大迫小学校
7月12日（金）
№

意見の内容

回答

例えば、統合となった時に地域の同意が得られない場合は 統廃合については、現在の保護者、将来の保護者の方々の
1

どうなるのか。

意見を大事にしたい。保護者の方々が強く統合を望まれる
ことが明らかであれば教育委員会としても地域への理解を
きちんと得ていく必要がある。

外川目小学校と大迫小学校が統合した時も地域の反発が
あったが、当時の保護者の方が子供たちのためであること
2

を説明して統合に至った。
現在の保護者とこれからの保護者が子供たちの環境を考え
ていかなければいけないと思う。
亀ヶ森地区では３世代を重視しているので、小学校は残し
たいという考えがある。小学校の運動会のほかに地区の運

3

動会にも出るが、競技も少ないし、人数も少ないので子供
がかわいそう。
通学が心配なので早く統合してほしいという声は聞いてい
る。
統合となった場合、どういった段取りで進むのか。

実行委員会組織を立ち上げて様々なことを検討していく。
記念式典や記念誌、保存するものの選定など閉校の準備
や、統合後の学校名・校章・校舎の位置・教育活動の調

4

整、学校史の編纂などがあることから２年の準備期間を設
けている。

大迫の現状を勉強することができた。少しでも人数が多い
5

方が子供にとって良いと思う。
来ていない保護者にも声かけをして本日の資料を見せた
い。
小学校だけでなく、中学校、保育園でもたくさんの人に

6

知ってほしい。
遠野では統合により逆に活性化していると感じた。
統合には賛成。今の保護者とこれからの保護者との情報の

7

共有が大事と考える。
保護者や子供が盛り上がれば町はすごく活性化すると思っ
ている。

8

年配の方がどう考えているかが正直ネックだと感じる。
小学校の校舎について、新しい学校は閉校できないと聞い 亀ヶ森小学校は築10年を経過しており、使用しなくなった
たことがある。亀ケ森小学校は新しい校舎であるが統合に としても補助金返還等生じない。どこの校舎を使う、学校

9

影響するか。

名をどうするというのは皆さまの話し合いで決めていくこ
とになる。それぞれの地域の思いもあるので、存分に話し
合いをして最終的な決定を見ていきたい。

花巻中学校・若葉小学校合同
7月31日（水）
№

質問・意見の内容

回答

若葉小学校、花巻小学校、花巻中学校は今後２０年間で学 どの学校をいつ統合するということは現時点では考えてい
1

校再編に該当するのか。

ない。地域で様々な考えがあるので、懇談会を通じて伺っ
ていきたい。

英語に特化した部活があると聞いたが、中学校の部活で勉 部活は放課後の自主活動。子ども達が自ら計画して活動す
2

強に特化した部活はできないのか。

る時間なので自主的な発想でやってもよいと思うが部活に
なると顧問が必要となる。部活が義務付けではないことな
ども含めて、これから協議が必要である。

学習時間が少ないということだが、例えば、盛岡のアイー
3

4
5

ナや北上のさくらホールで多くの中高生が勉強しているの
を見かける。花巻もそういう場所がもう少し欲しい。
中高一貫校について、一関に次いで花巻から実現できれば
良い話だと思う。
花巻の小中学生のスマホの所持、スマホの使用時間はどう 生徒指導連絡協議会の調査によると所持率は平成３０年度
なのか。

