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文成中学校区進捗説明会会議録概要 
 

１．日 時 令和元年１０月２日 １９：００～２０：５０ 
 
２．場 所 文成中学校 体育館 
 
３．参加者数  １５２名 
 
４．出席者 田中教育長、栗山委員、中尾委員、伊藤委員、狗巻委員、谷輪教育次長、嶋田経営管理部長、河

野経済建設部長、伊藤課長、筋原主幹、森統括指導主事、中西指導主事、髙垣指導主事、田中係

長、上野山、堀川、御前専門教育監 
 
５．４校統合について説明 

  資料に沿って説明（教育長、教育次長、課長、専門教育監） 
  
６．出席者の意見・質問（概要） 
○ たくさん質問と意見があるのですが、その前に今日これだけの人が出て来てくれています。統合について賛
成か反対かみんなどう思っているのか、私自身みんなの意見を知りません。あなた方前にいる皆さんも知らない

と思います。すいませんけども、統合に反対の方は挙手をお願いします。これだけの人が手を挙げています。そ
れを踏まえて他の意見もあると思いますので、その人たちの意見を聞いてあげてください。私が意見を言ったら、

明日の朝までかかりますので、とりあえず最後に意見を言わせてほしいので、それまで他の人の意見を聞いてあ
げてください。 
 
○ 去年の１１月に宮原公民館で意見を出したと思います。その時に回答を早く欲しい、いつくれるのかと意見
を出したはずです。なぜ説明会が今なのですか。それと今まで放っておいて、なぜ準備委員会で学校の名称や制

服の案を求めるのですか。あなたたちは宮原を勝手に無視しているのと違いますか。ちゃんとした意見をくださ
いと前に言ったはずです。 
（教育長） 
 ありがとうございます。確かに１１月に地域の説明会をその前は保護者の説明会をさせてもらいました。地域
の説明会でも色々ご意見ご質問が出ました。その場で答えられる分は私自身答えたつもりです。次にこの様な説

明会をいつ開いてくれるのかという話があった時に、我々としては来年の秋か冬ぐらいには回答させていただき
ますという話をさせていただきました。それはなぜかと言うと、準備委員会を立ち上げて皆様からいただいた疑

問について、準備委員会で色々と揉んでいただき、ある一定の方向が出てからこのように集まっていただいて、
そこで話をさせていただくというように申し上げました。それでは遅いと言われれば、それは大変申し訳ないと

思います。 
 
○ 昨年の自治会連合会長をしていました。今、二人の話を聞いて、私もあの時に色々言わせてもらいました。

なぜ今、○○さんが言う統合に反対の人は手を挙げてくださいということで、これが全員手を挙げていたらどう
するのですか。箕島中学校に統合することに反対をしているわけですよね。それを私は前にも言いましたがきち
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んとしなさいよと。今だいたいの人が反対しているわけです。それなのにそれを無視して先に進んでいる。それ

に説明会をしてくださいとも私は言いましたよ、だけど準備ができていないからと。今日、本当はものすごい用
事があったのですよ。しかし、皆さんから去年の続きを聞いてほしいと言うから来させてもらいました。今、統

合反対に３分の１くらい手を挙げたのではないですか。そのことについて、あなた方はどう考えているのですか。
もう箕島ありきで進んでいるわけでしょ。そこの所をハッキリしてもらわないと帰らせてもらいます、忙しいの
です。 
（教育長） 
 それについても前回でも少し話したと思います。今だいたい半数くらい手を挙げましたかね。それくらいの人

数が反対されているということは重く受け止めています。あの時にお話しさせてもらったのは、最初にどういう
手順でやったのかと話させてもらいました。平成１９年に遡って、その頃は４校を２校にと当時の玉置市長から

諮問がありました。その諮問があってその答申をしました。諮問は４校を２校にしてほしいということで、それ
をどう考えるかということで、色々と協議をしました。私もその中に入っていましたが、２校にするのは決まり
にくく非常に難しいということだったので、最終的に４校を１校にするという方針が出ました。これが平成２０

年に教育委員会議で方針として決定し、議会でも説明をしています。今まで質問があった時には、その様に話を
してきました。ただなぜ始めなかったのかと言いますと、和歌山県で決めている標準学級数が９～１８学級の範

囲とされており、その当時の中学生の人数が多かったのです。学級数が４０人学級で割ってみると２４～２５学
級くらいだったので、多すぎるということで１８学級になるまでずっと待っていました。最終的に平成２９年に
先の見通しが立ちましたので、統合検討委員会を実施しました。検討委員会にはこの時も２７名だったと思いま

すが、各地域の連合会長、育友会長、学識経験者や学校の校長先生方にも入っていただきました。そのメンバー
の中で、４校統合の場所や時期について協議をしていただきました。平成２９年に初めに場所が決定しました。

これが箕島中学校の場所です。この過程はいろいろあります。５か所ほど提案をしてその中からということで、
色々な話が出て意見も出ました。そういう風な中で最終的に箕島中学校と検討委員会の中で決めていただいて、

時期についても令和６年と決定しました。それを受けて教育委員会として市長とも協議をしましたし、教育委員
会は検討委員会で出た意見を尊重しますので、出していただいた意見で特に不利なことがなければ、検討委員会
の意見を尊重したいという方向です。その意見を尊重して、そこで各中学校区のＰＴＡ役員会に出席させていた

だいて、これでいいかどうか話を聞きに行きました。役員さんは各校だいたい５名くらいで、それぞれ集まって
いただいて、これでどうでしょうかと意見を伺いに行きました。ずっと回った中で、特に大きな反対はございま

せんでした。そういうこともあって、最終的に総合教育会議というのがあります。これは市長と教育委員会が話
し合う会議で、その中で決めました。その後教育委員会議で最終的に決定したという経過があります。そう決定
した後で、小中学校保護者を対象に小学校単位で７校に、その後に地域の皆様を対象に８地域を回りました。１

