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小学校統合に関するアンケート結果 【平成３０年８月実施】

平素は本町の教育活動推進にご理解ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、近年の少子化に伴い、日高町でも児童数の減少が続くことが予測されています。

教育委員会では、総合教育会議及び定例教育委員会において、児童数の推移状況、教育

環境の整備、学習環境の充実等について協議を行い、平成３３年４月を目処に比井小学校

と志賀小学校の２校の統合についての方向性をお示ししました。

このことについて、平成３０年１月に比井小学校区と志賀小学校区にお住まいの乳幼児

から小学６年生までのお子様がいる世帯の保護者の皆様を対象に小学校統合に関するアン

ケートを実施し、たくさんの貴重なお声をいただきました。引き続き同年８月に両校区在

住の皆様に各区長様のご協力の下、アンケートを実施させていただきました。

これら貴重なお声をとりまとめましたので、何とぞお目通しいただきたくよろしくお願

いいたします。

なお、津久野地区の方の回答につきましては、プライバシー保護の観点から比井地区と

して記載しております。御了承いただきますようお願い申し上げます。

【調査の概要】

★ 調査対象 比井小学校区 ４４２世帯
志賀小学校区 ６５４世帯
両校区合計 １０９６世帯

★ 調査方法 比井崎地区及び志賀地区内の各区長様に、各区の戸数を確認後、
各区長様に調査票の配付と回収を依頼。

★ 調査時期 平成３０年８月１３日(月)～9月２日(日)

★ 回 答 率 比井小学校区 ７６．０％（ ３３６／ ４４２世帯）
志賀小学校区 ７０．０％（ ４６１／ ６５４世帯）
両校区合計 ７２．７％（ ７９７／１０９６世帯）

－ 日高町教育委員会 －
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２．比井小学校区の児童数は年々減少していますが、
ご存じですか。

【比井小学校区】 世帯数 割合

知っている 314 93.5%

知らない 18 5.4%

無回答 4 1.1%

【志賀小学校区】 世帯数 割合

知っている 373 80.9%

知らない 82 17.8%

無回答 6 1.3%

【両校区】 世帯数 割合

知っている 687 86.2%

知らない 100 12.5%

無回答 10 1.3%
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３．小学校の統合についてお聞きします。
【比井小学校区】 世帯数 割合

統合すべきである 40 11.9%

統合はやむを得ない 200 59.5%

統合しないほうがよい 35 10.4%

わからない 50 14.9%

無回答 11 3.3%

【志賀小学校区】 世帯数 割合

統合すべきである 61 13.2%

統合はやむを得ない 289 62.7%

統合しないほうがよい 26 5.6%

わからない 79 17.1%

無回答 6 1.4%

【両校区】 世帯数 割合

統合すべきである 101 12.7%

統合はやむを得ない 489 61.4%

統合しないほうがよい 61 7.7%

わからない 129 16.2%

無回答 17 2.0%

ア．統合すべきであると回答された方の考え

★ 比井小学校区 ★

（０１）児童が少なくなっていくのに、設備の管理、維持など考えると仕方が無いと思い
ます。(小浦)

（０２）子供の数。(小浦)
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（０３）子供の教育上その方がいいと思う。(小浦)
（０４）少人数より多人数の方が、子供の教育環境として利点が多いと思う。また教育予

算を合理的に使えることになると思う。(小浦)
（０５）社会性コミュニケーション能力向上のため。(比井)
（０６）入学する子供が１人、または０人は悲しい。はやく統合すべき。(比井)
（０７）少数より多数の方が、学ぶ上でもいいと思います。それで、心や体も成長すると

