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第１回 新設中学校 新しい学校づくり準備委員会会議録（要旨） 

日 時：令和３年５月２１日（金） １９：００～２１：００ 

場 所：福富ゆうあい館 研修室 

出席者：委員２６名 事務局等１７名 傍聴者０名 

  

■ 次第 

１ 開会 

２ 準備委員会委員委嘱 

３ 挨拶 

（１） 白石町長 

（２） 白石町教育委員会教育長 

４ 白石町新しい学校づくり準備委員会の設置に関する要綱【資料１】 

５ 準備委員会委員、教育委員及び事務局職員紹介【資料２】 

６ 準備委員会委員長及び副委員長選出 

７ 報告事項 

 （１）白石町立学校再編のこれまでの取組み【資料３】 

 （２）中学校統合再編計画の概要【資料４】 

（３） 新設中学校新しい学校づくり基本方針（コンセプト）【資料５】 

８ 協議事項 

（１） 協議第１号 新設中学校新しい学校づくり準備委員会 部会構成（案）【資料６】 

（２） 協議第２号 新設中学校新しい学校づくり準備委員会 協議項目（案）【資料７】 

（３） 協議第３号 新設中学校新しい学校づくり準備委員会 スケジュール（案）【資料８】 

（４） 協議第４号 新設中学校新しい学校づくり準備委員会の運営方法について（案） 

【資料９】 

９ 意見交換 

10  連絡事項 

（１） 謝金の支払いについて 

（２） 準備委員会（全体会）次回開催日について 

（３） 各部会 次回開催日について 

（４） その他 

11 閉会 

 

■ 会議内容 

１ 開会 

学校教育課長 本日は、ご多忙の中にもかかわらず、ご出席いただきありがとうございます。 

予定の時間となりましたので、ただ今より「第１回白石町立新設中学校新しい学

校づくり準備委員会」を始めさせていただきます。 

私は、白石町教育委員会 学校教育課長の出雲と申します。本委員会の会長
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が選出されるまでの間、会議の進行を務めさせていただきます。どうぞよろしくお願

