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令和３年度 第２回室戸市総合教育会議議事録 

 

 

１．日 時   令和４年１月２１日（金）午後３時～ 

２．場 所   室戸市役所２階 第１会議室 

３．出席者 

  （構成員） 

     室戸市長  植田 壯一郎 

室戸市教育委員会 

教育長  百田 貴昌 

教育委員 多田 明美 

教育委員 北岡 賢一 

教育委員 東野 敦夫 

教育委員 植野 真由美 

（オブザーバー） 

副市長   黒岩 道宏 

総務課長  和田 庫治 

財政課長  上松 富士樹 

（事務局） 

学校保育課 

課長 武井 知香（教育次長） 

主監 小松 武志 

課長補佐兼保育班長 村上 久美 

学校班長  髙﨑 正太 

生涯学習課 

課長 西岡 佳久 

課長補佐 江口 祐介 

生涯学習班長 山岡 浩子 

４．欠席委員  なし 

５．議題 

 ⑴ 令和４年度当初予算編成方針及び教育委員会の当初予算について 

 ⑵ 室戸市保育所及び学校適正規模・適正配置基本計画について 

 ⑶ 協議事項 

   学校保育関係 

     ①いじめ重大事案について 

    障害学習関係 

     ①図書館の現状と今後について 

 

 

 

○開会 

○市長あいさつ 

（植田市長） 

本日は、教育委員の皆様方には大変ご多用のところ、令和３年度第２回の室戸市総合教育会議

にご出席をいただきまして、ありがとうございます。また日頃から室戸市の教育行政の振興発
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展にご尽力いただいていることに対しあわせてお礼を申し上げます。今年度の第２回目となり

ます本日の会議では、令和４年度の主な事業予算の他、保育所及び学校の適正規模適正配置を

議事としております。保育所や小中学校の適正規模・適正配置は室戸市の将来を担う子どもた

ちの教育環境をどのように整えていくかという大変重要な議題でもあります。私は「命を守る、

室戸を創る」この言葉をスローがんに市政を進めてまいりました。子どもたちの命を守りこれ

からの室戸を創ること子ども達の教育環境をよりよいものにすることが、行政の使命であると

考えております。本日は教育委員の皆様方に忌憚のないご意見をいただきながら、今後の教育

行政に反映をさせていただきたいと考えておりますので、どうぞよろしくお願いを申し上げま

してご挨拶にかえさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

（小松主監） 

本日の出席者につきましては、会議次第の１ページに出席者名簿を載せておりますので、ご覧

ください。本日のオブザーバーとして黒岩副市長、和田総務課長、上松財政課長にご出席をい

ただいております。次に資料の確認をいたします。まずは会議次第、それから令和４年度予算

編成方針、そして室戸市保育所及び学校適正規模・適正配置基本計画の３つとなります。おそ

ろいでしょうか。それでは、協議に入ります前に、総合教育会議についてご説明させていただ

きます。会議次第の８ページに地方教育行政の組織及び運営に関する法律の抜粋と、９ページ

に室戸市総合教育会議設置要綱を載せております。この総合教育会議の構成員は、市長と教育

委員会で、会議は公開です。協議や調整を行う事項といたしましては、一つ目が教育行政の大

綱の策定、二つ目が教育の条件整備等重点的に講ずべき施策、三つ目が児童生徒の生命身体の

保護等緊急の場合に講ずべき措置となっています。それでは議長は市長が行うこととなってお

りますので、植田市長に議長をお願いいたします。 

（植田市長） 

はい。それでは早速議事に入りたいと思います。議事⑴の「令和４年度当初予算編成方針及び

教育委員会の当初予算について」学校保育課長からの説明をお願いします。 

（武井教育次長兼学校保育課長） 

急遽、上松財政課長が来てくださいましたので、当初予算編成方針につきましては、上松課長

からお願いしたいと思います。 

（上松財政課長 資料に沿って説明する） 

（武井教育次長兼学校保育課長 資料に沿って説明する） 

（西岡生涯学習課長 資料に沿って説明する） 

（植田市長） 

それでは、財政課も含めて学校保育課と生涯学習課とそれぞれ説明をいただきました。ご意見、

ございましたらお願いしたいと思います。 

（多田委員） 

室戸だけ放課後子ども教室がありません。室小の保護者は有料の児童クラブを利用せざるを得

なくなっています。お金がかかるので預けたいけど、預けられないといったことや、家に保護

者がいるから預けられないといったように、利用できない方がいるようです。室小が人数が一

番多いので、早く子ども教室を作っていただきたいと思います。子ども教室にすると時間が５

時までだと思いますが、５時までお勤めされる方は大変なので、時間は児童クラブのようにす

るなど、そういったことはできませんか。 

（西岡生涯学習課長） 

今ご質問があった件につきましては、子ども教室は佐喜浜、元、吉良川、羽根も時間は学校が

終わり次第午後３時頃から午後５時までとなっております。平日のみです。児童クラブの方は

学校が終わり次第、午後６時までとなります。委員さんが言われるように子ども教室が５時ま

でで終わりますので、６時までやっている児童クラブと１時間の差が出てきます。随分前から
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室戸小学校の校区に放課後子ども教室をという声もいただいているところなんですが、児童ク

