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会議録（宝達小学校質疑）

会 議 名 小学校統合説明会

日 時 令和３年７月２１日（水） 午後７時３０分 ～ 午後８時５０分

会 場 町民センターアステラス 研修室

出 席 者

町 ：寳達町長、細江教育長、笠松学校教育課長、秋田課長補佐、

松原主幹、中橋主幹

保護者：３１人

次 第 ・ 開会

・ 町長挨拶 ・・・会議録（会場共通）を参照

・ 統合に関する説明 ・・・会議録（会場共通）を参照

・ 質疑

・ 教育長挨拶 ・・・会議録（会場共通）を参照

・ 閉会

質 疑 ●質問

そもそもこの話は決定事項ですか。それともこういう方針で進めたいとい

う方針の説明会ですか。

○回答（町長）

これでやっていきたいということでお示ししています。

●質問

ということは、決定ではないということですか。

○回答（町長）

我々の方針としては決定しています。

●質問

ということは、予算が通らなければ、令和３年１０月の基本設計とかも無

くなるということですか。

○回答（町長）

そうです。

９月の議会に基本設計の予算を出し、ご理解いただけるようにしっかりと

説明して進めていきたいと考えています。

●質問

各小学校が合併しますが、保育所は一緒で小学校で離れて、ということも
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あると思いますが、自由に選択できるのでしょうか。

