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長南町統合小学校説明会記録  
  

１ 日時 平成２８年５月２８日（土）９時００分～１２時３０分  

  

２ 場所 長南町農村環境改善センター 多目的ホール  

  

３ 参加者 ①保護者（保育所・幼稚園・小学校）１２２名  

      ②一般 ２０名  

      ③教員 １２名  

      ④小中一貫校設立委員会委員 １４名  計１６８名    

  

４ 事務局 教育長・学校教育課長以下５名    

  

５ 日程  

（１）開会のことば  

（２）小中一貫校設立委員会 委員長あいさつ  

（３）教育長あいさつ（長南町が目指す教育について）  

（４）統合校（併設型小・中学校）の概要について  

（５）スクールバス運行について  

（６）今後の予定  

（７）その他  

（８）閉会のことば  

  

【開会のことば】  

  小中一貫校設立委員会 石井 副委員長    

  

【小中一貫校設立委員会委員長 大木 委員長あいさつ】  

    小中一貫校を代表いたしましてあいさつを申し上げます。先程２年近くに亘って検討

したと紹介がありましたけれど私達が主に取り組んだのは学校名をどうするか。最終的
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には皆様からアンケートを取りました。その後に教育方針とか、いろいろテーマはあり

ますけれど学校のハードを検討する部署は専門にありまして、既に基礎工事が始まって

います。教室数も決められて設計図に従って工事が進められています。  

    私達が与えられたテーマは各地域における事情を良く分かっている人達の集まりなの

でスクールバスをテーマにして研究・調査をかなりの日数をかけて検討してまいりまし

た。この後、校旗・校章・校歌も出てくるでしょうが、それはさておき、まずスクール

バスをどうするかということで取り組んできました。  

    長南町の皆さん、ご存じのとおりメイン道路があって小さな小道がくっ付いている。

いわゆる地方から都市に向かって行くような道路状況となっています。循環してぐるり

と回って子供達を集めてくるのは非常に難しいです。そうかといって、ドアツードアで

タクシーのような車を地域に回して集めることは困難でありますし、マイクロバスのよ

うな小さいバスを１０台も１５台も買って運営するということは経済的に無理がある、

ということで最終的にはこれから説明をいただく内容のバスの台数になりました。停留

所はどうするか、固まって地域があるわけではありません。停留所の場所とか数とか、

それが適正かどうかは非常に難しい問題があります。全国的にみれば非常に数の多い停

留所に長南町はなろうとしています。ただし、現在でも危険箇所はたくさんあります。

私は１２，３年交通安全ボランティアを行っていますけれども、ここが危険だから巡回

バスを使えるようにしてくれだとか、ここに歩道や橋を造ってくれだとか、見守り活動

をしてくれなどの意見は出ています。しかし、大きな声にならないので、そのまま皆さ

ん通学していますよね。危険なことを頭の隅にあるかもしれませんが、私から言わせる

とほったらかしにして歩いて通学させている。  

    今回、４校が一緒になる訳ですから１時間以内に歩いて通学するのは難しいというこ

とがありスクールバスが必要だといいます。２㎞以内の子供さん達は歩いて学校に行か

せるかどうかが議論になりました。今まで歩いていたのだから体づくりに歩かせたらど

うか、多くの子供さん達がスクールバスに乗って登下校する。一部の子供さん達が歩

く。それもまた、いろんな意見が出てくるだろうと言う事で難しい考え方になります。

結果的にはバスを利用することを希望する方は乗れるという方向に行っていますけれど
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体力づくりに歩かせたい方は歩いてもかまわないようになっていくのですが、そこでま

た、大型の車が増えてきて危ないじゃないかと、例えば待機する場所に人数の多い所も

あれば少ない所もあるだろう、待機する場合にどこに待機するのだと。待機する場所が

無いじゃないかといろんな話が出ました。しかし、それは取り組まなければならないの

で、継続的に安全対策をして行かなくてはならないと。今限られた経済状況の中で良き

運営の仕方ということで取りあえずこうしようじゃないかということで案を取りまとめ

ました。しかし、フォローアップは必要ですし、見直しも必要と思います。来年４月の

開校に当たって、とにかくこれでやってみようということを纏めました。私達設立委員

会のメンバーというのは各地区のベテランの方がグループをつくって地域の実情を調査

しましたので、もっと良い方法はあるかもしれませんが、これが現時点でベターであろ

うと思いますので、これについては事務局から説明があります。なお、学校の教育分野

については、専門部署の方がいろいろと考え、今日概要の説明があると思いますが、今

日お集まりいただいたのは、一番気になる１年生から６年生がバスの箱の中に乗って６

年間生活する訳ですから、その中でいろいろな社会勉強をしていくでしょう。良いこと

も悪いことも覚えるでしょうし、より子供さん達にとって立派な社会人の基礎になるよ

うな生活がバスの中で出来ていければ良いと思います。  

    今日お忙しい中お集まりいただき有難うございます。      

  

【教育長あいさつ】（長南町が目指す教育について、パワーポイント及び説明資料で  

説明） 

    皆さん、おはようございます。  

    教育委員会の小髙と申します。よろしくお願いいたします。  

    本日、早朝から多くの方にお集まりいただきまして有難うございます。  

    また、学校教育におきまして、ご支援、ご協力をいただき有難うございます。この場

をお借りしましてお礼申し上げます。  

    お陰様で校舎建築も基礎工事が始まりました。今後、建物が見えてくるようになるの

だろうと思います。  
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    学校が無くなるのだってねえ。元気な子どもの声が無くなってさみしいねえ。という

ような声をこの話が出る前によく地元で聞きました。１４０年に亘る学校の歴史がここ

で閉じられるということで、各地区それぞれの皆様方の思いがあると受け止めていま

す。保護者の皆様におかれましても新しい学校はどんな教育をしてくれるのだろう、と

不安或いは期待も大きいのかなと思っております。学校がいままで果たしてきた地域の

役割を考えますと長南町にとって、とても大きな時代の変革事項だなあと考えておりま

す。それだけに新しい時代の教育をどのようにしていったらいいかということを問いて

いきたい。私は昨年の１０月からお世話になった訳ですが、各学校を回りました。その

時にやはり子供の数の少なさに改めて驚き、少子化という意味を感じた訳でございま

す。しかし、子供達は山間部の子供の良さをいっぱい持っていました。一生懸命さ、子

供らしさ、素朴さ、健気さ、こういう言葉で表されます。長南の子供の良さをいっぱい

私に見せてくれました。私はそこを見て、ああやはり頑張らなくてはならないという思

いを改めて強くしたところです。そういう子供の現実、それに対する保護者、地域の皆

様の期待を受け止めて、私は頑張らなくてはならないと責任の重さを痛感しているとこ

ろです。  

    そして私は三つの問いをしました。  

    一つ目は、郡市で初めての小中一貫校でございますが、この新しい時代の長南町の教

育をどのように進めて行ったらいいのかという問いでございます。  

    二つ目は、その子供達に今何を学ばせておくことが一番大事なのか、次の世代に移る

に当たって、何を身に付けていったら良いのかの問いでございます。  

    三つ目は、地域の大きな課題であります少子化時代の教育というものを学校教育はど

う受け止めて、どう具体化していくのかという問いでございます。  

    私の三つの問いのベースに一つの言葉としては、やはり学力と人づくりの教育と考え

ております。 

    三つの施策と言う事で、長南で育った子供達はこれから、ある者は地元で町の活性化

に尽力してくれるだろうし、またある者は広い世界をフィールドにして活躍するんだろ

うと、いずれにしましても長南で学んだ子供達がそれぞれの場でリーダになってもらっ
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て、また長南の教育のすばらしさを誇りに活躍できる子供になってもらいたいという願

