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箕島中学校区進捗説明会会議録概要 
 

１．日 時 令和元年１０月２１日 １９：００～２０：２３ 
 
２．場 所 箕島中学校 体育館 
 
３．参加者数  ７８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、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） 
 
○ いまだに、統合について反対の地域があると聞きましたが、対応はどのようにする予定ですか。また、初島
との先行統合についても耳にしましたが、先行統合はする必要があるんでしょうか。４校を統合するのだから、
４校一緒に統合となるほうが良いのではないかと思います。 
（教育長） 
 この説明会がそれぞれの中学校区で行っております。一番最初は文成中学校区でやらせていただいて、次に初
島中学校区、その次に保田中学校区、そして本日、最後ということで箕島中学校区となります。文成中学校区で
は 150 名程度来ていただいて、14 名の方が発言をされました。うち３名の方が保護者の方だったと思います。
不安や心配、反対といった意見は確かにあります。事実です。初島中学校で行った際は、４校統合については反
対はございませんでした。先行統合は、初島中学校独自の問題ですので、ここでは発言を避けたいと思います。
保田中学校は先日行いましたが、非常に建設的な意見が出ておりまして、「どのようにしていくのか」といった前
向きな意見が多く、反対の意見はございませんでした。この後、どのようにしていくのかということについてで
すが、このように大きい会ですと、意見を言いにくいといったご意見がありましたので、出来るだけ少人数で行
うために、当該の子どもの親にスポットを当てて、いろいろと意見を聞いて説明したいと考えております。 
 
○ 防災対策について、４校統合の校舎を建てるにあたって、箕島の人たちもその校舎に避難できるようにして
ほしいです。千曲川のように、堤防が決壊して災害が起こってしまうことを考えると、山へ逃げていくのではな
く、できるだけ建物の中へ逃げられるようにしてほしいです。お金のかかることなんで、「ここまで高くしたら大
丈夫」と感じられる程度の、それこそ高層階の６階とか７階にして、住民の方々も避難してこれるようにしてい
ただきたいです。洪水や大雨の際の避難場所は体育館となってますが、入れる規模が限られているので、出来る
だけ多くの人数を収容できるように、学校を建ててもらいたいので、よろしくお願いします。 
（教育次長） 
 小学校や中学校は、水害の場合は一時避難場所になっていると思いますが、新しい中学校も完成すれば、同じ
ようになると考えられます。ただ、地震となると、想定にとらわれずに高いところに逃げるというのが基本にな
っております。もちろん、校舎については、大丈夫なように設計する方向ですが、事情があって山へ逃げられな
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いような方が逃げる場所というのがイメージです。ハザードマップでは想定していないレベルのものが来ること
もありますので、想定にとらわれずに高いところに逃げるというのが基本になると思います。今後とも、このよ
うに意見を聞きながら、設計も進めていきたいと思います。 
 
○ 令和３年４年に新校舎建設で、グラウンドが一部使えないという話で、クラブについてなんですが、他の地
域でも質問に出たかもしれませんが、令和６年に統合になって、夏の大会まで期間がわずかしかないですが、統
合後すぐに結成する新チームで臨むことになりますか。大体のクラブは、前年の夏に３年生が抜けて新チームに
なるので、統合後の新チームを見据えてどこかの学校で一緒に練習するといったような、学校の統合よりも前に
クラブの統合をするといったような案は考えていますか。統合してからでないと新チームで出場できないんでし
ょうか。 
（教育監） 
 これから検討していくところなんですが、今すでに人数の少ないクラブは合同で出場したりしています。例え
ば、「箕島中学校と統合したら自分の学校にはサッカー部はないけど、統合して３年生になるちょっとの期間だ
けど最後の大会に出れるかもしれない」そんな希望をどうするかといったことも考えていきたいと思います。だ
から、統合まで別の中学校だが、練習だけは何らかの形で送迎してあげる等の可能性を、生徒指導部会あたりで
話し合って準備委員会で決定していきたいと思います。統合を見据えた、子どもの為のことを考えていきたいと
思っています。 
 
