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平成２６年度 第２回西伊豆町立文教施設等整備委員会会議録 

 

１ 日 時 平成 26 年９月 26 日（金） 午後７時 00 分から８時 25 分 

２ 場 所 中央公民館 ３階多目的ホール 

３ 出欠席 委員：別紙のとおり 

      事務局：宮﨑教育長、髙木事務局長、鈴木一博係長、端山三恵子 

４ 傍聴者 静岡新聞 

 

事務局  皆さんこんばんは。お疲れの中、夜間の会議にお集まりいただきまして

本当にありがとうございます。ただいまから「平成 26年度 第２回西伊豆

町立文教施設等整備委員会」を開催いたします。では、第２回の委員会の

開催にあたり、町長よりご挨拶申し上げます。 

 

町 長  第１回の会議の挨拶で、これからの西伊豆町の教育、また施設の使い方

について検討していただくと申し上げましたが、第１回の委員会が終わっ

た後に町議会の方で、幼稚園のあり方について検討をしておりました、そ

の中で要望書が出てきましたが、これはあくまでも議会の意見であって町

の意見ではありません。皆さん方に自由な意見交換をしていただいて、ど

のような格好がいいのか、その辺を含めて話し合っていただけたらと思い

ます。新聞報道等で出ているものについてはゼロで考えてくれればいいと

思います。それをどのように組み入れていくかは自由でありますが、あの

意見に左右されずに自由に議論していただきたいと思っております。今か

ら文教施設等整備委員会だけの意見ではなく、あらゆる委員会、子供の育

て方について話し合いをする委員会もありますので、その辺の意見も聞き

ながら最終的に文教施設等整備委員会の方向性を出していただきたいと思

います。最終的には町が判断しますが、皆さん方の意見をいただいてより

良い文教施設を構築していきたいと思っておりますので、どこにも縛られ

ないような意見を出していただき、それを町が参考にさせていただきたい

と思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

事務局  それでは、次に委員長より、ご挨拶をいただきたいと思います。委員長、

よろしくお願いします。  

 

委員長  みなさんこんばんは。本日は夜間の会議ということで、大変お疲れだと

は思いますが、宜しくお願いします。今回は、前回のアンケート結果、資

料を基づいて、園、学校ごとに今後のあり方について、委員の皆様から 1

人ずつご意見をいただきたいと思います。忌憚のないご意見をいただきた
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いと思いますので宜しくお願いいたします。 

 

事務局  ありがとうございました。これからの議事進行につきましては、委員会

規則第５条第３項の規定により、「委員長は、会務を総理し」とありますの

で会議の進行の方を委員長にお願いいたします。 

 

委員長  それでは、議事に入ります。議題（１）園・学校の今後のあり方につい

てですが、事務局から説明がありますか。 

 

事務局  前回、資料の提供要望がありましたものの資料を今回お配りさせていた

だきましたので、少し説明をさせていただきます。まず、土砂災害ハザー

ドマップですが、薄い赤色の部分が、急傾斜地の崩壊の恐れのある区域で

青色の部分が土石流の危険性がある区域になります。また、濃い赤色の区

域は、急傾斜地崩壊危険区域として、擁壁や法面などの崩壊防止工事を実

施するために町が指定した区域であります。また、建物に損壊が生じ、住

民等の生命、身体に著しい危険が生じる恐れがある地域として、県が指定

する土砂災害特別警戒区域がありますが、現在、当町ではありませんが、

今後県が調査して指定してくるということになると思います。個別の園・

学校を見ますと、西伊豆中学校、仁科小学校、田子小学校、伊豆海認定こ

ども園、賀茂幼稚園が急傾斜地の崩落の恐れがある区域となっております。

賀茂小学校は建物の一部が土石流の恐れがある区域となっております。次

に、複式学級の長所と短所の資料ですが、一般的に言われているものを記

載してございます。内容につきましては、ご一読いただいていると思いま

すので、割愛させていただきます。また、標準学級数についての規則と中

教審での意見も参考に付けさせていただきました。小中学校の学級規模の

基準は、ともに 12 学級以上 18 学級以下で、この基準は概ね妥当であり、

その学級数を下回る場合は取扱いにはもっときめ細かく考えるべきである

というものです。新たな資料の説明は以上とさせていただきます。 

 

委員長  では、ただいまの資料について、ご質問はありませんか。 

 

 （発言なし） 

 

委 員  では、前回の資料でもありましたが、アンケート結果や今後の児童・園

児数の減少、更に災害対策等も踏まえて、皆さんからご意見を頂きたいと

思います。まず、園・保育園の今後のあり方について、山本敬一さんから

発言をお願いいたします。 
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委 員  これからの西伊豆町は、全国的にと言っていいのか、それから静岡県、