思う。(比井)
（０８）少子高齢化 税の無駄。(比井)
（０９）多人数の方が様々な事が学べる。(比井)
（１０）一教室の生徒数平均３人や４人で勉強している状態は正常とはいえない。(比井)
（１１）人が少ない。(比井)
（１２）児童少なくなってきたから、複式なくす。(小坂)
（１３）適正な人数がいいから。(小坂)
（１４）統合した方が子供達の勉強にいいと思うから。(小坂)
（１５）中学校に入るまでに、少しでも顔見知りがいる方がいいのでは。(産湯)
（１６）町、教育行政が自信(責任)をもって前に進められる事が前提条件。(産湯)
（１７）年々、児童が減少するのだから、統合は当たり前であり、町が積極的に進めてい

かないと、統合はいつまでたってもできない。(阿尾)
（１８）後に１校になる、その前段階。(阿尾)
（１９）比井小の児童数が少なすぎるから。(阿尾)
（２０）時代の流れ。(阿尾)
（２１）団体で行う教科及びスポーツなどが出来ないなど。(阿尾)
（２２）阿尾と比井が統合する前、兄妹が複式で一緒の教室だったので統合して同じ学年

で勉強する方が良いと思う。(阿尾)
（２３）人数が少なすぎるため。(阿尾)
（２４）１クラス３０人以上が望ましい。(阿尾)
（２５）反対する理由がない。生徒が増える状況でない。複式学級には反対です。(阿尾)
（２６）多人数の方が楽しいと思う。(田杭)
（２７）大人数で運動会などしてほしいから。(田杭)
（２８）児童にとっても１クラス３０名以上が必要、無駄な経費を有効利用できる。

(田杭)

★ 志賀小学校区 ★

（０１）日高郡内でも人数の少ない学校は統合しています。色々な意見もあると思います
が、児童にも聞いてあげて欲しいです。(柏)

（０２）多人数の中、色々な考え方に触れ向上心を養うため。(柏)
（０３）子供は仲間や友達が多い方が競争心やコミュニケーション力が優れた子に育つよ

うに思う。(柏)
（０４）比井小学校をこのままにしておくと、余計な費用もかかるし、児童のためにも良

くないと思う。(上志賀)
（０５）大勢の生徒の中で伸び伸びと学生生活を送って欲しいため。(上志賀)
（０６）人数が多い方が競いあったり、色々な子供達とふれあったり、色んな体験をし、

色んな事を学べ、子供の頃にいろんな経験をするのがいいと思います。(上志賀)
（０７）児童が減少するから。(上志賀)
（０８）比井小の現状や将来の児童数の推移を考慮した場合。(上志賀)
（０９）運動会など。(上志賀)
（１０）比井小の児童数が少なくなりすぎる。同級生がいないということは子供にとって

いいことではない。(久志)
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（１１）少人数より多人数の方が人間関係等の意思疎通が出来、将来的にも良いと思う。
(久志)

（１２）人口が半減すると言われるので、早く対応すべきである。１町１校にすべきであ
る。(久志)

（１３）児童数の減少。(中志賀)
（１４）１学年に３０人ぐらいなければ授業になるのか。(中志賀)
（１５）なるべくたくさんのクラスメイトがいた方が良いと思う。(中志賀)
（１６）人件費等、効率を考えて。(中志賀)
（１７）少子化になってきているから。(中志賀)
（１８）両校共に児童数が年々減少するから(中志賀)
（１９）比井小学校の生徒数が少なくなっているから。(下志賀)
（２０）子供は多人数の中で成長するのがいいと思います。(下志賀)
（２１）友達は多くいた方がいいと思うし、向上心を養うため。(下志賀)
（２２）３３年度入学は１人と聞きました。寂しいと思うし、統合すればたくさんのお友

達が出来るから。運営の経費が浮く分、他の教育費に当てられると思います。
(下志賀)

（２３）比井小の子供の減少のため。財政面にも。子供達にとって、スポーツも勉強もコ
ミュニケーションも大勢の中で経験や体験をさせてあげたい。(下志賀)

（２４）小規模校の存在は、地方自治体にとって負担になる。多人数の方が社会性が身に
つき行事が盛んになる。(下志賀)