○ 数点あります。箕島中学校の借地についての説明のところに、「すぐに売っていただけない場合でも、継続し
て交渉していきます」と書かれています。今現在、この中学校敷地の約７０％が借地で２２６０万円が借地料と
して地権者に支払われていると思いますが、この借地権の交渉というのは、期限を区切って交渉していくのか、
それとも売っていただけるまで１０年２０年３０年４０年と、長い年月をかけてしていくのでしょうか。やはり、
２２６０万円というのを、その分のお金を子どもたちの教育に回せれば、もっと充実した文武両道の学校ができ
ると思いますので、よろしくお願いいたします。 
（教育次長） 
 借地につきましては、権利のことになりますので、我々は売っていただけなければどうしようもないというの
が実情ですので、粘り強く継続して交渉していきたいと考えています。 
○ ということは、永続的に交渉を続けるということですね。できれば、早期の交渉で頑張っていただきたいで
す。 
 もう１点なんですけども、以前、学校のプリントとして配られてきたもので、制服のことについて説明があり
ました。デザインで、詰襟・セーラー服は従来のまま、ブレザー型とスーツ型の欄にジェンダー対応がしやすい
との記載がありました。このジェンダー対応についての制服を今後どのように選定されていきますか。特に、男
子生徒の心が女性の場合に、どのような感覚をもって制服選定を考えていらっしゃいますか。 
（教育監） 
 ジェンダー対応というのは、『ＬＧＢＴ』という言葉を聞いたことがあると思いますが、もうひとつ、ＬＧＢＴ
の次に〔？〕というのがあって、自分でもよく分からないというタイプの子もあるんですが、ＬＧＢ【Ｔ】の子
ですね。トランスジェンダーと呼ばれる方々のことで、要するに、男の子だけど精神的には女の子、またはその
逆の子たち。ブレザーやスーツが対応しやすいと書いているのは、つまり女性のセーラー服でスラックスという
のは難しいが、ブレザーやスーツならスラックスを選ぶことができる、というのがあります。メーカーさんに聞
いてみたら、中学校でも大阪あたりでは、トランスジェンダーであることをカミングアウトして購入希望がある
と聞いています。和歌山の田舎では、あまりありませんが、高校生になると、購入希望が出てきているそうです。
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きっとテレビタレントさんでトランスジェンダーであることをカミングアウトしている方がいらっしゃいます
ので、それに世の中が慣れてきたというのがあるんだと思います。ただ、男の子がスカートを穿きたいというの
は、全国で１件ぐらいだったそうです。こういったことは、本人が保護者に希望されないと難しいんですが、希
望された場合、ブレザー型・スーツ型の場合は対応できるものがあるとメーカーには聞いています。子どもたち
の様子を見ながら、あるいは希望を聞きながら対応していきたいと思いますが、従来の詰襟・セーラー服の場合
は、いまのところ難しいといったところです。 
○ ありがとうございます。今、大手会社の統計的には１３人に１人、各クラスに２人くらいは、ＬＧＢＴであ
るかもしれないという気持ちを抱えていると言われています。教育監の言われる通り、これから先の子どもたち
のことだと思いますが、新しく校舎が建てられるということによっては、女子トイレ・男子トイレの区別につい
ても、そういった対応が必要ではないかなと思いますので、校舎建設の際はいろいろな方面へのジェンダー対応
を踏まえて検討をお願いいたします。 
 
○ 先ほど次長が、「避難場所は山」と言っていましたが、避難場所は山だけではいけません。山崩れの危険性も
ありますから。ですから、今まで市民会館でも消防庁舎でも、建設時に屋上にヘリが降りられるように要望して
きましたが、実現していません。今回に関しては、新中学校の屋上にヘリが降りられるように必ず整備をしなけ
ればなりません。口先だけで言っているだけではだめです。 

