
五霞町立学校あり方検討会資料（R2.5.11 配布）等への感想・ご意見について 

                          
 
 統合について約 6 割の方が賛成していることがわかりました。児童、生徒が学校に期待するこ
とは、「勉強や運動などができるようになること」が児童 35.1％、生徒 29.8％で一番多い意見でし
た。学校は子供たちの力を伸ばすところと改めて思うと共に、学力、体力を向上できるよう教育
活動を工夫していくよう努めなければいけないと感じました。 
 多くの資料やグラフなどデータ集計ありがとうございます。 
 
 
アンケート 
・アンケートの回答で 50％を超えたものは、児童の 6「小学校が一つになるとしたら心配はあり

ますか」→「心配なことがある」59.7％（人間関係 62.1％）、生徒の 4「思うことがある」51.6％
（人間関係 31.6％）の 2 つであり、ともに最終的には人間関係の不安である。次回はこの点に
ついても詳しくアンケートを採るとよいと思いました。 

・全体的に 30％を超える回答が少なく、複数選択のアンケートは、回答の方向性をとらえられな
いような気がしました。 

通信 
・保護者の小学校統合の回答の未記入が 41.5％もあるのは何を意味しているのでしょうか。最も

多い回答が未記入ということの意味を考える必要があると思いました。 
 
 
 アンケートはあくまで参考資料であり、本当に統合するならば、教育委員会が主体となり方針
を示すべきと思う。 
 
 
・子供達は、友達が必要なんですね！！ 
・社会の変化のスピードが早いので 
・教育の場でデジタル化 グローバルな世界を夢をかたって下さい 
 
 

「4 月 10 日配布への感想・意見」を読んで皆さんの熱意を感じました。 
私も、感じたこと、感じていることを列記させていただきます。 
2019 年日本の出生数は 90 万人を大きく割り込みました。 
本格的な人⼝減少に⾜を踏み入れたのです。令和 6 年度の東⻄小学校入学児童が 33 名の数字

からも、五霞町でも子供の数が今後大きく増えることは望めません。 
生徒数にこだわらず、むしろ少数での利点を発揮したいです。 
また今回の新型コロナウイルス感染拡大によって働き方や価値観など、大きく時代は変わって

いきます。 
第 6 次五霞町総合計画の施策の大綱の中にも、五霞町教育振興基本計画が記載されている「時

代に対応した学校教育の推進」のとおり、五霞町の教育も変わる絶好のチャンスだと思います。 
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児童数 新 1 年生 
 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 

東小 (240) 
41 

(234) 
39 

(229) 
33 

(219) 
29 28 37 25 28 27 21 24 

⻄小 (144) 
25 

(151) 
26 

(156) 
26 

(146) 
23 14 36 18 22 23 12 13 

小計 66 65 59 52 42 73 43 50 50 33 37 
 
町の指針での適正な集団規模 
 小学校 1 学年 2 学級以上 計 12 学級以上 
 中学校 計 9 学級以上が望ましい。     とある。 

町の予想を上回るスピードで少子化の波が押し寄せている。また、高齢化問題は社会保障費の
増大もあり、かつインフラの老朽化も進んでいる。この事は町財政を圧迫し厳しさが増すばかり
である。この硬直化の進む財政の中、五霞町公共施設等総合管理計画個別施設計画では、2032 年
に中学校と隣接地に一貫校の有意性を示している（2032 年迄待てない、喫緊の課題） 

令和 6，7 年の予想では統合しても 1 学年 2 学級には届かない。少子化は五霞町だけではない。
40 人学級を定めた公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律（昭和 33
年法律第 116 号）の学級編制の弾力化を県教育委員会にお願いすべき必要性もある。 

既に県によっては 35 人学級の実施、又 30 人学級を目指した動きもある。少人数学級は市町村
だけでは克服出来ない。 

政治的な課題も重要。よく言われている事で、結婚した若い人達が町に住める様な（結婚を機
に転出しない）五霞町で働く人達が住める町づくりも急務である。 
 

小学校統合については児童、生徒、保護者、地域の方々に慎重な説明を要する。東⻄小の統合
なのか、小中一貫教育か義務教育学校なのか、現状のままでは不安が増幅するばかりである。令
和元年度小学校卒業し町外中学に進学した生徒が 8％位あったと聞く。この事は徐々に増加する
事になりはしないだろうか？ 
 義務教育学校とすると広く教育の機会を求める生徒、保護者に不便が発生しないだろうか。町
外志向が高くなると更に生徒数の減につながる心配がある。 
 そういう現象が起きないようにして頂きたい。 
 
 町内の定住人⼝の減少も児童、生徒数に大きな影響がある。 
S45    8,382 人 
H7   10,312 人 
H21.5 月 9,673 人 第 5 次五霞町総合計画スタート 
R2.5 月  8,469 人 第 5 次五霞町総合計画予想 9,200 人 この 10 年で 1,200 人の減少 

第 6 次五霞町総合計画 
20 年後（2039 年）定住想定人⼝ 7,000 人（このままだと 5,900 人） 

この状況を鑑みて結論を出さないと 10 年、20 年後に禍根を残す事も有り得る。最終結論を出
す前に、専門家の意見を聞く必要もあるのではないか。 
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資料のとりまとめ、ありがとうございます。 
・小中一貫校にするメリットが町⺠に伝わっていない。 
 小学 1 年生と中学 3 年生が一緒に過ごすってどういうこと？ 
 「小学校卒業」がなくなってしまうの？？ などの不安が先に思いつきそう。 
 
・アンケートの回答率が 70％と高く、親世代も関心があることがわかったので、今のうちに積極

的にアピールし、情報発信をした方がいいのでは？？ 
 五霞町は、アピールが下手だなーといつも思います。 

「広報」「〜通信」が紙ベースばかり。 
アンケートを配布した対象家庭に学校や幼稚園を介して配るとか、ホームページとかもう少し

若い世代の目をひくような方法はないのでしょうか？？ 
 
 

現在、コロナ禍で、さらに財政が厳しく、学校の建て直し等難しい状況になりそうですね。 
私含め、保護者が小中一貫校、義務教育学校の違いを理解できていない様な･･･ 
人間関係の固定化は、子供が少ない状況下では、どの方向でいったとしても課題となることだ

と思います。魅力ある学校となれば、春日部市の学校のように、周辺地区からの編入等で児童、
生徒が増えていけばいいと思います。 
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第 3 回五霞町立学校のあり方検討会会議録 

 
新型コロナウイルス感染及び拡散防止の観点から、紙面による意見交換を行って

おりましたが、県の対策 Stage が緩和されたことに伴い、5 人程度のグループに

分かれて、３密を避けながら分散型で開催いたしました。 

 

