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初島中学校区説明会・意見交換会会議録概要 

 
１．日 時 令和元年１０月９日 １９：００～２１：２０ 

 
２．場 所 初島小学校 体育館 
 

３．参加者数  ６３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） 
 
〇 統合について詳しく説明いただきまして、粛々と皆さんの意見を聞きながら進んでいるということで、大いに期

待をしております。ただ１点ご質問というか、考え方をお教え願いたいのですが、初島中学校・文成中学校・保田中
学校については新しい中学校に統合される。箕島中学校も新しい中学校になるということで、今までの中学校が全部

なくなって新しい中学校が出来上がるようになると思います。今のご説明の中では、新しい中学校はこうなりますと
ご説明いただいて、そのようになったらいいなと思うのですが、ただ、今まであった中学校が結果的になくなってし

まうという風になりますので、それまでの歴史や伝統などの記録というかこういう物が、新しい中学校の中に何らか
の形で残されるのか。若しくは別の施設でと考えているのか、まだこれからそれを検討していくのかというあたりを
お聞かせ願いたいと思います。 

（教育長） 
ありがとうございます。４つの中学校を１つにすることになります。「コンセプト」の中に４つの中学校の良さを生

かしてという副題を挙げております。大小あるのですがそれぞれの中学校の良さがあって、そういう風なものを生か
した新しい中学校を作りたいということです。文成・保田・箕島のそれぞれの良さがあります。初島については、以
前から東燃・JXTG の社員の方であったり、その子供さんも非常に多くて、土地の方と来られた方との融合といいま

すかコラボレーションというか、その中で色んな多様性を抱えながら人の良さを知りながら、地域というのも必要で
すが、地域外から来られたということもあって、より視野の広い教育というのを実践していた。ただご存じのように

人数が少なくなってきたということもあって、現在ではその少なさを生かして、全校合奏をするとかソーランなども
やっています。これについては、地域に出て行ってするということで、地域との交流を一つの特徴・良さとして、こ

れを新しい中学校にも取り入れていきたいと思っているところです。統合前には何年間かは子供たちの交流が必要で
あるし、そういう物も今後具体的に考える必要があると思っています。 
（課長） 

 施設的なものとして、今はまだ検討中ですが、４中学校それぞれの歴史がずっとあります。これからの子供たちに
もその歴史を解っていただきたいということで、４中学校の歴史とかそういう物を飾るようなメモリアルルームなど

を作っていきたいと考えております。 
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〇 統合に関していつも言わせてもらうのですが、子供がメインです。学校に行くのは子供だということを１番に考

えてもらいたいと思います。生徒へのサポートというのが１番大事なのではないかと思います。子供たちが全員確実
に楽しく学校に行ける学校を作ってもらわないと。勉強も部活動も大事であるが、楽しく学校に行こう、義務教育で

すし絶対に行かないといけないのだから、楽しく行けるようにしてもらいたい。というところで、生徒へのサポート
というのは、４校統合に関して現状どんな感じで進んでいるのかお聞かせ願いたいのと、先ほど交流というお話もあ
ったのですが、交流は何年くらいかけて交流していくつもりなのか、現段階でお聞かせ願いたいと思います。 

（教育長） 
 楽しく行けるということは１番大事なことだと思います。統合した当初というのは、お互いに顔も知らない、馴染

みがないというところで、特に人数が少なかった場合には馴染みにくいことはもちろんあります。そういう部分で先
ほども少しお話ししたように、スクールカウンセラーを配置して、子どもの気持ちを聞いて悩みを少しずつ改善して

いく。今現在でもスクールカウンセラーを配置しているのですが、時間数が非常に少ない。年間では箕島中学校で５
０日くらい、初島中学校で２５日くらいと非常に少ないです。だから非常に少ないスクールカウンセラーを「子供の
心に寄り添って」という部分で、もっと人数や時間数を多くして配置をしたい。週に１回ではなく、２回・３回とい

う形で考えております。いじめや不登校が話題になってきているので心の問題というのが多くて、スクールカウンセ
ラーもそうですが、家庭と学校を結ぶ役目をするスクールソーシャルワーカーを現在２名配置しておりますが、新し

い中学校ができればそのまま配置をして、何かあれば家庭と学校をつなぐ役割をするということなども考えておりま
す。 
（専門教育監） 

 交流については、例えば特別支援学級では毎年ずっと交流しています。今では有田市内の小中学校の子供たちはほ
とんど顔見知りになっていると思います。小学校については、何年間というのはまだ決めていませんが、統合する該

当の学年で交流をしていきたい。交流の仕方も先生方と相談しながら、今までにないようなイベントなども考えてい
きたいと思っています。とりわけ中学生も一緒に同じ行事を過ごすような企画なども考えていきたいと思っています。

中学生については、１番不安なのは中学３年で一緒になる学年で、この学年の保護者の皆さんは１番不安だと思うの
です。１・２年の時から一緒にできる楽しい企画を作れたらと考えています。また部活動についても、場合によって
は一緒に練習したり、団体スポーツについては、私個人の考えですが、３年になったら自然にチームメイトになれる

よう、一緒に試合に出たり練習したりできるようなシステムを作れないかなと思っています。例えば中学校で言えば
初島中学校は人数が少ない、小学校単位で言うと田鶴小学校や糸我小学校など人数の少ないところの保護者さんほど

心配だと思います。アンケートを取っても、「少数派として目立たないか」「いじめのターゲットにならないか」など
という心配はよく分かります。そのためにスクールカウンセラーももちろんそうですが、何よりも学校の職員や担任
であったり、中学校では教科担任制なので、小学校みたいに１日に何時間も担任が勉強を教えるのではなく、色んな

先生が入れ代わり立ち代わり教える形になります。どの先生も寂しい子・立場の弱い子に敏感な先生であってほしい、
もちろん当たり前のことですがしっかりと研修して心づもりしてもらおうと思っております。余談ですが、私は文成

中学校校長で退職した後、公民館長もやってたのですが、もう一つ有田市青少年育成市民会議の事務局長もやってい
ました。今年で３年目になるのですが、小学校４年生でちょうど４校統合の時の中学３年生になる学年で、この子供