は小学校が２８％、中学校は５０％である。

非認知能力を上げることで少子化対策につながるのではな 花巻では就学前教育に力を入れており、非認知能力につい
6

いかという話あるが、非認知能力の育成について何か考え ても遊びを通じてできるだけ身につけさせたいと重点的に
はあるのか。

行っている。これを法人立園や家庭とどのようにつながり
を持たせるかである。

7

９時以降は親に携帯を返すことを定めた自治体もあるよう 市P連とも検討した経過はあるが、最終的には親御さんの
だが、教育委員会ではどうか。

責任でやるという形になった。

県に中高一貫校の要望を出していることについて、特定の あくまでも設置をするのは県である。ただ、イメージとし
8

高校と特定の中学校を考えているのか。その場合の形態は ては花巻北高等学校に附属中学を設置する形である。
どうなるのか。

9

今でも小中学校の人数が少なくなっているが、附属中学校 小規模校については逆に減少を加速させる可能性はある。
ができた場合の影響は考えているのか。

あとは募集人数の問題と捉える。

部活休養日について、実際は休養日なのに父母会練習を

スポーツ推薦についても、文武の「武」が強くなって、本

やっているところもある。中体連の大会で好成績をあげる 来の「文」がなくなっている。本来の「ここの高校に行っ
と推薦等の要件になるから親としても頑張ってしまう面が てこういう勉強がしたい」という推薦入試だったら良いと
10

あると思う。

思うが、特色をだすために手っ取り早いのはスポーツであ

教育委員会でも行政や体育協会だけではなく、保護者、学 り、そういった弊害が出ていることについて県内の中学校
校、地域の状況を現場と色々話をする機会を設けていただ の校長先生は同じ認識を持っている。
きたい。

内川目小学校
９月10日（火）
№

意見の内容

回答

子供が減って先生も減って、先生方の負担が増えるという 教職員の配置数は法律で定められているものである。統合
1

ことであるが、この学校が無くなってしまえばよいという は大規模校の多忙化解消のために行うものではない。子供
ことか。先生方はどこに行くのか。大きい学校の多忙化を たちにとってどういう環境が良いか考えていかなければな
解消するだけだと感じる。

2
3
4
5

らない。

学校に教員を配置できないのであればボランティアなど協 市でも支援員を配置しているが、授業ができるのはあくま
力体制ができないのか。

でも教員となる。

大きい学校でも問題が発生しており「適正」ではないと思
う。学級数だけで責められても大変である。
「複式学級は統合により早期解消」とあるが「早期」とは 何年という考えは持っていない。皆さまの考えがまとまれ
いつか。

