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１

開

会

【開会：教育次長】
・

当初、本審議会 につき ましては、第３回目の会議を 12 月に開催する予定でした。町全体
の主要事業のスケジュール及び財政的な検討で内部の調整に時間を要したことから、会議
が本日となり大変申し訳ございません。

２

会長挨拶
【挨拶：竹田会長】
・

皆さんこんばんは。 年も開 け午後４時半ですけれども、だいぶ日も長くなってきたと思
います。

・

ただ今の事務局の お話のとおり、今日が第 3 回目となります。第１回目は「基本方針」、
第２回目は「月形町の現状」や「義務教育学校の必要性」などについて、いろいろと説明
がありました。
皆さんから第２回の 審議会 の中で、設置に向けた建設的な意見をいただいたと私は理解
しているところです。今日も「学校の設置場所、設置時期、校舎」などについて、いろい
ろ説明をいただくということになっております。
実は、今までの２回 の審議 会の中で、今ほど申し上げましたように、皆さんから建設的
な意見を頂戴しましたけれども、その中で、山下委員から「今後、みんなで新しい学校を
作っていくんだ」というような意見がありました。私も、実際には、いろいろ未知なとこ
ろがたくさんあり、これから当事者になられる保護者の方などについては、多くの不安が
あるのだろうと思っています。しかしながら、その中で、今後、町として保護者の皆さん
から意見を聞く機会も設けられると聞いているところでございます。
今ほど申し上げまし た山下 委員からの意見の「みんなで新しい学校を作ろう」というこ
とが、今後、キーワードになっていくのではないかと思っていますので、併せて建設的な
意見を頂戴したいと思います。本日は、ありがとうございます。
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３

議

事

【進行：竹田会長】
（１）義務教育学校の設置場所、設置 時期、校舎について
※

ア～エまで一括し て説明

【説明：主幹】
（Ｐ－１）
・

本町では、昭和 50 年と 56 年に石狩川の水害があり、特に留意が必要

・

まちの全体計画 については、現在、拠点施設整備、皆楽公園再整備、JR 跡地利用な
どが平行 して審議 中

（Ｐ－２）
・

先ほどの判断基 準にお いて、主に「経済性」に係る部分

・

補助制度や地方 債につ いては、メニューや細かな条件があり複雑

（Ｐ－４）
・

判断基準５項目 につい て、整備方法を踏まえ比較検討

・ 月形中学校の建物敷地 については、昔、現在の校舎の裏にもう一つの校舎が存在し、
二列の校 舎だった と聞い ている。そのため、建物敷地は広い。
・

洪水浸水予測範 囲につ いては、資料１のとおり

（Ｐ－５）
・

例えば、市南地 区を設 置場所とした場合、須部都橋の歩道の狭さ、信号機や横断歩
道の設置 場所など の課題 あり

（Ｐ－８・９）
・

整備方法別の判 断基準 内容について一覧を記載

・

まちの予算規模 として は、通常 35 億円強
予算規模と比較 して、 改築の事業費はかなり大きい

（Ｐ－ 10 ）
・

教育環境におけ る背景 としては、緊急とまでは言えないが中長期的には必ず解決し
なければ ならない 課題

・

設置時期につい ては、 まち全体の将来像や財政計画との連動性が高いものと判断さ
れ、まち 全体の計 画にお いて検討する必要があると考える。

・

基本方針策定時 には、 町の他の主要事業との調整もあり、改築の案について提示す
ることが できなか ったが 、今回、内部調整により提示させていただいた。

【質疑・意見等】
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‐○

（竹田会長）今 、「（１ ）義務教育学校の設置場所、設置時期、校舎について」説明
をいただ きました 。
その中で、いろ いろ皆 さんからご意見をお聞きする訳ですけれども。まず、２頁を
お開きい ただきた いと思 います。この中で、今ほど説明のありました、どういう形で
整備を行 うかとい うこと で、三つの提案がされています。「中学校改修＋増築」、それ
からもう 一つは「中学校改築」、建替するということですね。そして、3 番目に「全く
別な敷地 に新築す る」と 、この案の中でどうするかという形に最終的になるだろうと
思います 。
私個人として一 方的な 発言をさせてもらいますけれども、3 番目については、まず、
これは実 現が不可 能とい うことで消去してもいいのかなという想いです。皆さんどう
でしょう か。上の 二つに ついて審議したいということですけれども、 3 番目どうです
か。現段階では、ち ょっと 相談する余地がないというレベルの話かなと思っています。