（２５）少人数の小学校を運営するコストが無駄。(下志賀)
（２６）同学年の友達が増え、いずれは中学校になったら一緒になるので早くするべきだ

と思います。(谷口)
（２７）今、反対して統合しないことになっても、数年先には児童数は小学校として子供

たちが学ぶのに不便な数になる。その時に困るのは今の児童、保護者ではなく、
その時の児童、保護者だと思う。今のうちに統合すべき。(谷口)

（２８）出来るだけ経費のかからないようにする。(谷口)
（２９）児童数が少ないので。(谷口)
（３０）児童数が少ないため。津波対策。(谷口)
（３１）多人数の中で切磋琢磨する向上心を養うため。(谷口)
（３２）人数は多い方がいいと思う。少ないと寂しい。(谷口)
（３３）良い意味での競争が生じるから。(谷口)
（３４）子供がかわいそう。(谷口)
（３５）児童数の減少が予測されるので。大切な小学校時にたくさんの事を学び社会に出

る為のコミュニケーション能力も必要な時期に”井の中の蛙”にしてはいけないと
思います。(谷口)

（３６）経済的にも負担が少なくて済む。いいと思います。(谷口)
（３７）多人数の中でコミュニケーション能力が向上するため、多人数での運動会、音楽

会、文化活動をさせてあげたい。(谷口)

イ. 統合はやむを得ないと回答された方の考え

★ 比井小学校区 ★

（０１）児童数が年々減っているので仕方ない。(方杭)
（０２）少人数では教育内容により不具合がある場合が多い。(方杭)
（０３）少子化に歯止めがきかない。(方杭)
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（０４）子供のために、友達が多い方がいいと思う。(方杭)
（０５）生徒が少なくなっているから。(方杭)
（０６）子供の減少。(方杭)
（０７）児童数の減少は、現実であり、学校の存続にも限界があると思うので。(方杭)
（０８）１０年前から、このようになることは予想できており、町としての対応が遅いと

思われる。(小浦)
（０９）同学年の人数はある程度必要かと思う。(小浦)
（１０）児童数が少なくなっていくから。(小浦)
（１１）児童数の増加が見込めない。(小浦)
（１２）少人数ではかえって子どもがかわいそうだから。(小浦)
（１３）人数。(小浦)
（１４）児童数減少のため。(小浦) ５世帯
（１５）多人数の生活、教育が大事だと思います。(小浦)
（１６）子供の遊び方や教育に変化がない。(小浦)
（１７）人数が多い方が楽しかったり、競え合えたりすると思います。(小浦)
（１８）バランスのとれた学級人員。(小浦)
（１９）少子化のため。(小浦)
（２０）比井崎に比井小学校がなくなるのは寂しいですが、これからの教育事情を考え統

合の方向で進めてもらいたいため。(小浦)
（２１）児童数が年々減少しているし、この先に増える見込みもないと思うので。(比井)
（２２）たくさんの子供のいる環境で教育する方がいい。(比井)
（２３）小学校での同級生が少なすぎると、友達も少なく、色々な性格の子とふれあうこ

とが出来ないため。(比井)
（２４）人数が激減のため。ただ、廃校の後、校舎を維持するかも難題である。良案はな

く、継続も困難である。(比井)
（２５）余りに少ない児童数では教育効果が少ない。(比井)
（２６）児童数の減少、増加見込みなしのため。(比井)
（２７）児童数が減れば、複式になり、きちんとした教育が受けられない。(比井)
（２８）人数が減ってきている。(比井)
（２９）児童減少のため。(比井)
（３０）人口減少という時代の流れではないか。
（３１）学力だけがすべてではない。多くの友人をつくり人間としての能力を高めること

ができる。多くの生徒の中で能力を高める事が必要。井の中の蛙にしない。
(比井)