日 時 1 グループ 7 月 14 日(火)午後 1 時 15 分～ 

2 グループ 7 月 14 日(火)午後 6 時～ 

3 グループ 7 月 15 日(水)午後 6 時～ 

4 グループ 7 月 17 日(金)午前 10 時～ 

 

場 所 五霞町中央公民館 青少年研修室 

出席者 五霞町立学校のあり方検討会会員 19 名 

教育委員会 教育長 事務局職員  ６名 

 

       

１ 開会 

２ 協議事項 

（1）目指す子供像・期待すること 

（2）魅力ある学校に（思い・考え方） 

（3）統合について 

（4）小中一貫教育について 

（5）スケジュールイメージについて 

（6）（仮称）準備委員会で検討すべきこと 

（7）疑問点 

３ 閉会 
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１．目指す子供像・期待すること 

○まとめ 

学力の保証を前提としつつ、思いやり、優しさ、自主性、コミュニケーション力な

どの内面の成長への期待が大きい。 

 

○主な意見 

・思いやり、優しさ、自主性 

・かしこく、強く、郷土愛 

・友達との人間関係を上手に築けるとよい。 

・コミュニケーションを上手にできるようになる場があるとよい。 

・子供が自主的に活動できる学校がよい。 

・教職員との信頼関係を築きやすい学校 

 

 

２．魅力ある学校に（思い・考え方） 

○まとめ 

・子供たちが毎日行きたくなる学校。 

・地域・親にとっても魅力があり、幅広い世代に愛される学校。 

 

○主な意見 

・子供たちが毎日生き生き元気に通える学校 

・学校が楽しい・行けることがうれしい学校 

・ステイタスを持たせる学校づくり・誇りをもって通える学校 

・五霞町に住んでもらえるような教育の在り方。若い世代に魅力があるように。 

・五霞町の中学校に通う子が多くなる。 

 

・魅力ある学校＝特色ある学校 

・いじめのない学校 

・自校給食。アレルギー対応 

・ICT 教育 

・皆で行事等活動することで教職員と児童生徒の繋がりが強くできるとよい。 

・文化祭が楽しい。 

・地域の方と一緒にできる行事があるとよい。 

・学童保育が学校施設で受けられる。 

・フリースクール 

・クラブ活動の誘致 

・部活の選択肢が増やせる。 
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・将来の選択肢が増やせる。 

 

○考慮すべき意見 

・魅力ある学校について分かりやすい説明が必要 

・どんな子になってもらいたいかが重要。統合した方が良い教育環境になるのな

らばよい。 

 

 

３．統合について 

○まとめ 

・小学校を統合し、特色ある魅力的な学校を目指すことについては賛成。 

・中学校との連携の在り方については、連携して教育活動をすることは概ね賛成。 

・現在の五霞中学校敷地、五霞西小学校敷地を利用することが望ましい。 

 

○主な意見 

・統合して特色（魅力）ある学校づくり。若い人に住んでもらえる。 

・統合する。保護者の間でも、小学校の統合を望む声多い。 

・統合は必要。小学校だけではなく、中学校も一緒にして、一つの学校にした方

がよい。 

・統合して、町外の学校に行かせない学校に。 

・担任が子供一人ひとりに関わる余裕が持てるといい。 

・統合すべき。人数が多い方が、社会性、協調性がある子になる。 

・統合すべき。人が多い方が、多くの意見を聞くことができる。少子化の進行、

人口増加の見込みがない。 

・現在の五霞中学校敷地、五霞西小学校敷地を利用することが望ましい。 

・単学級の不安を解消してほしい。 

・少ない人数だと比べる相手が少ない。 

・現状維持のメリットが見いだせない。 

 

○考慮すべき意見 

・スクールバスを含めて通学方法の検討。 

・なるべく早く統合してほしい。 

・統合すべきだが、現状維持してほしい人の意見も尊重して、課題への対策を実

施すべき。 

・各校廃校に対し、教職員、子供のモチベーションをどう保つか。 

・小規模の良さを生かしてほしい。 
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４．小中一貫教育について 

○まとめ 

「小中一貫型小学校・中学校」と「義務教育学校」については、第 4 回検討会で情

報を共有、整理する。 

 

○主な意見 

・義務教育学校のメリットは、9 年間じっくりと学習できること。 

・小中一貫教育で未来に向けて教育を考える。 

・五霞町の規模で小中一貫教育ならば、少人数で手厚い指導が受けられる。 

・教科担任制により専門の先生から授業を受けられるのはよい。 

・ICT 化を踏まえて小中一貫で重点的に。 

・県内では、児童生徒が自分でカリキュラムを立て、自主的に活動している学校

もある。 

・義務教育学校ならば、時間・授業配分により中学校の先生が実際に小学校で教える

ことはできる。 

 

○考慮すべき意見 

・義務教育学校だと、6 年生になった時の最上級生としての自覚が薄くなる。 

・新しいやり方は子供たちの成長に合うのか。 

・義務教育学校だと、小中一貫型小学校・中学校と比べ教職員数が少なくなる。 

・教員が減り、教員の負担が増えると子供への対応面で不安がある。 

・町が講師を増やすなどする場合、予算面の不安がある。できるのか。 

・義務教育学校になると、PTA 活動や役員はどうなるのか不安がある。 

 

 

５．スケジュールイメージについて 

○まとめ 

・小学校はなるべく早く統合したほうがよい。 

・拙速に決めるのではなく、更に 1 年程度は協議する時間が必要ではないか。 

等の様々な意見がある。 

 

○主な意見 

・スケジュールもあるので、決定内容に合せていけたらいいのではないか。 

・もう少し計画を煮詰めて、1 年ずらして実行してもよいのではないか。 

・保育園・幼稚園児がいる保護者は、学校の統合の時期がいつか気になっている。 

・時間は、思っていたよりもかかると感じた。 

・コロナ禍での学校の在り方について 
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・建設工事は、設計予算等、スケジュールイメージのとおりで事務が間に合うの

か。 

・閉校後の敷地や建物は、避難場所や有料での貸し出しなど、活用方法も同時に

考える必要がある。 

 

 

６．疑問 

○まとめ 

疑問点について、第 4 回検討会で情報を共有、整理する。 

 

・先生の人数は、現状と統合した場合でどう変わるのか。 

・小中一貫と義務教育学校との制度の違いが分からない。定義、メリット、デメ

リット。具体的に。 

・中 1 ギャップはそれほど大きい影響があるのか。 
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第 3回五霞町立学校あり方検討会での感想・ご意見について 