いであります。故郷から世界に羽ばたく長南の教育ということであげてございます。何

が大事かというところに、やはり学力と考えております。確かな学力をきちっと身に付

けさせて送り出す教育というものを第一に考えております。やはり子供達にとってはわ

りやすい授業、楽しい授業というものが日々の生活の中心ですので、ここを学校の教育

の重点としてお願いしたいと考えております。ただ、ご案内のように情報化、国際化と

いうような私達の身の回りには溢れています。子供達はそういうフィールドで活躍する

ことが必要になっていますので、やはり情報化、国際化に対応する教育というもの、具

体的には英語教育或いは ICT 教育というものを頑張っていきたいと考えております。こ

れが一点目です。  

    そして二つ目は、長南の素晴らしさを理解して、長南町が大好きだという子供を育て

る必要があるだろうと思います。子供達はこの地から離れるかもしれません。しかし、

いつも育った故郷の素晴らしさを胸に、そしてこれをベースに自分の生き様にして、或

いは世界で活躍するエネルギーの基にしていただきたい。そんな願いを持った二つ目の

施策でございます。故郷意識を育てる長南の教育でございます。  

    町では２０４０年を目途に総合戦略というものを立ててございます。ここで教育につ

いては子育て世代に選ばれる町づくりを挙げてございます。学校教育もこれを受けて、

やはりこれに沿った教育の必要性を感じております。私は長南町を大好きな子供を育て

ることを考えております。何を具体化するかといいますと、やはり地域学習でございま

す。従前も行われております地域の皆様のお力を借りて、子供達が触れ合いの中で心を

磨き、町のことを知っていく教育がなされておりますが、これらを更に進めたいと考え

ています。地域の学習で地域の人の触れ合いの中で、心を育てる教育、そしていつか長

南を子育ての場所として選んでもらえる、そんな子供が育ったらいいなあと願っていま

す。  

    そして三つ目は、やはり地域の人々がさみしく思っている身近な学校が遠くに行って

しまった。遠くに行ってしまった学校を従前のように身近な自分たちの学校にというこ

とを踏まえての施策です。  
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  活力ある町づくりへの長南町教育と考えております。町を元気にするために力を発揮し

てくれる子供、或いはそういう役割を果たす学校をつくって行きたいと考えておりま

す。そして元気を発信する場としての学校になればいいなあと思っております。各種発

表会、運動会等の子供達との触れ合う機会を皆様方に見ていただいて、その中で長南っ

子はいいなあという思いを持っていただきたい。詳細につきましては、改めて機会を設

けて説明させていただきたいと考えております。   私の思いや願いが行き過ぎるかとも

思うのですが、大事なのはこれらの実現がすべて学校にお願いしなければならないと言

う事です。校長先生をはじめ、子供に関わるすべての先生方の力によるところが大きい

訳です。そういう意味で私は、４月に各学校の先生方にお願いしてございます。子供、

教師、長南の地域という出会いを大事にしてもらいたいと言う事をお願いしておりま

す。長南町に来て良かったというふうに思える教師、来てくれて良かったと言われる教

師になっていただきたい。そして、新しい時代の教育を長南町の特色ある教育というも

のを長南の子で良かった思える教育を皆さんでつくっていけたらと思います。そのため

に学校を支え、リードする教育委員会がどうあったらいいのかという問いもしていると

ころです。これからの学校教育は学校と教育委員会の施策を皆様方に示して、そして皆

様方の力を借りて、皆様方の批判をいただいて町全体で少ない子供達を育てる必要があ

ると考えております。そういう意味で、それぞれ役割分担をきっちとする中でより一層

の皆様方の力を結集して長南の教育をしたいという願いを持っております。個人的には

微力でありますが、新しい時代の教育を始めるのだという皆様方と意思統一を図ってい

きたいと考えております。  

    皆様方もいろいろご心配も多いかなあと考えております。教室の数が足らないじゃな

いか、大丈夫なのか。どこからそんなことが流れたのか聞くのですが、絶対心配ありま

せん。それ相応に用意してありますので大丈夫です。一つ一つの心配が皆様方の心の中

にあるのだという認識で教育行政を進めてまいりますので、何かあれば遠慮なく私共に 

お問い合わせいただいて、そしてまた話をする中で進めていきたいと考えております。  

    これで私の説明とさせていただきます。    

  

【質疑】なし   
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【学校教育課長】（統合校「併設型小・中学校」の概要について、パワーポイント及び説明

会資料で説明） 

   改めまして皆さんこんにちは。学校教育課の永野と申します。 

   お手元の資料の統合校の概要からは私から説明申し上げます。  

   まず始めに小中連携教育について、これまで長南町が取り組んできた教育でございま

す。これを大枠としまして、この中に含まれるのが実は今度長南町が目指していく小中

一貫教育であります。連携教育と言いますのは、小中学校がお互いに情報交換や交流す

ることによりまして小中の円滑な接続を目指す教育となります。そして一貫教育という

のは小中学校段階の教員が目指す子供像を共有することによって９年間を通じた教育課

程を編成して系統的な教育を目指す教育となります。これが、これから長南町が目指す

教育となります。只今申し上げました小中一貫教育の中に大きく分けますと二つの類型

があります。一つには義務教育学校でありまして、これは一人の校長の下に一つの教職

員集団が９年間を一貫した教育を行うものです。県内にもこれまでに一貫校を名乗って

きた学校が数校あります。そういった学校はこの４月から義務教育学校ということで法

的に区別されるようになりました。そして長南町が目指しているものは、併設型小・中

学校となります。こちらも最近になりましてやっと法整備がなされ文科省の省令により

決定した名称です。これまでは義務教育学校を一貫校と呼んでおりまして、それと区別

をするため一貫型と呼んでいました。これが法的に決まった名称となりました。こちら

が長南町で行う教育となります。この併設型小・中学校は義務教育学校と比較してどう

違うかといいますと独立した小中学校が一貫した教育を施すということで書かせていた

だきました。つまりは小中学校それぞれ独立していますので校長・教頭以下事務職員、

養護教諭に至るまで、それぞれに配置をしていく形になっています。どちらも一貫教育

につきましては①から③に書かれている部分、ここをこれから義務教育全体の質の向上

を目指すことが一貫教育の目指すものとなります。ここは二つの型とも共通した部分で

す。  

    次に長南町学校教育の指針について触れさせていただきます。  
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    個性の伸長と生きる力を育む長南町の教育、認め、励まし、ほめるを基本としていま

す。約してキラリ輝く長南っ子と申します。ここで中学校ではこんな生徒を育てたいと

目標を立てたとします。そうしますと先程申し上げたように一貫校でありますので小学

校も中学生の姿を目指して小学校ではこういった目標が必要であろうと一貫して考えて

いくこと。これが長南町の目指すものであります。  

  （統合小学校校舎、学年園、遊具ゾーンの配置はパワーポイントにより説明）  

    それではここで統合校の概要について Q＆A で記しましたが、教育委員会に寄せられ

ました質問を中心に一問一答方式にて纏めてみました。  

  まず初めに学級編成はどうなるのか。開校時の児童数は見込みでございますがお手元に

ある数となります。なおカッコ内にある数字は内数になりますが、特別支援学級に在籍

の児童数ということになります。定数法に則って計算をしていきますとこのような形に

なっていきます。表の学級数以外に中学校の校舎内には現在長南小学校にもございます

が言語通級教室を継続しての設置を予定しています。また、増置教員が配置されれば弾

力的な措置として二クラス編成が可能な学年もございます。今後転出入による児童数の

増減や特別支援学級在籍の児童数の増減によりまして学級数の変更の可能性がありま

す。この特別支援学級在籍の児童数の増減というのは学年の児童数に入りませんので、

この辺は法的な部分とどうなるかというのは今後の推移を見守る必要があります。  

    次に新設校舎のつくりや設備関係についてです。鉄骨造の三階建てを予定していま

す。すぐ隣に町の体育館がございますが、それよりも１ｍ程度高くなる予定です。教室

が１０教室で、特別支援用の教室が２教室、校長室、職員室、保健室、放送室、配膳室

で全教室にエアコン、エレベーターの設置、多目的トイレも完備します。  

グラウンドや体育館はどこを使うのか。原則、中学校の特別教室は共用とします。中

学校のグラウンド、体育館等、中学校も現在６クラスですので十分共用が可能であろう

と考えます。グラウンド、体育館はうまく時間割を組みまして小学生も使うようになり

ます。Ｂ＆Ｇの体育館、町総合グラウンド、Ｂ＆Ｇプール、尚武館も使用していきたい

と考えます。  
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続きまして、特色ある教育課程は。ということで小中一貫教科としまして英語科の設

