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平成 27年度小中一貫教育校の在り方検討会議(第５回)議事録 

 

日   時  平成 27年４月 28日（木） 9:30～12:00 

場   所  県総合医療会館２階会議室Ａ 

出席構成員  足立原隆之、有馬武裕、井坂秀一、井村浩章、遠藤仁一、柿木秀文、 

金子槇之輔、澤野誠、島田雅幸、田中和久、○西野博之、原田浩美 

中澤 洋、◎屋敷和佳、吉野雅裕、米澤利明（敬称略・五十音順） 

※◎は座長、○は副座長 

 

司会（古島グループリーダー）：本日は、ご多用の中、お集まりいただき、ありがとうご

ざいます。県教育局支援部子ども教育支援課教育指導グループ グループリーダーの古

島でございます。 

検討会議の議事録については事務局で作成し、内容を確認いただいたうえで公開させ

ていただきますので、よろしくお願いします。 

そのため、会議の内容につきまして録音をしたいと考えますがよろしいでしょうか。 

また、この検討会議は、議題により特に非公開とする理由がある場合を除き、基本的

に公開とし、傍聴を認めることでお願いしております。 

本日の議題においては、特に非公開とする理由はありませんので、公開とさせてい

ただきたいと考えておりますが、ご異議ございませんでしょうか。 

構成委員 異議ありません。 

司会 開会にあたり、神奈川県教育委員会を代表し、吉野支援部長より、ご挨拶を申し上

げます。 

吉野支援部長：この検討会でございますけども、神奈川の教育を考える調査会最終まとめ

これを踏まえまして小中一貫教育校の導入に向けてその在り方や方策を検討するため

に設置をしたものでございます。昨年の７月に座長を国立教育政策研究所の屋敷和佳

先生にお願いいたしまして第 1回を開催させていただきました。 

以来検討会議を３回開催し、それとは別に作業部会を８回開催いたしまして、今年、

１月に一次報告を座長から教育長にされたものでございます。 

今年度は昨年度に引き続き新たな方々に参加をいただきながら本日を含めまして３ 

  回開催しまして９月には最終報告を出していただきたいと思います。 

それでは資料１をご覧ください。１ページでございます。 

一番上の二重線で囲んだ部分にこの会議で検討いただく４つのことが書かれており

ます。ちょっと読ませていただきます。 

① 神奈川県としてめざす小中一貫教育校の在り方について 

② 実施する上での課題の把握と解決のための方策について 

③「モデル地域(モデル校)」の指定に向けた取組みについて 
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④ 教員研修や教員免許等の在り方について  

①と②につきましては、昨年度報告いただいて、一次報告ですでにご報告いただい

ております。 

本日は残りの③と④についてご議論いただくということになります。 

昨年度開かれた第１回の検討会議で、県の桐谷教育長から「神奈川の子どもたちの

教育のため、ぜひともご自由にそして本音でご協議いただきまして、斬新なアイデア

など、将来を担う子ども像を見据えた、御意見をいただければ幸いです。」と挨拶をし

ていただいたところでございます。 

本日は、午前中日程となります。 

ぜひ、忌憚のないご意見をいただきまして実りある会にしていただければ幸いでご

ざいます。どうぞ宜しくお願いします。 

 

司会：続きまして、資料の確認をします。まず、本日の流れが書かれております、次第

が１枚目にございます。裏面は構成員名簿となっております。 

次に、右上に資料１とある「小中一貫教育校の在り方検討会議への依頼事項」ここ

からが１ページになっております。 

２ページから４ページは、資料２「「小中一貫教育校の在り方検討会議の設置及び

運営に関する要綱」 

５ページは、資料３、（２）報告①「一次報告について」 

６ページは、資料４、（２）報告②「モデル校選定について」です。 

７ページは、資料５、（２）報告③「最終報告に向けての取組」についてです。 

８、９ページには、資料６、（３）協議①「国の制度化に向けた動きの情報交換」

についての資料です。 

10ページは、資料７、（３）協議②「小中一貫教育校のモデル校導入に向けての（イ）

「モデル校への支援の在り方」の資料となっております。 

11 ページは、資料８、（３）協議③「小中一貫教育校の推進にあたって」の（ア）

「必要な教員研修の整理」となっております 

12ページは、資料９、（３）協議③「小中一貫教育校の推進にあたって」の（イ）

「教員免許の在り方」となっております。 

その後ろに、参考資料１「各モデル校の取組」をまとめた冊子がございますのでご

確認ください。よろしいでしょうか。そして、神奈川の小中一貫教育についての一

次報告、それからＡ４１枚での 小中一貫教育に適した学校施設計画・設計プロセス

構築支援事業（概要）というものがございます。また、お手元の紙ファイルには、

これまでにお示しした資料や国や県の資料がございます。必要なときにご覧くださ

い。なお、この紙ファイルの資料につきましては、お持ち帰りになる場合は、次回

以降も、御持参くださるようお願いします。お持ち帰りにならない方のものは、事

務局で保管し、次回の会議にお持ちします。以上でございます。何か過不足等ござ

いますでしょうか。 

では、今年度より、新しく委員になられた方もおられますので、屋敷座長より名

簿の順に簡単にご挨拶をお願いします。 
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屋敷座長：おはようございます。国立教育政策研究所の屋敷でございます。今年度も宜し

くお願いいたします。 

米澤委員：横浜国立大学の米澤でございます。宜しくお願いいたします。 

西野委員：名簿の３番でございます。学校フリースクール等連携協議会会長をしておりま

す。フリースペースたまり場の西野でございますどうぞ宜しくお願いします。 

司会：金子教育長は所用のため 10時くらいにお見えになります。 

澤野委員：湘南白百合学園校長の澤野でございます。宜しくお願いします。 

有馬委員：神奈川県公立小学校長会会長戸部小学校の有馬と申します。宜しくお願いいた 

します。 

島田委員：県の公立中学校長会会長の島田でございます。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

足立原委員：神奈川県 PTA 協議会から参りました。足立原と申します。宜しくお願いいた

します。 

原田委員：同じく神奈川県 PTA協議会から参りました原田でございます宜しくお願いしま 

す。 

中澤委員：おはようございます。教育事務所長会ということで、県央教育事務所の溝呂木 

所長がメンバーございますけど、本日代理で来ております湘南三浦教育事務所の中澤

でございます。 

吉野委員：おはようございます。県教育委員会支援部長の吉野でございます。どうぞ宜し

くお願いします。 

田中委員：県の教育委員会総務室企画調整担当課長の田中と申します。宜しくお願いしま 

す。 

柿木委員：県教育委員会教職員企画課長の柿木と申します。宜しくお願いします。 

井村委員：同じく県教育委員会教職員人事課長の井村でございます。宜しくお願いします。 

遠藤委員：県教育委員会子ども教育支援課長遠藤でございます。作業部会の部会長をおお 

せつかってます。よろしくお願いします。 

井坂委員：名簿順最後になります。県総合教育センターの井坂と申します。宜しくお願い

します。 

司会：ありがとうございました。 

本日ご欠席の委員はおりません。また、湘南白百合学園の澤野様は途中で退席されま

す。 

また、金子教育長はこちらに向かってらっしゃるところでございます。 

本日の出席者は 16名となります。どうぞよろしくお願いいたします。 

続きまして、次第の４内容の（２）、報告に入ります。 

ここからの進行につきましては、屋敷座長にお願いをいたします。宜しくお願いし

ます。 

屋敷座長：はい、あらためまして宜しくお願いいたします。 

前回の協議を受けまして、２月の初めに教育長室に伺いまして、一次報告書を渡し

たところでございます。これにつきましては、事務局からの一次報告の送付、ならび

に新聞等々でご存知のことと思っております。今年度になりまして先ほど吉野部長の

ほうからご挨拶がありましたとおり、４つの検討事項の後半２つにつきまして今年度

９月までということで検討させていただきますのでひとつ宜しくお願いいたします。 

この間、国のほうでも制度化につきまして検討が進んでいるところでございまして、

今国会で審議されているというところでございます。今後いろいろ動きがあろうかと
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思いますが、柔軟に対応できるように、検討をしていきたいと思っておますのでひと