3 番目も含 めて話をします か。どうですか。
○

（東出委員）基 本は、 自分としても３番目は時期も未定なので、無くていいと思い
ます。た ぶん、こ れから 皆さんに意見をもらう中でも、３番目は出てこないと思いま
す。その まま無い 方向で 大丈夫だと思います。

○

（竹田会長）３ 番目の 意見は出てこないと思います。予算措置も含めてですね。そ
れから、 それぞれ 短期的 ・長期的なメリット・デメリットも含めて、いろいろ説明を
いただい たところ ですけ れども、皆さんの方からご意見があればお聞きしたいと思い
ます。

‐○

（津坂委員）２ 番目の 中学校を改築するといった場合、６頁に予算の表があります
が、１番右側の黄色い色の部分、たぶん「１億 7,000 万円」、これは解体費の部分です
よね。

● （主幹）２番目の中学校改築の部分は、解体費ではなくて、２頁の下の表にある 4.5 ％
の部分にな ります。この 4.5 ％というのは、地方債を借りることができない部分とい
うことで 、実質負 担にな っています。
‐○

（津坂委員）は い、分 かりました。例えば、改築する場合、現在ある中学校を一度
壊さなけ れば改築 になら ないと思います。どこまでの改築を「改築」というのか分か
りません が、基礎 までや ってしまうのか、例えば、外壁を一回外して新しい物にする
とか。教 室の形状 も児童 数や生徒数、平均をみると大体１クラス 10 人前後というの
が今の状 況なので 、昔の ように 30 人、 40 人も入るような大きな教室ということでは
ないと私 は思いま す。
例えば、60 年先どういう社会になっていくのか。それは、私の時代でもないし、多
分そんな に大きな ものは ないと思います。解体費ですよね。例えば、新築する時の解
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体費とい うのは、 今ある 中学校を解体しても、その部分については国からお金が出ま
せんよと いうのは 分かり ますが、改築する場合も壊さなければいけないと思います。
どこまで 壊すか分 かりま せんけれども、その部分は改築という名目で全額国から出て
くると言 うことで 了承し ていいですか。例えば、極端な話、今ある校舎を全部更地に
して同じ ところに また建 てますよという場合の解体費は、この工事費 26 億円の中に
入るのか 、国から の助成 が出てくるのかというところをお聞かせ願いたい。
●

（主幹）改築と いう言 葉に馴染みがないと思いますけれども、簡単にいうと建て替
えになり ます。今 の校舎 を直すということではなく、新しい校舎を建てて、古いもの
を壊す。 例えば、 今の校 舎の前とか後ろに新しい校舎を建てます。そして、生徒が移
動します 。その後 、古い 校舎を壊しますということになります。また、その解体費用
はこちら の中に含 まれて います。

‐○ （堀 ( 誠 ) 委員）よく比較 されていて分かりやすい資料です。資料に述べられていると
おり、改 築の案が よろし いかと思います。
‐○ （堀 ( 美 ) 委員）すごく分 かりやすい説明と資料だったので、本当にこの通りだなと思
います。 もちろん 、改築 というか新築になれば嬉しいですけれども、説明の通り、同
じように 悩むなと いう部 分もあります。新築であれば、今後の教育課程も本当に動き
やすいよ うな校舎 や子供 のためになると思います。けれども、初期投資の大きさが予
想もつか ない大き さで、 そこに町が出してくれるのかどうかということと、大きな災
害でも来 た時に大 丈夫な のかなという不安があります。本当にいろいろな意見をもら
えて、そ の財政を 出して くれると言うのであれば２番に賛成ですけれども、本当に悩
むところ だなと思 います 。
○

（竹田委員）事 実上、 新築ですから、そうなれば大きく予算規模は変わってきます
よね。

‐○

（鈴木委員）私 も皆さ んおっしゃっているように２番目の中学校改築、建て替えの
案がいい なと思っ てお話 を聞いていたのですが、先ほど堀さんもおっしゃっていたよ
うにお金 の問題だ と思い ます。みんなが新築の方がいいと思って「この意見でいこう」
となって も、そのお金の出処が問題だと思います。
「このお金出しますよ」というのは
誰が決め るのでし ょうか 。そ の財源といいますか、
「それでやりましょう」というゴー
サインを 出すこと と、い くら建てたいと思っても財源の関係で OK が出なければ、実
際は増築 しなけれ ばなら なくなるかもしれない。お金のこと在りきでどちらを選択す
るべきな のか、ど うなの かなというのが少し気になりました。