たちが潮岬で泊まって熊野古道を歩くという企画があります。残念ながら市内の全員ではなく１/３あまりの子供たち
が参加できたのですが、今まで２年間見てきて、それほど心配ないと思うのです。子供には個性があるのでそれぞれ
ですが、小学４年生でさえ１時間ほど一緒に行動したり遊んだりしたらすっかり馴染んで、翌日には新しい友達が出

来たと言って帰っていきます。この時には、自分が人数の少ない学校から来たとか、そういうことは全く関係ないで
す。私はそんな子供たちの力も信じたいと思います。でも交流の企画・仕方を考えていきたいと思っております。 
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○ １番大事だと思うので見切り発車は止めてもらいたいと思います。これで完璧だというより更に上が仕上がって

から、交流であったりその方法をスタートしてください。３年生に関しては１年生の内からしっかり交流させてもら
えるということですね。それを聞いて安心しました。先ほどの公民館などのお話に関してですが、そういう事に参加

できるタイプの子と参加できないタイプの子がいます。参加できない子がその場に行ったら、果たしてどうだったろ
うかと考えていただきたいと思います。 
 

７．先行統合について説明 
  資料に沿って説明（教育長、教育次長、専門教育監） 

 
８．出席者の意見・質問（概要） 

〇 この資料には子どもの心がひとつも入っていません。大人が考えている事ばかりです。子どもの中には、「行きた
い」とか「私は絶対に行かない」という子もいると思います。そういう思いを皆さんは考えていないのですか。ここ
なんですよ、教育の一番大事なことは。大人が先行してはいけないのです。問題は、子どもの心をどこで掴むかとい

うことです。どういう指導するのかということです。ここにあるのは、すべて大人の感想を並べただけじゃないです
か。私は反対するとは言いませんが、先行統合するのならば、もっと子どもを大事にした、心温かい計画をしてほし

いのです。形式ばって「素晴らしい教育をするんだ」と言われても、何の感激もありません。問題は、子どもを幸せ
にしなければならないのです。子どもをとにかく育てなければならないのです。ここをまずは大事に考えていただき
たいのです。 

（教育長） 
 ありがとうございます。おっしゃるとおりです。アンケートの中にも、「子どもさんはどのように考えていますか」

という問いを作っておりました。アンケートの結果として、どちらかというと、今いる学校の方がいいという意見の
方が多かったように思います。ただ、小学校１～３年生あたりの小さいお子さんは、自分の思いは出しにくいし、先

を見通した考えもまだまだ未熟なので、親御さんの意見をそこに書いてもらいました。それと、子どもの意見という
ことで挙げると、部活の関係で、中学校１年で箕島中学校へ転校したいという子どもが多いということがあります。
だから、一昨年は２６名のうち、残ったのは１０名でした。１４名が箕島中学校へ行ったんです。これは、クラブの

関係が多く、「行きたい」と望んで箕島中学校へ行ったんだと思います。本年度の小学６年生は１７名おりますが、こ
の中でも「箕島中学校へ行きたい」と言って箕島中学校へ行く子もいれば、親が行かせる場合もあると思いますが、

「行きたい」と言って出ていく子どもの方が多いと思います。だから、１７名のうちで１人だけになってくるのでは
ないか、どんどん少なくなってくると心配だという話は色々と話させていただきました。 
 

○ あまりしゃべりたくはないんですが、私は生まれてから今まで初島におりますが、この話が出る前、２０年近く
前ですかね、その頃からとにかく、柔道も、空手も、「やりたいんだ」ということで教育委員会にも話しに行きました。

校長先生にも話しに行きました。ところが、前に進むことがなかったんです。これらは、子どもたちが要望している
にもかかわらず、教育委員会では話題にもなってなかったんじゃないですか。そうして今、「クラブがやりたいから」

ということで箕島中学校へ行くのは仕方がないことですが、陳情したときに、現実の問題として真剣に取り組んでく
れていれば、みなさん納得するんです。ところが、何もせずに放っておいて、都合で統合するんでしょ。どんな正し
い計画を立てようが、今までの歴史を考えたら、本当にこうなるのか疑問に思います。もっと子供の意見を聞いて、

大事にしなければならない問題があると思います。そういったことを真剣になって考えてほしいです。私は子どもも
おりませんが、これは地域の問題なのです。よろしくお願いいたします。 

（教育長） 
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 貴重なご意見をどうもありがとうございます。今後に活かしていきたいと思います。 

 
○ みなさんこんばんは。初島小学校育成会会長です。まず冒頭で、教育長にもう一度確認をさせていただきたいと

思います。令和４年の４月に先行統合が決定されたと最初におっしゃったんですけど、それは間違いということでよ
ろしいですか。皆さんのご意見を伺ったのちに、先行統合をするのかしないのか、決定するという、現段階での教育
委員会の方針ということでよろしいんですよね。 

（教育長） 
 先ほどお話をしたとおりです。令和４年の４月ということで方針を出させていただきました。重大なものがあった

場合に、再度見直しということにはなると思います。 
○ ということで、みなさん、よろしくお願いをいたします。 

（「だから、みんなちゃんと意見を言いましょうねと言わないといけませんよ」という声あり。） 
 
○ 最終一人になったとしても、教育はするんですか。「どこも行きたくない。ひとりでもいい。」と生徒が言うなら、

残す可能性はあるんですか。 
（教育長） 

 令和４年に先行統合するということですから、そのときには箕島中学校と一緒になります。なので、初島中学校は
なくなります。それまでの期間であれば、一人であっても初島中学校の１年生として在籍してもらい、教育活動を実
施します。 

 
○ 先ほど、初島小学校からクラブ関係で箕島中学校に進むと言っていましたけど、初島小学校から箕島中学校に行

き、それから初島中学校に戻ってきた生徒が１名いますが、そのことは知っていますね。こういうこともあるので、
先行統合について、先ほどの方とも意見が被りますけど、子どもの気持ちと地域のことをもう少し考えて、令和４年

の４月ありきで、今の話であれば９９.９％決定ですよね。重大なことがあれば、考えますという話なんですけど、100％
なんですよね。どうなんでしょうか。 
（教育長） 

