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平成３０年度第１回 山梨市総合教育会議議事録 

 

日 時：平成３１年３月２７日（水）午後 1時 30分～2時 42分 

場 所：山梨市役所 西館４階４０１会議室 

出席者：高木市長、市川教育長、三森委員、幡野委員、佐野委員、林委員 

事務局：政策秘書課中村課長、古屋政策調整担当リーダー、 

政策秘書担当秋山（書記） 

学校教育課 加々美課長、宮澤学校教育担当リーダー 

生涯学習課 望月課長 

 

―会議録― 

進行 

 会議を始める前に、あいさつを交わしたいと思います。ご起立ください。 

 「相互に礼」 

 ありがとうございました。 

 ご着席ください。 

 それではただ今から、平成 30年度第１回「山梨市総合教育会議」をお手元の

次第により始めさせていただきます。申し遅れましたが、私、本日の進行を務め

させていただきます政策秘書課の中村でございます。どうぞ、よろしくお願いい

たします。 

なお、本日の会議につきましてはおおむね 1 時間程度を予定しております。

是非ご協力をお願いいたします。 

それでは、次第に沿って進めさせていただきます。まず、高木市長から、あい

さつを申し上げます。 

 

高木市長 

改めてこんにちは。本日は、大変お忙しい中、お集まりいただき、誠にありが

とうございます。 

どうか委員の皆様におかれましては、様々な角度から子供たちのために活発

なご議論を深めていただきますことをお願いし、簡単ではありますが、ごあいさ

つとさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

 

進行 

ありがとうございました。早速議事に入らせていただきます。 

議事の進行につきましては、山梨市総合教育会議運営要綱第 3 条第 3 項の規
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定により、高木市長にお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

高木市長 

しばらく進行役を務めさせていただきます。 

早速、市内公立幼稚園、小中学校の現状と将来展望について、事務局から説明を

お願いします。 

 

事務局（学校教育課） 

平成 30年度山梨市総合教育会議につきましては、学校教育課所管のものにな

っておりますので、私の方から説明させていただきます。市内公立幼稚園、小中

学校の現状と将来展望について配布資料をもとに説明します。 

2015年広報の写し「山梨市小規模校教育環境検討結果と今後の方針について」、

児童数・生徒数・園生数の実績と平成 35年までの見込みを用意させていただい

ております。 

市内小学校について、合併前からの議論を踏まえ平成 24年には山梨市小規模

校教育環境検討会議を設置し、牧丘、三富の 4つの小学校の統合を検討し、その

結果平成 28年 4月に笛川小が誕生しました。その議論の中で岩手小についても

触れられました。配布資料広報やまなし下段でも「岩手小学校についても小規模

校であることは変わりませんので、近隣の小学校と交流行事を実施するなどし、

多様な考え方や意見、幅広い人間関係の熟成に努めていきます。」と掲載されて

います。このときの議論の中では岩手小の廃校については直接触れられていま

せん。小規模校の問題提起がありまして、その後、工夫しながら、具体的には八

幡小と学習を行って人間関係の多様性を含め交流していきました。 

また、小学校、中学校については各地区の出生人数の見込みをもとに予想を作

りました。つつじ幼稚園は平成 32年度以降の予想ができませんが、今回の議会

や昨年 12 月の議会、平成 27 年度にも議会において将来の展望を質問されまし

た。人口減少、少子化、また、平成 27年に多くの幼稚園、保育園が認定保育園

に統合された影響で園児数が少なくなってきていると考えられます。今後も、本

年 10月から保育料無償を国が掲げています。つつじ幼稚園は月額 9,000円とい

う低額が魅力だったが、私立幼稚園も無償化ということで設備が整っている私

立幼稚園に行くお子さんが増える可能性が高いです。 

また、国では働き方改革を進めており、小さなお子さんをお持ちの女性も働く

政策になってきました。その中で、市内の保育園でも 0～2歳児保育が増えてお

ります。今年度の市長とのふれあいトークでも 3 か月から子供を預けたいが山

梨市内の公立の保育園で預けられないとの意見が寄せられております。本市で

は 6か月から預けることができますが、6か月～2歳児までの保育のニーズが高
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まっております。そのまま引き続き保育園を変えることなくとどまっていく可