特に西伊豆町。人口の減少がですねどれだけ大きくそれに伴って少子化が

どんどん進行していく現状の中で、いろいろ考えてみましたけれども。会

議をこれから今後進めて行く上においてやはり、子どもたちの安全、それ

らを充分確保できるか、そういう視点。それからもう一つは、やはり複式

学級の問題が前回出た訳ですけども、基本的に複式学級を解消を図ること

が必要ではないかと。それからあとやはり我々西伊豆町の将来を託す子ど

もたちの学び舎を造るということで、やはり考えていきたいなぁ。それと

もう一つはやはりこう今現在この文教委員会が始まった訳ですけどもやは

りちょうどあの～、少子化というか子供の数がですね減少の一途をたどる、

まぁ何て言うかなぁ…、過渡期であるというようなことも考えるとやはり、

そこら辺のことも十分鑑みる必要があるのかなと。そうした時にやはりも

う町としてやはり先験的なという言葉を使う訳ですけども段階的な見通し

を持って考えていくと、それはどうことかと言うと、隣接する町との合併

とか、それから学校間の統合を視野に入れて考えていかなければ、目先の

ことだけでやはり対応していくということは、資料からも重々読み取れる

訳で、現実的にこの町が 22名の出生の現実を見たときにやはり松崎町も同

じような状況じゃないかなと推測する訳です。まぁ、そんな見地から今後

考えていく時にいろいろ思いがある訳ですけど、思い切った策を講じてい

くそうものでなければ、リスクを負うようなことが多々あるのだろうなぁ

と推測する訳です。まぁそんなことを鑑みながら私も結論めいたことを先

に言わせていただくと、アンケートの中でも高台、具体的には旧洋らんセ

ンター跡地へ持っていくという風な意見が大勢の中にあることは事実であ

る。それはやはり高台避難ということが当面の大きな課題である。それと

もう一つは、私なりに考えたのは、今ある学校施設の中で生かすところは

ないだろうか、その二点で考える必要があるのかな。一点目の新設という

のはもうあそこでよろしければ経費はかかる訳ですけど、出来ることなら

ばまあ理想を言うだろう、そこにもう大きな文教を建てていく、例えば保・

幼・小・中が一体となった施設が財政的に可能かどうかという、非常に敷

地はある程度西伊豆町の町有地として確保されているのかなと思うわけだ

けども、そこはどうなのかなと。まぁ何でそう言ったかというとやはり、

大地震とか大津波に対応できる可能性が今の全施設には無いんだろうか

なぁ。具体的に田子小学校、ようするに裏山は本当にやっぱりマップでも

そうなのだけど現実的な今までの経過の中では、非常に危険な区域である

というふうに…。私も田子小へも勤務したことがあります。実際に裏山に

登ってみたりしました。崩れやすい傾斜地だと思います。それでもう一つ

仁科小学校という施設はどうだろうかなぁと考える訳ですけど、やはり仁

科小学校も私が小さい時から馴染んでいる地域で裏山なんかも遊び場とし

て使った訳ですけども、やはり崩れた形跡があるのかなと、そういうよう

な大きな課題があるのではないかなぁと考える訳ですけど。まぁ若干の救

いとしては、裏山と校舎には 20メートル余りのようするに畑とかあるので、

若干は土石の止めもある程度大地震だと対応できるのか難しいのかなぁ。
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それともう一つは通学路っていう見地から考えたときに、田子小を考える

とやはり狭い所へどうやって子供を安全に輸送させていくか大きな課題。

それともう一つは田子小学校へとたくさんの子供たちを動かすというのは、

やはり大変だろうなと思っています。それで宇久須の賀茂小・中学校は浸

水域で考えますと、少し恵まれている訳ですけど、かたや宮が原の子供た

ちがあそこへ万が一通うことになったとした時に…。それからもう一つは、

やはり人口の半分以上の子供たちをそこへと届けるということはかなり大

変なのかなと思いました。そんなことを考えています。今度は逆に賀茂小

学校の方から田子や、まぁ田子は中間点ですけど仁科へ行くというのは子

供にとって大切なのかなぁと思う。まぁそんなことで私第一案としては夢

の理想のような保・幼・小・中を一貫的な教育を掌るそういった先進施設

を造って欲しいなと、出来るかなぁというのは私の大きな想いでもあるん

ですけども、それにはやっぱり財政力という問題もありますし、そのこと

だけに終始して現実的に出来るかと言ったら、私は今の西伊豆町では厳し

いのかなぁと思っていました。でもう一つの案としてこれは非常に突っ込

んだ話しで大変申し訳ないですけども、単なる一つの叩き台の意見として、

まぁあの仁科小学校は、小学校・中学校についてはですね非常に浸水域の

中に含まれている…。一番と多目的に意見が異なるかもしれませんが、思

い切って…。リスクを負うということを含めながら、仁科小学校と西伊豆

中学校へと児童・生徒を寄せる案も一つ考えられるのかなぁと思いました。

じゃぁそれはどんな風かなぁなんて思うと、それは先ほど裏山云々という

ことがありました。若干の塀があって少しはあれかなぁと思った訳です。

そこで３階の施設があって、今日私ここへ来る前に学校を見ながら教室の

数を調べました。私も仁科小学校へ勤務していたこともあるものですから、

大体のことは分かる訳ですけども、そう言ったときにスペース的には十分

できるかなぁと思いながら、じゃあ子供たちをどう安全に対処していくか

と言うと２階と３階の施設へと、中学校においても２階と３階への施設へ

と教室へと上手く持っていけないかなと。それで１階については教室とか

ではなくて、その他の資料室とかなんかにどうかなぁ何て事を考えた訳で

すけれども。非常にリスクを負わなければならないという現実を我々は加

味しながら考えなければならないのかなぁと思ったりします。財政的なも

のが十分であれば私は、もう洋らんセンターへ持って行って思い切って

保・幼・小・中が一堂に介する学園をですね。全国に先駆けて『聞き取り

不明』ていく。そんな夢の話も実際のところどうなのかなぁ。まぁ仁科小・

中という話で私の意見の訳ですけど、日頃仁科小学校・西伊豆中学校を見

ていると避難訓練の意気込みというのは大変緊迫感を持って子供たちも頑

張っている。また、幼稚園・保育園についても高台へ避難ということで、

もう日常の中で生かした場面もある。ぜひともそういったものを教育の中

で十分に日頃反映させるという特色ある活動を、要するに過渡期をどうい

う風にクリアしていくか、最後にやがては私あの合併問題とかなんとか出

ましたけども、やはり西伊豆中学と松崎中学、ようするに西伊豆町の学校

と松崎町の学校とやっぱり合併を視野にというような当然考える、最終的
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には行くのだろうかなと予測を持ってまったく夢のような非現実的な話で

リスクも負う訳ですけども、叩き台としてですね…。 

 

事務局  あの全体的なご発言をいただいたのですが、今幼・保の関係についてと

いうことで、その中での全体が絡んでくればいいんですが、とりあえず一

つずつ幼・保ということで。 

 

委 員  幼・保については、私は高台のあそこへと保育園・幼稚園をあの洋らん

センターのところへ持って行くのが『聞き取り不明』。 

 