ば進める。

統合がきまった場合に、早くて何年でできるのか。

２年以内。状況によっては、短縮することも考える。

この懇談会は、未就学児のためにやるべきではないか。２ 今１年生のお子さんもいるが、６年間何もしないで卒業す
6

年経ったら大半は卒業している。

ることではなく、今のPTAの方にも一緒に考えていただき

決まらないからといって、ただ減っていくのを待たなけれ たい。
ばいけない状況になるのではないか。

7

8

小規模は小規模なりに保護者も先生もやっているので、一
概に少ないからと言われると切ない。
地域とPTA全員が納得することは難しいが、現役のPTAや

地区によって思いが違うのですべてに当てはまるルールは

地域の考えをうまくまとめるように進めなければいけな

ないし、やり方は地域で違って良い。子供にとってこれで

い。説明会などいろいろ足を運んで話を聞いて、意見を

良いのかを中心に据えて考えていただきたい。

言っていくべきと感じている。

例えば、３つの小学校の役員さんで将来の大迫の教育につ
いては話し合うことも必要と考える。

9

これで良いのかと思うところもあるが、それをまとめろと
いわれても厳しい。
いざやってみて、もっと早くやっておくべきだったとなら

10

ないように、統合のときに苦労された役員の方に、何に気
を付けなければいけないのか話をきいてみたい。

11

今回の内容はホームページに載るのか。

とりまとめたものについては学校に渡すので、希望するの
であればPTAで共有していただきたい。

矢沢中学校
9月27日（金）
№

質問・意見の内容

回答

子どもの数が減っているが、人間関係をつくるには人数が 市内では学年１学級の学校も多く、人間関係が固まること
1

多い方が良いし、これからは人間関係を固定しない配慮が もある。
大事だと感じた。

矢沢小は２～３クラスあり、多様性も確保されているとみ
ている。

英語教育について、就学前から高校までの連携が大事だと 花巻では学校の先生方の協力を得て、今年度から英語教育
2

感じた。

について完全実施している。小学校に英語の免許を持った
先生がたくさん入れば英語力が上がると思う。

小学校と中学校の教育免許の併用についてはどうなのか。 県でも最近は小学校の先生について、英語の得意な人、免
許を持っている人を比較的多く採用するようになってき

3

た。福井県では１０年前からやっていることなので花巻も
英語をもうちょっと頑張って欲しいと思う。
家庭学習について、先生にやり方を決められてしまうが苦 小学校で学習習慣をつくることが大事。計算や漢字の書き
手なやり方で学力が伸びるのか疑問。

4

取りは小学校低学年から中学年できちんとやらないと後で

小中一貫校についても、一貫校が合わない子はどうするの 大きな違いが出てくるので、先生方は工夫しているのだと
か不安である。

思うが、学校から家庭学習の方針を伝えることも大事であ
る。

小中一貫で先生方の負担が大きくなると思うが、小中一貫 基本的には小中学校それぞれ法律で決められた人数がある
校になった場合、教員の数はどうなるのか。

ので、小中一貫校になればその人数が合算される。また、
岩手県では小中一貫校になった場合は１年目だけ加配があ
り１人増となる。
先生方の多忙化解消について、小学校のメリットは教科担

5

任制にすることでクラス担任がずっと子どもにつくのでは
なく職員室で仕事をする時間をつくるということも考えら
れる。中学校のメリットは学校の先生の数が増えることで
部活動の顧問の割り振りを小学校の先生にも協力いただけ
ることが考えられる。

6

義務教育学校では卒業式はどうなるのか。

１年生の入学式と９年生の卒業式となる。ただ、その間も
節目をつくるなど工夫はできる。

義務教育学校について想像がつかない。学年の割り振りも 小学校と中学校の区分がない９年間の学校というイメージ
7

全然違うし、大丈夫なのかと思う。

である。ただし、区切りを独自でやると転校した時など大
変なので、基本方針では義務教育学校になっても、前期６
年、後期３年にすることを定めた。

学校施設改築等の基本ルールが示されているが、矢沢小学 今回の大迫中学校の改築については、レッドゾーンといわ
校は４５年を経過、矢沢中学校は４１年経過している。小 れる危険ながけ地に古い校舎があり耐震的にも非常に弱い
中一貫校を含めて矢沢の子どもたちの未来のためにこの施 ため、どうしても移転改築しなければいけない事情があっ
設をどうしたらよいかアドバイスをいただきたい。

た。
これ以降の校舎については、基本的には必要に応じて長寿

8

命化の工事をして更に３０年、４０年の使用に耐えるリ
フォームをしていくことになる。
例えば、統合や小中一貫校を選択することで移転しなけれ
ばならない場合などは改築が検討されることもあると捉え
ている。

9

矢沢小と矢沢中は隣接型となるのか。

隣接型は同一敷地内など、すぐ隣というイメージ。矢沢中
学校と矢沢小学校の位置は隣接とは捉えていない。

№

質問・意見の内容

回答

小学校はスクールバスがあるが、中学校になるとなくなり 基本的な考え方は小学校は４㎞、中学校は６㎞までは徒歩
登下校に不便を感じている。

通学になっている。

小中一貫校になったとき、１年生から６年生まではスクー 矢沢小学校は以前、学校統合した際にスクールバスを使用
10

ルバスで７年生からはバスに乗れないのか。

できる形に基準を緩和することで保護者会等と調整した経
緯があったため、４㎞未満の子どもたちもスクールバスを
利用していると認識している。
一貫校になったときの学校の位置も絡んでくるので、今の
時点では何とも申し上げられない。