（３２）授業に限度がある場合があるため。(比井)
（３３）反対する理由はない。(比井)
（３４）先々児童が少なくなり、ふえる事がみこめないから。(比井)
（３５）多くの友達と日常生活のなかで、交流して人生を楽しんで欲しいから。(比井)
（３６）統合は比井小学校区の人口減少に拍車がかかる。(比井)
（３７）子供達はできればある程度の人数の中で多様な価値感に触れた方が、人間として

の幅が広がると思う。ただ、区としては人口減につながるかも。(比井)
（３８）友達は多い方がいい。多人数で競争しながら向上心を養って欲しい。(比井)
（３９）複式学級にならないようにしなければいけないから。(比井)
（４０）子供達の母校がなくなるのはさみしいことですが、あまり少人数の教育より人数

の多い方が成長過程の上で良いのでは。(比井)
（４１）少人数では何をするにも活気がない。多人数の中で色々な友達ができ、向上心を

養うと思う。(比井)
（４２）やはり大勢の中でやるほうがよい。(比井)
（４３）通う学校は遠くなるし、大人数の環境に子供の不安などもあると思うので全面的
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にサポートして欲しいです。(小坂)
（４４）比井小学校は存続して欲しいですが、生徒数が減少しているのでさびしくなりま

すが、仕方がないと思います。(小坂)
（４５）児童数が減っているから(小坂)
（４６）児童数が少なくなってしまったら、先生の数も減らされてしまい、十分な教育が

出来なくなってしまうから。(小坂)
（４７）児童数減少のため。(小坂)
（４８）色々な行事がやりにくくなるのでは。人員は児童数が少なくても必要でムダ。

(小坂)
（４９）多人数の中で切磋琢磨する向上心を養うため。複式学級はかわいそう。津波の心

配もある。(小坂)
（５０）児童減少、教育環境の充実。(小坂)
（５１）将来的に統合はやむを得ない。(小坂)
（５２）比井小学校の児童数の減少が著しい為。(産湯)
（５３）経済の効果、教育レベルの低下。(産湯)
（５４）教育の面でよいと思う。(産湯)
（５５）人数が減っているから。(産湯)
（５６）少人数になっていくため。(産湯)
（５７）少子化のためやむを得ない。(産湯)
（５８）子供が少なくなると仕方ない。(産湯)
（５９）若い人は海沿いには津波が近々来るとのことで子供が増えることはない。あまり

子供が少ないと切磋琢磨が出来ない。(産湯)
（６０）統合しない方がいいが、人数が少なくなった時を思うと仕方ない。(産湯)
（６１）少人数から中学に進学したとき、多人数の環境になれていないため色々な面でと

まどうと思うから。(産湯)
（６２）少人数で教育を受けるより、多勢の仲間達と過ごす方が、人間形成に役に立つと

思います。(産湯)
（６３）児童数が減少しているから。(産湯)
（６４）児童数が減ってきているから。(産湯)
（６５）子供の減少。(産湯)
（６６）児童数が年々減少しているから。(産湯)
（６７）だったら統合はやめろ。(産湯)
（６８）複式学級で勉強するより、統合した方が良いと思うから(産湯)
（６９）児童数が少なすぎるから。(産湯)
（７０）児童数減少。(産湯)
（７１）学校に色々の思いがありますが、淋しくなります。(産湯)
（７２）子供が少ないのでやむを得ない。(産湯)
（７３）多人数でのコミュニケーションは必要であると思うから。(産湯)
（７４）父兄の意向、地域の寂しさはあると思いますが、子供達のことを考えれば統合は

やむを得ないと思う。(産湯)
（７５）少人数でも学力は定着すると思うが、多人数の仲で色んな個性にふれるのもいい

のでは。(産湯)
（７６）比井小児童の減少。(産湯)
（７７）児童数の減少。(阿尾)
（７８）人数が多い方が良い。(阿尾)
（７９）人数が少なくなれば、複式学級になると思います。そうなるより多人数の方が良