 
※各グループでの会議終了時に、各会員にご記入いただいた感想・ご意見です。 
 
1 グループ 
・今後のスケジュールイメージが示されましたが、最初にこの図で見通しをもってから検討会を進めて

はどうかと思います。 
・統合については、東⻄小を合わせる形で話合いをすすめていかないと少子化のグラフで示されたよう

に数年後に対応できないと思いました。 
・たくさんの資料があるため、検討会の中では、絞って話し合うと深まると思われます。 
 
・自己紹介をする時間がなかったので、卓上に氏名、所属が分かる物があったらよかったと思いました。 
・雰囲気は、とても話しやすかったです。 
・明確な議題が少し⾜りなかったような… 
・現場の先生方の意見が聞けてよかったです。 
 
・事務局からの説明が⻑すぎるのでは。 
・出席したが、あまり自分の考えを言う機会がなかった。 
・アンケートの結果については、すでに見て感想も提出してあるので、説明はもっと簡単で良いと思う。 
・統合を前提として、それまでにどのようなことをやっていかなければならないかを考え、実行していく

べきだと思う。 
 
・意見を言える雰囲気の人数だと思います。 
・コロナで会議が出来なかった分残念でした。 
・皆さんの考え方が理解できます。 
・統合は喫緊の課題だと思います。 
 
・「統合」をすること⇒「東小学校がどうなるのか？」 
 子ども達、教職員のことにあまり考えが至っていなかったなと反省。 
 どうフォローして、どうモチベーションを維持していくのかは、確かに大切ですね。 
・学力についてどう高めていくのか、もう少し先生方のお話や教育委員会の方向性・考え方を知りたいで

す。 
 
 
2 グループ 
・ハードも大切だが、ソフトも大切。せっかく新しい制度にするのですから、ハード、ソフトともに充実

したものを希望します。 
・未来の日本・五霞町を担う子ども達に、町の予算を積み上げてください。 
・同じ議案の内容を 4 回に分けて行うことは大変ですが、ありがとうございます。 
 
・個人的には小中一貫型（小学校・中学校）がよいと思います。節目は多い方が良い。 
・施設（お金）の問題は、義務教育学校と同じではだめなのかと個人的には思いました。 
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・本日出た意見をまとめた先を考えるのが大変だと思いますが、お願いします。 
 
・会議時間を日中より 18 時以降にしていただいたので参加しやすい。 
・会議は、少数の方が話しやすい。 
 
 
3 グループ 
・（現状→統合）切り替えの時には、その時そこにいる子ども達、先生方、保護者の方、それぞれが大変

だと思います。 
・明るい未来へと進むための統合ですが、なるべくストレスのないように、事前に可能な限りの対策を練

った上で対応すべきと考えます。 
・特に、中学校 3 年生は受験を控え、心身共に不安定な時期です。そこに、統合のための準備に先生方が

労力を割かなければならないとなると、プラスαの業務が増え、日常に支障が出てくるのでは、と心配
です。現場の先生方の意見を十分に取り入れつつ、極力負担をかけない方法で統合を実施できたらいい
なと思います。 

・具体的にどうすれば良いのかは分かりませんが…先生方が楽しく教育に向き合える環境づくりが大切
だと思います。 

 
・義務教育学校と小中一貫教育、デメリットやメリットはあるが小学校の統合は必要だと思うので、この

グループメンバーが同意見で良かった。 
・保護者の立場から考えるとこんなに時間と話合いが必要であるということが分からなかった。なるべ

く早く、よく協議し、開校できるといいと思います。 
 
・今日の会議に参加して、小学校の統合は当然のように考えていたが、中学校になると、色々問題が生じ

ることが改めて分かり、悩んでいる状態です。 
・統合に当たり、準備期間がかなりかかることも本日知ることができたので、できたら令和 4 年度位に

は統合実現に進めていけたらよいのではと思いました。 
 
 
4 グループ 
・なかなか人⼝が増えない中、子ども達がどのような学校を望み地域を望んでいるのか、私達大人の考え

が大切な事がこの会議を通じ強く考えさせられました。 
・魅力ある学校は誰しも望んでいる所です。 
・地域的には私は大変良い所と考えています。まだまだ支え合いもある地域と思っています。 
・是非皆さんの知恵を拝借し一緒に考え、常に前進ある学校である事を願っています。 
 
・まちづくりと一体となってやるべき。町⻑部局との連携がよく分からない。 
 
 
 
 
 地域づくり 

新たな宅地 道路 企 業

学校 
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・人⼝減少に対応しただけの話合いにしかなっていないので、五霞の将来の可能性を見据えた会議にす

るため、町全体のプロジェクトにしてください。 
 
・それぞれの立場で思う事があると思いました。 
・今の状況では大変かも知れませんが、多くの意見を聞いて町⺠が納得する良い形で進めていってほし

いと思います。 
 
・専門家を入れるべき。 
・通いたくなる学校を作らないと、生徒も増えない。 
・人⼝の減る中での統合で、10 年後にはまた 1 クラスになってしまうのでは？ 
・予算はあるのか。 
・フワッとしたまま統合してしまいそう。 
 
・小さな町の「特色ある学校」を再構築してほしい。 
・国、地方、財政の厳しい折、現在ある建物を有効に活用してほしい。 
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第 4 回五霞町立学校のあり方検討会会議録 

 
新型コロナウイルス感染及び拡散防止の観点から、5 人程度のグループに分かれ

て、３密を避けながら分散型で開催いたしました。 

 

日 時 1 グループ 8 月 25 日(火)午後 3 時～ 

2 グループ 8 月 26 日(水)午後 1 時 15 分～ 

3 グループ 8 月 27 日(木)午前 10 時～ 

4 グループ 8 月 27 日(木)午後 6 時～ 

 

場 所 五霞町中央公民館 青少年研修室 

出席者 五霞町立学校のあり方検討会会員 17 名 

教育委員会 教育長 事務局職員  7 名 

 

       

１ 開会 

２ 協議事項 

（1）第 3 回の振り返り 

（2）具申（案）について 

（3）小中一貫教育について 

（4）その他 

３ 閉会 
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（2）具申（案）について 

 

・具申（案）については、大体は反映されていると思う。 

・魅力がある学校とは、教育がよい学校だと思う。 

・幼稚園・保育園は町外からも入園しているのは魅力があるから。 

 

 ア 小学校の適正規模・適正配置について 

  ・細部ではなく、大きく捉えて具申するべき。細部は付帯意見としてまとめ

る。 

 