委 員  いずれにしましても規模の全体的な小・中の話に及ぶわけですけども、

まず少子化というものは食い止めることができない、そうした中でまぁ今

のように分散していくのが教育の充実を図られるのかどうかと考えますと

なかなか厳しいだろうなと、そういった中で防災面で『聞き取り不明…』。 

    将来的には当然統合するということも避けられないであろうと考えた場合

に場所はどこだろうかと津波あるいは土砂災害から安全なところというと

なかなか町内で考えると厳しいだろうなという見方をしている訳でござい

ます。ここは安全だろう例えば広島県ではその想定外と言いますか災害が

起きている訳ですけども、そうした面々考えますと、今までもいろいろ話

題が上っております旧洋らんセンターの跡地ってものが、かなり思ってい

る人が正しい方向ではないかなと自分なりに思っていますけども、実際私

たちもその旧洋らんセンター跡地が解体されたあと現地へ行ったことがあ

りませんので、どの程度の構想ができるのか分かりませんけれども、何れ

にしましても私の提案までは行きませんけれども、そういう方向で行くし

かないだろうなという気持ちでございます。簡単ですが以上です。 

 

委 員  仁科幼・保も役員会で話はしているのですけども、やっぱりほとん   

どの人が高台に移転した方がいいという話が多いです。反対意見っていう

反対意見も出てこなくて、まぁ高台移転が理想なのだけど、それは直ぐに

出来ないという部分があるので、僕らとしては高台移転も大事なのですけ

ども、今現状の避難道の整備をその間にしっかりとやって欲しいなという

意見があります。仁科幼・保なんかも山へ避難するというのがあるのです

けど、時間を考えてもやっぱり津波が早くて５分から 10分で到達すると以

前見たのですけど、だいたい８分ぐらいで山へ行けるのですけど、そこで

渋滞が起きたりとか上手く道が通れなかったりとかいろいろありますので、

こういう高台移転の議論と同時進行で避難道の整備もやって頂きたいとい

うのが、父兄から結構上がっております。僕らの意見としては、理想とし

ては洋らんの跡地への移転が可能であれば一園に統合して建てていただく

のが良いかなと思います。短いですが以上です。 

 

委 員  ９月の中旬に役員会がありまして、その時に役員の方々にお話をいただ

き、やはりアンケートにあるように第一に子供身の安全を考えて高台へ移
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転するという…。今伊豆海認定こども園では、避難地として忠魂塔、多胡

神社を避難地にしています。そこは高い階段を駆け上がって高い所へ登る

んですけど、避難訓練もやっていますけども、実際災害があった時に安全

に登って行けるかどうか不安はあります。移転先としては洋らんセンター

の跡地が望ましいとの意見が多かったです。年々減少にある少子化問題。

移転が決定するのであれば、これを機に三つの幼・保・認定こども園を一

つに統合した方がいいという意見が多かったです。もし洋らんセンターの

跡地に決定した場合、土砂災害に対する安全性を再度調査してもらいたい

という意見も出ました。あと詰めの問題ですね。どのように送迎を行って

いくかという問題も意見としてありました。以上です。 

 

委 員  今の西伊豆町の園は建てられてから仁科・賀茂は十数年で田子のこども

園が４～５年なので、耐震性は安全だと思います。しかし津波に関すると

賀茂は去年の豪雤で裏山が崩れ避難地が無くなり今は中央公民館に避難す

るように訓練しています。でも保護者の多数は早く裏山の整備が終わり、

より高い裏山への避難を希望する意見は多いです。仁科の園は避難通路が

整備されましたが、高台までの距離があり非常に大変だと思います。田子

の園は近くに高台はあるが危険だという声もありますが、移転を希望する

人も多いようです。近い将来は子供の人数の減少により統合高台移転も「聞

き取り不明」だと思います。そして、子供たちのことを最優先に考え安全

で楽しい園生活を送れるよう施設環境をお願いします。これが賀茂幼稚園

PTAで話し合った意見です。 

 

委 員  自分たち（小学校）のことしか話し合ってこなかったが…。津波が心配

されていることとかですね。海が近いとか。それぞれいろんな幼稚園・保

育園あると思いますけど、ＰＴＡの方々とかの意見を尊重して、いろいろ

進めて行ったらと思います。 

 

委 員  避難訓練は確かにやってくれているとは思うのですけど、確かに幼児が

登るにはきつい階段なのかなってのは確かにあります。実際この間僕も港

祭りの時に登ったのですけど、大人が登っても結構つらいものがある。あ

れを津波が来てせーのどんで逃げろと言われて、先生たちも幼児を小さい

子たちを抱えて登って２歳児・３歳児を自分で行かせるとなると、ちょっ

と現実厳しいものがあるかなと思います。僕ももう一人子供が生まれたも

ので、今度から直面する事なので出来るだけやっぱり逃げる時間を少なく、

そのまま高台へ行かれるようなところが親としては安心なのかなというの

があります。以上です。 

 

委 員  幼稚園のことなのですけども、全体を見ながら少子化ということで最終

的に山本さんが言っていたような保・幼・小・中一貫ということで、統合

していただければ一番良いのかなとは思っております。場所については、

津波又は土砂災害のマップを見て思ったのですけども、西伊豆町で 100％



- 7 - 

 

安心な場所ってなかなか無いなと思いました。津波に関してって言うと高

台ってことになるのですけど、地震が起こって例えば５分の間で何ができ

るかということを考えながらですね。場所をよく見ながら皆さんの意見と

して行ったらどうかと思います。すみません。簡単ですけど以上です。 

 

委 員  賀茂幼稚園の『聞き取り不明』現在は各学年 10名居るか居ないかという

大変少ない。先ほどどなたかおっしゃっていましたけど、去年夏大雤で土

砂災害があってどこに避難したらいいか公民館とかいろいろな意見があっ

て、現在は公民館ということで幼稚園の方でも定期的に訓練をしているみ

たいなのですけど、実際ここの場所で安全なのかどうかっていうところも

一人の親としてはちょっと不安な面もありますし、少子化とかそうしたこ

とも考えると最終的には統合してどこか安全な場所にという結論になるの

かなと思います。場所とかそういったことに関しては十分検討が必要じゃ

ないかと思います。以上です。 

 

