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佐貫地区保護者懇談会会議録

発言者 発言内容

能城部長

岡根教育長

當眞副主幹

保護者Ａ

鶴岡課長

保護者Ａ

鶴岡課長

保護者Ａ

鶴岡課長

保護者Ａ

鈴木室長

進行：鳩飼教育センター主幹

１ 開会の言葉

２ 参加職員紹介

３ 教育長あいさつ

４ 富津市小・中学校再配置計画（案）に関するＱ＆Ａ（追

加）説明

５ 質疑

天羽中が新しくなるのは古いからか。

天羽中は建築から 50 年経過している状態です。

大貫小も古いが、大貫小を建て替える時にまた佐貫小と合

併するのか。佐貫と大貫の間に学校を建てればスクールバス

はいらないのではないか。

学校の状況は単に建築年数、経過年数だけではありません。

現状で考えると大貫小学校は現状としては良い状態です。

大貫小はまだ替えないということでよいのか。もう 50 年位

建っているのではないか。

大貫小は昭和 41 年建築であるが、平成 15 年に改修工事を

実施していますので、状態としては良いと認識しています。

スクールバスについては、その後抜き打ちで検査はしたの

か。

しました。２人運転手はいたが、法定速度よりも遅いスピ

ードでの走行や子ども達との会話や安全確認をしっかりして

から出発するなどの配慮はしていると確認しました。
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保護者Ａ

鈴木室長

保護者Ａ

高梨参事

保護者Ａ

高梨参事

保護者Ａ

これからもそういうことはやってもらえるのか。年に何回

かやるのか。業者に任せてあると前回の説明会では言ってい

たが、これからも継続してもらいたい。

あと、スクールバスのコースは実際に走ったのか。

走っています。

実際に走ってみてどこが危ないとかの把握は行ったのか。

あったのか。自分は実際にマイクロバスで大貫の方を走った

が、実際にすれ違いができないなどの危ないところはあると

思う。そういう場所の拡幅工事はするのか。

前回出したのは、このような運行の形という案になってい

ます。子ども達の住んでいるところもあるので、これから２

年半かけてスクールバスの安全確保を考えてルートの検討を

行っていきます。バスは来年から走るものでは無いので、時

間をかけて考えていきます。

大貫小学校の周りは歩道が狭い、通学路上でＵ字溝の蓋が

していないところもある。吉野小の周りも歩道がなかったり

するところもあるが、そういったところもちゃんと確認をし

ているのか。統合は人数が少ないので仕方ないと思うが、そ

ういうことはちゃんと考えているのか。

また、スクールバスに乗っている生徒が最後に運転手と二

人きりになるのが嫌だとか、例えば女生徒が最後で嫌だと言

ったら、学校の先生や他の人が同乗することはあるのか。乗

ってくれれば保護者は安心だと思うが、そういう面は考えて

いるのか。

今心配されていること以外にも今の子どもも多様化してい

るので、いろんな問題も起きてくると思います。全てについ

て今回答えはできないので、その際にはケースに応じて保護

者と相談をさせてもらえればと思います。

抜き打ちでいろんなことをチェックしてもらえれば安心だ

と思う。
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高梨参事

保護者Ａ

竹谷所長

保護者Ａ

竹谷所長

保護者Ｂ

鈴木室長

保護者Ｂ

また、運動会の時に駐車場はあるのか。

大貫小の運動会の時は大貫中を使用して、大貫中の時は大

貫小を利用しています。

廃品回収はあるのか。

大貫小は年間５回、中学校は２回程度あると思います。

佐貫が統合した場合にそれを一緒にやるのか。吉野小が大

貫中に行くときに一緒にやっているのか。それは学校のお金

になるのではないか。

ＰＴＡ活動の一環となるので、ＰＴＡで話し合っていくこ

とになると思います。

今まで説明会だったが、今回懇談会と軽い感じになったの

は、どういうことか。

これまでは説明を中心でやっていたが、今回は大きな説明

事項もないことから、皆さんの意見や質問をより多く聞くた

めに懇談会としました。

修学旅行は２年間一緒に学校に通っている子だから一緒に

泊まっても楽しいと思うが、知らない子と一緒になっても楽

しくはないと思う。何回か顔を合わせた子と一緒の班になる

とか泊まることは子どもも嫌だと言っている。だったら行か

なくても良いと言っている。

部活についても、工夫すると書いてあるが、今時点である

程度決まっていて、それを子どもに説明していきたいが、剣

道や卓球は２年間やってきて、２年後にありませんよと言わ

れるとかわいそうなので、もっとはっきりしたことを教えて

欲しい。

あと、途中から編入することが嫌なので、統合が決まって

いる学年から統合すれば良いのではないか。統合になる子は

そっちに行って、移行期間の間の子達はそのまま佐貫中に残

って、卒業するのがいいと思うのですがどうですか。今の子

は佐貫中を卒業させてあげたいし、子ども達には気持ちよく
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鈴木室長