100％決定かという話なんですけど、先ほど申しましたように、教育委員会としても、「これは考え直すべき重大な
ことだ」と認識をすれば、見直すということもあるということです。 

 それから、これは個人的な話になるので詳しくは申し上げることはできないんですが、箕島中学校に行って、初島
に戻ってきたという生徒さんはいらっしゃいます。これには家庭の事情であったり、自分自身の問題であったり、色々
な事情があったんだと思います。これらのことは校長を通じて聞いております。 

 
○ あまりはっきりおっしゃっていただけてないんですけど、先行統合は決定なんですか。何か重大なことがない限

りってよくおっしゃってますけど、重大なことって具体的にはどういったことなんでしょうか。そして、なぜはっき
りと「先行統合は令和４年４月にします」とおっしゃらないのですか。 

（教育長） 
 教育委員会として、方針を示させていただきました。先行統合に関する色々な話だけでなく、４校統合のときも、
決定するのが早いのではないかと。もうちょっと意見を聞いてほしいという意見もありました。我々としては、方針

を出して「これでいきます」ということですが、考える余地も残しておこうということで、先ほどお話しした、「これ
は考え直したほうがいい」ということであれば、再度教育委員会議で話をして、最終的な決定をしたいと考えていま

す。 
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○ 先ほど教育長の方から、初島小学校から２６名が卒業し、初島中学校には１０名、１６名が箕島中学校に行った
と説明がありました。その年に、保護者の方から私の方に「これがなぜ起こったのか」と伝えてくれた方がいらっし

ゃいました。その年は、いわゆる空手の子どもたちが「初島中学校には空手がない。いわゆる学校対学校の試合がで
きない。箕島中学校には空手部があるから」と、多くの子どもたちが箕島中学校に行った。これは事実だと思います。
それで、箕島中学校には、空手を指導する先生はいるのかといったら、いない。ただ、空手部という部がある。その

部に入るために行くんだと。通常は、箕島中学校に行って、何もしない。名前だけ借りている状態。そして帰ってき
たら、小学校時代に習った先生の元で習いに行く。そういう実体なので、初島中学校にも顧問をおいてくれたら、そ

の１６名が箕島中学校に行かなくてもいいのに、一向に聞いてくれないといった話が私のところに来ました。実際、
箕島中学校の空手部に空手の指導者はいますか。たぶんいないと思います。ただ、部として存在しているだけです。

子どもたちは、箕島中学校に行かなければ試合に出られません。こういった苦渋の選択で、箕島中学校に行ったんだ
と思います。このように、保護者の方から私のところに話がありました。私はその時に、なんとか初島中学校に、誰
か先生が部活の責任者になってあげれば、この子たちが箕島まで行かなくても初島中学校で空手を【部】としてやれ

たのではないかと思いました。こういったことも、初島小学校から箕島中学校に流れていく要因になっているのでは
ないかと思います。突然の質問なので、分かりづらいこともあるかもしれませんが、分かっていれば教えていただき

たい。 
（教育長） 
 箕島中学校は昔から空手部がありまして、担当者も教諭が監督という時代もありました。しかし、入れ替わりがあ

りますので、現在も教諭が部の担当者としておりますが、外部の指導者が入っています。空手をやっておられる方は
ご存知と思いますが、少年の空手も指導されておられる方です。今よく言われている外部指導者になります。学校に

専門の教員がいない場合、外部の指導者が入るということで、社会体育で田鶴小学校の体育館において、空手を指導
されている方に入っていただいています。 

○ 初島小学校から卒業する児童がスポーツをしたい子。また、他の部活をしたい子、いろいろあると思います。し
かし、初島小学校も中学校も、少子化の問題が特に厳しく、生徒数が入ってこない。これは言われようのない事実で
す。ただし、過去の前例がある。剣道がそうです。小学校時代に剣道をしていて、初島中学校には剣道部がないから

箕島中学校に行かなければならいないというときにも、保護者の方は学校関係者に「剣道に少しでも興味がある人に
入ってもらえないか」と言ったことがあります。しかし、一向に考えてもらえなかった。そして、だんだん初島小学

校から箕島中学校にいく生徒が増えてきた。こうなってくると、４校を１校にするという基本方針から、子どもが少
ないから初島中学校だけを磁石のように箕島中学校にくっつけるんじゃないか。あと、文成中学校、保田中学校がひ
とつになる担保はあるんですか。以前にもこういう２校論がありました。初島と箕島が統合し、文成と保田が統合す

る。そのときに、初島はほぼ了解しました。ただし、文成と保田は綱引きをしたが、全然話にならなかった。そうい
った課程でこの２校案はつぶれました。今度は４校がひとつになる。これを、まずは初島だけを先行統合して、あと、

文成と保田。これは誰が取りまとめるんですか。担保はどこにあるんですか。「令和６年には何が何でもやってやる」
と、腹をくくっていますか。「初島だけが箕島と統合して、文成と保田はうまくいかなかったよ」とならないか、心配

しています。どうお考えですか？ 
（教育長） 
 ４校統合については、令和６年４月開校ということで決定でございますので、変えるつもりもございませんし、粛々

と準備を進めているところでございます。準備委員会で進めているということは、統合に向けて進んでいるというこ
とです。校舎の件であったり、制服の件は話に出てきましたが、これらの情報は委員会ニュースを配布して情報発信

しております。強い決意で統合を進めていくということです。 
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初島だけが統合して、あとのふたつは統合しないということはありません。私がここにいる限り、そういうことは

しません。 
 

○ 度々すみません。初島小学校育成会会長です。私の方から教育委員会の方になにか申し上げることはありません。
本日出席を賜っております、フロアにいる皆様に、少しばかり私から話をさせていただきたいと思います。 
 先日、初島小学校において、先行統合の是非に係る意見交換会を執り行いました。当然、先行統合の是非について

の意見交換会でしたので、「先行統合賛成」「先行統合反対」と、意見は二つに割れるだろうと思っていました。しか
し、結果的には意見は二つに割れなかった。そこに出席いただいていた保護者の大半が、「先行統合には反対」とのこ