置を考えています。またＩＣＴ教育の推進、現在西小学校が大変先進的に進めています

が、こちらの方はすべての子供達にと考えています。また、教員経験者、特に長南町は

経験者が多く、その方に是非先生になっていただいて放課後補習教室のような形で開設

を予定しています。  

次に小中学校の指導上の学年段階の区切りの設定は。ことらも結構質問が多かったの

ですが、現在の義務教育学校の多くが４・３・２年制です。小学校４年生まで一区切

り、小学校５・６年生と中学１年生で一区切り、さらに中学校２・３年生で区切るとい

うようなところが全国的にも多くなっています。長南町が目指すものは、それとは別と

なります。積極的に交流は図っていきますが、先程ご説明申し上げましたように独立し

た小中学校でありますので、これまで通り６・３制を守っていきます。そしてこれも心 

配されている方がいますが、小学校の卒業式、中学校の入学式は実施したいと考えま

す。  

次に小中学校の各種行事の関係です。共同開催になるのかという質問がこちらも多く

なっています。子供達にとってより良い行事となる。これが一番大事な部分であります

ので、共催がふさわしいのか、または単独が良いのか、教育委員会が一緒にやりなさ 

い、ということでなく小中学校で検討の上、良いものにしていただければと考えます。  

続きまして、統合小学校の校名はどうなるのか。こちらですが、一般公募を行いまし

た。ダントツで長南小学校という結果になりました。既に内定しておりますが、校名と

いいますのは条例に関わりますので議会を通しまして条例改正により正式決定となりま

す。現在、長南小学校を使ってしまいますと今も長南小学校がありますので、紛らわし

いこともありますので、もうしばらく先にして、新設の長南小学校ということで手続き

を行いたいと考えます。  

次に統合小学校の体操服はどうなるのか。これにつきましては、中学校の体操服のデ

ザインに準じたもので統一していきたいと考えています。なお、切り替えの猶予期間を

設けて、旧小学校の体操服でも構いません。（具体的なデザインは説明会資料で説明）続

きまして、統合小学校の校章についてです。併設型の小中学校でありますので、中学校

に準じたデザインということを考えました。（具体的なデザインは説明会資料で説明）  
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次に統合小学校の校歌についてです。校歌につきましても、すべて１番から３番ま

で、歌詞を募集することは非常に難しいことですので、校歌の歌詞にこだわりのフレー

ズを一般公募させていただきました。応募総数が２３７名、そして７７フレーズ集まり

ました。フレーズで多かったのは、現４小学校の校歌に使われている言葉でした。近日

中に近隣市町村の学校で作詞・作曲の実績のある方に依頼する方向で進めています。依

頼時に全部とはいきませんが、応募いただいたフレーズを盛り込むなど、現小学校の歌

詞の一部を入れていただくようにする予定です。  

以上、統合小学校の概要ということで説明を終わります。           

  

【質疑】  

 （一般） 統合に関わった方は、これまで大変なお仕事をされたと考える。一貫型で進ん

でいるようだが、小学校校舎を中学校の敷地内では狭いのではないか。総合グ

ラウンドに建てるのかと思った。それから特別教室を共有すると授業時間が中

学校は５０分、小学校で４５分だが授業時間がずれ込み困るのではないか。サ

イズも児童用に改造が必要なのではないか。また、中学校の体育館を使う場

合、ミニバスケットなどサイズの違いや移動時間も長くなり、授業時間を確保

できるのかなど、多くの問題が生じる。  

         学校教育の環境を整えることが行政の役目と考えるが、どうか。  

   

（学校教育課長）限られた町予算と子供は財産であることは痛感しています。いくつかお

答えが出来るものについて触れさせていただきます。  

          まず、時間割では専門家である各小中学校の教務主任にお願いし、移動にか

かる時間も加味した中でのモデル案が出来上がっています。  

          特別教室につきましては、小学生用に造れば良いのですが、今ある施設を極

力利用する形で机や椅子の高さであるとか様々違いはありますが、例えば家庭

科室では高学年が中心となります。設計段階において中学校の机・椅子の高さ

を調査し、小中学生の平均身長等を加味しながら現在使用しているもので大丈

夫との話を頂いています。  
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 ミニバスケットのゴールにつきましては、現在大人用のゴールに掛けるタイプ

のゴールで対応し、プールでは底上げ用のテーブルの形をしたものを敷き詰め

て低学年に対応します。  

           階段の段差につきましては、小中学校の高さは違いますが、これも設計段階

からお話があり、現在の中学校の段差であれば手すりを１本増やすことで対応

可能とのことです。  

          その他、様々な意見を頂きましたが、承けたまっておきまして、今後町長部

局の方にも話をしていきたいと考えます。  

   

（一般）  小学校を建設することについて、前々から大反対であった。今回このように 

    建設が着工されたことには大変残念に思う。町の財政は県内市町村でも一人当 

    たりの借金の額がトップである。小学校が４校あって、すべて耐震工事を一億 

    数千万円かけて実施している。統合するのは致し方ないが、そうした工事をや 

    っているのだから児童の安全は保障されているので、そこを使用することが町 

    の財政にとっても良かったと思う。統合して小中一貫の立派な学校教育をする 

    のだといっても、町が潰れてしまったら何もならない。誰も新しく学校を造っ 

てくれと町民のどなたが言っていた訳でもなかった。PTA の皆さんがそうい 

った声を上げていた訳でもなかった。前町長が退任の直前に決めたのです。そ

れまでは、４校を２校にするか、１校にするかで議論されていた訳で、２年前

の３月に統合の説明会があって、それまではどなたも新しい学校を建てること

は聞いていなかった。新しい町長に任せれば良かったのです。後に残された

我々が借金を返済することになる。町はたいした財源や大きな企業がある訳で

もない。過疎で超高齢化社会、皆さん年金暮らしの方が多い。この莫大な借金

を返して行くのです。立派なエアコンやエレベーターが付いたり、スクールバ

スも新たに発生してくるが、その経費はどういうふうになるのか。どのくらい

かかるのか、そういった説明が全くない。そういうことをもっと説明してくれ

ないと困る。統合小学校の費用負担はどの位発生するのかお答え願いたい。  
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（学校教育課長）現在進んでいます学校建設は、約６億円の予算で動いています。ホーム

ページ等でも掲載していますが、プロポーザル・デザインビルド方式と言いま

してこちらから、このような学校をということで提案させていただき、デザイ

ンや設計・施工など、すべて一括で引き受けてくれる業者を募りました。結

果、大和リース㈱千葉支店の方が手を挙げていただき、その提案を受け入れ

て、現在建設に至りました。  

                  当初は、中学校の尚武館を取り壊し、そこに校舎を建てることで計画を進め

ていましたが、土砂法の関係で現在の中学校の東側でグランドに面した所に倉

庫と自転車小屋の一部を取り壊して建てるということで、途中補正予算をお願

いし、６億円となりました。大和リース㈱からの金額提示は６億弱となってい

ます。  

                  スクールバスについては、この後説明させていただきますが、現在の見積も

りではざっくりした金額でありますが、年間 3５００万円が運行にかかりま

す。  

   

（教育長）   統合に伴ういろんな意見を頂きましたが、ここに至るまでにはいろいろな経

緯があったと聞いています。その中にいろんな意見があったとも聞いていま

す。  

                  私が、お願いしたいのはこれから長南町がどういう教育をしていったらいい

のかという問いをしていく必要があると考えます。その一番の理由が、今後さ

らに進む少子化の中で教育というものがどういうふうにあったらいいかという

問いを皆でしていく。今言われているような１校が良いのか、２校が良いのか、

併設型が良いのか、そういうふうなものに繋がっていくと思います。  

                  私は、少子化での教育は人づくり教育だと思います。これを進めるためにど

ういうシステムと皆さん方の力によって進めていったらよいのかという問いを

していきたいと考えます。そこで当然お金の問題も関わってきますが、基本的

にはさらに進む少子化の中で長南町を支える子供達をどうするかという問いを
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皆でしたい。そして先進の一貫校を見てみますと二クラスで進んでいたものが

各学年一クラスになっています。そのクラスも４０人いません。もとの小さな

単位の学校規模になっています。私は、この後に戻れない少子化の現実をどう

したらいいのかと言う事です。子供達はよそに行って統合ということはできま

せん。長南町は少ない人数でありますが、この子供達の教育・学力を保障する

ことが我々の責任だと考えます。この少ない子供達の教育権をどう保障する

か、我慢できるものは、我慢する。知恵を出していくしかないだろう。  

   

（保護者）図書室について伺います。小学校の校舎の中に図書室が無いようですが、中

学校の設備を使うのか。使うとしたら小学校低学年でも楽しめるようなスペー

スづくりをしたら良いと思う。読み聞かせボランティアもしていますので協力

できるところは協力したい。町公民館の図書室もとても魅力的とは言えませ

ん。そういうこともあって図書室について考えていただきたい。  

  