●

（教育次長）今 後の流 れとしましては、皆さんからのご意見により、この審議会と
して答申 を作って いただ きます。それを教育総合会議というものがありますけれども、
そちらに お示し、 最終的 には町長が判断させていただく形になります。
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先ほどから皆さ ん心配 されている財政的な部分、そこが一番の問題になります。現
在、町の 方として も他の 主要事業との絡みもありますので、改築ということに町の財
政が耐え られるか どうか というところで、最終的な精査をしている状況です。こちら
の審議会 としまし ては、 委員さんの一番必要と考える意見をまとめ、教育長に答申を
していた だきたい と思い ます。私の方から、今「確実にこれでいきます」ということ
は言えま せんけれ ども、 現在、そのような財政推計を行っているということでご理解
いただけ ればと思 います 。
‐○

（山下委員）私 も１番 か２番のどれかと言えば、２番の方が理想かなと思います。
去年 11 月に歌志内学園へ視察に行ったとき、少しお話を伺ったことがありまして、
歌志内学 園は 40 数年前に歌志内高校として新築され、十数年前に閉校になり、その
後も中学 校として 利用し ました。その時、いろいろと改修をしたそうです。十数年経
って、今 回、義務 教育学 校ということで、小学校に合わせたいろいろな身の回りの改
修をした そうです が、一 つ今でも問題になっているのが水回りだそうです。水飲み場
やトイレ が老朽化 してい て、去年の 3 月に義務教育として整備しても、いろいろと問
題が出て きている という ことで、14 、15 年を目途に歌志内も校舎のことを考えなけれ
ばいけな いという 校長先 生のお話もありました。
７頁にも、もし、「改修 ＋増築」となると、やはり 20 年後に考えなければいけない
と。月形 中学校も 十数年 前に大規模改修をしているので、ある程度は大丈夫だと思い
ます。けれども、先 の 20 年後のことを考えると、確かに先ほどの財政の話では初期投
資が大き いのは分 かりま す。もう、それは承知の上で、私は先ほど言った維持管理も
含めると 、２番の 方が将 来的なこと考えると、よろしいかなと思っております。

‐○

（竹田会長）皆 さんか らも、いろいろと話がありましたけれども、私も少し発言さ
せていた だきます 。私は 、 1 番目の「改修＋増築」というのがどうかという思いがあ
ります。その理 由としては、例えば、一度学校を新築すると、仮に 60 年先まで手はつ
けなくて いいけれ ども、 60 年先のことまでの話になるわけです。
現在の町の人口 推計を 見ても、今は三千人ぐらいの人口ですけれども大幅に減少し
ます。今 手元に資 料があ りませんので確かなことは言えませんが、１番の案だと仮に

20 年後、 40 年後に「また、改 修しなければならない」ということになりますけれど
も、その 時に「 20 年後、 40 年後のその時にあった考え方で見直しをかけることがで
きる」と いう考え 方です 。
町の推計では、 今は正 確な数字は分かりませんけれども、 20 年後、 40 年後には、
人口が 1500 人くらいになると いうような予測があります。そうすると、児童生徒数
もまだ減 り、全て の学年 が複式学級になることも将来的には考えられないこともない
と私は思 っていま す。そ の時に見直しをかけられるようなことも考えておいた方がい
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いのでは ないかと いうこ とです。
そして、今、差し当たりの中では、いずれ 20 年後や 40 年後にまた余分なお金が掛
かる、新 築するの と同じ くらいのお金が掛かるようになると思います。けれども、そ
の規模が 20 年後、 40 年後にど うなるかというと、そんなに大きな規模にならないの
かなとい う思いも ありま す。 20 年後、 40 年後となると、かなり時代が変わってくる
といいま すか、新 築して しまうと 60 年先のことまで考えなければならない。現状で
作っても 60 年後にどうなるか ということは全く分からない形で作ることになってし
まいます 。
月形の将来を考 え、人 口推移の予想を見ると、本当に 60 年先のことまで考えてい
いのかな という私 の思い があります。20 年毎に見直しをかけて進めるという方が、私
はベター かなとい う思い です。
本当は、予算が 円滑で あれば、すべて新築するのはいいことですけれども、それも
どうなる かという 思いも あり、検証する期間、20 年毎に検証することができるという
メリット といいま すか。
これは、３番は 除外す るとして、審議会で１番と２番のどちらかにするような方向
性にしな ければい けませ んか。
● （主幹）今の段階として、今日は意見をいろいろ出してもらってもいいと思います。
ただ、次 回の時に は「義 務教育学校の設置の必要性」ということで、総合的な判断を
いただき たいと思 ってお ります。最終的な答申をどのようにするかというところで、
例えば、 ある程度 強く「 ２番の要望を打ち出す」とか「１番の要望を打ち出す」とい
うことは 、やはり 必要に なってくるのではないかと思います。
人口が減って、 その 20 年後にあった規模で再整備ということも、今のお話の中で
あろうか と思いま す。そ うなった時に「補助の基準」、「学校面積の基準」などが変わ
るのか変 わらない のか。 例えば、今、 40 人学級から 35 人学級になっているとか、複
式がどの 程度進ん でいる か、また、すべて複式になったとしても、単純に全部複式用
として教 室数を減 らして いいのかという問題もあると思います。補助についても、例
えば、補助率 5.5 が 1/3 になったとすると 20 ％も違うので、そこで何億という差が出
ることに なり、規 模を縮 小して建てたられたとしても、その補助の差を埋める分だけ
の事業費 効果が出 せるか というところも、やはり心配があるというところで、いろい
ろ考え深 いものは あるの かなと思います。
‐○

