資料３

アンケート自由記述≪10月16日～29日≫
101件の貴重なご意見をいただき、誠にありがとうございます。
市としては、今後、小中一貫教育を全市的に推進していきます。多度地区においては、モデル地区
として施設一体型小中一貫校の設置を目指しており、そのためには、保護者や地域の皆様等のご理
解・ご協力が必要であると考えています。これからも多くのご意見をいただきますようお願いいた
します。

質

問

桑名市の回答

具体的に小中一貫になるのか教えて頂きたいです。仕事をする際子どもを
預かってもらえる場はあるのか、1学級10人以下の学校生活は、将来大人
になった時にきちんと人間関係を築くことができるのか、不安が多くありま
す。早急な小中一貫教育の実現を希望します。今日発言された方は多数
が反対のようですが、実際子育て世代も反対多数ですか？

不安なお気持ち、しっかりと受けとめさせてい
ただきます。お子様を通わせたい学習環境と
は何か、保護者や地域、教職員の皆様と考
えたいと思います。
また、今後、子育て世代を含む多度の方々に
アンケート調査を実施し、それによりご意見
の把握を行う予定です。

もう決定したのですか？ 良い事ばかりにスポットを当てていますが、いじめ
などが起きる可能性が高くなるのではないですか？ 外国語の授業が増え
るのは賛成ですが… 小学生には負担が増えますよね。多度町の住人の意
見は…？ 少し一方的だと思います。私は反対させて頂きます。施設をこわ
して造るなら多度住人にも意見をきちんと聞くべき。ここを無視してはいま
せんか？メリットばかり説明する会ですね。

文部科学省が実施した小中一貫教育につい
てのアンケートでは、小中一貫教育を導入し
た市町村の70%ほどでいじめの原因である問
題等が減少したとの調査結果が公表されて
おります。2020年度から開始される新学習指
導要領では、プログラミング教育や英語教育
の必修に伴い、小中一貫教育に関わらず、
小学生の授業時間が増加することが決定し
ております。
まずは「子どもたちにとって良い環境、学校と
は何か」を具体的に保護者や地域、教職員
の皆様と一緒に考えるところから始めていき
たいと考えております。

教育長の説明は一般的な発表と感じる。一貫校として例に挙げた藤原とみ
さとの2校は全く多度町と似ても似つかぬ学校であり、住民の思いがあって
できあがった学校である。多度町の場合、一貫校とする意味が理解できな
い。大きな問題は、1000人を超える児童生徒数とその人数をかかえる敷地
の2点。小の教師が中の教科内容を知らない(その逆も…)→教育委員会、
管理職の指導の問題である。研究で、小中のつながりを明記する等あれば
OK。No.11の教室の体型は、30年以上も前から取り組んでいる。一貫化と
は関連はない。議論型が大事であることと一貫化とは関連がない。悪いけ
れども、とってつけた説明だと思う。どういう構想で動いているのか。今話す
と住民が反対するから詳しい説明をしぶっているのではないか。全員ここが
知りたがっているのだと思う。一貫化は多度町には不必要である。小中連
携は桑名市で一番活発にされていると感じている。分離型で充分。中1
3 ギャップと一貫化とも関連はない。教師・子ども・環境で十分対応できる。13
パーセントの中に多度町が入る必要はどこにもない。一貫化する→校長1
人にすると、教師を余分に配置できる。→けしからん考えだと思う。（多人数
になれば、子ども一人に関わる時間が不足する。）教師の負担…いろんな
考えがあるが、現在でも負担があると思う。No.29 1～5は解決できる。その
方法・対策は…。教育長の説明の中に1000人を超えること、敷地候補地の
説明がありませんでした。前回、前々回、その前と同じ説明でした。ここの
説明をしないということはやはり誠意を感じることができません。

今回の一連の説明会は、今後、どのような学
校を目指すのかなどについて、皆様と検討・
協議する場を設ける前に、小中一貫教育や
小中一貫校について、より知っていただくた
めに実施しました。
施設一体型小中一貫校の候補地や施設規
模については、保護者や地域、教職員の皆
様と一緒に検討していけるよう、現在、対話・
協議の場やアンケート等を計画していますの
で、是非ともご参加、ご協力をお願いします。
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多度青葉ができる時、西小と南小の子ども達は母校がなくなる事実に本当に心
を痛め、泣き、その経験を抱えて苦しい思いをしながら小学校を卒業した。今ま
た小中一貫校をつくるために青葉が無くなる計画があることを知り、子ども達は
「大人の都合で勝手だ！」と憤慨している。青葉ができてまだ６年程なのに「な
ぜ又、多度で？」なのか。ならば何故、西小・南小のままで新たな今の話になる
という段取りがなされなかったのだろうか？教育行政の失策です。安易に考え
ていないか？「多度」の子どもをまた泣かせるのはやめてほしいと強く望む！！
子が泣けば親も地域も苦しむとわかっているか？なぜ多度なのか納得できな
い。一度2つの小学校を1つにした時に「今後の予定はない」と市担当者の回答
があったはず。それなのに、舌の根も乾かぬうちにこの話が示される桑名市の
姿勢に不信感を抱いている。青葉で言えば、「バスは2台」と保護者に説明会で
言いながら、今だに1台という現状ではないか。説明会は形でだけで、子ども・
保護者・地域の声を真剣に受けとめて、本当に子どもの為に教育行政が対応し
てきていないことを目のあたりにしてきた者にとって、「この説明会は何のた
め？」と疑心暗鬼である。もっと言えば、小中一貫教育は多度に必要なのか(市
の中でも1番にあがるほど)？ PTAとして今までで様々な行事や会合に出てき
4 た中で、多度は前から幼稚園から中学校までの保護者、先生、地域の皆さんと
ひざを突き合わせて話をすることも多く、何を今さら言っているのかという感じが
する。必然性を感じないし、むしろまた、子ども・保護者・地域を苦しめるのでは
ないかと思う。多度のことをどこまで理解しているのか。大きな疑問である。(先
に計画ありきではないのか？) 青葉の時に東小が統合から抜けても教委の指
示でそのまま計画通りに進められ、保護者同士もギクシャクした。そういう学校
を抱えていることを、どこまで行政の責任として把握しているのか？(「多度のこ
とをなめている」としか思えない！！) 計画の凍結をすべき！地域の声からス
タートしていくべきである。熟議が必要！！ また、青葉の時に保護者からみて
「新しくできたのに学校の先生方への市の支援はたったこれだけ」と思うほどお
粗末であった。ゆえに、いくら話を聞いても信用できないのが本音。(当時の青
葉の保護者は同じ思い。) 具体的な方針も示されない説明だけで、後で突然
計画が下りてくるのは許せないし、青葉をはじめ多度の苦い経験した者の声を
反映したものでなければ、地域と学校との間は離れてしまい、今までの多度地
区の学校サポート体制は弱まり(青葉はしばらくそうだった)、「コミュニティース
クール」も遠のく。多度の良さがなくなってしまう！！

今回の一連の説明会は、今後、どのような学
校を目指すのかなどについて、皆様と検討・
協議する場を設ける前に、小中一貫教育や
小中一貫校について、より知っていただくた
め実施しました。青葉小学校の統合事例を更
に検証しながら、他市町の統合事例なども参
考にいたします。まずは「子どもたちにとって
良い環境、学校とは何か」を具体的に保護者
や地域、教職員の皆様と一緒に考えるところ
から始めていきます。

議論をしていく中で、多度の方がいなかったのはビックリした。話が出た時
点で、もっと多度の方をふくめて議論するべき。長島が隣接校であるのなら
ば長島をモデル校にするべきだと思った。市長が多度出身だから多度をモ
デル校にして公約を実現できたと言いたいのかと思った。元校長先生の話
が聞けてとても良かった。一貫にするメリットがほとんど伝わらなかった。教
育長の話を聞くと、必ず小中一貫校を多度につくるという方向に向いている
としか思えない。小中一貫校を多度につくるのを反対する方が多かったら
5 つくらないという事もあり得るのか。

学校教育あり方検討委員会では、市におけ
る小中一貫教育について多度地区に関わる
方を含めた、市の教育に関わっていただいて
いるPTA代表や青少年育成市民会議の代
表、民生委員児童委員協議会連合会等の
方々に議論していただきました。
まずは、皆様と小中一貫教育の考え方を共
有し、「子どもたちにとって良い環境、学校と
は何か」を具体的に保護者や地域、教職員
の皆様と一緒に考えるところから始めていき
たいと考えております。