ラブで利用料が小学校１年生から４年生まで３，０００円かかります。そこの負担というのは

確かにあると思いますが、今、国が放課後こどもプランということで子ども教室と児童クラブ

を合体したような制度を示しています。今後室戸市としてもこういった制度をどういうふうに

活かしていくのかという検討をしているところでありますので、地域の声を伺いながら今後ど

ういうふうなやり方が一番いいのか検討をしていきたいと思っています。 

（多田委員） 

そもそも、室戸に放課後子ども教室がなかったから、だいたい２０年ぐらい前になると思いま

すけど、有志のお母さん方が集まって自分たちで児童クラブを立ち上げて、自分たちで運営し

てというのが最初だったと思いますけど、それから２０年近く経って、何の進歩もないという

のは非常に遅いなと思います。対応をお願いします。合体した場合の管轄はどこになりますか。 

（西岡生涯学習課長） 

厚労省の方になるのではないかと思いますが、室戸市として地域のニーズも伺いながら、実際

両親が働いていなければ児童クラブに通うことができないので、この対象でない子どもたちに

どのような支援ができるのかといったあたりを今後検討していかなければならないと思ってお

ります。 

（北岡委員） 

明らかに室戸のお母さん困っているんですよね。市長速やかになんとかできないのですか。 

（植田市長） 

今回の会を前にして、事前に話をしたときにもそんな実態を改善しないといけないのではと協

議を進めていますので、今日ご指摘いただいたことを踏まえて実施できるように検討していき

たいと考えております。実務的なこともありますので、そんなことも整理しながら時間をちょ

っととるかもしれませんが、現場の声を聞きながら実施ができるような検討に向けて取り組ん

でいきたいと思います。他にご意見ございませんか。 

（東野委員） 

学校保育課の予算のことですけど。最初の方に室戸市の財政が厳しいと説明がありましたが、

それからして、ここに掲げているものは必要だと思いますが、一般市民の立場からして照明の

LED化がすごく金額がはりますよね。子どものためなのでやってあげたらいいと思いますが、

財政が厳しいことからも照度が足りている場合でも変えていく必要があるのか、財政面からみ

ると削減していくべきではないかと思いますが、市長はそのへんどう思いますか。 

（植田市長） 

私としてはすぐ変えてあげたいと思っています。変えていくことが子どもにとって一番大事で

すが、環境問題も今大きく問われていますので、あわせて積極的に予算の枠の中にできるだけ

あてて、早急に改善させていきたいという思いであります。 

（東野委員） 

その他のソフト面についても、支出向上のために必要だと思いますので、ぜひ実行していただ

けたらと思います。 

（植田市長） 

ありがとうございます。他にご意見はございませんでしょうか。よろしいでしょうか。 

（全委員） 

はい。 

（植田市長） 

それでは、議事⑵達の室戸市保育所及び学校適正規模・適正配置基本計画について、事務局か

ら説明をお願いします。 

（武井教育次長兼学校保育課長 資料（1ページから３ページ）に沿って説明する） 
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（植田市長） 