能性があるため、つつじ幼稚園につきましても、現状 35人から減る可能性が高

いということです。 

 

高木市長 

説明がありましたが、これについて意見はありますか。 

 

委員Ｄ 

つつじ幼稚園の定員は何人ですか。 

 

事務局（学校教育課） 

1クラス 35人で、定員は 115人です。 

 

市長 

105ではないか。 

 

事務局（学校教育課） 

105です。すみません。 

 

市長 

1時間の中でたっぷり議論していきたいと思います。 

 

教育長 

今まで教育委員会として、つつじ幼稚園の廃園、小中学校の統合について正式

に議題として話し合ったことはありません。今回は教育委員それぞれが個人的

な意見として話し合っていくことになると思います。 

私は 3年間教育長を関わらせていただく中で、現在つつじ幼稚園は 35人だが、

来たときは 65人、41人、3人と減少している。来年は 33人。園児が減った理由

についてつつじ幼稚園の渡辺園長とも話しました。 

課長が言われましたように、一つはつつじ幼稚園は 3 歳以下から預けてもら

えるが、1 歳、2 歳、0 歳児預かってもらうことができない点だと思います。多

くの働いている方はその年齢で預かっていただけるところ、つつじ幼稚園では

ないところを選びます。3歳になったらつつじ幼稚園に入園できるが、そこでま

たつつじ幼稚園に入園せずそのまま継続して同じ保育園に通うという点で希望

者が少なくなっています。それから、送迎、時間外保育につつじ幼稚園は制限が

あります。中々実態が働いているお母さんのニーズに応えられないシステムが
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決定的な要因になっています。併せて、保育園無償化が加わっていきます。市内

の子供たちが成長していく中で、当初設立した時と公立幼稚園意義が変わって

きている。数少ない子供たちを私立幼稚園、保育園と取り合う状況の中、公立幼

稚園の存続意義はどうなのか改めて問い直す必要があります。現時点でつつじ

幼稚園は県内唯一の公立幼稚園です。原点に戻って議論を始める時期ではない

かと思います。幼稚園にかかる経費、人件費、設備、給食等を含め存続について

どういう期間でどのように論議をしていくか改めて考える時期ではないかと思

う。 

 

市長 

大きな課題だと思いますが今の話に何かございますか。 

 

委員Ｄ 

教育長が話した通り、幼児の数が減っているという声が出ています。私の近所

の小学校通う前の幼児は、今は通う場所が遠いとか近いとか関係ないそうです。

どちらかというと、保育園の保育の様子を見に行って選択しています。隣の家の

子どもは市外まで通っています。保育の内容を加味して保育園を選ぶ。保護者の

立場からすれば選択する要素多いほうが良いわけですが 33 人というと定員の

1/3にも満たないという状況です。僕らが決定することではないですが市長様は

じめ議会が決定することだが考えていかなければいけないと思います。保護者

やはりただ単に近い、遠いだけではなく保育園、幼稚園の内容を見ています。 

 

市長  

他に何かありますか。 

 

委員Ａ 

私の子供 4 人ともつつじに通いました。その当時と環境変わり、共働きのお

父さんやお母さんが増えています。孫も 2 歳だが 0 歳児から預かってもらえる

保育園に行っています。加納岩地区含めてつつじ幼稚園を継続する意見はある

が、何をどうすれば良いか、検討に入っていただきたいと思います。このままで

は園児の減少していく数字を見るだけで分かります。具体的な模索を検討して

いくべきです。 

 

委員Ｃ 

委員Ａと同じような意見ですが、私は平成 26年につつじ幼稚園のＰＴＡ会長

を務めました。平成 27年度に伝統ある幼稚園を守る声があったが現状見ている
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と少なく、上の子を預けたときは 2 クラスで、抽選をするくらい園児が多い時