例えば、今、相見保育所に通っていて、校下は宝達という場合、離れたく

ない場合は、相見小学校に行くことはできるのですか。

○回答（教育長）

宝達小学校へ上がるお子さんが相見小学校に行くと、宝達小学校がどんど

ん減って複式が進み、より小集団になっていきます。そうした時に宝達小学

校に通うお子さんが、学びの不利な点が出てくるということで、原則、宝達

小学校へ行っていただきたい。

●質問

押水地区が相見小学校、志雄地区が志雄小学校になった経緯を教えてくだ

さい。

○回答（教育長）

志雄地区では、志雄小学校は３学級対応の学校で、統合した時に部屋数を

十分とれます。また、樋川小学校は令和１０年には複式が迫って来ています。

押水地区では、相見小学校も、統廃合した時に学級数がそれに対応する仕

様になっていますので、他の学校へ集めて部屋数を新築するよりも、今ある

学校を改修して、第一小、宝達小の子どもたちを集めることを考えています。

●質問

相見小学校の場所だと、津波とかの災害はどうなるでしょうか。

○回答（町長）

津波の想定が出されており、町内では考えられる大きな津波であっても里

山海道までしか来ないという推計が出ています。

絶対大丈夫ではないかもしれないし、海には近くなりますが、そういった

ことを想定した訓練はしなければならないし、校舎の上の方に行くとか、高

いところに逃げるとか、そういったことはしなければと思っています。

●質問

無くなった小学校や保育所は、子どもたちのために使うことは出来ないの

ですか。今も宝達保育所は何もしていない状態で、例えば公園を作るとか子

どもたちのためになることは何も考えてないのですか。

○回答（町長）

子どもたちのためにということも考えていますし、校舎を活用して取り組

んでいけないかということを、今考えているところなので、また、皆さま方

にお示ししたいと考えています。
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●質問

校舎の活用について、同じようなことを宝達保育所の統合の際も言ってい

たが、未だに何も活用されていません。今の町長の発言に、どれぐらい信憑

性があるのでしょうか。

○回答（町長）

宝達保育所については、老朽化も進んでいるので、解体を進めていこうと

考えています。

小学校についても、建物も古いということで、使っていけるかどうかとい

うことを調べたうえで、子どもたちのためであったり、地域の皆さんのため

に有効に使えるように、そんな施設に出来ればと考えています。これは、信

用いただいて結構です。

●質問

解体後の保育所の跡地は何をするのか。

○回答（町長）

住宅地であったりとか、民間の方に活用していただけるように進めていき

たいと考えています。宅地に限らず、有効に使えるように進めていきたいと

考えています。

●質問

小学校も、保育所も近くにない所に宅地を作って、そこに誰が住むのか。

○回答（町長）

土地を求めた方がどのように使われるか、その前に目的があるのでしょう

が、宅地でなく、その他に使うことがあれば、お求めになる方もいると、全

然使い勝手が悪い場所ではないと思っています。

●質問

そういうところを含めての統廃合の検討なのではないかと思うのですが、

結局、そこだけふわっとした感じで、統廃合ありきで進めているように思う

のですがいかがでしょうか。

○回答（町長）

今は、統廃合ありきということで進めています。子どもたちのために、学

ぶ良い環境を作っていかなければならないと思っており、統廃合は進めてい

きたい。その上で、学校については校舎をどう活用していくか、よく考えて

やっていきたいと思っています。
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●質問

２校に統合するということですが、資料をみると令和に入ってからもの凄

く子どもの数が減っています。１校に統合とか、小中一貫校の検討はしたの

ですか。

○回答（教育長）

１校にすると、更に統廃合が遅れます。というのは、まず、どこに建てる

かという土地の問題、それから、残念ながら未だに志雄地区、押水地区のど

ちらに建てるかといったときに、例えば志雄地区に建てるとなった時に、押

水地区からはそれは駄目だというご意見もいただいています。反対に押水地

区に建てるとした時には、志雄地区からも反対の意見があって難しい。そう

いったことを詰めていかなければいけないのですが、そうした時に子ども達

が少なくなっていく学校では、学びの機会が失われていく、そのため、まず

は出来るところから進めようと考えています。

それから、小中一貫校について、今だと宝達中学校の側に建てるというこ

とになり、それもなかなかかなわない部分もあります。また、特認校とか特

例校とかも調査しましたが、難しいところがあります。

●質問

保育所が統合して宝達保育所が無くなり、相見保育所に通っています。今

の２年生は相見保育所に行って新しい友達に混ざり、小学校は宝達小、そし

てまた、６年生になったら新体制の小学校になる。行ったり来たり。

今の年少さんも、１年間は分かれて、１年後にまた会ったねって。宝達保

育所の時も交流会とか、子ども達のケアみないなことをしてもらいました

が、子ども達への対応はどのように考えていますか。

○回答（教育長）

子ども達が、統廃合の関係で行ったり来たりということを、私が就任して

から調べさせてもらいました。そういったことが無いように、出来るだけ早

く相見小に統廃合した方が良いという結論で、今に至っています。

そのために、先ほども話のあった、本当は相見小学校に行きたいのだけれ

ども、宝達小学校の校区を特認校としたときに宝達小学校の方々がどんどん

減ってくることが予想されます。

そういったことがないように、一刻も早く相見小学校へ統廃合を進めてい

きたい。その間の子どもたちの対応については、難しい対応を検討しなけれ

ばならないと思っています。

●質問

一刻も早く。といったら、子どもたちの気持ちが追いつかないと思います。
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大人の事情で、子どもを巻き込んでいるのではないですか。