保護者Ｃ

高梨参事

保護者Ｃ

高梨参事

学校生活を過ごさせてあげたいと思っている。

我々もそういったことは検討したが、そうなると下級生が

入ってこないということになる。逆に３年生になった子達が

犠牲になるような形になるのは本意ではないです。

子ども達はそれでも良いと言っている。もう少し子ども達

の声も聞いて欲しい。保護者に説明というのも分かるが来年

入学する上で部活は今から選ぶので、それまでにちゃんと決

めておいてもらわないと部活選ぶときに卓球部を選ばなくな

るが、そういったことを願っているのか。もともと選択肢を

増やしてあげたいというのは、いいことだと思うがこういう

ことがわかってないと子どもは部活が選べないのではない

か。そうすると佐貫の子だけ選択肢が狭まってしまうのでは

ないか。

また、制服やジャージなども間に合うようにといつも回答

されているが、何月までに決めれば４月に間に合うなどの具

体的なことを教育委員会として決めれば新しい制服を買いに

いけるとか、そういう期間を教えてもらわないと入る子も迷

ってしまう。スケジュールも案としてでも教えてもらえない

と不安なままでこのままじゃ賛成はできない。こっちは実際

に動いていくことなので、もっと先だったら良いのですが、

当事者としては日にちを区切って示して欲しい。

まず修学旅行については、全く知らない子と寝泊まりをす

るようなことであれば楽しくないと思います。なので、その

ための２年間の準備期間を設けています。交流事業として１

年生の時からいろんな行事を一緒にやっていき、交流を深め

ていただくものです。

交流事業は年何回やるのですか。

それについては、まず統合をやるかやらないかの案を外し

て、その後に個別計画を作っていきます。平成 30 年度の入学

生については間に合うように決めないといけないと思ってい
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保護者Ｃ