 イ 統合の是非 

  ・「統合した方がよい」ということをもっと具申書に入れた方がよい。 

  ・子供たちに説明できる内容にしたい。 

  ・現在の案は、学力向上と定着が目的のようになっている。 

  ・学力向上を第一の目的にしてしまうと、本来の主旨からずれるのではない

か。 

  ・人格の形成（人間性）が第一だと思う。 

・小規模の欠点として、部活やスポーツの点を加えてほしい。 

  ・部活動は大切。異学年で一つの目的に向かう教育は効果が大きい。 

  ・五霞町に優秀なスポーツのコーチはいる。教える場を作ってほしい。 

   

 ウ 統合の時期 

  ・前回はスケジュールイメージの説明があったが、はっきり記載する必要が

ある。 

 

 エ 具体的方策に対する付帯意見 

  （ア）目的 

   ・五霞町の教育の目的・目指すところを特出しすべき。 

   ・学級の人数は法で決まっている。茨城県として 35 人学級に変えられる

はず。町は積極的に県へ働きかけてほしい。 

   ・茨城県では、弾力化により小学校 2 年生まで 35 人学級で対応している。

毎年検討されている。 

 

  （イ）通学方法 

   ・児童の体力低下なども懸念されるが、全員スクールバスにしてはどうか。

バスの集合場所が家から遠く、そこまでが一人になることもある。徒歩

通学の場合も同様。 
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   ・全員スクールバスにする場合、バスの数、時間、予算などを検討しなけ

ればならない。 

   ・送迎してしまう保護者もいて、徒歩通学をしている児童が減っている。 

   ・通学方法は気になる。課題がある。人数が少ないと送迎してしまう。 

 

  （ウ）各校の伝統 

   ・それぞれの学校のいいところを合せて考えながら進めていきたい。 

 

  （エ）地域コミュニティ活動 

   ・地域の関わりは今のまま残していきたい。 

   ・地域と共にある学校づくり 

   ・町の子供が少ないなら、地域と連携すべき。 

   ・複合施設も考慮すべき。 

 

  （オ）統合後の学校跡地利用 

   ・廃校ではなく跡地利用という表現が望ましい。 

 

  （カ）町づくり 

   ・若い世代の人たちに、川に囲まれている五霞町にどうやって住んでもら

うか。移住してもらうにはどうしたらいいか。 

   ・都心から 50km 圏内でアクセスがよいのにどうして住んでもらえないの

か。 

   ・買い物や病院等が心配で、引越しする前は住みたくなかった。 

   ・子供の人数が減っている今の現状が続けば、五霞町総合計画の人口目標

（令和 21 年に人口 7,000 人の維持）よりも減ってしまう。町には若い

世代が住みやすい町づくりをお願いしたい。 

   ・駅がないなら、もっと道路を整備してもらいたい。 
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（3）小中一貫教育について 

 

  ・第 4 回で小中一貫型小学校・中学校か義務教育学校かを決めるのは難しい

のではないか。小学校統合は意見としてまとまってきていると感じる。 

  ・小中一貫型小学校・中学校と義務教育学校の中身は変わらない。 

  ・小学生と中学生が交流することはスポーツ界と同様だと感じた。 

  ・町としては小中一貫型小学校・中学校と義務教育学校のどちらがよいのか。 

  ・保護者の間では、小学校の統合については早くしてほしいという意見をよ

く聞く。小中一貫教育についてはまだ理解が深まっていないと感じる。 

  ・つくば市の学校は小中一貫型小学校・中学校と義務教育学校のどちらもあ

り、選択できる。 

  ・今決めて、実際にできたときに、考えていたものと違うものにならないよ

うにしたい。 

  ・令和 8 年度以降は児童及び生徒数の増加見込みが薄い。9 年間単学級であ

れば、どちらがよいのか。先のことも考えて決めたい。 

  ・子供たちの卒業後を考えると、どちらの学校がよいのか。 

 

 ア 小中一貫型小学校・中学校 

  ・義務教育学校と比べて小中一貫型小学校・中学校のほうが取り組みやすい。 

  ・学年単学級が続くようならば、小中一貫型小学校・中学校のほうが手厚い

指導ができるのではないか。 

  ・小中一貫型小学校・中学校の方が子供たちの戸惑いは少ないと思う。急な

変化によるつまずきが心配。 

 

 イ 義務教育学校 

  ・少子化が加速し、未来の子供たちを考えると義務教育学校にするべきでは

ないか。 

  ・変化があるときは痛みを伴うもの。きちんとした住民説明が必要。 

  ・新しい制度なので、義務教育学校の方が魅力的に感じる。 

  ・長い目で見れば義務教育学校にしてもよいのではないか。 

 

 ウ 段階的に移行してはどうか 

  ・小中一貫型小学校・中学校から段階的に義務教育学校へ移行してはどうか。 

  ・少子化が進む中で小学校を統合してから、義務教育学校を検討してはどう

か。 
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 エ 運営体制 

  ・校長が二人よりも一人の方が動きやすいのではないか。 

  ・小中一貫型小学校・中学校の場合は統括のリーダーを決めるので統一は図

れる。一般的には中学校長が務める。 

  ・義務教育学校は 1 校になって校長も一人。学校間の競い合い、補い合いも

なくなることが心配。 

 

 オ 教科担任制 

  ・教科担任制を導入してほしい。 

  ・専門の教員に教えてもらえるのはよい。 

 

 カ 進学 

  ・町に高校以降の学校がないので、中学 2，3 年生の 2 年間は進学の準備を

させたい。 

  ・小中一貫教育は、そもそも進路勉強のためではない。 

  ・9 年間を通すことで中 1 ギャップの解消などが大切。 

 

 キ ギャップ 

・義務教育学校の 9 年制だと、節目がなくなるのはデメリットと感じる。ど

こで節目を作るのか。 

・義務教育学校は節目がない。中学校に入学するという期待、小学校 6 年の

自覚、リーダーシップが薄れるのではないか。 

・ある程度のギャップは個々の成長には必要なのではないか。 

・小学校 5，6 年はとても大切な時期。中 1 への繋がりを大切に。 

・どちらもメリットがあるが、小学校 5，6 年生の時期が大切。中学校につ

ながるようにしながら高学年の在り方を大切にしたい。 

  ・五霞町内の最高学年が中学生となる。町外へ出るときのギャップが大きく

ならないか。 

  ・義務教育学校だと小学校、中学校でのけじめがなくなる。 

  ・中 1 ギャップは必要な部分もある。先輩との関係なども学びの一つだと思

う。 

  ・小中一貫型小学校・中学校も学校行事等でかなり交流するので、中 1 ギャ

ップは和らぐ。 

  ・中 1 ギャップの解消率は小中一貫型小学校・中学校と義務教育学校のどち

らが高いのか。 

・義務教育学校の方が中 1 ギャップなどの対応を考えるといいのではないか。 

  ・些細なことで心が折れてしまう子供も多いので、力強く生きていける子に
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なってほしい。 

