
第４回 養父市教育のあり方検討委員会 議事録（要旨） 

 

１ 日 時  令和４年９月 16日（金）午後７時から 

 

２ 場 所  養父公民館 研修室Ａ 

 

３ 出席者  （欠席）養父市教育アドバイザー 鈴木 寛教授 

委 員  小西 哲也委員長、栃下 佳巳副委員長、増田 真知子委員、 

中村 雅志委員、宇和野 修介委員、尾崎 潤子委員、小林 史朗委員、 

田中 政博委員、青木 幸委員、西垣 憲志委員、西村 徹委員、 

守本 陽一委員 

（欠席）一ノ本 達己委員、山根 千秋委員、杉岡 秀紀委員 

  

 事務局  米田 規子教育長、雲田 裕史教育部長、中村 文明教育部次長 

和田 久仁彦こども育成課長、安東 博之教育課参事、 

石田 恵美教育課長、中西 理絵主幹、白山 真雪主事 

 

４ 主な内容 

（1）開会 

 

（2）委員長あいさつ 

 

（3）議事 

【報告事項】 

① 第３回委員会議事録の確認 

② 少人数教育に関するアンケートについて 

事務局…少人数教育に関するアンケートについて、前回の会議で「実際の今の子どもた

ちの意見、気持ちはどうなのだろう」という意見があり、その意見をもとにアン

ケートを行ったので、その結果をご覧いただきたい。 

「少人数教育に関するアンケート」ということで、宿南小学校から八鹿青渓中学

校に進んだ中学１年生から３年生の 18名、建屋小学校から養父中学校に進学し

た中学１年生から３年生の 27名の、計 45名にアンケートを配布し、21名の回

答をいただいた。その内容について一覧表にまとめている。1箇所、訂正につい

て、14番の回答で「同級生は何人いましたか」の問いで、「25」とあるが、この

数はおそらく間違いであるが無記名アンケートのため、特に修正を行っておらず

ご了承いただきたい。 



その他の回答について、委員の皆様はどのように感じられたか。事務局として

は、「中学校に進学するときに心配なことはあったか」の問いについて、回答の

約半分の 11名が「あった」と回答している。しかし、この回答者についても

「中学校に進学して良かったことは」の問いに対し、「友達が増えて嬉しい、楽

しい」という回答に変わっている。中には少数だが「周りの目を気にして周りに

合わせてしまう」との回答もあった。 

「小学校の同級生が少なかったことで良かったことは」の問いについて、まず

目についたのは「先生に１人１人丁寧に指導してもらえた」「先生とのかかわり

を多く持つことができた」という回答である。あとは、「全員仲が良く助け合

い、団結力が強い」という回答も多くあった。ただし「少ないクラスで困ったこ

とがあれば教えてください」に対する回答で、やはり「友達と何かあると相談で

きる人が少ない」「孤立してしまう」という回答があった。 

１問１問説明はしないが、主立った回答について説明させていただいた。追加

の資料として、テキストマイニングを用意した。１つの質問に対して出てきた回

答、単語の出現率の高さに応じてその単語を表示した資料を作った。「中学校に

入学し人数が増えて良かったこと」「同級生が少なくて良かったこと」と、「良か

ったこと」の限定だが、見える化することで、子どもたちの良かったことが分か

りやすくなったと思うので、参考にしていただきたい。 

 

委員Ａ…問 10に着目した。「ネガティブなことに対して」の問いについて、「特にな

い」という回答が多く、あっても大人から見ると人生を左右するほどの困ったこ

とではないという印象の回答だと感じた。会社の 20～29歳（少人数教育の学校

出身）の従業員に、同じインタビューをしたが、ほぼ 100％が「困ったことはな

い」と答えた。また「中学生時代に大人とともに学ぶのはどうか」と尋ねると

「とても魅力的だ」と「多感な時期に大人と関わりたくない」という２つの意見

に分かれた。 

 

事務局…事務局としても、少人数教育を受ける子どもたちは困っていると感じていた

が、わりとほのぼのとした微笑ましい回答が多いように思う。なかには、深刻な

ことがあるかもしれないが、いただいた回答ではそのように感じた。しかし回答

が全体の半分に満たなかったのは残念に思っている。 

 