教育委員の皆様のご意見をお伺いしたいと思います。 

（北岡委員） 

通学路は危険なところがいろいろあると思いますが、通学路を整備する計画なんかはあります

か。 

（髙﨑班長） 

今年度、通学路の危険個所ということで国交省、県土木、室戸市、学校と危険個所のチェック

を行いました。例えば羽根であれば羽根スーパーの前の横断歩道のスイッチが車道側にあるの

で、その向きの入替であったり、大岸方面に向かう横断報道が消えていますので、そこを書い

てもらうのを国が来年度予算でするということになりました。一通り学校から聞き取った危険

個所については、担当部署が整備するようにしております。毎年、交通安全の会議をやりまし

て、危険個所については少しずつ改善していくようにしています。 

（植田市長） 

他にございませんか。前の会議の時に、子どもの数が減るので統廃合の問題、推進の意見と、

小さい子どもに配慮した対応といったようなご意見もありましたが、ここに来て一定前の会の

ご意見もいただきながら新たな方へ進みだそうとしておりますが、皆様の率直なご意見があり

ましたらお願いします。よろしいでしょうか。 

（全委員） 

はい。 

（植田市長） 

では、次に進みたいと思います。次に４ページの学校規模、学級編成、学級数及び教員配置の

基準から５ページの小規模校のメリット、小規模校のデメリットの説明をお願いします。 

（小松主監 資料に沿って説明する） 

（植田市長） 

以上の説明につきまして、分からない点やご意見がございましたらお願いしたいと思います。 

（東野委員） 

５ページのメリットとデメリットを見たら、メリットよりデメリットの方が多いと思いますが、

このあたりをどう考えていくかが、統廃合のヒントになるんじゃないかと思いますが。 

（武井教育次長兼学校保育課長） 

こういうふうにメリット、デメリットというふうにあげましたら、確かに多いように感じます

が、この検討委員会の中でのご意見としては、やはり大規模校がいいという意見もありました

が、反対にその子どもさん子どもさんに応じて小規模校のメリットの方が合うというお子さん

については、保護者が小規模校を望まれるのではないかというご意見もありました。メリット、

デメリットは一律的に見たらこういうことが起こるだとうということであげさせてもらってお

りますが、子ども一人一人の特性に応じたことでデメリットがデメリットでなくなる場合もあ

るのではないかと考えています。 

（百田教育長） 

特に中学校の方のデメリットが顕著にみられると思います。非常に免許外教科も増えて、教職

員の努力だけでは解決しない問題もございます。 

（植野委員） 

統廃合検討委員会の中で、子ども達のためにどうしようかという話をされていると思いますが、

最終的に統合する、しないというのはどういうことで判断して決められるのですか。 

（百田教育長） 

これは、南海トラフ地震の浸水の予想の高さ、例えば５メートルであれば２階まで波が来ると

いうような一つの基準を作るということと、もう一つは子ども達から見て統合をすることが子
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ども達のプラスになるかならないかという、学校教育の中身と併せて総合的に判断をしていく

ということになろうかと思います。なので、一律に浸水するから統合するとか、人数が極端に

少ないので統合するということではなく、いくつかの条件を考えて最終的な判断をすることに

なると思います。 

（植田市長） 

少し補足をさせてもらいますと、室戸市の場合は羽根から佐喜浜までそれぞれ立地条件があり

まして、統合するとなるとどうしても小学校も中学校、あるいは保育も室戸の方にまとまって

いく方向が想定をされますが、一番大事なのは佐喜浜から羽根までそれぞれ学校のある地域の

子どもさんのいるご家族の方々や地域の方々のご意向がどうか、ということは大事にしていか

ないといけないと。地域の方々の大人の意見だけでいいのかということになってくると、子ど

もの教育が本当にそれでいいのですか、といったようなことも課題となりますので、総合的に

見てここにメリット、デメリットが載っている中で室戸市としてはどういうところに重点を置

いて学校の統廃合を考えるのかといったことにこれから動いてくるわけです。基本的には関係

する住民の方々のご意向、極端に言ったら、羽根から佐喜浜まで中学校がこれぐらいの生徒や

ったら室戸中学校に集まって高台移転する学校に集まったらいいんじゃないですか、という地

域のまとまった意見があればそういう方向に進むと思います。一方、今のところ年齢の低い子

どもさんたちは親とできるだけあまり遠く離れてしまうより近くに置いておきたいというご要

望も聞きますので、そんなところのきちっとした配慮だとか対策ができるように、理解の求め

れらる環境を作れるといったようなことの答えを出しながら進めていかないといけないという

課題じゃないかなというふうに思いますので、教育委員の皆様には地域の方々の賛成の意見も、

反対の意見も聞いていただきながら、うちの地域ではこんな意見が多いですねといったような

ことなんかもこうした会で反映してもらえたらと思います。他にご意見ございますか。 

（多田委員） 

小学校とかの場合、このデメリットを克服する方向でできないものでしょうか。例えば、集団

学習ができないというのは、統合しなくても学校同士で協力しあって一緒に授業を行うとか、

そういうことはできませんか。 

（小松主監） 

運動会や文化祭を複数校で行うということでよろしいでしょうか。 

（多田委員） 

近くの学校で、野球なんかは合同でやったりしているじゃないですか。あんな感じで、ある程

度の人数がいないとできないようなことは、普段はそれぞれの学校で学習するとして、何かの

時に一緒に合同である程度の人数を確保するというようなことは。 

（小松主監） 

学校同士で可能であるならば、やることはできると思います。あと今 ICTが学校にかなり入っ

てきておりますので、学校同士をネット環境でつないで話し合いをさせるといったようなこと

も可能になってきています。そういう意味では小規模校のデメリットは解消されつつあるよう

な状況も見えています。 

（多田委員） 

あまり悲観的にならず、そういうできるところは対処していけばいいと思います。それから、

今現在飛び複式の学級というのは、ありますか。 

（小松主監） 

室戸市にはありません。 

（多田委員） 

少し話が戻りますが、羽根昭和保育所が避難艇があるじゃないですか。それよりもっと津波が

高くて、到達時間も短い菜生保育所にも避難艇ありますか。 
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（村上課長補佐） 