鈴木室長

保護者Ｃ

岡根教育長

ます。

また、部活動についても両校の関係者とか学校の先生方に

も数に限りがあるので、いろんなことを考慮してこの３月な

のか次の３月なのか分かりませんが決めていかなくてはなら

ないということです。

この３月までに新しい制服を決めていたら間に合わないで

すよね。もう 12 月には新しい制服を注文するんですよ。12

月に間に合うように決めるということですか。

そういったことに間に合うように進めていくということで

す。

１年生から新しい制服なのか今までの制服を２年間使って

いくとかか決まっていない状況で案が外れたら考えて行くの

では間に合わないと思う。案が取れなければこれは延期とな

りますよね。そうしたら移行の時期も延期となるということ

ですよね。

Ｐ３の２段目にありますが 30 年度の新入生の入学に間に

合うように早めの提示を心がけていきますとありますが、今

時期の問題なんですが、今回の問題としては学校としての人

数をみると大貫と佐貫中が統合することはそうかなと、ただ

条件的に色々な問題があって、スムーズにはいかないんじゃ

ないかということが感じられますが、我々とすれば集える学

校として通学条件とか様々な条件が揃えば再配置をしていく

ことにご理解をしていただきたいということです。その中か

らこういった課題について早めに結論を出せば速やかに対応

できるかなと思います。

制服については、最初佐貫中の制服で、大貫中と一緒にな

ってもいいのかなと思いましたが、皆さんの意見を聞いてい

ると統合が決まっているなら、それぞれ新しい制服で統合し

たら同じ制服でしたいという要望の中でこのような計算をし

ながら提示をしています。
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保護者Ｄ

こういう統合するということにまず概ね了解だよというこ

とで、ただ個別のことについては早くしてくれ、細かいこと

を提示してくれということで、統合のＧＯサインが出れば、

テーブルについていただければということでお願いをしてい

るところです。細かいところでそれが決まらなければ私たち

は反対ですということだと、確かに時期的に遅れるのではと

いうことについては、速やかな対応をしていきたいと考えて

います。

また、途中から統合しないで下級生が入ってこなくてもい

いということについて、子ども達の意見も聞いてくれという

ことですが、最初は他の学年の子もいますが、だんだんいな

くなっていって、その学年の子達しかいない学校ができるこ

とについては、子ども達はそれでいいと言っているという意

見ですが、基本的にはそういうことのない学校というものを

作っていきたいと考えていて、スムーズな移行が出来るよう

努めていきたいと考えています。

部活の面も最初の説明会でも話しましたが、３年生になっ

たからやれないということがないように両校で話し合いをし

てそういうことがないように、困り感をなくすために、速や

かに両校で部活のあり方の話し合いをしていきたいと考えて

います。

まず、統合することに概ね了承していただくことで、個別

の細かいところに速やかに入っていきたいというのが、私た

ちの考えです。今年中にきめなくてはいけないこともありま

すので、速やかな対応をしていきたいと考えています。

まずは再配置をするということについて、ご理解していただ

きたいということです。それが決まれば個別の計画を両校の

検討委員会を立ち上げて、代表者の方に集まっていただいて

速やかな対応をしていきたいと考えています。

３年後という数字ばっかりで、雑にやっているように感じ



7

鈴木室長

保護者Ｄ

鈴木室長

保護者Ｄ

鈴木室長

保護者Ｄ

鈴木室長

保護者Ｄ

高梨参事

ます。該当する子は４月に入学するが、基本方針の諸事務と

いうところで、色々な項目があるが本当に間に合うのか。ま

た、色々なことがプラスされていくと思うが、本当に３年で

出来るのか。実際には２年位しかないと思うが、本当に間に

合うのかが疑問です。

これらの項目について対応していくために再配置推進室を

設けて対応していくとともに、項目ごとに学校やＰＴＡにお

願いしていくものもありますので、それぞれ分担してやって

いけば間に合うと思っております。

そのスケジュールがあるということですか。

腹積もりということであれば、あります。

それは、無理のないものなのでしょうか。

だと思っています。

腹積もりではなく、明確なものとして出せないのか。

案が取れたら個別で示させていただきたいと思います。

結局案が取れたらということで、期間が短くなってより雑

な扱いになるように思えてしょうがないんですけど。

富津市では統合が今回初めてではなくて、今まで統合して

おり、最近では環小と関豊小の統合がありました。そのとき

の統合のノウハウというのはありますので、そのときもスク

ールバスを通すこともあったんですけど、そういうノウハウ

の蓄積というのはあります。なので、この場で中心的に話し

合っていただきたいことは子ども達の教育上のことで、統合

についてどうなのかということです。

また、個別の計画については、また説明会を開く予定でい

ます。色々な案が、個別の計画が出せるようになった段階で

と考えています。とりあえずは統合について多くの方にご理

解をいただくということで、今この懇談会を開いている段階

です。案がとれましたら不安に思っていることについてもっ

と細かいことも出していけますし、特段のご相談もできてい
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保護者Ｂ

保護者Ｅ

鈴木室長

保護者Ｅ

けるということです。

結局、統合に賛成しなければ進まないということですよね。

何も自分が思っている通りに統合されるというのはわからな

いということですよね。

案が外れるにはみんなの賛成がなければということが判断

基準にあり、概ねの保護者に理解が得られたときとあります

が、これはどこら辺で決をとるのか、アンケートをまたとる

のでしょうか。

これまでもアンケートを採っており、結果も出ております。

説明会などで皆様からの意見等について我々が答えていく中

で、皆様の方で統合について理解いただけたと我々が判断し

た時ということです。

細かい話をすると何％とかあるのでしょうか。自分は賛成

の立場なので、引き延ばすなら早くやって早く決めてもらい

たいと思っています。間に合わないなどの嫌な思いをするの

であれば早くやって欲しいです。この概ねの％や時期という

のが、みんな不安だと思います。いつここで決を取られるの

かということだと思います。決めたい内容もこの案が取れな

ければ決められないということだと思うんですが、決めたい

ことも決めたいのにそれが決まらないと賛成出来ないという

ことですと堂々巡りだと思います。実際に佐貫地区の我々が

思っていることが通って、統合になりますということであれ

ば、良いですよと言うことになると思います。その中で前回

質問した内容とかがまた出てきて、皆さんに通っていないよ

うに思えます。いきなり統合ですということではなくて、交

流会があって、少しずつでも交流を深めていって、一つの学

校に集まりますよという話をしていたと思うんですけど、い

ろんな人の話を聞いているといきなりと思っている人もい

て、部活の面でも統合された後も剣道や卓球もその子達が卒

業するまで残しますという答えがあったと思うんですけど、
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岡根教育長