子どものために本当に有効な教育と思われますが、物理的に現状ではむ
ずかしいのではと思われる。少人数の教育は教育でメリットはたくさんある
ので、保幼小中高の連携を密にすることを大切にしていく方向で見直して
ほしい。具体案の提示をしてほしい。小学校名の変更の時も住民の思いは
反映されずに進められたことを思い出しました。←多度町役場と多度中小
の立地条件の矛盾も思い出されました。住民の思いをしっかり受けとめて
進めていってほしい。

少人数教育の良さも確かにあると認識してお
りますが、2020年には学習指導要領が改訂
され、集団で議論する取り組みが増えること
から、１つのクラスに一定数の児童・生徒規
模が必要であると考えています。
また、将来、子どもたちが、社会環境の変化
に対応できる大人になるためには、子ども時
代に一定数の友達と触れ合える教育環境が
ふさわしいと考えています。
市の思いだけで進めるのではなく、保護者や
地域の皆様のご意見、思いをしっかりと受け
止めながら検討を進めていきたいと思いま
す。
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今日の説明会では小中一貫はかなり難しいところが本音だと思います。地
域の人の反対意見もあり、1000人もの人数と教師が一体となり学び舎の場
所の確保もできてないままこの話をすすめるのは非常に大変だと思いま
す。それであればまず子供達の意見アンケートもきき、いきなり小中一貫に
することではなく、隣接校でもいいのでまず小学校の在り方を考えていくべ
きだと思います。

まずは保護者や地域、教職員の皆様と一緒
に対話・協議を進めながら、小学校のあり方
も含め、子どもたちにとって一番良い環境、
学校とは何かを考えていきます。
もちろん、子どもたちのご意見も重要ですの
で、収集方法や時期を含めて検討していきま
す。
小中一貫教育は現在の小中学校のまま、分
離型・隣接型として実施することができます
が、多度地区については、今後の児童生徒
数を見越して、今が対策を講ずる時期と考え
ています。また、新しく学校を設置するのであ
れば、より高い効果が見込める施設一体型
の小中一貫校がふさわしいと考えています。

一貫教育の良さは良く分かりましたが、すぐに一貫校にした方が良いとも悪
いとも思えません。いなべや津の一貫校は全校生徒数が多度よりもっと少
ないからうまくいっているのではないでしょうか。支所、中小や中学校地で
はとても子ども達が生活できる場ではないと思います。多度の一貫校が実
験ではないと言っていましたが、桑名市ではじめてできる学校なら、きれい
ごとではなく、やはり実験校になると感じています。子どもにとって何が一番
いいのか、また教師にとっても何が一番なのかもう少し考えるべきです。一
番は学校場所です。一貫校にするなら今よりもっと広い土地に立派な建物
を建てて下さい。1000人の子が生活できる場をしっかり確保してください。で
なければ、せっかく作る意味がないと思います。今のままで中小や多度中
を使うなら一貫校にせず今の学校のままでいいです。運動場すらとれない
ような学校では子どもの健全な発達はのぞめません。のびのびと生活でき
8 る場ではありません。そのような環境では学力の向上ものぞめないと思い
ます。将来的にはもしかしたら廃校となる学校もでてくるかもしれません。そ
うなれば一貫校にしておくという手もあるのかと感じてしまいますが…。もっ
と話し合い、多度の人の意見を聞くべきです。どうか広い土地を用意して下
さい。桑名市中の方が一貫校についてもっと勉強して議論して何が子ども
の為になるか深く考えることが必要だと思います。新しい土地がない限り賛
成はできません…。小中一貫教育の話と一貫校を作るという話は全く別物
と受け取りました。一貫校を作るということでは、もっともっと後でもかまわな
いと思います。中小や中学校に子どもをつめこむつもりなら、今ではないと
思います。

まずは「子どもたちにとって最適な学習環境と
は何か」について意見を出し合い、保護者や
地域、教職員の皆様と広く意見を交わし、多
度地区に最適な学校施設の規模を一緒に考
えたうえで、最適な学校施設の規模を決定し
ていきます。
また、小中一貫教育を行う中で、施設一体型
小中一貫校を設置することは、最も効果的と
考えており、学校の小規模化が進んでいるこ
と等の理由から、多度地区をモデル地区と選
定いたしました。多度地区の今後の児童生徒
数を考えると、今が対策を講ずる時期と考え
ています。

7

住民の意見をおきざりにして、計画だけ進めないようにお願いしたい。デメ 先進自治体ではデメリットを解消するための
リットに対する具体的な対策、説明がほしい。
手立ての一例として、小学校高学年のリー
ダー機会の減少を解消するために、校舎やフ
ロアの区分を利用し、成長段階の演出や行
事を工夫されています。また、教職員の負担
軽減のために、教員の加配が行われていま
す。
9
このような先進的な取組を研究するとともに、
今後、施設一体型小中一貫校の基本構想・
基本計画を策定していく中でデメリットの具体
的な対策等についても、保護者や地域、教職
員の皆様からのご意見も踏まえて提示してい
きたいと考えています。
事前情報が足りない。議論の進め方として、事前に資料を配付して頂きた
い。また、小学校を合併した後の結果・効果を教えて欲しい。検討委員会に
は今回対象となる多度町の町民をオブザーバー参加させて欲しい。市長の
実績作りは大いにけっこうだが、市民のためになるのか、よくよく検討され
たい。
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施設一体型小中一貫校は、児童生徒の異学
年交流や一部教科担任制などを日常的に行
うことができ、小中一貫教育を行ううえで効果
が高いと考えています。また、これからの学
習環境としては、１学級に一定規模の人数が
必要であると考えており、多度地区の全ての
児童がそのような環境で学習できるようにし
たいと考えています。保護者や地域の皆様の
参加については、現在、基本構想策定に向
けて、一緒に考えるために対話・協議の場を
計画しています。

小学校統合だけで良い。基本構想が決まっていないのに、小中一貫教育を
決定しないで下さい。基本構想が子どもにとって良いもの、納得できるもの
でなければ合意できません。財政難の桑名市がムリヤリ作っている感じで
す。多度町民は、選挙公約で言ってしまったため「市長の実績づくり」だと感
11 じます。最近皆そう言っています。ぜひ市長にお伝え下さい。

多度地区での施設一体型小中一貫校の基本
構想については、現在、小中一貫教育につい
て説明させていただいている段階です。今
後、保護者や地域、教職員の皆様からご意
見をいただきながら、まずは「子どもたちに
とって良い環境、学校とは何か」を具体的に
皆様と一緒に考えるところから始めていきま
す。

場所、構想等一貫教育にするなら早急に決めるべきだと思います。現状の 小学校の１クラスあたりの人数については、
ままは人数が少ないからよく考えてほしいです。一貫教育になったら小学 国及び県の基準で決まっています。国の基準
校１クラス何名にするのですか？
では１年生は35人、２年生以上は40人まで1
クラスで編成することになっています。しかし
ながら、三重県では一部で緩和する措置が
取られており、桑名市でもその基準に合わせ
て、小学２年生は35人までとしています。仮
に、平成29年度の多度４小学校の児童数を
合わせ１クラス当たりの人数を積算すると、
28名～38名程度のクラスとなります。
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市としましても、新学習指導要領の実施に対
応するだけではなく、将来、子どもたちが、社
会環境の変化に対応できる大人として活躍
するためには、子ども時代に一定数の友達と
触れ合える教育環境がふさわしいと考えてい
ます。

小中一貫には全面反対ではないです。が、やはり敷地が十分整うことが第
一条件です。中学校の部活が十分できることが大切だと思います。体育館
も小・中それぞれ十分に使えることも大切だと思います。スクールバスにも
不便を感じます。耐震面では今の学校では不安です。もちろんエアコンもつ
けて欲しいです！

不安なお気持ち、しっかりと受け止めさせて
いただきます。将来を見据えた子どもたちの
最適な学習・生活環境から、運動場や建物に
必要な規模や機能等を保護者や地域、教職
員の皆様と広く意見を交わし検討していきま
す。
学校を再編をしていく際のデメリットとして通
学距離・通学時間の課題があります。多度中
学校区は広域であるため、学校再編をした場
合、スクールバスの運行は必要であると考え
ます。適切な運行・管理となるよう、現在の多
度青葉小学校のスクールバスの運行等を更
に検証し、また、他市町の導入事例を研究し
て対応していきたいと考えています。

私は小中一貫教育は反対です。今の現状、子供達の為になるのか正直分
かりません。統合する事によって青葉小の時も色々な問題を聞きました。問
題があれば、よりよい環境を受けられる所か子供達の為にならないので
は？場所の問題、通学の問題、先生の問題。議論が必要だと思います。