菜生保育所の敷地内にあります。 

（多田委員） 

他に避難艇を置いているところはありますか。 

（植田市長） 

長寿園とびわの里には置いています。 

（多田委員） 

保育学校関係はそこの２か所ということですね。 

（植田市長） 

他にご意見はございませんか。 

（全委員） 

ありません。 

（植田市長） 

次に、６ページ～７ページの適正規模・適正配置の基本方針に入らせていただきます。事務局

より説明をお願いします。 

（武井教育次長兼学校保育課長 資料に沿って説明する） 

（植田市長） 

保育所関係の説明がありましたが、ご意見お伺いしたいと思います。いかがでしょう。 

（東野委員） 

保育所の適正規模で、保育の先生は足りているのでしょうか。足りていないということであれ

ば、子どもの教育は保育の時が大事だと言われていますけど、やはりそのへんを見ると余裕が

ないままいるよりは、一緒になって先生も増えた方がいいと思いますが、そのあたりはどうで

しょうか。 

（武井教育次長兼学校保育課長） 

保育士の配置については、国の基準がありますので、国の基準にのっとった形で配置をしてお

ります。室戸市はその基準に加えて家庭支援保育士を公立保育所は各保育所に配置しています。

この保育所について、なぜ統合しないのかということにつきましては、検討委員会の中でも検

討していただきましたが、やはり地域に根差した保育所であるということもありますので、遠

いところで大きな集団を作るのではなくて、地域の保育所に入っていないご家庭に対しての家

庭的な支援を行う役割がありますことから、地域に今のところ必要ではないかといったご意見

をいただいたところです。 

（植田市長） 

ずっとしませんというということではなく、当面現状の中ですぐの統合というのは考えており

ませんということです。他にご意見ございませんか。 

（全委員） 

ありません。 

（植田市長） 

それでは、次に進ませていただきます。７ページの⑵小学校についての説明を求めます。 

（武井教育次長兼学校保育課長 資料に沿って説明する） 

（植田市長） 

それでは、ただいまの説明に対するご意見をいただきたいと思います。 

（全委員） 

ありません。 

（植田市長） 

それでは、８ページ⑶中学校についての説明をお願いします。 
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（武井教育次長兼学校保育課長 資料に沿って説明する） 