・低学年のときから生きる力を身に付けさせることが必要。 

  ・小学校で伸ばせれば中学校でもっと伸びる。 

   

 ク 教員免許 

  ・義務教育学校では小学校、中学校の両方が必要となってくる。 

  ・茨城県では教員の両方の免許取得に力を入れている。 

  ・義務教育学校の場合は、教員は大変だがスキルアップは図れるのではない

か。 

 

 ケ 働き方 

  ・統合、小中一貫教育にすると教員の多忙は解消するのか⇒難しい。 

  ・子供たちを見られる教員の余裕を作れるようにしたい。 

 

 コ 教職員人数 

  ・学校が別れている方が多くの人数が必要。 

  ・教員は固定化するのか。町内で先生の異動ができるのは小中一貫型小学校・

中学校。義務教育学校では異動が校外（町外）になってしまう。 

 

 サ 財政 

  ・町の財政状況として予算がなくなってきているから統合なのか。 

  ・施設をスリムにして「教育」に予算を投入できるようにすべきではないか。 

 

 シ 施設 

  ・施設の問題、ハード面から考えてもよいのではないか。 

  ・現実的には現存のものを使用することになると思う。 
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第 4回五霞町立学校あり方検討会での感想・ご意見について 

 
※各グループでの会議終了時に、各会員にご記入いただいた感想・ご意見です。 
 
1 グループ 
・小学校を統合する理由を子どもたちにも分かりやすく説明したい。 
 
・五霞町の児童が統合しても学ぶ型が小中一貫型小学校・中学校が良い。 
 
・義務教育学校／小中一貫校 どちらが良いとは今回は言えなかったが、両者の違いを分かりやすく教

えてもらえて良かった。 
・子どもが年々減ってしまうので、思い切った転換が必要と思います。 
 
・グループメンバーによって空気感が全く違うということを実感しました。 
 
2 グループ 
 すべて言い切りました。 
 
3 グループ 
・①義務教育学校と②小中一貫学校・中学校だとしたら②の方が子どもたちにとっても先生方にとって

もいいと思いました。 
 
・皆さんの意見を聞いて、小中一貫型の方が実現しやすそうだと思ったので、その方向で進めていければ

いいと思います。 
・できるだけ早く進めてほしいと思います。 
 
・資料２の児童数見込の表を見ていくと五霞町は 5 年で約 100 人の人⼝減（児童減）といえます。 
・具申書（案）にあるように、町づくりでの対策も推進していただくと共に、スクールバス等の通学方法

は、シミュレーションをして行く必要があると感じました。 
・義務教育学校、小中一貫型の検討についても、更に話合いを深めていけたらと思います。 
・保護者の方々の意見も聞くことができ、大変参考になりました。 
・具申書（案）の作成、ありがとうございます。 
 
4 グループ 
・子供達の将来を考えると大変難しく思います。 
・一⻑一短はそれぞれありますが、五霞は昔から教育の先駆者であったと聞いています。ここで思い切っ

た施策をし、義務教育学校に進んで行き、地域を巻き込み、皆で将来の子供達を育んでいけたらと思い
ました。 

 
・学校を作る（考える）ということは五霞の未来を作る（考える）ということだと思う。 
・22 世紀に生きて行く今の子ども達の未来を思うと思い切ったことをした方が良いのでは、と思います。 
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「具申書（案）令和 2年 9月 10 日現在」についての感想・ご意見について 

 
・具申書を読ませて戴きました。 
 私にとりましては特になにもございません。検討会の皆さんの声が良く反映されていると思いました。

事務局の皆さん、大変お疲れ様でした。 
・この様な会に参加させて戴きました事、心よりお礼申し上げます。大変勉強になりました。 
・最後にこれから育ち行く子供達が、五霞で育って良かった、学べて良かったと思える学校である事を期

待しております。 
・大変お疲れ様でした。 
 
・具申書（案）のまとめをありがとうございました。 
・五霞町立学校のあり方検討会スケジュール（案）では、第 5 回で、グランドデザインの完成予定と記載

されていました。 
・そこで、このグランドデザインの中に入れていただけるのなら、下記の内容を次回の検討内容としてお

諮りいただければと思います。 
・尚、具体的過ぎてグランドデザイン（全体構想）にそぐわない場合は、会員の意見としての処理で結構

です。 
 
 学校給食の充実を図るためにも、自校方式で行うことを提案します。 
 心と身体の健康を培うには「食育」も大きな役割を果たします。 
 また、アレルギーを持つ子どもには、個々の除去食の提供や、今後多様化する国籍の子ども達への食文

化での国際交流など、自校給食は「食育」の学びの場として必要と考えます。 
 財政面からセンター方式にならざるを得ない場合も多いようですが、地産地消での学校給食は、郷土を

愛する子ども達を育てるにも有効であると思います。 
 
保護者の方々からも、意見・要望をいただいている内容ですのでよろしくお願いします。 
 
・P2 ウ 町⺠の意識 の中で、教職員の意見に「現状維持を支持する」が無かったのは、さみしさを

覚えた。 
・P3 ２ 基本的な方向性（1）小学校統合 イ の中に「限られた予算」という文言が見られる。本検

討会にも予算関係（町の）担当課も参加してもらい、「数値」による説得力のある説明をしてもらうこ
とを望む。教育委員会や学校関係者だけが全てを背負うべきではない。 

・P3（２）小中一貫教育 イ の中に「小中ギャップ」という文言が見られるが、あまり聞いたことのな
い文言である。 

・P4 の 7 行目、「学習内容の適時性」もあまり聞かないし、どんなことか分からない。 
・P5 の 18 行目に、「統廃合」という文言がある。「統合」にすべき。 
・P6 エ 「児童の精神的な負担を軽減することを最優先」という文言がある。最優先するならエでは

なくアにすべき。また児童ではなく児童生徒にすべきでは？ 
※統合の大きな理由である「お金」の問題があまり取りあげられていない。町⺠や教職員にも知ってもら

うべきだと思います。 
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・とりまとめ、ありがとうございます。 
 具申案の内容については、概ねこのままで良いのでは、と思います。 
・統合時期については、令和 6 年度よりも前になるということですか？？ 
 
 まちづくり（イ）については、子育て世代から直接意見を聞いたり、若い世代が他市町村から流入して
いる地域の取組について、五霞でも検討する等、やるなら早いほうが良いと思います。 
 