（学校教育課長）貴重なご意見ありがとうございます。図書室の関係につきましては、ご

指摘のとおりで図書室は造れませんでしたが、中学校と共用することは考えて

いません。教室の前にワークスペースを設けてありますので、その一角に図書

を置く予定です。  

               これまで建てる校舎については協議を重ね教室を極力少なくしろとの意見が

ありまして税金の無駄使いをしないように、空き教室ができるのを解っている

のにたくさん造る必要はないだろうと多くの人の意見をいただきました。その

関係でぎりぎりに造るようにしています。何とか歯止めをかけなくてはいけな

いという思いはありますが、今見込みでありますが出生数から計算しますと統

合時がピークとなります。その後徐々に減少していく中で、その２年後には三

十数名の減となります。このような状況から一つ一つ造ってある教室の一角で

は真中の壁を後で工事によって外せるようにして多目的に広いホールとして使

い勝手がいいように今後の部分も様々考えての設計となっています。  
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                 読書が大切なことは文科省からも出ています、必要性も充分わかっています

が、ワークスペースの一角でまずは対応していきたいと考えています。  

  

【学校教育課長】（スクールバス運行について、パワーポイント及び説明会資料で説明）       

スクールバスの導入についてご説明いたします。先程の学校の概要と同様 

Q＆A でご説明します。経路、停留所はどのようにして決定したかにつきまし

ては、「長南町小中一貫校設立委員会」の中で２年間検討してまいりました。 

さらにバス会社に実際バスを運行して頂くなど運行のプロも交え整理しまし

た。そして児童の居住地を地図上に置いて、なるべく近くて安全に待機できる

場所を停留所として考えました。一般的に路線バスは路肩の狭い所に停留所を

設けており、大人でしたら充分対応可能ですが、子供達が路肩で待つことは大

変危険ですので安全面を第一に考えました。そして、公平・校正にも配慮しま

した。また、雨風を凌げるような場所を選びました。しかし、すべてにおいて

屋根や小屋があるという訳にはいきませんでした。また、子供達を乗せたまま

町外に出てしまうのは問題がありますので町外に出ないように配慮しました。

一筆書きでぐるりと回れるコースであれば良いのですが、本町の道路事情は狭

く１本でぐるりと回れるような道路がなかなか見つかりませんでした。既存の

施設でバスを旋回できるようにしてまいりました。新たに土地を購入して旋回

場を設けるようにお金をかけずに借りられるものは借りるようにしました。そ

して設立委員会で実際にバスをチャーターしまして現地調査を重ね、また委員

会では地区に精通した方々に入っていただき、地区ごとに検討してまいりまし

た。  

          次に乗車対象につきましては、原則統合小学校に通う全児童を対象としまし

た。保護者の皆様の判断によって徒歩通学も可能というふうにと考えます。経

路の関係で学校に近いですが、乗せてぐるりと回って戻ってくる経路もありま

すので、歩いたほうが早いこともあります。この辺良くご検討いただき、判断

を仰ぎたいと考えます。  
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          バスの台数及び経路は、大型バス２台、中型２台でロマンスタイプといわれ

る全座席が前向きになっているものです。路線タイプでつり革があるようなも

のではありません。大型は６０席で、中型は４２席となります。４台のバスは

バス会社に運行委託とします。普段の点検、運転、車検から保障などすべて込

みの運行委託となります。なお、町内６コースとなりまので大型は一回りずつ

ですが、中型は一回ぐるりと回って学校で降ろした後、第２便が出発し、巡回

してくるようになります。詳細につきましては、この後地図上でご説明いたし

ます。  

          運行便数につきましては、朝の登校時に６コースでそれぞれ１便とします。

下校時では、６コースに２便から３便を回します。基本的に帰りの１便目は固

定の時間、例えば午後３時とします。その後の便は部活動や日暮れなど季節に

より運行時間を変えていき、上手くすれば３便運行もできるものと考えていま

す。  

          次に乗車時刻になっても児童が停留所にいない場合、到着を待っていますと

他の児童も団体で遅刻となりますので、待つことはできません。保護者の方の

責任において学校へ直接送り届けていただければと考えます。  

          また、長期休業中の運行ですが、夏休み中に部活動を行っていますが、１０

日程度練習日に合わせて運行したいと考えます。  

          次に運賃につきましては、保護者負担はありません。無料といたします。  

          保護者及び一般町民も乗車できるのということにつきましては、児童のみと

させていただきます。あくまでもスクールバスという扱いになります。中学生

は乗車可能かにつきましては、原則乗車できません。なお、怪我等により通学

が困難な場合は町教育委員会への申請により期間限定で許可制としていきたい 

と考えますが、バスの乗車に余裕がある場合のみとさせていただきます。        

          次に停留所以外の乗降は可能かということにつきましては、決められた場所

のみの乗降とさせていただきます。手を挙げればいろんな所で乗れるというの

は難しいと考えます。ドアツードアという訳にはいきませんのでご理解をいた

だきたい。  
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          また、どの位の乗車時間となるかにつきましては、実際にバスに乗って計り

ましたところ最長で３５分程度になると見込まれます。  

          停留所をもっと増やせないかにつきましては、現段階全部で５０カ所程度考

えています。これ以上増やしますと停車時間が増え、乗車時間が長くなります

ので、この辺もご理解いただきたい。  

          往路復路の経路は同じか、また停留所も同じかにつきましては、経路、停留

所も全く同じになります。登校時に長時間乗車する児童は、帰り時間を短く済

むようにしたいと思います。早く来て、早く帰れるのは公平に欠けるのではな

いかという考えからの配慮となっています。また、乗降場所につきましては安

全上の関係から往路復路とも同じ側です。  

          全員が座れるのかにつきましては、座れるように人数調整をしております。

バスの速度では、バス会社に確認したところ、基本的に３０㎞で、法定速度遵

守となりますので、出ても４０㎞でありました。  

          歩かないことによります体力の低下の問題では、全国的にバス通学が増えて

問題なっているところですが、歩かないことによる体力低下は確かにあると思

います。その関係で学校の方でなるべく体を動かせるような時間を確保したい

と考えています。なかには、わざと学校から離れた所に発着場を設けて、そこ

から歩かせたり、着いたらグランドで走らせたりしているところもありますの

で、今後の検討とさせていただきます。  

          事故に対する補償問題につきましては、運行委託に補償も含まれています。

また、日本スポーツ振興センターの保険にそれぞれ加入いただいていますが、

登下校中も適用となります。  

          運行時刻表は完成しているかにつきましては、今後更に実地調査を重ねる中

で、道路の混雑状況を加味して決定して行きたい。完成次第、各家庭に配布い

たします。その後、スクールバスを利用されるのか、それとも歩くのか、その

決定、希望する停留所の調査と言う事で、その判断材料として時間割表が必要

になりますので、お配りした後、お答えいただきたいと存じます。同時に見守
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り活動ボランティアにつきまして併せて募集したいと考えています。どうして

も安全面に配慮する中の停留所でありますが、大人の目が絶対にほしいと思っ

ています。見守りのボランティアにご協力をお願いいたします。  

          スクールバスの運行経路と乗降場所についてコース毎にご説明いたします。  

          まず、スクールバスの発着場は B＆G プール脇の駐車場となります。  

         では最初に１号車豊栄地区でありますが、国道から千田を左折しまして、最初

に止まりますのが又富入口となります。入口の奥に集会所がありますので、こ

こで待機していただき又富入口で乗車します。次は、寺岡商店前になります。

棚毛地区の奥にかなりの児童がいます。さらに進んで岩川区民センターとなり

ます。バス停留所となっていまして、区民センターで待機できます。次に本台

の入口としましたが、本台方面に右折して進みますが、右折前で近くの場所を

と考えています。右折後、国道に戻りまして豊栄の里の中に入らせていただ

き、バスの乗車と旋回をさせていただきます。了承は得ております。次に国道

を戻り、寺の下バス停になります。食事処やちよさんの駐車場の端となりま

す。次に旧豊栄農協倉庫前のバス停で乗車となりまして、統合小学校へ向かい

ます。これが豊栄地区となります。乗車する児童は５２名を予想しています。  

          次に長南地区の一便です。これは中型バスとなっております。最初に茗荷沢

方面に向かい、竹林から蔵持へ向かいます。最初の停車が蔵持熊野神社下とな

ります。さらに上って深沢方面に向かい、深沢切割で停車いたします。バスの

停留所となっています。次に国道を左折しまして、渚石材さん向かいの駐車場

を停留所及び旋回場所として承諾を得ております。ただし、お客様の車が駐車

している場合は、その先の右側にスペースがありまして、ここで旋回します。

個人所有の土地となりますが了承を得ております。ここで折り返しまして、深

沢倉庫前バス停に停車します。次に蔵持青年館です。ここから街中へ向かいま

す。商工会館前に停車、さらに街中を進み、上宿集会所前で停車しまして、統

合校へ向かいます。  

      なお、長南地区一便の乗車予定は３７名と想定しています。 

                次に長南地区の二便になります。二便は坂本方面です。  
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                  まず利根里方面に上っていきまして、最初利根里のバス停に停車します。次

