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４校統合協議会 第４回会議録（要旨） 

日 時：令和３年１２月１６日（木） １９：００～２０：４５ 

場 所：まいピア高田 多目的ホール 

出席者：委員３４名（欠席２名） 事務局９名 傍聴者２名 

 

１ 次第 

（１） 開会 

（２） 会長あいさつ 

（３） 報告事項  

（１） 校名について 

（２） ４校統合協議会の周知状況等について 

（３） 各専門部会報告 

（４）協議事項 

議事 ○協議第１０号 校章の選定について 

○協議第１１号 校歌の選定について  

その他 

 ○高田小学校の建設工事概要と給食について 

（５） 次回協議会の開催日程について 

（６） 閉会 

 

２ 会議内容 

１ 開 会 

教育総務課長 本日は、ご多忙の折ご出席いただきありがとうございます。 

それでは、「開会のことば」を、鳥巢副会長、お願いします。 

鳥巢副会長 【開会のことば】 

２ 会長あいさつ 

教育総務課長  それでは、末吉会長、ごあいさつをお願いします。 

末吉会長 【会長あいさつ】 

教育総務課長 ありがとうございました。 

それでは、ここからの議事については、会長より進行いただきたいと思います。 

末吉会長 それでは、お手元に配布しておりますレジュメに沿って進めてまいります。 

３ 報告事項  

（１）校名について 

待鳥教育長 【校名について報告】 

末吉会長 教育長より、校名決定の経緯について報告いただきました。 

これに関しまして、皆さんからのご質問等をお受けしたいと思います。 

何かございませんでしょうか。 

質問はないようですので先に進みたいと思いますが、校名の選定にあたりまして
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は、委員の皆様には大変ご苦労をおかけしました。協議いただく事項はこれからも

ございますので、今後ともご協力をお願いします。 

それでは、次に、「（２）事務局報告」となっております。事務局より報告をお願い

します。 

（２）４校統合協議会の周知状況等について 

事務局 【事務局説明】 

末吉会長 皆さんからのご質問等をお受けしたいと思います。 

何かございませんでしょうか。 

質問はないようですので先に進みたいと思います。 

（３）各専門部会報告 

末吉会長 前回の統合協議会以降、各専門部会でそれぞれ協議をいただいております。

お手元には「会議結果概要報告書」が配布されておりますが、各部会長より簡単

に報告いただきたいと思います。質問については全ての部会報告終了後にまとめ

てお受けしたいと思います。では、組織部会長から順に報告をお願いします。 

渋谷組織部会

長 

【組織部会の報告】 

末吉会長 次に、通学安全部会よりお願いします。 

足達通学安全

部会長 

【通学安全部会の報告】 

 

末吉会長 次に、総務部会よりお願いします。 

髙田総務部会

長 

【総務部会の報告】 

 

末吉会長 ありがとうございました。最後に学校運営部会長よりお願いします。 

成清学校運営

部会長 

【学校運営部会の報告】 

 

末吉会長 ありがとうございました。ただ今、４部会より報告をいただきましたが、皆さんから

ご質問、ご意見等がありましたらお願いします。 

委員 スクールバスについてお尋ねします。例えば開小学校にしか停まらないとなる

と、昭和開の児童達は小学校からは歩いて帰らなければいけなくなりますので、今

の通学時間に、バスに乗る時間の分長くなります。また、北新開、南新開辺りの児

童は開小学校ではなく直接統合小学校へ向かうと思います。そうなるとスクールバ

スに乗る児童というのは、西の方の子ども達がほとんどになると思います。開小学

校だけにせず、もう１か所、例えば永治とかに停留所を置けば、永治、黒崎開、干

拓の子ども達がそこから徒歩で帰ればいいということになりませんか。ここに書かれ

ている平等性というものは分かりますが、地域性を考慮していただければと思いま

す。 

末吉会長 事務局お願いします。 

事務局 確かにスクールバスに乗っている時間の分、通学時間が伸びるという形になりま

す。ただ、登校時におきましてもスクールバスを２往復させる必要がありますので、
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遠いところから来る子ども達は遅い時間帯の方、２便目に乗っていただくよう考えて