５か所を回って、色々と理解を得るとか意見交換をしました。 
 
○ ちょっと待ってください。あなたが今言っているのは、平成２９年度と３１年度の話で、肝心な平成３０年
度の私の時の話をしてください。去年の話をしているのです。去年みんな反対しましたよね。あなたが今言った

平成２９年度に決まったという申し送りなどはありませんでした。 
（教育長） 
 先ほども話しましたが、平成２９年に場所を決めました。それと３０年にいつするかを決めたということです。 
 
○ 平成２９年度に箕島中学校の場所に決まったということでしょ、２９年度の役員で。けれども平成３０年度
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の役員がそういう話は聞いていません。平成３１年に飛んでいるのです、あなたの話は。○○さんが去年も一番

前に座っていました、よく覚えています。 
（教育長） 
 もう１回言います。決まったというのは、検討委員会で決まったということです。平成２９年度の検討委員会
で場所をどこにするかを決めたのです。それが箕島中学校です。平成３０年度の役員さんで多少入れ替わりがあ
りました。□□さんは３０年度から入られて、２９年度は他の方でした。３０年度に入られて、そこで時期を決

めたということです。その検討委員会の意見を聞いた上で、各学校を回ってＰＴＡの役員さんに、これでいいか
どうかご意見をいただいたということです。説明不足でした。 
 
○ 去年、私は言いました。前へ出たくなかったのですが、私はあの時の座長でした。座長を無視してあなた達

は決めているのです。我々は何も知らなかったのです。それを自治会に説明していますと言っていたので、私は
怒ったのです。それからどうなっているのですか。 
（教育長） 
 その時も、□□さんがそういう風におっしゃいました。もうちょっときちんと連絡をしておくように、引継ぎ
をきっちりしてほしいというお話でありました。我々としては、お伺いして話をさせていただいたつもりであっ

たのですが、こちらの説明不足であったのか、引継ぎ等についてきっちり話をしておけば良かったと重々承知し
ており、大変申し訳ないと思っております。 
 
○ 今の話ですが、２９年度から３０年度の間に申し送りがないので、私はさっぱり分かりません。やらないと
いけない仕事があったのですが、自治会に頼まれたので来ました。これで帰らせてもらいます。 
 
○ 教育委員会で決定しても、最終的には決定ではないですよね。今、反対の意見がある中で、もう少し市民に

周知徹底するように経過をちゃんと報告してほしいのが１つ。コンセプトで気になっているのですが、４校の良
さを継承すると書いていますが、４校の良さはどんなことがあるのですか。また４校の欠点もあるはずだと思い
ます。そういう部分は分析されているのですか。資料４ページ目の児童数ですが、保田中学校と文成中学校の数

字を見ていたら、文成中学校の小学校の人数にしては多いような気がします。保田中学校はどこかへ逃げている
のではないですか。そういう分析はされていますか。小学校がどこの区域がそのまま保田中学校に行かずに他所

にいっている、それが何パーセントとかそういう分析はされていますか。それを含めて学校の良さや欠点を聞き
たいです。 
（教育長） 
 一つ目は市民に対して経過をもう少し詳しく説明したらどうかというお話でした。これについては、準備委員
会ニュースも出していますので、その中でお知らせしたいと思います。４校の良さということですが、これにつ

いてはそれぞれで、文成中学校には文成の良さがあって、熊野古道などの歴史があり文化的な地域であります。
文化資産も非常に多く、文化継承に力を注いでいる方もいらっしゃいます。そういう文化や伝統を大事にしてい

る地域であり、非常に熱心な地域であります。学力も以前に比べて高いと認識をしております。保田中学校は学
校に対して関心が高い教育熱心な地域であって、学校教育についても非常に熱心な地域です。小中学校の連携に
ついては、以前から熱心にやっておりまして、全国的にも有名で小中連携については研究指定校にもなっており

ますし、その研究については非常に進んでいる地域です。今回、きのくに ICT 教育という和歌山県の教育推進の
指定を受けています。県内の中学校で２校です。そのためプログラミング教育が進んでおり、先ほどお話した ICT
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教育については進んでいるということです。初島中学校は初島には JXTG があって、会社関係で色んな所から入

ってこられた方がいらっしゃって、多様な人間形成があった訳です。そのようなことで、初島の子どもたちは恵
まれていました。ただ人数が非常に少なかった。３０名くらいになっているので、何とか外との交流をというこ

とで、学校の特性としてソーランを教えたり全校で合奏をしたり、色んなことをやっています。地域に貢献する

ところが初島中学校の良いところだと思っています。箕島中学校は校歌にもあるように「進取
しんしゅ

の亀鑑
かがみ

」という言

葉があります。宮崎陶器商人という昔の商人で、九州から江戸まで行って陶器を仕入れて売る、海外なども色ん
な所に足を運んだということがありました。外に目を向け、新しいものを取り入れていこうとする、そういう所

が良いところで、部活動も活発であります。それぞれの学校の特徴を簡単に言えばそういう所かと考えておりま
す。ただ弱点もやはりあります。文成中学校の子どもたちが交流をしっかり考え、外に広げようとするのですが

出てきにくい部分があった。箕島中学校の子どもたちは誰とでも付き合いよく外へ出るのですが、抑えるという
部分があった。一つ一つ挙げていくと、どこでもちょっとは長所や短所があります。 
（課長） 
 私の方からは、小学校の人数が少ないことについて、現在、有田市におきましては市内の小学校間で、例えば
転居や親が働いているので祖父母宅の区域の学校に行くなどはありますが、１０名に満たない程度です。他の子

どもたちはお住いの区域の小学校に行っています。文成中学校につきましては、宮原小学校と糸我小学校から生
徒が来ます。保田中学校は保田小学校からそのまま上がってきますので、その人数の加減かと思います。 
 
○ 今のことですが、他所の学校に行っている率などは出していないということですね。分析されていないとい
うことですね。昔は文成中学校に他所から結構来ていましたが。 
（課長） 
 今私が申し上げたのは小学校の異動でありまして、中学校の異動はクラブ活動などで来たりもします。箕島中