に大橋を右折しまして法華谷ハス出荷場で停車後、旋回しまして次の大城バス

停に停車します。そして新しくできました坂本消防機庫で停車、さらに進んで

小金入口バス停となります。小屋が設置されています。次に西谷団地入口でゼ

ブラゾーンの所に寄せて停車します。ここから国道に出まして圏央道入口の信

号を右折します。入口付近で豊栄千田地区の児童を乗せます。そのまま奥まで

進み旋回させまして農協長南支所に停車し、長南地区の児童を乗せ街中を通っ

て統合小学校へ向かいます。長南地区の二便の乗車予定は３９名と想定してい

ます。  

          次に東地区３号車となります。大型バスとなっております。  

          まず下って行き、最初に中之台バス停で停車しまして西報恩寺地区の児童を

乗せます。次に小沢工業団地内を走行しまして上小野田交差点に停車します。

さらに小生田方面に向かい丁字路を右折しまして小生田中で左に大きなスペー

スがある所に停車します。さらに下りまして小生田上集会所で旋回して戻る形

となります。次に南茂原カントリー入口先の待避場のような所に停車します。

さらに上って給田交差点を右折しまして芝原の御園生商店前に停車します。こ

の辺は県道を挟んで南北に児童がいるのですが、横断歩道がありませんので両

脇に停留所を設けました。この後、デイリーヤマザキさんの駐車場内をお借り

いたしまして旋回させていただきます。ここは、車の出入りが多いので乗降場

所には適しませんので旋回のみといたします。この先の大下青年館に寄せて停

車します。次に御園生商店の向かい側になります。芝原ライスセンター（芝原

消防機庫）に停車します。次に東部農業センター前の停留所に止まります。さ

らに進んで東小学校の入口（光の家前）に停車します。そして、給田を通過し

まして統合小学校に向かいます。大変多くの停留所を経まして、予定乗車数は 

５５名となります。  

          次に、西地区４号車の一便です。中型バスとなります。  

          統合校から下り、田口商店さんの前の敷地をお借りして、そこに停車しま

す。そのまま下りまして熊野下集会所前に停車します。さらに下りまして市
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野々下になります。鈴木商店さんの向かい側の空き地に停車いたします。幼稚

園バスも利用している場所となっています。ここからトーヨーカントリーに向

かい、その入り口付近に停車します。次に堀田バス停となります。ここにも待

つスペースがあります。さらに進めますと三川集会所先の人家前のスペースに

停車します。ここから上って山内下金谷バス停先の交差点に停車します。この

先に横断歩道がありますので右奥の児童や手前から来る児童を乗せたいと思い

ます。さらに上って水沼会館前に停車します。そして平田バス停に停車しまし

て竹林や茗荷沢の児童を乗せ、統合校へ向かいます。乗車予定数は、３６名と

なります。  

          次に西地区４号車の２便です。西地区と東地区の一部を乗せる形を考えまし

た。統合校を利根里に向かいまして、途中大坂を経由しまして上豊原の葛田集

会所に停車します。さらに進めまして大井バス停に停車します。これより給田

に戻りまして交差点先の農協倉庫前バス停に停車します。このまま進み中原の

消防機庫に停車します。ここから西地区の一部を乗せます。まず、小沢青年館

前に停車します。そのまま進み、西郵便局の手前の歩道で数名乗せまして統合

校へ向かいます。４号車二便の予定数は３７名となります。  

          ここまでが経路となりますが、続いて今後の予定についてご説明いたしま

す。  

          まず１点目がスクールバスに関するものです。これまで小中一貫校設立委員

会で検討してまいりました。本日、統合校の説明会を経て保護者の皆様に、地

域の皆様に説明させていただきました。先ほど触れさせていただきましたが、

バスの時刻表が完成しましたら配布させていただきます。保護者の皆様は、そ

れをよくご覧いただく中でスクールバスの利用の希望があるかないか、そして

希望ありの場合停留所はどこになるのかをお考えいただきたい。また、地域の

皆様に対しましては、委員会の方から見守り活動へのご協力をお願いしたいと

存じます。そして、お手紙は委員会から配布させていただきますが、集約は各
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小学校にお願いしたいと考えています。小学校の方では、事前に安全指導、ル

ール決め、座席決め等の準備も進めてもらいます。  

          教育委員会としましては運行経路、停留所等の整備を行います。まだ草ぼう

ぼうの所もありますのでバスが発着するにあたり、旋回場に砂利を撒いたり

様々な作業が残っています。また、ルールづくりということで学校との調整を

図りながら子供達も含めてバスのルールを確定していきたいと考えます。そし

て運行委託業者との契約を進めてまいります。３月運行シミュレーションとい

う実際にバスに乗せてみることを考えています。  

          ２点目では、平成２９年１月統合準備説明会と銘打ちまして保護者の皆様を

対象に説明会を開きたいと思います。そして同日開催を考えていまして統合校

の入学説明会を行いたいと思います。これは、２９年４月に入学を予定されて

います幼稚園、保育所に通われていますお子様をお持ちの保護者さんを対象と

します。この二つの説明会の間に参加者の皆様に統合校の校舎を見ていただき

たいと思います。そして先程も触れましたが、３月には実際にスクールバスを

運行しまして登下校体験を行いたいと考えています。  

          以上提案とさせていただきます。     

   

【質疑】  

 （保護者）  ３つの基本施策のところで、学力の確実な定着を図る教育を進めますと書か

れているが、結果的には学級編制についてお話をしたいと思う。４０人１クラ

スという学年は、やはりいくつかある。現在の状況では、４０人の１クラスは

非常に多い人数だと思っている。個々を大事に一人一人に対応した教育が現在

の教育方針であるのに対し、４０人では掲げる目標にはとうてい及ばないと思

う。いじめや不登校、学力の向上など学校側の掲げる教育課題に向けるのであ

れば、クラスサイズを縮小して、教師の方々が一人一人の子供により多くの目

を向けられる環境を整えられるというのが重要だと思う。中には高い指導力で

クラスを束ねていけるベテランの教員の方々も多いと思うが、毎年若い先生方

も入ってきている状況なので、学校の教育現場においては全ての教員の方々に
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同じ技量を求めるのも難しいかなと思う。そのような状況を考えたら、なるべ

く教師一人一人の見る児童生徒の数を少なめに抑えるべきではないかと思って

いる。一応教員数の増員も可能性としてはありますということで書いてはある

が、可能性であるとあいまいな返答に聞こえる。４０人１クラス、国の基準が

１クラスは４０人までという定数はあるが、やはり多いのかなという印象があ

る。転入が１人でもあれば２クラスにしなくてはいけないと思うので、その辺

を確実に１クラスではなく、２クラスということでお願いしたい。  

  

（教育長）   この拍手は、皆さんの期待を込めているのかなと思います。クラス数と人数

の関係ですが、教職員配置の定数法がありまして、４０人学級ということで４

０人が定員です。４０人に対し、教員１人という配置になります。１人転入が

あり、４１人になると２学級になります。今おっしゃったように、２クラスに

したらどうかという御要望かと思いますが、法的な部分としては、４０人とい

う数字は崩せませんので、願うのは、一人でも多くというのが、我々の気持ち

です。あとは、運用上の問題として、加配教員というのがあります。統合や学

校状況に応じ加配というものが配置されることがあります。今回については、

統合ですので、そこらへんがどの程度いただけるのか今後つめないといけませ

ん。これも確定ではありません。基本的な部分での配置です。我々としては、

例えば４０人学級で 

１クラスだとしても、運用上少人数クラスということで町の支援もあります

ので、定数内の人数でやるしかありませんので、その中でのやりとりで２クラ

スに分けて、ここの部分については少人数で行うなど、ケースバイケースでや

っていくことを今考えております。できるだけ、少人数にした方が良いという

部分については、そのようにするし、クラスとしてもそのような形で２クラス

にできるような方向で頑張って教育事務所ともつめていきたいと思います。よ

ろしいでしょうか。今すぐ何かということは言えません。子供の数や教育事務

所の持っている教員をどこにやるかというのもありますので、今後の課題にな

ると思います。  
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（一般）      先程も質問したが、新たな学校の開校にあたって、父兄の新たな経費の負担