小中一貫教育は、小学校と中学校が協力し
て９年間を通じた取組を行うことで、学習指導
面や生徒指導面をより向上させていく取り組
みです。施設一体型の小中一貫校では、日
常的に連携が可能となるため分離型等と比
較すると効果的な取組が実施できます。今
後、保護者や地域、教職員の皆様にも参加
いただき検討・協議を行う機会を設けていき
ます。諸課題については、その中で議論をし
ていきたいと考えています。

グローバル化や活用力など今まで自分が勉強したもと違ってきていること
が知れて良かった。今の社会人はコミュニケーション能力が低くなってきて
いるので、これからの授業を受けた子供たちが意見が言い合える時代に
なってくれると嬉しいと思います。1000人単位の学校になるといろんな問題
点が出てくることも知れた。しっかりと考えて意見をしなければならないと思
15 いました。

子どもたちがグローバル化、情報化など社会
情勢の変化に対応できる学力等を身に付け
るためには、施設一体型小中一貫校の設置
が効果的であると考えています。その中で子
どもたちが主体的・対話的で深い学びができ
るような取組を進めていきたいと考えていま
す。また、児童生徒数が多くなることによって
起こりうるであろう課題は、一つひとつ整理し
工夫しながら解決していきたいと考えていま
す。

13
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①まず小学校のみ統合し、連携型小中一貫校とすべき ②物理的に財政
的に施設一体型小中一貫校は財政的な問題から不可能である。7月の公
民館講堂で員弁高（20年前整備）の事例も参加者から出された。 ③市内
でハード・ソフト、著しい教育格差が発生する。 ④巨額借金計画ではない
のか。

多度中学校区の４小学校・1中学校の内、多
度中小学校を除く４小・中学校は国の学校規
模の基準にあてはめると、小規模校となりま
す。今後、多度地区はさらに小規模化が進む
ことが予想され、そのことで生じるであろう教
育格差を埋めたいと考えています。また、本
市の学校は、昭和40年前後から50年代に建
てられた学校が多く、今後、多くの学校が施
設更新の時期を迎えます。このことからも、施
設一体型小中一貫校の設置は小中一貫教
育の円滑な推進や小規模校への対策だけで
なく、老朽化が進む学校施設への対応にもな
ると考えています。

小中一貫校への期間が5年程度とお聞きし、大きな変化に子供が対応でき
るのか不安になりました。少子化老朽化の問題は理解できます。が、小中
を一貫するメリットはこちらにはないように思えました。中学校には野球場、
サッカー場、テニスコートは必要だと思いますが、そのそばで小学生の遊具
で遊ばせる安全面も気になります。

施設一体型小中一貫校では、児童生徒や教
職員の交流が容易で、専門性を活かした授
業の実施も効率的にできることから、子ども
たちの学力・学習意欲の向上にもつながると
考えています。
グラウンドの安全管理等では先進事例を基
に適切な運営管理を行うことで、十分対応で
きるのではないかと考えています。
施設一体型小中一貫校へ移行する際には、
子どもたちの負担軽減を最優先事項とし、綿
密な準備期間を設けていきます。

少子化対応としての小中一貫としては必要性は分かりますので、その点か
ら説明された方が住民支持を得られると考えます。私としては母校が無くな
ることの悲しみはあっても、「今のまま」がこれからも続くとは思っていませ
ん。但し、予算の一番かからないと思える「多度中小への全小学校統合」で
良いのではないかという思いもぬぐえないです。事業費の見込みは示して
頂きたいです。

市としましては、子どもたちがグローバル化、
情報化など社会情勢の変化に対応できる学
力等を身に付けるためには、施設一体型小
中一貫校の設置が効果的であると考えてい
ます。今後、その施設に必要な機能や規模
等については保護者や地域、教職員の皆様
と一緒に考えていきたいと思います。
事業費については、建設する敷地や施設の
条件によって大きく変わりますので、現段階
ではお示しできない状況にあるため、検討が
進みましたらお示しさせていただきます。

とにかく、一番に子供たちへの意見を聞いて頂きたい。中学生で感じる
ギャップがあるのであれば、小学生が感じるギャップはどうされるのか？
700名もの子供たちが集まったとしたら青葉のように色々な問題が多く出て
いかないのか？この不安のままでは、子どもを通学させるのも悩みます。

不安なお気持ち、しっかりと受け止めさせて
いただきます。
もちろん、子どもたちのご意見も重要ですの
で、収集方法や時期を含めて検討していきま
す。
小中一貫教育を通して、中学校進学時に起
きやすいとされるいわゆる中１ギャップは、小
学校と中学校の接続を滑らかにする取組を
行うことで、子どもたちが感じている不安の軽
減を図りたいと考えています。
また、多度地区の学校再編では、青葉小学
校の統合事例や他市町の統合事例を参考に
しながら、子どもたちの不安を解消することを
最優先に進めていきたいと考えています。

先生も子供も不安な環境で良い環境ができるのか？

小中一貫教育の全市的導入・施設一体型小
中一貫校の設置に向け、一つひとつの課題
を整理し、不安を解消しながら進めていきた
いと考えています。
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実際の小中一貫の教育の内容について詰められていないと感じる。小中一 小中一貫教育の導入に関して十分検討し、
貫万能論みたいな進め方ではなく、しっかりと具体的な教員のフォロー体制 本市に合った形の小中一貫教育を導入して
などについて議論を深めるべきではないでしょうか。
いきたいと考えています。教員のフォロー体
制としては、初期段階の負担軽減が重要で
あると考えています。他市町の事例を研究し
たり、県の教育委員会や教職員とよく話し合
21
いをし、対策を行っていきます。

本日提示された場所では狭すぎて子どもがかわいそう。小さい小学校なり
のよさもあり、大きな学校になることでそこが失われてしまう（地域の子ども
同士の関わりが希薄になる） 学校と地域が連携して行っているような行事
はどうなってしまうのか？小中一貫にはせず、まずは連携の中でもっとでき
ることはしないのか。少人数になっていくことは分かっているが、まず学校を
ひとつにしてしまうのではなく、小規模学校同士の交流をもちながらディ
ベートなどはできないのか。モデル校の視察とのことだったが、規模が違い
すぎる。良いところのみ伝えられたが、実際に小中一貫にしたところの現状
や課題も知らせて欲しい。教育長の課題でなく実際行ったところの課題も参
考にしてほしい。

少人数教育の良さも確かにあると認識してお
りますが、2020年には学習指導要領が改訂
され、集団で議論する取り組みが増えること
から、１つのクラスに一定数の児童・生徒規
模が必要であると考えています。地域と連携
している行事などについては、多度町全体で
取り組む方が良いもの、各地区ごとに行う方
が良いものなどの点について、一つひとつ協
議していく必要があると考えています。小学
校と中学校の連携については、今までも行っ
てきておりますが、距離や時間的な問題もあ
り、日常的な取組は難しい状況です。施設一
体型の小中一貫校では、より効果的な取組
ができると考えています。先進事例で発生し
た課題についても、その状況や対応策につい
ての聴き取りを続け、継続して研究を進めて
いきます。

説明会は理解できた。賛成意見も反対意見も理解はできる。伝統ある学校
なのかもしれない。９年前に多度に引っ越してきたので、地元意識は低い。
どのように進んでも、子供のための目線でこれから考える機会を頂いた説
明会でした。何も知らなかったので。説明会長いです。子供を家へ留守番さ
せてきたので。

説明会は1時間30分を予定していたにも関わ
らず、熱心にご意見・ご質問をいただいた為、
延長することになり申し訳ありませんでした。
今後は、終了時間が大きく遅れることが無い
ようご意見等をいただけるよう努めてまいりま
す。
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小中一貫教育が悪いことだとは思っていません。今後の教育にとっては良 現在、保護者や地域、教職員の皆様と一緒
いことかと…。ただ、より良い（子供にとって一番）方法もあるとは思います に考えるために対話・協議の場を計画してい
ので、もっと意見の吸上げを行って欲しいと思います。
ます。また、その場に参加できない方もみえ
ると思いますので、アンケート等を行い、多く
の方々からご意見をいただけるよう計画をし
24
ています。

反対ですが、建物（校舎）、体育館、グランド、プール等、充分なものができ 将来を見据えた子どもたちの最適な学習・生
ればOK。ただし、地域の方、保護者の意見を十分につかんでから考えてい 活環境から、運動場や建物に必要な規模や
く。
機能等を保護者や地域、教職員の皆様と広く
意見を交わし検討していきます。
25

