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企画総務部企画財政課 



平成 29年度第 1回猪名川町総合教育会議 会議録 

 

 

1.日  時   平成 29年 12月 5日（火） 開会 15：00～15：40 

 

2.場  所   第 2庁舎 2階 委員会室 

 

3.出 席 者   福田町長・中西教育長 

福西教育長職務代理者・足立委員・森口委員・田尻委員 

企画財政課：古東企画総務部長・和泉企画財政課長 

前田企画財政課主幹、加治企画財政課主事 

教育委員会：真田教育部長・大嶋教育振興課長・草薙学校教育課長 

井ノ上教育振興課参事・小山学校教育課参事 

石田学校教育課主幹 

 

4.付議事項  （1）報告事項 

第 1号 学校園のあり方について 

 

       （2）協議事項 

第 1号 猪名川町教育大綱について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

開会（15：00） 

（司会：企画財政課長） 

皆さん、こんにちは。 

定刻となりましたので、ただいまより、平成 29 年度第 1 回猪名川町総合教育会議を開催

させていただきます。 

まず初めに、開会に際しまして、福田町長より挨拶を頂戴いたします。 

 

（町長） 

皆さん、こんにちは。 

本日は、平成 29 年度に入りまして第 1 回の総合教育会議となります。 

私ごとではございますが、この度、3 期目の猪名川町政を預からせていただくこととなり、

皆様からのご期待に身の引き締まる想いであります。これまでの成果を継承しながら、新た

な猪名川町の魅力づくりに取り組んでいく年と考えており、子育て、教育、暮らし、雇用、

生きがい、健康など、あらゆる場面で選ばれる町となるよう“多用途に成熟したまち”を目

指して取り組んでまいります。 

中でも教育環境の充実に関しましては、町の未来を担う子どもたちの健やかな成長のた

めに非常に重要と認識しており、この場におられる皆様のご協力無くしては、成し得ないも

のであると考えております。 

引き続きご理解、ご協力をお願いいたします。 

甚だ簡単ではありますが、会議開催に際しましての私の挨拶とさせていただきます。 

 

（司会：企画財政課長） 

ありがとうございました。 

申し遅れましたが、私は、本日、司会進行を務めさせていただきます、企画財政課長 和

泉と申します。よろしくお願いいたします。 

それでは、議題に入る前に資料の確認をさせていただきます。資料に関しては、事前にお

送りしていますが、落丁等の不備があればお申し付けください。 

まず報告事項「学校園のあり方について」で使用する資料が、「資料 1 猪名川町立学校

園のあり方検討委員会 答申書」となります。 

協議事項「猪名川町教育大綱について」で使用する資料が、「資料 2 猪名川町教育大綱」

となります。資料の方は揃っているでしょうか。 

それでは、以後の進行につきましては、猪名川町総合教育会議設置要綱第 4 条の規定に

基づき、町長が議長となりますので、進行のほどよろしくお願いします。 

 

 



２．報告事項 

（議長：町長） 

それでは、以後の進行につきましては、議長である私のほうで進めさせていただきます。 

本会議は、「猪名川町総合教育会議設置要綱」第 6 条の規定により公開となります。事務

局、傍聴の申し出はありますか。 

 

（事務局：企画財政課主幹） 

本日の会議に関して、傍聴の申し出はありませんでした。 

 

（議長：町長） 

傍聴の申し出はありませんでした。ただ今より、議事に入ります。 

本日の会議では、報告事項として「学校園のあり方について」と、協議事項として「猪名

川町教育大綱について」の 2 議案がございます。 

まず初めに、報告事項 1「学校園のあり方について」教育振興課より報告を求めます。 

 

（教育長） 

 まず初めに、本日総合教育会議を開催いただきましたこと、教育委員会として厚くお礼申

しあげます。報告事項となっております学校園のあり方につきましては、昨年の 6 月に猪

名川町立学校園のあり方検討委員会を設置いたしまして、先般、11 月 7 日に答申を頂戴い

たしました。この後、教育振興課から説明させていただきますので宜しくお願いいたします。 

 

