様式２（第４関係）

パブリック・コメント制度に基づく意見等募集に係る実施結果票

パブリック・コメントの実施状況
案 件 名

島田市立小中学校再編計画（案）
学校再編にあたっては、夢育・地育の推進、新学校の特色等を念頭に、
小学校については１学年当り概ね20人を切るような場合、中学校におい

案件概要
てはクラス替えができない場合には早期に適正規模化を図る目的で、保
護者や地域の意見を踏まえ計画を策定する。
募集期間

令和元年７月11日から８月９日まで

担 当 課

教育部

教育総務課

総務係

パブリック・コメントの結果
１

意見提出者数

２１人

２

提出された意見数

３３件（３１項目）

１

反映した意見

２項目

２

既に盛り込み済みの意見

８項目

３

今後の検討課題とする意見

４

反映できない意見

１項目

５

その他

３項目

提出状況

反映状況

１７項目

項目
市の考え方

No.
意見の概要
別紙のとおり

別紙のとおり

１

２

３

1

反映結果

通学の安全性

項目

No.

意見の内容

市の考え方

反映結果

１

５－（２）児童生徒及びその保護者の精神的・経済的負担の軽減
統合時に小学生はいませんが、現在小学生をもっている親から見ますと、登校時間の増大は小学生（特
に低学年）には負担が大きいと思います。基本スクールバスは自宅前で乗せていただけるよう希望し
ます。
（防犯と時間）
コミュニティーバスは昔の運用から変わって、１時間に１本といった運用ではないので、非常に使い
勝手が悪くなっております。高校に通う子供も通学で使う予定でしたが、本数が減らされて乗れる便
がほぼなくなったので毎朝、毎晩 駅まで送迎しております。この機に運行時間も見直してほしいで
す。

統合により通学距離が基準を超
える場合はスクールバスを運行
し、通学時間の減に努めていきま
す。また数箇所の乗降場所を設け
なるべく自宅近くから乗降でき
るよう配慮していきます。

３ 今後の検討課題
とする意見（スクー
ルバス）

コミュニティーバスの運行時間
等については、地域の皆様と協議
しながら検討させていただきま
す。
バス通学についてはスクールバ
スを運行する予定です。登校時に
１本、下校時に２本を予定してい
ます。費用の負担はありません。

３ 今後の検討課題
とする意見（コミュ
ニティーバス）

２
３

４
５

バス通学の場合は、無料にまたはスクールバスを何本か用意願いたい。
５－（１）通学の安全性の確保
現在は夏季にあり、夕方の暗さは気にならないかもしれませんが、自転車通学の冬季は非常に不安な
ものがあります。昨今、物騒な事件も起きていますし、島田市管内でも不審者情報があとをたちませ
ん。
街灯の整備に加え、防犯カメラの設置。また、防犯カメラが設置されていることを知らしめてほしい
です。また、11 月くらいのときに実際に教育委員会の方で、帰宅時刻に自転車にて走ってみていただ
きたいと思います。
（かなり危ないところがあると思います。車ではわかりません）高校生でも夜は心
配です。
スクールバスの運行については、登校時、下校時に何本か必要だと思います。特に、下校時は複数本
ないと何かの事情で乗り遅れたりすることもあるので、コミュニティーバス等を併用で乗れるように
してもらいたいです。
北部小中学区の生徒の自転車での登校が考えられるが、安全性の確保のため自転車専用道路の整備を
してほしい。
統合するにあたり、自転車通学の範囲を決めていただき、駐輪場を設置していただきたい（駐車場も
作ってほしい）
。

2

３ 今後の検討課題
とする意見

通学路の安全性については、本計
画（案）の５－（１）④に掲載し
ているとおり、具体的な要望を自
治会等から聞き取り、実情に合っ
た対策を講じることができるよ
う、関係機関との折衝を行ってい
きます。

