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                               NO． １  

 

江藤課長補佐 みなさん、おはようございます。定刻より尐し早いですが、みなさん 

 お揃いなので、平成２７年度第１回香春町総合教育会議を開催させて 

 いただきます。それでは、会議要項を、みなさんお配りしております 

 が、会議要項に従いまして、会議を進めさせていただきます。まず、 

 最初に、町長あいさつ、加治町長、お願いいたします。 

加治町長 おはようございます。第１回総合教育会議を開きましたところ、教育 

 委員さんは、大変ご多用のところ、お集まりをいただきまして、あり 

 がとうございます。今日の会議は、香春町の今後の、大きなもので 

 あり、教育改革に向けての、第一歩になるという風に考えています。 

 文部科学省は、平成２７年度に、新しい時代の教育という点で８つ 

 の項目を掲げています。一つはですね、教育委員会制度の問題、 

 ２番目に、コミュニティスクールの問題、３番目に、小中一貫教育 

 の問題、４番目に、学校の統廃合の問題、５番目にチーム学校の 

 問題、６番目に、教員の資質・能力向上の問題、７番目に、高等教育 

 の改革の問題、高等教育ではありません、高校教育の改革です。 

 ８番目に、教育課程の改善、８つの項目を掲げて、その中で、総合 

 教育会議というのは、教育委員会の制度の問題に関わっています。 

 特に、もうご存知と思いますが、４月１日より発令しております、 

 教育委員長と従来の教育長を一体化して、新教育長という事の設置が 

 決まっています。そして、首長、町長ですが、教育長の任命権を持つ 

 ようになりました。 

 

                                    NO． ２  

 

 つまり、委員会の互選ではなくして、町長の任命によって、議会の 

 同意を得て、新教育長が決まるようになりました。そして、問題 

 はですね、この会議の重点になっています、すべての地方公共団体は 

 総合教育会議を設置しなさいという事が明記されています。 

 この内容につきましては、首長が招集をし、原則として公開である、 

 ２番目に、構成は、首長と、教育委員さん、委員会。教育長はもち 

 ろんですが、教育長と委員さんということになっています。 

 協議の問題につきましては、大綱を策定しなさいということ、それ 

 から、重点的施策について方針を決めなさい、それから、児童生徒の 

  命や身体的保護に関わる、緊急事態に対応する方法をとりなさい、 

 という３つの大きな問題になっています。なぜこれが、今後の 

 香春町の大改革につながってくるかといいますと、次のように私は 

 考えています。１つはですね、香春町が合併したのは今から、来年 

 が６０周年ですが、昭和３１年の９月３０日に、当時の香春町、 

 勾金村、採銅所村が合併をいたしました。そして、今の香春町が 

 誕生いたします。その時に、これから考えて、還暦を迎えるのは 

 ２８年度が合併６０周年になります。 

 その前に、昭和２２年に、中学校の設置規則が決まりました。 

 当時、その時に作ったのが、勾金村が村立の勾金中学校をつくり 

 ました。香春と採銅所は、香春町・採銅所村、組合立の香春中学校 

 を設置しました。もちろん、校舎もありませんから、小学校や 

                          



                               NO． ３  

 

 青年学級が終わった、ほんとに施設の無いところで、発足をいたし 

 ました。特に、香春中学校は、昭和３１年の９月３０日からですね、 

 それぞれ、香春町立勾金中学校、香春町立香春中学校、そして、昭和 

 ２６年に、香春中学校は現在の須佐神社のところに、昭和２６年の 

 １２月ですが、校舎を移しました。その時の香春中学校の生徒数は、 

 ６２３人、おった訳です。 

 そして、香春小学校につきましては、香春町立勾金小学校、香春小学 

 校、採銅所小学校ができました。ところが、合併の時のですね、この 

 勾金小学校は大規模校で、ちょっと調べてみましたら、１,７７２人も 

 勾金小学校に３１年はおりました。そのために、これは何とか分離を 

 しなければならないということで、３２年に、中津原に小学校１年生 

 ・２年生を分離する、学校を分離して、生徒を尐し分けて、中津原 

 分校ということにしました。 

 昭和３４年に独立をして、小学校をつくりまして、中津原小学校に 

 なります。だから、合併の時には、中津原小学校というのがありま 

 せんでした。その後にできましたので。 

 それ以来のですね、この、総合教育会議で、今度、議論していかな 

 ければならないのは、文部科学省が出しています８つの課題のなかで、 

 義務教育に関わる問題についてはですね、この総合教育会議の中で 

 会議を進めなければなりません。今日は、まあ第１回目ですので、 

 当然、議題にありますような、内容で今後進めなければなりません。 

 