この部活について大貫中に武道場がないからどうしましょう

という話を煮詰めていくのかなと思ったんですけど、中１に

上がった時点で剣道部や卓球部がないのに何で入らないとい

けないんだという質問が出る時点で話が通ってないんだろう

なと思います。各地区にビラなりでこういう話になりますと

いうような答えだとか、密に理解をしてもらうための情報を

市側の方から出してもらえれば、そういうことなのだと不安

に思っていることが払拭されていくと思いますし、新たな疑

問があれば連絡先でも書いてあって、質問をすればいいと思

います。そういう質問もしないでああだこうだというのはど

うなのかなと思いますが。

後は判断基準が何かというところで、いつに決めますとい

うことであれば良いのかなと思います。そうであればいつま

でに制服のことも決められそうになると思えるし、それだけ

の期間があれば煮詰まりますからということだと思います。

どっちかに判断しなければいけないところを早急に決めなけ

ればいけないと思います。

全員が賛成しないとやりませんということではないと思い

ます。でも、例えば５１対４９でやりますというのは、もっ

と話し合いなりをしていかないといけないと思います。じゃ

あ、６割や７割だからという話ではなくて、雑に進むような

気がすると言っていましたが、丁寧な説明と早めの提示を含

めて、速やかにやらないと間に合わないのではということは

重く受け止めました。こちらも速やかにやりたいのですが、

小規模校だとか学級に何人でもいいんじゃないのかという意

見で反対ですというよりは、概ね多くの子どもが集える点と

いうものでは、条件が揃ったり安全が確保されたりすれば、

やってもいいんじゃないかという意見で今のところ皆さんの

中ではあるのかなと思っています。

条件整備的なところが見えないので不安であるという所と
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保護者Ａ

岡根教育長

保護者Ａ

岡根教育長

保護者Ａ

鈴木室長

早めの提案が必要だということを私としても認識しています

ので、この保護者懇談会の結果と再来週にある地区懇談会を

含めての状況をみて、速やかな判断をする時期に来ているの

かなと思っています。

一回目に出た人が二回目に出なかったり、バラバラに来る

ので始めて聞きましたという人が、毎回出てくるのかなと思

います。こういう形の条件整備を今整えていますよというも

のを、この間Ｑ＆Ａに出したものは皆さんにお配りしていま

すが、今回のものは配られていませんので、保護者の方や地

域の方に速やかに分かるようにしていかないといけないかな

と思っています。

説明会というのは他の地域でもやっているのか。大貫小の

方でも何回もやっているのか。佐貫と同じくらいやっている

のか。

２回までは同じだけやっていますが、二回目の大貫の説明

会の人数は３人しかいませんでした。

佐貫でやった地域説明会と大貫でやった説明会だと温度差

が全然違うんですよ。たぶん向こうとしたら佐貫は少ないか

ら大貫にやってくるのだろう位の認識しかないと思うんです

けど。

こういう制服とかいろんな問題が決まってから何年後かに

統合ということで良いんですよね。

個別の計画の進捗状況によって時期が変わってくるのかと

いうことかと思いますが、出来れば個別計画がスムーズに雑

じゃなくきちんと説明ができるように丁寧にやれるだけの努

力はしていきます。

大貫は吸収されるものだと思っていて、大貫の制服になる

ものだと思っていたりするのではないか、学校名も大貫中に

なると思っているのではないか。

我々としては吸収と言うことは全く考えていません。統合
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保護者Ａ