期もありました。伝統もあるが、改善するには私立の幼稚園のようにバスを出し

たり、長期休暇、夏休み冬休み、預かり保育など夜までニーズがあります。無償

化になるとさらに厳しくなります。給食があって 9000円という点は当時はあり

がたく私もそういった理由で入園を決めていました。時期が来たのかなという

ようにも思います。 

 

委員Ｂ 

東京では高校２校が新設され、増設が今からでも進んでいくのではないかと

思います。その一方、地方は人口が減少していきます。人口減少で国力も減少し

き、地方も停滞していくのではないかと思います。東京一極集中だけでなく地方

も人口を増やしていく形を維持していなければならないと思います。そのよう

な視点から子供を増やしていく必要があります。今資料を見ても2年で7～8％、

1 年で 4～5％児童数が減っている状況を何とか食い止めないといけません。も

ちろん子育てしやすい山梨市、住みやすい場所を作っていかなければなりませ

ん。そういう視点で、保育園、幼稚園をどうしていったらいいでしょうか。少な

くとも、保育園や幼稚園の場所を減らしてしまっては山梨市に住みたい、山梨市

で子育てしようとする気持ちを削いでしまいます。子育ての一環という形で考

えなければならない。そういった中でつつじ幼稚園をどうしたらいいか、運営、

指導内容を見直していく必要があると感じております。近場で内容的にもつつ

じ幼稚園で学ぼうという気持ちになる内容を考えないとなりません。 

 

市長 

親御さんは、先生や給食、施設、立地条件等の様々な条件から保育園や幼稚園

を選びますが、交通のアクセスが多少伸びてもわざわざそこにいくということ

があるという意見がありました。 

また、長期休暇のフォローできる体制があればいいという意見もありました。 

平成 27年度と比べ 7年で園児数が 1/3まで減少しているということで、下降

率が大きく、数年たったらどうなってしまうのだろうと思いました。 

また、子供の少子化は国力、地方の力の低下につながるとのお話があり、子育

てしやすい環境の向上という意見がありました。山梨市立の公立幼稚園として、

魅力を高め、一人でも多くの幼児が入園をめざすあり方の模索という意見の一

方、これ以上減少したら成り立たないという現状と皆様の思いが伝わってきま

した。これは大きくて重い重要な話です。 

市内の小学校は平成 25 年度に 1902 人でしたが、平成 30 年度は 1696 人まで

減少しています。6 年間で 306 人の減少、1 年で 50 人減少しています。中学校



6 

 

は平成 25年度の 1071人から平成 30年度の 920人と 5年間で 151人減少してい

ます。つまり 1年に 25人減少しています。これはどういうことでしょうか。 

 

教育長 

3学年と 6学年の違いです。 

 

事務局（政策秘書課） 

一通りお話しいただいたので小中学校で意見をいただければと思います。 

 

教育長 

つつじの場合は幼稚園ということですから、法律で保育園とは違うことが定

められています。仮につつじ幼稚園を存続させるためには幼稚園ということで

保育園と時間や色々な点が違うということが難しくなります。例えば、こども園 

ということで要望を合体させていくようなことが考えられます。もし、中身を改

善していくということになると、検討の余地はあると思います。しかし、保育料

無償化になれば、魅力があり人が集まってくるようにするためには、施設にもお

金をかけなければならないし、送迎の必要が出てきます。その点も含め、色々な

人に意見を聞く機会はどこかで区切りをつけなければなりません。特に保育園

無償からの動きを注視する必要があります。 

 

市長 

無償化ということで想定外のこともあるのだと思います。 

それでは、小中学校の方に議題を移させていただきます。三森委員からお願い

します。 

 

委員Ａ 

牧丘、三富の小学校が統合し、笛川小学校が発足しました。岩手小学校はこれ

までも話の中にありました。地域的な考え方もあり、地域の中でどの程度理解い

ただけるかことが課題になってきます。現実的な数値を見ると統合しなければ

いけないということでご理解をいただきたいと思います。統合の問題をどの程

度検討しているか教えていただければと思います。 

 