（竹田会長）も し、他 に関連して意見がありましたら。

‐○

（東出委員）今 、皆さ んのいろいろな意見を聞いて、一長一短あると思います。先
日、私たちも役員会を開きまし た。役員の中では、予算があれば 2 番目の改築で行っ
てもらっ て、せっ かく義 務教育学校にするのならば、それに合わせた形の方がという
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ことで、 やはり改 修も後 々途中で水道が壊れたとか急な補修が出てきた時に、おそら
くすごい 金額が掛 かると 思います。補助があるうちに、予算ができるのであれば改築
してしま った方が 、子供 たちにとっても環境が変わらないかなという感じはします。
これはやはり、 町の予 算前提の話もありますし、今、 4 億 6,800 万ですが、資材高
騰や人件 費も上が ってい るので、もしかすると見積もりよりも増えるかもしれない。
その中で 、町の予 算はこ れが限度かなということもあります。諸々合わせてやはり予
算的にも 見通せな い状況 です。
先ほど改築した 場合、 あの校舎を取り壊して建て替えるのではなくて、違う場所に
建てて壊 すという ことで 、その間の子供たちの授業はどうなるのかなと思いました。
●

（教育次長）ま ず、建 て替えの話です。新築として、今の校舎を存在させた状態で
新しい校 舎をどこ かに建 てます。例えば、今のグランドのところ、建物の裏側など、
その辺は はっきり 分かり ませんけれども。新しい校舎を建ててから生徒が移動してい
きます。 今の校舎 がある ところに校舎が建つということはありません。校舎が完成し
た時に、 中学生は 今の校 舎から、小学生についてもこちらの校舎に移動してもらうと
いうこと になりま す。従 いまして、グランドの位置も変わるかもしれませんし、今の
状況と同 じという ことは 基本的には考えられないことになります。
財政的な部分について は、先 ほどから歯切れの悪い表現で申し訳ありませんけれど
も、今の町の主要 事業の 実施する年数、この学校も主要事業に入っていますので、ど
こを優先していく かとい うことによって、当然、お金の掛け方・掛かり方も変わって
きます。現在、内 部的に は、できれば学校を優先的に進めることができるように考え
ていますけれども 、財政 的な面において「確実に改築で進められる」ということは、
申し訳ありません が断言 できません。そういう形が取れるかどうかというところを今
内部で検証してい る状況 です。先ほどのとおり、こちらの審議会の意見としては、改
築が必要というで あれば 「改築の答申をしていただく」ということでお願いをしたい
と思います。大変 、歯切 れが悪くて申し訳ありませんけれども、そのような形になり
ます。

‐○

（東出委員）予 算の関 係で、勉強不足で教えてもらいたいのですが、義務教育学校
と小中一 貫学校の 補助額 的ものは、同じ額が配分されるという認識でよろしいでしょ
うか。ここに載っている予算額は、小中一貫でも同じ補助額ということになりますか。

●

（教育次長）改 築に掛 かる費用のことですか。

○

（東出委員）全 体的に 、国庫負担や地方債の負担率は同じように捉えていいでしょ
うか。

●

（教育次長）今 回、６ 頁に掲載させていただいた部分については、義務教育学校に
建て替え たことを 想定し た財源の内訳となります。
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○