 五霞町立学校のあり方検討会事務局の皆さん、いつも大変お世話様です。検討会の会議のたびに報告書
を作成し配布してくださり、ありがとうございます。 
 欠席の会議の時にも、まとめてくださった資料を読ませていただき内容がとてもよく理解できました。 
 このたびも具申書（案）、五霞町立学校のあり方検討会通信を読ませていただき、要点がきちんとまと
められていて、進行状況を把握することができ、有り難いです。 
 今後も五霞町の子どもたちのために会議を重ね、方向性も見えて参りましたので、一日も早く小学校統
合・小中一貫教育等につき、具体的な内容を検討していけることを望みます。 
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資料１１



 

 

『五霞町立学校のあり方検討会通信』 

～ 次世代の学校教育が目指す姿 ～ 

 

令和元年１０月に立ち上がった “五霞町立学校のあり方検討会” ！！ 

第１回の検討会を終えて、埼玉県初の義務教育学校として開校した春日部市立江戸川小中学校

の視察と、町内３校の視察を行いました。 

検討会では様々な意見を出し合い、五霞町の将来像を描いていけるように進めていく予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

令和 2 年 

2 月発行 

No.2 

 “義務教育学校” と“小中一貫型小学校・中学校”って 

何がちがうの？どんな学校なの？？？ 

 

小中一貫教育にはこんなメリットがあります 

☆中 1 の壁・小中ギャップの緩和・解消 

☆学年の区切りを従来の「６・３制」から、「５・４制」や「４・３・２制」

などを設定し 9 年間を通して一貫したカリキュラムを編成し系統性・連続性

を意識した教育 

☆小学生のうちから中学校の教員免許を持つ教員からの専門的な指導を受けら

れる 等 

  

小中一貫型小学校・中学校 

・組織上独立した小学校及び中学校が一

貫した教育を施す形態 

 ⇒それぞれの学校に校長、教職員組織 

※総合調整を担う校長を定める等の要件あり 

校長 校長 

 

校長 

義務教育学校 

・新たな学校の種類（一つの学校） 

⇒一人の校長、1 つの教職員組織 

修業年限：9 年 

（前期課程 6 年＋後期課程 3 年） 

小中一貫教育には２つの形態があります 

どちらも小中一貫教育の形態です。 

78

資料４



 

 

視察員：会員  15 名 

事務局  4 名 

春日部市立江戸川小中学校は、小学校 2 校、中学校 1 校を統合し、平成 31 年 4 月 1 日に義

務教育学校として開校し、特色ある教育活動を行っています。 

教育課程 ～ジュニア ミドル ハイで小中一貫教育～

 

会員の皆様からの感想・・・（抜粋） 

○学校からの説明について 

・9 か年の分け方（ジュニア・ミドル・ハイ）が印象的でした。 

・これからの五霞を考えた時、東西の統合はさけられないと思いましたが、決して悲観的にだけ

考えるのでなく、今日の説明の様に地域、保護者、そして子供達の将来を考えた話合いを続け

る事の大切さを実感しました。 

・早期からの教科担当、9 か年を見通した指導、異学年交流等の説明を受け、既存の学校と違っ

た効果が期待できるのではないかと感じた。 

・統合した各学校の歴史を大切にしていると感じました。 

○先生方の雰囲気・様子 

・1～9 年生の先生方が、職員室で共通認識をもてることは、すばらしいと思います。 

○教室等の雰囲気（配置や動線） 

・校舎は 9 学年一緒が良いと感じます。五霞町で実現させるとしたら中学校に小学校の低学年

棟を作ることが良いと思います。 

〇その他・全体として 

・地域と学校の結びつきが強く、ひらかれた（オープンな）学校

で、子供たちも安心して、通学・学習ができていると感じた。 

・1 年～9 年生まで一緒に学び生活する「縦割の良さ」が強みで

あるという話が印象的でした。 

・5 年後、10 年後のいろいろな可能性を考え抜いて、結果を出す

べきと思いました。 

 

春日部市立江戸川小中学校 

視察報告  令和元年 11 月２５日 
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視察員：会員  13 名 

事務局  4 名 

各学校を視察して、気になったこと・知りたいことを洗い出し、今後の検討に役立てることを目的

に実施しました。 

会員の皆様からの感想・・・（抜粋） 

 

 

五霞町立学校視察報告 令和元年 12 月 16 日 

○五霞東小学校 

・建物・教室の動線が悪く感じた。古い

感じがした。 

・みんな元気にあいさつしていてハツラ

ツとしていました。 

・周囲に色々できて、交通量が増えてき

ていると思うのですが、通学路は危な

くないのか心配です。 

 

○五霞西小学校 

・木が多くつかわれていてとてもあたた

かい様子でした。 

・体育館が綺麗でした。 

・社会の変化するスピードが早く、子ど

もをかかえる保護者にとって、切磋琢

磨するためにも児童が多い方が良いの

ではないか。 

○五霞中学校 

・B&G と隣接している環境は良いと思った。 

・木が多く使われていて、校舎の雰囲気が西小学校

と統一感があった。 

・掃除がしっかりしてあり、綺麗でした。 

○その他・全体として 

・各クラスの児童生徒が少ない。かつては大人数だったが、児童生徒数が少なくなると施

設の管理が大変なのではないか。過剰な設備を抱えている。町民人口も減少していて、

今後も少子化が進むことも考えると重大な課題となる。空いたスペースをどう活かす

か。 

・競争原理に則った力も鍛えていかないとならない。逞しさをどう育てていくか。今は少

人数なので先生の目は行き届く。社会に巣立ったとき、小中学校時代は非常に大切であ

る。少人数で果たして育てられるのか。 
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会員の皆様からの質問と回答（抜粋） 

質問 回答 

各校とも小

規模校である

と思います

が、それぞれ

小規模校とし

ての特色と困

っているとこ

ろは何でしょ

うか？ 

  

〔五霞東小学校回答〕 

教師と児童、児童同士（他学年も）の相互理解がしやすいところです。 

困っている点としては、人間関係が固定化されやすいところです。 

〔五霞西小学校回答〕 

人数が少ない分一人一人に関わる時間が多いと思います。ただし、６年間ク

ラス替えがないということは、人間関係が固定してしまいがちです。学校で

は、なるべく多くの場面を設定し、多様な関わり合いがもてるように工夫して

います。 

〔五霞中学校回答〕 

1 学級当たりの生徒数が２６～３０名程度で、学習指導、生活指導共にきめ

細かな指導がしやすい環境にあります。 

体育館、理科室などの特別教室は、小規模校でも充実しており、効果的に活

用できています。 

各部活動の部員数が少なくなり、活動が成立しにくい状況になりつつありま

す。 

生徒の交友関係の広がりは限られるため、生徒数や学級数が多い環境の方が

よいと思われます。 

ＰＴＡ活動など、保護者の協力が必要なことは、小規模校では負担が大きい

ようです。 

2 クラスを

作るための人

数の規約を変

える事は出来

ないのか？ 

 

