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平成３０年度 第２回小松島市総合教育会議 議事録 

 

１.日 時  平成３０年１２月１８日（火）午前１１時～正午 

２.場 所  小松島市教育委員会２階会議室 

３.出席者  濱田市長 

森本教育委員，眞井教育委員，渡部教育委員，東根教育委員，𠮷岡教育長 

４.事務局  豊栖総務部長，石山教育次長，西照教育教育委員会参事，森田学校課長， 

高瀬秘書政策課長，中村学校課主幹，児島教育政策課課長補佐， 

露口秘書政策課課長補佐 

５.概 要 

 （１）開会 

 （２）協議報告事項 

①小学校再編に関する説明会等の結果報告について 

 

②小松島市学校再編基本計画について 

 （３）閉会 

６.議事の経過  別紙のとおり 
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（豊栖総務部長） それではただ今から、「平成 30年度第 2回小松島市総合教育会議」を開催させていただ

きます。開催にあたりまして、濱田市長からご挨拶があります。 

 

（濱田市長） みなさま、おはようございます。本日は、お忙しい中お集まりいただきまして、誠にありがと

うございます。今年度第２回目の総合教育会議となりました。 

前回は、いじめについて、皆様の経験も踏まえてのお話もたくさんいただきまして、あって

はならないいじめについて、また、重大事態の対応等について、共通認識が持てたので

はないかと考えております。 

本日の議題は、今後、小松島市の小学校をどこに、どのような規模にしていくかなど、具

体的な実施計画のもととなる学校再編の基本計画を議題としております。 

これまでにも、この総合教育会議で何度も協議してきたことではありますが、いよいよ案を

とって策定となりますので、次の実施計画にもつながるよう、皆様と有意義な議論を行い

たいと考えております。 

みなさまからは、忌憚ないご意見を賜りたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願い

いたします。 

 

（豊栖総務部長） ありがとうございました。それではまず、資料のご確認をお願いしたいと思います。まず、

「小松島市立学校再編基本計画」となっております冊子が１つと、「小松島市立小学校再

編に関する地域住民説明会（報告）」という、2 冊の冊子がお手元にございますでしょうか。

ありがとうございます。それでは、本日の議題に入りたいと存じます。総合教育会議につき

ましては、設置要綱で規定しておりますとおり、主催が市長でございますので、以降の会

議の進行を市長にお願いしたいと存じます。よろしくお願いいたします。 

 

（濱田市長） それでは、進行していきたいと思いますので、皆様のご協力をよろしくお願いいたします。

では、さっそく、１つ目の事項、小学校再編に関する説明会等の結果報告について、 

教育政策課からお願いいたします。 

 

（西照教育委員会参事） はい、それでは資料2点のうちの１つ、「小松島市立小学校再編に関する地域説明会（報

告）」をお願いしたいと思います。 

            まず、表紙めくっていただきまして、目次をお願いいたします。最初に「Ⅰ 概要」、次に

Ⅱとしてアンケート、それと当日のアンケート調査の結果についてでございまして、最後

にⅢとして、別添資料ということで、小学校再編に関する地域住民説明会の１１校区ごと

の会議録、また、パブリックコメントの実施結果及び個別説明会の会議録の添付をいたし

ている資料でございます。 

            最初に、ｐ２をお願いしたいと思います。地域住民説明会の概要ということでございます

が、地域住民説明会においては、２３５名の方にご参加をいただくなかで、説明会当日

配布いたしましたアンケート調査には２１４名の方に、ご協力をいただいたところでござい

ます。 
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           説明会当日、配布いたしましたアンケート調査につきましては、ｐ４、ｐ５をお願いしたいと 