とでした。統合の時期については、令和６年の４校統合、市内一斉統合のタイミングでいいという意見で終始してい
たと私は認識しております。また、「箕島中学校に行きたい子どもたちは、これまで通り、個々の責任において、箕島

中学校に行けばよい。初島中学校に行きたい子どもたちは、これまで通り、個々の責任において初島中学校に行けば
よい。」と。また、「良かれと思って箕島中学校に行ったけれども、なにか箕島中学校で躓いた時には、また初島に戻
ってこれるように、初島中学校を最終最後まで残しておいてもらいたい」といった意見が大半を占めておりました。

私がいつもこういった席でみなさんのご意見を伺っているんですが、フロアから出る意見というのは、大半が「先行
統合は反対だ」「なぜ先行統合が必要なのか」というご意見しか伺っておりません。にもかかわらず、教育委員会がこ

の３月に取りまとめたアンケートの結果においては、半数以上の方が先行統合賛成だと言っています。では、どうし
てそういったご意見がフロアの皆さんから挙がらないんですか。でないと、先行統合反対と言っている保護者の方々
の、「いったい誰が先行統合賛成と言っているのかわからない」「納得しない」という気持ちはよくわかるんです。な

ので、今日は初島中学校が【先行統合】というかたちで、廃校するか廃校しないかを決める、貴重な意見交換の場で
あると私は認識しておりますから、先行統合賛成なら賛成と、臆することなく意見を言ってください。でないと、先

行統合反対という方は、納得いかないんですよ。どうですか、皆さん。 
○ この間集まった時、みんなの前で「偏った意見はしないようにしましょう」と言っていたのに、来てない人がこ

の話を聞いてたら、反対ばっかりだったんだなと思われるんじゃないかと思うけど、一体どういうことですか。 
○ 反対ばっかりということではありません。半数以上の方が反対という意見だったと認識しているということです。 
○ 大半を占めるって今おっしゃっていたの、もう忘れたんですか。 

○ 大半を占めるとは。 
○ 「反対の意見が大半を占める」と。「この間の意見交換会では、そういう風になった」と。あたかも僕も反対して

いると。まぁ、それはひとつの意見なんで、それはいいんですけど、こういう場でそんなこと言うのはどうなんです
か。しかもそれを保護者のほうに向けて言うのもどうなんですか。育成会会長という立場がありながら。僕からした
ら、それは誘導しているようにしか聞こえない。そういうのは許されるんですか。僕は賛成でも反対でも、どっちで

もいいんですけど。 
○ たくさんの賛成の意見であったり、たくさんの反対の意見であったり、活発な意見を出してもらいたいと端的に

申し上げているんです。 
○ それだったら、前置きはいらないでしょ。教育委員会の方を向いて「こういう意見交換会があったんで、こうい

う意見がありました。賛成の意見よりも反対の意見の方が多かったように思います。」と報告するべきでしょう。 
○ それについては、もれなく私の方から教育委員会に報告しています。ただ、皆さんの声というものが、教育委員
会の方に【生の声】というのが届いていないので、ぜひこういう場で教育委員会の方に届けてもらいたいということ

をお願いしているんです。 
○ よくわかりました。 
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○ 育成会長の方が「意見を活発に言ってください」と言って、こちらにボールを投げかけたんだと思うんですよ。

私は小学校の育成会でどう話し合われたのか分かりませんが、「賛成の方、反対の方の活発な意見交換をお願いします」
という風に私は受け止めました。育成会の中で、発言していない人もいると思います。「賛成です」「反対です」と。

残り時間も少ないので、意見をお持ちの方、発言しませんか、という問いかけだったと私は受け止めています。 
 なので、私の意見は、先行統合は、令和６年の４校を１つにする統合の時でいいと思っています。理由は、先ほど
の話を掻い摘んだことになりますが、箕島中学校に行っても、なんらかのトラブルがあって、初島中学校に戻ってき

た件です。実際、私の子どもと同級生の子どもなんですが、やはり何かがあっても、戻ってこれる中学校があったら
いいなと私自身思いますので、先ほどの方がおっしゃっていたように、４校がひとつになるまでは、子どもの気持ち

を考えて初島中学校は残してもらいたいです。４校がひとつになるときに、統合してもらいたいです。 
（教育長） 

 先ほどもお話しした通り、だんだんと人数が減ってきており、今年の６年生がどうなるか、非常に心配なところが
あります。なかなか人数が増えなくて、７人になるか６人になるか、はたまた３人になってしまうのか。それで、３
人や４人になるようなら、女の子だけになってしまうのではないか。そのようなことも聞いているので、はたしてこ

の状態での学校教育がいいのかどうなのか。我々教育委員会しては、学校教育という立場に立って考えますので、男
女の比率は同じくらいで、人数もたくさんあった方がよいと考えます。少人数だと、小学校１年生からずっと一緒、

もっというと、保育所から一緒かもしれません。保育所、小学校の６年間。中学校の３年間。その人数の少ない中、
ひとつのクラスでやってきている今の状況は、思春期でもあるし、大人数の中で多様性を持った子どもたちと過ごす
ことで、「いろんなひとがいるなあ」と感じる。「自分の性格のこんなところは直さなくちゃいけないなあ」と思った

りする。こういったことは、多様性を持った人と接する中で生まれてくると思っています。だから、我々は学校教育
を中心に、「子どもたちのために何が良いか」を考えて判断をしております。 

 
○ 【統合】と【廃校】はどう違うんですか。廃校にした方がすっきりするんではないですか。統合と言うのは、「初

島の中学校を先行統合する」という意味を含んでの統合ですか。 
（教育長） 
 統合となると、初島中学校の生徒が箕島中学校の校舎に入ることになるので、初島中学校については、はじめは休

校という措置をとると思います。その後何年か経過を見て、最終的に廃校にします。 
○ 令和６年までは、全校が統合するまでは初島中学校は存在するんですよね。 

（教育長） 
 令和４年まで、生徒がいる限り存在し、休校、廃校ということになります。 
○ 一人になったとしたら、教育にならないと思います。先行統合と言う話とはまた違いますが。 