国の基準として 1 学級当たり 40 人（小学校 1 年生は 35 人）を上限とし

て学級数が決まり、教職員数に影響します。県ごとに基準を定めることは可能

とされていますが、市町村単位ではできません。 

児童生徒数の減少により、複式学級（2 学年で 1 学級）となることを回避す

るため、市町村が独自に教員を雇用する事例もありますが、これは希少な事例

と言えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜発行者＞ 
五霞町立学校のあり方検討会事務局 
（五霞町教育委員会内） 
〒306-0307 
茨城県猿島郡五霞町大字小福田 148 番地 1 
TEL：0280-84-1462 FAX：0280-84-1461 

 検討会の活動内容は、 
五霞町公式 HP でもご紹介
していきます。 
 次回の検討会通信は、 
令和 2 年 3 月に発行予定で
す。 
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『五霞町立学校のあり方検討会通信』 

～ 次世代の学校教育が目指す姿 ～ 

 

 

 

 

 

第 2 回検討会は、やわらかい（明るい）雰囲気で、ファシリテーションという話合いのテクニ

ックを使い、テーマについて前向きに話し合えるようグループワークで語り合うサロン形式で行

いました。 

五霞町の現状（中期財政見通し、五霞町公共施設等総合管理計画個別施設計画）について町政

策財務課から説明し、グループワークにより目指す児童生徒像（どんな子どもたちになってもら

いたいか）について話し合いました。 

今後は目指す児童生徒像に向かってどのような教育が必要か、どのような教育環境を整えるべ

きかを検討する予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

グループワーク 

テーマ「中学卒業時、こんな子どもになっていてもらいたい」 

 ※これは参加者から出された 138 個のアイディアから、最後に全員で投票した結果です。 

 

  

令和 2 年 

3 月発行 

No.3 

第 2 回五霞町立学校あり方検討会を開催しました 
 令和２年 1 月２8 日 

１．幸せ（幸せ・幸せな人生を歩んでほしい） 14 票 

２．郷土愛（郷土を愛する・故郷を思う人・ 

               五霞町で暮らそうと思う人） 13 票 

３．だるまさん（打たれ強い子・相手の立場に立って 

                    物事が考えられる） 5 票 

投票結果 
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参加者の感想・・・（抜粋） 

・子供の事を思うとこのままではいけないという思いがあり、あり方に参加させてもらってい

ます。 

・子供の事を思えば思う程、もっと突っ込んだ本音の話合いが出来れば良かったと思いまし

た。ファシリテーションははじめて体験しましたが、

ファシリテーターの進行、大変すばらしく楽しいもの

でした。 

・どんな五霞っ子になってほしいのかという大人の気

持ちは共通理解できた。 

・大変面白く話合いが出来ました。 

・皆考えている事は１つ、五霞町への愛、郷土愛と思

いました。住み良い五霞町になる様、子供達が幸福に

暮らせる五霞町になる様、微力ながら頑張りたいと思

いました。 

・今回のグループ別の話し合いにより、今までお話しできなかった方と向き合えることができ

大変ありがたかった。 

・テーマについて真剣に考えることができたり、他の意見も充分に聞くことができよかったで

す。笑うことができる会議は最高ですね。 

・子どもたちが中学卒業時になってほしい姿・・・今後の小中学校のあり方を考える上でとて

も参考になりました。 

・誰もが大人は、子どもたちは幸せな人生を歩んでほしいと願っているはずです。そのために

身に付けなければならないこと・・・そこを具体的にすると良いですね。 

・意見を汲み上げる術としては素晴らしいものがある。全体的には時間がもう少し必要。 

 

 

 

 

 令和 2 年 2 月に、下記のとおりアンケートを実施しました。対象となった皆様には、ご協力いた

だきましてありがとうございました。内容につきましては改めて報告いたします。 

対象：認定こども園に通園されている町内在住の保護者、各小学校、中学校に通学されている児童生

徒の保護者、小学校 5、6 年生、中学生、町立学校教職員の皆様 

 

 

 第 3 回五霞町立学校あり方検討会を令和 2 年 3 月 27 日(金)に開催します。 

 

 

 

 

 

＜発行者＞ 
五霞町立学校のあり方検討会事務局 
（五霞町教育委員会内） 
〒306-0307 
茨城県猿島郡五霞町大字小福田 148 番地 1 
TEL：0280-84-1462 FAX：0280-84-1461 

 検討会の活動内容は、 
五霞町公式 HP でもご紹介
していきます。 
 次回の検討会通信は、 
令和 2 年 5 月に発行予定で
す。 

アンケートを実施しました 

今後の予定について 

 お知らせ 
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『五霞町立学校のあり方検討会通信』 

～ 次世代の学校教育が目指す姿 ～ 

 

 

 

○調査期間：令和 2 年 2 月 3 日(月)～2 月 14 日(金) 

○対  象：認定こども園に通園されている町内在住の保護者、各小学校、中学校に通学されて

いる児童生徒の保護者、小学校 5・6 年生、中学生、町立学校教職員 

 

本調査は、五霞町の学校教育について日頃感じていることや統合や小中一貫となった場合の期待や

不安をお伺いし、それぞれの対象で 70％を超える回答をいただきました。厚く御礼を申し上げます。 

 アンケート結果のうち、主な内容をご紹介します。 

 

 

 

問２ 令和 6 年度の東西両小学校へ入学する児童合計数は，現在 33 名の見込みです。この現実を踏

まえ，今後の五霞町の教育についてどう思いますか。（自由記載。回答のうち学校制度の意見） 

保護者                    教職員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 保護者から回答のうち，将来の学校制度について記載のあった数は，アンケート回答者 528 人中

187 人でした。そのうち小学校統合に賛成する回答が 73.8％と最も多く、その先の義務教育学校

（小中一貫校）に賛成の意見も一定数ありました。その他、魅力ある学校づくり、特色等を希望する

意見もありましたので、新しい学校制度を検討する参考としてまいります。 

 同様に教職員から回答のうち，将来の学校制度について記載のあった数は、アンケート回答者 62

人中 35 人でした。小学校統合に賛成する回答が 54.3％と最も多く，小中一貫教育は 25.7％、義務

教育学校は 20.0％、現状維持を支持した回答はありませんでした。 

 

 