委員長  ありがとうございました。次の方、お願いします。 

 

委 員  先ほど教育委員会からの説明のハザードマップのところで仁科幼・保に

ついては急傾斜地ではなく、まぁ場所的にはいいところもあるのですけど、

３月 11日の東日本大震災から避難方法が大きく変わりました。そのために

高台へ避難するわけですけど、そのためには時間を要します。それから仁

科については、０歳児から５歳児までが居る訳ですけど０歳児についての

避難もいろいろこういう時はどうであるとか、じゃあこういう方法でやっ

てみようとか、いろんな避難方法について試行錯誤している訳ですけど、

なかなか安全にましてや５分という時間も限られた中で、全園児を避難さ

せるというのは厳しいところがあるのが現状です。それから数年前は 150

名ぐらい居た仁科幼・保もだんだん少子化で 130 名になり 100 名になり現

在は 92名という現状ではあります。とりあえず０歳児から２歳までは仁科

地区全域の子供が来ている訳ではないので、もし全員が来たら 100 名いく

かもしれませんけど、少子化については町としても子育て支援会議とかで

子育てしやすい町づくりとかでいろいろ検討していただいていますが、少

子化の歯止めをするのは難しいところではないかと思います。園として伊

豆海と賀茂と園児数が少なくなった段階では先ほど仁科幼・保の会長とも

話したとおり、保護者とか職員とか話しているところは、先ほど『聞き取

り不明』がおっしゃったとおり場所は、これからということは当然考えら

れると思いますけど、園児数の減少化、１クラスがもう 40人にも満たない

昨年度 22人しか出生がなかったというところから考えますと、１園で行っ

て幼児教育、幼・保の施設として出来たらと思います。 

 

委 員  伊豆海認定こども園・賀茂幼稚園とも３園とも統合して高台移転が望ま

しいと考えます。賀茂幼稚園は昨年の集中豪雤により裏山の土砂崩れ、園

庭の土砂災害、最近では広島とか想定外の災害が多く発生しています。津
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波に関しても海が近い『聞き取り不明』心配がありますが、その他にも土

砂災害の他、液状化っていう心配もあるっていうことで、このあいだ賀茂

危機管理局の方を招いて賀茂幼稚園の職員で図上訓練を行いました。賀茂

幼稚園の周辺は、ブロック塀・瓦屋根がとても多くて地震の際は、それら

が崩れ落ちる心配があることがわかりました。職員だけで大切な子供の命

を守るっていうことには、不安があります。それと園児数が減少すると集

団形成が困難になります。統合することにより解決が出来ると思います。

幼児期における人間関係を築く能力を高められるためには、３園を統合す

ることが良いと思います。以上です。 

 

委 員  仁科小学校職員の立場でお話しさせていただきます。意見は高台移転で

幼稚園・保育園あるいは認定こども園が新設された場合、その施設環境等

の充実が図られるか、というのが心配だと言うような意見です。理由とし

ましては、今仁科小学校は仁科幼稚園の子供たちを受け入れております。

子供たちは素直な子供たちで、本当にのびのびとした幼稚園・保育園での

生活を送ってきたのではないかなと思っています。それはひとえに幼・保

の先生方の努力をはじめ、幼稚園の日当りの良い、それからとてもいい環

境にもあるのではないかなと思います。近年、近隣市町で高台移転等で認

定こども園が新設されています。下田・南伊豆ともに日当りの良い広々と

したとても良い環境です。そこで子供たちは、いろいろな生活をしている

訳ですけども統廃合等によってやはり多くの予算が掛かることになること

が予想されます。その中で幼稚園・保育園あるいは認定こども園等の施設

の整備等に十分な予算が掛けられず、充実さが欠けるようなことであれば

子供たちが小学校へ上がってくる時いろいろなストレスを抱えてくるん

じゃないのかな、今までのように本当に情操教育のすばらしい子供たちが

来てくれるのかなってのが心配だっていうのが意見です。以上です。 

 

委 員  田子小学校です。田子小学校は平成 29年に複式学級になると予想されて

います。あとそれとこれ見ると賀茂小学校も平成 33年には複式学級になる

となっております。そのへんがちょっとネックなのかなと思っています。

複式学級はやはり基本的に避けたいと思います。今現在でも少人数という

ことで大変子供の人間関係が大変ギクシャクしています。その関係で小学

校の方は統合で『聞き取り不明』。幼・保の方についても、やはり高台とい

うところ安心なところに必要かなと思っています。一番の理想としては

幼・保の場合、高台ってことだと田子小学校とかもありますけども、田子

小学校のところだと通園バスを考えた時に通園バスが入る余地がないと思

います。そうするとはやり、堂ヶ島洋らんセンターのところへ当面幼稚園・

保育園を造っておいて将来的にそこに小学校だとか中学校とかも造るのが

いいのかなと考えます。 

 

委 員  幼・保の関係に関しては、私子ども子育て支援会議へ出させていただい

て子育ての優しい町ということで、西伊豆は進んでいきたいというような
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ことがありました。そのことに対して整合性がとれるような幼・保の形が、

ひょっとしたら現状のまま行くのがいいのか、それとも３園まとまった方

がいいのか判断しきれませんが、お子さんを生みたい、お子さんを育てた

いという若い女性の力を国が借りたいという施策の中で、そういうことと

マッチングするような施策の基に統廃合を考えていくことが得策ではない

のかなと考えます。以上です。 

 