おりますので、ある程度そういった対応はできるのではないかと考えております。そ

れから学校の授業時間の配分といいますか、これは学校によって異なっておりま

す。始業時間が８時２０分のところもあれば、８時３０分のところもありますし、帰りの

時間も４時過ぎのところもあれば、４時前のところもあります。二川から開までおよそ

１０分以内、８分、９分くらいだと思いますので、そういったロスについては授業の組

み方等でも今までと同様な時間帯で、帰りの出発も可能になるのではないかと考

えております。 

委員 おっしゃっていることは分かりますが、私が提案した趣旨とは全然違います。地

域性があるので、その地域性に合ったスクールバスの運行をした方がいいんじゃな

いですかと言っているだけで、極端に言えば、遅い便で開小学校に着いて、そこか

ら昭和開まで帰らないといけないわけです。 

事務局 登校時は昭和開の子ども達は遅い便で出発しますが、帰りは、遠い所の子ども

達の方が先に早い便に乗って帰ります。 

委員 それでは土地勘だけしか事務局では考えていないという事ですか。 

事務局 事務局ではなく、統合協議会の通学安全部会で、この案が今のところ最も適し

ていると判断されたところです。 

委員 バスは帰り２便出るのですか。そうなると見守り隊はその間ずっといなければいけ

ないということですか。例えば、開を通ったりすると、子ども達がおじいちゃんやおば

あちゃんと帰ったりしています。１便目の子にそうすると、次の便の子どもはどうする

のでしょうか。 

事務局 児童の数を考えますと、桜舞館、瀬高小も同様の考え方で進めてきております

が、２往復、３往復しているのが現状です。高田小学校もどうしても２便は運行する

ことになりますので、地域の方には協力いただける範囲でお願いしていきたいと考

えております。 

委員 地域の方に協力してもらいたいと言われましたが、桜舞館や瀬高小では現状、

どうされていますか。それに、竹海は小学校と海津の方、２か所程あるのではなか

ったでしょうか。 

事務局 おそらく３つ程あったと思います。 

委員 それはどうしてですか。 

事務局 色々考え方はありまして、桜舞館の時は距離を目安に考えられました。その中

で２．５キロ以上の子ども達をスクールバスの対象としていくということで、あとはバス

が停まりますので、安全性等も含めてバスを停留させるポイントを設置されたという

経過があります。その辺りも踏まえた上で、部会の方で協議いただき、今回の３小

学校をバス停とする案が適しているのではないかということで決定されております。 

委員 それと、本来子どもは学校まで歩かせるわけですので、今の竹海のケースだと、

子どもの体力増進にはなりませんよね。 

事務局 そこを心配されて、桜舞館では持久走を取り入れられた経過があります。 
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末吉会長 よろしいでしょうか。 