令和 2 年 

6 月発行 

No.4 

アンケート調査を実施しました 

○五霞町の将来の学校制度について 

小学校統合

73.8%
小中一貫教育

2.1%

義務教育学校

12.3%

現状維持

11.8%

内容,割合

学校制度についての回答数：187

小学校統合

54.3%

小中一貫教育

25.7%

義務教育学校

20.0%

現状維持

0.0%

内容,割合

学校制度についての回答数：35
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問 五霞町の学校では、どのようなことができるようになるとさらによくなると思いますか。 

児童                     生徒 

 

 

 

 

 

 

 

 

 児童・生徒が学校に期待することは、やはり「勉強や運動などができるようになること」です。そ

の課程をみると、「自力解決力が伸びること」についての意見が生徒になると微量ですが減っていま

す。その分、「悩みや困ったことの解決」が増加しています。 

 子ども達の期待に応えるためには、子どもの学びを包む教育環境、特に良好な人間関係を構築する

ことが必要になります。 

 

 

 

 

 第 3 回五霞町立学校あり方検討会は、令和 2 年 3 月 27 日(金)に開催を予定しておりましたが、

新型コロナウイルスの影響により延期となりました。書面によるやり取りで意見交換を進めていま

す。 

 アンケートの詳細については、五霞町公式 HP に掲載しております。また、五霞町教育委員会に

おいてご確認いただけます。 

 

 

 

 

 

＜発行者＞ 
五霞町立学校のあり方検討会事務局 
（五霞町教育委員会内） 
〒306-0307 
茨城県猿島郡五霞町大字小福田 148 番地 1 
TEL：0280-84-1462 FAX：0280-84-1461 

 検討会の活動内容は、 
五霞町公式 HP でもご紹介
していきます。 
 次回の検討会通信は、 
令和 2 年８月に発行予定で
す。 

 お知らせ 

○子ども達が学校へ期待すること 

勉強や運動な

どができるよ

うなること

35.1%

自力解決力が伸

びること

22.2%良好な人間

関係

19.1%

様々な学び

12.0%

悩みや困ったこ

との解決

9.8%

その他

1.8%

内容,割合 全意見数：225

勉強や運動な

どができるよ

うなること

29.8%

自力解決力

が伸びるこ

と

18.8%良好な人間関

係

22.0%

様々な学び

14.6%

悩みや困った

ことの解決

12.9%

その他

1.9%

内容, 割合 全意見数：309
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『五霞町立学校のあり方検討会通信』 

～ 次世代の学校教育が目指す姿 ～ 

 

 

 

五霞町立学校のあり方検討会については，新型コロナウイルス感染及び拡散防止の観点

から、紙面による意見交換を行っておりましたが、県の対策 Stage が緩和されたことに伴

い、第 3 回、第 4 回の検討会は、5 人程度のグループに分かれて、３密を避けながら分散

型で開催いたしました。 

 

○第 3 回五霞町立学校のあり方検討会 

教育委員会へ具申（意見提出）する内容を整理しました。 

・子ども像・魅力ある学校 

・統合について 

・小中一貫教育について 

・今後のスケジュールイメージについて 

・（仮称）準備委員会で検討すべきこと 

 

※7 月中旬に 4 グループに分かれて各グループ 90 分開催しました。 

1 グループ 7 月 14 日(火)午後 1 時 15 分～ 2 グループ 7 月 14 日(火)午後 6 時～ 

3 グループ 7 月 15 日(水)午後 6 時～    4 グループ 7 月 17 日(金)午前 10 時～ 

 

参加者の感想・・・（抜粋） 

・統合は喫緊の課題だと思います。 

・統合を前提として、それまでにどのようなことをやっていかなければならないかを考

え、実行していくべきだと思う。 

・ハードも大切だが、ソフトも大切。せっかく新しい制度にするのですから、ハード、

ソフトともに充実したものを希望します。 

・（現状→統合）切り替えの時には、その時そこ

にいる子ども達、先生方、保護者の方、それぞ

れが大変だと思います。明るい未来へと進むた

めの統合ですが、なるべくストレスのないよう

に、事前に可能な限りの対策を練った上で対応

すべきと考えます。 

・個人的には小中一貫型（小学校・中学校）がよ

いと思います。節目は多い方が良い。 

・まちづくりと一体となってやるべき。 

・小さな町の「特色ある学校」を再構築してほしい。 

・国、地方、財政の厳しい折、現在ある建物を有効に活用してほしい。 

令和 2 年 

10 月発行 

No.5 

第 3 回検討会、第 4 回検討会を実施しました 
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○第 4 回五霞町立学校のあり方検討会 

第 3 回までのアンケート結果や話合いから具申書（案）について検討しました。 

・具申書（案）について 

・小中一貫教育（義務教育学校と小中一貫型小学校・中学校）について 

 

※8 月下旬に 4 グループに分かれて各グループ 90 分開催しました。 

1 グループ 8 月 25 日(火)午後 3 時～ 2 グループ 8 月 26 日(水)午後 1 時 15 分～ 

3 グループ 8 月 27 日(木)午前 10 時～ 4 グループ 8 月 27 日(木)午後 6 時～ 

 

参加者の感想・・・（抜粋） 

・小学校を統合する理由を子どもたちにも分かりやすく説明したい。 

・五霞町の児童が統合しても学ぶ型は小中一貫型小学校・中学校が良い。 

・皆さんの意見を聞いて、小中一貫型小学校・中学校の方が実現しやすそうだと思った

ので、その方向で進めていければいいと思います。 

・できるだけ早く進めてほしいと思います。 

・具申書（案）にあるように、町づくりでの対策も推進していただくと共に、スクール

バス等の通学方法は、シミュレーションをして行く必要があると感じました。 

・義務教育学校、小中一貫型小学校・中学校の検討についても、更に話合いを深めてい

けたらと思います。 

・一長一短はそれぞれありますが、五霞は昔から

教育の先駆者であったと聞いています。ここで

思い切った施策をし、義務教育学校に進んで行

き、地域を巻き込み、皆で将来の子供達を育ん

でいけたらと思いました。 

・学校を作る（考える）ということは五霞の未来

を作る（考える）ということだと思う。 

・22 世紀に生きて行く今の子ども達の未来を思

うと思い切ったことをした方が良いのでは、と思います。 

 

 

 

 本検討会は、令和元年 10 月から五霞町立学校のあり方について検討を行ってまいりま

した。10 月に行う第 5 回検討会にて具申内容を決定し、教育委員会へ具申できるよう進

めてまいります。 
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 検討会の活動内容は、 
五霞町公式 HP でもご紹
介していきます。 
 次回の検討会通信は、 
令和 2 年 11 月に発行予
定です。 

 今後の予定 
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