は発生するのか、しないのかどうなのか。  

  

（教育長）   それは、保護者経費の負担ということでしょうか。  

  

（一般）       例えば、バス代やあるいはエアコンやエレベーターが入ると経費がかかると

思います。そのような負担が発生するのか。  

  

（教育長）     特別そのような部分では保護者負担は増えることはないと思います。学用

品等の日常、子供の学習にかかる保護者負担も学校の方で増やさない方向で

頑張ってもらうように考えております。  

  

（一般）         それでは、現在坂本地区については、経費としてバス代等が発生している

と話を聞いているが、これからの運行については父兄の負担はないというこ

とでよろしいか。  

  

（学校教育課長）先程の説明で、無料ということでお話いたしました。坂本の件に触               

れていただきましたが、その点について補足ですが、今、坂本方面から

長南小学校へ通われているお子さんがいらっしゃいます。これは路線バ

スを使用しています。 

路線バスは小湊鉄道が運行しておりますが、赤字路線です。子供達が通う

ために、その赤字路線を維持、管理、運行するために町が補助をしていま

す。その関係で今度スクールバスを運行することになると、あの路線につい

て、町の方で維持のために、予算化する必要がおそらくなくなると思いま

す。ですので、公共の交通機関は様々ありますが、スクールバスが運行する

ことによって他の部分でもこの路線がいらなくなったということもあります

で、無駄遣いがないように考えていきたいと思います。  
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（一般）         将来にわたって、また徴収することがないのであれば結構です。  

  

（保護者）      ３点質問させていただく。まず１点目はバス停について、今暫定的にバス

停が決まっていると思うが、将来バス停の変更はあるのか。今現在通われて

いる小学生の家を地図上に示してバス停を考慮していただいたと思うが、今

後入学生や他の今決められた場所以外から入学するお子さんもいると思う。

そこに考慮したバス停の変更があるのかどうか。２点目は天災等での運行及

び学校休校について、主にバスの運行が不可能になるのは地震、台風だと思

うが、地震においては、おそらくバスも運行できないし学校も休校せざるを

えないかと思う。台風による風雨が強い場合、バスが運行できない場合、学

校は平常通り行うのか、時間をずらして行うのか。その際にバスは出るの

か。  

３点目は、子供達なので、バス内でトイレに行きたくなったり、調子が悪

くなってしまった時の対応について、お聞かせ願いたい。  

  

（学校教育課長）御質問ありがとうございます。説明させていただきます。まず１点目に

ついては子供の住居にあわせてバス停を考慮したという話を確かに最初にし

ました。やはり多少見直しは必要だろうと思います。ただ、お子さんがあそ

こ、次はあそこ、と無限に増えていくことはあり得ませんので、基本は今回

お示しした通りということで考えています。それもありまして、例えば今は

バス停としてこの場所を設定していますが、お子さんがいなくなるとバス停

もいらなくなるわけですので、全ての場所に小屋を作ってあげるということ

ができません。大きく見るなかで、この辺の子供達が増えてきたので、バス

停が必要ではないか、また、この場所は子供達がいなくなってしまったの

で、バス停として今はいらないのではないかということは、今後話し合って

いく必要はあると思っております。  
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２点目の天災についてですが、学校は平常通りでバスは動かないというの

は難しいと思います。ですので、結局バスが動かなければ学校もそういう状

況であれば無理です。当然バスが運行できる、できないというのと、学校間

で上手く調整を図りまして、共通になると思います。バスが運行できないな

ら学校は休みであり、学校が休みであればバスは動かしません。というよう

にご理解いただければ分かりやすいかなと思います。バスが動かないとなる

とよっぽどだと思います。  

３点目ですが、バス内での対応についてありましたが、御意見の中に、添

乗員を乗せろという要望もありました。しかし、保育所ではないので、難し

いですし、必要ないのではないかという結論です。基本としてはバスの運転

手さんに訴えていただいて、運転手さんがそのことも全て面倒を見てもらう

ということで考えています。お答えになったかどうか微妙ですが、よろしく

お願いします。  

  

（一般）          ありがとうございました。  

  

（保護者）       なかなか統合小学校の説明会というこんな場もないので、質問させていた

だく。沢山決めなくてはいけないところがある中で、PTA などそういった

ことが後回しになってしまっているかと思うが、実際来年から統合小学校に

預ける身として、保護者は地域と子供の橋渡しといいますか、PTA も大事

なところだと思う。どのような活動があるとか４校それぞれあると思うが、

その辺りは１月の説明会の際に聞かせていただけるのか、もしくは４月に直

接 PTA 総会の際に初めて知らされるのかというところ。  

実際部活動なども、各校の特色があると思うが、細かいところを１月に聞

かせていただけるのか、４月にならないと分からないのか。もちろん先生方

の異動もあると思うし、難しい所もあるかと思うが、その辺りのソフト面

を、聞かせていただきたい。  
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あとは、学級編制については私からもお願いしたい。決まりも様々ある

と思うが、国の標準の枠を外して一貫校ではなく、併設校にしていただけ

たように、長南町の良いところは、人数が少ない中きめ細かい対応を学校

の先生方はしてくださり、学力向上やいじめも少なかったりと沢山あると

思うので、ぜひよろしくお願いしたい。  

  

（学校教育課長）それでは、今の PTA の関係に触れていただきました。実は、各小学校

４校ございますが、小学校の方ですでに PTA に関しても、今後統合時ど

のように運営していくかは話し合いを進めています。PTA と学校の橋渡し

ということで、大体教頭先生が窓口になっている場合が多いですが、４名

いらっしゃる教頭先生の中で PTA 関係の御専門という方で１名任命して

います。その方が例えば PTA について、４校ある規約を統一していくた

めに既に話し合いを進めたり動いているところです。先程１月の説明会の

時にということでありましたが、PTA 総会は開校して４月に行われますの

で、それに間に合うような形で進めていきたいと考えているところです。  

続いて、それぞれ特色ある部活動を進めていただいているので、それに

関して今後どうなるのかということでしたが、これに関しても今後の話し

合いの結果次第ということもあります。勿論特色あるということで一つ例

に出すならば、西小での金管、陸上大会で長南が活躍したりと様々ありま

す。そのようなところはやはり継続して活かしていければと思っておりま

すので、その辺も今後学校間で話し合う中で進めていければと思います。  

最後に出ました、定数の件について勿論分かりますが、少人数の良さ、

大人数で競うことの良さ、様々あると思います。両方の良さを上手く学校

組織の中で活かしていければなと思います。今までは少人数のみで大人数

するためには、他の学校との交流をしなければならず、年間日数を決めて

バスで移動したり大変苦労をしたところ、今度からは簡単にある程度の人

数が固まることができます。その中で切磋琢磨するという部分も大事にし

ていきたいと思います。人的配置については勿論これから教育長を始め強
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く県の方に要望してまいりますし、これまで各学校に学習支援員というこ

とで予算化してもらい派遣させていただいております。各小学校１名、中

学校に２名配置しているところですが、その辺を是非、統合した場合も人

数は減らないように手厚く指導ができればなと思っております。是非その

辺を実現に向けて働きかけを進めていきたいと思います。  

  

（教育長）         この親御さんの質問の背景に、やはり今まで少人数で手厚い指導がなっ

ていたものが、大きい人数になったときに従前のようになされるのかとい

う心配もあるのかなと私は受け取っておりますが、ハード面について課長

から説明がありました。今どの社会もそうですが、特に教員社会の世代交

代の中で若い教員が多くなり、親御さんからすれば少し指導力に物足りな

いなという思いが背景にあるのかなと考えておりますが、ここら辺は今後

の学校教育の課題だと考えております。本日は校長先生方も来てくださっ

ていますので、学習指導の指導力の充実というものについて特に個人の指

導力をどう上げるか、どの時代もそうですが、特に世代交代の時代の中で

一番重要なソフト面の部分だと考えております。ここは頑張っていきたい

と思います。研修を中心に学校と教育委員会と連絡を取りながら個々の力

をアップするということで頑張りたいと思いますので、併せて御理解いた

だければと思います。  

  