いいたします。 

早速ですが、お手元に配布しております次第に沿って進めさせていただきます。 

それでは、はじめに、委嘱状の交付を行います。この準備委員会には、保護者

の皆様、地域の皆様、３中学校の先生方の計２６名の方々に委員としてご参加い

ただくことになっております。本日は、お時間の都合もございますので、代表の方に

のみ交付させていただき、その他の皆様につきましては、テーブルの上に配布させ

ていただいておりますのでご確認ください。 

２ 準備委員会委員委嘱 

教育長 【教育長より代表１名に交付】 

学校教育課長 
 どうもありがとうございました。それでは、協議が終了するまでの間、大変ご苦労を

お掛けしますが、よろしくお願いいたします。 

３ 挨拶 

学校教育課長 次に、白石町長よりご挨拶を申し上げます。 

白石町長 皆さん、こんばんは。本日は、第１回新設中学校の新しい学校づくり準備委員会

への出席依頼をいたしましたところ、皆様方には大変お忙しい中に、またこのような

時間帯にご出席をいただきまして、心より感謝を申し上げます。また、皆様方にお

かれましては、生業をお持ちにも関わらず、委員をお引き受けいただきまして、重

ねてお礼を申し上げます。さて、私自身、子育て支援や教育に関しましては、公約

にも掲げ、町長就任以来、各種の政策を打ち出しながら取り組んでまいりました。

激変する社会情勢や少子高齢化の急速な進行に対応していくためには、やはり学

校再編を行い、よりよい教育条件を整備し、最適な教育環境を作り上げることは重

要な課題だと判断いたしております。学校再編につきましては、平成３１年４月に

白石町学校統合再編審議会を設置し、審議を重ねていただき、令和２年３月に

白石町立学校統合再編に関する答申書を提出いただきました。この答申書の内

容に基づきまして、令和３年３月に中学校統合再編計画を策定したところです。こ

れから、皆さん方に新設中学校の開校に向けた様々な諸課題につきまして、この

新しい学校づくり準備委員会で協議をしていただくことになります。どうか白石町の

未来を担う宝である子どもたちのよりよい学習環境を整えることを第一義として、取

り組んでいただきますようお願いを申し上げます。終わりになりますが、新設中学校

の令和６年度開校に向けて、多岐にわたる協議結果を出すまでには、ある程度の

期間を要することが予想されます。委員の皆様方には、大変なご苦労をお掛けす

ると思いますが、ご自身の健康管理にも十分に配慮をしていただきながら、何卒最

後までよろしくお願いしたいと思います。どうぞよろしくお願いします。 

学校教育課長  続きまして、白石町教育委員会を代表しまして教育長がご挨拶申し上げます。 

教育長  皆様、こんばんは。５月下旬となりました。コロナ禍の中、麦の収穫も終わってい

ないのに梅雨が参りました。委員の皆様には、いろいろお疲れの中、この時間から

お集まりいただきまして、ありがとうございます。お礼を申し上げます。先ほど代表の

方に委嘱状を交付させていただきました。皆様、何卒よろしくお願いいたします。新
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しい学校づくりにつきましては、学校統合再編審議会より答申書をいただき、これを

受けて、中学校統合再編計画（案）を作り、町内１１か所で住民説明会、パブリック

コメントを経て、再編計画を策定したところです。いよいよ今日から、開校のための

準備を行う委員会がスタートすることになります。２年ちょっと掛かると思いますが、

どうぞよろしくお願いします。中学校の統合につきましては、旧白石町、有明町の

昭和３９年、４０年頃以来ということで、半世紀以上の、久しぶりのことになります。

この半世紀で、子どもの数が当時の３割になっています。併せて向こう４半世紀

で、現在の半数になるという予測もございます。何とか減らないように努力もしてい

かなければならないと思っています。そういった中で、教科担任の配置や、部活動

の開設数の問題など、本町はとくに谷合とか山間部とかという地理的な要因もない

のに、中学校に格差が生じているわけです。そういったことで、格差解消とノーマラ

イゼーション等の今日的な教育課題に対応した新しい教育環境を整備しなければ

ならないということで、この計画を進めさせていただいているところです。子どもは未

来からの留学生という言葉があります。実際に、子どもたちが世の中で活躍する姿

を見届けることはできないかもわかりません。町の方も決して余裕のある財政状況

ではありませんが、多額の予算を計上していただけるようです。どうぞ、未来で活躍

する子どもたちを夢見て、素晴らしい学校づくりができればと思っておりますので、よ

ろしくお願いします。今後３つの部会と全体会を組み合わせながら、新しい中学校

の枠組みを作り上げて行くことになりますが、どうぞよろしくご審議のほどお願いした

いと思います。よろしくお願いします。  

４ 白石町新しい学校づくり準備委員会の設置に関する要綱 

学校教育課長 続きまして、「白石町新しい学校づくり準備委員会の設置に関する要綱」につい

て、事務局よりご説明申し上げます。 

事務局 【要綱説明】 

学校教育課長 ただいまの説明につきまして、何かご質問等はございませんか。 

 【質疑なし】 

学校教育課長 ないようです。本委員会は、この要綱に基づき運営していくものということで、ご

理解をいただきたいと思います。よろしくお願いします。 

５ 準備委員会委員、教育委員及び事務局職員紹介 

学校教育課長 準備委員会委員の皆様は、保護者代表の方が１１名、地域関係者が６名、教

職員が９名の計２６名で組織しております。名簿がありますが、皆様方のお名前に

間違いはありませんでしょうか。間違いがなければ、紹介に移りたいと思います。 

【準備委員会委員の自己紹介】 

【教育委員の自己紹介】 

【事務局職員の自己紹介】 

６ 準備委員会委員長及び副委員長選出 

学校教育課長 準備委員会には、委員長、副委員長を置くこととしております。先ほど、設置要

綱について説明しましたが、この要綱の第５条の規定に基づいて、委員の中から互

選で決めるということになっております。皆様、いかがいたしましょうか。我はという
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方がいらっしゃらなければ、事務局の方で案を作っております。それでいかがでしょ

