、保護者から見てもね。その辺はどうなんですか、僕らはちょっとわかりにくいんですけど。 

委員     それは、衰退したら駄目よ、という合体ですから。頑張ってもらわなきゃ。 
委員     それは頑張ってもらわなきゃいけないですよ。どれほどイメージがね、変わるのかなあって思う

んですけどね。 
委員     それは我々の力というか、声ですよ。でなきゃ、ここにいる意味ないですよ。 
委員     できるだけ良い、レベルの高い中学校をね。 
副会長    人数合わせとは、違うと思います。箕中も保中も、文中も初中もあります。初中は今、生徒数が

少ない。子どもたちが、マンモス高校とかに行った場合に、びっくりして怖気づくっていう人の声
もあります。だから統合して、初中の子どもたちを大きな中学校に通学させて慣れさせることも必
要だと思います。それを今、大勢の人が言っています。そこまで心配しています。宮原がどうのと
か保田がどうのとかの問題と違うと思います。これからの子どもたちに新しい中学校に入ってもら
って、文武両道で、例えば、今の箕中の柔道は、全国的にもすごいレベルです。そういうような学
校にしていく必要があると思います。自分とこのことだけ考えたらあかんと思います。やはり、有
田市全体で考えるべきだと思います。 

副会長    4 校をひとつにすることによって、他の学校、地域からでも来てもらうような学校に、私はして
もらいたいと思います。ゆくゆくは教育方針も決まって、高校と附属になって、また、大学までで
きて。私は大学まで来てほしいなって考えです。有田市に大学を作ってもらいたいって思いがあり
ます。そしたら、ここで人が増えるし、人も減らない。でも、まずはよりよい中学校を目指して、
いい学校を作ってほしいと思っています。 

会 長    有田市の中学校としての、理想的な素晴らしい、目指す学校像というのは、現在でも保護者なり
地域の方が持っておられる方もおられるし、またこの中でも、いろいろ個人的には、こんな学校で
ありたいなっていう考えを持っておられる方も、ずいぶんおられると思うんです。そういうふうな、
当分は不安もあれば、ある程度考えをもっておられる方もいて、交錯しているような状態だと思う
わけです。また、各 4 中学校の校長先生方も、校長という立場から、素晴らしい学校像を描いてお
られると思います。いろいろな意見を聞いた中で、事務局なり、教育委員会なり、教育長さんから、
今の段階ではこれは案ですから、早いうちにこの意見のことを考えるのもいいのではないかと思い
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ますが、そこらへんは事務局と相談しつつ、検討お願いします。 
副会長    60 何年も有田に住んでますけど、やっぱり今の有田市をもっと楽しい、美しい有田市にしたいと

思っています。 
委員     ひとつよろしいですか。校長の立場でしゃべらせてもらいます。先ほどから各中学校の特色どう

よって話がありましたけど、ひとつは先ほど、他の校長が言った、大きな方針の中で我々は自分の
学校を特色ある学校にしようと努力しています。その時に、自分の学校を特色ある学校にするため
には、やっぱり校区の方や保護者の方の、ご要望やご意見というのは一番大きなところです。です
から、普段 PTA の会合や地域の会合に顔を出して、いろんなことを聞きながら、学校経営案を作
ってるわけです。新しい学校、統合した学校をどんな学校にするのかといった部分については、こ
れからは今までの地域というわけでなく、「有田市」というひとつの地域として、どんな学校がいい
のかっていう話になると思うんです。そうすると、有田市全体の意見を保護者、地域の方から聞く
場面がどこかで必要なのは確かです。それはできるだけ早い段階からその話をしたほうが良いのだ
ろうというのは僕も思います。ですので、今でいえば、市 P の会長さん方は定例で集まっておられ
ますよね。そこでいろんな話を出す中で、「これは一度教育委員会に聞いてもらおう」とか、準備委
員会とかへ出していく。この案を見ると、そんなんが出てきたら適宜対応しますよとなってますの
で、そういう形でどんどん出されたらどうかなとは思います。以上です。 

会 長    ほか、ございませんか。なければ、次に行かせてもらいます。 
       ４番【その他】についてですが、各委員さん方からこの機会に何かございませんか。 
委員     意見というか要望がたくさんあるのです。一つは説明会、地元の者と教育委員会事務局の方たち