３ 今後の検討課題
とする意見

自転車通学の範囲については、統
合両校が話し合う学校カリキュ
ラム等検討委員会で決めていき
ます。

３ 今後の検討課題
とする意見（自転車
通学の範囲）

駐輪場については確保していき
ます。
駐車場はスペースに限りがある
ため、隣接校と協力していきま
す。

２ 既に盛り込み済
みの意見（駐輪場確
保、駐車場確保）

学校間交流

６
７

小中学校再編を進めるうえで、令和３年度に北中と一中が合併するお話を聞いているが、決定となっ
たら、なるべく早い段階で両校での学校行事を一緒に行い、交流の場を設けてほしい。
同じ学年の交流会を何回か開いていただきたい（月に１度くらい）北中の子供が一中に行き、一中の
校舎で勉強をしたり、行事を体験したりしていってもらいたい。

統合するにあたり、時間がなさすぎます。部活動について統合を予定通り、令和３年４月にするので
したら、１日でも早い合同練習、部活交流をはじめてもらいたい。来年 R2 夏からでは遅すぎます。

特色

９

５－（３）各学校の特色ある教育活動等の継承
全てを行うのは難しいと思います。学業優先で余裕があればで構わないと思います。特色教育は小規
模校だから、がんばって行ってきたことだと思います。統合された学校では、新たに特色を作ればい
いと思います。
５－（４）新学校における施設の整備
ロボット教育（プログラミング）の先進校にしてほしい。
緊急時やバスに乗り遅れたときの送迎者用駐車場（もしくはロータリー的なもの）がほしい。
中学校には駐輪場がほしい。

施設整備

部活動

８

10

3

学校間交流については、本計画
（案）の５－（２）①に掲載して
いるとおり、統合前から進める予
定です。

２ 既に盛り込み済
みの意見（交流の場）

開始時期などの詳細は、９月以降
に関係両校で立ち上げる学校カ
リキュラム等検討委員会で協議
していきます。
実施回数については、子どもた
ちに負担をかけすぎないように、
授業や行事での交流を段階的に
計画・実施していきます。
部活動については、本計画（案）
の５－（２）⑦に掲載していると
おり、実態に応じて統合前から合
同練習実施や合同チームの編成
等を検討します。
今後、統合両校が話し合う学校カ
リキュラム等検討委員会でも、検
討していきます。

３ 今後の検討課題
とする意見（開始時
期、実施回数）

２ 既に盛り込み済
みの意見

３ 今後の検討課題
とする意見

プログラミング教育については、 ３ 今後の検討課題
今後、統合両校が話し合う学校カ とする意見（プログ
リキュラム等検討委員会で、新学 ラミング）
習指導要領との整合性をとりな
がら検討していきます。
送迎者用駐車場については、敷地
内にそのスペースを拡張するこ
とは困難だと考えています。な
お、今後校舎等の改修・改築事業
を実施する場合は、設計業務を行
う中で検討していきます。

３ 今後の検討課題
とする意見（送迎者
用駐車場）

駐輪場については、自転車通学に
支障をきたすことのないように
整備します。

２ 既に盛り込み済
みの意見（駐輪場確
保）

提案

11

跡地利用

12

統合時期等

13

14

15

島田市小中学校再編計画(案)のｐ５、
「５学校再編に対し考慮すべき事項と対策」について、特別支援
教育関係について書かれていないため、文例を挙げ提案いたします。
「学校再編に対し考慮すべき事項と対策」として登載した、４項目のうち、３，４に該当すると思わ
れます。
3．各学校の特色ある教育活動等の継承
4．新学校における施設の整備
（文例）
(5)特別な支援が必要な児童・生徒へ配慮された学校
① エレベーター等ユニバーサルデザインに配慮した建築及び設備
② 特別支援学級と、北部・金谷地区通級教室の一部継続
③ 継続した特別支援学級と通級教室への、 専門性の高い教職員の配置と加配、市支援員等の配置
※「特別な支援が必要な児童・生徒」とは、
特別支援学級、通級教室、普通学級にいる特別な支援が必要な児童・生徒のこと
神座小学校の跡地の利用について、大規模障害者施設の誘致等出来たらよいかと思う。障害者だけで
はなくその家族も一緒に入所出来るようになれば、神座の人口も増加することになる。