（教育長） 
 令和４年の４月に箕島中学校と一緒になるということで、それは現小学６年生が中学３年生になった時にあたりま

す。それまでは、在校生がいます。 
○ 例えば、在校生が１人や２人になったら、教育の現場としては、言えば学校という形態にならないと思います。

ならば、なぜ「○年○月に廃校します」と言わないんですか。 
（教育長） 
 １名になったときに、ということですね。分かりました。令和４年までは存続するということですから、１名にな

っても、その学年は１名でいくことになります。「１名になったから廃校」ということにはなりません。 
○ でも、それは無責任な話だと思いますよ？というのは、部活で中学校に行ってるじゃないですか。 

（教育長） 
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 分かりました。本人が、「初島中学校に行きたい」と言えば、初島中学校に行くことになります。一方で、指定校変

更に関する条件は決まっています。例えばクラブがそれに当てはまります。また、帰宅時間には家に親がおらず、帰
る場所がない場合、箕島の親戚の家に帰るということで、その親戚の地区の学校に通うというのもあります。いくつ

か理由がある中で、１１番目に「教育委員会が特に認めたもの」という項目があります。例えば、「１名になって、友
達もいなくなった。私も箕島中学校に行きたい」といった希望があれば、個別に話をします。「１名」というのは大き
な理由になると考えています。１名での教育は、教育効果が上がらないというのは分かりますので、それも転校する

理由になると思います。様々な理由があるので、この場で「良い・悪い」はなかなか言いにくいですが、教育委員会
としてはこのような面も考えていきたいと思っています。 

○ なぜこんなことを聞くのかというと、「私は１人になっても初島中学校に行く」という家庭があるからなんです。
そんな状況になって、教育になるのか、学校として機能するのかと思いました。おかしいと思います。それなら、い

っそ廃校にしてしまえばよいのでは。 
 それと、初島を先行してやるのは、４校統合の実験のように思えて仕方ないです。また、教育委員会がそのように
思わせてしまうのもおかしいとも思います。初島中学校は特別やから。人数が少なくなったら部活で箕島中学校に行

く。その現実を踏まえてきて、子どもの気持ちを考えていますかということなんです。 
（教育長） 

 はい、十分承知をいたしました。子供の為に、そこを一番に考えていますので、今後もその方向で考えていくよう
にします。 
 

○ 私には初島中学校、初島小学校それぞれに通う子供がいまして、中学生の方は来年卒業するんですけれども、１
年でも２年でも多く母校として初中が機能して行ってほしいと言っています。小６の娘は、女の子だけになるかもし

れない、入学時には一桁になるかもしれない、それでも、初中に進んで初中を卒業したいと言っています。これは、
箕島中学校のいじめの多さ、たちの悪さを怖いと言ってのことです。ありましたもんね。４校統合に向けてすばらし

い学校を創るために準備に励まれているということは分かったんですが、その準備の段階で先行統合をされてしまう
と、初島の子供達でどんな問題が起こるか実験をしたいのかなという印象を受けてしまうんです。制服とか校名とか
そんなことよりも先に箕中に起きているいじめの把握、それの対応をして頂きたい。もっと深く関わり対応をして頂

きたいと思っています。 
（教育長） 

何か箕中でいじめがあるということをたちが悪いというのは少し撤回してもらいたいと思います。箕中の教師も必
死で取り組んでおりますし、箕中の保護者もいろいろ協力しながらそういうことを無くそうとしております。 
○ たちが悪いというのはいじめの質です。生徒が悪いということではありません。 

（教育長） 
ということですね。いじめが今あるかどうかということについて、これはゼロではありません。それは箕中だけで

はありません。他の学校もそうです。いじめというのは子供が群れている中で起こりえることです、残念なことです
が。我々が目を皿にして見て、指導する。そういうことだと思います。いじめは何件かやはり出てきます。ただ解消

率ですね。指導して解消する、その解消率は 100％ということで、昨年の実績ではそうなっています。今年度のこと
を、どういうことを仰っているのか良く分からないのですが、もしあるとしたら、それは今取り組んでいるというこ
とももちろんあります。本当に不安になりますね子供は。あったら不安になるそういうふうな部分は絶対に、これは

箕中だからというのではなく、どの学校も無くして行く、そういう方向でがんばっておりますので、安心出来るよう
にがんばりますのでよろしくお願いします。 
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○ 私、実はこの１月から３月まで初島中学校へ行かしてもらいまして、補習等そういうものを見学させてもらって

から、自分もちょっとお手伝いできるなかと思って行かしてもらたんですけれども、初島中学校の先生は、毎日がん
ばってくれていて非常に恵まれた学校だなと思っておりました。今も思っております。毎日１５分間授業が、補習と

いうよりも、生徒達の質問を受けるんですね。そこのお手伝いに行かせてもらったんですけども、今日行く先生は数
学、英語とかそういうふうにずっと分担があって、大変恵まれている。それから、iPad って言うのですかね。全員が
持ってそれで回答をしたり、そういうのを初島中学校の生徒は一人一台ずつ持っていました。億という金額が掛かっ

ているというふうな、大変恵まれているなと思ったんです。先ほどから田中教育長の大人数だったらこんな効果、少
人数だったらこうというのは良く分かります。１０年前、実は私、ここにいる区長さんと私、育友会、部長とかいる

前でこの倍ぐらいの人数前でなぜ自治会は反対するのかというのを言いました、それから神戸大の教授を呼んで教育
効果というものがこれだけの人数がいれば一番良いだとそんなこともここの体育館で行った当事者で私は来させて頂

きました。嶋田部長が良くご存じだと思うんですけれども、確かにあの時分は、初島中学校は８０何人、９０名ぐら
いの人数が居ましたが、今は３０数名。私たちが生徒の時代は４００名ぐらい初島中学校にいましたし、小学校は８
００人生徒がいたのですが、それは時代の流れでしょうがないかなと。地方消滅と言いますか、今は人口が 27,000 人