事務局（学校教育課） 

地域の中心的な小学校については、地域の方は象徴であるというとらえ方を

されていると思います。笛川小学校は統合されましたが合併前に牧丘でも議論

がありました。その後、議論が途絶えて統合しませんでしたが時間の経過ととも
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に統合せざるをえなくなりました。合併前平成 7、8 年～16 年頃まで 10 年間議

論がありました。こういったことを考えると地元の方が中心に統合しようとい

う声が上がれば統合に時間がかからないと言えます。どこから声がかかるかで

時間のかかり方も違いますし、ボタンの掛け違えが起こってしまします。 

  

事務局（政策秘書課） 

学校教育課長から話がありましたが、政策的に考えても、とてもデリケートな

問題です。現在、学校だけでなく公共施設全体の統廃合も大きな課題となってお

ります。笛川小学校は地域の方のご理解のもと誕生しましたが、廃校活用も課題

となっております。廃校活用の中で出てくるのは、学校は地域のコミュニティで

あり、核となっているという意見です。教育委員会の書簡ではありますが市とし

てどのように考えなければならないのか検討していく必要があります。廃園、廃

校は口に出しにくいが考えていかなければなりません。 

 

市長 

今の話も参考にしながら、佐野委員よろしいですか。 

 

委員Ｃ 

岩手小に関しては中学校に進む女の子が１人ということで授業の様子を見て

驚きました。6年生の子が山梨北中に進学した時にカルチャーショックを受ける

のではないかと思います。今の時代不登校が起こる現状もあります。旧牧丘第三

小のまわりで、同級生が近所にいないという問題もあります。地域の問題ではあ

るが、笛川小学校で同級生が増えただけでもよいのではないかと思います。岩手

小学校は同級生が数人しかいない中で、親からすると統合したほうが安心する

のではないかと思います。 

 

委員Ｄ 

学校教育課長の話もありましたが、牧丘第三小について 10年前統合問題があ

り、荻原教育長が統合を進めました。当時児童数が今の岩手小と同じ 32～33人 。

その後、2年前の統合の際に保護者が手を挙げました。堀之内小も同じです。牧

二小と三富小は当時 30人児童がおり、地域から反対の声もありました。コミュ

ニティの中心ですから学校がなくなるのはさみしいことです。しかし、これから

学校教育において生きる力、創造する力が重要になってきます。知識を蓄えるだ

けではいけない時代になってきています。生きる力をつけるためには人数がい

なければなりません。学校行事、部活動で生きる力をつけていくと思います。特

に笛川中学校は 9 年間同じクラスメイトです。いじめがあってもクラス替えが
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できません。固定化されるとマイナス面も大きいです。 

 

委員Ｂ 

10 年前の統合の話の際、全県的に統合反対運動がありました。この 5 年前か

らの統合問題は、反対が多いのかと思ったら保護者の意識が変わっていました。

全県的に見ても反対運動がなく統合が進んでいます。時代の流れの中で小規模

校について親が問題意識を持っています。ボタンの掛け違いがないようすすめ

ていく必要があります。 

笛川中は大きな問題です。小学生、児童期と違って青年期、体も成長していき、

精神的にも色々な刺激を受けて伸びていきます。あまりにも少人数で固定的な

人間関係ですと、人格形成的にも問題になります。学区を離して他の地域からも

受け入れる必要もあります。中長期的に他の地域との統合を考えていかなけれ

ばならないと思います。 

 