学校が一番多いです。 
 
○ それは初島が箕島などへ校区で行くだけの話ではないですか。そういう意味でなく、ここの校区はこの中学

校ですよ、それ以外の所へ行きましたという率は出しているのですかという話です。箕島中学校区の子どもが、
昔は文成中学校に結構来ていたのですが。 
（課長） 
 おっしゃるように、昔は「有田の学習院」と呼ばれ、市内から文成中学校にかなり来られたと聞いております。
今はそんなにありません。 
 
○ 分析はされてないということでしょ、結局数字は出せないということでしょ。 
（課長） 
 数字は今手元にございませんが、ほとんどがクラブ関係です。 
 
○ ほとんどクラブ関係ではなくて、数字は出してないのでしょ。出しておいてくださいね。 
 
○ 先ほどの教育長の説明の中で、会場におられる皆さんに誤解を生じさせている下りがありましたので追加で
言わせていただきます。平成２９年度の統合検討委員会に入った育友会は、４つの中学校の育友会長と港・初島
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の小学校の育友会長だけであったと思います。市内の育友会の会長会というのがありますので、そこで市の担当

者が説明に来た時に、なるべく当事者世代の意見を反映していただきたいので、中学校の PTA ではなくて小学校
の会長さんたちを充ててほしいということを個人的にお願いしたと思うのですが、結論的に初島・港だけになっ

て、事が進んでいったという経過があります。宮原小学校は独自でアンケート調査も行ってきましたが、教育委
員会として当事者世代の気持ちをどのように汲み取って行かれるのか、その辺をお聞かせいただきたいと思いま
す。 
（教育長） 
 おっしゃる通り、２９年度には小学校は港・初島の２校と中学校４校となっており、宮原小学校は入っていま

せんでした。３０年度についても中学校の統合ということで、中学校の育友会を中心にして小学校は２校入って
もらいました。そういう事があって、小学校の保護者の方にどういう風に説明していくのかということで、今こ

のように説明に回っているところです。これまでも準備委員会ニュースで経過をお知らせし、宮原小学校につい
ては保護者会で Q&A を出すということでハンコを押させていただきました。今後はこのような形でそれぞれの
地域を回っていきますので、その時に懇切丁寧にお話をしてご理解をいただいていくという風に考えております。 
 
○ 会長さんが言った質問の答えになっていないと思います。中学校の統合でなぜ中学校へ行くのですか。小学

校・保育所ではないのですか。３６年と決まっているのであればそう思うのですが。その辺をお聞かせください。 
（教育次長） 
 各中学校の PTA 役員さんと各小学校の PTA 役員と合わせて集まっていただいて、その場で意見を頂戴したと考

えております。 
 
○ その場でと言いますが、当事者はその頃であればまだ保育所とかですよね。私の子どもは今小学校３年生で
統合時に中学校２年生になります。統合のことは去年初めて聞きました。私も育友会役員を何年かさせてもらっ

て、会長さんとも一緒にさせてもらいました。一つもそういう説明を聞いていません。勝手に進めているだけで
はないですか。そういう説明を当事者である低学年世代や保育所にも下ろしてくれないのですか。中学生は卒業
して関係なくなります。言葉は悪いですが、親というのは自分のところが関係なかったらどうでもいいと思って

いる人が多いと思います。どうですか皆さん、違いますか。その辺を考えていただきたいです。 
（教育長） 
 先ほどもお話をしたのですが、小学校の会長さんを入れるのが確かに少なかったと思っております。ただ、検
討委員会で出た意見を中学校区で説明に回らせてもらいました。文成中学校区では、文成中学校・宮原小学校・
糸我小学校の PTA 役員さんに集まっていただき、検討委員会で出た案について、これでいかがでしょうかと意見

を聞きに行かせていただいたという経緯がございます。全体にもっと広めてというご意見だろうと思いますが、
なかなかそこまでいかなかったというのは事実ではあります。 
 
○ 先ほどから田中教育長の説明を聞いているのですが、何かのらりくらりとうやむやな説明ばかりで、先ほど

帰った○○さんの質問の答えになってないし、その前の検討委員会で統合したらいかがですかとか、そういうう
やむやなことで検討してくださいと言っているみたいに聞こえるのですが。ハッキリしましょうよ。今日のこの
会は、統合を検討する説明会なのか、決定しているからいくら反対しても駄目ですよという説明会なのかハッキ

リしてください。それによっては皆さんの意見が出ると思います。今までの説明を聞いていても何を言っている
のか分かりません。 
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（教育長） 
 何を言っているか分からないと言われると私もショックなのですが、分かりやすいように言おうと説明をさせ
ていただきました。先ほどもお話をさせていただきましたが、統合については決定をしたということです。これ

は箕島中学校の場所に令和６年度に統合することを決定し、今準備を進めています。準備委員会で話した内容を
皆さんに知っていただいて、その質問もいただくという会です。 
 
○ 反対しても駄目ということですね。検討の余地はないということですね。 
（教育長） 
 決定をしたということです。 
 
○ 反対しても駄目というのかハッキリしてください。うやむやです。 
（教育長） 

決定をしたということでご理解をいただきたいという所です。 
 
○ １０年前統合の話があった時に、初島だけが賛成しました。他の地区は反対して初島だけが賛成したので、

有田市は先ず初島だけ統合に乗り出しました。そうですよね。私は１０年前の統合の委員ですよ。ここに資料も
あります、ちゃんとここに書いています、初島を先に統合に掛かりました。その時に「統合します、決定しまし
た」と言って初島へ行った時に、地域の住民から猛反対がありました。それで有田市は初島の統合を断念したの

と違いますか。初島は断念したのに、宮原の人が反対してもそれは受け付けませんというのは地域差別と違いま
すか。初島がよくて、なぜ宮原の人が反対しても駄目なのですか。そこをきちんと考えて返事をください。 
（教育長） 
 検討委員会は１９年に立ち上げました。その時にさっきおっしゃったみたいな初島だけやるとかやらないとか