ぐらいですか、有田市は。これが後１５年ぐらいすれば 20,000 人を切っていくんですね。中学生がこれを見て始めて
４００人、全体の住民の数よりも生徒の、子供の数が減る方が激しいなという感じを受けて、なるほど統合という話

が出てくるのも当然だなということも実感しております。ここのコンセプトというのですか、文武両道とうんぬんと
来て、部活動で、武道を重きにしていると、そうすれば女子はどうかなと。ここは武道の学校かなと思ってしまいま
す。今度行く学校は、柔道、剣道、相撲、空手の武道についてはということで、他のクラブはどうかなと。部活動自身

も教育の一環として日本では、こんなことを言えばなんですが、社会教育の分野が非常に大きいかと思うんですけど、
日本は学校教育の中に溶け込んでおりますから、そういうことをかなり重くみんな考えると思いますけれど、ここを

見ると非常に武道が前に出ていて、女子はここへ行ったらどういうものが出来るかなと思いました。それから、感想
ですけど、オール有田のところで、言わして頂きますと教育効果うんぬんで、子供が一番とそういうことも分かりま

す。しかし、少人数でのメリットも沢山あるということ。それから私達、１０年前に反対したのは、自治会としては、
街っていうことを考えたのですけども、この街全体がさみしくなる。学校という存在は、生徒、それが一番だし、主
役なんですけど、街全体の文化というかそういうのを醸し出すところがあるんですね。それが無くなって行く、非常

にさみしく感じる。それから、学校があれば今私自身もそうですけど、子供達が大阪や東京へ出て行って、U ターン
って言いますかね。帰って来て、学校が統合して母校がなくなるのはさみしい。住民として、学校が無くなるさみし

さを感じております。もちろん私たち卒業生ですので、７０年ほど経つ、今もここに校歌も載ってますけど、この校
歌も歌えといえば歌えるそういう風なセンチメンタルリズムというかそういうのも持ってます。何を話しているのか、
とりとめもなくなりましたけれども、住民としてのそういう考えも私たちは持っているので、一つよろしくお願いし

たいと思います。ここのただ単に、学校がこうだというふうなだけでなく、街全体のことを考えて頂きたいと思いま
す。 

（教育長） 
ありがとうございます。武道を核として出してきたというのは、柔道も全国的に、全国優勝もしている個人もおり

ますし、団体でも５位でございました。剣道も今年個人で近畿大会で優勝しております。空手もやはり強いです。相
撲も近畿レベルで５位にはいっております。こういうふうな強い、武道が強いので、これだけを上にあげるというの
ではなくて、今言ったのは一つの学校ではないです。やはり分かれています。柔道は箕島中学校、剣道であれば文成

中学校というふうにバラバラになっています。それを一つにしたらより効果が上がるのではないかと武道の精神です
ね、礼儀であるとか礼節であるとか、感謝であるというものを取り入れて行きたいという思いもあります。ただ、武

道だけを強くしていったらいい、他はどうでもいいというのではないのです。武道が活性化することにより他のクラ
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ブも活性化したいという思いがあります。チームスポーツは、あまり強くないです。なぜかというと人数が少ないか

らです。先ほども言いました。今年野球が、保田中学校が石垣中学校との合同チームで大会へ参加し優勝しました。
去年も文成中学校が優勝、ただ、サッカーであるとかホッケーであるとかバレーボールなどは、団体のチームは人数

がどうしても少ない、少ないので十分な練習が出来ないですね。人数の足りないクラブもあります。そういう部分も
あり昔と比べると衰退してきています。で他の学校に負けてしまうと、勝ち負けだけではないのですが、ただ活性化
しないですね。練習の時から少ない人数で、本当に４、５人でサッカーなり、ホッケーなり、野球もそういう部分が

あります。そのような状態で練習ができるのかというところですね。もっと一緒に寄ってそこを活性化させましょう、
やはり中学生の時期の部活動というのは、大きな成長の糧になるものだと思います。そういうふうな部分で一つにな

って、統合していろいろなものを学ばしたいと思っております。 
それと文化が無くなるというお話ですが、小学校の統合というのは、今のところ考えておりません。中学校が無く

なってしまうと、ということは確かにあると思います。ただ、その中学校の跡地ですね、跡地利用について、中学校
がもし箕中へ行った場合に、初島小学校の子供が、初島中学校へ行くのか、それとも初島小学校のままに居るのが良
いのか、これもまた皆さんで決めてもらえば良いと思います。意見をお伺いします。ただ、どちらかの学校は空くわ

けです。初島小学校の、今の校舎のままで行きましょうと、古いですがプールもあるし、広いとなると初島中学校を
どうするのかいう話になります。ここのところのまちづくりに関わってはいろいろな事を考えています。例えば公民

館を移すとか、消防の分団を移すとか、これはどこの学校もそうです。それ以外に賑わいとなるような何かを持って
きたいということです。例えば、今水面下で動いているのは、専門学校です。これは水面下ですから、そう決まった
という訳ではありません。折衝しています。専門学校を持ってくる形で街が賑わっていかないかと思っています。今、

辰ヶ浜の方で産直市場ができるということで、そのような産直市場的なものもですね。専門学校も出来ればというこ
とで、水面下ということで決定でもなんでもないので、そうなるとは絶対に言わないでください。まだそこまで行っ

てません。そういう事を考えています。まちの賑わいになるようなそういう手立てを考えていて、もうしばらくすれ
ば、初島で跡地利用の委員会を立ち上げて、そこで跡をどうするのかというのを地域の皆さんに考えて頂くそのよう

な会を立ち上げたいと考えております。以上です。 
 
○ ここまでの話を聞いて、教育長はどう感じましたか？先行統合賛成・反対に関して、どの様に感じましたか。 

（教育長） 
 今日の意見は色々あると思います。反対の意見がやっぱり多かった感じはします。ただ、発言の中には賛成のご意

見もあったと思います。ただ、ここで多数決で決めたりというのではなく、我々としては教育委員会で実施したアン
ケート結果については重く見ていきたいと思っています。 
 

○ 自分は初島小学校の直前会長という立場で、教育委員会の方と統合に関して話をした時は、自身は中立を重視し
ようと思って話をさせてもらいました。引継ぎの時に、統合に関してはこういう風に接してきたと現会長にお伝えし