と一度お話をしたいという事が一点。それとあとは情報伝達の仕方について、この二つです。一点
目の説明会云々については、現状ですよ、今何をやろうとしているのか、事実今やろうとしている
統合に関しての交通安全など諸々の事実と色んな噂が出てきています。他の所はわかりませんが、
宮原の住民は混乱しています。それぞれに色んな思いがあります。年配から始まって一番の主体と
なる保護者の様々な意見が私のところに来ます。それを調整するために、不安などを払拭したいの
です。それを早くしていただきたい。出来れば夏休みまでにしてほしい。忙しいとかそういう問題
ではなくてやってください、お願いです。それと情報伝達については、今後もやっていきますと謳
っているのですが、これについては昨年 11 月 16 日宮原公民館での説明会で教育長も来られました
が、その時の説明会でほとんどの人が中学校統合の事を知らなかったのです。半分以上知らなかっ
たのです。その時の保護者の意見は記憶にあると思うのですが、そういう事を知らない人にそれを
どういう風に説明する。その段階は仕方なかったと思うのですが、今後そういう不平不満が色々あ
るのですが、不安材料が多すぎるのです。それを何とか早くに話し合いをしてほしい。会合もやっ
ています。この間も２６日だったか「考える会」もやっています。議事録もここにもきてます。そ
ういう意見を吸収しながら、スケジュール等々を参考に作り上げていただきたいなというのが私た
ち現場の意見です。 

教育長    委員としてではなく、教育長としてお答えさせていただきます。先ず、説明会・意見交換会など
を早くやってほしいことについては、今日は第１回目の統合準備委員会です。以前は保護者説明会
をして、地域説明会に行かせていただきました。その場面で説明した事とあまり進展がないという
事であるので、私自身が秋ごろに４つの中学校区に説明に行かせていただこうと思い、我々でも話
をしておりました。今回が第１回で、次回は９月 11 日です。それまでにそれぞれの部会をして、
その意見が次回に上がってくるのではないかと思っています。だから、説明材料がその時にはでき
るかなと考えています。 

委員     現時点での話が知りたい、みんなが知りたがっているのです。 

（地域代表） 
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教育長    現時点では、あまり変わりがないです。今日は話をしたような事だけで、意見を聞かせていただ
くだけで終わってしまうのではないかと思っています。 

委員     話を聞いて、それを参考に今後どうしていこうかという一つの案となるのを期待しています。 
教育長    １か月位ずらしてもらって、９月 11 日が終わった後で 10 月くらいには回らせていただこうと思

っています。それでも早くというのであれば、時期を早くして 9 月の末頃ということでも可能です。
ただ、準備委員会でこういう風にしたい、こうしていきましょうと色々な意見が出てくると思うの
です。そういう事を併せて持っていきたいと考えています。そのようなことで理解を得ていきたい
と思っています。 

委員     時期は未定で、対応はしていただけるのか。 
教育長    それは、行かせてもらいます。十分に意見を聞かせてもらうという事です。情報については、先

ほど話したように、この会の事はホームページにもアップしますし、委員会ニュースを紙ベースで
発行しますから、保護者に配布しますし地域にも回覧で回します、またそれぞれの場所にも配置し
ます。そういう形で広げていきたいと考えています。 

会 長    時期についてはよろしいですか。 その他ございませんか。無いようですので、良ければ事務局か
ら何かありませんか。 

事務局    ＜次回９月１１日午後７時からという予告＞ 
会 長    次回の日程については、この通り決定という事でお含みおき願いたいと思います。 
事務局    ＜委員報酬について説明＞ 
会 長    それでは以上で本日の委員会は終了となりますが、閉会にあたりまして一言ご挨拶申し上げます。 

今回の統合は大変大きな事柄でありまして、有田市の中学校教育として今までにない大きな変化に
なろうとしています。皆様方もご存じのことと思いますが、教育は国家百年の大計とよく言われま
す。この度の統合も随分長期的な視点で考えようという、有田市教育百年の大計に繋がるものでは
ないかと思うところでございます。このようなことからも今回の機会を大変大事にしていきたいと
思いますし、その歴史の一歩を形作るのは皆さん方でもあります。お互いの意見・考えを大切にし
ながら、慎重かつ大胆に各部会でもご協議願うと共に、本会の次回についてもよろしくお願い申し
上げ閉会とさせていただきます。本日は誠にありがとうございました。 