教育監にも以前に言いましたが、制服のこともまた値段のことを話してくれないので分かりませんでした。先
に価格を出してあげなければいけません。前の会議の時も、何度も言いましたよね。制服を買うことに関しても、
生活保護を受けている家庭だってあるし、母子家庭もあります。格好の良い言葉ばかり並べないで、先に値段を
出してあげてください。 

そして、次長の話ですが、やはり校舎内で避難できる場所を作らないといけません。みんなに聞いてみてもわ
かると思います。地震が起こった際は山崩れの心配がありますから。物事を簡単に言わないでいただきたい。 

また、今日の会は変です、やり方が。先ほど教育長が初島の統合の件については詳細は言えないとおっしゃっ
ていましたが、反対しているのは保護者と聞きます。そんなこと、皆さん知っています。だったら、子どもから
アンケートを取ってみたらいいのです。 
（教育長） 
 連合自治会長からは、いつもこうやってお叱りを受けるんですが、初島の先行統合の件については、みんなが
反対しているというわけではありません。アンケートも取っており、賛成の方が多いことを確認しています。ま
あ、これは初島のことなので、この場でどうのこうのと話すのは控えさせていただきます。 
 会長の言われたように、制服の値段は我々も観点が抜けていたと気づかされました。会長は、こういったこと
にいつも気にかけてくれています。というのも、会長は統合準備委員会の副会長をしていただいている関係で、
我々が抜けるところを指摘してくださっています。制服の値段も、最初に言わなければいけなかったと思いまし
た。準備委員会の中でも指摘をしてくださいました。この値段については、後ほど教育監の方から詳しく説明さ
せていただきます。申し訳ございませんでした。 
 避難道に関してですが、崩れたら逃げられなくなるので、そういった場合にはどう対応するか。この場合は、
道は崩れて利用できないので、校舎の上層階へ逃げるしかないという状況も起こり得ます。ですから、まだ公に
できるところまでは進んでいませんが、私の意向として、体育館の上に武道場を設置し、ここを避難箇所にした
らどうかと考えています。できるだけ水が入ってこない構造にして、毛布も水も食料も備えて、地域の方も使え
る避難所としても利用できるように整備したらどうかと考えています。ただし、大震災があったらまず学校に逃
げるというのではないということを間違えてはいけません。やはり〔より高く〕ということがありますから、道
が崩れていない等、安全を確認し、高いところへ逃げるという指導を子どもたちにしています。一方で、将来的
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には校舎へ逃げることも考えていかなければならないのかなと、今考えているところでもあります。 
 それでは、制服の値段について、お願いします。 
（教育監） 
 連合自治会長から、この間もご指摘いただいた値段の件ですけども、忘れていません。忘れていませんが、今
この段階では値段はわかりません。ただ、今の中学生の制服は、３万円から４万円ぐらいでしょうか。詰襟・セ
ーラー服の場合は、これくらいの値段ですが、先ほど申し上げたように、学校名のことが一段落したら次は制服
のことに話が進みます。２月の最初の展示会で、メーカーにお願いしているのは、価格帯を示してほしいと伝え
ています。詰襟・セーラー服の場合はいくらぐらいになるのか。これが先ほど言った３万円から４万円ぐらいに
なると思います。同じ生地で同じように作ると、その次に、スーツ型は少しだけ高い価格帯になるそうです。き
ちんと値段を出してほしいとメーカーにはお伝えしています。ブレザー型については、さらにもう少しだけ高い
そうです。スーツとブレザーの違いは、スーツは上下同じ生地なのでブレザーよりも安価にできるということで
した。２月の展示会でいよいよ制服について、皆さんのご意見を聞くときには、必ず「これぐらいの価格帯です」
と示します。その次に、もう少し詳しく言うと、来年の７月には、例えばブレザー型が選ばれたら、ブレザーに
ついて４つのメーカーから何種類かのサンプルを展示してもらいます。その時には「これについてはいくら」「こ
れはいくら」というように、明確に値段を出してもらうつもりです。ただ、地方の普通の公立の中学校ですので、
高価なブランドや、有名なデザイナーさんにお願いして作るといったことはありません。できるだけ、連合自治
会長がおっしゃったように、保護者の方々が高価と感じないようなものを用意してほしいとお願いしているので、
ご安心くださいというのは少し違うかもしれませんが、そんなつもりで進めています。決して、おろそかにして
いるわけではありません。以上です。 
 