いう意見は出ていません。 
 
○ そういう嘘はつかないでください。 
（教育長） 

嘘はつきません。 
 
○ 私は平成１９年５月２８日の委嘱状をもらって委員になっているのですよ。その明くる年に有田市は初島だ
け先に統合に移ったのですよ。 
（教育長） 
 １９年度は今から１２～１３年前ですね。１９年度については私もその検討委員会に入っていました。この話

をこの場でするべきかどうかというのがありますが、文成と保田を一校に初島と箕島を一緒にするというのが諮
問でした。それぞれ分かれた話を進めていました。私は箕島と初島の部会に入っていました。箕島と初島につい

ては統合できるのではという話でした。自治会長さんなど地域の方も出ていただいていたので、初島だけができ
ると言ったのではなく、箕島と初島は出来るのではないかという雰囲気でした。決定はしていませんでした。議
事録を見ていただいたらわかると思いますが、決定はしていなかったと思います。保田と文成は非常に難しいと

いう結論でした。だから２校・２校の統合は難しいという話になったと思います。それで最終的に出たのが１校
に統合ということであったと聞いております。 
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○ そういう事ではなくて、初島がよくて宮原は駄目なのですかという話を聞いているのです。１９年度の話を

ぶり返すのではないですが、望月市長が初当選した年に初島は統合に掛かったでしょ。初島だけ先に統合に掛か
ったのはなぜかと言うと、初島だけが統合に賛成したからです。その後で住民に反対されて、一旦検討委員会も

解散した後に我々委員がまた呼ばれ、「こういう事でしたよね」と説明をさせられました、覚えていませんか。「初
島は賛成しましたよね、皆さん聞いていますよね。」と教育委員会の課長が委員を再度呼び寄せて集会をしたので
す。その後で初島の住民に反対されて断念したではないですか。覚えていないのですか。 
（教育長） 
 平成１９年となってくるとちょっと記憶もないのです。７～８年前にはそういう事があったようです。この話

をしても、今日はそういう会ではないので個別に来ていただいてお話をしたいと思います。 
 
○ 私は糸我小学校４年生の息子がいるのですが、糸我は人数が少ないので宮原と一緒に説明を聞くことがどう
か思います。もっと密な話がしたかったです。この場でも私は意見を言いますが、言いにくい人もいます。だか
ら糸我は宮原と一緒になるからと言って一緒にしないでください。中学校が統合する頃には人数が減るという話

だったのですが、母親になる身としては、子どもを産む病院もない、子どもが急病になっても診てもらえる病院
が少ない。小児科の個人病院がありますが皆さん高齢です。市立病院へ行っても毎日小児科はやっていない。そ

んな状態の所に家を建てて新しく移り住むという考えはないと思います。だから莫大なお金を中学校につぎ込む
のであれば、そういう方面にお金を掛けてください、お願いします。今まで話を聞いていると委員会で報告をさ
れたようですが、まだ何一つ決まっていないように思います。それなら今の段階で白紙に戻すことも十分できる

と思うのです。糸我の人はシャイなので大きな声で反対とは言いませんが、すごく心配しています。そういう所
を解ってください。よろしくお願いします。 
（教育長） 
 市立病院の話も出ました。色んな生活に関わってくる部分については、しっかりと住みよい町にしていかなけ

ればと思います。これは教育委員会だけで出来るわけではないので、市全体でそういう風にしていきたいと思い
ます。小児科や産婦人科は来てくれる医師が少ない中でやっておりまして、市民の皆様方にも大変不便を掛けて
いるなと思っておりまして、そういう部分でしっかりとやっていきたいと思います。統合するのであれば、少し

辛抱してでも何も言わないでというようなことを少しおっしゃっていただきました。本当に有難い事だと思う反
面、我々としても非常に大きな責任も感じております。最大限の努力をして素晴らしい学校作っていきたいと思

っております。 
 
○ 糸我から来ました。今日はこのような会を開いてくれてとてもありがたいですけれど、私も同じ意見で、な

ぜ糸我で説明会をしないのですか。もちろん糸我と宮原は文成で一緒になります。それは糸我が少人数だからで
す。いきなり宮原の子と混じって中学校で大人数になります。一番上の子でも私はこの人数でもかなり心配しま

した。今まで十何人のクラスで、地域の人が常に全校の子どもに目を配っていた環境から、なぜ地域から子ども
を取り上げるのですか、それを言いたいです。勉強とクラブと文武両道、それはとても大切だと思います。子ど

もの将来にとても大切だと思いますが、地域の目から子どもを離すというのは親にとってどれだけ怖いというこ
とか、当事者の目から言わせていただきます。私は和歌山市内から嫁に来て、私たちの頃は子どもの人数が多く
て当たり前でした。通学に何十キロも自転車で走るというのは当たり前でした。けれどそれは 30 年前の話です。

今私は娘をいくら中学生になったからと言って、これだけ車の量が増えて糸我から自転車で通わせるのはとても
不安です。みなさん一度糸我から箕島まで自転車で走ってください。自分の足で、目で確かめてください。どれ
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だけ暗い道が多いのか、危険な道が多いのか良く確かめてください。よろしくお願いします。糸我だって賛成し

ている訳ではありません。でも決まったことをそういう風に一方的に言われるのは我々当事者からの意見を無視
しているとしか思えないです。中学校の PTA の方もこうやって地域のお孫さん息子さんが居る方もこんなに集

まってくれて考えてくれているのはとても感謝しています。もう少し当事者の意見を聞いてください。お願いし
ます。 
（教育長） 
 今のご意見は身に染みて良く分かります。やはり、子どもの安全について通学方法であるとか通学路、そうい
う部分については、子どもの安全確保という部分では十分そこに目を向けてお金もかけて、納得いただけるよう

な道を作っていきたいと思います。通学路だけではなく教育全般についてそうだと思います。どうもありがとう
ございました。 
 
○ 今日初めて参加させていただきました。いろいろなご意見を聞かせて頂いて、どう考えられているのでしょ
うか。まず反対の方が半数か三分の二以上ですよね。なぜ反対があるのか、どのように考えられているのか、な

