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小中学校のあり方意見交換会 意見・アンケート結果 

（保護者向け・日高会場） 

 

■ 開催日  2020 年 10 月２日（金）19:00～20:40 

■ 会 場  日高コミュニティセンター 多目的ホール 

■ 出席者  保護者等参加者  46 名 

教育委員会事務局  8 名 

■ 意見交換（要旨） 

意見・質問 回  答 

≪適正規模・適正配置≫ 

 校区が決まっているため、日高小に行

きたいと思ったとしても、転居でもしな

いと行けない。逆に、他の地域から静修

小に行きたいという方も、もしかしたら

いるかもしれない。例えば、『小規模特

認校』として他の校区の子どもを受け入

れるようなことは、審議会で議論をされ

たことがあるのか。 

 また、コミュニティを分割、分配する

ことはできないのか。かなり難しいと思

うが、議論の一つとしてあってもいいと

思う。 

 

 小規模特認校については、審議会でも

議論したが、実施している他市の事例を

見ても、通学の送迎は、保護者負担とな

ることなどから、村部ではやっと１人２

人増えるという程度で、効果が上がらな

い、うまく機能しないのではないかとい

う結論である。 

 また、校区の見直しについても、コミ

ュニティは歴史的なつながりの中で形

成されているので、それを分断してしま

うと、これまでのつながりが途絶えてし

まうこととなる。他の事例では、学校が、

統合してもコミュニティが頑張って地

域のつながりを保っておられる。コミュ

ニティ自体を再編ということは難しい

と考えている。ご意見としては、審議会

につながせていただく。 

 

≪適正規模・適正配置≫ 

 単式学級 35 人という県の指針がある

が、豊岡独自で数字を下げることができ

ないか。また、中学校については、統合

ではなく、西中・東中の校区を再編する

という考え方の発想はないのか。 

 

 

 学級人数は、１年生が１クラス 35 人、

2～6 年生は 40 人と、国（県）の基準で

定められている。また、教員の配置人数

は、学級数に基づいて決まる。教員の人

件費は、県の負担であるが、市独自で増

員となると、市の負担となるので、独自

に配置することは非常に難しいと考え

ている。ただ、国では、少人数クラスに

ついての検討が進められているので、そ
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の動きに期待している。 

 中学校区の再編については、他の保護

者、地域の方の考えはどうか、また、ど

こで分けるのか、通っている子どもをい

つ分けるのかなど課題も生じると考え

る。意見については、審議会に持ち帰ら

せていただく 

 

≪学校再編≫ 

 学校の人数の問題でこの再編を考え

られているが、とてもいいことだと思

う。先ほどの複式学級のビデオで見たよ

うに、１つのクラスで２学年が過ごすの

は、子どもたちにとってメリットがない

ように思う。発達に特性がある子は集中

できない。そういう子どもたちが適切な

環境で勉強ができるというのは、特別支

援の観点でも必要だと思う。ぜひ複式学

級は解消して欲しい。 

 

 

 適切な環境にしてあげたいというご

意見をいただいた。現在、複式学級のあ

る学校は、先生方の様々な努力・苦労に

よって、デメリットを極力小さくして進

めていただいているところではあると

思う。そういった中でも、たくさんの学

校で複式を解消しているのは、複式学級

よりも単学級の方がいいとの判断によ

るものと考えている。 

≪学校再編≫ 

 私の子どもは、これまで、少ない人数

の中でしか学んだことがなかったが、今

は別の学校に通っている。子どもも、最

初は戸惑っていたが、すぐに慣れて、楽

しそうにしていて、以前よりもがんばっ

ている。やはり、競争相手がいないとい

うのが本当につらい。 

 小規模小学校の地区の皆さんは、縦の

つながりが良いと言われるが、私は、横

のつながりができないから縦のつなが

りになっているだけだと思う。大きな小

学校と一緒になるのは、抵抗があるかも

しれないが、行ってみたら良いことしか

なかった。学べることもたくさんある

し、いろんな意見を持っている子どもが

いるので、本人もその意見を取り入れて

さらに違う意見を出すということがで

きるようになってきている。やはり、少

 

 貴重なご意見ありがとうございます。 
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ないのには限界があると思う。 

 

≪学校再編≫ 

 再編案で、三方小学校と清滝小学校の

優先度Ｃは遅いのではないかという印

象がある。2026年の段階でも清滝小学校

は同級生が一桁という学年が多く、他の

学校に行くという人が出てきたら、どん

どん減っていく。10年も待っていて大丈

夫なのかと思う。統合するのはその頃だ

としても、地域やＰＴＡが相談し始める

のは、早急に始めた方がいいと思う。 

  