○回答（教育長）

待てば待つほど、子どもたちにそういう不利益がおよびます。そういった

ことがないように、学びの保障を、安定した保障が出来るようにしていきた

いと考えています。

●質問

だったら、もう少し詳細を詰めてから説明会を開いたらどうですか。まだ

何も決まっていない。そういうふわっとしたことだけ聞かされて、そして、

一刻も早く、一刻も早くとか、さっきから、あっちへ行ったり、こっちへ行

ったりしている。

○回答（教育長）

ふわっとしているということですが、今、色々なことを詰めており、基本

設計へ向けて動いています。その設計内容によってどのようなことがおきる

か、検討する内容もあります。今ここで、こうだ、とはっきり言える状態で

はありませんが、何一つ決まっていないという訳ではなく、順次進んでいる

ところです。何も決まっていないということではないので、ご理解いただき

たいと思います。

●質問

そもそも、この方針はどうやって決まったのでしょうか。前回は、有識者

会議を開いて決めていると思いますが、６月でしたか、いきなりポンと出て

来たような気がします。

○回答（町長）

６月の議会で実施したいと申し上げましたが、その前の令和２年3月の議

会で、ここ２年間の出生数を見た上で判断をさせていただきたいと申し上げ

ています。その数が把握できたということで、突然という感覚をお持ちかも

しれませんが、議会であったりさまざまな場で、必要であることそのうえで

学びの保障ということを重要なこととして決めていきたいというふうに考

えていることをお示ししてきたので、ご理解いただきたいと思います。

そして、色々と決めてからしなければならないというお話ですけれども、

例えば建物であれば、基本設計をしたうえで進めていかなければなりません

し、そういったことをする前に、皆さんにこういう方針であると、大変大ま

かな内容ではありますが、ご説明しなければと思っています。

また、こういう機会にいただいた、ご意見、ご要望に出来るだけ沿った形

で統廃合を進めていたきたいと思っていますので、よろしくお願いします。
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●質問

出生率が下がっていることは、前もって分かっていた事実で、第一小学校

の修繕費であったり、宝達小学校の冷暖房を完備したりして、多くの税金を

使っていると思います。修繕する前に統合に向けてもっと早く動き出せたと

思いますがどうですか。無駄な税金ではないのか説明して欲しい。

○回答（町長）

色々な考えをお持ちの方がいる中で、我々としては、できるだけ円滑に進

めていかなければなりません。早くして、もっと待て、という意見もあり、

出来るだけ多くの方にご理解いただいて進めていかなければ、その上で新し

い学校においても、例えば、宝達の小学校は無くなってしまうわけですが、

そうであっても保護者の皆さんであったり、地域の皆さんに新しい学校につ

いてご支援いただきたいと、そのためにも、じっくりと検討しながら、さま

ざまなことを進めてきたところです。

あと、エアコンについて、無駄ではないかというご指摘ですが、補助金を

使ってやっていますし、補助金もゆくゆくは税金だと、必ずしもそうではな

いと思います。学校がある限りは、しっかりと良い環境を整えて、暑いとき

であれば、しっかり勉強ができるように冷房が効くような環境にしておかな

ければならないということでやってきています。大きなお金がかかることで

すが、財源の無駄遣いがないように、これまでも進めて来たところなので、

ご理解をお願いします。

●質問

準備委員会について、令和３年度からスケジュールが決まっていますが、

誰が主催とか、どういった場で決めるとか、いつ開催するとか、そういった

具体的なことは決まっているのですか。

○回答（学校教育課長補佐）

７月の、今の保護者説明会が終わったら、８月にPTAの役員の方に集ま

ってもらって、準備委員会について協議したいと思っています。

●質問

役員は、町の役員ですか、それとも各学校の役員ですか。

○回答（学校教育課長補佐）

各学校のPTA会長、副会長、母親代表となります。

●質問

そこで詳しく、今後の流れは、決めるというか、教えてもらえるのですか。
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○回答（学校教育課長補佐）