大迫中学校
10月8日（火）
№

質問・意見の内容
基本方針の内容が決定事項であるという誤解がある。

1

回答
教育委員会としては話し合いを重ね、保護者や地域の一定

前は「子供たちのために何とか御理解願いたい」というス の合意が得られた上で進める考え。基本方針で決めたから
タンスで進めたが、結局、最後はそう言って理解を求める 推し進めるものではないことをご理解いただきたい。
のではないかと感じているがその辺はどうか。
亀ケ森地区では６月に集まりがあったようだがどのように ６月は教育委員会から説明だけさせていただき、その後は

2

言っているのか。

教育委員会が入らないワークショップになった。今月懇談
会があるが、次回は詰めていく段階と思われる。

3

統合すると決まってから大体何年ぐらいかかるのか。

準備期間は２年とみている。もっと早く進めたいというこ
とであれば短縮することもある。

大迫中学校が将来継続できるのか大きな問題であり、長期 保護者が関われる期間には限りがある。継続的な引継ぎも
4

にわたって問題を継続的に検討していく必要があると思

行いながら進めていくべきと考える。

う。
5

人間関係について、統合すると９年間続くことになるので
その点でケアをしてほしい。
資料をみると、人数が更に減っていく。子どもが小学校を

6

卒業しているので統合といわれても現実的に考えられない
部分はあるが、長い目で大迫の将来を考えなければいけな
いと感じた。
人数が少なくなっても学校は必要だと言っている人もお

7

り、そういう考え方があるのも事実。
地域独自のものを生かしつつやっていければ良いと思う。
小学校３校が一緒にならなければ統合できないのか。例え 基本方針は方向性を示したものでこれで決定ということで

8

ば、２校は統合と決めた場合、残りの１校はどうするの

はない。ただし、教育環境を考えたときには一定数を確保

か。

する必要があるし、歴史的、文化的な面からも大迫地域で
統合をするのが良いと考える。

内川目小学校の校舎が老朽化しているが、教育委員会では これからは新しい校舎をつくるのは難しい。全国的に補助
9

客観的な校舎の評価はどうしているのか。

金がついていない状況。
毎年、各学校から要望をあげていただき、全体の中から危
険性が高いものを優先して順次対応している。

修繕工事後の確認はしているのか。
10

学校と話し合いを持ったうえで工事に入るが、工事の間も
学校との現場確認行い、終了後の確認も学校に入っても
らっている。

11

部活動について、大迫にはないスポーツをやりたいと出て 部活動のための区域外就学は認めていない。
行った人もいるが何か基準があるのか。
校舎の道路のことを皆さんにも知ってもらいたい。西側の 学校周辺はスクールゾーンであるが、市道なので厳密には
道路は平らなところがなく３％の勾配のまますり付く坂道 担当は建設部の道路課になる。道路課でもここに至るまで

12

であり、体育館の裏側の道路は10数パーセントの坂のため に地域の要望や意見を伺って今の形になっている。
スリップして登れない。そのようなことのない道路を要望 ただし、標識が必要とか、砂を巻いてほしいとかであれば
したが、教育委員会と建設部のどちらが担当になるのか。 大迫地域振興課を通してお話しをいただきたい。
小学校の統合について、中心地は大迫小学校付近だと思う 統合が決まってから協議を行うことになるが、仮に大迫小

13

が統合の場合は既存の校舎を使う考えなのか。

学校になった場合、大迫小学校は新しい校舎であり、まだ
使える。今後は改築ではなく必要に応じた長寿命化の工事
をして更に４０年は使うことになる。

14

どこに話をすればよいのかわからないが、ほかの学校みた 学校で決めることになる。
いなセーラー服に変えることはできないのか。

№

質問・意見の内容

回答

立派な校舎を建てていただいてうれしいが、あと１０年た 規模が小さくなることで学校運営は厳しくなるが、大迫に
15

てば５０人になってしまう。大迫中学校は存続してもらえ 関しては、これ以上の通学距離は厳しいという意見もあ
るのか。

る。大迫地区で中学校１校に統合した歴史もあるのでこの
形で存続させたい。

外川目は保育園も小学校も大迫と一緒になった。それを考 自分の出身校が無くなるのは寂しいこと。
16

えると内川目も大丈夫じゃないかという意見もでるが、や 地域によって事情は違うが、何より基本は子ども達であ
はり小学校が無くなることについては年配の方は複雑な気 る。学力の保障、社会教育などトータルな観点から検討し
持ちになるようだ。