ぜ反対しているのか。中心になっている方ばかりなので、反対する理由はなんなのでしょうか。何を反対してい
るか考えられているのかと聞きたいと思ったのです。だから反対している理由があると思うのですね。その反対

の理由というのは、先ほどもずっとみんな意見出ていますが、反対の理由、何を反対しているのか。私は統合に
ついは合理性があると思います。ただ、それは合理性の問題であって、この文成中学校は、昔からずっと伝統あ
る誇りを持っている学校なのです。ここにずっとおられた人はそういう思いはお持ちかなと思います。それが無

くなるという寂しさもありますし、今の人数だったらまだ構わないのではないかなど、そういう事も自分では考
えます。しかし、すごく迷っていますが、先々のことを考えたら早く統合しても良いのかとも思います。なぜ地

域では反対がこんなに多いのでしょうか。理由などは考えられたことはあるのでしょうか。そこがすごくネック
になっていると思います。もう少し考えたら、なぜ人数が減っているかというと、今、有田市 27,000 人ぐらいし

かありません、人口はどんどん減っています。なぜ減っているのか。やはり施策が、住民にとって満足できてい
ないという状況ではありませんか。そうでないならどんどん流れてくると思います。ただ、そういう色々な問題
を考えていかいといけないのではないですか。今日は参加させてもらって、いろんな問題が絡んでいるとおもい

ました。ただ統合したら良い、しない方が良いなどの他にたくさん考えていく必要があると思います。それとも
う一つは箕島中学校の敷地は借地ですよね。交渉で買収できる確率はどのようなものですか。たぶん確率は低い

のでははいですか。だから借地で継続してくのではないですか。それに対しては市としてどのように対応してい
くのかを考えていかないといけないと思います。市の土地だったらそのまま使えますが、私も聞いたことがあり
ますが、借地の場合、毎年借地料を払っているという話です。しかし、それが積み重なったら膨大な金額になり

ますし、そういうことも進めて行かないといけないと思います。このままだったら借地のままで継続するのでは
ないですか、見通しありますか。それを聞きたいと思います。また教育監が、統合にしたら子どもにとてもプラ

スになると確信を持って先ほど言われましたが、その確信を持った部分を説明して頂いたら、参加している方が
もっと分かりやすいと思います。第三者の立場で聞かしてもらいましたが、結局は子どもにとって良い事だとい

うことを説明してください、一番大事と思います。地域に子どもがあって、学校に子どもがあって、これから先
の子どもをどう育てていくかいうのが一番メインではないですか。そういうことで話を進めていただけたらすご
く良いと思います。今日八時半までということなので、少ししゃべらせて頂きたいなと思い時間を頂戴しました。

以上です。 
（教育次長） 
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 どうもありがとうございました。借地の件ですね。10 人ぐらいの地権者の方がいらっしゃいまして、大口の地

権者の方から順次我々としても当たっておりますが、今現在ではまだ快い返事は頂いてないというのが現状です。
ただ、引き続きお話を聞いて下さいということは申し上げているところでございます。 
（専門教育監） 

失礼します。私も先ほど申し上げたように４月からで、それまで一般市民でおりました、正直言ってあまり統
合の情報はありませんでした。その意味では、仰っている言葉は大変良く気持ちは分かります。それと先ほどか

らの反対の人の意見と不安という意見は少し分けて捉えた方が良いと思います。やはり当事者の中でも小学校４
年生の保護者の方というのは、統合したときは中学３年生で一番不安だと思います。それは理解できますし、個

別に話をさせてもらうことがありますが、その時は分かってくれます。きっと紙に書いた情報だけでは確かに不
安だと思います。だから教育長とも昨日話をしましたが、小学校４年生、３年生の保護者対象の説明会、心配な

いとは言い切れませんが、いろんな心配がありますよ、でもその心配に関してはこんなに手立てしましょう、こ
の心配にはこんなに手立てしましょうというような話し合いを出来ると思うのです。だからその点、今この大座
で一個一個のことは説明できませんが、辛抱強く話をして行きたいですし、できれば教育委員会へ訪ねてきてい

ただけたらなと思います。それから、先ほど仰った確信をもったという部分ですが、私もこの仕事をさせて頂く
限りは、「統合なんて」と思いながらする訳には参りません。一つは先ほど教育長のコンセプトというのがありま

したが、もう一つ思っている事があります。最近思っていることは、和歌山県の高校生が卒業して他県の大学に
出て行く割合というのが三十年以上日本一なのです。大学生になったら余所の県へ出て行った人は当然戻って来
る数も少ないです。優秀な人たちは帰ってきてほしいです。だからと言って和歌山県に、有田市に急に大学を造

るという訳にはいかないですが、その手立ての考えた方も持たなければならないと思います。ちょうどそれに符
号するように、最近総務省が Socity5.0 ということを言っています。時代が新しくなる、Socity 4.0 というのは、

インターネットが普及した時代で、我々はインターネットでものすごく生活が変わりました。スマホを持っても
のすごく生活が変わりました。それが 5.0 になるともう一つインターネットで物や人がみんなつながっていくよ

うな時代になっていきます。具体的にいうとロボットが車を運転するというような時代です。今の小学校３年生、
４年生が大人になったときに、今ある職業の半分程度が無くなると言われています。みんな AI という電子頭脳
やロボットが仕事をしてくれて無くなっていくと言われています。そのときに、人間は楽だなというのではない

と思います。人間とは何ですか、人間の価値は何ですかというようなこと、あるいは、自分は何が出来るのか、
人として何が出来るのかということを問いかけるような教育をしていきたいです。先ほどの質問から離れて行き

ましたが、そのときに文成中学校は確かに今のところそんなに人数は減らない、統合のときもまだ２クラスあり
ますが、私自身大きい学校から替わってきたら、やはり文成中学校にしろ、保田中学校にしろ、箕島中学校でも
そうですが割合みんな賢いと思います。賢くおとなしい。地域で見える範囲の目は良く利いていますが、これは

有田の子みんなに言えることですが、世間が見えにくい、世の中が見えにくいです。世の中一つ出たらいろいろ
な事があります。これはやはり都会の子に負けます。それが統合して一学年２００人ぐらいの規模になったとき、