その中で、PTAの中で、相談しながら決めていきたいと思っています。

●質問

PTAが拒否したらどうするのですか。

○回答（学校教育課長補佐）

できるだけ出ていただけるように、ご理解をお願いしたいと考えていま

す。

●質問

それでも拒否したら、委員会は進むのですか、進まないのですか。

○回答（教育長）

統廃合に向けて賛同できないから、拒否するというPTAがあったらどう

するかということですが、その時に第一に考えていただきたいのは、子ども

たちの将来についてです。ここは、大人が考えていかなければならないこと

で、子どもたちの学び、それから成長のこと、今、最善で何が出来るかとい

ったことを共に話し合っていく、PTA、学校、教育委員会でいけたらと考え

ています。

●質問

今の発言だと、子どもの教育を人質に取るというふうに聞こえますが。

○回答（教育長）

そういったことではなく、皆さんと共に子どもたちの今現在における最善

の策を共に考えていきましょう。人質ではありません。考えるのは私たち大

人、子ども達をとりまく大人です。多様な考え方が当然あることは分かって

います。１００人いて１００人が賛成ということは中々ない。そのために会

合を持ち、その場で皆さんが納得できる、最大多数になるかもしれませんけ

れども、その中で少数意見とかはどうするのかという話しもあるとは思いま

すが、私たちが共に考えて行くのが責務だと思っています。

●質問

その中で、町の考え方をこのように一方的な形で押しつけるというのが方

針ということでよろしいですね。

○回答（教育長）

町の考え方が一方的だということではなく、共に考えましょうということ

です。
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●質問

ということは、統廃合ありきではないということでしょうか。

○回答（教育長）

統廃合については、数年前から２校にするという話が動いていたと思いま

す。ただ、その時に、色々な考え方があったと聞いています。そのために数

年かけて検討し、最終的に決断したと聞いています。

●質問

その数年間の検討の流れが、この中にはみえてこないのですが、どういう

検討があったのですか。

○回答（教育長）

今説明しました、子どもの学びをまず大事にしようと。子どもたちにとっ

てということを、今回重点的にみました。子どもたちの学びということで見

直しをかけました。

●質問

その中で、１校への統合の検討もあったのですか。

○回答（教育長）

１校の良さもあり、２校の良さもあります。その中で２校の良さを選択し

ています。

●質問

２校の良さとはなんですか。

○回答（教育長）

先ほども申したように、お互いを認め合って切磋琢磨する環境のことで

す。

●質問

それは１校でも成り立つのではないですか。

○回答（教育長）

いいえ。子どもたちにとって、もう１つの学校があるということが非常に

大事です。石川県の各地区をまわってきましたが、１校だけではなく、もう

１校ある場合、切磋琢磨、学校同士の交流が非常に有効だといわれています。
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●質問

それは誰が言っているのですか。

○回答（教育長）

誰がというと、私がとなるのかもしれませんが、その地区の方々、校長先

生なり、地区の方と話した時に聞いた話になります。統計的に誰が何人とい

う話しではありません。

●質問

子どもたちの学びが第一で、集団の方が良いというジャッジなのであれ

ば、統合で４年もかける意味がちょっと。校章とかどうのよりも、先に１校

で集めて走ってしまって、後で決めるということでも良いのではないです

か。学びが第一になっていないのではないですか。

○回答（教育長）

その辺も検討し、できれば来年からでも入れたい。そういう考えはありま

す。ところが、その設備について、安全性を高めていって、長寿命化をしな

いと中々動けません。先ほどから、行ったり来たりという話しもあって、一

刻も早くと言ったのも、最長で４年、色々な設計の仕方によって、改修の仕

方によっては更に短くなることも視野に入れています。

ただ、私は専門家ではないので、設計の段階とかで色々なところを見たと

きに、おおよそ３年８ヶ月みておけば大丈夫だろうと、ただし、それが新し

い工法とか、ここはさわる、ここはさわらないとか削っていった場合に早く

なる可能性も秘めていることになります。それが、基本設計の段階でみえて

くると思います。例えば、志雄小学校を一切さわらないとした時には来年か

らでも統廃合はできますが、そういう訳にいかない部分があるので、調べて

いるところです。

●質問

先ほども話がありましたが、校名とか、校歌とか、校章とかそういったも

のはどうでもいいです。合併する代表の小学校の校歌とかそのまま使えばい

いと思います。いらない所に時間を使わなくてもいいと思います。

○回答（町長）

そういう考えも、一つの考えかと思います。もしかしたら、そんな風にな

るかもしれません。それも準備委員会の方でご検討いただきたいのですが、

学校の名前とかは大事なものですし、歌もそうです。学校のシンボルになり

ますし、皆さんの記憶に残っていく大事なものですから、それをどうするか

というのは、どうでもいいということではなく、皆さんにご検討いただいて、

考えていかなければと考えていますので、よろしくお願いします。
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●質問