           思います。アンケート調査の内容につきましては、問１から問５までということで、設問項目

は全部で１１項目というふうになってございます。 

           問１から問３までは、お住まい、年齢、それと参加者のお子さんの状況を記載していただく

と、問４では、基本計画（案）の７つの基本方針ごとに、「①賛成」「②おおむね賛成」「③あ

まり賛成できない」「④賛成できない」、この４つを選んでいただくことといたしまして、「あま

り賛成できない」若しくは「賛成できない」場合につきましては、その理由を記入していた

だくことといたしております。また最後に、問５として、小学校再編についてご意見等を自

由に記載していただける調査内容となっております。 

このアンケート調査の集計・分析にあたりましては、前段申し上げました、基本計画（案）

の７つの基本方針について、まずは「お子さんの就学状況」に着目した「賛成」「反対」等

の関係をｐ６から、それと「回答された方の年齢」、アンケート調査を記入いただいた方の

年齢に着目いたしました。「賛成」「反対」等の関係をｐ１０から、それと、１１小学校校区ご

との回答状況をｐ１４から、それと７つの基本方針に対する反対意見をｐ２５から、最後に、

小学校再編についての自由意見といたしまして、ｐ３２以降に列記いたしておる、こういう

資料でございます。 

先ず、ｐ６～ｐ９をお願いしたいと思います。これにつきましては、アンケート調査の問３（お

子さんの状況）を記載された方を基に、集計をいたしておるということでございますが、結

果を集約いたしますと、このアンケート調査においては、基本方針７項目のうち、全体とし

ては、「学校数は３校程度」の項目については、賛成する人の割合は全体の４３％、反対

する人の割合は全体の４８％ということで、反対が賛成をわずかに上回っているという状

況でございますが、それ以外の６項目については、７割程度の方、設問にもよりますが、６

６％から８３％の方が「賛成」若しくは「おおむね賛成」との回答をいただいておる、こういう

状況でございます。 

お子さんの状況をみますと、「未就学児」がいる方の回答については、「学校数は３校程

度」の項目については、賛成する人の割合は３６％、反対する人の割合は５３％ということ

で、ここでも反対が賛成を上回っている状況でございますが、それ以外の６項目について

は、６６％から８８％の方が「賛成」もしくは「おおむね賛成」ということで、全体の回答より、

「賛成」若しくは「おおむね賛成」の割合が高い傾向となっております。 

また、参加された方が在校生の保護者の方、特に低学年ですけども、「小学１・２年生」が

いる方の回答では、全ての設問で、６３％から８９％の方が「賛成」若しくは「おおむね賛

成」ということで、ここでは７つの基本方針全てに賛成の傾向ということが窺えるというところ

でございます。 

次に、「回答者の年齢との関係」についてということで、ｐ１０～ｐ１３をお願いしたいと思い

ます。回答者の年齢ごとの結果を集約いたしますと、「学校数は３校程度」に関しては、５

０歳代以外の方は、反対が賛成を上回っている状況でございますが、それ以外の６項目

については、各年代とも賛成の割合が高いという状況になっております。 
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続いて、各校区ごとの回答状況をご覧いただきたいと思います。ｐ１４からｐ２４でございま