（東出委員）小 中一貫 も同じ額、同じ認識ですか。

●

（教育次長）同 じよう に考えていいと思います。
※

教室配置等 の小学 校と中学校の区分方法、改修や増築の内容、耐力度調査の結
果などによって異なる場合 があります。

‐○

（東出委員）最 後です けれども、最短・最長で設置時期の大体の目安はいつ頃の予
定をして いますか 。

●

（教育次長）時 期的な ものですか。

○

（東出委員）「改修＋増築」と「改築」、１番と２番を最短と最長でどれぐらいの予
定で考え ています か。

●

（教育次長）今 回、皆 さんからこの答申をいただいて、そこから基本的な構想を作
っていき ます。次 に基本 設計、実施設計というものを実施し、工事に２年程必要にな
ります。 最短で令 和９年 の開校が１番早いと考えます。

‐○

（津坂委員）確 認です けれども、私、今日３回目の会議ということで、１回目の会
議は都合 が悪く出 席する ことができず、２回目からの参加になります。本日の説明資
料、例え ば、４頁 、５頁 の「必要面積」の説明の中に「仮に義務教育学校となった場
合」とい う文言が あり、 ５頁の「利便性」の中にも、最後から３行目に「なお、義務
教育学校 となった 場合」 とあります。第２回の会議の時に義務教育学校という方向性
だったと 私は認識 してい ましたが、小中一貫校という考え方もまだあるということに
なるので しょうか 。

●

（教育次長）皆 さんに ２回のご審議いただいた意見の中では、私どもとしては義務
教育学校 の設置に ついて は、概ねご理解いただいたと思っております。ただ、こちら
の資料に ついては 、義務 教育学校ということで決定をしておりませんので、資料的に
は「仮」 にという ような 表現にさせていただいています。審議会の前回までの部分と
して、義 務教育学 校の設 置については、概ねご了解いただいているというように考え
ています 。

‐○

（津坂委員）そ れはそ うですね。ですから、先ほど予算の中で義務教育学校という
のを基本 にして予 算書が あり、国からの助成などというものがある。校舎の設計自体
も変わり ますよね 。小中 一貫校と義務教育学校では、やはり微妙に中に入る施設とい
うのは変 わってき ますよ ね。教室の数は変わんないと思いますけれども。

●

（教育次長）小 中一貫 教育になると基本的には小学校と中学校が別に存在する形に
なります 。建物的 には、 職員室だとか、義務教育学校よりも設置する部分が多くなる
のかなと 考えてい ます。

○
‐○

（津坂委員）あ りがと うございます。
（竹田会長）全 体を通 じて皆さんの方から何かご意見があればお聞きしたいと思い
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ます。こ の件につ いては 、「今日決定する」「選択する」ということではないというこ
とですの で、皆さ んの方 でもいろいろ考えていただき、また、次回、お話をしたいと
思ってい ます。よ ろしく お願いしたいと思います。

（２）その他教育関連施設について
【説明：主幹】
資料 11 頁に基づき説明

【質疑・意見等】
‐○ （竹田会長）今ほど関連施設について、学校給食と学童保育所の説明がありました。
何か意見 があれば 。
‐○

（箕田委員）「２

学童保育所」の件ですが、私の理解が悪ければ教えてください。

「義務教 育学校の 設置に あたっては、学童保育所の設置を考慮した敷地の確保」とい
うのは、 将来的に は「義 務教育学校に併設する、敷地内に学童保育所を建てる可能性
は排除し ない」と いうこ とでよろしいでしょうか。
●

（教育次長）は い、そ のような考え方です。

○

（箕田委員）
「本来的には、学校と学童保育所は一体となった施設」、
「施設内に学童
保育所が あること が本来 的には望ましい」、そのような通知も出てきていますので、そ
の辺をお 聞かせい ただき ました。

‐〇

（竹田会長）私 から一 言ですけれども。学校給食の関係については、附帯事業とな
る訳です から、こ の審議 会で話をすることではないということですね。前回の会議で
も、給食 センター の項目 の中に「以前に建てたもので老朽化もしている」、「一人当た
りのコス トも上昇 してき ている」という話がありました。
例えば、近隣の 自治体 や民間の事業者への委託など、そういうことも少し選択肢と
して考え られるの かなと いう思いもあります。将来、児童生徒数も本当に減ってくる
状況の中 で、施設 を造る ということよりも、もしかすると逆に給食費の無償化もでき
るなど、 今後の選 択肢に 入ってくるのではないかという思いで発言させていただきま
した。