○ 校舎について、主幹にお聞きします。何階建てになりますか。それと、教室はいくつありますか。何平米に
なるのか、屋上の広さはどれほどか、教えてください。 
（主幹） 
 まず、教室数ですが、１クラス何人編成にするかにもよりますが、統合する時期の生徒数に合わせて計算する
と大体１学年６～７クラス程度となる見込みですので、１学年最大７部屋となります。 
 あと、平米数ですが、延床面積でいうと８０００平米ぐらいの建物を考えています。８０００平米がどれくら
いかというと、この箕島中学校が大体５５００～６０００平米程度ですので、もう少し広い程度の校舎になる予
定です。これはあくまで私の考えであって、正式なものではありません。予算のこともあるので、これから詰め
ていきたいと思っています。 
 それから、体育館ですが、1 階の建築面積がこの箕島中学校の体育館より広いので、これより広くなると思い
ます。そして、普通であれば体育館の上には何もありませんが、教育長が言われたとおり、同じ面積の武道場を
建設すると考えています。武道場は何をするのかというと、柔道、剣道、空手ですので、これらのスポーツが十
分できる環境を作ります。 
 あと、ヘリポートですが、これは面積だけではいけなくて、航空法などの法律も絡んできます。私はまだそこ
まで確認できておりませんので、この場で「できる」と回答はできませんが、また考えたいと思います。以上で
す。 
○ 市民会館を作った時も、消防庁舎の時も、ヘリが降りられるつくりにしてほしいと市民から要望あったでし
ょう。今であれば、学校とか河川敷にヘリが降ります。それならば、緊急の場合でも構わないから中学校の屋上
に降りられるようにしないといけません。それと、避難所として利用できるつくりにもしないといけません。先
ほど言ったように、山ではいけません。それと、校舎は何階建てですか。 
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（主幹） 
 １学年７クラスと仮定して、私の考えをお話します。学校の教室というのは、黒板が西側にあって、黒板に向
かって左側から光が入ってくる、というのが定番です。これを７つ並べた場合、教育監が言われたように、現在
のプールや武道場のあたりに建てるとなると、おそらく普通教室だけで３フロアが必要になります。その他、例
えば、グラウンド側になければいけない職員室や保健室、こういった諸々の機能を 1 階に持ってきますと、１フ
ロアが追加されます。となると、４階建ての校舎になってくるかと思います。４階で大体高さ何ｍかというと、
１フロアが約３.５～４ｍほどあるので、屋上が４ｍ×４ｍ＝１６ｍほどの高さになると思われます。 
 
○ 一つ目は、学校の校風についてです。４つの中学校から一気に１つの学校になると、４つの校風を持って１
か所に集まるので、新たな校風が必要だと思います。教育長の「こんな学校を作りたい」というコンセプトを読
ませていただいて、様々な分野部門で全国上位を目指すのはいいんですが、まずは「ひとつになる」という校風
を作っていただきたいです。その校風というのは、この有田に生まれて、育って、そしてまた有田に貢献したい
と思う、人づくりですね。このような人づくりができる校風を作っていただきたいです。 
 それと、私は交通指導の関係のこともさせていただいているので関連したことになりますが、特に中学生は自
転車通学もしていますが、非常にマナーが思わしくない面があります。そんな中、新しい校舎になりますと、校
門がいくつになるのか、どちらになるのか分かりませんが、望月線も交通量が非常に多いので、グリーンベルト
をきちんと整備するとか、通学路を明確にしていただきたいです。 
（教育長） 
 ありがとうございます。校風についてということですが、有田で育って、また戻ってきたいと思う、郷土愛の
教育も取り入れて、進めていきたいと思っています。現在の４中学校もそれぞれ良さがあるので、それらを取り
入れながら、子どもたちが自信を持てるような校風を作っていきたいと思っています。 
 それと、まだ決定ではありませんが、校門にロータリーを作る計画があります。通学路の整備となると、宮原
から通ってくる子どもは、保田橋の北詰が非常に危険であること、保田から通う子どもについては、新しい橋を
渡ろうか、安諦橋を渡らせようか、分散するのか、こういったことを考え合わせているところです。通学路の指
定ということについても、大筋で「ここは通学路」「ここは通ってはいけない」といったことは考えていかなけれ
ばならないなと思っております。 
 