中学校の方針についての説明をしましたが、ご意見お願いします。 

（東野委員） 

地震による津波のことですが、個人的に思うのは、時間があるわけではないですよね。もしか

したら明日にも来るかもしれませんよね。そんなに悠長にする問題ではないと思いますが、地

域の意見も聞かないといけないと思いますが、子ども達の命を守るということで、早く動くべ

きだと思います。４年後ぐらいでは市長は遅いと感じませんか。 

（百田教育長） 

一つは、室戸高校の施設の共用がどれくらいできるかということが、大きなポイントだと思い

ます。それともう一つは、運動場とか体育館がもし共用ができれば、その分の敷地も費用もい

らないわけですから、最終的には令和７年度中には室戸中学校が移転を、できれば令和６年度

中、早いほどいいと考えていますので、できるだけ早く室戸高校とどの教室をどれくらい使え

るのか検討した上で、半年でも１年でも早い段階で、遅くてもこの年度で実施したいと考えて

おります。元小学校も津波の高さが１０メートルですので、そのあたりも含めてできるだけ前

倒しをしたいと考えております。 

（東野委員） 

中学校が統合することによっていろんな動きが次々スムーズにいくような感じなので、そう思

いました。羽根小学校も中学校に移動できるとか、全体が動けるのではないかと思います。 

（百田教育長） 

この場所にこれくらいの規模というのが、用地の買収に確認できましたら、今出ておりました

羽根中学校から室戸中学校の整備といいますか、そんなことも同時に進めていきたいと思いま

す。 

（多田委員） 

元小学校については、校区が中学校で一緒になるので、もうちょっと早い段階で統合っていう

のを進めていいんじゃないかと思います。ただ、その時に疎外感がないように、大きな小学校

に飲み込まれてしまうことのないように、元の保護者はすごく結束力があって、学校行事をす

るときもすごく協力的なご家庭ばっかりで、その点室戸は人数が多い分動く人はすごく動くけ

ど、何にもしない人は何にもしないというのがあるんですけど、それをうまく元からの子ども

さんや保護者もなんらかの役割があるとか、そういう配慮してもらいたいと思います。それと、

生徒数が増えて、クラスが増えて、教職員が増えて子どもたちが切磋琢磨してすごくいいと思

います。子どもたちが先生１人だけじゃなくて選べるというのはいいと思います。その前に学

校が１校になってしまうと、小規模特認校みたいな所に行きたいようなメンタルを持った子ど

もさんが今度は選択肢がなくなるというのもちょっと問題があるかなと思います。私はその選

択肢を残してもらいたいと思います。ゆくゆく１校にまとめるとしても、いきなりまとめるの

ではなく、ワンクッションほしいかなと思います。 

（植田市長） 

ご指摘のあったように津波対策で、できるだけ早く対処ができるようなことは小学校、中学校

対策をしてあげないといけないということは共通した認識だと思いますので、そうした津波が

来て危険だという学校については、できるだけ時間を早めて対処していきたいなというのは当

然のことじゃないかと思います。小規模校を希望するような子どもたちへの対応については学

校が統廃合することになった時であっても、やっぱりカバーのできるような施設の環境づくり

も必要ではないかなと思います。他にどうでしょうか。 

（北岡委員） 

市内１中学校とするで、令和７年の途中でも高台へ移すという計画になっていますが、例えば

今何をして、次に何をして、どういうふうにゴールに向かっていくかがわかりませんが。 
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（武井教育次長兼学校保育課長） 