（教育振興課課長） 

それでは、報告事項１「学校園のあり方について」教育振興課より説明させていただきま

す。猪名川町立学校園あり方検討委員会からの答申について報告いたします。 

資料をご覧ください。 

答申書でございますが、平成 29 年 11月 7 日の第 6回学校園あり方検討委員会において、

あり方検討委員会山本委員長から教育長に対し手渡されたものの写しでございます。 

38・39 ページをお願いします。 

答申に至るまでの経過でございますが、平成 28年 6月 20日に第 1回の検討会を開催し、

以後 6 回の検討委員会により議論いただきました。その間には教育委員会主催の住民、保

護者との 2 回にわたる意見交換会、教職員との意見交換会、アンケートの実施、あり方検討

委員会主催の広聴会などを実施し、広く住民、保護者の意見を聴きながら検討してまいりま

した。 

資料の 1 ページお願いします。 

 

「はじめに」において、教育委員会からの諮問事項を中ほどから少し下に示しています。 



1 点目として、本町や地域の特性を踏まえた町立学校園の規模・配置の適正化に関する基

本的な考え方に関すること 

2 点目として、町立学校園の規模・配置の適正化のための具体的方策に関することの 2 項

目を受け、検討委員で検討を行い答申としてまとめたものでございます。 

2 ページをお願いします。 

1 として現状と今後の推移についてとしまして、園児児童生徒数の推移と平成 33 年度ま

での予測、次の 3 ページに学校規模の推移として、各校園ごとに現状と 6 年後、10 年後の

予測を記載しています。 

ページの後半から次ページにかけて、通学距離・通学時間の現状を記載しています。 

5 ページをお願いします。 

2 存置・再編それぞれの効果と課題でございます。 

保護者、地域住民、教職員との意見交換会や、保護者、地域住民を対象としたアンケート

を踏まえ、学校・園を存置した場合と再編した場合それぞれにおいて、期待できる効果と懸

念される課題、その対応策について検討委員会で検討を行った結果を記載しています。小学

校・中学校・幼稚園それぞれに存置・再編した場合の期待できる効果、懸念される課題、課

題の対応策を整理しています。 

5 ページでは小学校を存置した場合、6 ページには小学校を再編した場合と中学校を存置

した場合、7 ページには中学校を再編した場合と幼稚園を存置した場合、8 ページには幼稚

園を再編した場合を記載しています。 

8 ページの欄外をご覧ください。 

このように、学校園を存置した場合においても再編した場合においても、それぞれの期待

される効果と懸念される課題は様々ですが、町内の各学校園では、現在も規模のメリットを

生かしつつ、デメリットを補うよう最大限の努力をして教育活動を行っていること。 

今後、さらなる幼児・児童・生徒数の減少が見込まれる中、学校園の活性化を図るととも

に教育効果をより高めるために、小規模化による不安要素の軽減など、より良い教育環境の

構築に向け、基本的な考え方やそれに基づく方策等について検討を行う必要がある。として

います。 

資料の 9 ページをお願いします。 

ここからは、基本的な考え方を整理しています。 

（１）小中学校の学級規模としまして、6 行目からの記載として、4～6 人を一つの班と

して、4～6 班の編成ができることが望ましいとしていますが、小学校低学年の少人数指導

に効果があること、すでに一部の小学校では 1 学級 10 人を下回る状況があることや、今後

には複式学級も見込まれることもあり、その中で発揮される教育効果や課題にも着目しな

ければならないとしています。 

幼稚園では、社団法人全国幼児教育研究協会が実施した調査を踏まえ、猪名川町立幼稚園

長及び副主幹等による研究で最も教育効果が高いとされた「20～25 人」が適正規模と考え



られることが記載さています。 

（２）学校規模では、3 行目以降にクラス替えができる 1 学年 2 学級以上の規模が望まし

い最低規模として考えられるとしていますが、一部の小学校においては全学年単学級が続

いたという歴史的経緯や、今後も同様の規模で推移することが見込まれるということから、

様々な事由を考慮した「許容範囲」という考え方を持って柔軟に対応する必要があると記載

しています。 

（３）通学距離・通学時間では、法令での標準的な通学距離である小学校 4 ㎞、中学校

6km と示したうえで、距離基準だけでなく交通手段や時間を考慮して示すことが考えられ

るとしています。 

10 ページをお願いします。 

（４）地域との関わりでは、学校、家庭、地域社会の協力関係を築くことが大切であり、