つ宜しくお願いいたします。 

それでは、報告事項①｢一次報告｣につきまして、作業部会部会長 遠藤委員、よろ

しくお願いいたします。 

遠藤委員：作業部会長遠藤でございます。それでは座って説明させていただきます。５ペ

ージをお開きください。 

一次報告についてということで、新しい委員さんもおられますので、簡単に去年７

月から協議を行っておりますので、それについての概略、それから一次報告について

お話をさせていただきます。 

まず、この会の発端ですが、神奈川の教育を考える調査会「最終まとめ」が平成 25

年８月に出されました。その中では、限られた教育、教育資源を有効に活用し、子ど

もにとってよりよい教育 環境を提供するために、市町村と十分連携し地域の状況も

踏まえながら、「小中一貫教育モデル校」が神奈川において早期に実現できるよう取

り組んでいく必要があるということが示されました。これを受けまして、「神奈川の

小中一貫教育校の在り方検討会議」を、平成 26年度７月から今年の９月まで、という

ことで作ってございます。 

検討事項は先ほど部長が紹介いたしました４点でございます。今後３，４番をやっ

ていくということです。 

構成員はご覧のとおりです。 

この在り方検討会議ですけど、昨年度４回開催されました。また、その間作業部会

を８回開催してございます。 

それでは、在り方検討会議の一次報告書をごらんください。冊子でございます。一

枚開いていただいて１ページ目には「国の動向」、そして２ページ目から「神奈川県

における小中一貫教育校の導入に向けて」ということで、県内の義務教育校をめぐる

現状と課題ということで述べてございます。 

（ア）としては、急速な社会の変化ということで、２ページには少子化の進行３ペー

ジには国際化や情報化の進展等を述べてございます。 

次に４ページには学習意欲について、５ページには学力の状況、学習意欲の状況と

いうことで、「あまり芳しくない」ということについて述べております。つづいて６

ページにおきまして、不登校やいじめなどについてということで、いわゆる中１ギャ

ップ、小学校６年から中学校１年にかけて、問題行動が増えていく状況について述べ

ております。あと自尊感情の低下、次に７ページ（エ）として地域や家庭の教育力に

ついてということで、問題・課題というものを述べております。そして８ページ（オ）

で学校規模の縮小に伴う教育環境の充実と教育資源の有効な活用ということで、少子

化も進んでいく中で、学校規模もだんだん縮小している状況を述べてございます。 

９ページでこれまでの県内における小中連携教育の取組と課題ということで、今ま
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で連携教育がどうなされていたかという現状を述べてございます。それらの現状に対

して小中一貫教育校がどのように対応できるのかということで、１１ページでは、小

中一貫教育校への対応ということで、急速な社会変化への対応、学力や学習意欲への

対応、不登校やいじめなどの対応について、12 ページでは地域や家庭の教育力への対

応、そして学校規模の縮小に伴う教育環境の充実と教育資源の効果的な活用について

ということで、それぞれ対応しながら、述べてございます。13 ページでは小中連携教

育をさらなる推進についてのべてございます。14ページをお開きください。ここでは、

まず小中一貫教育をどうとらえるかということです。四角囲みの中です。「小中学校

が、同じ教育目標のもと、めざす子ども像を共有し、義務教育９年間を一貫した系統

的な教育課程を編成し、それに基づき行う教育」ということでとらえてございます。 

それぞれ２行ずつ①②③ということで述べてございます。 

このように小中一貫教育をとらえて、学校を作っていったときに１５ページになり 

ますが、神奈川県としてめざす小中一貫教育校の姿ということで、理想的な姿を示さ

せていただいております。 

全部で５点ございます。 

これをめざしながら取り組んでいくという目標像、理想像みたいなものですね。16

ページにいきますと、小中一貫教育を導入するとこんな効果がありますということが

記載されております。17 ページには、急速な社会の進展、学力や学習意欲、不登校や

いじめなどについて、地域や家庭の教育力について、18 ページには、学校規模の縮小

に伴う教育環境の充実と社会資源の有効な活用についてといことで、こういうことが

期待できるであろう、また改善できるであろうということでより具体的に述べており

ます。 

次に 19ページからは課題及びその解決に向けて検討すべき方策についての記載です。 

まず児童・生徒の人間関係に関わって、人間関係の固定化から、リーダー性の育成、

中学校の生徒指導上の問題の小学校への影響、転入への対応について、20 ページにい

きまして、施設分離型における日常的な交流の難しさ、移動の時間や安全の確保につ

いて、地域の方、保護者にかかわってということで、「課題」と「それに対する方策」

についてまとめました。これらを受けて、モデル校を導入していきますけども、モデ

ル校の選定の考え方ということで 22ページに記載してございます。 

モデル校では、地域や児童・生徒の実態に応じた様々な工夫をこらすことで、その

知見を収集し、取組の成果と課題を整理・検証し、県内への普及に取り組むこと。施

設の形態や中学校区の構成、市町村の規模など、状況が異なる複数の地域を選定して

いくということで考えてございます。 

それでは、資料の５ページにお戻りください。ここには神奈川県としてめざす「小

中一貫教育校の在り方 一次報告」としてポイントだけ簡単にまとめてあります。真

ん中の○ですね「国の動向を踏まえつつ、県の義務教育に係る課題を解消する方策と
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して、これまでも取り組まれてきた小中連携教育の成果を生かす小中一貫教育モデル

校を設置することが有効であろう」という結論の元、モデル校を導入してございます。 

今後の予定ですが、引き続き在り方検討会議を設置しまして、小中一貫教育の指針

等を検討し、本年９月をもちまして最終報告を取りまとめるということになっており

ます。以上でございます。 

屋敷座長：ここまでのところで、今年度新しく委員になられた方もおられますので、何か

質問があればお願いします。いかがでしょうか。よろしいですか。 

続きまして報告事項２でございます。 

モデル校選定につきまして遠藤作業部会長からお願いします。 

遠藤委員：それでは６ページの資料４をご覧ください。 

「モデル校選定について」という部分です。まずモデル校の選定についてですが、

今年２月５日に、屋敷座長から桐谷教育長に一次報告が手交されました。翌日２月６

日には市町村に一次報告の内容を説明し、モデル校の設置にかかる意向確認の文書

を発出してございます。２月 20 日、海老名市、秦野市、箱根町から設置の意向の

提出があり、計画概要の作成依頼をしました。その後、３月５日に計画概要の報告

をもとに、県教育委員会において指定について協議し、審査した結果、次のとおり

モデル校を指定することとしたということで、モデル校につきましては次の３つの

中学校区で行うことになりました。 

海老名市は有馬中学校区-有馬中学校、有馬小学校、社家小学校、門沢橋小学校 

秦野市は北中学校区-北中学校、北小学校 

箱根町箱根中学校区-箱根中学校、湯本小学校、仙石原小学校、箱根の森小学校 

ということでございます。 

提出された計画の概要でございますが、海老名市は、モデル校の施設形態が隣接型 

と分離型の併存であります。これは、有馬小学校と有馬中学校が隣接してございま

す。で、社家小学校と門沢橋小学校が離れております。 

期待される成果としては、中一ギャップの解消、学力の向上、児童・生徒の心の

育ち、教職員の授業力向上があげられており、想定される課題としては、教職員の

意識の醸成、教職員の多忙化、施設形態の違いによる取組内容の共有化あたりです。 

次に秦野市です。モデル校の施設形態は北小学校、北中学校とも隣接型です。 

期待される成果は、地域・家庭との連携、学力の向上、義務教育９年間を一貫した

教育課程の具体化です。想定される課題は、教職員の意識の醸成、教職員の多忙化

です。 

次に箱根町ですがモデル校の施設形態は 分離型であり、町全体で 3小 1中全体

での取組となります。期待される成果としましては、地域に根ざした学校づくり、

学力の向上、ICTの活用、想定される課題は、教職員の意識の醸成、学校間の連絡

調整となります。 

次に選定の理由を簡単に報告します。 

まず、海老名市は、施設の形態が併存している中学校区における課題の解消、成果

に関する知見を得ることが期待できるということ。 

次に秦野市ですが、従前より取り組んできた小中一貫教育の成果と課題を踏まえ 

  た発展的な取組と、施設が隣接している一中一小学校区の利点を生かした教育課程
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の編成に関する知見を得ることが期待できるだろうということ。 

