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令和３年度 第１回 牧之原市総合教育会議 

 

日時 令和４年２月１日（火） 

９時 30 分 ～11 時 30 分 

会場 市役所相良庁舎 ４階大会議室 

 
●出席者 

杉本基久雄市長 

橋本勝教育長（牧之原市教育長、牧之原市菊川市学校組合教育長） 

【牧之原市教育委員会委員】 

澤田衛委員、吉住幸子委員、寺井ゆみ委員、池ケ谷祐太委員 

【牧之原市菊川市学校組合教育委員会委員】 

近江賢市委員、松浦啓二委員、山内麻千子委員、八木香代子委員 

【事務局（総務部総務課）】 

大石総務部長、源間総務課長、瀧口係長 

【教育委員会事務局】 

 内山教育文化部長、水野教育総務課長、杉田学校教育課長、八木社会教育課

長、大石スポーツ推進課長、田中学校教育課主席指導主事、石川教育総務課

総括主任、本目教育コーディネーター 

 
１ 開 会 

○源間総務課長 

本日は、お忙しい中、御出席いただきまして、ありがとうございます。本

日の進行を務めさせていただきます、総務課長の源間と申します。よろしく

お願いいたします。 

ただ今から、令和３年度第１回牧之原市総合教育会議を開催させていただ 

 きます。はじめに杉本市長より挨拶をお願いいたします。 

 
２ 市長挨拶 

○杉本市長 

皆さん、おはようございます。本日は令和３年度第 1 回牧之原市総合教育会

議ということで、大変お忙しい中ではございますが、お集まりいただきましてあ

りがとうございます。また、日頃から牧之原市の教育行政につきましては、格別

のご理解とご協力を賜っておりますことに、この席をお借りしまして感謝申し

上げます。 
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年明けからのコロナの第６波の関係ですが、牧之原市においては、年明けから

291 人、コロナの感染が始まってから、合計で 621 人ということで、この ６波

だけでも半分近い方が感染をしています。この状況からいきますと、おそらく６

波が半分以上を占めるだろうという状況です。ただ一方で、これまでのように重

症化のリスクは少ないということで、入院している方等は非常に少ないという

のが現状で、大半が家庭内で療養をされている状況であります。感染状況ですが、

10 歳未満の方、また、10 代の方の感染が半数を超えているという状況で、それ

に伴って家庭内でお父さん、お母さん世代に感染が広がってきていて、75%くら

いが、40 代、50 代となっております。高齢者の感染は、非常に少なく、ひと桁

台という状況であります。現在、文科省からは、各クラスで複数の感染者が出た

場合に、学級閉鎖等の措置を講ずるよう指導がされておりますが、牧之原市にお

いては、1 人感染者が出た状況ですと、潜伏期間３日と言われておりますので、

その感染した子どもが過去３日間学校に来ていなければ学級閉鎖はしません。

それ以外の状況ですと 1 人でも感染が出た場合には学級閉鎖をして 3 日ほど様

子を見て、健康状態が悪くならないかどうかというのを見計らって、ない場合に

は学校を再開すると、出た場合には延長するというようなことで文科省の基準

を少し厳しくさせていただいて、学級閉鎖あるいは学年閉鎖あるいは学校閉鎖

というようなことでやらせていただいているという状況です。現在、市内の学校

の中でいくつか学級閉鎖が出ているという状況であります。 

そういった状況でありますので、厳しい状況が続いておりますが、重症者がい

ないということは唯一の救いであると思っています。そういった中でワクチン

接種の関係ですが、牧之原市では昨年 11 月までに２回のワクチン接種を終えて

いるわけですが、65 歳以上の高齢者で言いますと、96. 03%の方は 2回の接種が

終わっていて、これは県下でナンバーワンです。それから、全年代で言いますと、

全体の 82. 04%、こちらも県下で市の中ではトップということで、非常に市民の

皆さんの予防に対する意識が高いということが伺えるという状況であります。 

３回の接種が今日から始まりますが、テレビや新聞報道では、モデルナ製のワ

クチン接種を敬遠するというような中で、予約率が上がらないとう報道がされ

ています。ところが牧之原市においては、今日から 10 日まで、平日については

180 人、土日については、午前中 360 人、午後 360 人ということで、今度の５日、

６日には 720 人ずつ、予約の枠を開けていますが、10 日まで全て埋まっていま

す。今後、随時開けていきますが、そういった中で予約率は、個別の方がファイ

ザーですが、こちらが今 65%ほど、それから、６ヶ月、７ヶ月過ぎた方に接種券

を送っておりますが、接種券を送った方の集団接種は、55. 7%ということで順調

にといいますか、他市町に比べると非常に高い予約率であります。副反応がとい

うことを言われておりますが、ワクチン接種量も半分ということもあって、これ
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までの状況においては、特にきつい副反応があるということは出ていないよう