                                    NO． ４  

 

 今日は１回目ですから作っていくと、いうことになります。よろし 

 くお願いいたします。 

江藤補佐 それでは、議題に入ります前に、第１回目の会議ということでもあり 

 ますので、自己紹介を順番でやっていきたいと思います。 

 それでは、嶋井教育委員長さんの方から、順番にいいですか。 

出席者全員 （以下内容省略） 

江藤補佐 はい、みなさんありがとうございました。それでは、あと１点ですね、 

 資料の確認を議題に入る前にさせていただきます。以下内容省略。 

 それでは、議題の方に入らせていただきます。議題の進行につき 

 ましては、要綱の４条にありますとおり、町長が議長という事に 

 なっていますので、進行につきましては、町長よろしくお願いします。 

加治町長 はい。おはようございます。それでは、４条の規定に基づいて、 

 町長の私が議事進行をさせていただきたいと思います。皆さんの 

 協力をよろしくお願いいたします。まず、議題につきましては、１、 

 ２、３とありますので、順序どおり、説明を申し上げたいと思います。 

 議題①、香春町総合教育会議設置要綱について、総務課、説明を 

 お願いします。 

加々見係長 はい。 

加治町長 はい、加々見係長。 

加々見係長 はい、それでは、香春町総合教育会議設置要綱をご覧ください。 

 以下内容説明。 

                          



                               NO． ５  

 

加治町長 はい、総務課の説明が終わりました。委員さんの中で、何か質問や 

 疑問点がありませんでしょうか。どうぞ自由に質問してください。 

 ありませんか。ないようでしたら、この要綱でいくということを確認 

 したいと思います。それでは、議題②の大綱について、教育課、説明 

 を願います。 

松下課長 はい。 

加治町長 はい、松下課長。 

松下課長 では私の方から、まず、香春町の教育振興基本計画について、まず 

 提案をさせていただきます。本日のあの、総合教育会議の第一の 

 目的であります、先ほど総務課の方から説明がありましたが、総合 

 教育会議の設置要綱第２条第１号で、香春町の教育、学術及び文化の 

 振興に関する総合的な施策の大綱に関する協議というのが、この総合 

 教育会議の中で協議され、町長が大綱を定めるものとするという風に 

 法律の規定がございます。そこで、香春町教育委員会で平成２２年 

 から２３年度にかけて、香春町教育振興基本計画というのを策定 

 しております。その計画につきましては平成２４年度から５年間の 

 計画という事で、要綱にあります、教育、学術及び文化の振興に 

 関する総合的な計画になってあるという計画であると考えており 

 ます。そこで、本日配布しております、香春町教育振興基本計画の 

 概要という事で、Ａ４の横長の資料を配布させていただいております 

 ので、そちらの資料で教育振興基本計画の概要について、ご説明を 

 

                                    NO． ６  

 

 まずさせていただきたいと思います。以下内容説明。 

加治町長 説明が終わりましたが、特に質問ございませんでしょうか。質問 

 意見、まあ、質問というよりも、何か、尋ねたいことがありません 

 かね。ないですか。なければあの、教育課長。 

松下課長 はい。 

加治町長 松下課長、今、香春町教育振興基本計画が説明されました。この、 

 大綱との整合性はどういうことになりますかね。 

松下課長 はい。 

加治町長 はい、課長。 

松下課長 あの、最初にご説明をさせていただいたとおり、総合会議の設置要綱 

 の第２条第１号、カッコの第１条第２号に大綱に関する規定がござい 

 ます。その中で、この振興計画につきましては、香春町の、もう、 

 教育に関して、すべてを網羅しているという内容でございます。 

 そういう観点から、法律で規定しております、大綱に合致すると 

 いう風に考えております。 

加治町長 はい。特にありませんか。いま、松下課長から報告がありました 

 ように、文部省がしております、大綱に合致するので、香春町教育 

 振興基本計画を大綱と位置付けてですね、今後、文部科学省等に 

 きちっと報告をするという事になりますが、異議ありませんか。 

養父委員 はい、ありません。 

加治町長 異議がないと思いますから、そのように決定いたしたいと思います。 

                          