ユニバーサルデザインについて
は、５－（４）①で対応させてい
ただきます。

２ 既に盛り込み済
みの意見（ユニバー
サルデザイン）

特別支援学級及び通級教室の一
部継続については、島四小に設置
する通級棟や人数等の状況を踏
まえて検討します。

３ 今後の検討課題
とする意見（特別支
援学級及び通級教
室）

専門性の高い教職員や支援員等
の配置については、５－（２）②
を一部修正し反映させていただ
きました。
学校施設跡地利活用検討委員会
において検討させていただきま
す。

１ 反映した意見
（支援員等の配置）

４月に北中学校に入学したとき、当たり前に北中を卒業できるものだと思っていました。私は５月の
説明会で２年後に統合ということを知りあまりに突然で聞いてない！という思いでいっぱいです。説
明会でも何年か前にアンケートをとったとの話でしたが、今の当事者の意見を聞くべきではないので
すか？と思います。２年後に統合ならばもう既に細かなこと、具体的なことが決まっていなければな
らない状況だと思うのに、何もかも検討中という答えはあまりに安心できる材料が少ないと思います。
できることなら北中を卒業させてあげたいです。しかし統合自体はもう仕方ないことだと理解はして
います。途中で移動する子達がいることもそれは仕方ないことも分かっています。だからこそ、私た
ち当事者の思いを聞いてほしいです。そして安心できる対応をして頂きたいです。統合の時期や対策
をもう一度検討して頂けたらと思います。
統合の時期、方法、対策の再検討をお願い致します。
中学入学前に統合の説明は何もなく、入学してすぐ「貴方達は三年生に進級するときに島田一中へ行
くことになります」では納得できません。何度か説明会はして頂きましたが、詳しいことは何も決ま
っておらず、ただ時期だけは決まっているの一点張り。当事者が納得できる話し合いをした上で、改
めて統合の時期を決めて頂きたいと思います。よろしくお願い致します。
当学年の子どもたちは北中への入学が決定した後に、２年後の北中と一中との統合の話を知りました。
生徒数の減少からいずれは他校との統合をせざるを得ない事実は理解できます。ただ、なぜ２年後で
はないといけないのでしょうか。この子どもたちは北中を卒業するつもりで本校を選んで入学してい
ます。入学前に２年度の統合予定を知らされていないのは、普通に考えておかしいと思います。上の
学年の人たちから部活の数が少ないなどの理由により、早期の統合を望む声があったと聞きましたが、
当事者のこの子どもたちの声にもっと耳を傾けてください。実際３年生になった時点で部活を変える
ことは難しいですし、受験を控えた最も繊細な時期に大きく環境が変化することはあまりにも負担が
大きいです。少人数だからと言って、この子どもたちの存在を軽視されているように思えてなりませ