でありますし、抗体の付き方から言うとファイザー、ファイザー、モデルナが一

番抗体のブースター効果が高いというようなことも言われておりますので、そ

ういった意味では順調に予約が埋まってきているという状況です。さらにここ

を促進させていただき、感染防止を図る一つの手段になってくるのではと思っ

ておりますので、感染拡大については神経を尖らせてやらせていただいており

ます。 

昨日、私から市民の皆さんに、ビデオメッセージあるいは文書でのメッセージ

を出させていただきました。さらには今日、ホームページ上で、これまでも出し

てきましたが、感染したらどうしましょう、濃厚接触者になったらどうするとか、

そういったことについて QA 集を出して、再度そこを周知させていただくとい

うことでやらせていただいております。無症状の方の感染も非常に多いですが、

今、誰しもが感染しているかもしれないということを念頭に置いて、不織布マス

クをきちっとつけて対応するということ、それから手指の消毒や換気を徹底す

れば、どこでも感染してしまうということではないと言われており、そういった

ところを徹底的にやるということが重要だと思っておりますので、よろしくお

願いいたします。 

それから、今日お茶が出ていますけど、先日、伊藤園さんとも話をさせていた

だきましたが、試験管の中では学術的に不活化すると実証されています。では、

人間が飲むときにどうするかというと、10 秒間口の中に含んで口をちょっとク

チュとやって、それからごっくんすると口の中のウイルスはみんな死ぬという

ことですから、一口で飲むのではなく、口の中に10秒間留めておいていただく、

これが一つには効果があるということを伊藤園さんが推奨していますので、牧

之原市も一緒になってやろうという話をさせていただいております。そういっ

たことでお茶の販売促進に繋がればと思っております。教育とはまた別の角度

から、感染状況等についてお話をさせていただきました。 

本日の会議でございますけれども、協議事項にありますとおり、現在取り組ん

でおります、牧之原市の学校再編計画案に関しまして、また学校区、小中一貫教

育、コミュニティ・スクール等についての３点につきまして、その対応等につい

てご説明をさせていただき、ご意見を伺いたいと考えております。特に学校再編

につきましては、今日の資料の中にもございますが、10 年ほど前から比較しま

すと、子どもの出生数が６割を切るというような状況で、400 人ほど生まれてい

た子どもが 220 人ほどというようなことで、急に減っております。そういった

意味も含めて、やはり少子化対策も含めてこの学校で学びたい、学ばせたい、外

の街から牧之原市に来て、あるいは牧之原市に住み続けたいというような思い

になるような、いわゆる外側だけではなく中身も含めた、再編にしたいと思って
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おります。そういった意味で、教育委員の皆さんから屈託のないご意見をたくさ

んいただいて、よりよいものにしていきたいと思っておりますので、よろしくお

願いいたします。また、本日の会議におきましては、協議事項について、この場

で何かを決定するものでもございませんので、限られた時間の中でございます

けれども率直なご意見をいただきたいと思いますので、よろしくお願いをいた

します。 

 

○源間総務課長 

 ありがとうございました。それでは早速でございますが、協議事項の方に移ら

せていただきたいと思います。会議につきましては市長が座長となることとな

っておりますので協議事項につきましては、市長に進行をお願いしたいと思い

ます。では、市長お願いいたします。 

 

３ 協議事項 

（１） 牧之原市学校再編計画（案）について 

・学校区について 

 〇杉本市長 

それでは協議事項に入らせていただきます。初めに牧之原市学校再編計画案

に関する、学校区についてであります。説明をお願いいたします。 

  

 〇水野教育総務課長 

  それでは、説明をさせていただきます。 

 【 学校区について、資料１―１ 牧之原市学校再編計画（案）、 

資料１―２ 牧之原市学校再編計画（案）概要版 を用いて説明 】 

  

〇杉本市長 

それでは、ただいま説明をいたしました内容につきまして、皆さんからご質問、

ご意見等を伺いたいと思います。挙手をいただきましてマイクのスイッチを押

して発言をお願いします。ご質問でも、分からない点、もう少し聞きたいという

部分で結構ですので、遠慮なく挙手をいただければと思います。 

 

 〇近江委員 

私は教育のあり方検討委員会、それから再編計画策定委員会のそのほとんど

を傍聴させていただいて、自分自身とても勉強になったと思います。京都、愛知

方面、それからつくば方面の視察にも参加させていただいて、先進校の生の姿や、

声を伺えたということは、とても刺激になりました。そういった中でこの学校区
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について、学校組合の立場ですけれども、全体的に感想を述べさせていただくと、

この２校の義務教育学校の設立ということは、通学面を考慮しても、無理のない

判断ではないかと感じました。それから、義務教育学校をつくるということに対

しても、つくるならその形がいいなと私自身は思っています。牧之原小中学校が

今回の対象から外れたということについては率直に、良かったなと思っていま

す。この地区に学校組合が設立された経緯であるとか、そのようなことを考えて

もそう思いますし、それから、この学校組合の存続の可否というのは、菊川市だ

けではなくて、地域住民への丁寧な説明と協議が必要だと思いますので、そうい

う意味でも、時間をいただいてありがたかったと思います。この台地の上という

のは、地盤も良いし、それから交通アクセスも良いし、発展のポテンシャルとい

うのはすごく高いと思います。だから、牧之原市の進めている、高台開発に合わ

せて、菊川市側との連携というか、そのようなことを検討していただけると、よ

り強みが増すし、ありがたいと思っています。この牧之原台地の茶園は現状を考

えるとすごく厳しいという印象を持っていて、10 年先どうなっているんだろう

かということについては、世代交代がうまく進んでこの台地の茶業が発展して

いけるかどうかという境目に立っていると思います。牧中生にいろんな話を聞

いてみると率直にそういった不安を感じていることがうかがわれます。だから、

子どもたちが夢を持って生活していけるような牧之原台地にするように頑張っ

ていかなければといつも考えています。そのようなことから、今後の牧小中につ

いて今、保育園と小学校と中学校が同じ敷地内にありますし、その良さを生かし

て義務教育学校のような形で牧之原市が目指しているものと、同じような形で

できるのではないかなと思いますので、そういうことを目標として先行実践を

していただけたらありがたいです。先行実践によって、相良地域、榛原地域にで

きる新しい義務教育学校の一つの道しるべになると思います。絵に描いたもの

と実際に進めていく上での食い違いは必ず出てくるし、実際やってみないと分

からないところはあると思いますので、ぜひそんな形で進めていただければあ

りがたいと思います。現在も小中一貫を進めておられますが、できれば小中を結

ぶ屋根のある連絡通路があると、そのそういった実践がより充実していくので

はないかと考えています。 

  

 〇杉本市長 

ありがとうございました。その他いかがでしょうか。 

 

〇澤田委員 

先ほど水野課長からご説明があった中で、一番私の中で引っかかったのが、果

たして２校でいいのか、現在の人口減少を考えると１校でも良いのではないか
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と。総合計画審議会などでも人口減少をどうしたらいいかということが今、牧之

原市が一番直面していることだと思います。それで、学校も老朽化しているから

一つにするということではなく、何とか学校を再編することによって人を呼ぶ、

一つの起爆剤にするというところが私としては大きいと思います。現実、視察に

行ったときに私が一番印象に残っているのは流山です。千葉の流山で人が増え

てしょうがないよみたいな感じですごく余裕がある。人口が増えているところ

も実際あって、でも、ほとんどの日本の地方都市というのは人口が減っている中

でこのコロナ禍があって、人々の意識が地方に向いているという現状もあるけ

れど、果たして牧之原市は人を増やすことができるのかという、今、我々は大き

な責任を負っているように思います。その中で、この学校再編があると思います

ので、もちろん榛原校区、相良校区、そして牧之原は現状という中でどんどん人

が減って、全部一つにしないとやっていけないよというようにならないように

していく、言うなれば、その中身を真剣に考えなければいけないんだなというこ

とを日々思っております。 

 

 〇杉本市長 

ありがとうございました。その他いかがでしょうか。 

 