学校は地域社会と深い結びつきがあるだけでなく、まちづくりの拠点や災害時の避難場所

としての機能も持っていることから地域と学校が連携して活動を行える環境を発展させる

ことを視野に入れなければならないとしています。 

（５）適正規模・適正配置の手法では、一般的な手法として学校の統廃合や通学区域の変

更、学校選択制、小中一貫校などの手法を紹介しています。 

11 ページをお願いします。 

（６）適正規模・適正配置の議論を行う上での留意点として、1 点目、学校の規模に応じ

たメリットを活かすとともに、デメリットを補うに足る特色ある学校づくりや教育活動に

ついても議論を進めていかなければならない。2 点目、児童・生徒数の推移と将来推計を十

分に考慮し、常に見直していくことが必要である。4 点目、経済効率は大切であるが、最優

先するのではない。5 点目、通学距離・通学時間や通学路の安全確保に配慮する必要がある。

7 点目、教育委員会だけでなく、町長部局を含め町全体で取り組むことが必要などが記載さ

れています。 

12 ページをお願いします。 

これらの状況等を踏まえて、４．適正規模化・適正配置の方策について、今後、実際に町

立の学校ではどのような方策をすべきかについて記載しています。 

まず、小学校です。 

小学校の存置または統廃合や通学区域の変更等の再編については、継続して評価・検証を

行いながら、中期的に検討をすることが適当である。 

学校選択制の一つである小規模特別認定校制度の導入の可否について、早期に検討する

価値があると考えられる。 

また、立地条件等によっては、小中一貫教育など先進的な制度の導入が考えられるとして

います。 

今後の検討を行う際に考慮されなければならないこととして、アからオの５点を挙げて

います。 



また、全ての学校について将来の見通しを持つことが大切で、学校関係者、保護者、地域

住民の問題意識を高めていく必要があるとしています。 

次の中学校では、存置または統廃合や通学区域の変更等の再編については、継続して評

価・検証を行いながら、引き続き短期的に検討をすることが適当である。 

次に学校選択制の導入の可否について、早期に検討する必要がある。 

小中一貫教育については、小学校と同様の記載となっています。 

今後の検討を行う際に考慮されなければならないこととして、アからオの 5 点を挙げて

います。 

13 ページをお願いします。 

どのような学校規模であっても、学習面だけでなく部活動や生活、進路などに関する生徒

指導においても十分に目が行き届いたきめ細かな対応が求められる。 

また、小学校と同様に、全ての学校について将来の見通しを持ち、学校関係者などの問題

意識を高めていく必要があるとしています。 

幼稚園については、3 行目中ほどから、官民保育所・民間幼稚園と連携しながら、就学前

教育のあり方について町長部局と一体となったさらなる検討が求められる。 

猪名川幼稚園の分園として設置されているつつじが丘幼稚園の扱いについては、就園動

向を的確に把握したうえで遅滞なく決定をすることが必要であるとしています。 

14 ページをお願いします。 

先ほど説明した方策には盛り込まれていませんが、会議で出されたその他の意見として

取りまとめ、15 ページは検討委員会委員長による「おわりに」で締めくくられています。 

この答申を受けまして、教育委員会として学校園あり方の方針を決定するために、12 月、

1 月の教育委員会において方針についてご協議をいただき、1 月から 2 月にかけてパブリッ

クコメントを実施。3 月に方針を決定いただくスケジュールとしています。 

説明は以上です。 

 

（議長：町長） 

 ありがとうございます。教育振興課より説明がありました。 

 学校園のあり方に関して、委員会の会議では、適正規模・適正配置についての議論に伴っ

て、学校選択制、小中一貫教育、まちづくりとの関連などの様々な建設的な意見をお示しい

ただきました。 

様々な想いがある中、子どもたちの教育環境を充実させるという点が何よりも大切にさ

れなければならないと感じたところです。委員会よりいただいた答申結果をもとに、学校園

の教育をより一層整備・充実できるように取り組むものです。 

 

委員の皆様から何かご意見等はございませんでしょうか？ 

 



それでは、ご意見は無いようですので、報告事項は以上とさせていただきます。今後は、

今回いただいた答申を参考にしながら、引き続き教育委員会とは連携し、今後の町の方針を

整備していきたいと思います。 

それでは、次の「3 協議事項」に移らせていただきます。 

  

３．協議事項 

（議長：町長） 

協議事項１「猪名川町教育大綱について」事務局より説明を求めます。 

 