                               NO． ７  

 

 そのほか、事務局、特に、①、②についてありますか。総務課、 

 教育課、ありませんか。無いようですので…。 

松下課長 町長、よろしいでしょうか。 

加治町長 はい。 

松下課長 はい、基本計画が先ほど、ちょっと説明したとおりですね、平成２８ 

 年度までが、この基本計画の期間という風になります。 

 今回、これを町長が大綱として定めて、決定していただいた場合は、 

 平成２８年度までが、あの、現在の香春町の町長が策定する大綱 

 ということで位置づけをされるわけですが、平成２９年度以降の大綱 

 についてはまた、改めてですね、この総合教育会議の中でご議論を 

 いただくという事にしております。 

加治町長 はい、振興基本計画が平成２８年度までですので、その後ですね、 

 いま、課長が申しましたように、この中で、会議を進めていきたいと 

 思います。そのほかありませんか。無いようでしたら、その他の件 

 でいきたいと思います。私の方から２点あります。一つは、もうご 

 存知のように、平成３２年４月を目指して、１小１中の再編を行う、 

 そして現在、教育課の中に再編室を設けまして、いろいろな調査を 

 やっています。その方向をですね、今後強めていきたいという事が 

 １点です。もう一つは、グローバルなコミュニケーションが取れる 

 ような、今、県もですね、国際社会に通用する人材の育成、小学校 

 から大学まで、というものを掲げまして、特に福岡県の場合は、 

 

                                    NO． ８  

 

 外国語、英語ですが、を中心にするという風になってきています。 

 まあ、そういう観点からですね、今後やっぱり、非常に大きな問題 

 ですが、今日はもう雑談みたいなことでいいんですが、そういう方向 

 でやっぱり総合教育会議が学力問題と同時にですね大きな問題です 

 がやはり共有をしていかなければならない、つまり、特色ある香春 

 町の教育を打ち出していく必要があると思うんですね。極端に出す 

 必要はないんですが、２つ、やはり議論をしていただきたい。 

 １つはですね、再編問題、もう一つは、この特色ある教育を進める 

 ためにどうするのか、という大きな課題ですが、まあ、自由にですね 

 ちょっと協議していただきたいと思います。何かありませんか。 

 もう自由でいいですよ。今のところは、再編推進室では、資料等を 

 今、アンケートを取っていまして、今日、資料をいただきまして、 

 アンケートの集計をいただきましたが、まあ、そのように一方では 

 進めていますので。 

 あの、直接的ではありませんが、そういう問題について、何か、ご 

 ざいませんか。 

養父委員 一点よろしいですか。 

加治町長 はいどうぞ。 

養父委員 昨日、総合計画審議会の、戦略推進委員さんの説明会に、傍聴、 

 委員は傍聴させてくれるということで、させていただいたんです 

 けど、ちょっと、まあそこでぽっと教育問題が出るとは思わなかった 

  



                               NO． ９  

 