 三方と清滝については、複式が始まる

前までにと考えているが、それ以前に、

地域の方とは話合いをしていくべきだ

と思う。複式の解消という観点とは別

に、情報交換や課題共有という形で話を

始めていければと考えている。 

≪学校再編≫ 

 地域の方と保護者はかなり意見が違

う部分が多いと思う。それをまとめるの

はＰＴＡであったりするのだと思うが、

それだけではまとまらない。保護者の声

と地域の声とでは、地域の方が強いので

はないか。地域には大変お世話になって

いるが、子どもを直接育てる立場として

の保護者からの意見を重きにおいてい

ただければと思う。（他にも同様の意見

あり） 

 

 市としての説明だけでは、おそらく地

域の方にとっては足りない部分も出て

くるかもしれない。保護者の方の意見を

もとに、地域の方に伝えながら、これか

らの地域を担う子どもたちのためにも、

なんとか理解していただけるよう、お願

いをしていきたい。 

 

≪学校再編≫ 

 さらに子どもが減少して少子化が進

んでいく中で、再編という考え方はすご

く大事である。 

 大規模校に行ってよかったというこ

とも大事だが、どんどん子どもが減って

いく中で、少人数での教育保障と、今後

さらに子どもが少なくなったら、再編、

また再編になる。最終的に、この資料に

ある 30 年、それよりさらに先を見据え

て、場当たり的な資料で説明するのでは

なく、根本的な解消はどうなんだという

ことを、地域の方への説明で持って行か

ないと、説明責任は果たせないのではな

いかと思う。 

 

 ２つの意見があると思う。そんな先の

ことを言われてもという方もあると思

うし、遠い将来を見据えて計画を立てる

べきという意見の方もあると思う。今

後、子どもがどんどん少なくなっていく

中で、ゴールがどこなのかという心配も

あるかと思う。地域の方がどんな反応を

されるかというところも含めて、今後の

判断の参考とさせていただきたい。 
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≪学校再編≫ 

 複式学級のビデオを見せてもらった

が、我が子も複式になったことがある。

複式が悪いような感じで映されていた

が、うちの子に関してはよかったと言っ

ていた。なぜかというと、同じクラスに

人がいっぱいいるから。複式で何が気に

なるかというと学力だと思う。かといっ

て、私の子どもに関しては学力が下がっ

たというわけではない。複式の何が悪い

かというのは、人数がいないのが悪いの

で、映像を見ると複式は悪だといった捉

え方だったので、それはどうかと思っ

た。 

 

 

 現在でも複式で勉強されている方も

たくさんおられて、その方々に対してダ

メだと言うつもりはない。今言われたよ

うに、先生や保護者、子どもたちの協力

のもとに何とか成り立っていると思っ

ている。ある程度の人数がいれば複式に

する必要はないので、一番の原因はやは

り、人数が少ない事だと思う。 

 複式学級で、支障なく勉強されている

方もおられるが、発達に特性のある子ど

もにとっては、周りの音が気になって仕

方がない、中には双方からの音で混乱し

て他の声が聞き取れないという子もい

る。そういった環境を何とかしていかな

いといけないということで見ていただ

きたいと思う。 

≪その他≫ 

 男の子１人で女の子ばかりとか、少な

い人数とか、悩みを抱えておられる保護

者もたくさんおられる。統合されるまで

待つというのはなかなか難しいと思う

ので、そういう子たちは、校区外入学を

認めてあげて欲しい。 

 

 校区外就学については、基準があり、

今のようなケースは該当しない。 

 ご意見としてお伺いしておく。 

≪その他≫ 

 学校だけの問題ではなく少子化問題

がどうしても気になって、右肩下がりの

状況を何とかしていかないと、これから

の日高町どころか豊岡市に未来はない

と思う。逆に言うと、今の保護者たちが、

この豊岡市、日高町はとても良いところ

だ、ここに何とか帰ってきたい、帰って

きて欲しいと思えるまちであれば、子ど

もたちは孫を連れて帰ってくると思う。

（他にも同様の意見あり） 

 

  

 豊岡市の人口減少対策として、人口減

の一番大きなポイントになっていると

ころに的を絞って、ジェンダーギャップ

の取組や、子どもたちへのふるさと学習

など、豊岡の魅力を子どもたちに伝える

努力など、若い方々に絞って取り組んで

いるところである。 

 将来的には人口が減るのは間違いな

いので、減った中でも豊岡に暮らす価値

があって、地域を支える子どもたちに残

っていただける、少なくとも活力がある

まちというのを目指している。そういう

取組について、地域でもご協力をいただ

けたらと思う。 
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■アンケートでの意見（要約） 

（適正規模・適正配置や再編の枠組みについて） 

 少子化という話はよく耳にしていたが、ここまで進んでいるのかと正直驚いて

おります。地域の基盤ともいえる小学校が統合とはいえなくなることの恐怖を

感じます。こども優先とはいえ、地域に根差すのは親である我々ですが、地域

が崩壊しないような配慮が必要だと思います。 

 