教育長…アンケートを回答してくれた学生は、きっと前向きに回答できる人が多かっ

たのではないかと思う。卒業してから振り返ってみるといい記憶が残っていて、

子どもたちも少人数の中で先生によく見てもらったことや助け合えたことを良い

印象として卒業できているということは、養父市の学校教育について良い点があ



るということをあげてもらったと思っている。 

 

委員Ｂ…私自身も小学校教員をしていた頃、９～10名の少人数学級を担当した。彼ら

も同様に中学校への進学を不安に感じており、中学校入学後の２か月は相談も受

けたが、２か月ほど経てばそれらの不安はほとんど解消されていた。やはり、中

学校の受け入れ態勢が整っていたのだろうと思う。養父市の中学校では、ある程

度は中学校生活での周りの方のサポートが充実しているのだろう。 

 

【グループ討議】 

  「望ましい教育を実現するための方策について」 

    ～７つの試みから養父スタイルへ～ 

事務局…続いて、本日のグループ討議に入る。「望ましい教育を実現するための方策 

について」～７つの試みから養父スタイルへ～として資料を用意したが、まずは 

事務局から簡単に説明した後、討議に入っていただきたいと思う。 

 

（説明）事務局…討議の前に何点か説明させていただく。まず、何もない所から議論 

をするのは難しいと思うので、あくまでも議論のたたき台として、全国的に実践 

例がある中のいくつかを紹介をしたいと思う。また、実際の学校名を使って紹介 

するが、みなさんがイメージをしやすいための例であるため、実際にその学校を 

どうするということではない。また資料の中に、文科省の資料を用いているが、 

今からお話しすることと違う部分もある。文科省の資料はあくまでも参考資料し 

て見ていただきたいと思う。 

１つ目の例は、学校選択制の導入で、これは全国の自治体でも取り入れられて

いる。例えば、①建屋小学校区に住んでいる生徒に、隣接している広谷小学校に

通える選択権を与える「隣接区域選択制」。②本来は高柳小学校に通う生徒が、

養父市を旧町単位の４ブロックに分けたうちの１つに該当する同じ地域内（八鹿

地域）の宿南小学校を選択できる「ブロック選択制」。③本来、大屋小学校に通

う生徒が、旧町の区別など一切なく養父市内におけるまったく別の地域の学校で

ある関宮学園に通うことができる、「自由選択性」。このような学校選択制の導入

はどうか。 

     ２つ目は、複式学級が発生しそれが続く場合は、無条件で他校と統合する。と 

にかく複式学級の発生を１つの判断材料に統合する例である。 

     ３つ目については、養父地域で説明をする。養父地域には養父・広谷・建屋の 

３つの小学校があり、３校それぞれに１～６年生の児童が通っている。それら３ 

校を統合し、「広谷小学校」・「建屋分校」・「広谷分校」とする。それぞれの学校 

の５～６年生は本校（広谷）に通い、養父分校・広谷分校の１～４年生は各分校 



に通う（ステップ①）。５・６年生の教室など、空き教室には、公共施設を入 

れ、校舎を複合化・共用化し、地域で活用していく（ステップ②）のはどうか。 

     ４つ目は、統合や分校にはせず学校数はそのまま維持し、例えば、養父地域 

    の５・６年生の生徒は毎週、毎月と定期的に広谷小に通い、３小学校合同で学習 

    する。その上で現在文科省が薦める、高学年の専門科目の教育の実践のため、進 

学先である養父中学校の美術や英語などの専科の先生による専門的な指導を受け 

る事例はどうか。 

 