 〇吉住委員 

何回か再編の会議に出て行ったら、やはり小規模校が良いとおっしゃる方が

結構いて、小規模校というのは確かに学習を丁寧に自分の子どもに教えてもら

えるのではないかとか、そういう良さはあると思いますが、そうすると家庭がそ

のまま学校になってしまうような気がして。学校は集団でなければできないこ

とを学ぶ場所だというふうに私は考えています。まず、友だちと喧嘩ができる、

それはとても大事なことだと思っていて、喧嘩をしたら、どういうふうにしたら

仲直りをするのかとか、それからいじめにあったらどのようにうまく逃げるの

かとか、こういうことは学校で実際自分がそういう思いをしてみなければ、体験

できないことだと思っているので今度の再編には賛成です。 

スピードですが、教育のあり方検討をやり始めたときには、こんなに丁寧にや

っていて大丈夫かなとすごく心配しました。でも、実際にここまで来たというの

は、それも良かったかなと思います。私自身は小学校、中学校は勝間田小という

とても小さな学校で過ごして、その当時２クラスありましたが、高校に入ったと

きにすごく劣等感がありました。もうまるで文化的なあれが違うっていう気が

して、そういうことを考えると、やはりある程度の規模、大きすぎるとまずいで

すけれども、適正な規模でぜひいってもらいたいと思うので、私はこの２つの学

校区に賛成です。 
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 〇杉本市長 

ありがとうございました。時間の方もありますけども、あと 1 人くらいいか

がでしょうか。 

 

〇八木委員 

先ほどの近江委員の意見を聞いて思いましたが、牧之原の組合の牧之原小学

校、中学校に関してなんですが、住民の方の意見として牧之原小学校、中学校は

残してほしいという意見が多いのは、私も何回かその説明会等に参加して思い

ました。ただ、牧之原小学校、中学校に関しては、残すというふうになった段階

で、今後どれぐらい人口が増えるか分からないですし、もし最悪人口がどんどん

減ってしまって、牧之原市の学校組合の小中学校だけで存続するというのは無

理というふうになった場合も念頭に入れて検討する必要もあると思うので、牧

之原市民の特に学校組合の地域の方々には、最悪そのように牧之原小中学校だ

けで存続できないということもありうるという可能性としては、知らせる必要

があるのではないかと思います。私自身は牧之原小学校、中学校を卒業していま

す。小規模な学校で育った中で良かったなって思う点は、保育園のときから知っ

ている友達と 9 年間以上過ごしてきて、とても濃い人間関係が保てたなと思い

ます。あと、良くなかった点に関しては、中学校のときの部活動が女子が入れる

部活動が３つしか選択肢がなくて、その中で選ばないといけないということで、

自分が入りたい部活がなかったということで残念な思いをしたので、そのよう

に考えると小規模校と大規模校でいろいろなメリットやデメリットがあると思

いますが、そういうことも含めて非常に難しい問題だとは思いますが、牧之原の

組合の小学校、中学校をどうしていくかということを考えていけるといいなと

思います。 

 

〇杉本市長 

ありがとうございました。それでは最後に時間があるかと思いますので、その

時に伺いたいと思います。それでは、２点目の小中一貫教育についてであります。

説明をお願いいたします。 

 

 〇杉田学校教育課長 

  それでは、説明をさせていただきます。 

 【 小中一貫教育について、資料２―１ 義務教育学校について、 

資料２―２ 既存の小学校・中学校と義務教育学校の違い、 

牧之原市望ましい教育環境に関する方針を受けて を用いて説明 】 
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 〇杉本市長 

それでは小中一貫教育について、この説明に対しまして、ご質問、ご意見等を

お伺いしたいと思います。それでは挙手をいただきまして、手前にあるスイッチ

を押してご発言をお願いいたします。 

 

〇寺井委員 

義務教育学校をずっと私もあり方のときから検討してきたので義務教育学校

9年間の学びをするというのは賛成ですが、一つちょっと私の中で心配というか、

思っていることは、卒業式に行かせてもらったりして６年生の立派な姿を見て

いますが、９年間ということになりますと、そういう６年生のリーダーシップの

形成というのか、そのようなところの機会が失われるというか、節目ですかね、

そういうものをちょっと大事にして欲しいなという思いがあり、それを大事に

扱ってほしいなと思います。 

 

〇杉本市長 

今の質問といいますか、ご意見について答弁があればお願いします。 

 

〇橋本教育長 

９年間の中で、今委員の方から言われたような、１年生に入って９年生の終わ

りではなくて、その中をどうメリハリをつけていくかということは、学校経営を

していく上で大事なことになると思います。卒業式というのは、９年目にしかあ

りませんが、小学校の課程、中学校の課程というのは学習指導要領にありますの

で、そこの節目のところで学校独自で考えた、次の段階へ移るセレモニーという

のか式と言うのか、そういったことを義務教育学校では行っています。それは学

校長が考えることだと思います。 

 

 〇池ケ谷委員 

義務教育学校の９年間の学びについてですが、学校が大きくなるというか、今

までと違うことをやっていく上で、デメリットがいろいろ出てくるのかなとか、

考えなければいけないことがたくさん出てくるのかなと思っています。その中

でそれに対応できる人というか、職員の方やいろいろな方が多くなってくると

思うので、そういう意味でそれに関わる大人がきめ細かい対応をできたらいい

なと思っています。 

もう一点は、小中一貫というか、９年間継続した学びをこれからいろいろな形

でやっていくと思いますが、自分の思いとしては、９年間だけで完結させるので

はなく、生まれたときから小学校入学で、義務教育学校卒業してから、高校とか、
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そこの繋ぎ目の部分ですとか、牧之原市で育った人たちがどんな形で牧之原市

で生きていくか等、そのようなこと含めてキャリア教育と考えて、９年間だけで

はなく、その前後もいろいろな場面で繋げて考えられると牧之原市として教育

卒業と言うのか、若いうちだけが教育というわけではなくて、大人になっても学

び続けられるような義務教育学校を中心にというか、形で考えていくきっかけ

になればいいなと思っています。 

 

〇山内委員 

義務教育学校が９年間で教育していくのはとても良いと思いました。教育長

の説明にもありましたが、９年間ダラダラいくのではなくて、どこかでメリハリ

があれば安心して預けられると思います。今朝、公立学校の教員は約 2,000 人

全国で不足しているというニュースを見ました。義務教育学校の場合は小学校

と中学校と両方の免許がないといけないと思うので、例えば両方の免許を持っ

た人が、これからもずっと確保していけるのかどうか、ちょっと心配しました。 

 