 統合を早急に進めるべきだと思います。反対意見を言われる方は自分の子ども

のことを考えて欲しいです。子どもたちにとって社会に適応していくための環

境ではないと思います。どんどん少なくなれば人数の多い学校に引っ越します。

ますます悪循環かと。 

 

 学び合い、練り合いが成立するためにはある一定程度の人数が必要ではないか

と考える。学びの基盤として、学校規模を適正にすることが大切である。 

 

 絶対的に大人数の学校が正解である。私が体験して感じたことである。 

 

 適正な規模の児童数が必要であると考えます。そのことが、地域を守ることに

もつながるものと思います。これからの時代を生きていくのは子どもたちです。

この子たちのことを最優先で考えたいです。 

 

 （三方小は、）極端に児童数が少ない訳ではないが、クラス替えができる方がい

いと思う。 

 

 教育環境のみならず、通学手段も併せて検討をお願いしたいです。 

保護者が一番汗をかかないといけないと思います。 

 

 適切な案と思われる。統合となる場合、数字だけでなく、地域と地域との関係

もあると思います。いずれにせよ、ソフトランディングで素早い統合が良いと

思います。 

 

 子どもが幼い間は少ない状況にあまり多くの意見を今は持っていませんが、中

学校において少ないことに心配しています。中学校については、ぜひ進めてい

ただきたいです。西中は優先度が遅い分類でしたが、もっと早くにと思います。

多くの人の中で学び、生活して悩んだり考えたりといった学びの機会を、未来

を担う子たちに保障してやって欲しいです。 

 

 統合はすべきだと思いますが、それまでの間、複式学級としなければならない

とするのでなく、市がより努力して、独自の事業として１つの教室で別の授業

をするのは避けてあげてください。 

 

 複数校再編については、特に配置が重要になると思う。小中一貫校が可能な地

域は分譲地も併せて整備するくらい、積極的な考えで新設していくことも考慮

して欲しい。 
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 少ない人数でもよい学習内容が確保されれば何ら問題はないのではと思う。人

数だけでなく、教育レベルの高い小学校を残すべき。多人数のクラスで落ちこ

ぼれをつくるより良いと思う。担任教師（特に小学校）の質を高める努力をま

ずは優先すべきではないでしょうか。 

 

 “少人数”だからこそのメリットとしての教育の検討が必要では？（障害児、

不登校、PTA 問題） 

 

 「人数が少ないことがダメなこと」で考えられているのが･･･。少子化は進む。

統合が繰り返されるだけ。人数が少なくても、子どもたちが楽しく、生き生き

と、輝けるような学びの場を作ることを考えては？それが子どもたちのために

なるのでは？全国のモデルになれるような発想、取り組みを進める勇気を持っ

て欲しい。 

 

 スピード感を持って取り組まなければならないとは思うが、統合ありきを前提

で話を進めていくのは反対である。様々な意見を幅広く聞いた上で話を進めて

欲しい。 

 

 少人数でも工夫次第で学びの環境は大きく変わる。 

複式は･･･という考えで話を進めていくのは反対（失礼） 

 

 地域的に人口が少ないとか村部の（少なくなるスピードが速い）学校が不利（選

択の余地なし的な）となるような再編の枠組みであってはならないと思う。 

校区フリーの学校が市内に１校くらいはあってもいいと思う。 

 

 中学校の再編については、校区で分けるのではなく、校区を関係なく再編して

いただきたい。 

 

 人間関係が最も大きな検討課題かと思います。多人数による学びの深化が当然

考えられるが、決まった人間関係の中で困っている子どももいると思う。統合

というだけではなく、選択できる環境をつくりたい。 

 

 

（複式学級） 

 複式学級のビデオを見て大変驚きました。勉強に集中できるのか？と思います。

この授業を我が子に受けさせたくありません。現状頑張っている子どもさん、

先生には申し訳ありませんが、率直な感想です。 

 

 複式学級のビデオを見て、私の息子の場合、授業に集中できないだろうと感じ

た。 

 

 複式学級はデメリットばかりではないでしょうが、それでもデメリットは大き

いと思うので、なるべく減らしていただきたい。 

 

 複式は解消し、同学年のみの授業を受けさせてください。 
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 （複式学級が、）絶対に良くないとは思いません。少ないのが合う子どももい

るとは思いますが、大多数の子にとっては良くないと思います。 

 

 複式学級の授業風景の映像は、「複式学級は児童にとってメリットがない」と

いうことを強調されるような映像だったように思います。（同様の意見あり） 

 

 

（その他） 

 人数を減らさないための施策はやっていないのか。豊岡で学びたいと思う教育

や環境を目指し、提供して欲しい。 

 

 豊岡市として全保護者、住民にアンケートをとったらいかがですか？ほとんど

の方が統合するしかないと思われているのでは。スピード感がなければ住民は

そっぽを向きます。（同様の意見あり） 

 

 部活動やクラブ活動に民間の活用をしっかり考えて、子どもたちに様々な機会

や経験を与えて欲しい。 

 