子供達のメリットばかり連らねてあったが、本当にこれが良いのか疑問に感 市では、小中一貫教育を行う中で、施設一体
じた。新しい建物をたてずに（小中一貫校）をこのままの状態で上手く教育 型小中一貫校を設置することは、最も効果的
をすすめていく方向は無いかと思いました。
であり、多度地区の今後の児童生徒数を考
えると、今が対策を講ずる時期と考えていま
26
す。

それぞれの立場による賛成・反対の意見はよく理解できた。物理的な問題 今後予定している意見を交わす場づくりの参
等、山積しているとは思うが、最初から出来ないと言ってしまうのではなく、 考にさせていただきます。
どうしたら出来るのかを考えるべきではないか。あまり感情的にならずに冷
静に意見してほしい。（論点がズレる） ある程度決めてから「こうなりま
す。」で良いのではないかと思う。いろんな意見を取り入れるのは、大事だ
27
と思うが、素人に素案は作れない。子どもは大人が思っているより柔軟だと
思う。親の片寄った考えによる「荒れ」も、その年頃に少なからずある反抗
の言い訳にされているのではないかと思う。悪いことだけではない。

やめて下さい。いろいろお金の出所はあるようですが、市長のいう「子ども 施設一体型小中一貫校を設置することは、小
たちに負担を残さない、借金をつくらない」に反して、変わりはありません。 中一貫教育を円滑に行うことができることだ
わかって下さい。
けでなく、小規模校への対応、老朽化する学
校施設への対応についても効果的であると
28
考えています。

多度の子どもたち、多度の住民の思いをしっかりと聞き進めてほしいと思い
ます。広い運動場・大きな体育館・新しい校舎・図書館、全てがそろった学
校であれば、皆が納得できると思います。多度の全ての子ども、住民がど
29
んな思いであるか、どう意見を聞いてもらえるのでしょうか？アンケートをと
れば反対多数なのでは？と思います。

今後も子どもたちにとって最適な学習・生活
環境について保護者や地域、教職員の皆様
と意見を交わす機会を多く設け、検討してい
きます。また、広くご意見を頂くためにアン
ケートの実施も併せて検討しています。

学力向上を目指すにあたって、来年度、東小の複式学級について、考えて 複式学級は、児童や教員に多くの負担や不
いただきたい。
安を与えることになると考えています。どのよ
うな手立てが有効かについても十分検討しな
30
がら次年度に向けて諸準備を進めていきた
いと考えています。
住民の意見を参考にして、住民と一緒に、と何度も言っておられましたが、 何が子どもたちにとって、地域にとって良い学
今回の説明会の意見をふまえるならば、やはり、小中一貫ありきで進めて 校になるのか、ゆっくり丁寧に保護者や地
域、教職員の皆様と対話・協議をしていきま
31 はいけないのでは。
す。
場所、いつから？ 学校のレイアウト図
32

メリットに対する説明は有ったが、デメリットに対する掘り下げ、対策案が少
ない（内容が薄い）。体育館は一つ？小中校生で共用するのか？議論を充
分した上で決めて頂きたい。見切り発車だけはやめて頂く様願います。○
○氏を支持するワケでは無いですが、意見の検討は必要と思います。「多
33 度の事は多度の人間で」も理解出来るが、多度だけでは冷静な判断は出
来ない。但し、多度の人間が議論に入らない事はダメ。地元の人間の意見
は重要。

今後、保護者や地域、教職員の皆様と一緒
に考えるための対話・協議を行ったうえで、決
定していきたいと考えています。
一つひとつの課題等を整理し、手立て等を検
討しながら進めていくことが必要であると考え
ており、保護者や地域、教職員の皆様との対
話・協議の場を計画しておりますので、ぜひ
ご参加いただければと思います。

中１ギャップがとても心配です。反対意見の方もみえると思いますが、子ど 不安なお気持ち、しっかりと受け止めさせて
もの為に少しでも早く進めていってほしいです。小学校の格差が一番困って いただきます。小中一貫教育は、今まで行っ
います。
てきた小中連携よりも、更に小学校と中学校
のつながりが強化されることから、いわゆる
中１ギャップの解消に効果があると考えてい
34
ます。さらに、施設一体型小中一貫校では、
より高い効果が期待でき、小規模校への対
応にもつながると考えております。賛成・反対
双方のご意見をいただきながら検討を進めて
いきたいと考えています。
（全て決まっている？のかな？）と感じてしまいました。なぜかな？まちがっ
てたらスミマセン。先生方の負担増が心配です。管理職の資質向上が大き
な課題ですが、その手立てはあるのですか？時間の確保が可能かな？
トータルで…桑名の財政難が気になります。
35

現時点では、設置場所やいつ開校するか等
ついては決定していません。不安なお気持
ち、しっかりと受け止めさせていただきます。
管理職だけでなく教職員の資質向上に向け
た取組は現在も実施しております。
事業の実施にあたりましては、市全体の財政
状況を勘案しながら、必要額や財源を決定し
ていく予定です。

もっと多度町内での話し合い、ミーティングが必要。小学校の統合、一貫教 現在、保護者や地域、教職員の皆様と一緒
育、どちらでも話がほしい。高校・大学もへいせつした大きな用地を購入す に考えるために対話・協議の場を計画してい
る必要がある。
ます。また、その場に参加できない方もみえ
ると思いますので、アンケート等を行い、多く
36
の方々からご意見をいただけるよう計画をし
ています。
小中一貫教育について有効な面が多くあることが理解できました。英語や 小学校の学習指導要領が2020年に改訂され
理科などの特別な分野のメリットが感じられる。得意分野の教科を伸ばすこ ます。それまでに、各教科をどのように系統
とができる。2020年に向けての期間が短いように感じられた。
立てて授業を行っていくか研究し、市の共通
37
カリキュラムを作成するように計画していま
す。
小学生や中学生にアンケートはとりましたか？

38

平成28年５月に設置された「学校教育あり方
検討委員会」の中で、公立小中学校の全小
学６年生・中学１年生（欠席者は除く）に小中
連携の取組や学級数等についてアンケートを
実施しています。結果については、市ホーム
ページに掲載されていますので、ご一読いた
だければと思います。

子供達にとって良い環境を一番に考えて欲しいです。「案」であって、全然
決まっている事が少なすぎて、もう少し決まってからの説明会の方が良かっ
たと思います。子どもの年齢も、今説明を聞いて今後対象に入るのかも不
明。小学６年生から中学１年生へ上がる時に不安な子どももたくさん居る事
39 は感じている。学力も桑名市内（大山田等）に比べて多度は低い為、英語
だけでなく全体的に学力も向上するのであれば良いと思います。

現在、皆様と一緒に考えるために対話・協議
の場を計画しています。今後、「子どもたちに
とって良い環境、学校とは何か」を具体的に
保護者や地域、教職員の皆様と一緒に考え
ていきます。
もちろん英語だけでなく他の教科についても
学力学習意欲の向上を図っていきたいと考え
ています。

小中一貫教育は一応理解できるが、多度地区としての環境（人口）は現状
フローラル地区のおかげで増加しているが、今後、頭打ちとなり、人口減少
となり、小中一貫校としての意味がなくなるのでは？はっきりと少ない学校
を廃校にしたいと本音を言うべきでは？

学校規模の適正化を図り教育環境の整備等
を行うことで、集団活動を通して、多様な考え
に触れ、認め合い、協力し合い、切磋琢磨す
ることを通じて児童生徒一人ひとりの資質向
上や能力向上につなげたいと考えています。
施設一体型小中一貫校の設置は、小中一貫
教育を円滑に推進するだけでなく、児童生徒
の減少への対策等にもつながると考えていま
す。

失敗するような気がするので反対です。あおば小の合併も失敗だったの
に、また合併を考えることは検討してほしい。現在、一貫校になっている三
重のケースは質問にあったように、少なすぎてどうしようもなくなったケース
のように思う。多度でやらずに他の地区でやってほしい。

多度地区の児童全員が多度中学校へ進学
すること、多度地区の４小学校の内３小学校
が小規模校で、複式学級が生じる可能性も
あります。このことから、多度地区が施設一
体型のモデル地区に選ばれました。
今後、保護者や地域、教職員の皆様のご意
見をいただきながら不安や疑問なことが残ら
ないようにゆっくり丁寧に進めていきたいと考
えています。

反対です。

今後も説明会の実施や対話・協議の場を設
けることで、小中一貫教育や施設一体型小
中一貫校の必要性についてご理解頂けるよ
う努めていきます。

No33のとおり、いつごろ建てるのでしょうか？どこに建てるのでしょうか？
時代が変わったからそうなるのでしょうが、それが本当にいいのかは、不
明。子供の増・減数は見込めるのか？ 結構事業費はかかりそう…見込め
るのか？ 長かった…。