うか。 

 【異議なし】 

学校教育課長 それでは、事務局の案をご紹介いたします。委員長に中村数寛委員、副委員

長に藤永弘真委員を推薦したいと思っておりますが、皆様いかがでしょうか。 

 【拍手】 

学校教育課長 ありがとうございます。拍手をいただきました。お二人様よろしくお願いいたしま

す。それでは、委員長、副委員長に挨拶をお願いしたいと思います。よろしくお願

いします。 

委員長  皆さん、こんばんは。白石中学校校長の中村数寛と申します。準備委員会の委

員長ということで、皆様から承認をいただきました。不慣れではございますが、田島

町長の大きな施策でもあります。非常に重要な役割をいただいたのではないかと

思っています。皆様方と知恵を絞りながら、統合再編に向けてしっかり準備ができ

ればと思っていますので、どうぞご協力よろしくお願いいたします。 

副委員長  副委員長になりました藤永弘真と申します。委員長と一緒にやっていきたいと思

っております。なんと言っても、これからの子どものためということで、頑張って準備

をさせていただきたいと思っております。よろしくお願いします。 

学校教育課長 ありがとうございます。正副委員長には大変ご苦労をお掛けすると思いますが、

よろしくお願いします。 

それでは、ここから先の進行につきましては、委員長にお願いしたいと思います。

よろしくお願いします。 

委員長 それでは早速、協議に入っていきたいと思います。非常に不慣れでございます

が、できる限り会議が上手く進行しますように努めていきたいと思います。どうぞ皆

さん方ご協力よろしくお願いします。 

それではまず、「報告事項（１）これまでの取組みについて」、事務局の方から説

明をお願いします。 

７ 報告事項 

 （１）白石町立学校再編のこれまでの取組み 

事務局 【取組み説明】 

委員長 ありがとうございました。これまでの取組みということで、平成３１年４月に設置を

された学校統合再編審議会から、今日に至るまでの経緯を具体的に説明してい

ただきました。これにつきまして、何か委員の皆さん方からご質問等があれば、お

願いしたいと思います。 

できるだけ、かたくならずにいきましょう。準備委員会ですので、いろんな意見が

あると思います。取組みについてよくわからないということがあれば、積極的に質問

をしていただければ助かります。よろしくお願いします。 

 【質問なし】 

 （２）中学校統合再編計画の概要 

委員長 事務局よりご説明をお願いします。 
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事務局 【概要説明】 