委 員  西伊豆中学校です。それぞれの市町に総人口とか出生数によって適当な

学校数・園の数があるかと思います。そういった中で西伊豆町というのは、

年間の児童生徒数を併せても２クラスに満たないということが見込まれる

わけですので、町全体で幼・保１園、小学校１校、中学校１校、そこらが

適当なところなのかなとそう思います。今日この会議では幼・保を中心に

ということですけども、幼・保についてはまたちょっと後から言わせても

らうとして、学校統合を考えたときには、もちろん町のこと児童・生徒の

こと、それから地域のこと、様々考えていいかなければならないことがあ

るかと思いますけれども、一つ現実的に学校統合ってものは教職員の働き

口を減らすっていうのも現実ある訳ですので、その辺のことをやっぱり考

えていかなければいけない。西伊豆中が統合する際に賀茂中が統合する際

にやはりその辺は最も考えていたこところだと思いますし、他の市町で統

合を進める場合も思うように進められないと言うのがそこの部分が大きい

かと思います。今ここに５人の校長が並んでいますけれども、小学校１校、

中学校１校ということになれば５人のうちの３人は必要なくなるですね。

その３人をどうやって決めるかジャンケンで決める訳にはいかない、あと

３年もすればこの５人のうちの３人は定年退職を迎えます。じゃあ定年退

職を迎えたときにどうするかと言ったら、校長なしでやって行く訳にはい

かない。どなたかまた新しい方をそこに補充するわけですね。同じような

ことが校長だけではない教頭もそう、それから事務職員もそう、養護教諭

もそう、一番大変なのが教諭、何十人といる訳ですのでそれを絞っていくっ

ていうのはとてもたいへんなことだとそう考えます。そんなことで足した

り減ったりしながら統合の時期をうかがうとするのならば、もしかしたら

10年先でも果たしてどうなのかと、今隣りで伊豆市が統合を進めています

けども伊豆市の場合には平成 21 年３月だったかに最初の学校統合案が出

てからその 10 年後でも計画は完結しないと規模も当然違いますけれども

そんな現実もありますので、そうしたならばやっぱり 10年プランになるか

なと思います。それはこれから精査していけば、やがて見えて行くことだ

というふうに思いますけども、今ここでこれを仮に複式を何とかしたいと

いうことであるならば、本当に何年も待っていられないというふうに考え

られる訳で、複式を何とかしたいということを中心に考えるならば、必要

最小限その前に何とか統合を進めなければならないということが出てくる

かと思います。一旦、幼・保の統合の話へと戻りますけども小学校が洋ら

んの跡地で良いとするならば、やはり幼・保の方もその隣に設置するとい

うことで問題ないかなと思います。そんな 10年も待っていられないよと言
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うことであれば、現在ある中でどの施設が一番適切だろうということにな

りますけども、その部分については私は良く分からない保留とさせてくだ

さい。 

 

委 員  賀茂中学です。私たち賀茂中学それから賀茂小学校も日常から避難訓練

をやっています。町内の園の中でも避難訓練を頻繁にやっているというこ

とお話はよく伺いますけども、今町内の園の立地を考えたときに園児たち

が避難訓練をいくらしても子供たちの安全がそれで保障できるかと言うと

非常に難しい問題があるかなというふうに考えさせられます。その中で高

台移転にせよ、今ある幼稚園の設備を整備するにせよ、その辺については

町にお願いをするしかないのかとは思うのですが、最終的に園児たちの安

全ですとか、それから少子化の問題を考えていったときに、その延長線上

に園の統合ということが話として出てくるのか、保護者の意見を見てみる

ともちろん賛成反対もあるかとは思うのですが、最終的に子供たちの安全

ということを考えたときには、園の統合ということも保護者も賛成の立場

に回るのではないかというふうに思います。以上です。 

 

委員長  他に何か意見がありますか。では、次に小学校について、皆さんからご

意見を頂きたいと思います。順番にご発言をお願いいたします。 

 

委 員  先ほど全部言わせてもらったものですから…。 

 

委 員  園児のことはともかく、もう『聞き取り不明』可能性がない中で必然的

にもう園『聞き取り不明』かたち、だんだん衰退する『聞き取り不明』。例

えば当初の数の問題等いろんな問題にかかわることではありますけども、

何れにしましてもやっぱり最終的には、町としては経費も考えられない『聞

き取り不明』。そういうことを考えますとやはり安全な場所へと最終的には

統合でしょうと、町内だけになるのか、あるいは山本さんが先ほど言われ

ましたとおり松崎町との可能性があるのかどうかね、そういうことを踏ま

えていく必要があるのではないかなと考えております。以上です。 

 

委 員  小学校の方はあれなのですけども、個人的な意見ですと数も減ってきて

いますし統合した方がいいのかなっていうのは思います。あと、場所的な

方も結局いろいろな災害を考えると高台に逃げるのが一番いいとは思いま

す。だけどハザードマップを見たとき安全な場所なんて全然ないので、結

局山に近い学校に統合した方がいいのかなって思うと西伊豆中学が向いて

いるのかなというのが、別に僕が仁科に住んでいるからっていう考えでは

なくて、そこが一番山へも近いし統合するには一番いい場所なのかな。さっ

き言った幼稚園・小学校・中学校が全部同じ場所に出来るのであればそれ
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が理想ですけれども、もしそうではなくてどこかに統合しなければならな

いってことを考えるのであれば、西伊豆中がすぐ裏に山があるので一番い

いのかなとは思います。 

 

委 員  幼・保のことしか考えていなかったので、小学校・中学校のことはあま

り意見が述べられませんが…。僕は田子なので田子小学校が津波に対して

は安全な場所ではあると思うのですが、地震や台風、大雤を考えると土砂

崩れなんかが、やっぱり危険かなと思います。そうなるとやはりどこか安

全な場所が確保できれば、そちらへ移転をした方がいいとは思うんですけ

ど、町の予算とかその辺は全然分からないですが率直な意見としては思い

ます。やはり少子化問題で幼稚園・保育園の話でも出ましたけども統合で

避けられないのかなぁと思います。正直職員の方々が減るっていうのは、

それはうまく言えないんですが、やはり統合を考えていった方がいいと思

います。 

 

委 員  すみません僕もちょっと幼・保のことしか意見を確認していなかったの

で…。 

 

委員長  はい。では次お願いします。 

 