（事務局：企画財政課主幹） 

資料 2 に基づき「猪名川町教育大綱」について説明させていただきます。 

平成 27 年 4 月に改定された「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」に基づき、猪

名川町および猪名川町教育委員会が連携し、教育行政を推進するための重点目標を定める

ことになります。猪名川町教育基本計画を猪名川町の教育大綱としたところです。 

この度、町長が 3 期目の町政を担うことになり、これまでの教育基本計画を持って、大綱

とするのではなく、猪名川町、猪名川町教育委員会が目指すべき教育の姿を共有できるよう

に猪名川町教育大綱を定めることとし、お手元のとおり案をお示しします。 

それでは、内容について説明させていただきます。 

まず、基本理念ですが、「未来（あす）を描き、未来（あす）を拓く猪名川の教育」とし

ています。未来ある子ども達を取り巻く、さまざまな課題があるなかで、猪名川町では課題

への対応や、目指すべき教育の姿を「「未来（あす）を描き、未来（あす）を拓く」という

言葉で表しています。 

次に教育方針についてですが、教育方針Ⅰでは、ふるさと猪名川に愛着を持ち、平和と発

展に貢献する力を育む教育となります。 

教育方針Ⅱでは、個性や資質能力を磨き、夢に向かって努力し、挑戦し続ける力を育む教

育となります。 

教育方針Ⅲでは、思いやりや、愛を持って多くの人との共感、共生により、未来を切り拓

く力を育む教育となります。 

以上、3 つを教育方針としています。 

資料 2 の裏面になりますが、先ほどの方針ごとに重点目標を掲げています。恐れ入りま

すが、読上げにて説明に変えさせていただきます。 

教育方針Ⅰとしまして、（１）ふるさと猪名川の人、自然、風土を愛し、歴史や伝統・文

化に誇りと愛着を持つとともに、それらを正しく継承する意欲と実践力を育てます。（２）

ふるさと愛を基盤に、これからの地域、まち、国、グローバル社会を主体的・創造的に生き

抜くたくましい人間を育てます。 

次に教育方針Ⅱですが、（１）0 歳から 15 歳までを見通し、就学前教育から中学校までの



強固な連携、緩やかな一貫教育を基本に、子どもたちがチャレンジ精神を持って未来を切り

拓くための確かな学び、健やかな心と体をはぐくみます。（２）すべての住民がよりよい人

生を創造するとともに、社会や地域づくりに主体的にかかわるために、生涯にわたって個性

や資質能力を磨けるよう、信頼と責任のある教育環境を創造します。 

最後に教育方針Ⅲとしまして、（１）生命を尊び、自然に対する畏敬の念、思いやりや寛

容の心を持って多様な人々と共生でき、人間愛、奉仕の心、コミュニケーション能力をそな

えた人間を育てます。（２）習得した知識・技能を生活に生かし、予測不能な状況に柔軟に

対応し、学びを社会や人生に生かそうとする、生き抜く力を持って自立できる人間を育てま

す。 

以上で説明を終わります。 

 

（議長：町長） 

 ありがとうございます。事務局より説明がありました。 

 説明にもあったように、猪名川町教育大綱については、少子高齢化、急激な人口減少、グ

ローバル化や高度情報化の進展など、社会情勢が大きく変化する中で、学校・家庭・地域な

ど社会全体で教育に取り組むことが、これまで以上に求められております。 

本町においても、持続可能なまちづくりと、その基盤となる人材育成をめざし、教育全般に

わたる総合的な取り組みをすすめることとしています。 

 

委員の皆さまから、何かご意見等はございませんでしょうか？ 

 

（森口委員） 

 基本理念につきまして、1 点考えを述べさせていただきたいと思います。基本理念につき

ましては、個人的には迷いがあるのですけれども、「未来（あす）を描き、未来（あす）を

拓く猪名川の教育」ということで「未来」と書いて「あす」と読む形をとっているのですが、

本来の国語の読みとしては、少し違った感じも受けてしまいます。あえてルビをふらずに思

ったように読んでもらうというのも一つの手かとは思ったのですけれども、スローガンと

して皆様に覚えていただくということで、やはり読み方は統一した方が良いのではないか

と思います。町長をはじめ他の委員の皆様方で特段の違和感がなければ「未来（あす）を描

き、未来（あす）を拓く猪名川の教育」という基本理念で進めていただければと思います。

また、昨今の社会認識、理念においても、この基本理念が全くその通りと考えておりますの

で、今後、教育委員会といたしましても策定を考えております「教育振興基本計画」の原文

にも定めるべきだと考えています。 

 