今回この基本計画をたてておりますが、この基本計画に基づきまして先ほどから話しています

ように、保護者や地域の皆さんのところに行ってご意見をお伺いしていくこととしています。

それと同時に室戸市内１中学校とすることが決まっておりますので、あとは室戸高校との調整

であったり、スケジュールを決めたような実施計画を作ってそれにのっとってやっていくよう

な形になっていくかと思っています。 

（北岡委員） 

それはもうできていますか。 

（武井教育次長兼学校保育課長） 

この基本計画が確定してから作成します。 

（北岡委員） 

だいたいこういう計画でいきたいということは事前にあまり考えませんか。 

（植田市長） 

そんなことはないですが、スピードにしては頑張ってくれていると私は思っています。 

（北岡委員） 

こういうふうにするためには、どういうことをクリアしないといけない面とかを事前に調べて

おいて、土地の買収とかできるだけ早く進めるようにするのかなと思いました。 

（植田市長） 

市長の立場からすると住民の賛同を得られていないのに、学校の土地を買っていると言われた

ら、また反感になってしまわないかという問題があります。できるだけ中学校については、１

校にしようと、その時にはどうなりますかという説明を地元におろして、様々な質問なんか出

てくると思うので、そんなことを一定方向づけて土地を構えてと動くような手順になるんじゃ

ないかと思います。 

（北岡委員） 

いろんなプランで考えたりはしないのかと。 

（植田市長） 

現場に行ったら、どういうふうに考えているのかと聞かれるとは思います。そんな時に教育長

が言ったような方向を室戸高校と一緒になって取り組めるような方向性は言えても、具体的な

スケジュールになると、これからたてていかないといけないところです。 

（百田教育長） 

市長がおっしゃったように、保育、小中これからの室戸の保育、小中に通う子ども達の視点で

考えた時に、やはりどうしても中学校は残してもらいたいと、いう強い要望があれば、その地

域の状況を尊重しなければならないと思っています。ただ、とにかく年度にこだわらずできる

だけ前倒しをしてやりたいと思っています。同時に４つの中学校が通い始めるということは避

けたいと思っています。やはり室戸中学校はすぐ移転をして、あとは学校ごとに９月からとか

４月から受け入れするかたちだと考えております。 

（植田市長） 

今日の意見を聞いて、教育委員の皆様が考えてくれるのだったら、市としても地域に入る日程

をもっと前倒しにしていくとかいうことを考えていかないといけないと、改めて考えさせられ

ました。 

（多田委員） 

室戸高校の施設を使わせてもらえるかどうか、県に協議をしているというお話でしたが、そう

なると室戸高校の近くに校舎を建てるということですよね。 

（百田教育長） 

そうです。 
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（多田委員） 

そしたら、県道すごくせまいじゃないですか。保育があり、室戸高校があり、それでまたスク

ールバスがたくさん通って、火葬場行きの車も通ってとなると、そこらへんの道路事情はどの

ようにお考えですか。 

（武井教育次長兼学校保育課長） 

中学校を新たに建てるとしたら、どこになるのかによって使う道路も違ってくると思いますが、

どちらにしても言われるようにスクールバスが入ったりしますので、道路の整備なんかも場所

によってはしていかないといけないと考えているところです。 

（多田委員） 

あんまり遠い所に校舎を建てたら、体育館使わせてもらう意味がなくなると思います。 

（百田教育長） 

羽根中学校の場合は、生徒が３０人前後です。そうするとスクールバスでなくて、東部交通の

バスを通学に使うとか、コミュニティーバスを使うとかそういったことも含めて計画を立てて

いくべきだと思います。 

（植田市長） 

これから議論していかないといけないことですが、本来なら中学校であっても室戸市の中学生

だけでなくて、環境問題もあわせて都市から見ても室戸の中学校に行ってみたいと思うような

すばらしい学校になったらいいかなと思います。先に進めさせていただきたいと思います。 

（武井教育次長兼学校保育課長 資料 9ページに沿って説明する） 

（植田市長） 

ただいまの説明に対して、ご意見がありましたらお願いします。 

（東野委員） 

統合した時にバスとか新たに配置しないといけませんよね。その予算も大丈夫ですか。 

（植田市長） 

大丈夫にしていかないといけません。 

（百田教育長） 

スクールバスについて、現在民間へのスクールバス業務の委託をしています。やはり、通学用

のスクールバスとコミュニティーバスを共有するとか、既存の東部交通などいろんな方面で考

えてできるだけ子どもたちの負担を減らすということと、羽根中学校は３０人前後で一気に移

動ができない場合もございますので、今の交通機関を含めたスクールバスの運行もこれからの

まちづくりの中で求められるんじゃないかと思っています。ですからコースによってはスクー

ルバスに住民の方が乗るという、そういうことをしている自治体もありますので、そんなとこ

ろを参考にさせていただいて、具体的なところを考えていきたいと考えています。 

（多田委員） 

その時、料金はどうなります。 

（百田教育長） 

料金は無料になります。 

（多田委員） 

東部交通のバスを利用するっていうのは、東部交通のバスの車両をお借りするということでは

なく、路線バスを利用するということですか。 

（百田教育長） 

はいそうです。 

（多田委員） 

そうしたら、路線バスに乗る子どもには料金が発生して、スクールバスで通う子との差がでて

くるのは。 
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（百田教育長） 

基本的にどの自治体も公費で負担をしています。全部市所有のバスでするのであれば、現在の

台数では難しいです。 

（植田市長） 

今のスクールバスの委託は私が決めて始めたことですけど、やってみてやっぱりもっと地元の

東部バスと連携をもったスクールバスの在り方でコストダウンしたりとか、地域の方々の利便

性も見いだせるとかいう方向もあるんじゃないかと思っていますので、そうしたこともあわせ

て、利便性・効率性のいいものを見出していけたらなと、まだ確定したかたちではないですが、

とりあえず子ども達の通学経費のバス代は無料にしないといけないと考えています。 

（多田委員） 

それは市が負担するということですか。 

（植田市長） 

そういうことになります。 

（多田委員） 

そしたら、東部交通も１人で走るよりいいかなと思います。 

（植田市長） 

そしたら９ページだけでなく、全体的に皆さんの方でご意見がありましたらお願いします。 

（多田委員） 

元小の統合はいつぐらいを検討していますか。 

（武井教育次長兼学校保育課長） 

ここにも書かせていただいていますように、基本的には継続協議としておりますが、子どもの

命を守るということを考えましたら、地域に入ってお話をしていってできるだけ早くとは考え

ているところです。地域のご意向がありますので、ご了承が得られたらすぐ取り組めるのでは

ないかと思います。ただ、さきほど多田委員からも言われたように、なにぶん統合する場合に

はある一定の時間を置いて、お互いが慣れ親しんでからでないとうまくいかないということも

考えていますので、ある一定の期間が必要だと考えています。 

（多田委員） 

子どもさんの意見も当然聞いていますよね。ご家庭の意見だけでなくて、子どもがどう思って

いるかというのは。 

（武井教育次長兼学校保育課長） 

子どもには聞いていないです。 

（多田委員） 

子どもには聞いてあげてください。 

（東野委員） 

授業でそういう授業をするとか。 

（植田市長） 

理解を深めるということは大事ですが、子どもの気持ちを尋ねるということはアンケートにな

るのか。 

（多田委員） 

具体的には思いつかないですが、子どもがとにかく今のままがいいとか、絶対いやだとかなっ

ても困るし。地域の方は子どもさんがいなくても、やっぱり自分たちが通った学校を残したい

し、地元の方は学校がなくなったらさみしいというのは必ず出る意見ですので。それよりも子

どものことを考えてと思います。 

（百田教育長） 

基本は保護者が自分の子どもをどうあってもらいたいか、こういう教育を受けさせたいという
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ところが一つだと思います。実際子ども達の意見を聞くというのは、それぞれの説明会の中で、