たところ、中立の立場でこの問題に向き合わないといけないことを解っていただきました。色んな会を踏んでいく中
で、自分もそうであったし会長さんも相談を受けた時に、反対意見しか上がってこない、反対意見がほとんどでその

意見を聞いて納得してしまう。賛成意見を聞いて自分が納得でき、教育委員会へ訴えかける賛成意見がなかなか上が
ってこないというのが現実です。中立をキープしたいけども、保護者の方から賛成の意見がほとんど聞けない。納得
できる賛成意見を聞けていないのが、すごくもどかしい状態になっていると思います。こういう会を開いても、参加

するのは結局意見を言える人であって、反対意見が多いと言われてしまうと、この会はいったい何だったんだろうと
なる。来てない人もいるから決められないと言われてしまうと、時間を割いてこの場に来ている人たちは、この会を

どう捉えたらいいんだろうと思ってしまう。 
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○ 意見なんですけど、地域の人数が減るとか、そういうことはどんどん高齢化が進んできてて子供もどんどん少な
くなってきてるんです。本町で、家の子供も小学校６年生なんですけど、来年からはお子さんが誰もいないんです。

どんどんこうやって減っていく中で、中学生もどんどん減っていきます。小学校の三役会でお話しした時にも、中学
校の生徒数が少なくなってくると、学校の先生の数が足りなくなるという話もあったんです。複式学級になったり、
学校の先生のアルバイトの先生も少なくなるし、たった一人でも行きたいと言っても先生の確保ができないという現

状であると三役会の中でもあったんです。私の子供は６年生なんで卒業してしまえば終わりなんですが、今、低学年
のお子さんをお持ちのお父さんお母さんの意見は一つもずっと聞けてないんです。出来たらこの場は、賛成反対とい

うよりも、低学年のご父兄の意見を聞きたいと思います。お願いします。 
（司会） 

今、ご提案のありました、低学年のご父兄の方ご意見いかがでしょうか。 
 
○ 僕の娘は、小学校２年生で初島小学校に通っています。予定を聞くと中学校１年生の時に先行統合になると。今

家の子ども的にはどこかのクラブに行きたいとか、そういう希望も特になくて、またこの２年でどうなるか分からな
いですが、もし先行統合するのだったら数字・生徒数で見てみると１クラスだいたい３０人くらい、令和４年度で統

合した場合は１学年９０人くらいで１クラス３０人くらいになるのかなと思うのですが、初島小学校の子供のクラス
で言うと、箕島中学校生徒の３０人の内の４人くらいが初島小学校出身になるのかなと思うので、更に男女に分ける
とクラスに２～３人くらいになってしまうのかなと思うのです。やっぱり２~３人になってしまうので、先行統合の場

合でも不安に思うところがあるのです。その中で、先に交流会などを色々考えてくれるという話もあったのですが、
先行統合は時間が迫っているし時間もあまりないのかなと思いますので、今のところでどんな交流会を考えているの

か教えていただきたいと思います。 
（専門教育監） 

 今のところ具体的な交流のやり方というのは、会議やみんなで相談する機会というのはまだ持っていません。ただ
私自身はあくまで個人的な意見ですが、一緒に運動会的なことをやったりというようなイベントを意識的に企画する
ことができるかなと思います。 

 
○ ２年かけて、１年生２年生の間に交流をして３年生を迎えるということですよね。先行統合するとなると、今の

６年生が中１になる時には交流の流れというのはきちんとできている状態でないとおかしいですよね。それは、今か
ら４月まで間に合うのでしょうか。 
（専門教育監） 

 間に合わせます。 
○ 失敗しましたは許されませんよ。一発目で思ったのと違ったとなって、そこで学校へ行かない子供がもし出てき

た場合、それは失敗というか一人でもそんな子が出たらダメですよね。全員がちゃんと学校へ楽しく行かないといけ
ないのだから、それはさっき言いましたよね、完璧な準備が仕上がった状態で臨んでください、見切り発車はやめて

ほしいと言わせてもらいましたね。それは４月の段階で先行統合までの２年間の道筋がきちんと出来上がった状態で
令和２年４月を迎えてほしいということです。先行統合するならば、それが果たして間に合うんでしょうか。まだ１
回も会がされていない状態ですが間に合うんでしょうか。４校統合同等レベルのシステムというのをちゃんと作り上

げてもらわないと、それが４月までに間に合いますか。 
（専門教育監） 

 先行統合をするとなったら、そこまで頑張ります。完璧とか人間のすることなので一人くらいなら構わないという
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話ではなく、完璧を目指して一緒に箕島中学校と初島中学校あるいは小学校の先生を交えて、こんな事やあんな事が

できるのかということを相談していきます。その中には、現在担任している先生や、元気などこへ行っても大丈夫な
子は、どんなことがあってもだいたい大丈夫、少人数の学校から来ても、けれども、大人数の学校からであっても今

まで馴染みのない子が混じったら戸惑うような子もいるわけです。そういう事をこの子はこんな特徴があるというこ
とも相談しながら情報を交流しながらやっていかないと仕方がない。そのために 100％を目指して努力します。完璧
ですという言い方はないと思います。 

 
○ 先ほど子供たちの交流に関して不安視されている方も多いと思うのですが、教育監も言われたとおり、学校では

ない他の地域の団体で市民育成会議というグループに私も入っているのですが、有田市内の小学校に募集して小学４
年生のキャンプをやったのと、あとこの１０月に「元気まつり」といって１年生から４年生まで体育館でスポーツ感

覚でワイワイやるイベントをやっています。たまたま統合時期と重なったので、今の小学校４年生までを対象として
いるので、ちょうど統合でひょっとしたらあの時のあの子と覚えていてくれるきっかけになるのかもしれません。あ
と学校でも初島中学校のコミュニティスクールがありますよね。今、学校も地域の皆さんと一緒に子供たちを育てて

いく活動をされているので、民生委員の方やコミュニティスクールの方と統合に関しては大分気にされているので、
学校以外の我々保護者の活動もこれから今以上に活発にしていった方が、ちょっとは不安が取り除けるような気がし