す。校区ごとの状況を集約いたしますと、基本計画案で示している７項目のうち、特に、

「学校数は３校程度」の項目については、現在の学校規模、これは比較的生徒数が多い

学校、また極端に少ない学校を中心に、賛成の傾向が見られるということで、ここでも学校

間、いわゆる学校区分によりますけれども、そういった傾向が出ているという状況でござい

ます。 

次に、いわゆる反対意見の理由ということで、これについてはｐ２５からお願いいたします。 

具体には、７つの基本方針の設問に、「③あまり賛成できない」若しくは「④賛成できない」

を選んだ方の賛成できない理由にございます。主に７つの基本方針のうちの３つを見て

みますと、計画期間に関するものでございます。「計画期間は、平成４２年度を完了の目

途とします。」、これが基本方針の１つの中身でございますが、これについて合計４９件の

反対意見が出てまして、そのうち最も多かった意見は「早く実施してほしい」というもので、

２０件のそういった意見がございました。 

それと、ｐ２７をお願いします。これは、３校程度という学校数の設問でございますけれども、

これにつきましては、反対意見、「３校では少ない」という意見が全体で５５件あり、そのうち

最も多かった意見は「校区が広がり通学が不安である」で、３２件。また、一方では、「３校

では多い」という意見も５件あり、そのうち４件が「３校程度といわず、２校で良いのではな

いか」という意見でありました。 

続いて、ｐ３０をお願いします。これについては、通学方法及び安全性の確保をするとい

った基本方針に対する反対意見でございますが、通学距離に関する意見が全体で１４件、

通学支援に関する意見が１３件、その他の意見のうち、予算や支援の具体性に関する意

見もありまして、基本計画の時点ではですね、具体の通学支援のあり方、まだ明確に記

載しておりませんが、学校数の減少とともに、校区の広がりと通学支援に関する今後の不

安といったところが顕著に出ているのではないかというところでございます。 

最後に、ｐ３２からｐ３５までをお願いしたいと思いますが、これについては、小学校再編に

ついての自由意見についてでございます。また「Ⅲ別添資料」として、各１１校区ごとの説

明会の概要と、参加者から頂きました主な意見、それと事務局が回答した会議録を中心

に取りまとめておりますので、後刻、ご覧いただけたらと思います。 

それと、最後から５枚目、ｐ３６に相当するところにつきましては、パブリックコメントの実施

結果、それと個別説明会の状況を資料としてお付けしております。「パブリックコメント」に

つきましては、意見募集期間(10月 5日から 29日)の間に、２名の方から６件のご意見をい

ただきました。いただきました６件のうち、５項目の意見に対しまして、教育委員会の見解・

回答としておりますが、いただきました意見については、概ね学校再編については賛成

であると、ただし、今後の詳細の計画に向けてということで、ご意見をいただいておりまし

て、現時点における委員会の回答を公表している状況でございます。 

こうしたことから、当該パブリックコメントによる基本計画案の修正・変更点は無いものとい

たしておりますが、いただきましたご意見等に対しましては、今後の取り組みの参考にさ

せていただくことで、今後の再編に繋げてまいりたいと考えております。 
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それと資料の最後でございますが、「個別説明会」に関しましては、申込期間(９月５日か

ら２８日)中に１件の団体(小松島市学童保育連絡協議会)から申し込みがございまして、

10月 23日(火)19時 30分から１時間程度、北小松島公民館で 30名の協議会会員の皆

様方との意見交換会を実施しております。 

意見交換会の内容につきましては、主に、小学校再編後の学童保育クラブのあり方等、

今現在回答できる範囲ということで、今後の学校再編によって学童保育クラブがどうなっ

ていくのか、どうすることが必要なのかといったところを、意見交換しております。詳細につ

いては、個別説明会につきましても、別添資料として会議録等に添付しておりますので、

ご確認していただけたらと思います。 

以上が、小学校再編に関する説明会等の結果報告でございます。 

 

（濱田市長） ありがとうございます。今の説明について、お一人ずつご意見・ご質問等をお願いしたい

と思います。学校数と報告書等々、皆さん一人一人からご意見を聞きたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

 