委 員  ９月４日に常任委員会がありましてこの委員会でどのようなことをやっ

ているかの現状の報告と意見を伺いました。仁科小学校はご存知のとおり

町内の小学校の中で児童数が一番多いと、児童数は減少傾向にありますけ

ども複式学級の心配は今のところまだない。そんなことで前回いただいた

資料のアンケートの問９の町内の小学校で近い将来複式学級になる可能性

があることを知っているかっていうアンケートがあったのですけども、そ

こで仁科地区のグラフを見ると約 80％もありまして、現状ですと複式学級

とかですね統廃合に関しては関心がないというかですね、関心がなかった

のではというようなことが現状ではないかと。アンケートの問 10の今後の

クラス編成についてはというところで、統合した方がいいのではという答

えが約 66％と少し多いと、そんなに飛びぬけていない。またアンケートの

問 13の通学している学校の高台移転は必要かってことについては、現状で

よいが 48％、必要が 52％とだいたい半々ということですね仁科小学校の

PTA としてはですね。今のところ統廃合や高台移転に関しましては申し訳

ないですけども、今のところ何とも言えないというか、判断ができないっ

ていう状況っていうかそういうことです。 
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委 員  田子小学校です。この件に関しましては学校の役員会でまだ取り上げて

いないもので、今回のこの話し合いについて 10月９日に役員会があるので、

今日のことは皆さんに詳しくお話ししようかとは思っています。僕個人的

な意見を述べさせてもらうと、このアンケートに田子小の今の人数が載っ

ているんですけど、６・５・２って子供がいるんですけど全部一桁なんで

すよ。９人。やっぱり統合も考えなければならない話なのかなと、自分の

中で思っています。自分の息子のことでちょっと申し訳ないですけども、

テストとかやっても人数が少ないので自分の点が悪くても俺より下のやつ

がいるとか、まぁ所詮９人しかいないじゃんっていう話なんですけど。やっ

ぱり中学校になればもうどこも一緒なので、早くから統合して競争させる

のが子供たちにとってはいいことではないかなと思います。あと運動面に

関しましても田子小ができないって訳ではないですけども、一生懸命水泳

大会の練習もやっていますけど結局学校の中で一番とっても賀茂とか松崎

とやれば５位とか６位になる現状を見ているとやっぱり勉強にしても運動

にしても競争させるのが良いのではないかなと自分個人は思っています。

以上です。 

 

委 員  賀茂小です。うちの方も特に PTA で特に話し合ってはいません。人数が

少ないよりは多い方が良いってのは僕も思っています。やっぱり小さい中

であると切磋琢磨しないと言いますか、お互い同じぐらいでなあなあで

やっているってこともありますし、例えば子供の中でもケンカが起こって

も、いじめ問題が起こっても逃げ場がないっていうことですかね。例えば

学校を休んでいる子も中にはいらっしゃるみたいな話を僕も聞いています

けれども、人間関係が上手くいかないっていうのは、人数が少ないからか

どうかは分からないですけども、多ければ良い、少ないから悪いって訳で

もないのですけど、その辺はどう考えるか僕も疑問なところです。実際、

幼稚園も小学校も中学校も同じように子供の安全が第一だと思います。幼

稚園、小学校、中学校と分けて今お話ししていますけども、僕は一括して

もう皆さんの意見をぶつけ合っても良いのかなというふうに思います。以

上です。 

 

委 員  賀茂中は賀茂幼稚園に比べれば防災面では比較的山も近いし安全性は高

いのかなということで、優先順位を付けるとしたら幼稚園の方が先なのか

なと思います。ただ遠くない将来的には賀茂小には今一学年 20人いるかい

ないか下の方の学年だと 10 人なので、田子小と一緒になるのがいいのか、

それとも田子小と仁科小全部一緒で仁科小になるのがいいのか、一番理想

で言えば一つにまとまって高台に幼・小・中になるのが良いのかなと思い
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ますけれども… 

 

委 員  小学校については、幼・保との連携も当然あることですけども、どちら

が先とかは言えないにしても幼・保の少子化で１園になっていくのであれ

ば、複式学級が数年後に控えているっていう学校については、緊急を要す

る事態もあるかと思いますが、当然どちらが先かとは分かりませんけども、

数年後は統廃合にもなってくるだろうなと思います。 

 

委 員  まず安全・安心を考えて行きたいと思います。以上です。 

 

委員長  ありがとうございます。次、お願いします。 

 

委 員  複式学級編成を避ける統廃合を行った方が良いというのが意見です。前

回お話しましたように前任校の三浜小学校、それから南上小学校複式学級

の教諭をしておりました。その時は支援員や管理職、授業参観でなんとか

綱渡り的になんとか渡ってきた訳ですけど、まず出張があります。それか

ら教職員がいろいろなことで有給休暇を取りたいということでは手一杯で

す。もうそこのクラスに行く教員の数が足りないことがあります。私今管

理職としての立場なのですけど、そういう状況において教職員は子供の熱

が出たのに有給休暇が取れないであるとか、出張に行けなくて職員の研修、

いわゆる勉強ですね、勉強会へ行くことができないというふうなことは避

けたい、管理職として。ですから学校の統廃合については複式学級を避け

るというのを前提に考えていただけたらと思います。以上です。 

 

委 員  先ほど複式学級のことについて同感です。『聞き取り不明。』じゃあ具体

的に考えたときに普段の学校の授業をやっているときに何をやっているか

と考えたときに、そういういろんな新しい『聞き取り不明。』が出来やすい

環境と言うか、そういうところが教育活動やっていてやりやすい場所がい

いかなと思っています。そういった意味では広々としたとこが良いのかな

と思います。あと田子小に居る訳ですけども、地理的には環境面で行くと

窮屈なところがあるかなと思っています。その他に人数的な面、西伊豆中

学であれば今中学生も通っている訳なので、同じバスで通うのであれば田

子小の子たちも一緒に仁科小の方に通うという形が自然の流れなのかなと

思っています。そして、３３年の時に賀茂小がやはり複式になる、その時

に出来るならばその堂ヶ島のところに、幼稚園それまでに造っておいて『聞

き取り不明』合わせて造るような形で出来ればいいのかなと思います。経

済的な面もあるのかなと思いますけど、将来的に今、小・中の見直しが行
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われる学年編成いわゆる『聞き取り不明』の見直しというのが行われてき