他には何かありませんか。 

委員 私はこの案に賛成したものです。まず、校区によって見守り隊とか、いろいろやり

方は違うと思います。基本的には各々のやり方で進めていくということで考えていま

す。バス停が各小学校だけになりますと、遠いところは迎えに来てくれるという期待

感があったかもしれません。しかし今まで通りにして、地域が子ども達に関わってい

こうと話しました。あまり手厚くやりますと、地域の中から子ども達がいなくなってしま

います。敢えて関わっていこうという考え方です。今まで通りでやっていくと、それは

高田小学校の強みにもなっていくと思います。バスが各小学校のバス停を往復す

るわけですが、運転手１名で運行されますので、時間になれば発車されます。そう

いった条件の中で、地域がどうやって関わっていくのか、その辺りは地域で十分に

フォローしていく必要があると思います。地域がどうしていくかということを、これから

考えていかなければいけないと思います。最も大切なことではなかろうかということ

で、私はこの案を承認いたしました。 

末吉会長 私も開校区の見守り隊をやっております。開の場合は、朝は見守り隊と一緒にみ

んなで登校します。帰りは、終業時間が学年によって違いますので、早く終わる１、

２年生だけ見守り隊が一緒に帰っています。３年生は上級生と一緒に帰るという形

で、開では見守り活動を行っています。どこの校区でも小学校まではみんな歩いて

来ていますので、今ご意見があったように、今まで通り小学校まで送り迎えをしてい

くという形だろうと思います。今までと変わらないということでしょう。 

傍聴者 一般の質問はいけませんか。 

末吉会長 協議会は一般の方（傍聴者）の質問はお受けしておりませんので、もしご要望が

あれば後程事務局の方へ申し出ていただくようお願いします。 

傍聴者 後から質問します。残っといてください。 

末吉会長 事務局の方へお願いします。それで、スクールバスについてですが、私はそのよ

うに感じました。私は、開の場合はこの案でいいのではないかと思います。もう１つ

は、バス停は選択できるとも書いてありますが、例えば、申請すれば、開校区の児

童達が江浦小学校からも乗れるという事ですか。 

事務局 そうです。 

末吉会長 分かりました。地域の皆さんも含め、子ども達を守っていくという事でご理解いた

だければと思います。それでは今後の協議にあたっては、いただいたご意見を踏ま

えて、進めていただければと思います。通学安全部会長から何かお伝えすることは

ありませんか。 

通学安全部会

長 

バス停を選択するという事ですので、３つの小学校をバス停とする今の案であれ

ば、自分の家から近い小学校を選んでいただくことができます。あるいは、開校区

に関して言えば、西鉄沿線よりも東側の児童については二川に直接行った方が近

いという話も出て、それは都合のいい方でいいのではないかと話もしました。それか

ら、地域の特殊性ということですが、それはどこでも特殊性はあります。確かに昭和

開の事も念頭に置いたりしますが、距離で何キロだからという意味での地域性にな
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ってくるとこれはなかなかまとまりにくくなります。１つの課題として提起を受けたとい

う事で、検討させていただくということでよろしいでしょうか。 

委員 はい。 

末吉会長 私も見守り活動の際に、通学路の事を話したりします。状況から言うと、線路より

も西側の児童達は僕たちは歩いて行きますと言っていました。下級生の児童はち

ょっと無理かなとは思いますが、小学校から西の方は別として、線路に近い家の児

童達は、そんなにバスに乗るような状況ではないようです。ただ、１台のバスではき

つかろうとか聞いております。乗れるだろうかという部分は心配しておりますが、そこ

までは増えないような気はしております。課題はありますが、みなさんでいい知恵を

出しあって協議を進めていきたいと思います。 

他に何かご質問等はありませんか。 

委員 バスは何人乗りですか。 

事務局 運転手も含めて２９人乗りで予定しております。 

末吉会長 座席数ですか。 

事務局 座席数になります。 

委員 遅れた場合は、どこに連絡すればいいのでしょうか。 

事務局 基本的には学校にお願いします。 

委員 開の場合、バスに乗るだろう子ども達が少ないと思います。そうなると１回でいい

のではないかと思います。 

末吉会長 その辺りは調査をしてみて、１台で間に合うということであればそういった対応に

なるでしょう。開なら開で１台ということでしょうか。 

事務局 二川小学校以外の３校区の児童数から算出しまして、今のところ４台のバスが

必要と判断しております。定数がありますので、場合によっては江浦小経由で岩田

小を回るとか、そういった工夫も必要になってきます。 

末吉会長 開は１台でいいという話をしていたけれど、今のお話だと、開小のバスが他の学

校に応援にいくという事もあるようです。これから協議して、いい知恵を出しあうしか

ないように思いますが、よろしいでしょうか。 

委員 この前幼稚園バスに取り残されたという事件がありました。乗る時はみんな一斉

に乗るからいいと思いますが、帰る時は全員降りたかどうかの確認はしていただき

たいと思います。また、乗り遅れた子がいる場合、気の利いた子であれば携帯とか

で連絡できるかもしれませんが、１、２年生でまだよくわからない子は大変だと思い

ます。そういったところにもぜひ配慮して進めていただきたいと思います。 

事務局 桜舞館や瀬高小では、バスを１便運行するたびに、運転手が忘れ物等がない

かも含めて、１度車内を確認するようにしております。毎回、終点で車内の確認を

行っておりますので、今後も徹底していきたいと思います。 

末吉会長 運転手さんの教育を徹底してやっていただかないと、慣れてしまって事故につな

がっていると思いますので、必ず小学校に着いたら全員降りたかどうか確認するよ

うな方法をとってもらうようにしなければいけなと思います。 
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委員 ３年生くらいになればそれなりの対応ができるようになると思いますが、１年生は