事業スケジュールや事業費は、建設する敷
地や施設の条件によって大きく変わりますの
で、現段階ではお示しできない状況にありま
す。
今後、社会情勢の変化に対応できる子どもた
ちの最適な学習・生活環境について、皆様と
一緒に考えていきます。
長時間に渡る説明会にご参加いただき、あり
がとうございました。
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建設場所の話がありましたが、フローラルにある（現在もあるかわかりませ 公共施設マネジメントの方針からまずは、学
んが）桑名市事業予定地に建設することも検討してはいかがでしょうか。
校教育あり方検討委員会で示された比較的
広い公共施設用地、３案（多度中学校、多度
町総合支所、多度中小学校）の検証をしてま
44
いります。今後の協議から必要があれば別
の土地も検討対象となると考えています。
①複式学級、小規模校への対応は必要だが、現実的に市内全域に施設一
体型の小中一貫校整備は、財政的に極めて困難で、仮に多度地区で実施
した場合、市内にハード・ソフトを中心に著しい教育格差が生じる。②学力
格差も生じることは、資料No26、一体型の向上63％、隣接型40％、分離型
38％で明らかで、市内の教育・学力格差が発生する。③小中一貫校で子ど
も達が豊かになるとは思えない。

多度中学校区の４小学校・1中学校の内、多
度中小学校を除く４小・中学校は国の学校規
模の基準にあてはめると、小規模校となりま
す。今後、多度地区はさらに小規模化が進む
ことが予想され、そのことで生じるであろう教
育格差を埋めたいと考えています。施設一体
型小中一貫校の設置は、小中一貫教育を円
滑に推進すること、小規模校への対策、老朽
化が進む施設への対応につながると考えて
おり、全市的に進めていく方針です。なお、施
設の整備に関しては一斉に行うことはご指摘
の通り難しく、順次整備していくことになりま
す。
小中一貫教育の導入自体は、施設分離型・
施設隣接型で全市一斉に行う予定であり、全
体の学力の底上げ等を目指していきたいと
考えています。

週休２日、２学期制など、いい加減な対応で子供達をふり回した実績があ
るので、やるなら責任感、使命感を持って取り組んでいただきたいです。今
日の話では未来がぼんやりで、いい方向に向かうとは思えないプレゼン
だったので賛成はできません。

小中一貫教育については、今まで培ってきた
小中連携の経験を活かしつつ推進していきた
いと考えています。子どもたちが戸惑わない
よう十分配慮しながら進めていきたいと考え
ています。施設一体型の小中一貫校の建設
につきましては、子どもたちを中心に据えた
施設を第一に考え、保護者や地域、教職員
の皆様のご意見を参考に進めていきたいと
考えています。

内容として、小中一貫である必要がないと思われる内容が多かった。特に
学習能力の向上については、一貫でなくても単体でも可能と思われるし、
データのエビデンスも全くわからなかった。分離型でも40％弱向上している
のはなぜ？分離と隣接でほぼ同じなのはなぜ？

９年間を通して各段階での学習の振り返りや
小学校、中学校の学習内容の関連性を持た
せた取組が行えるのは、小中一貫教育の特
徴であり、先進事例によると学力・学習意欲
の向上につながる一助になるとされていま
す。
また、小中一貫教育は、それぞれの学校の
距離が離れている分離型や隣り合った隣接
型でも実施できますが、最も効果的に運用で
き、効果が高いのは、小学校と中学校の教職
員が常時連携できる一体型であると考えてい
ます。

私的には学校区の編成をしていただきたかったので、今回の一貫校は賛
成です。団地以外の地区は子供の人数は大変少ないです。うちの子の分
団は４人目の時には最終的に１人になります。場所等の問題でもし実現し
なかったとしても子ども達の時間が大事にされるよう、安全を守れる事、ま
た体力の維持を含め、再編成も考えてもらえたらと思います。今と未来で
は、子どもに係る問題は変わっていくのはよくわかるので、一貫校に向けて
48 進んでいけたらと思います。子供達の意見、また住民投票も検討いただき
たいと強く思います。

現在、皆様と一緒に考えるために対話・協議
の場を計画しています。また、その場に参加
できない方もみえると思いますので、アン
ケート等を行い、多くの方々からご意見をい
ただけるよう計画をしています。
子どもたちのご意見につきましては、参集方
法や時期等含めこれから検討していきます。
なお、保護者や地域、教職員の皆様と十分に
対話・協議したうえで事業の方向性を検討し
たいと考えてますので、住民投票を行う予定
はありません。ご了承ください。
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小中一貫教育のしくみについて、とてもわかりやすく、これからの日本の教 今後も、子どもたちの視点に立ち、子どもたち
育のあり方、大切さがよく理解できました。率先してチャレンジすることは大 を中心に据えた学校教育が展開できるよう進
49 事なことだと思います。大きく変化するのは、本当に大変なことですが、今、 めていきます。
行動する時なのだと思います。

用地に関しては、都市部をご参考にされてはいかがでしょうか？（工夫をし
て下されば何とかなるかと…） 失敗することを考えるより、子供達と学校の
可能性を信じたいと思います。（昔からの多度にどっぷりの教育ではないも
のを求めている親です）

都市部の事例としましては、京都市にある、
住民の意見を反映して造られた先進事例の
凌風学園や様々な機能を複合している御池
中学校を視察し、参考にしていますが、頂き
ましたご意見の通り、検討内容が近い事例を
参考にしたり、保護者、地域、教職員の皆様
からご意見をいただきながら、様々な工夫を
することで事業を進めていきます。
子どもたちと学校につきましても保護者、地
域、教職員の皆様と一緒に、可能性を最大限
に発揮するためにはどんな学習環境や生活
環境がいいのかを考えていきます。

多度幼稚園・保育所との連携は想定されていないのでしょうか？園の隣に
平らな、数年前まで臨時駐車場に使うしかなかった広い土地があります。
（今は太陽光発電を設けてしまいましたが…） なぜ、そちらに学校を作ると
いうアイデア出ないのか不思議です。地主と本気で交渉してはどうですか。

公共施設マネジメントの方針からまずは、学
校教育あり方検討委員会で示された比較的
広い公共施設用地、３案（多度中学校、多度
町総合支所、多度中小学校）の検証してまい
ります。今後の協議から必要があれば別の
土地も検討対象となると考えています。

１人当りの質問時間を決めてください。

説明会では、多くの方々から質問やご意見を
いただきたいと考えています。今後は、決め
られた時間の中で、数多くの方々にご発言頂
けるよう工夫していきます。

50

51

52

小中一貫校を実施するかどうかは、地区の住民へ、投票で問うべきだと思 現在、皆様と一緒に考えるために対話・協議
います。
の場を計画しています。また、その場に参加
できない方もみえると思いますので、アン
ケート等を行い、多くの方々からご意見をい
ただけるよう計画をしています。
なお、保護者や地域、教職員の皆様と十分に
53
対話・協議したうえで事業の方向性を検討し
たいと考えてますので、住民投票を行う予定
はありません。ご了承ください。

小中一貫教育説明会なのに、小中一貫校の校名をあげる必要はあったの 市が目指す施設一体型の小中一貫校につい
でしょうか。小中一貫校の教員の話が聞きたいと思いました。
て、イメージがわきにくい参加者もあると考
え、三重県内の施設一体型小中一貫校を例
示しました。小中一貫校の教員の話を伺うこ
54
とについては、ご意見として受け止め、今後
の参考にさせて頂きます。
学校を作る場所の問題や人数が増える為、運動場が小、中それぞれある
のかなど問題が多い。

55

まずは、将来を見据えた子どもたちの最適な
学習・生活環境から、必要な機能や規模等を
保護者や地域、教職員の皆様と広く意見を交
わしたうえで整理し、場所につきましては学校
教育あり方検討委員会で示された検討候補
地（多度中学校、多度町総合支所、多度中小
学校）を中心に、さらに皆様と一緒に考えてい
きます。

小中一貫校を建設すると税金は上がりますか？予算はどこから出るのです 施設一体型小中一貫校を建設することで、市
か？敷地は、３案では狭いと思います。
税が上がることはありません。
財政面については、国庫補助金や地方債、
民間資金の活用など、市の財政にとって最適
な手法を多角的に検討していきます。
敷地につきましては、まずは、将来を見据え
た子どもたちの最適な学習・生活環境から、
56
必要な機能や規模等を保護者や地域、教職
員の皆様と広く意見を交わしたうえで整理し、
場所につきましては、学校教育あり方検討委
員会で示された検討候補地（多度中学校、多
度町総合支所、多度中小学校）を中心に、さ
らに皆様と一緒に考えていきます。