○ 質問ではなく要望として、３点あります。まず１つ目です。先ほど、連合自治会長さんや箕中の役員さんか
ら話がありましたが、箕中校区以外の校区でもいろんな意見があるということで、子どもたちだけではなく、保
護者にもみんなひとつになって新しいところに臨んでいきたいという気持ちがあるので、他地区の意見というの
も汲んでいただきたい、そして真摯に対応していただきたいと思います。 
 それから、２点目です。今の箕島小の６年生、令和 4 年度の箕島中学校卒業生が、校舎建設の一番あわただし
い時期を過ごして、新校舎を使えずに卒業となるので、どういった形で実現できるか分かりませんが、新校舎の
内覧会、見学ができるよう配慮をお願いします。 
 ３点目です。暗いところや危ないところを先日から部会で議論している最中ですが、開校してみないと実際は
わからないというところもあると思うので、今現在、自治会等を通して建設部局やその他関係機関へ解消の要望
をあげて、常々やっていると思うんですが、開校後も引き続き、そういった改善要望を吸い上げやすい状況を作
っておいていただきたいので、よろしくお願いします。 
（課長） 
 ありがとうございます。保護者の皆様にも真摯に対応ということで、各地区に行かせていただき、また学校に
も行かせていただいて、いろんな意見を聞きながら進めてまいりたいと思います。 
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 それと、校舎の内覧会ということで、令和５年中に校舎が完成する予定ですので、その時期で見ていただくと
か、そんな機会を設ける予定です。 
 通学路の暗いところ、危険個所についてですが、ＰＴＡ会長様にも地域・ＰＴＡ部会に入っていただいて、い
ろいろとご足労いただいております。開校後も引き続き協議検討していきまして、出来る限り統合に間に合うよ
うに順次安全確保に努めたいと思います。 
 
○ 先ほど自治会長がおっしゃられたように、ヘリポートは本当に大事だと思います。今現在、有田市にあるヘ
リポートは、みかん海道の上、初島漁港、河川敷の３か所ですよね。 
（経営管理部長） 
 あくまで緊急時ということになりますが、初島小学校のグラウンドとか、保田中学校のグラウンドも、臨時に
使用できるように登録しています。 
○ ありがとうございます。全て、低い位置にありますよね。昨今、この前の台風においても、堤防決壊である
とか、地面が大変な状態になっていますし、津波が起これば、箕島中学校敷地は３０ｃｍ～１ｍ浸かるという場
所です。やはり連合自治会長がおっしゃるように、高い場所にあるのが望ましいですよね。なにがあっても。こ
ういうところも考えて建築設計をお願いいたします。 
 もう１点なんですが、今回はこの説明会は誰を対象にしているんでしょうか。あまりにも人が少ないです。こ
の時間帯に親御さんが、ましてや未就学児のお子さんを持つ親御さんはなかなか出席できないと思います。次回
以降は、誰もがいる授業参観の後にこういった会を開いて、みなさんに聞いてもらい、意見を集約するという場
を設けることも必要と思います。これはひとつ提案としておきます。 
（課長） 
 今回の説明会なんですが、箕中校区ということで、箕島小学校、田鶴小学校、港小学校の保護者の方とその地
域の方を対象にさせていただきました。夜ですと出席しにくいということで、次は、先ほど教育長が言ったよう
に、対象を絞って実施する予定です。新中学校で学ぶことになる小学生の保護者を対象に、例えば授業参観の後
とか、音楽会の後とかに、小学校に行かせてもらって説明会をする予定ですので、よろしくお願いいたします。 
 