ていると思います。そういうものが、何年か先にいわゆる今の小学校、中

学校というものが組合わさったときに、小・中が同じところにあった方が

『聞き取り不明』しやすいのかなと思っています。 

 

委 員  賀茂小学校の校長として言わせていただきます。平成 33 年までは本校、

32年まで通常の運営ができます。学校運営の困難ということを考えると複

式になってくると思いますが、32 年までは標準校で行けば 11 人の教職員

が本校配置されます。西伊豆町に小学校２校あるということになると、やっ

ぱりさっき清野先生が言いましたけども教職員の人事に関して１校で回す

というよりは２校あった方が良い。それで計画的な人事配置等も可能に

なってくるのではないか、それでもう一つはやはり安良里・宇久須のまだ

残っている地域の教育力は３２年までなんとか生かしてあげたいなぁとい

うところはあります。ですが、まだ PTAとの整合性を取っていませんので、

また 12 月会合があるので PTA との意見等をまとめていきたいと思います。

私見ですけども校長としてはそう思います。 

 

委 員  小学校については、先ほどお話させていただきましたけども、あの誤解

の無いように言っておきますけども私は統合を進めるべきだと、そんな考

えでおります。小学校３校を１校にまとめるのが適当ではないかというふ

うに考えます。ただそれには準備期間が必要ですので、そこまで待てない

と言うのであれば、複式解消のために一つワンステップおいて、田子小と

仁科小、または田子小と賀茂小というような、そういう組み合わせを考え

ることも必要なのかなと思います。また、それをやっておけばその先にあ

る、やがては３校を一つに統合もだいぶしやすくなるというふうに考えま

す。 

 

委 員  結論から言いますとやはり、子どものことを考えるに複式は解消してや

りたいなという気がします。そのための学校統合はやむを得ないと思いま

す。将来的に見て児童数・園児の数なんかを数字を見ながらどういった方

法が、統合の方法が良いのかと言うことは、慎重に考えて行く必要がある

かなと言うふうに思います。 

 

委 員  まだ、他に意見がありますか。では、また中学校の皆さんからご意見を

頂きたいと思いますので、また敬一さんから発言をお願いいたします。も

し、発言が無いようなら次に回してください。 
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委 員  先ほど言っちゃったものですから…。 

 

委 員  『聞き取り不明』小学校にしろ中学校にしろ、園の延長線上にある訳で

すから小学校になったから人数が減るとか、中学校になったから増えると

か恐らくない訳で、そういった中で総体的には『聞き取り不明』統合は避

けられないのではないかと感じています。ただ現状その中学校あたりの

『聞き取り不明』生徒数の少ないところでは、部活動の部数の増やしたく

ても出来ないというような現状もあるのではないかと思います。私たち教

育の現場にいる訳でないですから、みなさんと同じような回答はできませ

んけども、どちらかと言うと私たちが見ていて部活動がこれもあっても良

いだろうなぁという考えもする訳ですけど、その辺が生徒数の関係で出来

ないよ、そういう問題も出でくるんではないかなと、そういうことも考え

併せますとやはり統合して多くの生徒の中で切磋琢磨してもらいたい

なって気がします。以上です。 

 

委 員  中学校の PTA でまだ話し合いはしていませんけども、現状自分の子供な

んかを見る限りだとやっぱりクラスが 20 人くらいしかいないものですか

ら、幼稚園から基本的にずっと同じ顔ぶれで競争意識があまりないという

か、これができる子はもう決まっていて、勉強ができる子は決まっている

感じで、そういう切磋琢磨する環境にないっていうこととか、あと賀茂中

に関しては部活動も選択の余地がＡかＢしかない形なもんですから、競争

することによって、いろんな子供たちと触れ合ったりだとか、いろんな部

活動できたりとか、そういう意味で統合は避けられない。必要になってく

るとは思います。まぁ賀茂中と西伊豆中だとやっぱり西伊豆中の方が人数

的にも多いので、まぁどっちがどっちへ行くのかなというところは、また

いろいろ精査しないといけないのかなと言うふうに…。 

 

委 員  小学校です。小学校６年生の卒業式の日、壇上で堂々と自分の夢を語り

ます。中学校へ行ったらです。子供たちに夢を持って中学校へ進学しても

らいたいと常々願っています。生徒数の減少によってその子供たちの夢が

少しでも削がれることがないような形になればと思います。そのことにつ

いて、統合が致し方ないということであれば、それは良いと思うんですけ

ど子供たちが夢を持つのは、ただ人数が多ければいいということではなく、

やはり中学校での生活、見る中学生が充実したものに見えるかなというこ

とは大事だと思いますので、もし統合する場合には今の人数では致し方な

しと言う向きもありますけれども、そういうような学校運営の流れという

ものを充分配慮した統合をしていければなと思います。以上です。 
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委 員  学校生活とか考えたときに『聞き取り不明』。幼稚園・小学校・中学校が

地域性を考慮してバラバラにされちゃうと親にとって困ると思います。何

かあって迎えに行くときに小学校と中学校がバラバラじぁあ行く場所が

あっち向いてこっち向いて、となると『聞き取り不明』思います。 

 

委 員  中学校を経営していく上で生徒数がどの程度が妥当なのかと言うのが関

わってくるのではないかと思います。小学校と違うところはやっぱり、さっ

き藤井さんが言われたとおり部活動のことがあってバレーがものすごく好

きな子でも今賀茂中へ行ったらバレーが出来ません。ですのでテニスかバ

スケットを選ばなければなりません。ずいぶん前にやっぱり田子中が合併

するときに田子中の保護者が、田子中はバレー部が廃部になるんだよ

なぁって寂しいことを言いながらこう言ったことがあります。そういうこ

とを考えるとやっぱり中学というのは小学校と違う観点で、子供の幸せを

部活だけが幸せじゃないですけど、次の学校へつながる高校・大学とある

中で生涯スポーツを体験する良い場の中では、選択肢が出来るだけ多いよ

うなことを考えるとやっぱり合併が必要なのかな。その時期ついては、ま

た場所については、また検討していく必要があると思いますが、現状では

ちょっと賀茂中だけの人数ではなかなか厳しい状況にはなっきているなと

いう印象です。以上です。 

 