制服はどうなるのですか。例えば、宝達小学校の制服を１年生になった子

が買いました。合併しました。その後はどうなるのでしょうか。バラバラっ

てことでしょうか。各学校の３校の制服のまま６年間過ごすのか、とか色々

あると思いますが、そういうことは何も考えていないのですか。

○回答（学校教育課長補佐）

中学校統合の例から言うと、新しい制服、それから体操服に変更して、そ

れを着用していました。小学校についても、中学校の例に沿った形で準備委

員会の中で協議していきたいと思っています。

●質問

それは、保護者負担ですか、学校負担ですか、町負担ですか。そこも大事

なところだと思うのですが。

○回答（学校教育課長補佐）

そこも含めて、準備委員会の中で、協議していきたいと思っております。

●質問

まだ、何も決まっていないということですか。

○回答（学校教育課長補佐）

今のところは、ご説明したとおりです。

●質問

最初に町長が、保育所の先生、小学校の先生に聞いたところ、賛否両論あ

ったと言われていましたが、先生方は具体的にどういうことを言われていた

のですか。

○回答（町長）

統廃合に慎重なご意見としては、学校は小さくても良い教育は行えている

と、みんな仲良く頑張っているし、地域の支えもあって良い学校であるから、

出来るだけ残していけばどうか。というご意見であったし、統合した方が良

いというご意見の方は、大人数の方が良い教育が行えるのではないかと、残

念だが一つの方が良いのではないかという考えでした。

●質問

出生数を見ると、すごく減っているということが良く分かりました。

統廃合も仕方ない部分があるかと思うのですが、長期的なことをよく考え
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て、無駄遣いがないようにして欲しいと、目先の問題をなんとかするという

のではなく、この町の子どもたちがずっと通えるような、そういうことを長

い目で考えて欲しいと思います。

統廃合は仕方ないと言いましたが、統廃合して良かったと全員が思えるよ

うにして欲しいです。そのために先ほどから学びの保障とか、教育の質を高

めるとか言われているが、統廃合をするのであれば、どういう所に力を入れ

ていくのかということと、あと、改修の規模ですが、部分的な改修なのか、

全面的な規模でやるのか教えてください。

○回答（教育長）

当然、統廃合して良かったということに繋がらないと、この統廃合に意味

がありません。その２校において、地域の学習をより取り入れていく。宝達

小学校では、例えばアサギマダラとか、くずの勉強とか、色々と地域学習を

やっていますが、それをなくすのではなくて、それも取り込んで、３校でど

のようなことが出来るかを見つけていく、新しい地域学習を取り入れていか

なければならないと思っています。

各学校で、文科省が薦めていることは当然やっていかなければいけないこ

とです。GIGAスクール構想とか、それは当たり前にやって、その上でその

地域のことをどこまで取り入れるか、それはこれから３校で、調整していか

なければなりません。いずれにしても、良かったと思えるように、みんなで

知恵を出しながらいければ良いと思っています。

改修の規模は、全体的なことを考えています。傷んでいるところは修繕し

ていくということで４年ぐらいかかると、調査したりするのにかかるので、

その部分はご理解いただきたいと思っています。

●質問

かほく市の外日角小学校とか、七塚小学校のような感じをイメージしてい

れば良いのでしょうか。

○回答（教育長）

その学校についても調べましたが、七塚小学校と外日角小学校とでは改修

の進め方が違っていました。外日角小学校は騒音があって学習が難しかった

と、七塚小学校は学習し易かったと担当からは聞いています。その辺につい

ても基本設計で、音が出るものについては、夏期休業中、長期休業中に行う

とか、そういうことを調整していかなければならないと思っているところで

す。

●質問

現在の相見小学校を全体的に改修するということになると思いますが、プ

レハブを建てて、半年か、１年か分かりませんが、子どもたちは引っ越しを
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して学ぶという感じになるのですか。