（説明）事務局…今説明したものは、文科省や現行の制度のなかで出来ることであるが、

それ以外に、これまでの会議の中で委員のみなさんから出た言葉を表してみた。 

異世代の学びを大事にするのはどうか・学校外の資源を活かすのはどうだろう

か・まち中を学びのコミュニティにするのはどうだろうか・生涯施設・先人教

育・私学・オンライン、メタバースの活用など養父市がめざす教育のための言葉

が多く出た。そして何をめざすかというと、「養父スタイル」である。 

先ほど説明したのは、文科省や既成の枠組みにあるものだが、私たちが今考え

ようとしていることは、「養父スタイル」である。そこで何をするのかと考える

と、やはり学校は、学力の向上と社会性の育成は欠かせないと考えている。これ

を実現する教育としてオルタナティブ教育を取り入れていくのはどうだろうか。  

これらをふまえ、今までになかったものを作っていくことで養父の活性化に繋

がることを考えていただきたい。 

 

（グループ討議…主に例１～４についてメリット、デメリット、養父スタイルに

ついて話し合った。） 

 

【グループ発表】 

グループＢ…例３.４については統合までのつなぎ、一時しのぎでしかなく、５年 10 

年先を見据えた形を考える方が有効だと思う。学校の統合は地域の意見が入りや 

すいが、「子どものための地域」であり「地域のための子ども」ではないため、 

やはり子どもの意見を大切にしていきたいと思う。 

オンラインがこれだけ発達したのならば、例３.４は意味があるのかとも思

う。例１の学校選択制については、選択する子どもと選択せざるを得ない子ども

がいる。例えば５人いる学校で３人が別の学校を選択した場合、残された２人は

どうなるのか。そうなると考えなおしなり、選択せざるを得なくなってしまう。

選択制度を導入するならば、旧校区の区別や特色ある学校の整備、整理をしたう

えで導入を考えていく必要があるのではないか。 

また、選択制を導入するにしても、やはり通学という大きな問題が出てくる。



本来であれば車で 20分のところを通学バスで１時間かかっている生徒が実際に

いる。部活が 18時に終わっても 19時をすぎないと家に帰られない状況である。

もはやスクールバスではなく路線バスである。この問題がクリアされないと、選

択制の導入はかなり難しい。教育委員会がどれだけの覚悟を持ってこの問題に取

り組むかで、できること、できないことが変わってくると思う。基本的に親の送

迎ありきであり、それによって選択しても行ける、行けないが変わってくる。 

実際に高校の部活をすると家まで帰ってこられない状況にある。だから、小学

校のみでなく小中高で考えた場合、結論的に統合はかなりありきで、そこに地域

のコミュニティを入れるといったように、ある程度先を見据えた統合であるべき

である。少なくなったらまた統合、と繰り返すことにならないようにと思う。 

義務教育学校になって３年経つが、運動会などでその特色がみられ、保護者と 

してはとても良くなってきたと感じる。小中一貫の仕組みや教員への負担な

ど、一緒になったメリット、その良さが理解してもらえるよう、すでに経験され

た先生や保護者がその良さを伝える機会があればいいと思う。 

また、小規模特認校の建屋小は、小学校だけで終わらず中学校にもつながる仕

組みになればと考える。 

 

 

委員Ａ…かなり現実的で先を見据えた意見だが、ここに養父市らしさはあるのか。 

 

グループＢ…特認校という英語に特化した学校は、他にはないと思う。そこからつなが 

る中学校、関宮は９年制の義務教育学校、統合した場合の八鹿は人数の多い小・ 

中学校のように、たったこれだけの学校数なのにいろいろな種類の学校がある。 

そうなると選択制の導入も１つの方法だと考える。しかし、どんどん人数が減っ 

てしまうと選択する子どもとせざるを得ない子どもが出てきてしまうため、その 

点については解決できていない。 

 

委員Ａ…私たちのチームでは、選択制とは、そもそも学校数ありきの選択制であるか 

ら、２校しかないなかの選択制はないという答えになった。 

 

グループＢ…今年の春、選択制に近いことを自分の子どもが経験した。選択制を利用し

たというわけではないが、特定の部活がしたいという理由で引っ越しをした。し

かし一緒に部活をしようとしていた友達が引っ越したので、子どもはひとりにな

ってしまった。現状、関宮のスキー部には、子ども 1名しかいない。出ていくこ

とをダメとも言えないし、選択制にはこのような辛い現状がある。 

 