ます。 
 
○ 人数とか数とかアンケートの６割だから先行統合するとか、４割の意見も汲んでもらいたいです。初島中学校へ

人数が少なくても行きたいという子どもがいるので、その子たちが途中から先行統合でというのはその子たちの気持
ちも汲んでもらいたいと思う。もちろん先行統合で箕島に行けるから嬉しいというご家庭があるのも事実だと思うし、

でもやっぱり学校へ行くのは子どもなので、子どもが初島中学校へ入学して初島で卒業したいという子が、これから
初島中学に入る子はそれで行くと思うんです。人数が少なくても私は初島へ行きたいと言って行く子ばっかりなので、

その子たちを途中で人数が少ないからこっちへ行きなよというのはちょっと違うかなと思うんです。その子どもたち
が私は初島へ行きたい、初島で生まれて初島へ行きたいという子が行くと思うので、行きたい卒業したいという気持
ちを汲んでもらいたいと思います。私は中学校にも小学校にも子どもがいるんですよ。アンケートの結果は先ほど小

学校の方で考えたいと仰ってたんですけど、私は中学校の方へ出したと思うんです。なので、意見が人数が少ないと
ころで６割と４割の微妙なところでちゃんと出てるのか疑問に思ってます。 

（教育長） 
 ２人いらっしゃったらどちらかで出していただいたと思います。それで中学校が小学校へ出したり、小学校が中学
校へ出したりということがあったと思います。入学したらそこへずっと行かせたいというお気持ちはよく分かります。

令和４年は今の６年生が中学３年生になる年です。だからこの６年生には、やはり今年の１２月くらいには先行統合
をするという決定を早くして、選択をさせたいという風に思っています。決定というのは先行統合するのか見直すの

かということで、どちらにするかを決定するということです。先ほど話をしたような形で、意見を聞いてこの後特に
大きな問題がなければ、考え直すという根拠がなければ方針どおり行きたいとお話をさせていただきました。それを

もう一度教育委員会議を開いた中で決定をしたい。決定というのは、統合するのかそれともしないのかを含めて決定
したいということです。そういう意味で、今の中学１年生がちょうど卒業する時期になるんですね、令和４年は。だ
からそういう風な時期を狙ってしたということもあります。だからどうしても行きたいという子どもは、やはり途中

でということになります。 
○ 今言った意見は関係ないのですか。 

○ 今言った意見が私は正しいと思うけども、それが消えるんやな。お前は何を言うてんのなという感じですか。 
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（教育長） 

 １２月までにそこら辺りで決定しなければ、今の６年生が態度をはっきりできません。 
○ 説明会をしたって意味ないんじゃないですか、意見を聞いてくれないのなら。 

○ 今のお話だったら、先行統合ありきで１２月までに重要な案件や意見がなければそう広報しますでしょ。それだ
ったら、この意見交換会って何ですか。意見を言っているじゃないですか。 
（教育長） 

 意見も聞きながら、もう一度教育委員会議を開いてという話です。 
○ 教育委員会の会議を開いてですけども、１２月までにこういう意見交換会、最終ですよという案内はこちら側に

もあるのですか、教育委員会だけですか。こういう形のものは今回が最後ですか。 
（教育長） 

 そうなると思います、今のところは。最終にしたいと思います。 
 
（教育長） 

 どうも色々ありがとうございました。統合自体も先行統合もいろんな意見があって、一つに纏まるというのは非常
に難しいところがあります。我々教育委員会というのは、全体的なものを見なければならないし、子供の教育という

部分もしっかり見ていきたいという風なこともあります。今日はいただいたご意見については、先ほども申しました
ように、教育委員会議を開いて、市長との会議であります総合教育会議も開いて、最終的に教育委員会議で決定する
ということになります。１２月までには決定をしたいと思っております。本日は長時間にわたりありがとうございま

した。 
 

○ 我々は１２月の決定を待つだけになるのですか。 
○ 今日のこの会では重大な意見ではなかったということですか。 

（教育長） 
 今日いただいた意見を含めてもう１回教育委員会議で諮りたいというところです。 
○ アンケートは取ってくれないのですか。 

（教育長） 
 教育委員会としてアンケートは１回取っていますので、２回取るつもりはございません。 

 
○ この場をお借りして、もう一度教育長にお願いしたいんです。教育長室でもお願いしましたが、３月に行ったた
った１回のアンケート結果だけで、先行統合を決定するのは考え直していただきたい、もう少し議論をする時間をい

ただきたいと申し上げたつもりなんです。今、１２月の教育委員会の報告を待つだけだということでは、会場にいる
皆さんは納得しないんじゃないかと思っています。ほとんどの保護者の皆様からはあまり意見が出なかったと私自身

思ってるんで、特に該当する保護者の意見というのを活発に出てくるように促したつもりであったのですが、残念な
がら出てこなかったので、もう少し教育委員会と我々の協議という形を何回ももってもらうことはできないでしょう

か。 
（教育長） 
 この会の前に、執行部役員さん方と９月２日に会を持たせてもらいました。その中で方針も話をさせていただいて、

これまでの経緯も話をさせてもらいました。ただ、その会でも決めさせていただかなければと思っていたのですが、
皆さんにも意見を聞いてくださいという会長さんの意向でありましたので、本日このような会を設定したということ

です。教育委員会としては先ほどお話ししたように、１２月末には子供に伝えたいという部分がありますので、この
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後の日程については先ほど申し上げたとおりでございます。 

 
○ その上で改めてお願いしたいのですが、もう一度子供たちの声を反映させるような協議の場を教育長だけで結構

なので設けていただくわけにはいかないでしょうか。これは教育長室で私はお願いしたつもりなんですが。今回出席
している方から、先行統合に関して誰も賛成という意見が出ていないんですよ。私としては、先行統合反対という意
見を背負っている以上、そういう意見にどう発言していくのか。 

○ 誰が反対してるっていうのですか、私は賛成です。 
○ 賛成なんですか、賛成ならその意見を言ってください。 

 
（教育長） 

 皆さんいろいろな意見ありがとうございました。 
 
 