委 員  難しい理由っていうのは、教職員をどう配置するかってことで伊豆市は

統合進んでいますので、もう事実上受け入れられないという状況です。下

田市はどうなのかっていうと、現在下田市の方へとバサラ超えて通ってい

る教員はたくさんいます。今このような会合が西伊豆町で開かれています

けど、同じように東伊豆町でも話し合い進んでいます。河津町でも進んで

います。そういうことからしてみると、もう簡単にはさばききれないなっ

ていう現実があります。今西伊豆中の生徒数 129 人ですけども、だいたい

この人数っていうのが田子中と仁科中が統合するそれぞれの生徒数とだい

たい今同じです。そこまで来ています。それから賀茂中と統合したとして

もまたこれからもの凄い勢いで子供が減っていきますので、その先にはや

がて松崎との統合ってなことも考えて行かなければならない。そんなこと

を個人的には思います。ですから西伊豆中、賀茂中統合するっていうなの

が避けられないことではないかなと思います。 

 

委 員  賀茂中学が現在 67名の生徒数です。来年度は 68名に生徒数がなります。

賀茂小の児童数を見ていくとわかると思いますけどもこれから徐々に減っ
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ていくという傾向にはなるかと思います。昭和５２年に安良里中学と宇久

須中学が統合しまして、その時は生徒数が 230 名おりました。だんだんと

少子化で子供たちが減ってきたわけですけど、今の保護者の人たちを見る

と現在の賀茂中学を卒業したという保護者が多数います。学校行事でもこ

のあいだ行われた陸上記録会も経験して多くの保護者がその学校行事にも

期待し協力もしてくれるという良さがあり、また子供たち一人一人授業で

も見てあげられるといった良さはあります。ただじゃあ果たして子供に

とってどうかなっていうふうに考えたときに先ほどからお話に出ているよ

うないくつかの問題も挙げられます。ですので、小学校と同じ生徒数・児

童数が減少していく中で、いずれは学校統合もやむを得ないかなというふ

うに考えます。それがいつからとういうことは今は言えませんけども…。

以上です。 

 

委員長  ひと通りご発言をいただきましたが、全体として何かあればご発言をお

願いいたします。 

 

（発言なし） 

 

委員長  ないようでしたら、（２）のその他ですが、事務局から何かありますか。 

 

町当局  統合でもう一つ考えなければいけないのは、松崎高校の存在です。今、

松崎高校の１学年の定員は 120 人ですが、120 人を切っています。県の方

針では 120 を切った高校は統廃合を考えるというような方針で進んでいま

す。それが松崎高校の場合は、地域性等も考えてくれて、その問題に触れ

てこないというような状況でありますが、いつまでも甘えている訳にはい

かない。恐らくもっと減ってくると、その話が前面に出てくると思います。

そうした時にこの西豆地区の父兄の方々の、もし松崎高校が無くなること

になったら大変なことになると思います。この辺のことも皆さん方は頭に

入れて考えていただきたいと思います。ですから、教育長に松崎と色々な

もの、教育委員会の連携を考えてくれと言っているのは、そのような事も

含めて考えなければならない時代に入っているのかなと。これがもし、松

崎高校が無くなって下田まで通えといったら、親御さんの負担は計り知れ

ないものが出てくると思います。そのようにならないように、やはり松崎

高校の存続を地域で考えなければいけない時期に来ているのかなと。その

辺も頭に入れて色々議論していただきたいと本当にありがたいと思います。 

 

事務局  私の方から今のお話を聞いた中での１点と、日程の関係の調整というこ
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とで、アンケートについては前回説明させていただきましたが、小学校以

下の子供がいる保護者の方から取った訳ですが、今回小学校のＰＴＡさん

の方からは中学校の統合についてご意見が無かった訳ですが、これからの

統合については、小学校の子供達が対象になってくるということもありま

すので、また機会があったらその辺の話も聞いていただけると有難いなと

思います。それから、前回もご説明させていただきましたが、この会議に

おいては最終的な方向性を決定し、答申するものではありません。ある程

度皆さんのご意見を取りまとめさせていただき、町が最終判断をすること

になります。本日いただきましたご意見を次回会議までに取りまとめさせ

ていただき、その内容の確認を次回はしていただこうかと思います。次回

の会議ですが、各ＰＴＡの方でも、また会合等もあると思いますので、11

月４日か６日か７日にしたいと思いますが、今現在でご都合が悪い日があ

れば、教えていただきたいと思います。 

 

委 員  ４日は祭りの次の日で、出来れば片付けなどもあるので、どうでしょ 

か。 

町当局  ６日か７日はどうでしょうか。現時点でわかる範囲で結構です。夜の会

議の方がよろしいでしょうか。 

 

（出来れば夜の方が良いとの発言あり） 

 

事務局  はい分かりました。会場ですが、現在本庁の３階会議室が使えない状態

になっておりますので、他の会議室が空いているようなら、仁科の方にさ

せていただきたいと思います。では、６日か７日の夜ということでよろし

いでしょうか。 

 

（特に意義なし） 

 

事務局  では、そちらの方で調整はさせていただきたいと思います。ありがとう

ございます。 

 

委員長  委員の皆様から何かございますか？無いようでしたら、協議の方は終了

させていただきます。ご協力ありがとうございました。 

 

事務局  では、最後に閉会を副委員長にお願いいたします。 

 

委 員  ご苦労さまでした。園・学校の今後の在り方ということで、皆さんから

貴重なご意見をいただきました。この意見を参考にして今後の方針を検討

していただきたいと思います。これをもちまして、第２回の文教施設等整

備委員会を終わらせていただきます。ご苦労さまでした。 
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以上 