次に箱根町は、日常的な交流が非常に難しい分離型の形態の中での効果的な小中

一貫教育のシステムづくりや地域学習を生かした取組に関する知見を得ることが

期待できる。ということ。 

このようなことで、モデル校については、選定をいたしました。以上でございま

す。 

屋敷座長：ありがとうございました。これまでのモデル校の選定についてご質問がござ

いましたらお願いします。 

澤野委員：学校規模はどのようになっていますでしょうか、おわかりになればお願いし

ます。ようするに、少子化において子どもの人数が減ると、学校の活力がなくなっ

ていくということが、小中一貫教育導入の一つのポイントだと思いますけれども、

このモデル校の学校の規模はどのようになっているのでしょうか。 

遠藤作業部長：まず海老名市の方ですけれども、生徒数でいうと、海老名市は、まず、

有馬中これは昨年の数字ですが、610 有馬小学校が 316 門沢橋 501 社家 411 

です。ある程度の中規模校から大規模校という形です。 

次に秦野ですね。北中学校が 407 北小学校が 708中規模的一学年 100人 ちょ

っとといったところでしょうか。次箱根町 箱根中 218 湯本小 102 箱根の森 170 

仙石原 119これは小規模で非常に離れているということです。以上でございます。 

屋敷座長：その他でございませんか。 

澤野委員：海老名市では、全部が有馬中に行くわけではないのですか。 

遠藤委員：全部が行きます。 

澤野委員：そうすると規模としてはこれからかなり大きくなってくるという感じなので

すかね。 

遠藤委員：現状で結局小学校が約 1200 でその半分のだいたい 610 ですので、現状と変

わっておりません。 

澤野委員：わかりました。 

屋敷座長：一つ私の方からよろしいですか。小中一貫教育をやるということの一つの目

的というのが、ある自治体では、小学校から中学校へ行くときに私学に抜けてしま

うということで、これをもう少しどうにかしたいということで、小中一貫を導入す

るという自治体もあるのですが、このモデル３地区ではそういった状況はあるので

しょうか。 

遠藤委員：報告書からはとくにうかがえてはいないです。 

屋敷座長：それからもう一点、小学校と中学校の学校の選択制の導入はこの３地域では

ございますでしょうか。 

遠藤委員：これも、すべて確認はしていませんが、無いという風に承知しています。 

屋敷座長：はい、ありがとうございました。その他ございますか。 

金子委員：海老名市の有馬中と有馬小は隣同士の学校ですよね。敷地が隣で、ですから

ここは、教員が行ったり来たりできる。門沢橋と社家小学校は離れている。そうす

るとかなり、小中一貫としても形がちがうのではないかなと思うのですが、どうい

うふうにそこを考えておられるのか。お伺いしたいと思います。 

遠藤委員：モデル校を選定するに当たっては、秦野市は１小１中ということで、隣接型 

で箱根町は、１小３中全町内の学校、海老名市の場合には、併設と施設分離型が併

存しているというもので、今後どういう風にやっていくのかということは非常に興
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味深いですし、またそれをやっていただくということで、選定してございます。お

答えになっていますでしょうか。 

屋敷座長：むしろモデル校になっていただいてこれから検討していただくということで

ございます。 

金子委員：そうした場合にですね、社家小、門沢橋小の児童や保護者から要望が出るの

ではないでしょうか。「同じ小中一貫でも中身が同じようにしてほしい。」そういう

要望というのはどうなんでしょう。 

遠藤委員：取組が４月から始まってございますので、取材をしながら、連携協議会を開

いていくこともございますので、その様子を聞きながら、対応していきたいと考え

ています。 

屋敷座長：はいよろしいでしょうか。それでは、つぎにまいりましょう。報告事項３に

なります。最終報告に向けての、スケジュールにつきましてお願いします。 

遠藤委員：はい７ページ資料５になります。最終報告に向けての、取組ということです

が、平成 27 年度小中一貫教育校の在り方検討会の今後の予定ですが、このあと 7

月に第６回、９月に最終第 7回を予定しております。 

まず本日は国の制度化に向けての情報を屋敷座長から、次に、小中一貫教育校のモ

デル校導入に向けて、モデル校選定のプロセス、モデル校への支援の在り方、小中一

貫教育校の推進にあたって必要な教員研修の整理、教員免許の在り方、これらについ

て、今日は材料を提供しますので、皆様からご意見を広く頂戴したいと考えてござい

ます。本日の検討会議を受けまして、作業部会にて、骨子案をつくるために整理して

検討を進めてまいります。ですので、第６回では骨子案を提示して、御意見をたまわ

ります。 

その際、「はじめに」と「おわりに」がないので、これまでの経緯、小中一貫教育の

必要性について「はじめに」で示すつもりです。対となる「おわりに」も示したいと

考えております。第６回検討会議ではこの「はじめに」と「おわりに」ついてもみな

さんに、提示して、ご意見をいただきたいと考えてございます。その後、作業部会に

て、最終報告を作成いたしまして、第７回の検討会議９月では、最終報告の素案を見

て、御意見をいただいて確認をしていく。という流れになっております。以上でござ

います。 

屋敷座長：ただいまの報告につきまして何か意見がございましたらお願いします。 

大体このような流れで検討されておりますけども、またこの部分につきましては、最

後に何かございましたらお願いしたいと思います。 

それでは、この後、協議に入ります。 

はじめに協議事項の①です国の制度化に向けた情報交換についてです。ここから私

が説明します。資料６をご覧いただきたい。右のページと左のページということです。

左のほうは昨年の 10 月 31 日に中教審の特別部会で示されたものです。ここでは２つ

の類型ということで、小中一貫の学校について、示されました。一つは小中一貫教育

学校、もうひとつは小中一貫型の小・中学校ということであります。この資料につき

ましては第一次報告にもまとめているところでございます。小中一貫教育学校のほう
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は一人の校長ということです。９年間ということで、中高一貫教育の中等教育学校の

ような形です。 

それに対して、一体的なものではないけれども、小中別ではありますけど、一貫す

るような形でそれに準ずる形で進めようというのが一貫型の小・中学校ということで、

制度化のイメージというのが下の８ページの図にあります。これをご覧いただきます

と、小中一貫教育学校と小中一貫型小・中学校ということで、市町村教育委員会が学

校を設置する。 

中教審の検討はこういうことだったのですが、３月の閣議決定では、右のようにな

っています。大きな違いはまず法律改正についてかかわることについて書いてござい

ますので、新しい学校種、義務教育学校をつくる。左の図でいうと、小中一貫教育学

校（仮称）という部分がこれにあたります。真ん中のイメージの図を見て下さい。施

設一体型のものと、施設分離型のものがある。このあたりが中高一貫教育校とは違う

ところです。つまり、中高一貫教育校は全てが一体型ですが、義務教育学校は施設分

離型も含むといったところです。義務教育学校につきましては、学校教育法の改正が

必要ですので、改正について国会の審議にかかっているということでございます。通

常、国会ですがだいたい１月から６月くらいまで毎年ありますので、もうしばらく最

終法律になるまでは、もう少しかかるということですが、これに関しては「間もなく」

ということでございます。 

ということでございまして、義務教育学校ができましたら、かなり大きな反響があ

ると思いますし、これまで小中一貫教育そして、各市町村で取り組まれていた取り組

みがこの制度化によって、義務教育学校にするのか、あるいは小中一貫型の小・中学

校でいくのかといったところの判断を迫られるところでございますし、あるいはどち

らにも当てはまらないような形で、小中一貫教育の取組みを進めるような自治体もあ

るかと思います。 

そういった意味でも、今後の制度化、法律ができた後、その中身について文部科学

省でも、検討すると思いますのでその状況を注視していく必要があると考えておりま

す。 

今後検討していかなければならないことが在ると思いますが、これに関してご意見

があればお願いします。                                                                                               

有馬委員：免許状のことがたいへん難しくなってくるかなと思います。小学校は英語が教

科化になってきますし、英語の免許を取ることも難しいですし神奈川県の場合は、中

学校の先生が、小学校の免許をもっている場合が 20％ぐらいですかね。いろいろな地

域がありますけども、現状では中学校の先生が、中学校だけの免許があるので、免許

のことがすごく大きな課題になるのではないか、中学校の先生が小学校に来て、教科

の指導は兼務してできますけど、学級担任ができないという問題点がございます。で

すから、全国の中でも中学校の先生が教科を教えて、小学校の先生が TTで中学校の子
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どもを見ていくですとかね、そういう風な交流もあるのですが、免許状というところ