統合時期については、学校再編計
画策定委員会で検討を行い、地域
や保護者の賛成、反対の声を受
け、総合的に判断をさせていただ
きました。

４ 反映できない意
見（統合の時期）

4

３ 今後の検討課題
とする意見

16

17

18

ん。２年後の統合はデメリットがとても多く、その上具体案も決定しておらず現実的ではないと思い
ます。ぜひ再検討をお願いします。
統合の時期、対策の見直し、再検討をお願いします。
対策についても当事者である子供や保護者、そこに住まう住人への説明がまったく不十分です。説明
した時期が妥当と仰っていましたが、私達は納得できません。後付けの対策をして下さるにしても、
ちゃんと説明を受け、納得できなければ賛同しかねます。どうか子供達の声を聞き、少しでも反映し
て下さい。８月で採決というのはおかしいです。
統合の時期、方法、対策の再検討をお願い致します。
今回の統合については、生徒の減少、部活の選択肢がないなど理解はしています。しかしながら二年
後の統合はいきなりの事で困惑しております。もし、これが一年前に説明があれば北中に入学しない
（例えば私立中学他受験する）選択肢もありました。入学してから二年後の統合はあまりにもひどい
と思いました。中３は受験もあります。５月には修学旅行もあります。４月に統合してすぐに仲良く
なれるでしょうか？心配でもあります。教育委員会の方々は「子供はすぐに馴れる」と言いますが、
色んな子供がいるんです。そこを理解してほしいです。統合についても四年位前から準備していると
言っていましたが、なぜ二年後の統合する事を一年位前に当事者に言ってくれなかったのか理由を知
りたいです。地域の人のアンケート？で早く統合した方がいいとした人は「自分の子供が中３の時、
統合するのは賛成か？」と聞き直してほしいです。ましては突然統合するなんて言われたら手放しで
賛成する人は少ないと思います。受験も環境が変わることで影響ができのではないか心配より不安で
す。
今回、当事者に何の連絡もなかったペナルティーとして統合は三年後にすることを希望します。今な
ら来年度入学する子は統合のことも理解できるし、心の準備もできる。北中を選択しないこともでき
るので、統合に賛成する人（北中入学を希望する人）と理解することができるのではないでしょうか？
このような事は普通の企業であればあり得ないことがと思います。報告がなかったことを謝って済む
問題ではないと思います。
統合の時期、方法、対策の再検討をお願い致します。
北中学校区のアンケートでも書きましたし、皆さん書かれていたので重複すると思いますが、なぜ中
学３年という大事な時期に統合が決定されてしまうのでしょうか？貴方のお子様が当事者だったらと
同じ立場になって考えてください。具体的な解決策が出ていない状況で不安しかありません。親がそ
のような気持ちなら当然子供にも影響します。
統合の話は前から聞いていましたが、中３からになったことは、３月末に聞きました。なぜ、当事者
の意見を数年前から聞くことができなかったのですか？入学前なら中学受験も考え選択することが、
我が家も含め皆さん視野に入れることが出来ましたよね？
統合が決定されてしまうのであれば、市の都合ではなく、子供達を真ん中において、安心できる環境
を作ってあげてほしいです。
通学手段は、伊太学区からの自転車通学の許可、神座方面の道路の街灯の整備。スクールバスでの送
迎。
学校編成は、子供達の意見を聞いてください。受験もあるので、余計なストレスを与えたくありませ
ん。
制服に関しても、北中と一中で、新たな制服を作るべきです。一中の制服に替えなければならないの
でしたら、全額市が負担をお願いします。部活動の一式も含めて。