たい。

亀ケ森小学校
10月19日（土）
№

質問・意見の内容

回答

大迫から大迫地域外に出ていく人の数について、推計は出 毎年一定数ではなく増減がある。大迫内の転居等で指定校
1

ているのか。

を変更する方が毎年５～６人。それから、中学校に入る時
点で花巻市内の中心部に転居する方が1～2名いる状況。数
字は年度によって変わるが、毎年発生している。

①中学校は現在のまま残すのか。人数が減れば、花巻のど ①教育委員会の考えとしては、大迫地域に小学校１校、中
こかと統合することもあるのか。

学校１校を残す。

②統合をする場合、校舎を新しく別な場所に建てることは ②これまでの統合ではほとんど一番大きい小学校に入って
あるのか。
2

いる状況。東和小学校の場合はどの校舎を使っても全員が

③大迫の場合、統合したら大迫小学校の校舎を使用するの 一緒に入れる校舎が無かったため新しい校舎を建てた。
か。

③どの校舎を使うかについては、統合の話し合いの中で決
めていくことであり、教育委員会として方針は持っていな
い。

保育園も統合するのか。
3

亀ケ森保育園について、一定数の人数いる状況。保育園の

統合の方向に進むと思うので、保育園から高等学校まで一 活動に問題が出てくれば検討する可能性はあるが、現時点
貫して進めた方がよいのではないか。

においては統合の話は伺っていない。

統合する場合、スクールバス等の検討は行うのか。

小学校の場合、原則4㎞以内は徒歩通学。例えば、統合に
より、同じ地区内に4㎞を超える子と4㎞以内の子が発生し

4

た場合などは、話し合いによって具体的に詰めることにな
る。
市役所全体で子どもを増やす取り組みに力を入れてもらい 花巻市の転入転出を見ると転入が多い。これは様々な施策
たい。もっと言えば、役所だけではなく我々も老人クラブ が効果を上げている状況がある。しかし、市の人口は減っ

5

や地域など横のつながりで小さなことからでもはじめてい ており、理由としては子どもが生まれないことが一番大き
かなければいけないと思う。

い。もちろん結婚、出産は強要できるものではないが、こ
の点が人口が増えない大きな要因になっていると捉えてい
る。

亀ケ森地区には学童がなく、子どもを預けられる環境がな 指定校変更について、学童に入れるためという理由では認
いのが問題。
6

めていない。

学童が無いから大迫小学校に通わせる方向になってくる。 学童の運営は民間なので、採算がとれるかどうかが判断基
仮に学童を亀ケ森のＰＴＡでどうにかしようとかダルトン 準になる。子どもの数が少ない地域において学童の運営を
を増やそうという積極的な声があれば亀ケ森の統合は先送 担ってくれる団体がない状況である。
りになると感じる。
介護施設や児童養護施設で子どもを預かっているところが 子育て支援はそれぞれのところでやっている。

7

あると聞いたが、花巻市はどうなのか。

学童ではないやり方として、例えばダルトンを工夫すれば
同じ機能が持てる。今後保護者や地域の要望があれば検討
する余地はあると思う。

今の亀ケ森小学校の規模だと学校は大変。子どもたちの教
育についても支障が大きいと思う。
子どもたちの成長にとっては人の輪があって初めて勉強の
8

成果も上がるものであるが、仮に統合することになれば地
域との距離が遠くなるので、それを補う方法を考えなけれ
ばならない。（迎える方も）「来てください」だけではな
く条件を整える努力をする必要があると思う。
ワークショップからアイディアをいただいて写真コンテス