○ 教育監、先ほど、校舎の解体工事のことに触れていましたね。その中で、「埃は出ない、音もしない」と言い
ましたが、あなたはまだそんな経験少ないでしょう。校舎を解体するときは、家屋調査士が近隣の家の調査に入
らなければならないことになっています。何もせず校舎を解体して、近隣の家の床が下がったりしないことを調
査する為です。それと、音は出ます。体感で震度２～３ほどの地震のような揺れもします。知ったかぶって話し
たらいけませんよ。埃はたくさん出ます。この間の東燃のアパート解体も見ていましたが、地震のように揺れて
ましたよ。主幹はよく知ってるはずでしょう。 
（教育監） 
 すみません。おっしゃる通りです。ただ、先ほどの話は、授業を受けている子どもたちに迷惑が掛からないと
いう話の中です。授業中にドンドンと響いたり、埃が飛んできたりといったことはありませんという趣旨の話を
したかったんですが、言い方が足りなかったと思いました。確かに、近隣の家には音もしたでしょうし、迷惑を
かけたと思いますが、本当に埃は少ないと思いました。しかしながら、誤解をさせたと思います。すみません。 
 
○ 校区が違うので、あまり発言しないようにしようと思ったんですが、1 点だけ言わせてください。 
 先ほど、文成中学校区で説明会をしたという話をされましたが、その時に１５０名ぐらい参加されたとおっし
ゃられたと思います。この会場の倍以上の人数がいたと思います。その中で発言したのが 14 名、反対意見が３
名という。 
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（教育長） 
 保護者です。保護者で発言されたのが３名ということです。 
○ 保護者ですね。誤解がありました。すみません。 
 先ほどから、「反対意見があったのでは」といった意見もありましたが、参加者のひとりである地域住民の方が
反対意見の人がどれくらいいるのかを会場内に聞いた際、反対の人が挙手をしたのを数えた印象として、会場内
の３分の２ぐらいが反対という意思を示していたと感じています。先ほどの話では、あまり反対していないよう
な雰囲気で伝わってきたので、教育委員会の皆様にはきちんとご理解いただけていたのかと心配になりました。 
（教育長） 
 この地区では関係のない話ですが、１４名から意見が出て、うち３名が保護者の意見だったという話をしまし
た。それで、反対の挙手をしたのが約半数ほどだったと、私は前に座っていて感じました。きちんと数えたわけ
ではないので、見方によって印象に違いが出た結果と思います。 
○ 先ほど私が聞いたときは、あまり反対がなかったと言ったじゃないですか。なぜ正直に「文成中学校区では
約半数が反対意見だった」と話さないんですか。 
（教育長） 
 ちょっと待ってください。宮原の話ですか。 
○ そうです。宮原でやったときは３名が反対だったと言いましたよね。反対がないような発言でしたよ。 
（教育長） 
 そんなことはありません。反対の意見もありました。反対の意見も多かったとお話ししました。それで、挙手
をしたということで、半数ぐらいが反対の挙手をしたとお話ししたんです。 
○ 教育長、ここで宮原の協議するのはやめてください。今日は箕島校区の話し合いの場ですよ。 
（教育長） 
 そうですね、はい。 
○ それなのに宮原が出しゃばって話してくるのが間違ってます。宮原の会場で発言したらいいんです。 
○ ですが、発言の印象として、宮原が反対していないように印象を操作しているように聞こえたので、訂正い
ただきたかったんです。 
（教育長） 
 それなら、私が間違っていました。 
○ 宮原のことは宮原で話したらいいのです。あなたの立場から考えれば、ここで発言することは、この話し合
いを潰しに来ているのと同じです。 
○ 潰しに来ているのではありません。印象が違うと言いたかったんです。 
○ そう取られても仕方ないですよ。話したいなら、前に座っている人たちに宮原に来てもらえばいいのです。 
○ それはお声がけさせてもらってます。 
 