○回答（教育長）

そういったことも検討しています。その時にどういった工事が必要になっ

てくるか、相見小学校に統合する時に、どこに手を入れなくてはいけないか

と、そういったことをプロの目で見ていただくということで進めているとこ

ろです。

●意見

全体的に綺麗な校舎になると、皆さんのご理解も得られやすいと個人的に

思っています。

●質問

学級数ですが、平成２５年度出生年度の子で、押水地区では３８人います。

１クラスになるのか、２クラスになるのか、文科省の方で、令和７年度には

全学年３５人学級という話が出ていると思いますがどうでしょうか。

○回答（教育長）

おっしゃるとおり、毎年、学年を上げながら３５人学級の実現に向けて動

いているところです。３５人を１人でも超すと、２学級になりますので、先

ほどあった３８人のところは、２学級となります。

●質問

表１を見ると、令和７年度の押水地区を見ると、６年生２クラス、５年生

１クラス、４年生１クラス、３年生１クラス、２年生２クラス、１年生２ク

ラスということでよいでしょうか。

○回答（教育長）

そういうことになります。この後の人の出入りによって変わりますが、今

のところ文科省はそういう予定で動いています。

●質問

統合した時、令和７年度は、３５人学級と考えていれば良いでしょうか。

○回答（教育長）

今のところ、３５人になると聞いています。

●質問

制服のことで、押水地区、志雄地区、宝達小学校以外はブレザーだと思い

ますが、いざ、換えるとなると一式換えるとか、そのままでいいとか、保護
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者からすると結構な負担になります。子どもが多く、上の子が中学校に上が