いと思います。(阿尾)
（８０）児童数減少しているから。(阿尾)
（８１）児童数が減少しているのだから仕方が無いと思う。(阿尾)
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（８２）子供が少ないから。(阿尾)
（８３）多くの人の中で学ぶのがいいと思います。(阿尾)
（８４）団体行動とか競争力を養う。(阿尾)
（８５）児童数が年々減少していくから。(阿尾)
（８６）学校がなくなるのはさみしいですが、子供が少ないからこれから先も多くはなら

ないと思います。仕方ないでしょうね。(阿尾)
（８７）少子化が進んでいるため。(阿尾)
（８８）少子化につき、やむを得ない。(阿尾)
（８９）複式学級には反対です。友達が多い方が良い。(阿尾)
（９０）児童数が減少。(阿尾 ２世帯)
（９１）イベントなど親の負担が大きいのでは。(阿尾)
（９２）人数が少ないから。(阿尾)
（９３）限られた子供だけでなく、いろいろな子供がいることを知る方がよいと思うか

ら。(阿尾)
（９４）人口の移動が進んで過疎、少子高齢化が進んでいる今、資本主義の流れとして

集中されていくのは全てにおいてやむを得ないと考える。(阿尾)
（９５）児童数が減ってきているので。(阿尾)
（９６）児童減少。(阿尾)
（９７）人数が少ないため。(阿尾)
（９８）人数が少ないため、いずれ統合になる。(阿尾)
（９９）児童が減っているから。(阿尾)
（１００）授業や行事に影響する。(阿尾)
（１０１）これから児童が増えるとは思わない。(阿尾)
（１０２）少子化であれば、どうしてもそうなってしまうから。(阿尾)
（１０３）子供の数が少なすぎるため。(阿尾)
（１０４）ＰＴＡ、保護者に一任。(阿尾)
（１０５）複式になるより、１学年ずつ学ぶ方が良い。(阿尾)
（１０６）比井小の児童の減少。(阿尾)
（１０７）児童数が減少しているならば、統合はやむを得ないと思う。(阿尾)
（１０８）子供の数が減っている現実ではやむを得ない。(田杭)
（１０９）統合して欲しくないが、人数が減っているのも事実だから。(田杭)
（１１０）人数が減っているのは確実だし、少人数では出来ない学習などもあると思うの

で。勉強はマンツーマンでいいと思う。(田杭)
（１１１）少人数なりの学校経営もあると思うが、子供達のために。(田杭)
（１１２）人数が少ないと勉強はいいが、行事ができなくなるのでかわいそう。(田杭)
（１１３）学習には少数の方がよいが、その他運動会や音楽会等には支障が出る。(田杭)
（１１４）子いない。(田杭)
（１１５）児童の減少です。(田杭)
（１１６）多くの子供と接するのがいい。友達も運動会も多い方がいい。(田杭)
（１１７）少人数で勉強するのはいいが、友達が多い方が良い。(田杭)
（１１８）これ以上増える見込みがない。(田杭)

★ 志賀小学校区 ★

（０１）たくさんの児童と接する機会を増やす方が児童にとってもいいと思う。先生は大
変になるでしょうが、よろしくお願いします。(柏)

（０２）自宅から遠くなるのでしないほうがいいが、人数が減っているため仕方ない。
(柏)

（０３）保育所の統合は決まっているので、お友達同士になった子がそのまま小学校に行
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けるのはいいことだと思う。(柏)
（０４）たくさんの友達の中で、協調性等多くのことが学べると思う。(柏)
（０５）町の金銭面、将来的に。(柏)
（０６）統合はやむを得ない。(上志賀)
（０７）複式学級の児童の学力が心配。教職員の負担減少。(上志賀)
（０８）子供達の気持ちを考えるといいかどうかはわかりませんが、学校の運営も大変で

すし、子供達が社会に出て行く上でも多人数の生活は必要なのでは。(上志賀)
（０９）但し、比井小学校の意見を尊重すべきと思う。(上志賀)
（１０）１つの小学校が無くなるのは昔からあったものがなくなるということで、地域の