趣旨は理解できるが、現実的には厳しい。

小中一貫教育は、様々な形態で実施が可能
です。このことから、まず施設分離型・施設隣
接型で小中一貫教育を全市的に導入してい
きたいと考えています。
また、施設一体型小中一貫校の設置につい
ては、まずは、地域の皆様と小中一貫教育の
考え方を共有し、「子ども達にとって良い環
境、学校とは何か」を具体的に皆様と一緒に
考えるところから始めていきたいと考えており
ます。

多度で一貫校は必要ないと思う。

今後、多度地区はさらに小規模化が進むこと
が予想され、小中一貫教育を導入するだけで
はなく、学校規模の適正化を図り教育環境の
整備等を行うことで、小規模化で生ずるであ
ろう教育格差を埋めたいと考えています。
また、施設一体型小中一貫校を設置すること
は、小中一貫教育を円滑に行えるだけでな
く、小規模校への対応、老朽化する学校施設
への対応の一助となると考えております。

一貫教育で何をしたいのか、もっとはっきりさせて欲しい、今日の説明なら
今のままで十分だと思う。

小中一貫教育は、小学校と中学校が協力し
て９年間を通じた取組を行うことで、各段階で
の学習の振り返りや小学校、中学校の学習
内容の関連性を持たせた取組が行えます。
施設一体型の小中一貫校では、分離型など
と比べより効果的な取組が実施できます。

できれば、早くすすめていただきたい。

本市の学校教育を進めていく上での基本理
念である“夢を持ち 夢に向かって努力する子
を育てます”を合言葉に、子どもたちのより良
い教育環境整備に努めていきます。

先生方の御負担が軽減されない限り、こどもたちにとっての良い教育はか
なわないように思います。少人数の学校の統合は、また別のことだと思い
ますが、小中一貫の予算があれば、その分で先生の数を増やし、１クラス
ごとを少人数にしていただきたいです。

教職員の負担軽減については、小中一貫教
育導入に関わらず、十分検討していかなけれ
ばならない課題だと考えています。小中一貫
教育の導入においても教職員の負担軽減に
ついては、しっかりと対策していく考えです。
クラスについては集団活動を通して、多様な
考えに触れ、認め合い、協力し合い、切磋琢
磨することを通じて児童生徒一人ひとりの資
質向上や能力向上につなげるためには、一
定規模の集団の確保は必要と考えていま
す。

児童生徒数から実現可能なんでしょうか？既存の施設を利用する範囲で
は無理ではないですか？ ※小中一貫教育に反対ではありません。

今後、保護者や地域、教職員の皆様と一緒
に考えていく対話・協議の場での状況にもよ
りますが、本市では、施設一体型小中一貫校
の整備を目指しており、既設校舎を利用して
も教室数等が不足し増築することが必要と想
定しています。新しい教育方法や異年齢・多
世代交流を効果的に行うためには新しく校舎
を新設することが必要と考えています。

小中一貫校－小６→中１へはよいが、全体には小１→中３で同じ校庭を共
有してクラブ活動までは難しいのでは。今、先生方がとてもたいへんだか
ら、ここをなんとかしてほしい。小中は人数が現在ピークなので感じないか
もしれないが、子どもの人数が少ない所はどうしても統廃合になってしまう。
新しい校舎を建てるだけの価値があるのか。この予算で小中をつなぐ専科
（例えば英語）の先生をやとって、どの小学校ともつなげてほしい。

保護者や地域、教職員の皆様からもご意見
をいただき、クラブ活動や学習活動に支障が
生じないような施設にしていきたいと考えてい
ます。
教職員への対応としては、先進自治体の事
例を基に加配などについても検討していきた
いと考えています。
また、施設一体型小中一貫校の建設は、小
中一貫教育を行う中で最も効果的であり、老
朽化が進む学校施設への対応の一助になる
と考えます。
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建物を建てずに、今のままで小中一貫教育をやっていくのではダメでしょう 市では、小中一貫教育において最も効果の
か？
ある施設一体型の小中一貫校の設置を目指
64
しております。
質疑の途中から、多度地区の将来から話がズレてる。当人同士で話してく 市で推進する小中一貫教育について十分ご
ださい。
理解をいただけるよう司会・進行に努めてま
65
いります。
教育長の説明の中に、一貫校とした時の児童生徒数や３つの候補地につ
いて参加者に知らせないのは意図があるとかんぐってしまう。参加者がどう
いう映像を思いうかべているのかわからないままでいるのは残念だ。３候
補地の最優先となっているのが多度庁舎。どういう構想で、どういう展望
で、どういうことが目玉になるのか、参加者に知らせる必要がある。ぜひ、
次回を期待したい。
追及されてから、児童生徒数を参加者に知らせるのは遺憾である。人数の
変化等の資料もほしい。（10年20年後）展望を…と言っているが、あとから
知らせるのはおかしい。設計２年建設２年は…というより、これありきですす
めないでほしい。多度の小中連携は素晴らしいと思う。地域に根ざした温か
66 い教育がなされていると思う。78％の中で充分。わざわざ13％の中に入る
必要を感じない。教師の移動には時間がかかるという説明があったが、子
どもの方が苦労する時間が増えると思う。教育委員会が先頭に立って見な
おしをしてほしい。組織をつくり、予算をつかっても、多度の教育には『小中
一貫校は無理だ』と勇気をもって決断してほしい。市長・市議会を動かして
ほしい。危機感をもっています。そぐわない教育をおしつけてもらいたくない
です。教育長の考えをふり出しにもどしてほしい。

10月の説明会は、小中一貫教育など教育的
な観点を中心に説明いたしました。建設場所
につきましては、これから、保護者や地域、教
職員の皆様との検討・協議を経て決定してま
いります。平成19年度から推進している小中
連携では、一定の成果はあったものの、学校
間が離れていることで、子ども同士の交流や
教職員の打ち合わせなど、より深い連携が難
しい場面がありました。子どもたちにとってよ
り良い教育を行うため、多度地区において施
設一体型の小中一貫校を設置したいと考え
ています。

市の基本的な考え方（全貌）を示さないと話に乗ってこない。それを前提に
市民の声で変更調整していけば良いのではないか！責任のがれや実績づ
くり（参加者少い）をするな！小さい学校で先生が優秀ならBest！お金はい
くらかかっても良いのかの検討ができない。地域の皆さんの声でつくる学校
→いくらかけるのか、いつ頃なのか→基本的な考え方

今回の一連の説明会は、今後、どのような学
校を目指すのかなどについて、皆様と検討・
協議する場を設ける前に、小中一貫教育や
小中一貫校について、より知っていただくた
めに実施しました。
今後、「一番に子どもたちにとって良い環境、
学校とは何か」を具体的に保護者や地域、教
職員の皆様と一緒に考えるために対話・協議
の場を計画しています。そのような場で市の
基本的な考え方をお示ししていきます。

小中はわけてほしい。今のままでいい。高校進学へ不安が大きくなる。

グローバル化、情報化など社会情勢の変化
に対応できる学力等を身に付けるためや、高
度化していく学習指導要領に対応するために
小学校と中学校が協力して授業を行う小中
一貫教育は有効な方策と考えています。
また、高校進学への不安では、子どもたちが
成長する過程で意図的に必要な取組を設定
することで、高校進学時の不安を軽減してい
きたいと考えています。
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今回のような計画がある時点で、場所・完遂時期等、すでに見込みがある 今後も可能な限り情報をお伝えし、対話・協
はずなのですが、こちら側から質問しなければ情報がでてこないということ 議を行っていきます。
69 があると、役場のセンター化の時と同じで、不信感しかでてきません。全情
報を公開すべきです。
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質問３のワークショップ等の開催日程については、早めに決めていただけ
れば何時でも良いと考えています。

今後の計画の参考とさせていただきます。

小中一貫教育については、子供達の為には良い環境になるのかと説明を 多度の小中学校は、地域の風土や文化など
聞き思いました。ただ、今の学校環境もとても良い所もありますので色々考 に培われながら子どもたちが育成されてきた
えさせられる問題だと思いました。
歴史があります。新たに設置を目指す小中一
貫校でも、保護者や地域、教職員の皆様の
71
ご意見をいただきながら、良い所を取り入れ
ることができるよう工夫していきます。