（保護者）         ２点伺いたい。まず１点目はスクールバスについて、今後契約等も進め

ていくという説明があったが、具体的に今契約されているバス会社はどこ

なのか。  

２点目は教育の内容に関わるところだが、２０２０年の東京オリンピッ

ク・パラリンピックまであと４年あまりであり、千葉県でもオリンピック

とパラリンピック合わせて７競技が幕張メッセで行われる。最近ではサー

フィンも誘致が、千葉県内で有力ではないかということで、非常に県内で

もオリンピック大会の開催に向けて気運の醸成がされている。オリンピッ
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クというのは非常に大きな国際大会となるので、資料にもお示しいただい

たように、国際教育とかそういった面で非常に親和性の高いものではない

かと思う。そこで長南町としてこうした大会が県内でも開催されるという

ことで、それに絡めた何か教育や取組はあるのかお聞かせいただきたい。  

  

（学校教育課長）まず１点目ですが、バス会社ということで、実際にこれまで見積もって

いただいたり、バス経路を確認いただく中で正直なところ、小湊バスさん

にお願いしています。一番町の中に精通されているという部分もあります

し、実際に運行をお願いするに当たり、ある程度の規模、バスの保有数等

を考える中で、小湊バスさんが有力であろうと町では考えました。  

それから、オリンピックに関してですが、申し訳ありません。特にこの

ようにということで具体について現段階では考えておりません。実際に社

会体育との絡みもありますので、生涯学習課とも様々議論を重ねるうえ

で、何か学校として関われるもの、子供達として国際化の部分に通じる関

わり方ができるものがあれば、積極的に動いていきたいと思います。今後

少々お時間をいただく中で、検討させていただきたいと思います。  

  

（保護者）         クラス編成について、学校の教室数が１０クラスと資料に書いてある

が、実際クラスの数を見ると１２クラスになっている。その辺は安心して

くださいと言っていたが、どうなっているのか。  

  

（学校教育課長）１２教室（２）となっています。先程申し上げましたように、特別支援

学級の２が内数となっていますので、１２というのは、特別支援学級を数

えた総数になっております。それで、本当に少人数ということで加配が配

置をされて、もっと教室が必要になり、学級数を大幅に増やすことが本当

に可能となった場合は、中学校にお願いをする形になります。中学校に関

しては、現在普通教室が９学級あります。これまでの検討を重ねる中で、

中学校の空き教室が増えて、小学校がそのまま間借りできるまで待ったら
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どうかという意見もありました。しかしそれを待っていると、ある小学校

では入学する子は３人、ある小学校では０人という年が出てきます。それ

を待てないので、今回踏み切ったわけです。ですので、少人数になって加

配が来て、上手く分けることが出来た場合は、一貫校ですので、例えば６

年生を中学校の教室を使って交流を深めていくなど様々な手が考えられま

す。答えになりましたでしょうか。  

  

（教育長）         今課長から話がありましたが、特に中学校に入れるというような話は、

基本的に足らないから入れるという発想ではなく、小中一貫教育を進める

うえでの一つの方法です。小中一貫教育をやっているところは、中１と６

年生を一緒にして中一ギャップをなくす施策の中にそのような取り組みを

しているわけです。私どもも条件が可能になれば前向きの方法論を取って

いきたいと思いますが、現時点では従前の一小一中というシステムの中に

どのような教育をしたらいいかという問いをしております。学級編制等に

ついてそのような要望は十分お聞きしていきたいと思います。教室の数に

ついては大丈夫だということは皆さんに御了解いただきたい。  

  

（保護者）         今の話を受け、６年を持つ親として、先程お話があったように６－３制

でいくと聞いて一安心した部分もあるが、そうすると確かに４０人で１学

級も大変だと思う。正直親の意見とすれば統合になって２クラスになろう

が１クラスになろうが４校が１つになって１クラス。２校が１つになって

１クラス。要するに結局どっちも子供とすれば今よりは増えるわけであ

る。そうなった場合に、４校あったら教員は４年生が４人いたわけだが、

この後の処遇がどうなるかわからないが、統合するに当たり、担任を副担

任制にするとかそういった方法も色々考えられると思う。クラスのことも

先程からお茶を濁されたような言い方をされているが、もともと作ってい

る学校が予算の関係で１０教室である。ある程度の答えありきで作ってい

るのではないかなというところと、であれば今検討するというのも勿論分
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かるが、少人数制や大人数制ではなく、子供にとって、今までうちの子は

５年間９人で過ごしてきた。例えば、６年生は統合になって２クラスだ

が、残り１年、毎日が２学校分で授業を受けることになる。そういった精

神的なことも学力面のこともフォローが必要なのは事実なので、先生方の

４０人に対して１人なのか、２０人に対して１人なのかは大きな問題だ

が、考え方として担任を１人ではなくて、副担任制にするとか、そういっ

た方向で、今までの職員数の給料を考えれば、その辺の試算も出来るので

はないかなという部分が素人的にはある。それはどうお考えなのか。これ

が１点目。  

２点目は、PTA、部活動、スクールバスの時刻表はまだいつもらえるの

か等はっきりとした日程が不確かな部分があるので、こちらについても家

庭生活において母親が働くとか、学童に預ける時間、学校の帰りの時間も

多々問題になって日常生活に影響が出るので、なるべく早めにお願いした

い。例えば PTA に関しては、４月の PTA 総会に間に合うようにとおっし

ゃっていたが、次の PTA を選出するのは普通２月くらいである。２月ま

でにある程度決めていただきたい。母親にとっては、次自分が PTA に関

わるのかというのは大事な問題である。それは４月では遅いと思う。定時

化するバスの時刻表に関しても子供が帰ってくる時間を中心に家庭の母親

たちは動くので、それも早めにいただきたい。学校の帰りが何時になった

から、パートをいきなり辞めさせてくださいという話になってしまう。そ

れもはっきりと２月までに示しますとか、そのようなお答えをいただきた

い。あと部活動についても、はっきり言って１学年９名から１０名程度な

ので、どの学校も部活が強制的になっている。それが特色と言えば特色だ

が、今後増えていく中で部活動をどうお考えになっていくのかと、部活動

の帰りの時間も定かではないと、やはりこちらも生活設定が成り立たな

い。今まで通り部活動が半強制的で入らなければならなくてその時間を考

慮すべきなのか、そこもはっきりとした具体的なお答えをいただかない
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と、家庭生活的に４月以降の計画ができないので、具体的に何月までに部

活動のこと、PTA のこと、スクールバスの時刻表のことが見えてくるのか

を教えていただきたい。  

  

（教育長）         十分お気持ちを把握できない部分があるかもしれませんが、人数が多

い方が良い、少ない方が良いという問題になるかなと思いますが、少子

化と統合した地域の状況を考えますと、親御さんたちが少なくなってい

く人数の中で、我慢できなくなっているのがあります。もう少し人数が

欲しいという状況の中で、転校する保護者の状況は過去の統廃合した地

域の例としてあります。どのくらいの適正規模がいいのかという問題

は、ずっと続く問題だと思いますが、本町の基本的な考え方としては、

現時点の人数より減らしてはいけない、学校教育をもう少し効率的に進

めるためには、やはり大人数の中での教育を進めようというのがスター

トだと考えています。この多くなった人数に対する不安については、先

程言ったように私どもも頑張って指導力が落ちないようにしていきた

い。ケースバイケースで大きくしたり小さくしたり学習方法が多様な形

で進めたいと考えております。私は、理解いただきたいのは、長南町が

これから進む少子化の中で今から新しい長南町の先を見据えた教育を進

めるんだということを皆で確認していただきたいと思っています。そこ

において多少の意見の色々なものはいただくし、違いも出てくると思い

ますが、ともかく今のままではいけない、取りあえず新しい長南町の時

代の教育は統合でスタートしようという意思確認がこの平成２９年度だ

と考えておりますので、人数の問題については含めながら対応していき

たいと考えます。皆様にお願いしたいのはその意思確認を皆でしていた

だければと思います。 

                       私どもも、その気持ちで新しい時代の教育を考えていきたいと思いま

す。  
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（保護者）         具体的に６年生が中学校の教室を使用する可能性はあるということか。  

  

（教育長）         私は基本的にはそのようにして新しい時代の教育を模索したいです。  

  

（保護者）         そうなると小学校の校舎の中に６年生がいなくて、衛生活動や保健委員

会にはそちらから参加するが、掃除するのは小学校棟となるのか。  

  