こんな人も居たのか、あんな人も居たのか、こんな人は宮原に居なかった、糸我に居なかった、保田に居なかっ
たというような人との出会いもチャンスがいっぱいできます。しかも、先生が増えます。アンケートを見ると、

統合した時に１年生、2 年生のときの担任の先生に３年生でも持ってほしい、そうすれば安心という声がありま
す。それも分かりますが、もっとその子にとって良い先生と出会えるかもしれません。また、そこまで持ち上が
りで、合わない先生とずっと一緒かも分かりません。統合した時に色々なチャンスがあります。嫌な子、人をい

じめるような子はいないのか、統合したら当然その数も増えると思います。けれども私自身経験した中で、大き
い学校になるといろいろな子がいます。手の掛かる子も多くなりますが、弱い子、いじめられる子の味方する子、
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正義感を持ってこの学校をなんとかしようと言う子、そんな数も増えていきます。だから、おとなしい子ども達

にとって大きい学校へ行くということは、いろいろなメリットがあると思います。そうしたら何も問題がないの
かと言えば、その問題がないように努力するのがその学校の先生、校長先生をはじめ教育委員会の責任だと思い

ます。一所懸命やって頂きたいと思います。私は市長でも教育長でもないので、あまり偉そうに言える立場では
ないのですが、私の確信とはそういう所です。おおよそな事で言っているのではなく、大きい学校、生徒が暴れ
回っているような荒れた学校、距離が遠くてバスを６本、7 本とスクールバスを出している学校、いろいろな学

校を経験しました。その上で、文成中学校が統合せずに残ったらもちろん良いこともあります。けれども、統合
したら今まで見えなかった新しい良い事が必ず生まれてきます。それが私の確信です。 
 
○ 宮原連合会長です。僕はずっと黙っていようと思っていましたが、この説明会を開くという貴重な時間を設

けて頂いたのはありがたいです、地域の皆さんの意見を聞いてくれて。今回ですけれども、皆さんの意見の答え
に全然なっていません。今の話などは、理想でしょう。そういう話の場とは違います。どうですか、僕はそう思
うのです。今のみなさんがいろいろ貴重な意見を言っているのです。その答えはこうですとか、では次回に返事

をしますとか、それが意見交換なのです。これは単なる説明会です。最後に意見交換をしましょう。意見交換な
ので今の理想論みたいな話とは違います。僕は必死ですよ。だから今３分２以上の反対意見で、どう考えても賛

成意見はないですよ、どうですか。地元の人は一所懸命忙しい中来て下さっているのですよ。僕がひとり一人頭
を下げた訳でもないのですよ。貴重な時間をもっと有効にしてください。個人的に話があるかもしれませんが、
それは論外ですよ。この場で、みんな集まってやっているのにピント外れはやめて下さい。僕からは以上です。

時間とってすいません。 
（教育長） 
 ありがとうございます。今、教育監がお話をした、どういう確信を持ってというご質問がありましたので、こ
ういうふうな確信を持っているのだということでお話をしたというだと私は思っています。ぶれていると言われ

れば、端的に短くということになるのだろうと思いますが、質問の意図から外れてなかったように私は思ってお
ります。 
 
○ 外れてないですか。三分の二以上の反対に対しての答えをどうお考えですかと聞かれているのですよ。それ
に対してどう思っておられるか、どう考えているのか、または分からないのか、それが答えなのですよ。それを

一つ一つ答えて下さいということです。わからないというのも答えです。 
（教育長） 
 先ほど、反対の方は手を挙げてということが最初にありました。私は、反則だと思ったのですが、その方につ

いてどう答えるのかというお話ですね。これは、今まで手順を踏んで、繰り返しませんが手順を踏んでやって来
ています。そのやって来た中で最終的に意見を聞いて検討委員会の皆さんのご意見を聞く、それから PTA の役

員さんの意見を聞く、その中で市長とも相談をしながら教育委員会で決めましたので、もっと皆に周知しなさい、
皆に周知するのが遅いという意見もあるのですが、我々としてはそれが一番ベターであったと、ベストであった

ということはないにせよ、やはり考える中ではベターな選択であったと思っております。以上です。 
 
○ 糸我小学校から来ました。私も昨年、文成校区説明会、糸我小学校区説明会、糸我地区説明会と３回参加さ

せてもらいました。今日も来させてもらいました。今までの皆さんのご意見と私もほとんど一緒ですが、正直な
ところ反対したところで、市の決定なので、何を言おうが決定だなという気持ちで今日は来たのですが、宮原の
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皆さんももちろんそうですけど、私も基本的には反対です。子どもの人数が少なくなってきているのは分かるの

で、いずれは統合しなくてはいけないというのは分かっているのですが、もうちょっと後でもいいのではないの
かと思っています。本当は私は今日は、糸我の立場として、スクールバスとかそういう通学、一番糸我の皆が不

安に思っている、反対しているのというのは、わざわざ文成があるのに、箕島まで遠い距離を行かなければいけ
ないのかという思いがあるのと、それに対しての、距離が遠いのでやはりその辺が不安なのです送迎が。たかが
文成から糸我のこの間だけもやっぱり不安で、特に冬場になってくると不安になったりもします、それが今度箕

島までとなれば子どもの足で、自転車で 30 分掛かります。何回も言わせてもらいますが、30 分は結構な距離で
す。スクールバスなども出してもらえるという話ですが、それも何本出してもらえるのですか。糸我でバス停を

造るにしても、そこにきちんと駐輪場があって整理されているのですか。自転車で行くにしても今であれば草が
すごく生えています、それも定期的にきちっと整理してくれるのですか。保田の方もちょっと議題にも上がって

いますが、整備もできていないですしそれが間に合うのですか。街灯もないし、そういう事を今日は話をしよう
と、聞こうと思っていたのですが、時間も過ぎてしまって。皆さんのご意見を聞いていると納得されていない方
も沢山いらっしゃいますので、後中学校３校ありますけど、中学校区ではなくもっと密に説明会というか、意見