一体型は無理です。絶対に反対(理由：土地がない)。児童生徒の減少はさ まずは、将来を見据えた子どもたちの最適な
けられない以上、みんなで知恵をしぼることは大切だと思います。
学習・生活環境から、必要な機能や規模等を
保護者や地域、教職員の皆様と広く意見を交
わしたうえで整理し、場所につきましては学校
教育あり方検討委員会で示された検討候補
地（多度中学校、多度町総合支所、多度中小
72
学校）を中心に、皆様と一緒に考えていきま
す。

無理な形での一貫はやめてほしい。「多度町の学校をこれからどうしていっ
たらいいか、みんなで考えていきたい。狭さを克服していく知恵…」といわれ
たが、すばらしい学校ができると思うのなら出てくるが…問題点が多い。今
よりいい環境ができるとは思えない。
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まだまだ解決すべき課題や問題点は山積し
ていると考えておりますので、子どもたちのた
めに保護者や地域、教職員の皆様と多度で
の最適な解決方法を、さらには、子どもたち
にとってより良い環境を議論し、どんな学校
が良いかを一緒に考えていきます。

不安が大きく、説明会も事業ありきで説明され、誰が納得しているのかわか 不安なお気持ち、しっかりと受けとめさせてい
りません。住民投票で決めたらどうですか？
ただきます。市としましては、保護者や地域、
教職員の皆様と一緒に小中一貫校について
考えるために、現在、対話・協議の場やアン
ケート等を計画しています。
ぜひ、そのような場所にご参加いただき、引
き続きご意見を頂戴し、今後の事業展開の参
74
考にさせて下さい。
なお、皆様と十分に対話・協議したうえで事業
の方向性を検討したいと考えてますので、住
民投票を行う予定はありません。ご了承くだ
さい。

これからの状況を踏まえれば、必要性があると感じた。場所と機能を住民と 保護者や地域、教職員の皆様と一緒に小中
一緒に考えてもらえたら良いと思う。
一貫校について考えていけるよう、現在、対
話・協議の場やアンケート等を計画していま
すので、是非ともご参加、ご協力をお願いし
75
ます。

小中一貫のメリットなど、大きな目標なんかは理解できたけど、具体的な点
はまだまだ何も決まってなく、説明会はまだ早いのではないかと思います。
もう少し多度町での問題を取り上げてもらった方が聞きやすい。グローバル
と言われてもピンとこない。

76

以前行いましたシンポジウムの皆様のご意
見、ご質問より、小中一貫校や小中一貫教育
とは何かご理解いただいてから、事業の具体
的な内容の対話・協議を行う必要があると思
い、今回の説明会を開催させていただきまし
た。
また、多度地区の問題を取り上げての説明に
つきましては、今後の説明会資料作成の参
考とさせていただきます。

34の３.危機管理の体制が強化されるは開かれた学校とどう関わるのか？ 平成32年度を目途に全小中学校にコミュニ
４.学校と地域の一体感の形成は現在以上に求められるのではないか？
ティスクールを導入していきたいと考えていま
す。このことは、地域の方々の思いを学校教
育に活かすことができると考えています。ま
た、学校運営に保護者や地域の皆様が参画
いただくことで、互いに信頼し合い、それぞれ
の立場で主体的に地域の子どもたちの成長
77
を支えていく、見守っていくような学校づくりを
進めていきたいと考えています。

今回は小中一貫の説明会だったからかもしれませんが、なぜ小中一貫を
多度ですすめていくのかの説明が全くなかったように思います。「なぜ多度
か」もう一度聞きたいです。今回の参加者は20人弱だったと思います。こん
なにも参加者が少ないことこそ問題だと思います。地域の方々に周知され
ていないと思います。もっとたくさんの人が興味・関心を持ってもらえるよう
な説明会を行ったりアンケートをとったり等工夫をしていただきたいです。
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多度地区の児童全員が多度中学校へ進学
すること、多度地区の４小学校の内３小学校
が小規模校で、複式学級が生じる可能性も
あります。このことから、多度地区が施設一
体型のモデル地区に選ばれました。
10月の小中一貫教育の説明会では、小・中
学校、幼稚園、保育所、保育園などからお知
らせしました。さらに11月の説明会では自治
会の回覧でも周知させていただいたところで
す。今後も、ご意見等をいただく場の設定や
小中一貫教育に関する周知にも努めていき
ます。

生徒数が一定規模以上ないと教育も設備も充実させられないと思います。
また学校は先生からだけでなく、友達からも色々な事を学び切磋琢磨して
成長していく場所と思うので、小規模では少数の友達からの影響だけで学
びの機会も限定され、友達選びもしにくいと思われます。せっかく合併させ
79 るなら、さらに教育や設備が充実させやすい小中一貫教育で、先生も連携
しギャップのない滑らかな教育を実施して頂き、スポーツや芸術面でも専門
コーチを置き、世界に通用する個性を活かせる総合的人材育成をお願いし
たいと思います。

多度地区における施設一体型小中一貫校の
設置に向け、保護者や地域、教職員の皆様
のご意見をいただきながら、より良いものを
創りあげ子どもたちが通いたくなる学校、子ど
もたちを通わせたくなる夢のある学校づくりを
進めていきたいと考えています。

小中一貫の有効性は良く分かりました。しかし、それをなぜ多度で実施する
のでしょうか。町内には四つの小学校、一つの中学校があります。なぜわざ
わざ小中一貫校を作るのでしょうか。財政的に厳しいと報じられる桑名市に
おいて、今ある学校をなくし、新しくする余裕があるのですか。また、多度は
各小学校の生徒が多度中学校へ集まります。すでに小中一貫となってはい
ませんか。具体例、個別の話は今後一緒にとのことですが、その具体例や
個別の話が出た後でも中断はできますでしょうか。具体例を聞いて、個別
の話を聞いて、では中止しようという声も出ると思います。その時に、「説明
80 会したでしょ。具体例話しましたでしょ。後は建てるだけですよ」と結果として
地域住民がおいてけぼりになっては意味がないと思います。

多度地区の児童全員が多度中学校へ進学
すること、多度地区の４小学校の内３小学校
が小規模校で、複式学級が生じる可能性も
あります。このことから、多度地区が施設一
体型のモデル地区に選ばれました。
小中一貫教育は、小学校、中学校の教職員
が一緒になって、子どもたちの９年間の学び
や指導に取り組みます。施設一体型小中一
貫校の設置を行うことは、小中一貫教育を円
滑に推進するだけでなく、小規模校への対
策、老朽化が進む学校施設への対応にもつ
ながると考えています。今後も、ご意見等を
いただく場の設定や小中一貫教育に関する
周知にも努めていきます。

明治維新と同等の多度(教育)維新は、多度町在住者がもっと真剣に対応し
ていかねばと思う。今のところ説明会で納得はしておりません。多度の子ど
も達が納得できる環境づくりをお願いしたい。一貫教育は分離型でお願い
したい。一体型は反対します。小規模校の良さを理解してほしい。中1ギャッ
プは環境づくりで対応できる。統合するのであれば、校区分けを議論しなけ
ればならないが、中学校はそのまま、青葉小を拡張して、多度中小を拡張
して、多度町の小学校を２校にする。３つの候補地は全て問題が山積して
いる。（多度中学校、多度中小学校は広げることが両校ともできない。）多
81 度庁舎→全く構想がうかばない。次回はこんな感じでと提案してほしい。子
どもの安全性…一番キケンな場所。新候補地は、考えていないでは、話に
ならない。
・反対強ければ見直すという返答→本当かなぁ。
・多度町の教育は小中連携で小中一貫教育はできているはず。一体型とし
て進めるのは反対！
・新候補地は考えてないでは話にならない。→見当たらない。南小山の南
の田んぼを購入。肱江川が蛇行しているので危険。無理だと思う。

現時点では、小学校を２校に統合する考えは
ありません。新しい用地の取得については、
現時点では考えておりませんが、基本構想・
基本計画を策定していくうえで、必要であれ
ば検討することになると考えています。今後、
保護者や地域、教職員の皆様のご意見をい
ただきながら進めていきます。

狭い敷地の中に子ども達を閉じ込めていいのか。運動場、プール、遊具な 多度中学校、多度中小学校を含めた、子ども
どもない。今より教育環境がおちる。果たして子どものためなのか。子ども たちからご意見を頂くことは必要と考えていま
す。収集方法や時期等を含めて検討していま
82 は不満が残る。多度中学校、多度中小など子どもは困っていない！！
す。
説明会の回数など多くとって、意見などを取り入れやすい環境を作ってほし 10月に６回、11月に２回の説明会を開催いた
い。
しました。依頼に応じて開催した説明会も５回
ございます。意見をお聞きする機会としては、
説明会以外にも、現在、保護者や地域、教職
員の皆様と一緒に考えるために対話・協議の
83
場を計画しています。また、その場に参加で
きない方もみえると思いますので、アンケート
等を行い、多くの方々からご意見をいただけ
るよう計画をしています。