5

修学旅行については、子供同士が
早く慣れ親しみ友人関係を築く
ことができるよう、前年度から計
画的に対応していきます。

３ 今後の検討課題
とする意見（修学旅
行）

統合後の通学手段については、生
徒の通学距離に応じ、自転車通学
やスクールバス等の利用により
通学していただくことになりま
す。

３ 今後の検討課題
とする意見（通学手
段）

制服については、計画（案）５－
（２）④及び⑤に掲載していると
おり、支給または貸与します。

２ 既に盛り込み済
みの意見（制服）

部活動の団体競技のユニフォー
ムについては保護者の方が新た
に購入する必要はありません。な
お、ユニフォーム以外に各部で統
一している用具については、カリ

３ 今後の検討課題
とする意見（部活動
関連費用）

北中生のデメリットばかりが目立ちます。北中生がいじめの対象にならないか心配です。
学校名の改名、制服の新たな作成をお願いします。

キュラム等検討委員会で検討し
ます。
学校名については、カリキュラム
等検討委員会で協議し、教育委員
会で決定します。
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北部統合の時期・方法・対策の再検討をお願い致します。
２年後の合併を北中学校へ数日後入学が控えた状態で突然聞かされ、入学したら当然のように卒業も
できると思っていたものが出来なくなるという子供や親の不安なども考えもしないで決定することに
納得いかない状態です。２年後というと中学３年生という人生で節目にもなる受験も控えており、思
春期で精神的にも難しい年齢でもあります。
統合自体この少子化の現状をみてもしょうがないと納得するものもありますが、もう少しこちら側に
寄り添った姿勢をみせて頂いてもいいでしょうか。もっとみんなが納得するような内容の提示や学校
再編成の会合でも島田市教育委員会のこちら側に対する返答の改めを強く希望します。今までの会合
はまだ決定はしていなくて私達の要望を聞く会合だと思い、出席させて頂きましたが、８月の正式決
定は決まっている中での話し合いだったようでとても残念に思いました。子供達の不安を解消するよ
うな内容での統合を強く願います。
孫は小学校に入ってから不登校が続いています。一中の支援級を勧められましたが、
「人数が少ない北
中でのほうがよい」と本人、親共に希望した北中に入学しました。まさか入学した後に、一中に統合
するとの話が出てくるとは思ってもみませんでした。
制服も二揃い購入したりで出費も嵩んでいます。何故こんなに急に話が進んでいったのでしょうか？
統合が判っていたなら前もって話があって当然ではないでしょうか。せめて入学後ではなく期末前に
あってしかるべきと思います。今の北中の一年生にはかなりのショックではないでしょうか。再考を
切にお願いいたします。
ずっと学校に行くことができず、一中の支援級を進められましたが北中の人数の少ない学校が本人も
良いということで北中に入学したのですが、それを一中にというのはもっと行けなくなると思います。
他の子も三年という大事なときに変わるのは大変だと思います。部活の面でも通学の面でもそうです。
いずれ統合すると言っても急だと思います。今の一年生が入学してから聞いたのですから本人も一年
間だけ一中というのは反対だと言っています。親の意見もそうですが、子供自身が言ったことです（普
段何も言えない子ですが）
。再検討お願いします。
統合の時期、対策の再検討をお願いします。
北中で卒業させるつもりで入学させ、入学して数日後合併の話を聞き、実際通う予定の生徒、親が知
らなかったというのはどうかと思います。だまされたと思っています。それを数年前から聞いていた
ら他の中学も視野に入れ子供ともゆっくり話し合いができたと思います。受験の一年は大事です。最
後の義務教育ですし子供のメンタルが気になります。なぜ今なのか？と思っています。合併しなけれ
ばいけないのであれば、要望だけは聞いていただきたいです。
①制服は変えたくない。北中生徒として入学したため、変更するなら全額負担で。
②クラス分けをしなくてはいけないのであれば、23 人を２つのクラスにせめて分かてほしい。知らな
い人ばかりのところに入ってなじめない。
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３ 今後の検討課題
とする意見（学校名）

（再掲）
制服については、計画（案）５－
（２）④及び⑤に掲載していると
おり、支給または貸与します。
不登校等、特別な支援が必要な児
童生徒については、手厚い対応が
必要なため、本計画（案）の５－
（２）②を一部修正し反映させて
いただきました。

１ 反映した意見
（特別な支援）

（再掲）
制服については、計画（案）５－
（２）④及び⑤に掲載していると
おり、支給または貸与します。
クラス分けについては、北中生徒
に十分配慮した編成をしていき
ます。

３ 今後の検討課題
とする意見（クラス
分け）

③修学旅行：５月に修学旅行、一中、北中の生徒と分けて班をつくってほしい。
④自転車通学を許可してください。伊太地区でも部活帰りとても暗いです。２小、３小学区とは違い
ます。歩きは危険です。