はやっぱり実際の現場の中では混乱するところがあるのではないかと思います。ここ

には当面は、中学校の免許だけで可能とか書いているのですけども、どういうふうに

なるのか、これを作るときにやっぱり考えていかなければならないところで、ある程

度、数を規定しながら動いていかないと難しい、と感じました。以上です。 

屋敷座長：免許につきましては後ほど協議しますので、そのとき改めて協議していただけ

ればと思いますが、そのほか何かございますか？ 

屋敷座長：私のほうから申し上げますと今後制度化の具体的な中身がどんどん固まってき

ます。これに応じて、この検討会議でもいろいろ検討していかなければならないので

すが、９月までというこの会議の期間がございますので、この会議でどこまでできる

のかというのが問題になってきますが、これについては後の２回の会議がございます

ので、このときに意見をいただければ、と思います。それでは次の協議事項に移りた

いと思います。小中一貫教育校の導入に向けて、モデル校選定のプロセスというとこ

ろに入ります。引きつづき遠藤委員お願いします。 

遠藤委員：モデル校選定のプロセスということですが、資料はありません。これにつきま

しては、先ほど資料の６ページ資料の４でモデル校の選定については述べたとおりで

ございますので、モデル校の選定についてはこの内容を冊子のほうに記載していこう

と考えております。何かお気づきの点があればお願いします。 

屋敷座長：よろしいでしょうか。それでは次に参りましょう。 

  小中一貫教育校導入に向けて、モデル校への支援の在り方ということです。 

遠藤委員：協議事項②：小中一貫教育校導入に向けて、（イ）モデル校への支援の在り方

というところについてご説明いたします。資料は 10ページ資料の７になります。 

  モデル校への支援の在り方ということで、現在、支援として考えておりますのは、

①としては 1 次報告を提示し、神奈川県としての小中一貫教育のとらえ等の提示がで

きております。また、課題についても明らかになっています。また方策についても出

している 

   また、モデル校への人的支援ということで、これはこの後にも出しておりますが、

③の小中一貫教育連絡会議の設置について、国の事業等を活用しながら進めてまいり

たいと考えておりますが、それに向けての資料作りですとか、効果の検証又は普及、

資料作り等で人が必要であろうということで、３中学校区でそれぞれ１名程度の人的

支援を今年はしてございます。これについて、来年度以降はどうなるかは未定でござ

います。また、１名の枠があるということで、コーディネーターの役割をあげており

ます。これは、埼玉県から聞き取りをしてまいりました。で、コーディネーターとし

てはこんな役割があるだろうということで、□教育委員会担当者との連絡・調整□小・

中一貫教育推進委員会等の計画・立案・実施・評価等マネジメント□小・中合同研修

会、合同授業研究会等の企画・運営の提案□児童生徒の交流や教員の交流(授業)にお

ける連絡調整□家庭・地域との連携の窓口及び家庭地域への情報発信等々でございま

す。ご覧ください。  
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管理職の配置については、これは１名でも２名でも、学校ごとにでもどちらでもよ

いという風にお話しておりますが、もしここで何かお話がございましたら、御意見を

いただきたいと思います。 

③は、小中一貫教育連絡会議の設置ということで、これについてはまだ、国が今年 

度行う事業なんですが、要項が送られてきておりません。神奈川県のほうで応募をし

て指定を受けるという風なことになってございます。国の事業を受けるということで、

小中一貫教育連絡会議を設置し、各モデル校間での情報交換や情報共有をする、あと

各モデル校での取り組みを検証し、普及するということでございます。 そのほかの

支援ということで、埼玉県に伺いましたら、市町村小中一貫教育推進準備委員会等の

設置、組織例としては校長会代表、各中学校区の校長・教頭代表、委員会担当者  取

組例としては：市町村の小中一貫教育の在り方について総合的に協議する場を作るで、

取組については学校（校長、推進する教員）からのボトムアップを大事にする。これ

は現場を大切にしながらやっていくということです。 

市町村教育委員会担当者への支援ということで、埼玉県の例でございますが提示し

てございます。中学校区の窓口として、市町村における小中一貫教育推進の教育方針

や計画を該当校に伝える。小中学校長と連携し、事前に取り組みの計画等について相

談していく。等など残り 4 点記載させていただいております。これを材料にしてまた

ご議論いただければと思います。 

屋敷座長：ありがとうございました。それでは、モデル校への支援の在り方について御意

見をいただきたいと思います。 

西野委員：障害のある児童生徒への支援というのは、この小中一貫教育校の中ではどのよ

うに考えればよいのか、すでにお考えになっているかということが何かありましたら

お願いします。 

遠藤委員：インクルーシブ教育の視点はぜひ取り入れていきたい。みんなが同じ場で障害

のあるなしにかかわらず、これが一貫することで、支援がずっと続いていくというこ

とは小中一貫校のよさだと思いますので、それは推進していきたいと考えてございま

す。これは、連絡会議の中で、発信していきたいと考えております。一次報告の中に

もインクルーシブ教育ということで、目指す姿あたりで述べていると思いますので反

映していきたいと考えております。 

屋敷座長：小中一貫教育連絡会議、これをもう少し具体的に説明していただけるとみなさ

んわかると思いますが。 

遠藤委員：これは、まだ国に計画書等を出していない状況ですので、こうですというもの

をなかなかお話できないのですけども、これは３つのモデル校の代表の方コーディネ

ーターあるいは資料を作成されている方に集まっていただきます。あとは行政、学識

経験者をどなたかお願いすると思いますが、そういう方達で、「モデル校における取組

を検証し、県内に発信していく。」そういう風な形を考えていきたいと思います。回数
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的には年３回４回くらいだと思っております。ただ、今現在、国から要項等が来てお

りませんので、いつから始められるのかが見えないところがありますので、回数的に

はそんなところで、未定でございます。本当に概略なのですけども、そのように考え

ております。 

屋敷座長：ありがとうございました。その他その点に関わって何かございますか？ 

澤野委員：気になっていることは、管理職の配置についてなんですが、分離型の場合には、

非常時の場合に誰が判断するのか責任を持って判断するのか、必ず決めておく必要が

あると思います。そこは、何かお考えいただいたほうがよいと考えております。  

うちの学校も幼稚園、小学校、中・高とそれぞれ４つのもので成り立っておりますけ

ども、何かあったときには小学校については私が責任を持って判断し、対応すること

になっております。そういうことでございます。以上です。 

屋敷座長：ありがとうございました。特に事務局のほうから何かありますか。 

島田委員：管理職の配置についてと学校をサポートする組織作りということで、横浜の例

なのですが、いくつかの学校が一つの目標に向かってやっていこうというとき、管理

職が一つにまとまるというか、一つの方向性を出すことはとても大事だと思うんです。

そういう意味では、設置基準があるので、それぞれの小・中学校があれば、校長はい

なければならないのですが、核になる人がいるほうがいいのかな。極端のことを言う

と、小・中学校で校長が一人のほうが動きやすいのかなという気はします。ちょっと

工夫が必要だと思いますが。     

それから学校をサポートするという意味で、小学校と中学校とそれぞれがコミュニテ

ィ・スクールのような形で、町全体がそれぞれの学校を支援するような組織にしてい

くと、小学校にも中学校にも同じような要望が出てくると思いますから、サポートし

ながら、かつ学校に対して要望が出せるので、有効かなと感じます。以上です。 

屋敷座長：ありがとうございました。コミュニティ・スクールにも触れていただきまして、

学校と地域の連携の強化についてのお話をいただきました。この視点はなかった視点

ですので、最終報告にはぜひ取り入れていただきたいと思います。その他ございます

か。 

西野委員：なにかこの、小中一貫で、先ほど課題の中に教員の多忙化ということがいろい

ろ出ていたと思いますが、情報共有をしていくにあたって、福祉的な課題が協議され

るのではないかと思われますがこれがコーディネーターの役割になるのか・・・。 

各家庭が抱えている、小中一貫の中での福祉的な課題を整理するに当たってのスーパ

ーバイザーのような人が支援の取り組みの中に入ることで、困難ケースをどうやって

越えていったらよいか、もう少し学校外部からの福祉部局的な人やスクールソーシャ

ルワーカー的な人が入ってくる仕組みができるといいのかなと思いました。 

屋敷座長：今文部科学省でもチーム学校ということで、教職員だけでなく様々な方に入っ

ていただいて学校教育の質を上げることに取り組んでいますが、その点と小中一貫教
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育を進める上でそのあたりとも連動して取り組んでいくことができればと思いますね。