委員長 この報告について、ご質問等ないでしょうか。よろしいでしょうか。 

 【質問なし】 

 （３）新設中学校新しい学校づくり基本方針（コンセプト） 

委員長 事務局よりご説明をお願いします。教育長お願いします。 

教育長 【基本方針説明】 

委員長 教育長ありがとうございました。何かご質問等ありませんか。 

 【質問なし】 

８ 協議事項 

 （１）協議第１号 新設中学校新しい学校づくり準備委員会 部会構成（案） 

委員長 事務局より説明をお願いします。 

事務局 【部会構成（案）説明】 

委員長 ありがとうございました。事務局案が提示されていますが、部会の設置及び部会

委員、部会長の指名について、委員長が行うことになっているということで、事務局

案のとおり部会の設置と部会委員の割り振りを行いたいと思いますが、よろしいでし

ょうか。質問等ある場合はお願いします。 

委員  この各部会の進捗状況について、今後会を進める中で、部会ごとの内容の共有

というのはあるのですか。 

事務局 部会については、後もって説明いたしますが、まず部会で各項目の詳細な調

査、検討をしていただき、その結果や協議内容を次回の準備委員会（全体会）に

あげていただきます。準備委員会（全体会）で、とりまとめを行うというかたちで進め

ていくので、例えば総務部会であるから、組織部会のことには何も関わらないという

ことではありません。逆も同様です。最後は皆様方全員で、協議内容をとりまとめて

いくというかたちになります。  

委員長  今の説明でよろしいでしょうか。部会で出し合ったことを、全体会で最終的に確認

をするというということですので、よろしくお願いします。他にないでしょうか。 

 【他に質問なし】 

委員長  部会長の指名に移りたいと思います。部会長については、委員長の方で指名を

するということです。総務部会の会長に川﨑朗有明中学校校長、組織部会の会

長に安武誠有明中学校教頭を指名したいと思います。皆様方よろしいでしょうか。

ご承認いただけますでしょうか。 

 【拍手】 

委員長  ありがとうございました。川﨑校長、安武教頭、お引き受けいただけますでしょう

か。よろしくお願いします。 

 それでは、部会長が決まりましたので、一言ずつご挨拶をいただければと思いま

す。よろしくお願いします。 

総務部会長 総務部会長ということで、選出いただきました有明中学校校長の川﨑です。生

まれも育ちも白石町です。将来の学校を作っていくこと、もうひとつは、将来の白石

町を作るということで、頑張っていきたいと思います。ご協力よろしくお願いします。 
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組織部会長  組織部会長を任命していただきました安武と申します。この学校統合の目的を

十分果たせるように、将来の子どもたちの教育環境をきちんと整えていく、その目

的を皆さんと共に協力しながら果たせて行けたらなと思います。どうかよろしくお願

いします。 

委員長  ありがとうございました。承認されました。（案）を削除してください。 

 （２）協議第２号 新設中学校新しい学校づくり準備委員会 協議項目（案） 

委員長 事務局より説明をお願いします。 

事務局 【協議項目（案）説明】 

委員長  皆様方から質疑をお受けしたいと思います。どうでしょうか。 

 【質問なし】 

委員長 それでは、拍手をもって承認をしていただきます。よろしいでしょうか。 

 【拍手】 

委員長 承認されました。（案）を削除してください。 

（３）協議第３号 新設中学校新しい学校づくり準備委員会 スケジュール（案） 

委員長 事務局より説明をお願いします。 

事務局 【スケジュール（案）説明】 

委員長 ありがとうございました。皆さんの方からご質問をお受けしたいと思います。質問

のある方は挙手の上お願いします。何かございませんでしょうか。 

委員  新設中学校の校舎は、現白石中学校校舎を使用するということになっているとい

うことで、本年度中は基本・実施設計という計画になっておりますが、その中で実

際に施工し始めたときのことを考えます。白石中学校の部活動の対策・検討は現

時点でされているのか、それともこれからやっていくことになるのか。例えば、グラン

ドの一角を工事のために使うとなると、白石中学校の生徒が部活動ができない状

態にならないのかどうか心配しています。どういうふうに説明がなされていくのか。 

事務局  施設整備の工事について、今年度、ちょうど今設計業務委託を発注したというと

ころで、これから具体的な工事のスケジュールや仮設校舎が必要かどうかも含め

て検討を進めていく予定ではあります。基本的に一部既存の校舎を取り壊して、そ

こに建て替えるのみで、例えばグランドの半分をつぶして、仮設校舎が必要かどう

かは、そこまでの必要性は今のところないのではないかと考えています。なので、グ

ランドとか体育館を使った部活動については、そこまで大きな影響を与えずに進め

ることができるのではないかなと思っています。今後また具体的に検討を進めてい

き、実際生徒の部活動や生活に影響があるようでしたら、早めに準備委員会なり、

広報なりで皆様方へも周知、お知らせをしていきたいと思っております。 

委員長  よろしいでしょうか。他にございませんでしょうか。ないようでしたら、こちらも皆様

方の拍手をもって承認したいと思います。 

 【拍手】 

委員長  それでは、スケジュール（案）の（案）を削除してください。 

（４）協議第４号 新設中学校新しい学校づくり準備委員会の運営方法について（案） 

委員長 事務局より説明をお願いします。 
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事務局 【１ 会議（準備委員会及び部会）の位置づけ開催方法等について の説明】 