子ども達がこういうふうに言っているということを聞くということで、改めてアンケートをと

ったりということをしても、実際の保護者の立場からすれば子ども達の希望どおりには添えな

い場合もございますので、そのあたりはなかなか難しいところです。保護者の判断を最優先で

ということになります。 

（多田委員） 

ご家庭での話し合いも大事だと思います。アンケートみたいにしてイエスかノーかにすると書

ききれない部分もいっぱい出てくると思うので、やっぱりそういう形よりは話し合いというこ

とですかね。 

（百田教育長） 

中川内の時も、一番最初に行ったときは子どもが来年小学校から５年間１人になると、それで

もその子にとって、保護者がプラスとなると判断をされたら、中川内小学校を残しますよと、

そういった前提でご家庭で十分話し合いをしてくださいということで、お返しをしました。 

その結果話し合いをされて、やっぱり羽根小学校へ行かすという結論をされたんですが。やは

り実際に保護者の気持ちがあったとしても、当初はとまどいもあったようですが、今は非常に

元気にやっています。一定、保護者の方と地域の意見を聞いて、踏み出すところはしてあげな

いといけないと思います。子どもたちと保護者で話をして、こんなことになるよと説明してい

ただいて、当然私たち教育委員会も先生方を含めて説明会にお伺いするわけですから、その中

で保護者を通してそういった意見をくみ取るという形になろうかと思います。 

（植田市長） 

他にご意見ございませんか。 

（植野委員） 

８ページに戻りますが、中学校のことで、佐喜浜中学校、吉良川中学校と羽根中学校が室戸中

学校に統合ということで、ここで決まったらそれをもって説明会をするということですが、保

護者や地域と協議を行うというのは、今の時点で保護者の方と地域の方と話しあって統合する

というふうにほぼ固まって動いていくということですか。それとも、この会を以って統合する

ということをこれから保護者と地域の方に話していくということですか。 

（植田市長） 

基本には、中学校を１校にしていきましょうということですので、そのことに向けて市はこう

いうふうな考え方を持っていますけど、どうでしょうかということを地元におろしていくとい

うことです。 

（植野委員） 

そこでまたちょっとまったがあったら。 

（植田市長） 

その可能性はありますね。 

（植田市長） 

７年度中の移転と統合も先に延びる可能性はあります。例えば統合するのであればこうなって

もらいたいなという地域の方々の意見があっても、こんな形でスクールバスを出しますと言っ

たときに、そうではなく、こうしてもらいたいとか条件が協議でまとまらないという話はよく

聞きます。そのあたりは地域の方々のご要望を受けて、理解していただきながら動いていかな

いといけないと思っています。 

（植野委員） 

前から統廃合の話はあって、誰かがちょっと待ったというのが続いて今に至っているという感

じですか。 

（植田市長） 
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そうでもないです。具体的に踏み込んだのは今回が初めてです。中学校を１校にしますという

のは、百田教育長になって協議をしてやらざるを得ないということです。 

（多田委員） 

室戸中学校は決定事項ですか。 

（百田教育長） 

室戸中学校は、津波の関係で決定です。 

（多田委員） 

そのこととこの統合とはちょっと別ですか。 

（百田教育長） 

教育課題を考えた時には、やはり統一をした方がいい、といいますかせざるを得ないという状

況です。 

（武井教育次長兼学校保育課長） 

教育長が言われたように、高台移転はまず第一です。命を守るということで高台に移転をしま

す。でも今中学校の教育課題が顕著に見られていますので、それを解決するために高台移転を

したところに、まとまりましょうということで進めていくところです。地域の合意が得られな

ければ、私たちは行きませんという学校もあるかもしれませんが、市としては１校にまとめて、

子どもたちが部活動や教育活動ができるような形にしていきたいと考えています。 

（多田委員） 

どうしてもいやだという中学校が複数校出た場合、高台移転する室戸中学校の校舎の規模とい

うのは関わってきませんか。 

（武井教育次長兼学校保育課長） 

計画どおりに進めていきたいと思っています。 

（植田市長） 

今すぐはだめだという人がいても、いずれは１校にならざるを得ないと。子どもたちの数も見

えていますので。できたら、室戸の子どもたちだけでなく、よそからも来てくれるような街に

していかないといけないと思っていますが、そんなことも見通しながら校舎は作っていきたい

と思います。基本的には事務局が作成したこの計画をベースにして、今日いただいた皆さん方

のご意向も考えながら取り組ませていただくということでよろしいでしょうか。 

（全委員） 

はい。 

（植田市長） 

ご協力ありがとうございます。以上で、適正規模・適正配置については基本計画に基づいて進

めさせていただきたいと思います。それでは、⑶の協議事項に移りたいと思います。まず、学

校保育関係のいじめ重大事案についてでございます。ここで教育委員会の皆様におはかりした

いと思います。本来総合教育会議は公開となっておりますが、個人の秘密を保つため等の場合

は、公開しないことができるとなっております。この協議事項は、個人の秘密にあたると考え

ますので、①のいじめ重大事案については、非公開としたいと思いますが、いかがでしょうか。 

（全委員） 

意義なし。 

（植田市長） 

それでは、非公開ということで協議を進めさせていただきたいと思いますので、よろしくお願

いします。それでは①のいじめ重大事案について非公開といたします。 

 