交換会をもっとしてほしいと思います。ぜひ糸我でもしてほしいと思います。人数が少ないので私たちはどうし
ても不利な立場に立っているじゃないかなと、その時点でも不安なのですよ。だからもっとこういう場を作って

いただければと、皆さんお忙しいとは思いますけれども来ていただければと思います。今日はこれで、文成校区
これで終わりということにはならないでほしいと思っています。以上です、ありがとうございます。 
（専門教育監） 
 今、自転車の通学のことにだけ簡単に答えさせて頂きます。昨日、ちょうど地域 PTA 部会という部会で、通学
路について検討を始めました。いきなりスクールバスを何本出します、どこへ停めますということではなくて、

地域のそれぞれの意見を聞きたいと思っています。例えば糸我でしたら何処へ停められて、朝何本、帰り頃何本
というような話については、これから先なのですが、昨日話し合ったのは、自転車で来るとすればどの道を通る

かという内容で、PTA の会長さんも教頭先生も一所懸命地図を見ながら線を塗って考えてくれました。いろいろ
考えたのですが、例えば、中学校まで自転車で来ると 30 分掛かります。そうしたら国道を通るかもしれない、
川沿いを通るかもしれない、そうすると真っ暗です。そうしたら此処へ電気を付けてもらおうかと印を付けてい

ました。それから、今も文成中学校まで自転車で来ているのだから、もっと近い駅まで自転車で行って、そこか
ら電車で５分、降りたら３分、4 分で箕島中学校につきます。それであれば駐輪場の整備とかをしようというよ

うな意見も出てきました。そういう話が始まったところです。詳しいことは PTA の会長さんや教頭先生にも聞
いてくれたらいいですし、意見があればどんどん出して頂けたら、その方達が持ってきてくれることになってい
ますので、その辺もまたニュースで PR していきます。以上です。 
 
○ 私は小学校と保育所に孫がいます。孫がすごくかわいいので、そんなに遠くへ行かせたくはないのです。近

くに歩いて通える中学校に行かせたいと思います。だから、統合してほしくないので、今日は回覧板を見て、今
日は行かないといけないと思ってきました。いろいろ言いたいことはあるのですが、大規模校というのは、私は

反対です。心を育てよ、文武は育つかも分かりませんが、大規模校でも、やはり一番大事な、それよりも大事な
のは心だと思います。やはりそれを育てるために、義務教育はこの近くの小人数の学校で育てていってほしいと
思います。大規模校はメリットがあると仰いましたけど、デメリットは仰いませんがいっぱいあると思うのです。

私も経験から大規模校では大変なことをいっぱい経験させてもらいました。こんなところで発表するのはすごく
苦手なので嫌なのですが、勇気を振り絞って孫のために発表させてもらいました。4 年生以下の子どもや孫が無
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い場合は、本当は今日もたぶん来ていないと思います。そんなこともないかもわかりませんが、あまり無関心な

のです。私も友達がいっぱいいるのですが、やっぱり無関心なのです。和歌山に原発が無いのは嫌と言ったから
ないと聞いたこともあります。嫌なことには嫌と言いたいので、勇気を振り絞って発言させてもらいました。発

言せずに家に帰ったら、たぶん寝られないと思うので発言してよかったなと思います。よろしくお願いします。 
（教育長） 
 小学校４年生が上で、４人いらっしゃることをお聞きして、非常にどうなっていくのかなというのを心配なこ

とだと思います。我々としては、どうしても家庭で自分の孫なり息子なり、子をずっと見ていくと本当に心配な
ことがいろいろあるだろうと思います。ただ全体的に、有田市全体を我々は見ていくという立場でもありまして、

段々人数が減ってきます、中学生が減ってきます。 
 
○ 減ってくる場合は、もうそれは仕方がないと思いますが、まだちょっと早いと思います。 
（教育長） 
 仰るようにまだちょっと早いというのは分からなくもありません。ただ、今から進めて行って実際に始まるの

は、５年ほど先ですから令和６年ということになってきます。令和６年が始まってもそこからずっと減ってきま
す。１０年たったらもう４００人ぐらいになってしまいます。今この時期にやっておかなければ本当に一つ一つ

の中学校が細ってしまう、１学級にもなるし教師の数も少ない、部活動なども全然できない、できたとしてもや
っぱり弱小というか、練習ができません。今もそういうふうな状況なのです。だから、部活動だけを取り上げて
いう訳ではありませんが、本当にもっと沢山の人数でお互いに切磋琢磨してやらしてやりたい、思春期というの

は本当に大事な時期なので、そういうふうに全体を見てですね、我々も感じているところです。個々のそういう
おばあさんであるとか親御さんの気持ちというのは、本当に全く分からない訳でも無いので、分かるものはあり

ます。 
 
○ 僕がさっき言わせてもらったのは、歩み寄りというのは大事なのです。相手が何を考えているかという事を
持ってないとケンカ腰になるのです。だから、なぜ反対しているのかということ聞かせてほしかったです。なぜ
反対しているのだろう、この参加の３分の２以上が反対しているのだろうと。少なくとも考えた事はありますか、

それをどういうふうに考えているのかということです。話をする中で分かってもらえることもありますし、そう
いうふうに考えたのかという事もあります。歩み寄らなければ、いつまでもまたケンカの形になるのではないで

すか、僕はそんな気がしました。これだけ分かっていないといけません。子どもにとって一番大事です。私の子
どもは３０歳を越えていますからあんまり関係ないと言えば関係ありません。孫がいるとしたら、おじいちゃん
になって統合するのですが、どういうふうに、何で反対しているのか、今○○さんが言われたようにこういうこ

とで反対しています。だから、そういうことが皆さんに伝わっておられて、こんなことで反対違うかな、こうい
う事を良く考えていって、それに対してこうやって答えを出していったら、歩み寄るところは出てくるのではな

いですか。そうしないと、また今度この会を開催してもどうなっているのかという話になると思うのです。私も
地域の一人として参加させてもらっていますので、やはりそういう風に、ただ決めたからするのではなくて、け