〇杉本市長 

はい、では教育長。 

 

〇橋本教育長 

やはり指導する上には教員の免許が必要になりますので、義務教育学校とし

たときの心配、山内委員が言われた通り免許に縛られますので、同じ学校の中で

指導できる範囲が先生の所有免許によって限られるという現実はあると思いま

す。したがって教員も両方持っている先生と、小学校だけ、あるいは中学校だけ

という先生もいますので、人事異動ですとか、教員の確保という意味ではそこは

苦労しますが、全体を見通しながら人事異動等をしていくということになりま

す。 

 

 〇杉本市長 

はいどうぞ。 

 

 〇近江委員 

関連して、義務教育学校の教員定数についてですが、それについてはどのよう

に決められるのか。義務教育学校用の定数があるのか、それとも今まで通りの一

般の学校の教員定数と同じ割り当てなのか、それから特別支援学級の定数につ

いては、1年から 6年と 7年から 9年のいわゆる小学校と中学校の定数の決め方

で割り振られるのか。その辺を教えていただけたらありがたいです。 
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それから、併せて牧之原小中学校が昨年度と今年度 2 年実践をされて、まだ

まとまっていないのかもしれませんが、その成果と課題というか、様子というか、

そのことが分かったら教えていただきたいということが 2点目です。 

それから 3 点目で資料２－１の既存の小・中学校と義務教育学校の違いとい

う表の右側の義務教育学校の部活動等というところで、小学校高学年のうちか

ら部活体験ができるとか、部活動の充実というふうに挙げられていますが、これ

は、例えば、今の小学校だったら小学校の社会体育に子どもたちが参加していて、

地域で面倒を見ていただいているというのが実態だと思いますが、それをまた

学校に戻そうという動きなのか、そこら辺が少し理解できません。今、社会体育

でやっているものをまた学校教育の中に引っ張り込んで、地域から取り上げて

しまうという方向はどうかなと思いました。それから、今の中学校もなかなか部

活動の運営が難しくて、先生方の多忙化の一因にもなっているという現状があ

って、日本国内で進んでいるのは部活動を地域との連携の中で見直していくと

いう、そういう流れはあると思います。私はそれに賛成しますが、そういう中で

部活動の充実というふうにうたわれているので、そこはどのようなお考えなの

か伺ってみたいなと思いました。 

 

〇杉本市長 

はい、教育長。 

 

〇橋本教育長 

最初に教職員の定数の関係で義務教育の標準法という法に基づいて教職員は

配置されるわけです。先ほど課長から９年間と説明がありましたが、どう区切る

かという区切りはありますが、前期課程、後期課程、つまり小学校、中学校とい

う区分けはありますので、その小学校の前期課程においての算定をして配置さ

れますし、後期課程、中学校の部分についての算定があると思います。ただ校長

については義務教育学校にした場合には 1人ですので、そこについては校長が 1

人、その他、副校長を置いている学校もありますし、教頭を置いている学校もあ

りますが、それに従って教員、学級数に応じて配置され、さらに生徒指導である

とか、指導法工夫改善ですとか、そういった加配教員が加わるということになっ

ています。実際できてみないと学校の規模ですとか、学級数がどれぐらいになる

かによって変わってきますので、そこは既存の学校と、そんなに差はないという

のか、義務教育学校になったから減ってしまうだとか、あるいはものすごく数が

増えるということはないと思います。 
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〇杉本市長 

その他いかがでしょうか？ 

 

〇杉田学校教育課長 

牧之原小中学校の研究指定の成果でございます。昨年と本年度の２年間の指

定を受けて、本来であれば本年度の夏休みに、い～らで市内の全教職員で研修会

を行い、その中において小中学校の研究の成果等を発表する予定でしたが、コロ

ナでその研修会が実施できませんでした。 

来年度は夏の研修会の中で小中一貫に向けた実践の発表をすることになって

います。牧之原小中学校ですが、敷地内において小中学校が隣接しているため、

学校の子どもたちが中学校に出向いて、中学校の音楽室で授業をやったり特別

支援学級の児童と生徒がともに畑で野菜作りをするなどの子ども間同士の交流

や、小学校の先生が中学生に道徳の授業を教えたり、体育の授業で水泳等につい

て中学校の体育の教員が平泳ぎの指導をしたりするだけでなく、教員間の中で

も互いを理解するように授業のない時間帯等において、自由にそれぞれの学校

に行って授業を参観し合う、そのような実践を現在行っています。もちろん課題

等もたくさんあるかと思いますが、それらについてはまた報告をさせていただ

きます。 

それから部活動の件につきましては、資料２－１に書いたものにつきまして

は、中学校に行き、何の部活動に所属しようかというような段階で、４月、５月、

ゴールデンウィーク明けぐらいまで体験入部ということをしたり、部活動見学

をしたり、仮入部というような形をとったりします。そういうもの等を週 1 回

とか、クラブ活動みたいな形でいろいろ部活動等を体験するというような形が

義務教育学校になればできると考えています。 

近江委員のおっしゃる通り部活動については、社会体育から学校に戻すとい

うことではありません。部活動の問題につきましては、土曜日曜の地域部活動化

であるとか、学校部活動から離して、地域部活というように全てを地域クラブと

いうような形にすることや、様々なことを検討していく必要性があるため、市の

教育委員会でも１月にプロジェクト部会「部活動のあり方検討会」というものを

立ち上げて、来年度に向けて検討しているところです。新しい学校ができたとき

に、部活動の形がどのようになっているかというのは、これからどんどん変わっ

ていくものでありますから、現在、どうなるということはなかなか言えませんが、

現存の部活動で言うと、こういうことが可能になるのではないかなということ

で書かせていただきました。 
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〇杉本市長 

その他いかがでしょうか。それでは、ここで 1時間ちょっと経ちましたので、

換気も含めて５分ほど休憩を入れたいと思います。 

 

 

〇杉本市長 

それでは終わりの時間もありますので、再開をさせていただきたいと思いま

す。それでは次に、３点目のコミュニティ・スクールについてであります。説明

をお願いいたします。 

 

〇田中学校教育課主席指導主事 

  それでは、説明をさせていただきます。 

 【 コミュニティ・スクールについて、資料３ を用いて説明 】 

 

 〇杉本市長 

それではただいま説明をいたしました内容につきまして、皆さんからご質問、

ご意見等をお伺いしたいと思います。挙手をいただきましてマイクのスイッチ

を押してからご発言をお願いいたします。 

 