【非公開】 
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（植田市長） 

これから非公開をときます。それでは、生涯学習関係①の図書館の現状と今後について説明を

お願いします。 

（西岡生涯学習課長 資料に沿って説明する） 

（植田市長） 

ただいまの説明に関係してのご意見をお願いしたいと思います。 

（植野委員） 

４ページの当初予算関係の図書購入費で 4,224,000円とあるんですが、これ全て図書の購入で

すか。 

（西岡生涯学習課長） 

全て、児童、一般のものを合わせての予算です。 

（東野委員） 

置く場所は、購入したら廃棄してということですか。 

（西岡生涯学習課長） 

古くなった本を除籍、廃棄処分を定期的にしています。そのあたり工夫をしながらやっていま

す。内訳は児童が 1,848,000円で、成人の一般図書が 2,376,000円となっています。除籍の場

合、広報にのせて一般の方に、古い本ですが無料で希望される方に持って行っていただいてい

ます。ロビーに置いています。ある一定の基準を満たしていない状態の本は除籍しています。 

（東野委員） 

保育園や学校にもやっていますか。 

（西岡生涯学習課長） 

希望があれば、やっています。 

（植植田市長） 

他にございませんか。 

（全委員） 

ありません。 

（植田市長） 

それでは、協議事項を終えさせていただきます。ご協力ありがとうございます。その他につい

てご意見がございましたらお願いします。 

（植野委員） 

今スクールバスやコミュニティーバスが入ってると思うんですけど、バスの色が一般車と変わ

らないように思います。前から見たら「室戸コミュニティバス」と書いているんですけど、あ

まり目立たなくて、駐車場とかで隣に車を停めて見て気づきます。できたらもっと利用される

方が、来たらすぐわかるような塗装とかがあればいいかなと思いました。 

（植田市長） 

そのとおりでございます。暫時対処するように考えます。室戸らしい工夫をして、誰もがわか

るようなキャラバスにしたらいいと思います。私は世界ジオパークのマークを入れてもらいた

いです。ぜひ検討していきたいと思います。事務局の方からなにかありましたらお願いします。 

（武井教育次長兼学校保育課長） 

この総合教育会議の開催回数についてご協議をいただきたいと思います。総合教育会議は市長

又は教育委員会が協議をしたい事項が出来た時、あるいは緊急事態が生じた時に随時開催され

るものでごじます。開催回数は、市長と教育委員会の意思によって決定されますので、室戸市

では例年２回開催をしておりますが、来年度の開催回数についてのご協議をいただきたいと思

っております。 

（植田市長） 
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私も希望もあって、できたら教育委員の皆様といろんなテーマを決めたり、課題について話が

できる機会を持たせていただけたらありがたいなという思いもありまして、教育委員の皆様の

ご意見も聞きながら来年度の回数をはからせていただきたいと思います。 

（北岡委員） 

増やしたらいいんじゃないですか。具体的にはわかりませんが、今２回だったら、３回とか４

回ですかね。 

（植田市長） 

今日は回数を決めずに、今の２回ということではなくて、協議したい事項があったら調整をし

てご案内させていただくということでよろしいでしょうか。 

（全委員） 

はい。 

（植田市長） 

ご了承いただいたということで、ありがとうございます。それでは、次の開催時期はいつでし

ょうか。 

（武井教育次長兼学校保育課長） 

先程ご協議いただきましたように、回数を増やすことを決定いただきましたので、こちらの方

で市長と教育委員の皆様のご都合をあわせながら、近づきましたらご相談させていただきたい

と思っております。 

（植田市長） 

１回目は年度頭にやったらいいと思います。 

（武井教育次長兼学校保育課長） 

できるだけ早く、想定では５月か６月頃かなと思っています。 

（植田市長） 

そしたら、日程についてはそういうことにさせていただくということで、あと事務局の方であ

りますか。 

（百田教育長） 

今、様々なご意見をいただきましたので、字句の修正などについては事務局にまかせていただ

いたらと思います。よろしくお願いします。 

（植田市長） 

ただいま教育長からも話がありましたように、皆様方にいただいたご意見等をふまえて字句の

訂正等は事務局の方に一任いただくということで、よろしいでしょうか。 

（全委員） 

はい。 

（植田市長） 

ありがとうございました。今回は、閉めさせていただきたいと思いますが、限られた時間の中

で、様々なご意見をいただきましてありがとうございました。今回は例年と違って当初予算の

査定が終わっていない段階でございますので、いくつかのご要望、ご提案もありましたけど、

そんな事業なんかも取り組めることがあれば、積極的に反映させて、教育委員の皆様方のご意

見が反映されるようにしてまいりたいと思います。今日は本当にご協力いただきましてありが

とうございました。以上をもちまして令和３年度第２回室戸市総合教育会議を終了させていた

だきます。 