○ スクールバスを出していただけるという話ですが、どこまでが範囲になるのかという具体案を、市の方から
出してもらいたいと思います。皆さんの意見を聞いてから受け答えしている印象ですが、主体はあなた方なんで、
あなた方が「こうします」と言ってもらいたいです。説明会を聞いていても、これでいいのかと不安になります。
反対意見もありますが、強気で、分かりやすく話してもらいたいです。 
（教育監） 
 スクールバスについては、地域・ＰＴＡ部会で希望を聞きながら一緒に考えていきたいと思っています。地域
の方々のほうが、「ここの道ならバス入れる」等、よく知っているかと思いますので。 
○ 地域の人でも、説明会の中では発言しない人もいます。そんな人がいるから、代弁してあげないといけない
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から私が発言しているのです。ＰＴＡ部会でまた教育監と話はしますが、「こんな意見がある」といったこともわ
かってもらわないといけませんよ。 
（教育監） 
 例えば、ＰＴＡ会長さんや教頭先生が部会のメンバーなので、「この意見を反映してほしいよ」「こんな意見聞
いてほしい」といったことは、こういった部会のメンバーに伝えといてもらえたら。 
○ 地域の人みんなが挙手をして発言してくれるわけじゃないですよ。 
（教育監） 
 そうではないです。この場では言いにくいから、学校へ行ったり、部会のメンバーを見かけたときに伝えても
らう方が言いやすいと思います。それを部会内で共有するということです。 
 それから、いろいろな意見があります。反対意見というより、それぞれの地区で学校愛があって、自分たちの
地区の学校がなくなるという気持ちはとても大事なものだと思います。先ほど話題に出た、校風も同じだと思う
んです。例えば、箕島の校風、箕島を愛する気持ちがありますが、それが今度ひとつになるので、「有田市を愛す
る気持ち」と言いますか、「有田市に戻ってきたい」と思えるような郷土愛はすごく分かります。だからこそ反対
する気持ちはわかるんですが、「有田はひとつ」という気持ちに変わっていただかないと、本当の統合ということ
にはいかないと思います。そんな中で生まれてくる校風というのもあると思うので、反対と言われている人たち
も、意識を変えていただきたいと思います。それと同時に、箕島も同じように痛みや辛さ、寂しさを理解したう
えで一緒になってもらえたらと思っています。そんなふうに準備委員会を進めていきたいと思っています。 
○ 反対の意見があったら、何回でも足を運んで話し合いをしたらいいのです。１回や２回で済むと思ってはい
けません。 
 
（教育長） 
 最後の挨拶を含めて、いま話されたように、大人数の中では話がしづらいという方もいらっしゃいます。ほか
の地域でもこの会をしましたが、「もっと意見を言いたかった」といったことを話される方もいらっしゃったの
で、少人数に絞って、ひざを突き合わせたような形でお答えができる会を今後実施していきたいと思っています。 
 統合というのは、本当に様々な考え方があるので、反対の方が多いところもありますし、賛成が多いところも
あります。今日は様々な意見を出してもらえましたが、建設的な質問だったように感じています。前向きにいろ
いろと質問していただけたと受け止めています。心配や不安もあるでしょう、そういった質問だったと思います。
答えられる範囲で、教育委員会として答えていきます。今後も、考えていかなければならないことが多いと思う
ので、いろいろなところで話を聞いたり、統合準備委員会をさらに進めていきたいと考えています。４校をひと
つにまとめるというのは、簡単にできることではありません。なので、我々教育委員会としては、覚悟をもって
臨んでおります。どうぞご協力をよろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。 