【２ 会議の公開（傍聴）について の説明】 

【３ 委員欠席時の取扱いについて の説明】 

委員長 どうもありがとうございました。何かご質問はありませんか。よろしいでしょうか。 

 【質問なし】 

事務局 【４ 会議録の公開について（案） の説明】 

委員長  会議録の公開について、①にするか②にするか、委員さんの挙手によって決をと

りたいと思います。①発言した委員等の氏名は伏せて「委員 A、委員 B」と記載を

する、②発言した委員等の氏名は伏せて「委員」と記載をするとのことですが、どち

らかに挙手をお願いします。 

 【②が挙手多数】 

委員長  ②が挙手多数ということで、いわゆる発言した委員の氏名は伏せて、ただ「委員」

と記載するかたちでの会議録の公開ということで、お願いしたいと思います。  

事務局 【５ 広報について の説明】 

委員長  ありがとうございました。ご質問等ございませんでしょうか。 

委員  １つお聞きしたいことがあります。会議録や広報で、開示をされるということです

が、必要な情報は皆さんで協議したうえでのことだと思います。ただ、協議を進めて

いく中で、我々委員が、周りにたくさんいらっしゃる興味のある方々に対して、情報

を簡単に提示してよいのかどうか。他言しない等の誓約があるのかどうかというとこ

ろが気になります。 

事務局  質問ありがとうございます。他言しませんとかいう誓約をとることは考えておりませ

んが、先ほど協議項目を見ていただいている中で、特に校名とかは、なかなか意

見が分かれるところだったりもするかと思います。まだ審議が途中の時に、いろいろ

他の方に話した場合には、こじれてしまうこともあるかと思いますので、その審議の

中で、「ここは他言無用でお願いします」とか、ひとつひとつ確認をしながら進めてま

いりたいと思っておりますので、よろしくお願いします。  

委員長  よろしいでしょうか。他にございませんでしょうか。ないようでしたら、協議第４号協

議会の運営方法（案）について、皆様方の拍手をもって承認を得たいと思いますの

でお願いします。 

 【拍手】 

委員長 ありがとうございました。運営方法（案）の（案）を削除してください。 

以上をもちまして、全ての協議事項が終了いたしました。皆様方のご協力のお

かげでスムーズに会を運営することができました。ありがとうございました。 

学校教育課長 委員長、副委員長ありがとうございました。それでは、次第９、意見交換に入りま

す。事務局から説明をいたします。 

事務局  ここで一旦休憩をとりたいと思います。後半の意見交換は部会に分かれて行いま

すので、机の並びを変えたいと思います。委員の皆様方は、道具を持ったうえ、一

旦廊下の方へ退出いただいてよろしいでしょうか。 

  

  

～ 休憩 ～ 

  

９ 意見交換 各部会に分かれ意見交換 
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10 連絡事項  

 （１）謝金の支払いについて 

事務局 【説明】 

 （２）準備委員会（全体会） 次回開催日について 

 ７月８日（木） １９時～ 役場３階大会議室 

 （３）各部会 次回開催日について 

 総務部会 ６月１８日（金） １９時～ 役場３階大会議室 

組織部会 ６月２２日（火） １９時～ 役場３階大会議室 

 （４）その他 

11 閉会 

事務局 皆さん、長時間にわたり協議いただきましてありがとうございます。これをもちまし

て、第１回目の学校づくり準備委員会を閉じたいと思います。 

私たち事務局もこういう学校の再編という業務に携わるということはなかなか機

会がないものと思っております。縁あって、皆様方とこうやって準備委員会で協議

ができるということを非常にうれしく思っております。皆様方のお力を借りて、未来を

担う子どもたちのために、いい学校づくりをしていきたいと思っておりますので、今後

ともご協力をよろしくお願いいたします。今日はありがとうございました。 

 