人々がさみしい思いをする。だが子供の人数が少ないと学習・運動において競っ
たり出来ないので、統合して多くの子供の中で育った方が良いのではないでしょ
うか。(上志賀)

（１１）児童数の減少により比井小学校の管理・運営維持費など費用対効果を考慮して。
(上志賀)

（１２）児童数が減少してくると仕方ないと思います。(上志賀)
（１３）行政の方向性と、該当の皆様の意見調整が重要と思います。(上志賀)
（１４）児童の社会性を育む上で、また様々な教育活動を行う上で、ある程度の児童は必

要だと思うから。(上志賀)
（１５）比井小でＨ３６年で１８名の児童数の予定、子供の将来を思うと統合やむなし。

(上志賀)
（１６）志賀地区はそれ程変わらないため。(上志賀)
（１７）統合してたくさんの友達の中で学校生活を送った方が、色々な経験が出来ると思

うから。(上志賀)
（１８）教育環境を考えて。(上志賀)
（１９）児童の人数があまりに少ないと寂しい感じがするし、対人関係のバリエーション

が少なくなりすぎてしまうのではと思う。(上志賀)
（２０）ある程度の人数で勉強した方が、競争心やコミュニケーション能力が向上すると

思うから。(上志賀)
（２１）学校教育を維持するだけでも税がかかる。教員にも負担がかかる。１年生から６

年生まで１人の教員が面倒を見るなど問題がある。建物維持にも税がかかる他。
統合することにより、送迎バスが必要になる。(税負担、運転手、燃料、バス整
備維持費など)余分な負担が増える。(上志賀)

（２２）児童数が減少して１人や２人だけになるのは、淋しいと思う。多人数の方が子供
の成長に大切だと思う。(上志賀)

（２３）建築物(校舎)の維持費等の経費削減の為に。(上志賀)
（２４）児童数が減少し、複式学級になるため統合はやむを得ないと思う。(上志賀)
（２５）少人数ならではのメリットもあると思いますが、デメリットの方が多いのではと

思います。(上志賀)
（２６）児童数減少なのでやむを得ないと思います。(上志賀)
（２７）生徒も大勢の中で勉強に運動にと楽しく学べると思うから。(上志賀)
（２８）志賀小学校の規模は、特に問題ないと思うが、比井小は小規模になりすぎたと思

うので是正のためにはやむを得ない。(久志)
（２９）児童数の減少。(久志)
（３０）児童数が少なくなっているのであれば、仕方ない事だと思います。(久志)
（３１）比井小学校に子供が少ないためやむを得ない。(久志)
（３２）比井の方達が統合に反対する意見が多いとのことで、現状維持できればいいので

すが、児童数が減少してしまってから、あわてて統合という話は無いと思うので、
徐々に統合の方向へ持って行くのはやむを得ないと思う。(久志)

（３３）比井小の児童数が減っていくため。(久志)
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（３４）人口減は避けられず、いずれその時を迎えなければいけないと思うが、それが今
の時期なのかどうかは分からない。(久志)

（３５）統合される側、やむを得ない。(久志)
（３６）児童減少のため。(久志)
（３７）複式授業に疑問。(久志)
（３８）特になし。(久志)
（３９）比井小のような人数の少ない学校は、たくさんいる志賀でたくさん友達をつくり

競争心を養う方が、将来においてもいいのでは。(久志)
（４０）児童数の減少。(久志)
（４１）それぞれにおいて、メリットとデメリットがあり、総合的に判断すればよいと思

う。(中志賀)
（４２）少人数の教育には、無理がある。(中志賀)
（４３）子供の人数が減って来ているとのデータを見て。(中志賀)
（４４）児童間のコミュニケーション能力が向上でき、また、スポーツ等の能力が向上で