（教育長）          やり方は色々あります。鴨川とか加茂とかこのシステムを進めている学

校についてはそのように進めています。特に今一番取り上げられているの

は中一ギャップの問題でいえば、６年生と中一の子供達のコミュニケーシ

ョンを大事にする方向での対応です。この小中一貫教育というのがやはり

どこから出てきたかというと、少子化時代の一つの仮説だと思っていま

す。どこの地域の学校もこれから予測できない少子化というものに新しい

時代の教育方法をなんて言ったらいいのかと問いたときに、小中一貫とい

うものが仮説として出されたと思います。まだこれが全ての正しいやり方

ではないと思います。それをどう長南町が長南町らしく子供達のために作

っていけるかが課題だと思っています。そのような過程で皆さん方の意見

を聞くことはやぶさかではございませんが、皆さん方に理解をいただきた

いのは小中一貫の位置づけや背景がそこにあるということ。そして長南町

は皆でこれから足並みを揃えて次の時代の教育を模索しようという方向で

本日この場をもっていただければありがたいと思います。  

  

（学校教育課長）  バスと PTA の関係で時期的なことをはっきりということであります。

バスの関係は、先程社名についても明らかにさせていただきましたが、

７月には各家庭に配布をさせていただきたいと考えています。それか

ら、PTA に関しては、これまでの役員等についても輪番があります。そ

れに関してすでに内容を詰めていますので、先程はっきりと申し上げま

せんでしたが、１月の説明会の中では明らかにできると思います。しか
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し、この方が役員ですというわけにはいきませんが、規約、どのような

役員さんを割り振っていくのか、そのような具体についてはそこまでに

必ず詰めてお示しできるようにしたいと思います。部活動についてです

が、今非常に耳が痛い話で、半強制的にという話がありましたが、正直

中学校と違うところがあります。中学校の部活動は生徒指導的な意味合

いが大きく含まれていて、学校によっては強制的にとやっているところ

もあります。小学校の場合、強制的にと聞いてしまうと、えっと思いま

すが、小学校に関しても対外的な大会や発表会に参加せざるを得ないと

ころがあって、活動自体が決まってくるというところが正直あります。

ただ、今回学校が減っていく、さらに大会や発表会に関しても今後学校

がどんどん減っていく中で見直しがだんだん図られていくものだと思わ

れます。その辺が今後どうなっていくかははっきり分かりませんが、強

制でやらされているという思いがないようにしていきたいとは思いま

す。今小学生を見ていると陸上大会から始まり、水泳大会、ミニバス、

サッカー、体操、さらに金管の大会に出場と非常に忙しいイメージが確

かに私にもあります。ただ、それを全部切ってしまうのも厳しいです

し、中には部活動をやりたいお子さんもいらっしゃると思います。その

部活動が楽しみというお子さんも大事にしていきたいと思いますので、

今後部活動運営に関しては、学校の中のことになってしまいますが、子

供達の思いを上手く活かしながら、また地域によっては西小の金管は辞

めないでほしいというような声も結構聞こえてきます。そのところも大

事にしながら、双方にとって良い方向で進められるように、強制的とい

う言葉が出ないようにしていきたいと思います。答えにならず申し訳あ

りません。  

  

（保護者）            スクールバスの件で質問させていただく。自分の子も含め近所のお子

さんは今巡回バスを通学させていただいている。この度小学校でスクー

ルバスが整備されて無料で使わさせていただくというのは非常にありが
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たいことだと思っている。ただ、対象者は小学生のみということで、中

学生で現在巡回バスに乗っているお子さんもいるので、できれば巡回バ

スは使う人が少なくなるから廃線という選択はしないでいただければと

希望している。あと、もう１点、夏休みの部活動が現在１０日ほど予定

されていて、バスも１０日ほど走らせますという予定を拝見したが、現

在小学校だと夏休み３０日くらい部活動があるかと思うが、それに対し

て異論はないが、その際のバスの運行がないと送迎の手配が大変になる

ので、御考慮いただきたい。  

  

（学校教育課長）   まず、中学生の足の問題です。中学生が巡回バスに乗られているのは

知っています。これは切るようなことはしません。登下校に使用してい

るということになりますので、これは切ってしまうと大変なことになり

ますので、今後公共交通機関について見直しを図っていくと触れました

が、いきなりなくしてしまうという意味ではありません。検討していく

ということで考えています。ただ、小学生のスクールバスに一緒に乗せ

てあげることは人数の関係で難しいところがありますので、今の現状維

持ということに暫くはなろうかと思います。２点目についてですが、夏

休みに部活動が３０日でしたか、３０日もやられているんですか。兼ね

ているお子さんの場合は、午前午後に割り振って１日にというような配

慮はしたいと思います。今後、その辺効率がいいように夏休みは暑いし

家庭に帰すという意味合いが勿論ありますので、毎日学校に通っている

ようでは変わりません。部活動も日数的なものも検討の必要があるのか

なと思います。実際に学校の運営の中の話ですので、今ご意見いただき

まして、実際に部活動が動く中でどのような運営をしていったらいいの

か、夏休み中の日数や練習時間数を考えながら、一人のお子さんに負担

にならないように考えながら組んでいただきたいと思います。そのよう

に学校には話していきたいと思います。  
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（保護者）            学校施設の件で、質問させていただく。完成予想図を見ると、中学校

グラウンドの駐輪場の前辺りが野球場になっている。上の子が野球部な

ので、よく試合を見に行くので分かるが、今工事中のフェンスがかなり

野球場に近いところまである。そこはよくファールボールが飛ぶところ

である。小学校と中学校の校庭にフェンスなどを設ける予定はあるの

か。もしないのであれば、他校に練習試合に行くと体育館とか校舎に近

い野球場があるところは、高い網状のフェンスを張っていたりするの

で、そういったところをご検討いただきたいと思う。  

また、遊具ゾーンがやはり校庭にあるので、そこも非常に野球場に近

い所である。部活動の時間帯と小学生があそこで遊ぶ時間帯が重なるか

どうかは分からないが、もし中学校の行事の振替で部活動を行っている

ことも考えられるので、そういった今までの中学生の部活動もきちんと

維持していきながら、小学生に対して怪我をさせないような配慮をご検

討いただきたい。  

  

（学校教育課長）   はい。承りました。基本的に時間帯がかぶらないようにというのがま

ず一番の基本だと思いますので、中学校の部活動の時間帯で、小学生が

近辺を歩いていることがないように住み分けを上手く図っていきたいと

思います。貴重なご意見ありがとうございます。  

  

（保護者）             フェンスを作るということについては、今のところ予定はないのか。  

  

（学校教育課長）    ありません。  

  

（保護者）             朝練の時間帯もあるので、その辺も一応考慮に入れていただきたい。  

  

（学校教育課長）    はい。  
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（保護者）             聞き漏らしていたら申し訳ないが、バスの件で、うちは共働きなので

学童を利用している。放課後、子供達を各学校まで車で迎えに来ていた

だき学童の場所まで連れて行ってもらっているが、統合になって一つの

場所から今現在ある学童保育の 

                            場所まで連れて行くのか、その辺は変わりなく迎えをしていただける

ものなのか。  

  

（学校教育課長）     学童保育をご利用の方が結構いらっしゃいます。学童に関しては、

申し訳ありませんが、教育委員会管轄ではありません。実は町の中にも

噂が広まっており、小学校の隣に学童保育が移転してくるのではないか

という話が伝わってきました。そのような話はありません。今こちらの

想像図見ていただく中でも、学童を建てるようなスペースもありません

ので、それに関してはありません。ただ、いずれですが、旧幼稚園はか

なり奥まったところに建てられていますので、ことによると移転の可能

性はあります。ただその場所がどこになるかはまだ明言できません。ど

のように送迎するかというのも今後もこれまで通りなのかは、関係部署

に確認を取り、御報告させていただきたいと思います。  

  

（保護者）              今は場所がないということで幼稚園の場所をお借りしているが、小

学生になっていき、体も大きくなっていくと、幼稚園のトイレとか小さ

い。場所がないということで仕方なく我慢はしているが、やはりトイレ

の便座が低い、小さい等色んな面があるので、違うところでということ

も考慮していただき、スクールバスが２便、３便出るのであれば、そこ

に学童の子供達を乗せていただくことも考慮していただきたい。  

  

（学校教育課長）    御意見として承りました。（学校教育課主幹）他に御意見等がないよ

うですので、これで終わりにいたします。最後に小中一貫校設立委員会

石井副委員長より閉会の言葉を申し上げます。  
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（石井副委員長）    以上で、長南町統合小学校の説明会を閉会させていただきます。長時

間お疲れ様でした。  

  