鈴木室長

保護者Ａ

高梨参事

保護者Ａ

鈴木室長

保護者Ａ

鈴木室長

保護者Ａ

ということで考えていますので、校名は両校から意見をいた

だいて教育委員会が決定していくことになります。両校にご

理解いただけるような方法を探っていきたいと思っていま

す。

おさがりが使えないと思う。

制服については、統合後は同じ制服でという保護者もいれ

ば、今までとおりで４年生の子達が入るときに新しい制服で

いいのではないかという保護者もいます。

地域の人は大貫中になるものだと思っているんだと思う

し、そういう温度差がある中で 12 月位までに制服などの問題

が本当に決まるのかと思う。

そういう統合について富津市は経験済みだと言っていまし

たが、前回の統合は最初の計画よりも遅れたと聞いているが

どうなのか。

再配置構想の年度から遅れたということであれば、遅くな

りましたが、本来は環南小学校と関豊小学校も一緒にという

ことでしたが関豊の方が２、３年待って欲しいという声があ

りましたので遅くなったということです。

その際に道が出来ていなかったからということもあったの

で、道が新しくなったということも聞いていて、今回も子ど

もが通る道を考えてもらえば安全面というのは大丈夫かと思

う。佐貫と大貫の温度差が激しい中で本当に上手くいくのか。

大貫の方は、スクールバスだったりとか、あまり変化が少

ないと思います。ですから疑問点が少ないのかなということ

はあると思います。

ただ学校名などは、お互いが納得できるようなものを出し

合っていただいて決定していければ良いと思っています。

多数決では負けてしまう。

多数決でやるとは言っておりません。

温度差がある中で、大貫の人達は学校名が変わるとか制服
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鈴木室長

保護者Ａ

岡根教育長

保護者Ａ

保護者Ｆ

が変わることか説明はしているのか。説明会に来た人はわず

かしかいなかったのであればチラシなどでその周知は図って

いるのか。

Ｑ＆Ａなどは全ての学校から配布しています。

温度差があるのは気になっている。制服等の問題がクリア

されなければ、皆さんの言うように先に進まないのではない

か。

皆さんがいうように制服問題や校名問題は大きな問題だと

思います。ですから慎重な論議を進めて、全員の納得ができ

るかどうかは難しいかもしれませんが、話し合いをしながら

進めていかねばならないと思います。ただ、一番重要なのは

佐貫中の今置かれている生徒がより多くの生徒がいるところ

に集えるということに理解をいただきたいということが大き

いです。その後の準備期間が遅くなって時期がズレてしまう

ということについては、そういうことのないようにと今お話

しているとおりですが、状況によってはそういうこともある

かもしれませんが、一番重要なのは佐貫中の今の規模の人数

を維持するよりは、大貫中の規模の中で過ごさせてあげたい

と言うことです。そこのところを理解していただけたらと思

います。

その点では理解は出来るが、多い人数になったときに順応

出来ない子もいるのではないかと思う。

少人数と多人数の違いのラインも気になりますが、大貫と

一緒になっても前回将来的には足らなくなるという説明を前

回していたかと思いますが、全体が少なくなる中で富津市の

中学を一つにする位のものというか、目の前の処理をするよ

うに統廃合をするのではなく、子どもが少なくなる中で根幹

がしっかりとしていて話をすればみんなが納得するのではな

いか。このコミュニティセンターなどの公共施設があるが、

稼働率が低いと聞いている。そういった中でいろんな人が使
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えるようにできることをやったりとか人口増加率を増やすこ

とをやったりとか、そういうことをやったけど人口が増えな

いので統廃合するのですと説明して欲しかったと思います。

今人数が少なくなったので、統合を出されてしょうがないと

思っている人も沢山いると思います。子ども達も同級生が多

い方が良いと言う子もいると思います。ただ、やみくもに人

数が少ないからとか国がやっているからという理由で統合し

ましょうという説明だと富津市としての教育についての訴え

が我々に伝わってこないし、説明会や個別説明をやっても納

得されない意見がくすぶっていると思います。富津市として

腹に座ったことをどんどん言ってもらえれば、統合もやむな

しとして協力してくれると思うんですよね。

基本的に子ども達の数で大きな学校というか一つの学校に

集めるというビジョンはあるのかということですが、それは

無理だと思います。今ある学校施設を有効活用しなくてはい

けないこと、未開発の地に新たに学校を作るということであ

れば膨大なお金がかかることになりますし、ムダが出てくる

と思います。

少なくなったからやみくもにちょこちょこ集めていると言

いますけど、小学校は複式をなくす、中学校は二学級を作り

たいということです。ただ言われているように天羽中学校は

いずれ一学級になる可能性は今の段階ではあります。ただ、

天羽中と天羽東中の学区を合わせると富津市の約７割を占め

ることになります。そこを外して違うところに持ってきたり

することはなかなか難しいので、天羽中学校は残しますとい

う話をさせていただいています。そういう腹は決まっている

のです。

もう一つは、これから先の人口ビジョンとして、今人口が

減るのを下げようとしており、今の時点では２０４０年まで

のビジョンは出来ておりますが、その中で考えると今の施設
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保護者Ｂ