初めてだし、遅れたりした場合に、保護者が付いて来ていればいいですが、そうで

ない時に連絡ができなかったり、帰る時にも乗れなかった場合に、全然知らない二

川小学校で誰に言えばいいのか分からない、そういったケースも考えられますの

で、ぜひしっかりしていただければと思います。 

末吉会長 事務局の方もよく検討すると思います。それから通学安全部会の皆さん達ともよ

く話し合いをして、どうしたらそういう事件、事故が起きないようにできるかを煮詰め

て、絶対そういうことが起きないようやっていただきたいと思います。私もバスの運

転手をしていましたが、眠っている子もいたりしました。後ろの方も必ず確認するよう

にしていました。スクールバスの運行にあたっては、忘れ物も含めて、必ず車内を

確認していただくよう、事故が起きないよう教育、指導していただくようお願いしま

す。 

それでは他に質問等ありませんか。 

ないようですので次に進めさせていただきます。 

４ 協議事項 

議事 

○協議第１０号 校章の選定について 

末吉会長 「協議第１０号 校章の選定について」、事務局より説明をお願いします。 

事務局 【事務局より説明】 

末吉会長 ただ今の説明について、何かご質問等はございませんでしょうか。 

ないようでしたら、採決に移りたいと思います。 

協議第１０号 校章の選定について、賛成される方は拍手をお願いします。 

 【 拍 手 】 

末吉会長 ありがとうございました。「協議第１０号 校章の選定について」は承認されまし

た。 

それでは次へ進みます。 

○協議第１１号 校歌の選定について 

末吉会長  続きまして、「協議第１１号 校歌の選定について」説明をお願いします。  

事務局 【事務局説明】 

末吉会長 ただ今の説明について、何かご質問等はございませんでしょうか。 

委員 公募されるというのは非常にいいことだと思います。その中で、作詞、作曲をどな

たに依頼するのかという点で、実は二川小学校の校歌は柳川在住の詩人、菅原 

杜子雄さんという方が手がけてあります。校歌は一度決めたら変わらず何十年も

続いていくものですので、作詞、作曲にはどういった方を候補として考えられている

のでしょうか。せっかく統合するのですから、児童達が歌って楽しい、愛着が湧くメロ

ディーになるようにして欲しいと思います。今の時点でどういったふうに考えられて

いるのかお聞きしたいと思います。 

事務局 当初校歌の作詞作曲については、部会の中でもどなたか縁の方とかご存知の

方いらっしゃいませんかと募ったところですが、中々出てきませんでした。それで前

回の部会で、事務局の方からお二方ご紹介させていただいております。お一人は

高田在住の方で、プロではなく、音楽とは関係ないお仕事をされておりますが、普
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段から音楽をされており、私が図書館勤務の際に、絵本のマーチという絵本の曲