●

（教育次長）今 の部分 につましては、食数がかなり少なくなってきているというこ
とから、 一食当た りの単 価など、かなり跳ね上がっています。特に、ここ数年は食材
費の高騰 もありま して、給食費は小学生で 241 円、中学生で 287 円いただいています
けれども 、一食当 たりに 掛かる費用というのは、実はそれでは収まっていない現状で
す。本来 、食材費 につい ては、保護者の方に負担をしていただく形ですけれども、現
在は、町 の方でも 食材費 の一部をかなり大きく賄っているところがあります。今言わ
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れたよう に、一つのところで給食を作るよりも、やはり大きなパイで給食を作る方が、
町の財政 的な部分 におい ても有利に働くということは当然あると思います。また、先
ほど言わ れた民間 への委 託ということで、最近、新聞にも出ていましたけれども、そ
のような ことを行 ってい る事業者もあります。そのようなことも可能性として排除す
るもので はないと 私たち も思っていますので、併せて検討の中に入れる必要があると
考えてい ます。
‐〇

（竹田会長）高 校は道 立ですが、今後も生徒が町外から来るというような時代では
なく、本 町の中学 生が月 形高校にということだと思います。ニーズは少ないかもしれ
ませんが 、高校に 給食を 出してもいいのかなというくらいの発想もあります。

●

（教育次長）月 形高校 に給食を配食してはどうかというご意見は、他のところから
もありま す。給食 を配食 した場合、当然、配食の搬入口の設置などが必要です。道立
の建物で すから、 実施す るとなれば、北海道の方とも協議が必要になってきます。給
食費の徴 収をどう するの かというような問題もあります。その辺は、高校さんとも協
議をして いかなけ ればな らない案件と考えています。

〇

（竹田会長）ど うです か、皆さんの方から。

‐〇

（東出委員）今 、会長 の方からいろいろな話を聞いて、とても参考になりました。
学校給食 運営委員 会につ いての協議というのは、今年度か来年度以降というように考
えていら っしゃい ますか 。

●

（教育次長）次 年度以 降に学校給食センターの今後のあり方も含めて協議をしてい
きたいと 考えてい ます。

‐○

（竹田会長）も う一言 言わせていただきたい。義務教育学校になった場合の名称で
すけれど も、一番 単純に 考えられるのは、月形町立月形義務教育学校というのが、普
通で平凡 に考えら れると ころですけれども、例えば、名称を子供たちから公募する方
法によっ て、なん か斬新 的なネーミングみたいなというのはどうでしょうか。

●

３

（教育次長）特 に規定 はないので、問題はないと思います。

その他

（１）これまでの審議会の意見等に係 る追加資料について
○

保護者の生の声、 子供た ちの声について
説明については、 別紙の とおり
・

意図する資料となっていないかもしれないが、今、提示できる資料として参考に配付

・

次回の審議会については、
「義務教育学校の設置の有無について」総合的な審議を予
定してお り、その 際の参 考にしてほしい。

・

参考 1 の８頁は、今ほどの審議でもあった「小中一貫教育」と「義務教育学校」の
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違いなど について も掲載 されている。
また、質疑・応答形式で、保護者の多くの疑問にも分かりやすい資料となっている。
（２）次回、審議会の日程について
・

２月上旬に開催予 定

【質疑・意見等】
○
‐○

（竹田会長）皆 さんの 方から何かあれば、お聞きします。
（東出委員）コ ロナが 流行していて、蔓延防止対策が出た場合、２月の会議はその
まま予定されるでしょうか。

●

（教育次長）町 のコロ ナの対策本部の予定によりますけれども、緊急事態宣言が出
たときは 、当然、 会議は 開催しません。蔓延防止の場合、会議を開催しないというこ
とにはな らないと 思いま す。あまり多い人数の会議については、開催できなくなると
思います ので、保 護者説 明会等については、蔓延防止が発令され状況で酷くなると先
送りにな る可能性 はあり ます。少人数の会議については、開催する形になると考えて
います。

‐○ （竹田会長）それでは、第３回審議会を終了させていただきたいと思います。大変、
貴重なご 意見あり がとう ございました。今日、テレビを見ていたら、今年一番のしば
れになる というよ うなこ とで、非常に寒くなっていますけれども、気をつけてお帰り
いただき たいと思 います 。

（終了：午後６時 15 分）
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