 

 



（足立委員） 

私も考えを述べさせていただきます。全国の学力学習状況調査ですが、調査の結果により

ますと地域の行事やボランティア活動に参加したことがある子どもの割合について、猪名

川町は全国に比べて非常に高いという結果がでています。ところが、「地域や社会で起きて

いる問題に関心があり、自分に何ができるのかを考えることができる」と答えた子どもの割

合がとても低くなっております。これを猪名川町における教育の大きな課題と考えており

まして、町にも社会にも主体的に関わることのできる人間を育てていくためには、恵まれた

自然や歴史伝統文化等、良い環境がある猪名川町の特徴を活かしたふるさと教育を進めて

いくべきではないかと思っております。 

 

（田尻委員） 

 教育方針Ⅱの就学前教育についてですが、学力など目に見える力も大切ですが幼児期か

らの目には見えにくいような、例えばやり抜く力であるとか、自分をコントロールする力な

ど、どれだけ身に着けたかがその後の小学校以降の学習や社会人になってからの生活にも

大きく影響すると知られており、阪神間や全国の自治体でも幼児教育の充実に力を入れて

いる傾向があります。公立や私立、幼稚園や保育園、認定こども園や家庭教育など教育にも

さまざまな形が存在する中で、どのような形であれ町長が大切にしてこられた子ども子育

て、幼児教育をさらに充実させるために、教育委員会としても就学前には留まらず出産前教

育の段階からも含めて連携してできることを考えていきたいと思います。 

 

（福西教育長職務代理者） 

 教育方針Ⅱの生涯学習活動、学習環境についてですが、社会教育施設を中心としたまちづ

くりという視点と併せて、子どもたちの教育環境の充実のために効果的な学校教育を進め

ていくために、学校の再編や、生徒の検討なども信頼と責任に繋がると考えます。 

先ほど報告させていただきました学校園のあり方に関する答申を踏まえて、教育委員会

としても速やかに教育方針を策定して柔軟に見直しを行っていきたいと考えております。 

 

（教育長） 

全てにわたってですが、教育大綱に盛り込まれている言葉の内容と意味について、町長を

はじめ教育委員会も共有しておかなければいけないと思いますので確認の意味を持ちなが

ら意見を申し述べたいと思います。就学前教育、一貫教育という言葉についてです。ここで

書かれております就学前教育というのは、幼稚園あるいは公立に限ったものではないと捉

えております。保育所も私立も認定こども園も、さらには、先ほど田尻委員が発言されまし

たように、在家庭の子どももすべて対象にした教育だと確認しておきたいと思います。そう

いった 0 歳～15 歳までの子どもたちの育ちを、一貫した視点で大人が見ていくというのが

一貫教育の考え方だと理解しております。これにつきましては過去 10 年以上にわたりまし



て猪名川町が進めてまいりました猪名川の教育の軸足という風にも自負しているところで

す。制度や施設を超えた町としての基本的な考えであるという風に考えているところであ

りますけれども、今後も引き続き就学前教育から中学校までの強固な連携、緩やかな一貫教

育を基本にしながら子どもたちの学び、身体、心をしっかりと育てていきたいと考えており

ます。 

 

（議長：町長） 

 ありがとうございます。猪名川町の教育大綱がこれからの基礎になりますので、この気持

ちを思い描きながらこれからの猪名川町の教育をやっていきたいと思います。 

他にありませんでしょうか？ 

それでは、他にご意見も無いようですので、本日、これを持ちまして、資料 2 のとおり、

猪名川町教育大綱を定めることにいたします。 

本日予定していました案件は以上となりますが、委員の皆様から、その他として何かあり

ますか？  

 

（議長：町長） 

特に無いようですので、次回、開催につきましては、協議案件等が生じた場合、その都度、

ご案内させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

これを持ちまして、平成 29 年度第 1 回猪名川町総合教育会議を終了いたします。 

本日は、ありがとうございました。 

 

（司会：企画財政課長 ） 

ありがとうございました。本日の総合教育会議は以上でございます。 

次回開催については、協議案件が生じた場合となっておりますので、事務局より改めて開

催案内を差し上げますので、よろしくお願いします。本日は、大変、お疲れ様でした。 

 

閉会（16：40） 

 

 

 

 

 

 

 