〇澤田委員 

いただいた資料の、未来の子どもたちのための新しい学校づくり計画（案）の

20 ページに、小中一貫教育の推進、③学校独自のカリキュラムづくり、牧之原

市ならではの自然を生かしたリアルな体験を大切にするとともに、遠隔地とオ

ンラインつながり、幅広い学びができるカリキュラムを学校ごとに作成します、

これは非常に印象に残った一文でした。ご説明いただいて、旧小学校区のいろい

ろな皆さんが今までも今も、例えば農作業とかいろいろな自然体験に協力をい

ただいて行っている歴史がこの地域にあります。私自身と私の子どもも相良小

学校でした。どうしても大きな学校だと、なかなかそういう経験がなくて、よく

地頭方小学校さん、萩間小学校さん、菅山小学校さん、あと牧之原小学校さんで

は、お茶摘み体験とかいろいろな体験をされていることを聞いたりして、羨まし

いなと思っていましたが、それがこの義務教育学校で実現されて、学年によって

いろいろな体験ができたりして、例えば、それだけにとどまらずに、その収穫し

たものを ICT で海外の子どもたちとこんな収穫したよで、we have a good 

harvest みたいな感じのやりとりをしたり、そしてそれで興味を持った海外、例

えば、東南アジアの国だったらその歴史を知ってみようとか、いろいろ幅を持た

せて自分たちは都会の学校では体験できないリアルな大自然との触れ合いを経
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験しながら、今この時代だからこそできる、教育の広がりを体験できるというよ

うな空間が、この学校の中で実現できたらいいなというようなイメージを持っ

ていたので、ご説明をいただいて、そのような部分は、今回の再編においては、

特に力を入れて取り組みたいソフト面だと私は思っています。 

 

 〇杉本市長 

ありがとうございました。その他いかがでしょうか？ 

 

〇近江委員 

コミュニティ・スクールの実践をされているか学校がいくつかあると思うし、

もう 2 年目を終わろうとしている学校もあると思うので、そういったところで

どのような実践が行われているのか、具体的な姿を少し聞かせていただけると

ありがたいと思います。 

 

 〇杉本市長 

はい。ありがとうございます。 

 

 〇田中学校教育課主席指導主事 

現状小中 12 校、牧小中は１校となっておりますが、全小中学校においてコミ

ュニティ・スクールが設置されました。中でも、昨年 11 月に全国のコミュニテ

ィ・スクールの実践発表があり、その場で萩間小学校が発表するほど、コミュニ

ティ・スクールが活発に実施されているのが、本市の自慢の一つであります。   

例でいいますと、萩間小学校さんは学校運営協議会を参観していても、市長も

参観されたことがあると思いますが、参観している方が楽しくなるような、ワク

ワクするような感じで進められております。子どもたちのためでもありますし、

自分たちも学校のために地域のために何ができるのかと前向きな意見が出され

ています。 

その中に出てきましたのが、例えば学校の植木の剪定を業者に頼むと高額に

なりますので、植木の剪定の講習会という名目で地域の人を集めて皆で植木を

選定するということをやる、それを子どもたちが見ていて、「おじさんありがと

うね」って声をかける、そのような雰囲気があったり、昨年は子どもたちの書き

初め大会に地域の方が来て一緒に行ったりと、学校の敷居が低くなっていくこ

とを目指して取り組んできました。 

そのことによって自分のお宅には孫がいないけど、「どこどこさんのお子さん

とこんなことがあったよ。」とそんな会話も耳にしたとの報告もありましたので、

萩間小の実践に限らず、各学校で様々な活動がなされていることと思います。 
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〇杉本市長 

よろしいですか。はいどうぞ。 

  

 〇寺井委員 

実際私も相良小学校のコミュニティ・スクールに参加して、家庭科の支援をや

っています。先日も６年生の家庭科の支援の依頼を受けまして、家庭科支援の 

LINE のグループを作って当番表を作ったりしましたが、一番良かったのが６年

生が卒業記念に給食の配膳台のカバーを作りたいということで家庭科の授業の

支援でありますが、前もって先生とどういう手順で行うかという打ち合わせが

できました。それによってみんなにどういうことをやればいいかという共通の

教え方の手順が前もってできたということがすごく良かったのと、先生も配膳

台のカバーをどう作っていいか分からなかったので、裁縫に詳しい人が回転図

というか、あらかじめ小さいサイズのものを作ってくださったので、こういう手

順でこうやればいいよ、とアドバイスができて綺麗に配膳台が出来上がりまし

た。コミュニティ・スクールがあったからこのようなことができて、支援した皆

さんも子どもたちと関われてとても良かったという感想があって、とてもいい

取り組みができたなと思いました。 

 

〇杉本市長 

ありがとうございました。他はいかがでしょうか。 

 

〇池ケ谷委員 

コミュニティ・スクールについてですが今、各小学校、中学校でコミュニティ・

スクールをやられていると思いますが、再編後に一つ心配だなと思ったのは、今、

各学校で学校運営協議会に入られている方は、そこの地域で身近にその小学校

を感じられている方々がいて、自分のところの学校をこうしようという形で、良

い学校運営協議会の会議がされているのではないかと思っています。新しい学

校になったときに、その学校運営協議会が作られると思いますが、そこの熱量が

どれだけそこの学校に対して作れるか、ここから再編まであと何年間かあると

思いますが、その中でその学校区としたときに自分の学校だという熱量がどれ

だけ作れるかということが、コミュニティ・スクールが再編後もうまくいく要因

ではないのかと個人的には思っています。先ほど敷居を低くするという話があ

りましたが、やっぱり敷居が低くなって、誰でも発言しやすくなったり、誰でも

参加できる学校に参加できるということになってくると、すごい愛着もわくし、

思い入れが強くなってくるのかなと思っているので、何かそういう仕掛けがこ

れから何年間かで作っていけるといいなと思っています。再編後のイメージに
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ついてこう書かれていて、いろいろな方法でいろいろなところでされていると

思うので、自分自身も何か勉強したいと思いましたし、どんな方法があるのかな

とすごい興味がわきました。あともう一点、コミュニティ・スクールになったこ

とで地域の人や保護者が、小学校や中学校に入っていきやすくなると思います

が、その中で一緒に教員の方と学べる場面が出てくるとそれも愛着とか、自分も

協力しようというところに繋がるのかなと思っています。 

 

〇杉本市長 

ありがとうございました。今の意見に対して何かありますか。 

 