岡根教育長

保護者Ｂ

岡根教育長

保護者Ｂ

と集える学校の規模の形で今の案を出しております。逆にそ

れを無くして一つにしましょうというともっと大反対が起こ

る可能性があります。それだけの通学の手段も出さなくては

いけないし、ムダも出てくるだろうと思います。ですからよ

りよい形で提案しているのが今の実態です。

規模については、国が言っている規模はもっと大きいです。

もっと大きな集団を作れと言っています。でもそれは富津市

の現状からすると合わないのでそこまででなくても、複式が

なくなればある程度の交流が出来るんではないかということ

と、中学は複数学級があればいいのではないかと部活動で団

体競技が出来ない状況にあるので、そういうことも含めてあ

る程度の規模にしようと、決して満足が出来る規模ではない

のが実態ですが、よりよいということで理解していただきた

いということです。

統合に賛成している学年からやるというのは出来ないので

しょうか。ここに来られていない人は関係がないと思ってき

てないのか、賛成なのかもしれませんが、賛成している人達

の学年から統合するということにはできないんですかね。出

来ればうちの子ども達の代ではやって欲しくないので,賛成

の人が出てきているという話であれば賛成している人達から

やってもらえないですかね。

例えばどういうことですか。４年生からとか３年生からと

いうことですか。

反対しているのは、５、６年生だけみたいなので、４年生

が入学するときからやってもらえないですかね。

５、６年生の親は皆さん反対なんですか。どういう把握を

されているかわかりませんが、５、６年生の方で賛成してい

る方がいらっしゃると思いますが、１人でも反対をしていれ

ばその学年はやらないということですか。

多数決なんかででていたと思うんですけど。
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岡根教育長

保護者Ｂ

保護者Ｅ

保護者Ｇ

保護者Ｅ

保護者Ａ

保護者Ｈ

反対される、心配される大きな要因は何でしょうか。今ま

での説明の中でご理解していただきたいと思うんですけど。

大貫中に行くのが嫌だということです。学校生活を子ども

達にとって楽しいものであって欲しいと思うからです。佐貫

中に入ったら佐貫中で卒業してもらいたいと思っています。

ＰＴＡで独自に採った今の４、５年生のアンケートでは、

４年生 13 組、５年生が 20 組。この中で反対の４年生が５組、

賛成が７組、未提出が１組。未提出を賛成と考えると賛成が

８組。賛成と反対が８対５となっています。

今の６年生ですけども 20 組中、反対数が６組、賛成数が 12

組、未提出が２組。未提出を賛成とすると 14 組。賛成と反対

で１４対６となっていて、両学年とも賛成の方が多いとなっ

ています。この中で反対派の意見の中で意見が多いのは今の

６年生が一番多いものとなっています。それは今お話に上が

っている問題や内容のものが主なものとなっています。それ

については問題がなくなればなんだと思います。

皆さん佐貫中がなくなるのは嫌だという感じなんですか

ね。

それは自分も嫌だと思います。

前年度の地域別の出生数については調べていただけました

か。もしこっちの天羽を含めて 50 人もいなかったら一クラス

しかできなくなってしまいますから。

今案が取れたら個々の細かい話をしていくとのことです

が、案が取れて細かい話を学校やＰＴＡ等でする。その中で

総意が得られなければ、実質期間が延びてしまうかなと思い

ます。佐貫小中、大貫小中の意見もあると思います。それが

通らなかったら再配置が延びる可能性はあるんですか。

ＰＴＡとして自分たちの保護者の意見を聞いて、学校の代表

として行くので、自分の意見ではなく中立的な立場で臨みた

いと思っています。部活の問題や色々な問題について教育委
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岡根教育長