23

24

25

26

27

統合の時期、方法、対策の再検討をお願いします。
今年 3 月 26 日の説明会で初めて統合の時期を知らされました。しかし、それ以前に現中１に対して何
の意見交換、対策の計画、準備が一切されていないことが賛成・反対を出来る状態にない事に大きな
憤りを感じています。本来なら当事者に案の提示、意見交換をし、入念な計画・準備があってからの
入学、計画の実行でないとおかしいと思います。北中へ何の説明もなく入学した 23 名は北中で卒業で
あるべきと考えています。説明なく今の時期まで来てしまったことは取り返しのつかない大きなミス
だと思います。今から全力で子供を中心にした計画、対策を考えなおすよう、今、足をとめて、話を
聞いて心からの統合計画を作り直してください。
島田北中と島田一中の統合時期を見直ししてください。
公聴会が開かれましたが、質問事項に対する回答及び計画がないため、統合を賛成・反対する材料が
ありません。令和３年度４月の統合は、時期尚早と思われます。
統合に関して、２年後に行うという案はやはり急ぎすぎだと思います。保護者の皆さんの心構えがや
はり整いきれていないと思います。統合に関しては長い目でみれば賛成です。ですが、できるのなら
ば、もう一年・二年後にずらしてもらえれば、皆さんの心の準備も整うと思います。北中に入学する
現６年、５年生の人数も減ってしまうかもしれませんが、それでも皆さんに周知してもらった上で北
中に入学するしないを決めればそっちがいいと思います。
統合の時期、方法、対策の再検討をお願いします。
本年３月 26 日、初めて２年後に統合を知らされ、その後５月 27 日、６月 14 日の説明会がありました。
現北中１年 23 名は、何も知らないまま、北中に入学をし、突然統合を知らされ、北中は卒業できない
と言われました。８月に判をつくだけになっている決定事項と言われたそうです。意見も聞かれず、
押し切られてしまう憤りがあります。知らなかった事に対する対応もなく、不安を解消する回答、計
画もなく「子供で中心に」ではないので、当事者の話を足を止め、心から聞いてください。
統合の時期、方法、対策について再検討をお願い致したく。
今回の統合にあたり、このまま進められては困るので、このような形で想いを述べたいと思います。
まず、北部地区は統合に対して反対の意見が無いように思われてしまっているようですが、説明会を
開催するたびに毎回反対意見が出ているのに、何故、無いようなことになってしまっているのでしょ
うか。今回の統合は私達からしてみたら降って湧いたような話で、到底納得のできる話ではありませ
ん。説明会では子供の気持ちに寄り添い･･･と言いながらまったく無視されているとしか思えない状況
です。少子化で統合は致し方ないと思う気持ちはあります。でも、その進め方に問題があるのではな
いでしょうか。統合にあたっては５年も前から会が発足され、話し合いを進められてきたようですが、
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（再掲）
修学旅行については、子供同士が
早く慣れ親しみ友人関係を築く
ことができるよう、前年度から計
画的に対応していきます。
学校から自宅までの通学距離、安
全面の配慮等により自転車通学
を許可していきます。

３ 今後の検討課題
とする意見（自転車
通学）

学校間交流については、統合両校
が話し合う学校カリキュラム等
検討委員会で決めていきます。
早期に開始しつつも、子どもたち
に負担をかけすぎない程度の交
流を行っていきます。