 んですけど、香春町の学力が低下じゃなくて、低いという言葉で、 

 まあ厳しいご指摘があったんですけど、町民としては非常に、まあ、 

 ほんとの事でも痛し痒しという気持ちがあるんですけど、 

 千載一遇のチャンスで、過疎債、また、そういう小中一貫校の諸々の 

 補助金を使って、平成３２年がタイムリミットで、もうこの機を 

 逃せば５０年先までないんですよという考えですけど、私はそれは 

 その通りだと思うんですけど、もっと、基本的なですね、教育環境 

 問題、子どもたちの学力、体力、それから、こういう労り、やさしさ 

 を持つ子どもの、知・徳・体の育成といった場合にですね、お金は 

 大事ですけど、それ以前にみんなが共通意識として持っている事を 

 前面に出すべきと思うんですね。というのが、尐人数学級、３０人 

 学級、４０人学級から３０人学級等々で、これはもう、当たり前に 

 考えても、教育環境の時には、そうしてほしいと思うし、皆もそれが 

 正しいと思うんです。 

 それで、ただ、小規模校、小さな学校という事を考えた場合に、私 

 ちょっと、偏った考えかもしれませんけど、小学校というのはやはり 

 最低２クラス、６年まで学びますので、その間に担任の編成替えも 

 あれば、クラス替えもある、６年間という友達関係、環境、体力面、 

 それから、学力面、ちょっとした環境で子どもたちは伸びていきます。 

 それで、最低小学校というのは２クラス以上、多くても３クラス 

 ４クラスでいいと思うんですが、中学校に行けば、最低３クラス、 

 

                                   NO． １０  

 

 今度また委員会とか部活とかありますし。グループ、それからまた、 

 大きな単位での活動等々、社会人としての基礎を学ぶ機会になるも 

 んですから、そういうのは皆さん分かってると思うんですよね。 

 だから、地域に根差した学校というのは、小さな学校というのが各、 

 昭和３１年９月３０日に合併した時のままの、地域に根差したんや 

 なくて、６０年経ってますので、香春町に１つの学校でも、地域に 

 根差した学校というのができると思うんですよ。 

 そうしないとやっぱし、子どもたちの体力・学力、それからまた、 

 その気持ちのですね、情緒、それに向上心を考えた場合に、やっぱし 

 大人としては、そういう環境を作ってあげるというのが、私はいい 

 と思うんですよね。だから、お金の面ばっかりで、ぽっと言われた 

 時におそらくまだ、昨日はさわりの部分だったんですけど、例えば 

 推進員さん委員さんとかが、今しかないから、お金が、もう懐具合が 

 今しかないからできないんだという風に、勘違いをされるんでは 

 なくて、基本的な学ぶ環境を子どもたちに作ってあげるという事を 

 やっぱ前面に出すべきと私は昨日、ちょっと感じたんですけど、今度、 

 いろんな会議とかですね、そういう講習があると思うんですよ。 

 そうしないと、あの、現状現実把握できなかった場合には、非常に、 

 いろんな意見がまた多角的に出てくると思うんですね。というのが、 

 私たちがやっぱり、もう古いかもしれませんけど、自分たちが団塊の 

 世代で学んだ時代、それから子どもたちが学んだ世代、孫が学んで 

  



                             NO． １１  

 

 いる時代と見たときに、一番何がかわいそうかというと、やっぱり、 

 団体生活グループ活動、それから、いろんな運動でもそうです、勉強 

 でもそうですけど、友達関係、そういうことができない時代ですね。 

 だから例えば、ジュニアに行こうとか、塾に行こうとかいうことしか 

 できないような。それを考えた場合にやっぱし、最低限の学校規模を 

 作ってあげるというのも、大人の使命と思うんですが、町長はどう 

 いう風にお考えでしょうかと思ってですね。 

加治町長 あの、学校というのはやはり、地域の中心ではあったわけですね。 

 いままで。小学校は、明治の学制が、明治５年に布かれて、学校を 

 つくるのですね、町村に１つ、自治体に１つ。だからその当時は、 

 全国に、３万近くの小学校があったんですね。 

 そして戦後はですね、１万人を単位に、中学校をつくれというのが、 

 文部省の基本でした。だから１万人ぐらいを規模に、１つの中学校を 

 つくる、そういう方向で来たんですね。 

 私は今ですね、これだけ科学技術、交通機関が発達した時に、さっき 

 ちょっと、昭和３１年９月３０日の勾金小学校の人数を言いましたが、 

 １７００人もおった訳です。小学校に。もう入る所がないんですよね。 

 まあそういう時に、ほんとに教育がきちっとできたかどうかという 

 のは、今から考えれば、ほんと雑だったかもしれないけれども、 

 それなりの人格形成とかね、子どもたちがやっぱそこで育ってるん 

 ですよ。 

 

                                   NO． １２  

 