（森本委員） １１月の定例教育委員会でも、この説明を課長からお聞きしたんですけれども、家の方で

詳しく読ませていただいたんですけれども、私の中で２つのことが浮かんできたんです。こ

こに書かれていること以外のことなんですけれども、今、「学校数が３校程度」ということで

記載されておるんですけれども、そうなると誰もが考えるのは、旧の小松島市の方に２つ、

それと新市というんですか、立江・坂野・和田島で１つというのを、皆さん頭の中で思い浮

かべると思うんですけれども、そうしますと３つの新しい小学校が人数的に平均化されるん

だろうと思うんですけども、私の中で浮かんだのは小松島市がどう発展していくのだろうか

と。今、小松島の中心部のところの人口が減って、どこへ人口が増えていっているのだろ

うかと。新開小学校があるところの人口がずっと増えていったりしておりますね。バイパス

の方の通りの方に建物が増えて、向こうの方へ発展するんじゃないかなと思ったりもする

わけですね。そうすると、３校では足りないじゃないかなと思ったりもするわけですね。それ

と同時に、だから４校ができてもいいんじゃないかなと思ったりも、私の中ではしました。そ

れとこれから準備を進めておる段階で、色々な問題が出てこようと思うんですけれども、学

校を建てる場所等の確保が難しかったりして、どうしても３校は建てられないと、で、４校に

したいんだけれども、４校にしたら１つ小さな学校ができるんじゃないだろうかと考えたわけ

ですね。私の中でいつも思っておるのは、これは学校の教員をしとって、教頭とか校長を

したり、あるいはカウンセリングをしたりしてきた中で、小さな学校も必要じゃないだろうかと、

人数的に１学年１学級の小さな学校も。どうして必要かといいますと、不登校の子ですね、

たくさん対応してきました。で、大きな学校で、小学校の時に、いじめであったり、あるいは

悩んだりして不登校になった子が再度立ち直って同じ学校へ行ける可能性というんかな、

それができなくてよその学校に転校した子もおります。それで、市外へ出て行った子がお

るわけですけども、私が経験した中では、小学校の時、６年生で不登校になった子を大き

な中学校へ入れたら、これはうちの子がまたいじめられるんちゃうだろうか、ということで、
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小さな中学校へ行かせたいんだと。「校区外の申請をしてもいいんだろうか」という相談を

受けました。その時に、「小さな学校の方で遠くなるけれども、行ったらどうですか」と勧め

て、その子は３年間、中学校で優秀な成績です。卒業して高等学校へ行った例があるわ

けですけれども、大人数の中で成長していく、そこがいい子供と、少人数の小さな学校で

勉強したほうが頑張れる子とか、個性に応じたところがあろうかと思うんで、そういう選択の

余地を残しといてもいいかなと思ったりもしております。だから、基本的には３校でいいな

と思っとるんですけども、作っていく段階で、もし４校になるんだったら、小さな学校が１つ

ぐらいできてもいいんじゃないかと、１学年１学級の学校が残ってもいいんじゃないかなと

思ったりしておるところです。突飛なことを申しまして申し訳ないですが、以上です。 

 

（眞井委員） アンケート結果を見た感じでは、保護者の人っていうのは、たぶん３校になるって決まった

ら、「絶対嫌」っていう人は一人もいないと思うんですよ。ただ心配なのは、通学、ちょっと

遠くになったりしたら、通学をどうするのかというのを皆さん心配されている人が多いと思う

んです。だから、先に３校にするんだったら、遠くになった通学をどうするかっていう案を

具体的に、スクールバスだったり、シャトルバスで常に回っているような感じにするとか、通

学をどうするかっていうところを、具体的に「こうします」みたいなところを先に決めたらいい

んじゃないかなと思うのと、さっき森本教育委員がおっしゃったように、地域ごとに、「ここ

の校区の子は新しいここの学校へ行きなさい」というんじゃなくて、それぞれが保護者さん

の都合で、「私はこの校区やけど、こっちの小学校の方に行きたい」っていう風な選択が

できるようにするのも１つの案なのかなと思います。例えば、お父さん、お母さんが仕事に

行っている子の、近くの小学校の方に行ったら送り迎え、一緒についでに行けるとかあっ

たりしていいのかなと思います。以上です。 

 