２ 既に盛り込み済
みの意見（学校間交
流）

28

29

子供や父兄には何も知らされず、北中を卒業できると思って入学を決めたのに、入学式の１週間前の
説明会で卒業出来ないことを知らされ、それまで何の交流もない一中へ３年生から行くというのは無
理な話だと思いませんか。３年生といったら、今後の人生が決まるかもしれない高校受験を控える大
事な時期で、統合がなくても子供も親も大変な時期です。そんな時に更に子供に負担や負担を与えて
いいのでしょうか。教育という大事な問題を子供や親を置き去りにして、決めていいはずはありませ
んよね。アンケートでは７～８割の方が賛成しているというお話も聞きましたが、そのアンケートも
当時の中学生や父兄の意見だとも聞きました。実際に統合に関係のない人達の意見が尊重され、今の
子供達や親の意見が聞き入れられないのは、どう考えてもおかしいと思います。せめて小学校の５、
６年の時からきちんと統合の話を聞いてして、一小と色んな交流を持ち、友達関係を築き、受け入れ
られる側の態勢作り、通学手段等の全てがきちんと整っていると言うなら子供も親も何の不安もなく、
スムーズに統合できると思います。しかし、今の現状はそうではありません。子供達の交流は行って
いない、制服、通学手段、とどれをとっても何一つ理解できていません。それで２年後の統合を８月
に発表するとごり押しされ、子供も親も動揺を隠しきれない状況です。そういった状況を踏まえ、た
った 23 人だから･･･ではなく貴重な 23 人の子供達の為に、一旦保留とし、再検討をお願いします。お
互いが信頼し、歩み寄り、子供達のことを第一に考え、少しでも早く問題が解決されていくことが統
合をスムーズに進めていけることに繋がると思います。子供達や親の気持ちに少しでも寄り添っても
られること願います。
統合の時期、方法、対策の再検討をお願い申し上げます。
統合の時期：中学入学前の３月末に市より一方的に令和３年に統合し、その方法も既に決定していて、
選択の余地もなく実施に移るのは、全く納得が出来るものではない。
そもそも統合なら、来年度の一年生より一中に入学し、今の一年生は、令和３年度に最後の３年生を
見送り廃校にするほか、良い方法に思われる。そのような選択はできないのか？
・制服を２校分買わなくて済み経済的、統合の受け入れの諸問題がない。
・受験、修学旅行など一番思い出深い最後の１年の最初が転校で始まる精神的な負担がない。
・何より多感な時期に転校は、子供達のストレスになる。
人口が減少していく中で、統廃合は避けて通れないことは認識しますが、少数だから意見をまとめ易
いだろうという思惑が感じされます。市の計画に反する意見に対し、納得出来る対策をお聞かせくだ
さい。
北中一年生の息子を持つ母親です。今年の３月末に『2 年後、一中との統合案』を初めて説明会で知ら
され、５月の会で８月に決定する事も知り驚きと動揺の日々の中で、その後３回教育委員会の方々と
質疑応答の場を得ています。当事者に事前の説明もなく時期を一つの案で提案され不安の声をあげて
きました。
会を重ねても『2 年後に統合する明確な理由は？』の問いかけに応えて貰う事はできませんでした。北
部地区は、７割が賛成という結果をもとに早期統合の方針と説明されました。統合をする前に当事者
と意見交換をし、時期を決定するというのが常識ではないのでしょうか。
資料によると、初倉地区は『３年後の統合』のアンケートが集計されており、北部地区は賛否のアン
ケートのみで説明会の回数も差があります。
７月の会で教育長さんが『昨年の１１月頃には案が出ており、初倉地区の対応に追われ北部は後手に
なり申し訳ない』と言われました。
質疑応答による『不安な声』に対し、統合後の対策案を出されましたが、３年生で小規模から大規模
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（再掲）
制服については、計画（案）５－
（２）④及び⑤に掲載していると
おり、支給または貸与します。
（再掲）
統合後の通学手段については、生
徒の通学距離に応じ、自転車通学
やスクールバス等の利用により
通学していただくことになりま
す。

（再掲）
制服については、計画（案）５－
（２）④及び⑤に掲載していると
おり、支給または貸与します。
（再掲）
修学旅行については、子供同士が
早く慣れ親しみ友人関係を築く
ことができるよう、前年度から計
画的に対応していきます。