 〇本目教育コーディネーター 

 【 牧之原市版コミュニティ・スクール 

 ～地域とともにある学校づくり～ を用いて説明 】 

 

〇杉本市長 

その他はいかがでしょうか。 

 

〇近江委員 

今ディレクターさんに頼まれて、昨年の６月くらいから放課後学習支援教室

にずっと関わっています。つい先週の話ですけれども、私学入試が近づいてきた

ので、３年生と世間話をしたときに、面接で何を答えるかという会話になって、

私は起郷家プログラムというものにすごい興味を持っていてということを言お

うとしたけれど、練習のときに、どういうことかというのをうまく言えなかった

とか、そんな話になりました。そういうふうに子どもたちは受けとめているんだ

なと思いました。その子の関心と、そのプログラムがちょうどヒットしたという

か、そういうことで、自分はどういうふうにやっていきたいとか、そういったこ

とをたぶん述べるのではないかと思うんですけれども、やっていることが生き

ているなと感じました。だから、コミュニティ・スクールは、地道に進めていけ

ば、すごく成果が上がる、大事なものになっていくのではないかと感じています。

前よりも学校に入りやすくなっていて、例えば、植木職人さんから剪定の方法を

教わる会みたいなもので選定作業に関わり、地元の人とか、そういう人が増えて

いると思います。それから、牧中ではずっと前から、子どもたちがお茶を摘んで

それを製茶してもらって、それを袋詰めしてサービスエリアで販売するとか、そ

ういうところの体験をやらせてもらっているし、そういうものにもこのコミュ

ニティ・スクールの制度というのはすごく役立っていると思うのでとても期待

をしています。 
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〇杉本市長 

ありがとうございました。それでは時間の方もございますので、３点目の教育

につきましては、以上とさせていただきまして、最後に意見交換の時間を設けて

ございます。本日、教育委員会と市が意見交換するせっかくの機会でありますの

で、本日の協議事項でも構いませんし、その他の件についても含めまして、ご意

見等がございましたら、挙手をいただいてご意見を述べていただきたいと思い

ます。よろしくお願いいたします。今日の３点の協議事項の中で、もう少し至れ

ないというところ、あるいは協議事項以外において教育行政全般に渡ってご意

見等をいただければというふうに思いますが、いかがでしょうか。 

それでは最初に教育長の方から、今日皆さんからいただいたご意見を踏まえ

て、今後の取り組みといいますか、計画の進め方等について総括してお話をさせ

ていただきます。 

 

〇橋本教育長 

私の後でまたこれはというものがありましたら、委員の皆さんから出してい

ただきます。私もこの職に就いて間もなく４年が経ちますが、委員の皆さんと一

緒にこの学校再編、どんな教育のあり方、牧之原市にとってどういう教育環境が

いいのか研修に行ったり、先進地の視察に行ったり、あるいは地域へ出て意見交

換を行ったり、時間をかけてじっくりと進めてきました。そういった中で、やは

り市民一人一人の考えと言いますか、意見、思いというのは様々だなということ

を、実感したわけです。それぞれ誰も等しく義務教育を受けているわけですので、

自分の経験値からお話がスタートするのかなと思います。小学校、中学校、ある

いはその上の学校で、いい思い出をたくさん残した人もいるし、時には嫌だった

なということもあったりしますが、それで大人になっていく。また、保護者の立

場の意見もあったし、あるいは元教職員の方などは、実際現場で働いているとい

う感覚でお話もありました。そういう中で、賛成です、反対です、はっきりおっ

しゃる方もいたわけです。それはやはり、そういったことに基づきながら、学校

再編そのものについて一人一人が考えてくださっているということだと思って

います。もちろん再編するということは今の形を変えるわけですから、やはりど

ちらかというと希望もありますけど、不安もあるということを理解しながらど

うやって進めていくかということで、丁寧に進めなくてはいけないというのは、

私も皆さんも全く同じだったと思っています。賛成、反対のその先にあるものと

言ったら、子どもたちにどういう教育を提供するというのか、施していったらい

いのかというのが、やはりそこでの議論でないといけないかなと思いました。牧

之原小中学区についての課題もたくさん抱えているし、将来的な展望を見据え、
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今回の再編には入れないで、市立学校については２校でいくという案とし、しか

もつくるなら、義務教育学校という形で進めていくのが良いのではということ

で示してあります。今年度の文科省の基本調査で、義務教育学校は、全国で公立

私立全部含めて 150 校くらいあります。今後ますます増えていくのではないか

なと思います。ハードの面ではやはり今の時代に合った施設、今良くても 10 年

後 20 年後はだいぶ変わっていくと思います。私が過ごした小中学校の時代は、

教室にテレビが入ったぐらいでしたけど、今 1人 1台パソコンで Wi-Fi 環境も

整い、どこでも繋がるようになりました。さらに 10 年 20 年先はどうなのか想

像もつきませんが、最新の設備を揃えることは、予算を投じることでできます。

だけどいろいろ意見をいただく中で、それよりも大事なのはやはり中身だよと。

それを指導する先生方の力量もそうだし、ここにもっと力を入れていかなけれ

ばいけないということも、たくさん聞いています。中身こそ大事である。できて

から始めるのではなく、つくるという計画が見えてきたら、それまでにやってお

くことを今しっかりやっていきましょう、ということで先ほど来、小中一貫教育

の中身ですとか、あるいはコミュニティ・スクール、これはなぜかというと、学

校がなくなってしまうと地域が崩壊するという声も聞こえてくるわけです。い

や、そうじゃないよ。子どもは地域には残りますからね。少なくなっても地域で

大事に育てていきますが、広くなった地域と、新しくできる学校をつないでいく

には、どうしたらいいのかというのは、そういったコミュニティ・スクールの仕

組みを整備し、学区が大きくなったとしても、きちっとやれるような体制を今の

うちからつくっていきましょうということで、1年 1年かけてやっていきたいな

と思っています。コミュニティ・スクールも全国の学校で 3 割ぐらいがコミュ

ニティ・スクールをつくっています。ただ、先ほど来、出ているようにコミュニ

ティ・スクールもそこへ参加する人たちがワクワクしながら楽しみながらやっ

ているというところと、制度はつくったけどなかなか活動してないというとこ

ろも聞こえてきます。そういう意味では牧之原市は上り調子でいいな、楽しんで

いるなと思います。 SDGs ではありませんが、持続可能でないと息切れをして

しまい、学校ができたときには駄目になっちゃったという話にならないような

形でうまくやっていきたいなと思っています。委員の皆さんと共にいろいろ考

えながら、今ここまでたどり着きました。再編計画のところも、現在、パブリッ

クコメントをいただいていますが、これまで行ってきたパブリックコメントで

はなかなか意見が集まりませんが、今 26 件で、26 件が少ないと感じる方もいら

っしゃいますが、相当市民の方の関心も高いのかなと思います。今後も委員の皆

さんとともに、もっと広く言えば市民の皆さんと共に、学校再編、新しい学校づ

くりについて、頑張っていきたいなと思います。 
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 〇杉本市長 