７年前の3校統合（南・東・西）の折、展望のない単なる数合わせの統合に
東小は反発しました。私は町内小学校２校・中学校はそのまま残す。２校は
84 支所前の道路の南北（元西小は北側）にわける。学校は中小と南小を拡張
していく。自治会が２分されることが問題となるが、ここの説明が難しい。

現時点では、小学校を２校に統合する考えは
ありません。今後、保護者や地域、教職員の
皆様のご意見をいただきながら進めていきま
す。

1,000人のマンモス校に見合う規模の建物ができるのか。通学の心配。何
がなんでも進めていく感が否めない。

不安なお気持ち、しっかりと受けとめさせてい
ただきます。建物の規模や教室の配置など
については、保護者や地域、教職員の皆様と
一緒に知恵を絞り、子どもたちにとって最適
なものとなるよう、検討していきます。また、多
度地区の児童・生徒数は10年後の平成39年
には800人を割る規模になると想定していま
す。
市としても、通学に関しては非常に重要な事
項と考えており、保護者や地域、教職員の皆
様と密に協議を重ねていく予定です。
施設一体型小中一貫校を建てることを前提と
するのではなく、まずは「子どもたちにとって
最適な学習環境とは何か」という思いを、皆
様と一緒に考えるところから始めていきます。
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今の教育長はずっと続けて教育長なのか。リーダーが変わる事なく進めて 教育長だけでなく教育委員会事務局として
ほしい（一貫校になるのも、無くなるのも）
も、一貫性をもってしっかりと進めていきたい
と考えています。
86

非常に低いレベルの型にはまった悪い例としての行政の答弁、という印象 今後とも、保護者や地域、教職員の皆様のご
を持ってしまいました。
意見を丁寧にお聞きし、進めていきます。
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こういう機会があればまた参加したい。
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これからも保護者や地域、教職員の皆様から
ご意見等をいただく場を設けます。
ご友人の方などにもお声掛けいただきまし
て、多くの方とご一緒に参加いただきますよう
お願いします。

小中一貫校の設置は大反対です。なぜ、中学校までも廃校にするのです 市としましては、子どもたちがグローバル化、
か。1,000人もの児童生徒を抱える学校、そんな敷地がありますか。役場を 情報化など社会情勢の変化に対応できる学
壊すのも反対！！
力等を身に付けるためには、施設一体型で
小中一貫教育を実施することが効果的であ
ると考えています。今後、施設を検討する際
には、必要な機能や規模等について保護者
89
や地域、教職員の皆様と一緒に考えていきた
いと思います。
なお、多度町総合支所の今後について、確
定している事項はありません。

子供の将来を考えると良いと思うが、地域から子供の声が聞こえなくなるの 事業の実施にあたりましては、市全体の財政
がさびしい。（現在も西地区） 市に何か要望すると２言目には予算が無い 状況を勘案しながら、必要額や財源を決定し
との返事＝学校は別か。
ていく予定です。
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まずは、小学校の統合からはじめてください。一貫については賛成です。
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施設一体型の小中一貫校は、小中一貫教育
の取組が円滑に行え、最も効果が高いと考え
ています。多度地区には、そのモデル校を設
置したいと考えており、現時点では、小学校
のみの統合は検討しておりません。

絶対反対です。1,000人も入る学校をどうして造らなければならないのか？ 市では、適正規模は、９学年で700人から最
一方的に決めてくるのはダメです。
大1000人程度と考えています。また、多度の
児童生徒数は平成32年をピークに減少し、推
計から10年後の平成39年度に800名を割ると
予想しています。今後も、保護者や地域、教
職員の皆様のご意見をいただきながら進め
92
ていきます。

必要なし

小中一貫教育や施設一体型小中一貫校の
必要性について、今後もご理解頂けるよう努
めてまいります。

これからも細かく決定していった事の報告や説明を行ってほしい。

今後も、説明会や報告会等を計画していくと
ともに、現在、計画中の保護者や地域、教職
員の皆様と一緒に考えるための対話・協議の
場の結果やその他各段階において可能な限
り情報をお伝えさせていただきます。
また、ご友人の方などにもお声掛けいただき
まして、多くの方とご一緒に参加いただきます
ようお願いします。
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小中一貫校 多度モデル校 ありきの話の進め方に納得がいかない。風 多度地区における施設一体型小中一貫校の
土、行事が違う学校を統合するにあたり、上手く調和して小中一貫校を作っ 設置については、保護者や地域、教職員の
てほしい。
皆様のご意見等をいただきながら、現在それ
ぞれの小中学校が持っている地域との関係
95
や良さを受け継いだものを目指しています。
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小中一貫教育の必要性は理解できた。何事も変えていく、変わっていくこと 本市の学校教育を進めていく上での基本理
は大変だと思います。
念である“夢を持ち 夢に向かって努力する子
を育てます”を目指して、子どもたちのより良
い教育環境整備に努めていきます。

結果、進行も遅くなりそうな話し合いになった気がします。住みにくく、思って 事業を進めるうえでスピード感をもって取り組
しまいました。新しいものをもう少しスピーディにやってみてやり始めてから んでいきます。また、事業の根幹となる基本
修正ではダメなのでしょうか？
構想策定時点から地域の方とゆっくり丁寧な
対話・協議も同様に重要です。
スピード感をもったうえで、対話・協議を行
い、保護者や地域、教職員の皆様のニーズ
97
に沿った小中一貫校にしたいと考えていま
す。

質疑・応答でむずかしい問題がたくさんでてきて不安になりました。多度子
ども園も望んでいたのに凍結したので同じことになりそうです。基本構想を
みんなで考えるとでていますが、今日はたまたま説明会に参加できたが、
保護者の方々が何度も説明会に足を運ぶのはむずかしい。どうやって意見
を聞いていくのか教えてほしい。
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不安なお気持ち、しっかりと受けとめさせてい
ただきます。
現在、保護者や地域、教職員の皆様と一緒
に考えるために対話・協議の場を計画してい
ます。また、その場に参加できない方もみえ
ると思いますので、アンケート等を行い、多く
の方々からご意見をいただけるよう計画をし
ています。

多度がモデル校になっているが建設する場所は無いと思う。スクールバス
も必要になると思うが維持費が大変になるのでは？ 自分の母校がなくなる
のは、さみしいし、嫌です。もし小中一貫校になると行事・イベントが減って
しまうのではないか？ 少人数で授業してもらっているが小中一貫になると
学力がどうなるのか心配であるし、差が大きくなるのではないか？学力が
低下していくのでは？ 今の多度地区を変えてほしくない。将来的に子ども
が減少していくと思うので小中一貫にしなくていいと思う。
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施設一体型小中一貫校となっても、行事は基
本的には変わりません。しかし、それぞれの
地区で行っている特色ある取組については、
地域の方々と相談していく必要があると考え
ます。
学力については、文部科学省の調査による
と、小中一貫教育を行っている市区町村の６
割以上が学力が向上したと回答しています。
また、学習規律の定着や学習意欲の向上に
ついては、８割以上で成果があったと回答さ
れています。
2020年には学習指導要領が改訂され、集団
で議論する取り組みが増えることから、１つの
クラスに一定数の児童・生徒規模が必要であ
ると考えています。
将来、子どもたちが、社会環境の変化に対応
できる大人になるためには、子ども時代に一
定数の友達と触れ合える教育環境がふさわ
しいと考えています。

おじさんたちだけ話しして親の意見は言えませんでした。デメリットはあまり 10月に引き続き、11月にも小中一貫教育の
説明されてなかった気がします。今日の説明会に参加した保護者はほんの 説明会を実施しました。今後も、小中一貫教
一部だと思います。
育の周知を図っていきます。
また、発言者が偏らないよう司会進行に努め
100
ていきます。

もっと多くの方に聞いてもらえるようにしてほしい。

101

10月には各小中学校・幼稚園・保育所・保育
園を通じて周知を行い説明会を開催しまし
た。11月末には前回の周知方法に加え、自
治会の回覧でも周知いただき説明会を開催
いたしました。また、説明の依頼がある場合、
それぞれ対応させていただいております。説
明会の内容は、「かわら版」という形で周知し
ていくとともに、今後も積極的に情報発信を
行っていきます。