今の課題も含めて小中一貫であるから取り組みやすいということもあるかもしれませ

んので、モデル校にもお願いできればしていきたいと思います。その他ございますか。 

時間をたくさんとっておりますので、いろいろ御意見をお聞かせいただければと思

っております。 

有馬委員：島田会長のほうからお話があったのですけども、コミュニティ・スクールとい

う考え方がですね。中学校でいくつかの学校があるときに、委員の方々が共通してい

ると、「こういう学校にしていきましょう。」という運営委員の方々の意思疎通がはか

りやすくなります。地域の方々とつながりを図って行くことが、すごく大きな力を持

っているなということを感じています。今、自分の学校でも運営協議会を作っている

のですけども、同学区の中学校でも作っていて、重なっている委員さんがいらっしゃ

います。その方が、「小学校ではこう考えている、中学校でこうやって行きましょう。」

「中学校に行っても困らないようにしましょう。」などと他の委員さんにお話している

のですけども、そういう共通理解を図るというのは、学校だけでは、やっぱりできな

いので、地域の方にご理解いただくためには、地域の有識者に入っていただきながら、

サポートして応援していただけるような、コミュニティ・スクールというのも、さっ

きのチーム学校やスクールソーシャルワーカーもそうですが、そういった外部の方た

ちが入って、中一ギャップとか不安な子たちをどうしていくかというサポートはつな

がっていきますので、小中一貫教育の良さを生かすには、そういうところの、サポー

トシステムというところも打ち出していくと小中一貫のよさが出てくると思います。  

難しい面もたくさんあるのですが、そういう組織をうまく融合できるような可能性

をいっぱいもっているなという風にお話を聞きながら感じました。 

屋敷座長：ありがとうございます。 

米澤委員：モデル校への支援についてボトムアップを大事にするということが書いてある

のですが多忙化ということもありまして、中学校区で１名程度の人的支援ということ

で、これがどういう風に効果的に機能するのかということもあるかと思います。やっ

てみていろいろなデータを取る中で、課題が出て来るのかなと思います。本年度につ

いては９月までということなんですが、しっかり意見を聞いて、具体的なデータをと

っていくことが大事で、それをふまえてどういう支援をしていけたらいいのかを考え

ていくことが必要かと思います。 

屋敷座長：データを取ることこれは非常に重要だろうと思います。小中一貫校を訪問して

いる中で、アンケートをしっかりとっていればよかったなという学校がありました。

最初にデータをとっておかないと、その後の取り組みをしてもその効果をなかなか測

定できない。はじめからデータを取っておくことが必要だったということです。モデ

ル校にはぜひ、現状をしっかりおさえていただいて、それが、どのような変化をして

いったかを見取り、それを地域や保護者に示していくと説得力があるのではないか。
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保護者や地域からは、小中一貫教育をやっているのだけど、ほんとうに効果があるの

といった声が、結構聞かれるそうでありますので、今いわれたようなことをしっかり

やっていくことが大切だと思ったところです。その他いかがでしょうか。行政の立場

から金子委員何かございませんでしょか。 

金子委員：私がモデル３市の実践を見ますと一番すっきりしているのが秦野市の隣接型と

いう形で、これが誰の目に見ても、あ、変わったなとか、一番感じやすい、ところが

海老名市さん箱根町さんを見るとかなり隣接した学校とそうでない学校、違いが出て

きて、要望が地域から保護者から出そうな感じがする。あるいは箱根町さんを見ると

この箱根町さんの学校がですね、全部これが昔からの学校で、一番の伝統校とそうで

ない学校とでは、地域の学校に対する意識や思いが違うものですから、それが統一し

ようとするのは非常に困難があるのかな。そうしたときにコミュニティ・スクールと

いう話が出ましたけども、学校の先生方のボトムアップもさることながら、地域のそ

ういった、地域から支えていかないとおそらくうまく行かないのではないかな。それ

ぞれの、地域の学校に対する思いというのがありますので、なぜいままで伝統として

きたものを変えてしまうのか。これは大変な問題になってくるのかな、という意味で

は十分に地域の意見を取り入れながらやっていかないと成果が現れてこないような感

じがします。そう意味で先ほどの校長会の先生から出ておりますけども、コミュニテ

ィ・スクールの組織を作って、そのメンバーも誰に入ってもらったらいいのかという

ことをよくよく吟味してそういう組織を作っていかないと難しいのかなとそういう感

想を持ちました。 

屋敷座長：ありがとうございました。 

せっかくですので、まだ発言されていない方にお願いしたいと思います。足立原委員、

保護者の立場からどうでしょうか。 

足立原委員：モデル校への支援の在り方ということで、中学校区１名程度の人的支援とい

うことで、海老名市秦野市箱根町それぞれ一人の人的支援があるかと思うんですけど

も、本当に一人の人的支援で、小中一貫教育を考えていくには、荷が重いのかなとい

うのが感想としてあります。その点はいかがでしょうか。 

遠藤委員：原則、埼玉の話を聞くと、加配はしていないところもある。モデル校というこ

とで、連絡協議会、データをそろえたりする作業をしていただく方、中心に動いてい

ただく方ということで、今年はお一人付けておりますが、あとは学校で工夫しながら

ということになりますので、そういう形で取り組んでいきたいなという風に考えてご

ざいます。 

原田委員：先ほどのお話を伺いますと、すべて小学校は同じ中学校に海老名市さんも、保

護者的には行く先が特段変わってしまうわけではないので、教育方針をしっかりと伝

えていただけるのであれば、小学校１年生から中学校３年生まで一貫した教育が受け

られるのはいいことなのかなと思います。それが一つの学校と大きなイメージになっ
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ていくとそちらのほうの活動の仕方も変わってくので、その辺の問題もあるのかなと

チラッと考えたのですが、基本は子どもたちの教育に関することが中心となるので、

保護者は、子どもが教育を受けやすいこと、学力向上とか、人格形成とかが育ちやす

い環境にしていただけるということはいいことだなと思いますので、どんなことをや

ってもマイナスの意見は出るでしょうし、そういった意見をどのようにうまく活用し

ていけるかで、ほんとにいい形で、モデル校から小中一貫校ができていけばいいなと、

初めて参加させていただいたのですが、そういった感想を持ちました。 

屋敷座長：ありがとうございました。 

あと２，３御意見をいただいて、休憩をとりたいと思います。 

田中委員：県の教育委員会としましては、ぜひこの小中一貫については全県に推進してい

ただきたいと考えています。学力の低下、いじめ・不登校、中一ギャップへの対応な

どいろいろな効果がありますが、このモデル３地区で行ったことで、こんなメリット

があったとか、具体的なことを全県に伝えていかないと、広がっていかないと思いま

す。多忙化の話ですが、教員の多忙化というのは、たぶん一時的には出るかともと思

いますけども、長期的に見れば、中学校の生徒指導の問題が縮小していくなど、負担

が軽減していく等様々なメリットがあると思います。コミュニティ・スクールにつき

ましても、小中一貫教育の中で行っていくと、地域の教育力が上がっていくと、そう

いうことをきちんと示していく必要があると思います。 

屋敷座長：ありがとうございます。柿木委員なにかございますか。 

柿木委員：モデル校をやって、メリットとかしっかり整理していくことが大事だと思いま

すので、そのためにもモデル校でのデータをきちっととって行くことが大事。課題も

データを取ることによって、具体的な解決策等を示していくことが大事だと思います。 

井村委員：さきほど指摘があった、インクルーシブの視点、コミュニティ・スクールの視

点というのは、おそらく、小中一貫だけではなくて、普通の小学校・中学校でも同じ

問題を抱えていると思います。そういったときに、小中一貫ならではの取組の仕方が

あるのかどうなのか、もともと神奈川県内の学校というのは小中連携が進んでいるこ

ともありますので、仮に小中一貫の形をとっていない学校にも、それを応用する形で、

できるという可能性もあるのかなという感想を持っております。今回の３つのモデル

校を拝見すると、多様なパターンということで指定されていますので、モデル校での

取組のデータの収集と分析・評価といた部分をやっていただければと思います。 

中澤委員：モデル校に期待することはいろいろとあるのですが、「育ちと学びの接続」とい

うことを考えたときに、学びのほうをつなげていく期待というのはあると思うんです

ね。 

教育課程の接続というところで、どう成果が出せるか。小学校から見ていると、中学

校がやることは見えない。中学校から見ると小学校で何やっているのか見えない。そ

れぞれ、人が行き来することで、お互いの学びが見えてくる。そして小中の学びのつ
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ながりができてくる、そうなっていくことを期待したいと思います。そのための仕組