（渡部委員） 先ほどの森本先生のご経験を踏まえたお言葉は、大変重く、「そうだな」と思うところが、や

っぱり心の教育は大事だと思ったところなんですが、やっぱり人口構成とか、一度学校が

建つと何十年かはその状態でいきますので、人口が確実に減るという予測がある時点で、

いろんな市の財政の面からも思うと、そういう細かいフォローをする学校もあればいいのだ

ろうなって今すごく思ったのですが、私は２校に集約してでもそれぞれの中学校校区に１

つずつ、財政をそこにつぎ込んで、防災等いろんなものに対応できるしっかりした学校を

作り、さらに森本先生のおっしゃったような、そういう子に細かく対応できるような、フォロー

をするようなところも備えたようなというか。今、学校はどうしても一斉のあれで、それぞれ

の個性に合わせてっていうのがやっぱり難しいですが、これからの対応としては、それぞ

れの、大勢の中では萎縮してしまう子とか、大勢の中で、いろんな人のいいところを吸収

して育っていく子とか様々だろうと思うので、それぞれに対応できていくようなシステムに

変わっていくことではないかなと、これからの教育の在り方っていうのが。この前、板野の

研修センターで研修を受けた時に、「公平な個別指導」っていうことが私は印象に一番残

りました。文科省から来ていただいた方の、「公平な個別指導を、これからの教育はすべ

きである」っていうことが、私はすごく印象に残って、「その通りだな」と、個性とか能力に応
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じたような、具体的に「公平な個別」っていうのはどういうことなんだろうかと思ったけれど、

なんとなく漠然と、これからの未来の教育のことを示唆した言葉ではないかなと思ったん

です。だから、きちんとした学生に強い学校を、中学校単位でしっかりとした学校を建てて、

そういうところに対応できていくような、細やかな文科省の方針の示した教員の配置をうん

と多くしてってところができてくればと思って、私は、３つも４つもいいとは思うんですが、し

っかりしたところを２つというところで、思いました。 

 

（東根委員） 大変難しい問題がのしかかっているんですが、私の中でもなかなか、はっきり１００％こうと

いう答えが出せない、難しい問題があるんですが、資料を見せていただいて、アンケート

が素晴らしいというか、アンケート結果が示す通りだなと考えています。各校区の地域の

方々は、思い入れがあると思うので、なかなか切り替えが難しいと思うんですが、こういうア

ンケート、それからパブリックコメントっていう、それぞれのご意見を、厳しいご意見もありま

すが、それに準ずるようなところもあって、非常に教育委員会の方々も思案されていること

かなと思っています。当初、児童数の減少を挙げられているのも仕方ないのかなと思いま

したが、先ほど、森本委員さんからもありましたが、やはり一人一人に対応するっていうの

は大変難しいことですけど、今後切り替えが必要な事項でもあるかなと思っています。な

かなか１００％の、これがいいとかっていうのは絶対ありえんことなんですが、それを如何

に束ねて、納得ができるような方向が必要じゃないかなと思います。 

 