を作っていただいたり、図書館のイベントで音楽演奏していただいた経過がございま

す。また、南部小の閉校の際は、６年生の子ども達から言葉を募って、曲を作られ

て、それを閉校式の時に歌われたというようなこともありましたので、ご紹介させて

いただきました。もうお一人は、会長の方からお話があったのですが、瀬高出身の

ジャズシンガーのエリカさんです。みやま市の観光大使もされたことがあり、今はニ

ューヨークの方を拠点に活動されております。お尋ねしたところ、ジャズに限らず、

音楽全般は勉強されていると言いますか、携わっておられるということで、もし校歌

の作成をご依頼したらどうでしょうかという確認をさせていただいたところ、もしお話

をいただけるなら是非お受けしたいというお返事でしたので、今のところ事務局から

はこのお二方を紹介させていただきつつ、もし色々ご存じの方があれば、次回の部

会でご紹介したいので早めに事務局へお知らせくださいとお願いしているところです。 

委員 ありがとうございました。そういう面で一生懸命考えていただいていることに感謝し

ております。ただ、何十年と続いていく校歌ですので、子ども達が喜んで歌えるよう

な校歌を作曲していただく、作詞、編集していただけるような方に是非依頼してい

ただきたいと思います。 

末吉会長 事務局から話がありましたように、２名の方が候補に挙がっております。高田中

学校の方は古賀政男さんが作曲されておりますが、そういう方はいらっしゃらないと

いうことですので、とにかくいい校歌を作っていきたいと考えておりますので、よろしく

お願いします。 

それでは他に何かご質問等ありませんか。 

ないようでしたら、採決に移りたいと思います。 

協議第１１号 校歌の選定について、賛成される方は拍手をお願いします。 

委員 【 拍 手 】 

末吉会長 ありがとうございました。「協議第１１号 校歌の選定について」は承認されまし

た。 

それでは次へ進みます。 

５ その他 

末吉会長 それでは、「５ その他」でございます。教育委員会の方から、「統合小学校の建

設工事概要と学校給食の取り扱い」について報告があるようですのでお願いしま

す。 

教育総務課長 【統合小学校の建設工事概要について説明】 

学校教育課長 【統合校における学校給食について説明】 

末吉会長 ただ今の説明について、何かご質問等はございませんでしょうか。 

委員 最初の図面で、斜線が引いてあって舗装されている所だと思いますが、これは

現状の姿なのでしょうか。それとも、あそこは道よりも敷地面積が広くて草を刈るの

が大変だから、舗装する箇所を増やしたということでしょうか。そうした内容が図面

の中に入っているかどうか。調査の結果、地盤については確認したということです

が、崖地は岩盤が下にあるのでしょうか。西側の一番下の階段の辺りには段差が

ありまして、地盤沈下が見られます。その辺りはどう対処されるのか、詳しくお願いし

ます。もう１つ、敷地面積がかなり広いです。フェンスがあって、監視カメラもあって

管理されているようになってはいますが、これを見ますと、石積みのようになってい
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ます。その辺りの安全対策といいますか、管理の部分はどのように考えたらいいの

でしょうか。 

事務局 まず斜線の部分が舗装なのかというご質問ですが、舗装をする予定の個所でご

ざいます。現段階での計画図ですので、もう少し広げたりとか、逆に削ったりする部

分もあるかもしれませんが、斜線の部分については舗装をする計画にしておりま

す。杭についてのご質問ですが、緑で塗られている校舎の部分になりますが、建設

されたときには基礎杭が打たれております。いわゆる支持層と言われる地層まで杭

を打ってその上に建物を建てているという事ですので、建物自体が沈下するという

ことは考えづらいということで説明を受けております。階段部分については、基礎杭

がないところですので、沈下が発生したのではということで、改修の際には、階段の

ところも含めたところで実施していきたいと考えております。地滑りをしていないか、

地盤が動いていないかとか、斜面の部分については専門業者に依頼して、長期に

わたるとは言われましたが、雨の時期を見た方がいいということで、そこも含めたと

ころで、地盤の動きがないかというような調査を行いたいと考えております。今回の

補正予算で可決いただきましたので、調査を行ってまいりたいと思います。それか

ら出入りが自由なので防犯的にどうなのかということですが、フェンスは周りにグル

っと張られていますが、歪みが生じているような部分もありますので、合わせて、改

善できるところは改善していきたいと考えております。ただ、門扉とかそういったお話

になってきますと、位置なども再度検討が必要になってくるかと思いますが、今現

在は、防犯対策と安全対策をと合わせたところになるかもしれませんが、雑木の整

備、雑草が生えないような対策とかと合わせて、フェンスの再検討という部分で考

えております。そういったところで、防犯対策も絡めて対応していければと考えてい

る所です。 

末吉会長 よろしいでしょうか。 

他にはありませんでしょうか。 

委員 現在、体育館北側に芋畑がありますが、地図で見ると畑はなくなるということで

解釈していいのでしょうか。もしなくなるとすれば、体験学習ができるような代替施

設をどこかに作っていただけるのでしょうか。 

末吉会長 事務局の方からお願いします。 

事務局 計画の中では、そこは駐車場用地として広げることになっております。代わりの畑

をということですが、当初駐車場に予定しておりましたプールの部分を、まずは解体

できるかどうかを消防の方と協議する必要はありますが、もし防火水槽として必要

ないというような回答であれば、そこを畑にできればと考えております。そこがダメな

場合は、再度検討する必要が出てくると思いますが、今のところはそのように考え

ております。 

末吉会長 よろしいでしょうか。 

他にはありませんでしょうか。 

委員 水道の件でお尋ねします。コミュニティスクールの会長をしている関係で、一昨

年コロナ防止の観点で水道の数を増やしてくれという意見書を提出させていただき
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ました。既存の水道の真ん中に新たに水栓を増やしていただいたようですが、４校