みをモデル校でどう作っていただけるのか、そこへの支援をどういう風にしていける

かということが課題としてあると考えております。 

吉野部長：先ほどから皆さんの話を伺っておりまして、地域って言うのはほんとに大事か

なと思いました。それからもう一つ、先生方ですね。先生方の理解を得ることが大切

なことになってくると思います。小中一貫教育を進めていくためにはまず先生方が小

中一貫を望んでいるかどうかが一つのポイントになると思います。小中一貫教育が導

入されるとなると、「これからますます忙しくなるんじゃないか。」と考える先生がい

るのではないかと思うのです。でも、なぜ今小中一貫教育が必要なのかを先生方にご

理解いただき「こんないい効果が出てくるんだ」ということがわかってもらえれば前

向きになって取り組んでくれるのではないかと思います。 

井坂委員：③の小中一貫教育連絡会議はこれから方向が決められて行っていくという話が

出ました。また④の学校をサポートする組織ということで、支援の在り方という大き

な枠組みで観ると本当に、どういう風に連絡会議作って、各モデル校間で、情報交換

し共有していくか。サポートする組織をどうするか。チーム学校にも関わると思いま

すが、連絡会議というのはどういうメンバーでどう作っていくのか。その内容につい

てはボトムアップを大事にする等、書かれていることは私が指摘するまでもなく、大

切なことだと思いますので、その支援の枠組みを作るのが大変だと思いますが、そこ

がしっかりできていれば、うまくいくことと課題が明確になるのかなと改めてちょっ

と客観的な見方ですけども感じておりました。この部分が最も大事かなと思います。 

屋敷座長：ありがとうございました。今までの皆さんの御意見を聞いて思いますのは、小

中一貫教育連絡会議は、県内での情報交換ですが、実はモデル校がこれから推進して

いく上で重要になってくるのが、全国の先進校の事例について知りたいということが

あがっているのではないでしょうか。そういった推進していく上で参考になる事例を

県教育委員会が連絡会議を通じて提供できるかということが重要なことになると思い

ます。その点、県の支援体制にもかかわってくると思いますので、このあたりも県の

政策として進めるためにそのための支援体制を考えていかなければならないと感じま

した。 

屋敷座長：それでは続きまして、協議事項③「小中一貫教育校の推進にあたって」の（ア）

「必要な教員研修の整理」についてです。 

遠藤委員から説明をお願いいたします。 

遠藤委員：それでは、11ページ、資料８をお開きください。 

  まず、推進にあたっての基本的な考え方として、「小中一貫教育を進めるにあたっては、

市町村教育委員会の明確な方針のもとで、各学校が主体的に取り組み、県はそれを支

援していく。」というのが基本的な考え方になります。 

 （ア）「必要な教員研修の整理」としては、まず、総合教育センターでの研修です。 
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管理職を対象にした小中一貫教育についての研修については、「モデル校での成果や課

題を踏まえた研修」、「校内研修等教員育成の在り方について」。 

２つめ、一般教職員を対象にした自己研鑽のための研修では、「小中一貫導入に関す

る研修」、「義務教育９年間を見通した教科指導等についての研修」、「義務教育９年間

を見通した生徒指導についての研修」。 

年次研修とは、初任者研、５年次研、10年次研など年数で回ってくる研修で、「小中

一貫導入に関する研修」、「義務教育９年間を見通した教科指導等についての研修」、「義

務教育９年間を見通した生徒指導についての研修」。 

一般教員・管理職を対象に、小中一貫教育を推進していくにあたって、総合教育セン 

ターでは研修が考えられるということです。 

②「その他小中一貫教育校を推進する各市町村単位で行う研修等へのサポート」は

他県等からの聞き取りにより、小中一貫教育の担当者に対するオリエンテーション、

校長会・教頭会における小中一貫についての説明会の実施、小中一貫教育推進につい

ての冊子の作成及び配布、小中合同研修会の実施、小中一貫教育に関する出前講座、

小中一貫教育スタートアップセミナーの開催、などです。これは、実際に取り組んで

いく市町村についてのサポート・研修として考えられるため、挙げさせていただいて

います。よろしくお願いします。 

屋敷座長：ご意見等がありましたらお願いします。 

   その前に、確認させていただきたいのですが、今、小中連携について、研究などに

それなりの対応を取られているのかどうか。それに係わって、小中連携に関する研修

のようなものがあるのかどうか。この点はいかがでしょうか。 

遠藤委員：「連携」について、頭出ししているような研修はないような気がします。 

屋敷座長：小中一貫だけに絞った研修ということではなく、小中連携も含めて研修の在り

方を考える必要があるのではないかという気もするのですが、それも含めてご意見を

いただきたいと思います。 

 

井坂委員：「基本的な考え方」にありますとおり、小中一貫教育を進めるにあたっては、「県

はそれを支援していく」とあり、県立総合教育センターとしては、それを支援してい

く立場での研修が第一義的にはあると思っています。 

   総合教育センターとしては、管理職を対象にした研修と、「一般教員を対象にした自

己研鑽」とは、自分で勉強したいという希望研修という形で、興味のある先生方はお

いでください、という研修となっています。管理職研修は、初めて管理職になった教

頭先生や校長先生に必ずやっていただく研修であると同時に、管理職に対しても希望

で自己研鑽としてやっていただく研修もご用意しています。 

  年次研修については、現在、県総合教育センターでは、初任者研修、１年経験者、２

年経験者、５年経験者、10年、15年、25年とあります。 
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 大きな「支援」という形で申し上げますと、管理職を対象とした研修で書かれている

とおり、モデル校での成果や課題を踏まえ、小中一貫教育校を導入した際の効果と想

定できる課題を研修の中でご説明するのが大きなテーマだと思います。 

小中一貫教育連絡会議や学校をサポートする組織ができあがった時には、生の情 

報をご提供いただき、管理職の先生方には、モデル校での成果や課題など、リアルな

お話などもできれば、きっと支援になると思っています。また、一般教員を対象にし

た研修は、義務教育学校はモデル校だけですので、それ以外にも、小中一貫型や小中

連携など、「こんなことが行えれば大変利点がある」というようなお話しとともに、具

体的には、９年間を見通した教科指導や生徒指導といった、興味ある先生方が自己研

鑽でおいでになるので、ちょっと深まった内容でできればと思います。 

   年次研修については、国の制度の話や県の取組など、啓発ということでやや表面的

になるかもしれませんが、こういう取組があるということを周知していくことがメイ

ンになるのかなと思います。 

   皆様方のご意見を持ち帰って、勉強していきたいと思いますので、よろしくお願い

します。 

屋敷座長：井坂委員からの総合センター部長としてのお話があったわけですが、センター

の研修について理解ができたところであります。研修等につきまして何か他にござい

ますか。 

金子委員：小中一貫教育を進める市町村へのサポートということですが、海老名市、秦野

市、箱根町からどのような要望が出ているのかお聞きしたい。 

  また、研究推進ということで、研究に対する補助金など特別に用意されているのでし

ょうか。各市町村がどんなことを望まれているのかお伺いしたいと思います。 

遠藤委員：研究費については、国の研究委託費を配当し、研究を進めていただくことを考

えています。国の事業が通らないと難しいところではありますが、何とか要望して通

していきたいと思っています。 

事務局：海老名市と秦野市に聞き取りをした結果、各自治体での先進的な取組や、どのよ

うな取組をしたら先生方がその気になって、ボトムアップというか、自分たちでやっ

ていこうということができるのか、先進的な地域でのカリキュラムのつなぎ方や、子

ども達の中１ギャップをなくしていくにはどうすればよいのか、など具体的な内容を

お知りになりたいということを伺ったところです。 

金子委員：はっきりと、「こういうことをやりたい」という形では出てきていないのですか。

首長もやろう、教育長もやろうということでお引き受けになったんだと思いますが、 

  モデル校になろうと至るまでには、各学校での先生方の「やりましょう」というボト

ムアップのもとになっているのだろうと思うのですが、そうであるならば、「こういう

研究をしたい」というのがある程度形としてあるのかなと思っているのですが、いか

がでしょうか。 
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屋敷座長：その点は、「その他」の内容と一部重なるところがあります。今回の選定に関わ