教育長 

岩手小学校、笛川小学校については統合の議論を始める必要があると思いま

す。根本的なところでは、学校が地域のコミュニティという意見もありますが、

一番大事なのは子供たちです。子供たちに主観を置かなければなりません。子供

たちにとって少人数の教育の方が良ければそれで良いです。しかし、子供たちに

とって少数団によるデメリットも大きいです。これから学校教育において対話

的な学びが求められていますが、3人、4人では対話的な学びが難しくなります。

そういった点を考えるとある一定の数が必要というのは明らかです。地域の方

等の意見は大人の感覚です。堀之内小学校統合の際、保護者からは統合してほし

いという意見があったが、地域の方からは統合してほしくないという意見があ

ります。学校がなくなると地域が落ち込んでしまうという意見もあります。しか

し、子供たちがどうなるのか考えたほうがいいです。特に中学校は部活動もあり、

教科担任制です。そうすると少人数によるデメリットが大きいです。 

対話的な学びについては今度ＩＣＴが入ってきます。岩手小学校と八幡小学

校、いくつかの小学校をタブレットで結ぶことで対話的な学びができます。これ

からの時代先生が教えてノートに書くということは通用しなくなっています。

そういったことはインターネットで調べればすぐ出てきます。そうではなく、集

団の中で対話的に自分の意見をしっかり言う力が必要でありますので、そうい

った方向で行くことが私は必要だと思っています。 

 

市長  

委員Ｄは生きる力をつけることが大事だとおっしゃっていました。学校教育 



9 

 

は数年前たくましい力としなやかな心をテーマに大きな改革がありました。保

護者と地域の人たち温度差がありますが、子供たちの視点に立つことが大切だ

と教育長はおっしゃっていました。 議会、保護者、地域等、様々な要素があり

ますのでそういったことをクリアするために定期的に話し合うことが必要だと

お話を聞いて思いました。統合ありきではなくて、どのような選択肢が子供たち

のためになるか考えていくべき。人口を増やすためには職場がないといけない

が、そうなすとすべてに対応しなければならなくなります。そういったことが行

政の役目です。それを進めるために、教育関係者、保護者とお話を聞くことが大

切です。今日の総合教育会議も大切だが拡大して世論形成していくことも重要

です。お話が合ったように最初は反対があっても次第に統合せざるを得ない段

階になっていくことが予想されます。その段階で話しても間に合いません。そろ

そろ議論をしていく必要があります。政策秘書課と学校教育課長の中で考えて

いただければと思います。 

 

事務局（政策秘書課） 

今貴重なご意見をいただきまして、その中で東京一極集中の取り組みに対し

ては各自治体が総合戦略を策定しています。一極集中に対抗できる施策をこの

中で進めております。この取り組みに関しましては平成 27年 9月に策定しまし

たが、当時人口の引っ張り合いという観点が多く、現在叫ばれている関係人口、

交流人口の取り組みが少なくなっていました。検証を行い、来年度中には第 2次

総合戦略を策定していきます。その中で子育て環境、教育環境についても取り組

んでいかなければなりません。平成 31年度に 1年間議論し、教育委員さん、教

育委員会事務局と話し合い取り組んでいきたいと思います。 

 

事務局（学校教育課） 

議論を保護者、地域の方が理解できるように今回の資料である生徒数の推移

の資料を出させていただきたいです。ＰＴＡ、区長会にも資料提供できれば色々

な議論が沸き上がると思います。正式な取り組みとは別にそのようなこともし

ていきたいと思います。 

 

市長 

他にご意見ありますか。お帰りになってから提案があれば事務局にお声がけ

いただければと思います。ちょうど 1時間 10分の会議でしたが大変参考になり

ました。色々なお話がありましたが、今後継続してこういった場を設け、色々な

角度から議論を進めていきたいと思います。ご協力いただきましたことに本当

に感謝しながら進行役を終わらせていただきたいと思います。本当にありがと
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うございました。 

 

進行 

積極的なご意見ありがとうございました。議事の方は終了させていただきま

す。最後に、閉会の言葉を市川教育長よろしくお願いします。 

 

教育長 

本当にありがとうございました。総合教育会議は直接市長と教育委員会で意

見交換ができる貴重な場です。大変有意義でした。子供たちを育てるということ

でお互い連携を取り進んでいただければと思います。そういった形で話をでき

る機会を今後も設けていただけることが重要だと考えております。以上を持ち

まして平成 30年度第 1回総合教育会議を終了といたします。ありがとうござい

ました。 

 