（吉岡教育長） ３校程度という校数に関しての、皆さんの意見を聞いてるんですけど、２校であるとか、４

校であるとか、中学校区の保護者であるとか、いろいろご発言いただいたんですけど、学

校の状況からしたら、ちょうど今の１１小学校で、学校訪問を今まさにしている状況なんで

すね。ほとんどは、小規模校に等しい学校です。２０人に満たない、１５人前後の。本当に

ありがたいことに、授業参観をさせてもらったら、小規模校のメリットが、まさに先生方と子

供たちの間で授業展開とかができているなという印象を持っています。願わくば、今のま

ま、そのまま残すっていうのが一番、これが子供にとって、そして大きい学校もあり小さい

学校もあり、地元に通える、歩いて通える、そういう風なんが一番ではないですけど、それ

ぞれの地域の説明会でも、年齢が上の方に応えられるものであろうと。今の状態が悪いん

じゃなしに、それなりに素晴らしい教育がされているんだから、それに越したことはないん

ですけども、将来の児童数の減少をみていって、更に規模が小さくなっていって、複式学

級がある学校もない学校も出てくるっていったときには、やっぱり集約しなければならない

ということで、「３校程度」というお話、基本計画の案の中では「３校程度」という形で、複数

学級ということで提示させてもらったと考えています。これに関しては、この「３校程度」って

いうのはもちろん程度ですから、２もあれば３もあれば４もある。５っていうのまで含めるか

は別にして、２校、３校、４校っていう、そういう可能性を秘めていますし、今後の実施計画

の中に出てくると思うんですけど、もう明らかに、すぐに３つにする、２つにする、４つにす

るっていうんじゃなしに、その計画する中で、いつがゴールかは別にして、将来的に２つ

になる、将来的に３つになる、将来的に４つになるという段階を追ったものを含めて、方向
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性っていうのが実施計画の中では検討していかなければいけないんでないかなとは考え

ております。以上です。 

 

（濱田市長） どうもありがとうございます。今、委員さんからも、地域住民説明会等々でもいただいたん

で、それを踏まえて、次に小松島市の再編基本計画について、説明をしていただきたい

と思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

（西照教育委員会参事） 小松島市立学校再編に向けた基本計画案につきましては、地域住民説明会、アンケート

調査、パブリックコメント、また、個別説明会の結果等を総合的に勘案いたしますと、先ほ

どの議論の中でも「学校数」、いろいろご教授いただきましたが、「学校数」の設問以外に

ついては、「賛成」の割合が非常に高いこと、それと今後の学校再編に最も影響があると

思われます、就学前の子どもさんを持つ保護者の方の「賛成」の割合が、計画の中の方

針については高いと、そういったことがございますので、現状の基本計画（案）については、

一定のご理解をいただいていると考えてございます。反対数が賛成数を上回った「学校

数」の設問に関しましては、先ほど教育長の方からもございましたが、現状の基本計画

（案）では、「３校程度」と程度表示でございます。それと、最終的な「学校数」については、

いろんなご意見等を踏まえまして、実施計画での対応が可能であるということ。それと、反

対意見が多数ございました。「校区が広がることによって、通学が不安である」といったこと

とか、通学支援の仕方につきましては、これは先ほど眞井委員さんからもございましたが、

実施計画との関連性もあるのかなと。そういったこともございますので、事務局といたしま

しては、平成３０年１月２２日にこの基本計画案を策定いたしておりますが、その基本計画

案をもって、基本計画という風にしたいと。それで、お手元の基本計画の資料をご覧いた

だきたいと思いますが、この基本計画についてはですね、基本計画案の目次、それと P３

３にですね、基本計画案策定後の主な経緯ということで、先ほど来から報告書で説明をい

たしました地域説明会、それとアンケート調査の提出数、それとパブリックコメント、個別説

明会の概要を記載いたしまして、基本計画の制定についてはですね、本日、１２月１８日

付けということで、この３点、当初の基本計画案に加筆をいたしまして、基本計画としたい

と考えてございます。以上でございます。 

 

（濱田市長） ありがとうございます。今の小松島市学校再編基本計画について、皆様からご意見を聞き

たいと思いますので、森本先生の方からよろしくお願いいたします。 

 

（森本委員） 今、西照課長からご説明がありましたですけれども、この再編基本計画、これで私として

はいいんじゃないかなと思っております。 

 

（眞井委員） はい、私の方も、特にこの再編計画についてはこれでいいと思います。 

 

（渡部委員） はい、私も同じく、何もありません。 
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（東根委員） 私も特にありません。はい、上手くまとめられているようです。 

 