9

トをやることになった。「亀ケ森で誇れるもの」を撮るコ
ンテストなので、文化祭ではそれを見ながら皆さんと話を
したい。

№

質問・意見の内容

回答

亀ケ森小学校で教職員が休んでいるが補充はどうなってい 教職員の補充について、いろいろ探しているが見つからな
るのか。

いのが現状である。

子どもたちの教育に大きく影響すると思う。

先生方の身分は県職員なのでそこがスムーズにいかない状

10

況もありご迷惑をおかけしている。
一生懸命探しているのでもう少しお時間をいただきたい。

市Ｐ連の会議など、小さい学校では人数を出すことも厳し ＰＴＡの活動がないと学校もやっていけない。子どもたち
いので考慮していただきたい。
11

にとって一番良い状況は何かということが重要だと思う。
それぞれのＰＴＡのやり方で工夫しながら無理のないよう
にしていただきたい。市Ｐ連には話をする。

笹間第二小学校
10月25日（金）
№
1

質問・意見の内容

回答

学校施設の老朽化は今後進むと思うが、児童生徒数が少な 規模に関わらず必要な修繕は行っていく。
くなってもお金をかけて直していくのか。
資料にある小規模校存続の要因として笹間第二小学校は

国の手引きの「小規模校」は12学級未満の学校を指す。複

「地理的要因」ではなく、「その他要因」のコミュニ

式学級を有する学校で存続させる場合は「地理的要因」に

ティーの場にあたると思うが、児童数が減ってＰＴＡにか 該当する学校と捉えている。
かる負担が大きい中、ほかの学校はどのように活動をして 学校をコミュニティの中核的施設として地域を挙げて充実
2

存続させているのか。

を図ることについて、地域の方々が学校の授業の中に入っ
て先生方の支援をしている事例がある。
地域の方々が高齢化しており、ＰＴＡの方々は日中仕事に
出かけているときに、学校が授業で求める人材をその地域
の中から出せるかどうかになると思う。

今までの統合や廃校の経緯について教えていただきたい。 いろいろなケースがある。保護者が中心になって調整しな
地域やＰＴＡからの発信がきっかけになったのか。

がら進めたり、教育委員会から話を持ち掛けて有志の方々
に検討してもらったり、教育委員会からお願いをして地元

3

の皆さまに納得していただいたところもある。地域事情は
それぞれ異なるため、どの方法が良いということはない。
仮に、統合を決めた場合、どのくらいの期間で統合できる 同意が得られて統合に向けた作業を始める場合、準備期間
ものか。

として２年みている。
統合とは新しい学校をつくることなので、学校名、校歌、
校章、ＰＴＡ組織をどうするか、それから、閉校準備とし

4

て、式典や記念誌発行の作業、そのほか、子供たちの交流
や合同行事を準備期間で行うので２年かかるとみている。
ただし、緊急を要する場合など、期間を短縮することも可
能であり、そこは実施組織ができてからの考え方になる。

笹間第一小学校
1月23日（木）
№

質問・意見の内容

回答

基本方針が強制ではないということだが、一方で、令和５ 教育委員会が示した内容で進める協議ではなく、現状を踏
1

年度には複式学級等の問題が発生する見通しであり、どう まえて保護者の皆さんが将来的にどういう方向に進みたい
いう形で詰めていくのかお聞かせいただきたい。

のかご意見を丁寧に聞く機会を作っていきたい。

本日は賛成、反対の意見交換をするべきか。

賛成反対のご意見をいただくのは構わないが、まずはわか

2

らないこと、不安なことについて様々なご意見ご質問をい
ただきながら理解を深めていきたい。
近隣小学校との距離について西南地区だけではなく他の学 西南中学校の規模が縮小する中で将来的には考えなければ