る「その他」の部分についてについて、先にご説明いただいても結構かと思います。 

古島（事務局）：参考資料をご覧ください。参考資料については、各地区からいただいたも

のです。３地区について、それぞれご説明します。 

   まず、海老名市での状況についてです。研究のねらいとしては、１つめが「９年間

を見通した学校教育活動のあり方についての研究」、２つめが「家庭や地域と連携した

小中一貫教育の取り組み方法についての研究」、３つめが「市内全小中学校での実施の

ための研究」。これらのねらいのもと、海老名市立有馬中学校区の小中学校がモデルと

なり研究を進めております。なお、このモデル地区は「かながわ学びづくり推進地域

研究委託事業」も合わせて受けており、授業改善等も同時に進めております。特徴と

しては、有馬中学校と有馬小学校は隣接しており、渡り廊下でつながっていて、小と

中の交流もやりやすい環境にあります。一方、門沢橋小学校と社家小学校は中学校か

ら離れているという、隣接と分離の共存型となっています。 

   研究の内容としては、４に示すように、「小中一貫教育の目標の策定」、「児童生徒・

教職員の交流」、「家庭・地域との連携、先進校の視察等」が挙がっています。研究組

織としては、４つの会議体が考えられています。先週の４月 21日には、小中一貫教育

実施委員会を開いたところです。 

   次に、秦野市の取組状況です。秦野市は平成 23年度から「幼小中一貫教育」を全市

的な取組として推進することを決め、これまでの４年間でも既に各中学校区での地域

での特性を活かした交流や研究が盛んに行われてきました。中学校区ごとに研究組織

をつくり、目指す子ども像を共有し、研究に取り組んでいます。そして、これまでの

取組を土台にして、もう一度成果と課題を整理し、教育課程でどのように位置づける

べきか、より効果的なものになるよう取り組んでおります。 

   今回のモデル地区である北中学校区は、小中隣接型が特徴で、今年度は、「指導方法

の共通化、授業力の向上とともに学力の向上をめざしていくこと」、「学校生活のスタ

ンダード化をめざし、幼小中がさらにお互いを理解すること」、さらに、「教育の系統

性を重視した連続性のある教育活動を行うようにすること」、「子ども達の自己有用感

や自己肯定感の向上を図るための取組を行っていく」ということです。 

   最後に、箱根町の取組についてです。箱根町は、町内の中学校１校、小学校３校全 

てで分離型の小中一貫教育を行います。「地域に根ざした学校づくり」、「確かな学力 

  の育成」、「９年間を通した児童生徒の育ちの一貫性」、「インクルーシブ教育の理念を 

基盤とした支援教育のあり方」、「小中学校教員の交流を通じての指導方法の一貫性等 

を図っていくこと」を目的としています。 

箱根町では、平成 19年度から現在に至るまで、様々な交流活動が行われておりまし 

た。小中一貫教育推進によって目指すものとして、具体的には、「箱根を知り、箱根を

語れる子の育成」、「確かな学力を身につけた子の育成」、「円滑な友人・人間関係を築
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くことができ、規範意識をしっかり持てる子の育成」、「小中学校の教員の交流を通し

ていわゆる中１ギャップへの対応が円滑にできるシステム作り」が挙げられています。 

   また、平成 28年に実施が計画されている、ICT（情報通信技術）を活用した小中学 

校の会議及び授業の構築といったところが大きな特徴で、分離型の新しい小中一貫教 

育の形として、提案性のあるものとなることが期待されます。以上です。 

金子委員：そういった各市の学校関係者の研究したい方向性に沿った研修であるのか確認

したかったのです。 

屋敷委員：モデル校の要望に応じた研修ということでありました。その他なにかございま

すでしょうか。 

西野委員：モデル校への要望とありますが、先ほど総合教育センターの話では「モデル校

での成果や課題を踏まえて」とありました。これから一般的に導入するにあたり、デ

ータの取り方を検討する際には、ぜひ、子どもからの声をしっかりと聞き取るという

ことを前提としていただきたい。一時報告に付けられた文科省のデータでは、基本的

に教師の視点から見て子ども達がどう変化したかというデータのように読み取れてし

まいます。子ども自身が何をモデル校の中で感じたのかといった子どもの心を聞き取

ったうえで、今後県域に広げていくうえで、子どもの声を反映した研修を考えていた

だけたらと思います。それは同時に、保護者の声もどのように聞き取るかも大事にな

ってくると思いました。 

屋敷座長：その他にいかがでしょうか。 

島田委員：研修についてです。11ページにある「その他」で、「他県からの聞き取り」の中

に「小中学校の合同研修会」があり、これはとても大事だと思います。いろいろなや

り方があると思いますが、小中の教員が一緒にやっていくという意味では、年に何回

か集まって、共通の意識を持っていくことでやれるかなと思います。 

横浜では、例えば、小学校で上履きを忘れた場合は、「外履きをきれいに洗って教室

で履きなさい」と６年間教わってきた子が、中学校に上がって上履きを忘れたので外

履きで入ったら中学校の先生に怒られてしまった、といった例はたくさんあります。 

  秦野市がスタンダードを作るというのは、それぞれの教員同士の話し合いでないと見

えてこないことがたくさんあると思うので、重要だと思います。 

   中学校の側からいうと、いくつか小学校がある場合、同じカリキュラムを作ってい

くことが理想ですが、特活や総合、行事に関わるところについては、小学校の独自性 

があります。伝統校ほど、それまでの独自の行事や取組があるので、そういうものを

１つにするのはなかなか難しいと思いますが、逆に、何校かが集まって「新たな伝統

を作っていく」くらいの決意を持って取り組んでいかないといけないと感じます。 

   また、別の話になりますが、教科指導についての研修について、私が課題だと思っ

ているのは、子どもに対する教え方については、小学校の教員も中学校の教員もそれ

ぞれ今まで十分にやってきているのでそんなに問題はないと思いますが、評価に関す
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る見方がとても違います。例えば、中学校に入って、保護者が最初に成績表を渡され

たときの驚きが結構あります。いわゆる、保護者の中１ギャップです。「うちの子は小

学校で元気に活動してきたし、授業でも一生懸命発言して、３段階評価でＢはもらっ

ていたので、そこそこ勉強できると思っていたら、中学校で１と２ばかりだった。う

ちの子こんなにできないのですか。」ということがよくあります。中学校は評価規準が

あって、しかも５段階の評価ですので、規準に達していないと、ＡＢＣでいうＣが評

価で付きます。Ｃが集まってくれば、５段階では１しか付きません。高校入試の関係

もあるので、わりとシビアに付けると、そのあたりのギャップは大きくなるので、小

学校と中学校で共通の評価観を持っていくことが非常に大事だと思いますので、ぜひ

研修で取り入れていただきたいと思います。 

屋敷座長：ありがとうございました。その他ございますでしょうか。 

西野委員：学校・フリースクール等連携協議会会長の立場からすると、研修は、学校教育

の関係者の中で考え出されているプログラムという感じです。20年、30年と不登校と

いじめの問題に取り組んできている民間のフリースクールで蓄積されている、校外で

育ち、学んできている、といった成果や取組について、神奈川県らしく、フリースク

ールとの連携の中から学校関係者が、いじめ問題、中 1 ギャップ、不登校問題につい

て、相互に学びあうような、システム作り、一歩踏みこんだ提案があってもいいのか

なと思います。 

   以前から、県教委での会議などでは何度かお話していますが、フリースクールには

小中高と一貫して通ってきていますので、そういったところでの教員の派遣研修など

の取組も含めて、一緒に考えられればと思いました。 

屋敷座長：ありがとうございました。 

有馬委員：研修について、どのくらい自分事になっているかが大事だと思います。研修の

工夫はされていると思いますが、私たちが自分事になっていくには、近隣の校長先生

や学校と話して、地域でどう捉えているか、フリートークの場で話し、受け止めたこ

とをボトムアップということがあったのですが、先生方がどう考えているか、校長が

どう考えているかというところを受け止めていくことが、研修の大事な 1 つの大きな

要素になると思います。自由に討論できるような研修の中で考え、そこで学んだこと

で 1つの方向が見えるような研修だと勉強になると思いました。 

屋敷座長：それでは続きまして、協議事項③「小中一貫教育校の推進にあたって」の（イ）

「教員免許の在り方」についてです。 

  資料９につきまして、遠藤委員から説明をお願いします。 

 

遠藤委員：12ページ、資料９をご覧ください。 

  こんなことも考えられるということで、「①優遇措置として考えられること」、「②義務

教育枠等の採用について」、「③教員免許について」と頭出ししてございますので、ご
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意見を自由にいただければと思います。なお、教員免許については、「子どもの発達や