 

グループＡ…例２と例４の複式学級と統合については、合理的ではあるが建設的ではな 

いので、あり方検討委員会のメンバーで話し合うべきでないと思った。例３に注 

目している。公共施設として他の団体を入れるということに関して、かなり盛り 

上がりながら検討をした。特色を作るとなると、こういった面を特化しなければ 

いけないと考える。また、導入するにしても、コーディネーターの介入により教 

員の負荷を少なくする助けが必要である。やはり、宿南小学校などの個性的な学 

校は残すべきなのではないか。また田舎ならでは特色を生かした教育として、養 

父市は農業特区であるから子どものうちから農業を体験できる学校などはどう 

か。個人的に興味のある林業については、世界的に見ても宝の山だと言われてい 

るため、若いうちからそういった分野に興味を持てる子どもを育てる学校になれ 

ばと思う。 

 

委員Ｂ…自分のグループでは、小規模もあれば大規模校もあるハイブリット教育がいい 

のではないかと話し合った。英語の特認校にしても、その良さがつながる学校が 

ないという話も出ていた。たしかに宿南小学校に良さはあるが、そこからつなが 

っていく仕組みがあれば意味があると感じた。 

 

グループＢ…子どものための教育のための場ではなく、市民の学びの場であればいいと 

考えている。個人的には、「分校」という言葉が非常にネガティブだと思うの 

で、できたら「宿南アネックス」のほうがいいのではないか。 

 

事務局…特色ある学校づくりをするとなると、新たに特別な教育課程を作らなければい 

けない。私の言う「学力」とはただ勉強ができる力でなく、地域にどれだけ貢献 

できる力があるか、他人とどのようにコミュニケーションが取れるかどうかの部 

分が必要だと思う。特色ある教育に大人を取り込んで、一緒に学びながら、特色 

ある学びをより強化していけるのではと思ったが、大人との学びに関して何か意 

見はあったか。 

 

グループＢ…大人がこれらに関与するために、どのような仕組みがいるのかが１番難し 

いと思う。まだ答えは出ていない。 

 

事務局…建屋小には大人が英語を勉強しに来るが、その姿は子どもにとってとても刺激 

的だった。 

 

委員Ｃ…養父市全体の部分を残すためには、やはり養父市に人が来なければならない。 



ここに関する意見は何かなかったか。 

 

グループＢ…人が行きたい、人を呼びたいと思える特色ある学校を目指さなければなら 

ないと思い、このような尖った意見を出した。居住環境や保護者の職場環境に課 

題があると思う。 

 

委員Ｃ…養父市の乳幼児教育はとても良い。そういった部分をもっとアピールをして、 

養父市を盛り上げ、人を呼び込んでいくことをお願いしたい。 

 

グループＢ…学校とは、一つの学びの場所であるがそこで学べない子どももいる。令和 

５年度から「こども第三の居場所」が進んでいくということで、その子どもたち 

の居場所について考える必要があり、誰も漏らさず広い意味での学びの場を考 

えていきたいと思う。 

 