3

区もあったが、ずっと先を見据えて考えたほうがよいとい

いけない時期が来るかもしれない。

うことなのか。

基本方針の中で適正規模を示したが、小規模でやっていけ
るか考えると同時に通学距離も考えなければいけない。今
回は、参考までに西南中学校の近隣にどういう学校がある
か位置関係を示したもの。

小中一貫校について教えてほしい。
4

本日は資料を持ち合わせていないが、また説明させていた
だく機会をいただければ、今度は小中一貫校をテーマにお
話しさせていただきたい。

東和小学校が統合したときの過程を教えていただきたい。 東和地域の統合についても今回の基本方針のような形で方
針をお示しして地域の中で協議を進めていただいた。最終
的にはＰＴＡの総意として一本化という結論に至ったも
5

の。そして、ＰＴＡの結論に対して地域も了という判断を
示して小学校１校となった。
教育委員会が示して進めたものではなく話し合いで作り上
げていったのが現在の東和小学校である。
働く親にとって学童クラブがどうなるのか気になる。

統合に向けた話し合いの中で学童の在り方についても決め

小学校が統合となった場合に、学童クラブは旧小学校ごと ていくもの。
に残していただけるのか。新しく大規模学童クラブができ 他の地域の勉強会でも同様の意見をいただいた。迎えを祖
るのも不安である。

父母にお願いしている状況があり、学童が１か所になった
ときにそこに迎えに行くことがおじいちゃんおばあちゃん

6

にとっては負担になるので旧小学校単位で維持してもらえ
ればというご意見だったが、それが、皆さまの総意であれ
ば学童の運営母体との話し合いは必要となるが、学童は旧
小学校単位で残して、例えばスクールバスが学童で停まる
形にするなど使い勝手よくすることは可能である。
説明会について第２回は考えていただいているのか。

7

基本的には要請していただく形となる。ＰＴＡ全体ではな

それとも教育委員会に要請をして来ていただく形なのか。 くても学年単位でも役員会でもお声がけいただければお邪
魔させていただく。

大迫小学校
2月14日（金）
№
1

質問・意見の内容

回答

子ども達の学校生活が良い方向に向かったり、先生の負担
が減ることなのでその点については良いと思う。
自分は外川目地区であるが、外川目小学校も大迫小学校と
統合して人数が増えて多い人数で勉強するのは子ども達に

2

とって良いことだと思う。
ＰＴＡ役員を毎年やらなければいけないこともあったので
親も増えるのは親にとっても良いことだと思う。
子ども達に関しては、３校交流をしていて何ら障害はない
と思っている。これから課題はあると思うがスムーズに解
決できれば良いと思う。
自分は内川目保育園合併の要望書を出したうちの１人であ

3

るが、本当は小学校も一緒になってほしいと思っていた。
ぜひ大迫小学校に内川目、亀ヶ森で一緒に合併して１つの
学校になってほしい。
内川目保育園が合併したときに神楽などの伝統も引き継が
れて大迫保育園で行われるようになった。合併することで
お互いに良くなったり、残せるものを残すことができてい

4

るので、小学校の合併でもそういうことを残していければ
良いと思う。
あと、大人数でいろんな経験をしながら学習していくのは
すごく良いことだと思う。
中学校の部活動が気になる。だいぶ部活動が少なくなって 部活動の問題は大迫だけではない。市内の中学生が同じよ
やりたいものがやれないという声を多く聞くのでそこはど うな選択肢をもって活動できる体制がどうであればよいの

5

うなっていくのかと思う。

か、地域の体育活動やスポ少のあり方にも関わってくるの
で、そこも含めてご意見をいただきたいと考えている。

このペースで子どもの数が減って内川目や亀ヶ森の子ども
達の教育に支障がでるのはまずいと思うし、大迫小学校も
6

大勢とはいえないが、みんなで取り組める授業をぜひ通年
通してほしい。合併については早く進めていったほうが良
いと思う。