ると同時に下の子が１年生とかだとお金もかかるので、そのあたりをもう少

し早めに検討して欲しいです。

校歌とかどうでも良いので、制服とか、お金に関することを先に考えて欲

しいという考えでいます。そこら辺どうなのか教えて欲しいです。

○回答（学校教育課長補佐）

今、お話のあったことを、準備委員会の中で、それも含めて協議していき

たいと思っています。

●質問

それは、その都度、その都度、保護者の意見は聞いてもらえるのですか。

こういう説明会も開いてくれるでしょうか。

○回答（町長）

制服のことですが、準備委員会で検討いただくことについては、折りをみ

てというか、お聞きしなければならない時に、アンケートとか形は分かりま

せんが、お聞かせいただいたりとか、また、決まっていくことについては、

皆さんにもしっかりお示ししていきたいと考えているところです。

そして、統廃合について、役場の方でもホームページを作って情報の発信

であったり、皆さんから伺ったりとかそんなこともしていきたいと思ってい

ますので、よろしくお願いします。

●質問

学校を残す、残さないの話で、自分の子どもも、無くなるのは悲しいと、

思い出のある学校だから残して欲しいと、やはり子どもからもそういう意見

が出ているので、大人だけの意見ではなくて、子どもからの意見も聞いた方

が良いのではないかという思いがありますが、その辺はどうでしょうか。

○回答（町長）

そういったように、子どもたちの意見を取り入れていくということも、良

いことかと思いますので、検討させていただきます。

●質問

子どもに対して、もう少し真剣に考えて欲しいという考えもあるのです

が、大人だけの意見で進めて行っても駄目だと思います。子どもの通う学校

なので、大人だけの意見で進めても駄目だと思うのです。卒業生もいる訳で、

思い入れのある場所だと思うのです。夫も通っていた小学校だから、残して

欲しいという人も、保護者の中にもいると思う。なので、もう少し真剣に考

えて欲しいという面もあります。
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○回答（町長）

今のご意見のように、私も宝達小学校の卒業生ですし、思い入れというの

は当然ある訳ですが、おっしゃられたことは、本当に大事なことだと思って

います。色々な方が、それぞれに思いがあったり、ご意見をお持ちであると

いうことは、しっかり考えなければならないし、何よりも子どもたちのため

に良いことかどうか、統廃合を進めて行くにあたっては、色々なことを検討

して実施していかなければなりませんが、よく考えながらやっていかなけれ

ばと思っています。

今いただいたご意見を、しっかりと受け止めて、踏まえてやっていきたい

と思いますので、よろしくお願いします。

●質問

４ページの組織図をみると、準備委員会が一番上に来ていますが、準備委

員会が決裁権限があると考えて良いのでしょうか。例えば、教育長とか町長

の意見と争いが出た場合は、準備委員会の決定が第一で、そっちを優先とい

うイメージで良いのでしょうか。

○回答（町長）

準備委員会で、結論が出たことは、当然、尊重していかなければいけない

と思います。私が個人的なことでバツということは、よっぽどの事がない限

りいたしませんので、よろしくお願いします。

●質問

平成２５年度に生まれた子が、６年生になった時に２クラスという話があ

りましたが、今の人数だと１９人ずつに分かれることになります。そうする

と、宝達小学校から９人で、1年生から５年生まで学んできた子が、２クラ

スに分かれるとなった時に、学校も変わって、友達とも離れて、不安定なこ

とになったら、親としても心配なので、そういう面も考慮していただいて、

質の高い教育をしていただきたいと思います。そういう所も、子どもたちの

心の面も十分考えていただいて、統合を進めるなら、していただきたいと思

っています。

話を聞いていると、安定した学びの保障ということを話されているので、

子どもたちが安定して学んでいけるように十分考えていただきたいと思い

ます。

○回答（学校教育課長）

統合当初に仲間がまだ馴染まない間、同じ小学校の出身者を分けずに同じ

クラスにしているという例は今までもありますので、その辺も十分検討して

いきたいと思います。
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●質問

人数を見ている限り、統合は仕方ないと思うのですが、うちの子は保育所

の無くなる年だったので、すごく覚えていて、今度この話を聞いた時に、私

たちのことは嫌いなのか？ということを子どもの口から聞きました。町長さ

んは私たちのことを嫌いなの？って。なので、できれば小学校に出向いてい

ただいて、子どもたちに分かる言葉で説明していただけたら良いなと思いま

すのでよろしくお願いします。

○回答（町長）

当然、そのようなことは無いのですが、そのように思われてしまっている

ことについては、今おっしゃったような、何らかの説明なり、フォローなり

について考えてみたいと思っております。お帰りになったら、そんなことは

無いと言っていたとお伝えいただきたい。

●質問

私から言っても、

○回答（町長）

言っていたと、とりあえずお伝えください。

○回答（教育長）

統廃合の話で、宝達小学校の子どもたちが、他の集団が大きいということ

で不安があるということは当然のことです。統廃合に向けて学校間交流を準

備段階として取り入れて、子どもたちの交流は進めて行きます。明日から突

然３校集まるといったことではありません。その前に出来るだけ交流をする

と、今はオンライン学習をやっていて、そういったことでも交流できますし、

それと実際にふれ合う、そういったことを取り入れて、４年後に速やかに、

安心していけるようにしていきたいと思っています。当然心の問題が統廃合

の学校では一番大事にしていかなくてはいけないことで、生徒指導には一番

気を遣うところです。そういった面で出来るだけ交流を増やしていくという

ことを考えています。

●意見

廃校舎の跡地の活用ですが、３ページに健康でたくましい体力の保持増進

とあります。近くに学校が無いと、子どもたちは外に出て遊ばないのではな

いかと思います。近くにみんなで遊べるようなところが、学校は遠くて自分

たちの足では行けないので、自分たちの足で行ける今まであった校舎の所

に、みんなで遊べるそんな所があったらいいなと思いますので、一意見とし

て、聞いていただければと思います。
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○回答（町長）

大切な考えであると思いますので、ご意見として、踏まえさせていただき

たいと思います。

質疑応答終了