ありがとうございました。今の教育長の総括を含めて、今日の会議の協議事項

含めて、あるいはそれ以外でも結構でございます。何かあったらお願いをしたい

と思います。いかがでしょうか。 

 

〇寺井委員 

先ほど教育長からも教職員の先生の教育の中身ですね、私もすごくそれは持

っていて、13 ページの方にも、教員が働きやすく充実した指導ができる組織体

制というのがうたってありますけれども、やはり先生が元気でないと学校も元

気がでないと思うので、そういうところは大事にしてほしいとすごく思います。 

それと、私はコンビニをやっていまして、アルバイトがたくさん来て、いろん

な子どもと接しますが、学力が高いと言われている学校を出ているからといっ

て、仕事ができるかというとそうではないことに巡り合います。いわゆる不登校、

中学校のときは不登校で、通信の学校に行っているような子の方が家のお手伝

いをたくさんしているのか分かりませんが、良く気がついて働きます。大きい声

が出せないとか、そういう子もいます。何がそんなに違うのかなって私も考えま

すが、家のお手伝いではないかなと私は思っています。計画の中に、家庭という

ことはあまり出てきませんが、私はやはり子どもは家庭で育って、学校で集団生

活を送るということだと思います。なので、家庭力というのが大事じゃないかな

と思っていますので、その家庭とのコミュニケーションというのも学校は大事

だと思うので、そういうところも大事にしてほしいと思っています。 

 

〇杉本市長 

ありがとうございました。 

 

〇吉住委員 

最初に学校運営協議会ができたときには、それを見ると学校の経営に対して

承認するという運営協議会などで、これはすごいというか、校長先生はその学校

運営協議会の委員の顔色を見ちゃうのかなとそれまで思っていましたが、牧之

原市のコミュニティ・スクールはそういうふうに全然なってなくて、皆さん本当

に好きなようにやっていて安心しました。ちょっと異論があるかもしれません

が、私はこのコミュニティ・スクールって教員があんまり手を出さないというと

ころにすごく価値を見ています。教員が入った方が良いに決まっているし、前段

として教員との十分な話し合いは必要ですが、このコミュニティ・スクールは郷

土愛というか、とにかくここに住んで良かったっていうのを子どもたちに実感

してもらうのが目的だと思います。それをちょっと大人の世界でも考えてみる
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と、例えば観光資源、観光振興なんかにおいても、やはりこの町を良いって思っ

ていないと全然発信できないです。つまらない例ですが、タクシーの運転手さん

なんかは、タクシーに乗ると、その街のことを知らない客に、なんにもない街で

すよとか、そういうこと平気で言う運転手がいます。子どもにいろいろ言う前に、

そういう大人をなんとかしてって、そんなことお願いする以外ありませんが、子

どもがそう思っているのに私たち大人をもうちょっとなんとかしたいなって思

います。 

 

 〇杉本市長 

 ありがとうございました。いかがですか。 

 

 〇近江委員 

教育のあり方検討委員会のときによく話題に出たことで、学校をつくるとき

に、市の施設と融合するというか、例えば、義務教育学校の図書館を市民にも開

放したりできるような、そういう形にするとか、プールは、どこか他のプールを

利用するとかという学校もあったと思いますが、そういう形で市の商業施設を

近くにつくるとか、いろいろなアイディアがそのとき出たと思います。学校だけ

が学校になるのではなくて、学校が市の施設とうまくコラボしていった方が良

いのではないか、という意見が結構あったと思います。そういうのはまだ今のと

ころ見えてきませんが、どのような見通しを持っておられるのかなということ

をお伺いしたいと思います。 

 

〇杉本市長 

内山部長。 

 

 〇内山部長 

せっかくつくる学校であるし、地域に根ざした学校であるとか、まちづくりの

一環ということも考えると、そういった市の施設とのコラボは、さらに効果が高

まるのかなと思っています。ここについては、これから学校ごとにつくる基本構

想、この中で議論がされていくということで、どういった施設が可能なのかであ

るかとか、あるいはこういった活用が可能なのかというのは、基本構想の中で議

論されていきますので今回、再編計画ができれば、今度は次の段階に入っていき

議論をしていきます。そういった中で様々な方のご意見をいただきたいと考え

ております。 
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〇杉本市長 

その後いかがでしょう。どうですか松浦さん。 

 