その他

30

31

32

33

に転校は、危惧される事があるのは当然です。
『統合には必ずこういう学年があり、運悪く当たってし
まい、諦めて下さい』と７月の会の冒頭で北部地区代表の方に言われましたが、それがわかるからこ
そ、当事者との意見交換がないまま進む方法に納得できません。
例えば３年生から統合と入学前に知らされていれば途中転校より中学受験を選択する。部活も入学時
に統合先も選択肢に含める等、中学生活の選択肢を得られる可能性があります。私達の子供には、な
いまま統合に向かわされています。
時期を発表してから、３年後以降に統合ならば学校や行政の準備、何より当事者の物理的心理的な余
裕を与えられる可能性があります。
2 年後に統合の理由も聞けず反対してきた５ヶ月間の声は、教育委員会には届いてないと感じます。
お陰様で息子は、特に問題もなく一学期を過ごし、部活にも励んでいますが少人数の問題はあります。
部活に関しては、本人もいずれは一中と統合と理解していますが転校には不安の声を出しています。
親としては、統合へのポジティブな情報を与え新生活への背中を押してあげたいのですが、現時点で
の急な展開も含め統合後もデメリットが多いのが現状です。
統合には、反対しておりません。対策なしで２３軒の家庭の声を受け入れず統合する方法に反対し、
『子
供の為の統合』になるように統合時期の再検討を親子共に願います。
仮に～ 当事者との意見交換なしで、2 年後に学校を統合する案があり５ヶ月後に決定する～と市民に
アンケートを取った場合、賛成多数になると思われますか？もし、案が決定するとお考えならば、今
そしてこれからの島田市の教育に関する対応に懸念を感じざるを得ません。
市外で育った私ですが、出産する前から島田市の子育て支援を親子共に受け、穏やかな生活を送る事
ができています。そしてこれからも、というのが理想であり願いでもあります。
現在進行中の小中学校再編についての発端は、少子化による生徒数の減少によるものであるが、本来 市では、第２次島田市総合計画の
であれば、少子化の振興を食い止め少しでも子供を産み育てる環境整備に尽力すべきだと考える。
中で掲げている「子どもを生み育
てやすい環境をつくる」を柱に、
これからも全庁的な体制で環境
整備や支援を続けていきます。
統合前にもう一度子供達一人一人の意見を聞いてもらいたい。
新しい学校に期待することや、夢
のある学校にするために児童生
徒にできることなど、問いかけな
がら意見を聞いていきます。
統合前に親と子の不安を解くべきです。
本計画が当事者の皆様の不安解
消するための対策を講じる根拠
になります。
論点が絞られていましたので、上記 4 つに対して書きましたが（Ｎｏ１、３、９、10）
、その他の意見
を言わせてください。
「子どもを最優先にした学校づくり」とのタイトルが付いていますが、はたして合致しているか納得
できない部分もあります。確かに少人数というのは弊害もあるかと思いますが、計画内容、進め方、
説明会の内容を聞き、質問し、回答を聞いた感想としては、第 4 小の建設に後、第１小の建設が回っ
てくるが、その費用負担において国の学校統合の指針にも合致するので、ここは北部 4 小学校を吸収
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貴重なご意見として受け止めさ
せていただきます。
統合した後の地域づくりについ
ては、学校施設跡地利活用検討委
員会において、全市ぐるみで取り
組んでいきます。

５ その他（計画
(案)の内容ではない
いため）

５ その他（計画
(案)の内容ではない
いため）
２ 既に盛り込み済
みの意見

５ その他（計画
(案)の内容ではない
いため）

して補助金額を上乗せしよう。ここからの議論になっている感をいなめません。そのため、令和 6 年
に 1 小に合併のためには、2 回の転校を避けるために 2 年後の北中合併をしなければならない。なので、
十分な議論もできず、説明会をしたので、保護者や地域住民の反感をかったと思います。
（相賀小の代
表が校長先生しかいないかったのも、残念です。検討会で十分な意見を吸い上げてほしかった）
学校の存在は地域の力、地力のもとになると思います。4 小学校、北中学校がなくなることによって、
この地域の力は、何とかがんばっていた部分をそがれると思います。耐震化や校舎の立替での費用が
カットできる部分は魅力的ですが、今後、活性化の芽をつむこと、独居老人の増加（学校が遠いから
家には入らない）
、地価の下落、子のない世帯の孤立化、直接的に見えなくても影響がでてくると思い
ます。
私は消防団を 15 年勤めましたが、入団の決め手は「これから小学校に入る子どもたちに肩身の狭い思
いはさせたくない。いそがしいが、協力しよう」と思ったからです。都市化部分もいいですが、田舎
もいい部分があります。でも、子育て世代としては近くに学校がないと話になりません。見えない社
会保障費、校舎でなく、災害時に非難所として考えた場合、果たしてコスト削減になるのか市の目線
で考えてもらいたいと思います。
観光より 教育にお金を使ってください。
以上になります。主題とは違う部分もあるかと思いますが、誰かの目にとまればと思いいろいろと書
きました。既定路線では仕方ありませんが、どうせ合併するのであれば、
「子どもを最優先にした学校
づくり」だけは優先で計画を立ててください。

10