保護者Ａ

高梨参事

保護者Ａ

高梨参事

保護者Ａ

高梨参事

保護者Ｉ

保護者Ａ

員会や大貫の方には言っていきたいと思っています。

個別の計画については、賛成や反対に分かれるような話で

はないと思います。ある程度合意形成ができるかどうかを歩

み寄れるかだと思います。私はこの制服は絶対反対だという

人が大半いるんだったら違う形を合意形成行く必要があると

思いますし、できるだけ皆さんの総意が得られるような話し

合いが出来るような取り組みをしていきたいと思います。

地域で反対が多かったらどうするのか。役所が決めたこと

はしょうが無いと思っている人もいると思うが。

我々は子ども達のことを考えてこの計画を出させてもらっ

ています。役所が決めたからしょうがいないと言われるとそ

れまでで、できるだけ皆さんの意見を聞くということでこの

ようにしています。できることとできないこと、またやるの

であれば時間的な問題はあるということは理解していただき

たいです。

大貫小の通学路の危険なところは昔と変わっていない。整

備は本当にしないのか。

通学路については、今安全対策の委員会も開いていますの

で、それぞれの学校や母女の会というところからも要望もあ

りますので、その要望については 100％というわけではあり

ませんが、その改善については市の担当部署と相談して通学

路の安全を図っています。

通学路については、前回出したのはあくまで案ですので、

これからだと思います。

案であってもそこを通らないと行けないのではないか。

通学路についてはもう一度確認はしていきます。

大貫の通学路については、大貫のＰＴＡも知っていると思

うのでそれは共有していく話ではないかと思う。

改善されていないのは大貫の保護者がちゃんとやっていな

いことではないか。そういう温度差が気になる。
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保護者Ｊ

保護者Ａ

保護者Ｊ

保護者Ａ

能城部長

保護者Ｋ

鈴木室長

保護者Ｋ

昨年まで母女の会で活動をしていましたが、大貫の保護者

もちゃんとやっていると思います。ただ大貫は範囲も広いし、

保護者からの要望について全て請求は出来ないので、そこか

ら子ども達の命の危険のあるところから優先順位をつけて対

応してもらっている。子ども達が注意をすればよけられる場

所については後回しになっているのは現状です。毎年考えて

請求はしているという努力をしているという所は認めてもら

いたいです。

小学校の周りに歩道が無いというところがそもそもおかし

いと思う。

もっと命の危険があるところからやってもらっている。全

部は直せないということは理解してもらった方がいいと思い

ます。

マザー牧場の歩け歩け大会も危険な場所を通っている。

歩け歩け大会はマザー牧場の方で独自にやっている。ただ

そちらの方でも危険な場所等については立って安全確認をし

ていると思うのでそこはご理解いただきたい。

我が家は小１中１高１とこどもがいて、統廃合の時は最後

の中３生なのですが、当事者の学年だったらたぶん反対をし

ていると思う。さっきのＰＴＡのアンケートで賛成とした方

でも、皆さんと同じような心配はあるけども賛成としている

人はいると思います。なので、この計画案の案を先に外す、

外さないということを先に決めるよりも、先に制服のことや

部活のことなどを案でも構わないと思うので、具体化するの

を先にされたらどうなんですか。

やるかやらないか分からない状態で進めるのは難しいで

す。

これにしますというのではなくて、大貫と佐貫の保護者で

細かく話し合う場をこういう意見がでていますよということ

の話し合いをして行った方が、統廃合になったあとの部活の
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高梨参事