学習者の意欲・能力等に応じた柔軟かつ効果的な教育システムの構築について」とい

う中教審の答申が 13ページにあります。「現職の教員が隣接免許状を取得する場合、（中

略）教員個人の経験や能力に応じて従来よりも容易に他の学校種の教員免許状を取得

できるようにする措置等を講じることを検討する必要がある。」でありますとか、「現

職の教員が他の学校種の教員免許状を取得しやすくなるような認定講習などを一層充

実させる取組を行う必要がある。」と述べられています。また、「④人事交流について」

は、「異動方針の中に小中一貫の考え方を盛り込み、積極的に、小学校と中学校との間

で人事交流を図っていくことが考えられる。」とあります。もし、免許制度がこのまま

でしたら、現状での運用では、小学校高学年で教科担任制を実施し、中学校の免許で

も教科は小学校でも教えられますので、兼務発令等して中学校から小学校への乗り入

れ授業等を行う際に考えていく必要がある、しかし、担任はできないという運用です。

小中一貫教育校在り方検討会議一次報告から、小中両免許併有教員の割合の棒グラフ

を出しています。小学校は 48.1％、中学校は 12.2％という状況です。 

屋敷座長：それでは、教員免許や採用等についてご意見をいただきたいと思います。 

  文科省の検討もこれから進むようで、先がまだ見えないところです。 

  また、モデル校はともかくとして、今後、神奈川県の小中一貫教育校の将来の姿が見

えていない段階ではなかなか難しいと思います。 

金子委員：13 ページに「大学や都道府県等における認定講習等」とありますが、県でもそ

のような計画をぜひ立てていただきたいと思います。 

 モデル校については、まだ免許がない人でも特別に認めるというような方法がある

のか、なくても、そのような考えがあるのかどうか。それがないと、モデル校もスム

ーズに行かないのではないかと思うのですが、いかがでしょうか。 

遠藤委員：今のところ、特例措置か何かを申請することになるのでしょうか。特例校のよ

うな形でできるのでしょうか。 

屋敷座長：現状では、特別な措置をお願いしてというのは聞かないです。基本はやはり、「今

ある免許の範囲でどこまでできるか」にならざるを得ないのではないでしょうか。 

遠藤委員：現状では、今ある範囲でそれぞれの学校でやっていただくと考えています。ま

た、それぞれの学校で要望等が今後出てくる可能性がありますので、応えられるとこ

ろは応えていきたいということです。 

屋敷座長：全国の状況をみてみると、今の免許の範囲でも、できることは結構あるという

気がします。神奈川県の免許の取得は、中学校の先生の小学校の免許の取得状況は 10％

台ですので、かなり低いです。県によっては、８割を超えるところもあります。今後、

長期的な政策としての検討の余地はあるかもしれません。 

金子委員：中央教育審議会のこの文を読むと、ぜひ、県が認定講習で、小学校の先生に中

学校の、中学校の先生に小学校の免許を取らせるように進めていただきたいと要望し
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ます。また、モデル校については、認めていく方向を持っていかないと、モデル校が

やろうとしている内容もうまくいかないのではないか、成果が上がっていかないので

はないかと思っていますのでぜひ考えていただきたいと思っています。 

屋敷座長：県によっては、小中の両方の免許を持っていることを採用に考慮しているとこ

ろがあるとも聞いています。神奈川県ではそのようなことはないと思いますが、何か

検討していますか。 

遠藤委員：採用については、免許を優先するのか、人物、人柄を優先するのか、重要な部

分であると思います。免許があっても、学校に入ってきちんとできるかどうかを見な

いと、まずい部分もありますので、兼ね合いが難しいと考えています。 

金子委員：私は、免許を優先するのはいかがなものかと思っています。新聞によく不祥事

の記事が出ますが、やはり人物を大事にして採用をお願いしたいというのが私の考え

方です。そうして小学校か中学校に採用され方が、夏休み期間などの研修を通して勉

強できるシステムを作っていただくのが、より現実的な方法ではないかと考えます。 

屋敷座長：人事交流について、静岡県が中学校と高校の教員の人事交流をかなり活発にや

っており、そうした下地があり、中高一貫校を作るときに非常にうまくいったという

話を聞いたことがあります。神奈川県でこれから、小中一貫教育校を推進していくの

であれば、人事交流についても、それなりに考えていくことが必要かと思います。 

井村委員：今現在、県域の小中学校では一部、多様な経験を各教員にしていただくため、

小中連携も下地としてありますので、交流自体はあるのですが、実際は希望を重視し

ながらやっています。また、免許の問題で、免許所持していないと、小学校に行った

ときに教科専任になってしまい、小学校は組織の定数上、余裕がないことから、級外

の先生をたくさん置けないということもあり、制約があります。今現在いる教員の複

数免許所持をいかにスムーズにするか、採用面でも、人物本位を主体としつつ、どの

ように人材を当てていくのか、広域的なことも含めて、人材交流など、いろいろと組

み合わせていかないと、もともと小学校・中学校は別に人の配置が長年にわたって置

かれてきているという状況がありますので、即効的にいっぺんに解消していくという

のは難しいので、いろいろな組み合わせをパッケージにして考えていく必要があると

思っています。 

 

屋敷座長：それでは、（ウ）「国への要望」についての説明を遠藤委員よりお願いします。 

遠藤委員：この部分については、国の制度化が目前に控えていて、まだ何も確定していな

いということ、モデル校の実施・研究がまだ始まったばかりであり、まだ何か要望で

きる状況ではないということで、国への要望は項目として立てないという方向でどう

でしょうか。 

屋敷座長：よろしいでしょうか。 

  もし今後、国の制度化の具体化が進んだ場合には、あらためて対応するということで、
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とりあえず、項目として立てないこととします。 

   今日のご意見を踏まえながら、作業部会で最終報告への示し方について、まとめて

いただきたいと思います。 

   ひととおり協議題に即して進めてまいりましたが、全体を通して何かお気づきの委

員はいらっしゃいますか。 

   横浜市では、これまで、小中一貫についていろいろと進んでいるところがあると思

います。その経験や取組を踏まえて何かご意見やアドバイス等ありましたらお願いし

ます。 

 

有馬委員：悩みがたくさんあります。各学校それぞれ独自のものを持っていますし、地域

の文化もあります。子ども達が安心して通えるよう、中学校のブロック校の先生方で

授業交流はしています。先生方や子ども達、保護者も、交流していくことがとても大

事だと思います。「連携」は想像が付くのですが、「一貫」については、良さもありま

すが、既成の建物の中で動くのはなかなか難しい。新しい義務教育学校を作るのなら

ば、問題はないのですが。さまざまな問題がある中で、ご苦労がありながら作られて

いるところだと思います。 

   連携することはとてもよいことだと思います。よさが出てくるまでには時間がかか

ります。２年、３年と交流していきながら、良さが出てくると思います。まだ新しい

取組なので、課題もあると思いますが、私も注目して見ていきますので、よろしくお

願いします。 

屋敷座長：それでは、文科省の「小中一貫教育に適した学校施設計画 設計プロセス構築

支援事業」について、事務局からご説明をいただきます。 

事務局：国の動向として、４月 24日に「小中一貫教育に適した学校施設計画 設計プロセ

ス構築支援事業」が送られてきました。 

  趣旨は、良好な小中一貫教育のための施設環境が確保されるよう、学校設置者におけ

る関係者との合意形成を図っていく、計画や設計もプロセスの構築に資する取組を支

援していく、というものです。実際の事業内容として、小中一貫教育を実施する学校

施設の基本計画、例えば、校舎のゾーニング、教室環境の計画、必要な空間の種類や

規格等を策定するというのが事業内容です。良好な小中一貫教育のための施設環境の

確保が促進されることが目的であります。具体的な支援内容に「国の 10/10」とありま

すが、実際には、「基本計画の策定に要する経費を対象とする」、「施設や設備整備費は

対象外」となります。これから、各市町村等に周知していくことになりますので、情

報提供としてお配りしておきました。 

 

屋敷座長：全体を通してなにかございますか。部会等で、検討してほしいことがあればお

願いします。よろしいですか。それでは時間も迫っておりますので、本日の協議はこ
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れで終了といたします。その他のところでございますが、古島グループリーダーから

説明がありましたので、本日はこれで終了となります。委員の皆様、熱心なご協議、

ありがとうございました。それでは、司会を事務局に引き継ぎたいと思います。 

 

司会：ありがとうございました。本日いただきました御意見を元に、5月から 6月には作業

部会を持ちまして、論点の整理をしまして、次回の検討会議までに最終報告の骨子案

作りを行っていきたいと考えております。次回の検討会議ですが 7 月に予定しており

ます。まことに恐縮ではございますが、日程の調整を改めてさせていただきますので

よろしくお願いいたします。最後に閉会の挨拶を教育局支援部長吉野より申し上げま

す。 

吉野部長：本日は長時間にわたりましてご検討いただき、まことにありがとうございます。 

貴重な御意見を有難うございます。これから、生かしていきたいと思います。事務局

から今話がございましたけれども、次回 7 月を予定してございます。冒頭にも申し上

げましたが、9月には最終報告をお願いする予定でございます。そのあたりでは、また

色々な面でお力添えをいただくことになるかと思いますが、よろしくお願いいたしま

す。これをもちまして、小中一貫教育校の在り方検討会議終了とさせていただきます。 

ありがとうございました。 

司会：ありがとうございました。 