れども、そういうことやはり思われているのと違うかという部分も感じられていると思うのです。いろいろ、そ
れも話されたらいろいろ歩み寄るところもあるのではないですか、そういうことです。先ほどどういうふうに考
えられているのか、それが一番聞きたかったことです。 
（教育長） 
 ありがとうございます。反対というより、不安の声が多いというのは承知しておりまして、どういう不安があ
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るかということも、データをずっと皆さんがこういう話をした、こういうところが不安や通学路が不安であると

か、電車賃がどうなる、スクールバスをどうする、低い土地に校舎を建ててどうする、といような不安の声は聞
いておりますので、そのことについて先ほど次長の方から少し説明をさせて頂いたのですが、その辺りは、納得

の行けるような説明を我々としては、地道に続けて行きたいと思っていますので、何とぞご理解を頂きたいと思
います。 
 
○ 反対の声は聞いてないのですか。不安の声は聞いていて、反対の声は聞いていないのですか。 
（教育長） 
 それは、先ほどもお話したとおりです。 
 
○ 宮原小学校育友会長です。先ほどから聞かせて頂いていて、たぶん皆さんが聞きたいことの半分以上は回答
されていないのかなというふうに思います。たぶん皆さんの思いと、答えられていることがちょっと違うような
気がします。通学路の不安とか、もちろんそれも大事だと思いますが、それ以前に宮原という町、糸我という町

から学校が無くなるという不安がそもそもあるのに、それより先の話をずっとしていても、皆さんはそんな答え
を望んでいないと思うのです。僕自身聞いていて今思いましたが、そもそもの宮原という町が、もし文成中学校

が無くなってしまったら、僕がもし他の地区で住んでいる人間であったら、有田市には、宮原にたぶん住まない
と思うのです。有田市いよいよやばいなって、たぶん外から見ていたら思うかなって思いますし、わざわざ中学
校のないところに、あえて住もうとは思わないと思うのです。そうすると宮原も、これだけ歴史もある町ですか

ら、そこからどんどん住民が減って行く、教育監も先ほどこんな人も居たのだという大きなニーズと接する機会
ができる、新しい学校になったら、でもその基本的な分母はどんどん減っていくと思うのです。糸我、宮原って

これから学校がなくなればどんどん衰退していくであろうなって僕は思うのです。僕も、外部から有田に来た人
間なので、何と言っていいかわからないですけど、有田みかんの産地じゃないですかこっちは。50 年ぐらい歴史

があると思うのですけども、みかんをやってらっしゃる方もこの中に沢山いらっしゃるのではないかと思います。
後継者も居ないという話で、そこにさらに若い人がどんどん入って来なくなってきた、僕はせっかく此処に住ん
できたのに、すごく嫌なのですよ、はっきり言うと。だから、準備委員会へ今行かせてもらっていますけども、

やっぱり話を聞いていても正直、もやもやした感じがずっとあります。その住民の方々の意見を聞かずに、話を
進めていると言うこと自体が、たぶん皆さんの大きな間違いなのではないかと僕は思うのです。これから、先ほ

ど言われました歩み寄りというお話をされていたと思うのですけれども、少しちょっと、時間を少しもらえない
ですかね、もっともっと話し合いをして、勝手にこのまま進めて行くのではなくて、もっともっと皆さんの意見
をどんどん聞いてもらいたいと思います。以上です。 
（教育長） 
 歩み寄りということで先ほどもお聞きしましたし、皆さんのご意見もこういう形で今日は最初の会です。後３

回、全部回りますので意見を聞いて準備委員会をずっと平行して進めて行くということになっております。準備
委員会の中には、皆さんの代表として、PTA の会長さんや自治会の会長さんが入っておられますので、そういう

方にも反映させて頂いたり、どうなっているのかということを聞いて頂いたり、準備委員会については、進捗状
況については、お便りを出しますので、そういうところも見て頂いたり、先ほど教育監から言わせて頂きました
が、何かちょっとどうだろうと思う時は、遠慮無く教育委員会へ来て頂いて、聞いて頂いても結構ですし、その

準備委員会の代表になっていらっしゃる方に聞いて頂いても、もちろん結構ですので、今後はそういうふうな形
で皆さんの声を拾って進めて行きたいと思います。ありがとうございました。 
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○ すみません。準備委員会の理事にならしてもらいたいのですが、だめですか。 
（教育長） もう決まっておりました、何回も会議をやっております。だた、傍聴に来て頂いても結構です。 
 
○ 私は全然子どもは関係ないです。地域の子ども達を守りたいという意味から今日は出席させて頂きました。
先ほど、糸我の方から不安という声もありました。それで今、教育監をはじめ、教育委員会も意見を言いに来て
下さいというようなことを言っておられますけども、そういう個人的な、先ほどなかなかこう言う場で発言もし

難いという方が教育委員会まで行って話をするっていうことはよっぽど勇気のいることであって、個人個人の意
見っていうのは他の人にとって全然伝わっていないと思いますので、やはり小さい規模での意見交換会が必要か

と思いますので、そういうふうな対応を個々に来なくて、皆でまとまって来て下さい的な小さな集会でもかまい
ませんのでそういうふうな対応をして頂きたいと思いますのでよろしくお願いします。 
（教育長） 
 この会が終わって、来年以降になるとは思いますが、先ほど少し話をしたように 4 年生、3 年生辺りが非常に
対象になってくるので、小学校へ行かせて頂いて学級懇談会の後とかを利用し、お話を聞くということを考えて

行きたいと思っております。 
  
（教育長） 
 どうも本当にいろいろありがとうございました。長時間にわたって本当に皆さんも宮原の子ども達のことを思
って、糸我の子ども達のことを思って本当に忙しい中、疲れて居る中、来て頂いて意見をして頂いたと思います。

我々も本当に誠実に真摯に受け止めてこれはもう皆さんの意見をなんとか実現できるように最大の努力をして
いきますので、どうぞご協力の方をよろしくお願いしたいと思います。ありがとうございました。 
 