 だから子どもたちがいろいろな切磋琢磨しながら、ある程度の競争 

 しながら、人格的に、人間として育っていくためには、ある程度の、 

 適正規模といいますかね、規模の人数の学校が、私は必要だという 

 風に考えている訳ですね。だからもちろん、福岡県でも一番尐ない 

 学校から、例えば津野中学ですね、このあいだ、校長に聞きますと、 

 小学校ですかね、全校で１８人おると。それかと思ったら、高取 

 小学校は、１２００人もおる訳ですね。 

 小学校、一つの小学校で。これは福岡県の大規模校、一番大きい 

 学校なんです。そうすると、そこともちろん、やり方は違います、 

 先生方のですね。苦労も違うと思いますが、それなりのやっぱり、 

 教育効果をあげるためのですね、教育が同じように行われているん 

 です。尐数であれ、大きな規模であれですね。そうするとやっぱり、 

 今、養父委員が言われたようにですね、ある程度の、子どもたちが 

 成長する過程で、やっぱり重要なのは、ちょうど昭和２０年が、 

 １年生でしたから、１クラスしかありませんでした。そのかわり、 

 採銅所小学校ですが、１クラスで５６名、１年生です。 

 それで、中学校に行ったら、他の学年は、４クラスでした。香春 

 中学。で、私たちのクラスが３クラス。それでも１６２名やったです 

 かね。まあ、それくらい多かったわけですが、まあ、時代がもちろん 

 違います。違いますが、やはり今からですね、ほんとに子どもの 

 教育をしていくためには、尐ないのがいいのか。まあ、学校が地域の 

                             



                           NO． １３  

 

 コミュニティというのは間違いありません。これは、時代が代わろう 

 が、代わるまいがですね、中心にならざるを得ないわけですが。 

 まあそういうことから考えますと、養父委員が言われたように、 

 やはりこの総合教育会議の中、あるいは学校再編を考える中でですね、 

 財政だけやなくして、そういう観点から集中的にですね、やっぱり 

 考えていただきたいと。そして、一番いい所にですね、そういう 

 １小１中の、どういう形になるか私はまだわかりませんけども、そう 

 いうものを、学校の、ただ単に校舎の再編やなくしてですね、教育 

 内容も変えながら、香春町にふさわしい教育内容としては、どんなの 

 があるかという検討を深めていただきたいという風に考えます。 

 他に何かありませんか。 

岡野委員 いいですか。 

加治町長 はいどうぞ。 

岡野委員 地域の人と、いろんな行事なんかで一緒になりますよね。その時に、 

 その、合併のこと、合併というか統合のことをちらっと話すんです 

 よね。そしたら、全く関心がないというか、そういう動きがありよる 

 とか、という感じなんですよ。だからやっぱり、今言われましたよう 

 ないろんな理由というか、そういうことを話しながら、１校、小１ 

 中１に持っていくような話を、地域でしなきゃいけないような気が 

 するんですけど。 

加治町長 岡野委員さんが言われるとおりだと思うんですよね。いずれにしても 

 

                                   NO． １４  

 

 ですね、ここでやっぱり確認しなきゃならんのは、今、再編の問題が 

 ある程度ですね、方向が決まったら、私はこれを大きなですね、 

 やっぱり、関心を、町の行政に関心を持つ、みんなが関心を持つの 

 は教育の問題なんですよ。やっぱり、学校がどうなるかと言ったら、 

 今のところは具体的にまだ出していないもんだから、今からですね、 

 やっぱり持たせるためには、説明会をきちっとしてですね、行く必要 

 があると思うんです。ただ、今の香春町の、まあ、高齢化率って 

 言ったらおかしいですが、みんな昔、大規模と言ったらおかしい、 

 大人数のところで育った、もう６５歳以上の人はですね、もう何 

 クラスもあって、クラス替えがあって、先生が替わるし楽しみにして 

 ワアワアとなっていた時代に育った人なんです。だから、自分達の 

 自宅にですね、３世代で住んでいる人が尐ないもんですから、孫達 

 がどうなるかということにはなかなかですね、すぐいかないかと 

 思います。はい。他に何か。まあ、おいおい今言われている 

 ことはものすごく重要なことですから、総合計画の中でも、あるいは 

 総合教育会議の中でも、今度、議論を深めていかなければならないと 

 思っています。他にありませんか。無いようでしたら、今日の、 

 第１回の香春町総合教育会議を閉じたいと思います。 

 ほんとにありがとうございました。 

  

  

                             