保護者Ｋ

保護者Ｅ

鈴木室長

保護者Ｅ

取り組みについて話し合ったりしていかなければ、ずっと心

配に思っている人は反対のままではないでしょうか。

どのような中学校にして、学校生活を送らせたいかという

ことを先にやって、新しい学校を作るんだということを両校

の話し合いをした方がいいと思うのは仰るとおりだと思うん

ですけど、その前に一緒になることを前提に話し合いをすす

めませんかというのが今日の懇談会の主旨です。

皆さん 100％反対している訳ではないと思うんですけど、

ただ制服や部活のこととがはっきりしてくれないと、安心で

きる状態であれば前向きに考えて行こうかなと思えると思う

んですけど。ある程度のものを示してもらわないと子ども達

も一緒になるのが不安で、２年半あるので交流等で歩みよっ

ていくことはできると思うんですけど、ただ、最初決めなく

てはならない制服とかの問題の細かいところをみなさんで案

を出し合う、案が決まったから動きだそうというよりはやり

やすいのではないでしょうか。

個別の計画を先に出せない理由は何かあるのですか。

まず、再配置計画の元は少ない人数を解消しようとすると

ころからはじまってそれについてはどうですかということお

聞きしています。

少なくて統合しなくてはいけないということは、みんなわ

かっていることでいつかはくるだろうということはわかって

いると思います。その中でどうですかと言われても「はい、

わかりました」と出来ないと思います。みんな中学校は残し

たいと思っていると思います。一番良いのはこの地区に子ど

もがいっぱいいて、学校が存続していくのが良いと思います。

ただ、それが出来ない状況があって、統合というものの中の

個別の内容について、こういう案やああいう案がありますと

いうものがあって、その中で話し合いや練り合いをして決め

ていかないといけないものがあるということです。それがあ



19

岡根教育長

る程度煮詰まってきて固まってきて、その後に案というもの

が外れて、それを実行に移すということができないのかなと

いうことだと思います。不安があるから反対なのであって、

不安の元がその実行するための案が外れないと出来ませんよ

と言うことであれば、いつまでたっても不安なままで、いつ

までたっても案が外れなくて、計画がずれ込んで出来るもの

も出来なくなって、延期だとか出来ないとなると、人が少な

いままでいいのかということになります。だけども国からは

そうはするなということで、市としては複式学級の解消とか

複数学級を目指していることだと思います。

国の意見というよりは、富津市としては現状の中でよりよ

い集団を作るということをしたいです。どっちが先なのかと

言うことですと、個別の案を出しても構わないと思っていて、

個別計画をどんどんやればいいと思います。これは合意形成

をするような努力だと思うんですけど、これって統合ありき

なんじゃないのということに必ず戻ると思うんです。だから、

まずはこういう規模の教育環境を作ることに同意を得たいと

いうことからスタートせざるを得ないです。条件整備を先に

出して考えてもらうという意見があるかもしれませんが、ま

ずはこういう教育環境を作りたいということに賛成してもら

って、その後の条件整備についてみんなで努力していくとい

う形をとったのが今回の提案です。今これを戻して今回の話

はなしで今からこういうやりますということでどうでしょう

かという進路変更については考えていません。

新しい環境を作るということは親御さんも子ども達も大変

だと思いますが、今より多くの集える環境をつくるというこ

とについてはご理解いただきたいと思います。今の子ども達

の少人数の状況をみると早く統合させて、安全で通えるなら

条件整備をして通わせてあげたいと思っています。その条件

整備を速やかにやるためには、皆さんが統合については賛成



20

保護者Ｇ

鈴木室長

岡根教育長

保護者Ａ

岡根教育長

だと行っていただければ早くやりたいと思っています。同じ

ことの平行線ですが、それが我々の考えです。

去年ＰＴＡでアンケート採ったときは。６、７割は賛成な

んですよね。ただ、反対している人もいる、多数決だからや

っちゃおうというのをなくすためにこういう会議をやってい

ると思います。それで、32 年度に大貫中に卓球部、剣道部を

作りますとはっきりいってくれれば一つの不安は解消される

のでは無いでしょうか。この場ではっきりと言ってくれて安

心して部活をしてくださいと言ってもらえれば一つ心配は解

消されると思うのですが。

部活のあり方については、校長先生が決めることもありま

すので、教育委員会の方でこうしなさいということは難しい

です。職員の数等もありますので難しいのが現状です。

ただ今の要望が佐貫中のＰＴＡにあるということは個別計

画の中で検討していく材料になると思います。ただそれが決

まらないと出来ませんよという要因なのかというと、先ほど

から言っているように合意形成をした後の動きだろうなと思

います。これは要望の中で話し合っていくことだろうなとい

うことだと思います。

ただ、２年生までやってきて、３年生になったら大会に出

られないというのはまずいなと私は思います。そこは教育委

員会として校長や小中体連に対して要望はしていきたいと考

えています。ただ、この場で部活について残しますとははっ

きりとは言えないです。

先生の人数がないと厳しいと聞いています。

もう一度ＰＴＡの方で、要因というか越えられる要望とい

うものが今日出したＱ＆Ａ以外のものであれば出していただ

き、それについてまた回答をしたいと思います。それで、そ

の中で考えて行きたいと思います。部活動とかは新しい学校

で十分に検討していく話だと思います。
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保護者Ａ

岡根教育長

保護者Ａ

保護者Ｅ

能城部長

最初の話では人数がいないから無理だと言っていた。

今は部活の指導員の配置というもののあるのでそういった

ことも視野に入れて検討していくことで、今できますという

ことの約束はできません。要望をあげていくと言うことです。

最初の話だとその年はあるけど、その後は分かりませんと

いう話だったので、そこら辺はわからないです。

今日の資料以外のＱ＆Ａや要望や意見があればまとめて提

出します。

６ 閉会の言葉