〇松浦委員 

勉強不足なものですから、皆さんみたいな発言はなかなかしにくいですけど

も、菊川地区の学組の教育委員ということで、これは少子化の問題もあると思い

ます。地区にも 1 人者がたくさんおりまして、そういう人たちが結婚して子ど

もを１人か２人でも育てるようになれば、子どもの数が増えると思います。我々

の地区は人数も少なくて、離れ小島みたいな所でして。ただ産業との絡みもあり

まして、今、お茶の景気が悪い等の理由で、今まですごい勢いで頑張ってきた世

代のみなさんがだいぶ歳をとられまして、その下の世代は後を継がなくなって

います。お茶をやらなくなったので、土地はたくさんあります。もしかしたら学

校再編最終段階までには、多少なりとも家が建ってくる可能性もあるのではと

期待をしています。結構人気があるようなことも聞きますが、政策的な問題もあ

りまして、現在は家が建てられないという状況です。白地化に移行させるになか

なか難しいと。国の資金等を借りていて、昨年度全部返済をし終わったというこ

とですが、それから７年か８年ぐらいかかるようでした。家を建てたくて、白地

にしたいというときには、そのくらいの年数が必要だということで、なかなか難

しいようです。たくさん家が建てばもう少しにぎやかになるのかなと思ってい

ますが、ちょっとタイミング的に難しいというか、そういう状況ですので、意見

も言いづらいと言いますか。そうかといって地区のことですので、どうなのか考

えましたが、やはり学校だけの問題ではなくて、地域住民がいろいろ考えないと

いけないと思います。子どもたちの元気な姿を見ていると何とかしてやりたい

なと思います。私は爺ちゃん世代で、息子に聞いても、どうなるのかねという返

事で、あまり深く考えてないというか。それぞれの世代の方が、もう少し良く考

えられるように持っていかないと無理かなと思います。小さい子どものうちか

ら、個々を大事にするのはとても良いのだろうけど、やはり結婚して子どもを産

まないと社会が成立しないということも、小さいときからちょっと植えつける

ぐらいのことが少しは必要ではないかと、そんな強く言う必要はないだろうけ

ど。コミュニティ・スクールは、爺ちゃん婆ちゃんの世代の方とか、おばさんぐ

らいの世代の方が頑張っていただいて、子どもと接触して、そういう中で少しの

会話とか、そういうものが結構重要な感じがします。今、核家族が多いものです

から、世代間をいっぱい持った子どもの方が豊かになりやすいのかなとか思っ

ています。牧之原市の教育委員さんには、何年もお世話になっていますが、ずい

ぶん勉強されて、いいことを、もっといいことを、というふうにやっていらっし

ゃいます。それが必ずしも綺麗に上手くいかないかもしれないですが、めげずに
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また次の作戦を考えて、子どもたちにアピールしていくということがやはり教

育だと思います。また、そういうふうにだんだんなっているから、学校再編の中

でも、義務教育学校、その方が良いのではとやっているわけですよね。皆さんの

仕事っていうのはとても大事な仕事だと思うし、それを地域に住んでいる大人

が理解をできるように、分かりやすいようにやっていけたら興味を持ってもら

えると思います。 

 

 〇杉本市長 

ありがとうございました。だいたい予定の時間になりました。今日はコロナ禍

ではありましたけども、全員の教育委員さんにお集まりをいただきまして、協議

事項に従ってそれぞれ貴重なご意見を聞かせていただきました。学校再編計画

を今年度中に策定するということで進めているわけですが、最終的に皆さんの

ご意見を伺わせていただいて、それを参考に最終的にはまとめさせていただき

たいと思っていますし、今パブリックコメントもとらせていただいている、ある

いはまだ若干、意見交換の場も計画をされていますので最終段階に入っており

ます。そういった中で今日皆さんからのいろいろなご意見いただいた中で、それ

ぞれごもっともだなというようなことでありますけれど、一つには私が先ほど

冒頭に申し上げましたように、人口減少、少子化というのは、こうやればいいと

いうものではありません。様々な子育て支援もありますし、公園の環境もありま

すし、先ほど松浦委員から出た婚活の問題もしかり、いろいろな問題があると思

います。その一つとして学校の再編、これも大きく学校の魅力を上げることによ

って、少子化の対策になるだろうということで、それをしなくてはならないとい

うふうに思っています。ですので、今日いろいろなご意見が出ましたけれども、

教育は人づくりだと思います。先ほど寺井さんからお話がありましたが、勉強が

できるから仕事ができるかというと、私もたくさんの職員を見ていますが、それ

ばかりではないようですので、そういった中で、いかに郷土に対して誇りを持っ

たり、地域愛を持ったり、そういったものも含めた教育が重要だと思います。先

ほど出たように、タクシーの運転手さんがこの地域は何もないという話があり

ましたが、最近特に思うのは、親御さんたちが、この地域には何もなから、お前

好きにしていいよというような、好きにいろいろなとこに行って好きなことを

やれというような、それはそれで悪いことではないと思いますが、やはり家庭教

育というのは大事だし、親御さんが地域に誇りを持っていたら子どもも持つみ

たいな、そういった環境になると思います。ですので、そういったことは家庭教

育も含めて大変重要だなと思います。そういったことを育むことも大きな意味

合いがあるだろうと思います。先ほど結婚しない若者が大勢いる、牧之原市の大

きな課題としてあるのが 25 歳から 39 歳までの結婚適齢期といいますか、子育
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て世代の男性の未婚率が 53%くらいで徐々に上がっています。そこが解決してい

かないと少子化は止まらないというのが現実です。その問題は、私が副市長の時

代からずっと唱えていましたが、今まで婚活イベントは、いろいろやってきまし

たが、なかなかそこで成立するというのは数少なかった状況です。私は公が行う

出会いの場のセンター創設を県に提案したところ、県は、ふじのくに出会いサポ

ートセンターというものを立ち上げました。プラットフォームをつくって、そこ

に登録をしていろいろな情報を入れる。民間がやると不安ですよね。公がやれば

安心してそこで紹介をいただけるようなシステム、これを構築できないかと県

に提案しました。そしたら、今年度これを立ち上げていただきまして、来年度か

らスタートすることになりました。最近結婚している人たちの出会いの場を見

ますと、結構、民間のこういった結婚の出会いの場といいますか、そういったプ

ラットフォームに登録をして、紹介してもらってというケースが結構多いよう

です。今まではいろいろな婚活イベントがありましたが、だんだん減っています。

婚活のこういった制度ができたということですので、ぜひ市のホームページ、あ

るいは県のホームページからも、登録ができますので、もし、そういった方たち

がいらっしゃいましたら、ぜひ PR をしていただけるとありがたいと思います。

未婚の方の 8 割以上は結婚願望を持っていらっしゃいますので、そういった意

味で、ぜひこの制度ができましたのでご活用いただければと思います。 

そういったことで、長時間に渡り積極的なご意見をいただきました。先ほど申

しましたように、いよいよ今年度末をもってこの再編計画案を取りまとめさせ

ていただきます。来年度から構想案づくりということで、具体的ないわゆる学校

を建てる場所とか、あるいは通学方法であるとか、あるいは今ある学校をどうす

るとか、今度は具体的な問題に着手して、これも２年間かけてやっていく予定で

あります。それまでその構想案をつくるに当たっても、皆さんをはじめ、市民の

皆さんからたくさんの意見をお伺いする中でつめていきたいと思っております

ので、今後ともよろしくお願いをいたします。本日はコロナ禍ではありましたけ

ど、お忙しい中お集まりいただき、たくさんのご意見等をありがとうございまし

た。以上で終了とさせていただきます。 

  

４ 連絡事項等 

 〇源間総務課長 

１点ご連絡をさせていただきます。本日の会議につきまして、こちらで会議録

を作成させていただきます。後日、内容について確認の依頼をさせていただきま

すのでお手数でございますが、ご協力をよろしくお願いいたします。 
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５ 閉会 

 〇源間総務課長 

以上をもちまして、牧之原市総合教育会議を終了させていただきます。ありが

とうございました。 