グループＣ…学校選択制は、小さい学校から大きい学校に行くパターンが基本になって 

しまうので、それは良くないという意見が多く出た。制限の上で、人数の少ない 

学校だけが特色を持つことができる権限とお金を与えればいいのではないかとい 

う考えもあるが、基本的には他のグループと同じく、統合は実現せざる話ではな 

いという意見となった。複式学級が発生したら統合する例については、このよう 

にルールを決めておけば市民にも受け入れられやすいのではないかという意見も 

あった。だからと言って小さい学校も諦めたくないので、お金と権限を与えなが 

らも、後ろを決めつつ自由を与えるセットであればいきてくるのではないかと思 

った。 

後ろを決めているということや、人口統計による何年後には複式学級が発生す 

るだろうという情報提供も重要なのではないか。 

養父スタイルについては、なかなかその土地の特色ある教育はないと思う。逆

に、その土地にいる面白い人の存在が魅力となるのではと考える。その土地の人

や校長の権限を広げることで実現できるのではないだろうか。 

分校については、５・６年生だけが通うのは教育現場的に難しいと思う。一方

で、実際に生徒も減っているので、教室も余ることでコミュニティ化していくの

はいいと思う。例えば、全国的にも公設の塾が増えているので、学校が担えない

放課後の学習を、塾により補っていきたい。学校にコミュニティスペースを入れ

るだけではなく、学校と地域をつなぐコーディネーターの育成や、地域活動を生

むための支援をしていかなければならない。これについては、朝来市が力を入れ

ている。また、子どもの意見を反映するため、子どもの議会を作る案はどうかと

意見もあった。 



 

グループＣ委員…人口統計をみれば、その地域が今後どのくらいの生徒数になるかは想 

像ができる。旧４町は今日の日を目指して（わかって）合併した。合併議論時に 

は、行政・教育・福祉のすべてにおいて議論し合併したが、合併することで入る 

お金によって、今日のような議論をしなければならない日が来るだろうと予想 

し、反対意見もある中で、合併を迎えた。その結果が今日であるように思う。市 

議会ではこのような議論があるのかという意見も出ている。周囲の過疎化が進ん 

でいるということは、20年、30年の歩みの中で出てきた結果である。この歩み 

を続けていくならば、おのずと八鹿に吸収され合併されていくことになってしま 

う。市民には正直に人口統計を公開し、数年後に抱えることになる問題について 

より具体的に考えなければならない。 

 

委員Ｄ…４年生がリーダーにならなければならない懸念は、成人が 20歳から 18歳にな 

ったように、４年生がリーダーになってもいいじゃないか。そもそも１～６年生 

という概念は必要なのだろうか。日本全体で少子化が進むなかで、良い人材を育 

てるには、そのようなところまで踏み込まないといけないのではないか。 

 

討議を終えて 

委員長…教育とは、素人が集まってした方がいい。現在日本は Society5.0の時代へ 

   向かっているが、教育は Society3.0、時に 4.0で止まったままである。GIGA 

   スクール構想に多額の予算を費やしたが、果たして学校は変わったのか。大事 

   なのは学校が変わることである。すべての学校が、コミスクを、学校運営協議 

会を置く努力をすべきである。養父市はコミスクをやるならば、地域と一緒に 

学校を運営していくのが大前提の事である。 

大人にとって英会話が最も取り組みやすい分野だと考えている。授業は地域 

の文化、学校は地域の教室だ。今の子どもたちに最も身につけてほしいのは、

「自己肯定感」という集団の中でどんな自分でも好きだと思える力だが、自分

に自信がある子どもたちが極めて少ない。できるだけ多くの他者とのかかわり

が必要であり、コミスクのような大人が子どもと学ぶ環境が大切であり、その

ような場が増えれば子どもたちに必要な力も高まると思う。 

養父市長が、最初の会議で「統合」を口にされなかった。学校を残すことを 

考えておられることはすごいと思う。本当は、学校が変わり地域をもう一度作

り変えることが最も良い。「ごちゃまぜ」という言葉には養父らしさがある。

養父のまち中が学校で学んでいるという教育ができたなら、養父市は注目され

養父に来たい人が増えるだろう。鈴木先生が言うように、メタバースをフル活

用していく。今の場所で地域をどうしていくかの中心には、学校がいると思



う。  

全国の市長には全員共通して、「その市の担い手を育てたい」というマニフ

ェストがる。学校も同じく、地域の担い手を育てるために学校があるのだとい

う使命を忘れてはいけないと思う。 

「統合」という言葉は、地域がなくなってしまうと思わされる。ヨーロッパ

の人が教会を頼りにするように、日本の地域が頼りにしているのは学校であ

り、文化の拠点となっていると思う。これからは、まちづくりについても学校

で考えていかないと成り立たなくなってしまう。今のままでは、地域は必ず消

滅してしまうので、いかにまちを作り、文化をつないでいくかを考えていけた

らと思っている。 

 

（4）その他 

     今後のスケジュールについて 

    次回の議題について 

 

 （5）閉会 

    副委員長 

 

  