統合して新しい校舎になるまでの辛抱ということで聞いております。この図面を見る

限り、水道の数は増えたようには思えませんがどうなっておりますか。１つの水道に

子ども何人で考えてあるのでしょうか。まだ水道を増やせる余地があるのでしょう

か。それから、先程の畑の話ですが、学校の外に場所を求めて行かざるを得ない

状況になっていく可能性があるわけですが、そうなった場合、統合して体験学習も

できなくなるようであれば、地域の特性も活かせなくなっていきます。その辺りはどう

考えられているのか、お聞きしたいと思います。 

事務局 水道については、図面だと見づらいですが、細長い点線で囲まれた部分になり

ます。構造的に廊下に手洗い場を設置するのは難しいということでしたので、教室

の中に設置するよう依頼しております。他には、児童用の昇降口、渡り廊下等にも

手洗いコーナーを設けておりますので、洗い場的には増設することになっていま

す。それから農園については、必要であることは十分承知しておりますので、なんら

かの方法で確保できるように考えたいと思います。プール跡地に確保できるのが一

番いいと思いますが、消防と協議が必要な部分になってきますので、今の段階で

即答できかねますが、そういう形でできればいいとは考えておりますので、ご理解い

ただきますようお願いします。 

委員 読み取りが不十分なようで申し訳ありません。今の答弁を聞いて少し安心いたし

ましたが、教室に作るという事なら、学校の方の意見も聞いてあげてください。孫が

二川小学校に通っておりまして、３４、５人学級で、後ろの方に行く時は、一度廊下

に出てから行かなければいけないというような話も聞きます。統合校では全学級３

５、６人、少なければ２７、８人と思いますが、学校運営協議会の方で意見書を出

した際にはベランダの方にも設置するような要望もだしていました。一番いいスペー

スではないかと思いますが、ぜひ学校側の意見も聞いていただきながら、進めてい

ただきたいと思います。 

末吉会長 よろしいでしょうか。 

他にはありませんでしょうか。 

委員 施設、設備の安全要望への対応策について、かなり詳しく説明していただいたの

ですが、これは今の出答弁なのでしょうか。あるいは文字化していただくのでしょう

か。内容的には、長期的にしか解決できないものもありますが、随分努力していた

だいているので、だいぶ安心いたしました。通学対策に関連してくるものもあります

し、最終的な答申ではありませんが、どのような取扱いをされるのか教えていただ

ければと思います。 

教育部長 最終答申をいただいていない中間答申での、今の段階での私どもの考え方とい

うことで受け止めていただきたいと思います。これでガチガチで終わるという事では

なく、また協議で変更する部分も出てくるかと思いますが、現段階で私どもで想定

して考えられる範囲がこのお答えであるとご理解いただきたいと思います。 

末吉会長  よろしいでしょうか。 

他にはございませんか。 
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委員   北側の歩道をぜひ作っていただきたいと思います。 

教育総務課長  開校に間に合うように作っていきたいと考えております。 

末吉会長  よろしいでしょうか。 

他にはございませんか。 

ないようですので次に進ませていただきます。 

６ 次回協議会の開催日程について 

末吉会長 それでは、次回の開催日程について事務局よりお願いします。 

事務局 次回は２月１７日（木）１９時から、この場所で開催いたします。 

末吉会長 次回は２月１７日（木）１９時から、この場所でお願いしたいと思います。なお、そ

れまでの間、各専門部会も計画されておりますので、よろしくお願いします。それで

は、以上をもちまして、第４回４校統合協議会の議事を終了いたします。ご協力あ

りがとうございました。 

１２ 閉会 

教育総務課長 会長、どうもありがとうございました。委員の皆様には長時間にわた審議いただき

ましてありがとうございました。 

 最後に、「閉会のことば」を、岩間副会長、お願いします。 

岩間副会長 【閉会のあいさつ】 

 