（吉岡教育長） 私も特にありません。でも、振り返ってみたら本当に、教育委員会というか西照課長さん以

下、現在は準備室ですけども、平成２９年の当初から計画を練り尽くしていただいて、そし

て、確か１０月であったと思いますけど、有識者会議、４回にわたっていろんなご意見いた

だいて、加筆・修正したものを案として、有識者会議の方からご提案いただき、その後、い

ろんな諸準備をして、地域住民説明会等を含め、個別説明会等々で案をとって成案に、

という今日に至っております。長い時間をかけて、案になるようにしていただいた、内輪の

話になるんですけど、担当課、現在の準備室の関係者の皆さんに、私は立場上御礼を申

し上げたいと思います。これで終わりじゃなしに、これからが始まりで、次の具体的な場所

の策定だけじゃなしに、実施の時期、説明会等では、「できるだけ早く」という風なご要望

も多いようです。なかなか、それを受けてすぐにということは、いろんな問題点もあって難し

いところもあるんですけども、次のステップである実施計画案の策定に向けて、またいろん

な方のご意見をいただきながら、より良い実施計画案に繋げていっていただければと思っ

ています。以上です。 

 

（濱田市長） ありがとうございました。これで、基本計画が策定されたということで、進めさせていただき

たいと思います。そして、今後の再編に向けたスケジュール、実際に小学校がどこにでき

るかできんか、そしてまた何校ぐらいで再編できるのか、それとか通学の、どういう風にし

て子供たちを安全に守るのか、そこらへんを踏まえての計画が決まったら、説明会に行っ

てどうしていくかなど、もしわかる範囲でできたら説明していただきたいと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。 

 

（西照教育委員会参事） 市長の方からは、今後の取り組みということでお話しをいただきました。まず、基本計画策

定後の喫緊の取り組みということで、本日付けで基本計画が策定できたといったことを、ま

ずは市 HPで、今日付けでお知らせさせていただくと。それと、来月の広報こまつしま１月

号ではですね、基本計画の概要を改めて紙面でお知らせすると。その後ですね、この基

本計画に基づいた詳細の実施計画の作業が入るということなんですが、結果的には３１

年度中には、実施計画を策定したいなあということでございますが、その中身の話、実施

計画案を作ってですね、それで同じような１１校区での説明会。それと、当然アンケート調

査もまた違った形で必要ではなかろうかと。それとパブリックコメント。そういった結果を踏

まえて、実施計画案を実施計画にするか否か、最後の判断に当然なるのかなと考えてご

ざいます。その実施計画の中身については、先ほど、眞井委員さんからもございましたが、

通学支援をどういった形でするのかといった、現時点での通学支援の在り方、在り様、内

容というのも当然のことながら、実施計画にはお示しをしていく必要があるんじゃないかと。

やっぱり、１１小学校を再編するということで、先ほども報告の中で説明させていただきま

したが、反対意見の中には不安要素がたくさんございますので、そういった不安要素を解

消するために必要なことっていうのは、いわゆる学校数・場所だけじゃなくてですね、実施
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計画の中で可能な限り盛り込んでいく必要が当然あるのかなと、そういったことを想定して

おります。そういったことをするためには、我々委員会だけではなかなか非常に難しいとこ

ろもございますので、市長部局とも年明け以降にですね、いろいろ協議を重ねていって、

各課ごとの状況ですね、いろんな意味での状況確認と、できること・できないこと、そういっ

た協議にも入っていきたいという風に考えてございます。今現時点では、そういった事務

上のスケジュールということを予定しております。以上でございます。 

 

（濱田市長） ありがとうございます。なかなか実施計画の策定も、大変な労力が必要だと思いますが、

よろしくお願いします。 

今回、小学校再編に関する説明会、それと小松島市学校再編計画について議題とさせ

ていただきました。他に何かあれば。 

それでは、無いようですので、本日の協議は終了しましたので、事務局にお返しいたしま

す。 

 

（豊栖総務部長） それでは、市長、教育委員の皆様、本日はどうもお疲れ様でございました。ありがとうござ

いました。本日の会議の議事録につきましては、この後事務局で作成いたしまして、決裁

を経たのち、HPで公開するという形になっております。以上をもちまして、平成３０年度第

２回小松島市総合教育会議を閉会させていただきます。本日はどうもお疲れ様でござい

ました。 