きるため。(中志賀)
（４５）私の子供は小学校は卒業しているのですが、志賀小で多くの児童で学べたのは、

とても良かったと思います。(中志賀)
（４６）児童数が減少している以上、経費が色々。統合していけばかかるのが省略してく

ると思う。(中志賀)
（４７）比井小学校の１学年の人数が、５人以下、時には１人の時もある。(中志賀)
（４８）学校間に格差が生じると思うから。(中志賀)
（４９）体育や音楽など、大勢でやることの楽しさや、協調性なども培われるので、統合

した方がいいと思う。(中志賀)
（５０）多くの生徒で学べる方がいいと思います。(中志賀)
（５１）児童数が減っている。これから増える余地がない。(中志賀)
（５２）近くに学校があるのはいいことだと思いますが、大勢の児童で学ぶ仲間が増える

のは、楽しいし励みになる。(中志賀)
（５３）現在の比井小学校児童数の少人数では統合はやむを得ないと思われます。

(中志賀)
（５４）少ない児童数では、行う事ができない授業があると思うため。(中志賀)
（５５）子供の減少。(中志賀)
（５６）児童数の推移予測を見て、比井小で体育やスポーツをすることが、困難に思いま

す。(中志賀)
（５７）全校児童数が３０人以下になってきては、運営が困難（授業や行事）。経費もム

ダです。
家が近い方が通いやすいと思うが、児童数減少を考えると、統合はやむを得ない
と考える。(中志賀)

（５８）年々減少しているから。(中志賀)
（５９）児童数少ないと、学校行事（運動会）大変そう。人数が多い方が楽しいと思う。

(中志賀)
（６０）児童、父兄の意見はどうか。財政上の問題はどうか。総合的に考える必要がある

から。人数が少ないより、多いところで生活する方が子供にとっても良いと思う。
中学生という思春期に突然、人数が多くなると不安が多いと思う。(中志賀)

（６１）受け入れる側である以上、仕方ないと思うから。(中志賀)
（６２）子供の人数が減少してきているので、仕方がない。(中志賀)
（６３）人数が多い小学校生活の方が、人との関わりという面や、学校行事などを考える

と統合の方がよいのではと思います。(中志賀)
（６４）特に理由はなくどちらでも良いです。(中志賀)
（６５）児童数の減少のため。自身が小規模校出身であり、そのメリット、デメリット両
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方を考えたとき、統合する方が子どもの将来のためにはいいと思うから。あまり
に少人数になると話し合い、体育などの集団活動が成立しないと思います。
(中志賀)

（６６）合理的でコストも削減できる。(中志賀)
（６７）比井小学校区の児童の事を思うと、学習面や社会性を身に付けるためにも、志賀

小と統合することがよいと思う。(中志賀)
（６８）比井小の人数が少ないと思うから。(中志賀)
（６９）生徒数の減少は好ましくないと思うから。(中志賀)
（７０）比井の児童は少なく、運営に町の予算がかかりすぎている。(中志賀)
（７１）児童数が減少しているのであれば、子どものコミュニケーション能力、コスト面

からも仕方ないことだと思う。(中志賀)
（７２）少人数校では学校経営が成立し難いだろう。(中志賀)
（７３）児童数が減少しているのなら統合したら良いと思う。(中志賀)
（７４）色んな意見がある中、行政が固まれば行政を応援する町民でありたい。(中志賀)
（７５）少人数だと競争意識が生まれない。(中志賀)
（７６）昭和２４年から４０人学級で育った自分。多人数の中で、切磋琢磨する向上心を

養うためにはよい。(中志賀)
（７７）児童数が減少しているため。(中志賀)
（７８）比井小学校の児童数があまりにも少なすぎるため。(中志賀)
（７９）子ども達が大勢と学習する方がよい。(中志賀)
（８０）児童数が少なすぎるから。(中志賀)
（８１）比井小校区の人数が減少が目に見えてきているから。(中志賀)
（８２）児童数が減少していってるため。(中志賀)
（８３）少ないところにコストを割くだけムダ。それであれば別のもの、事に割くべき。

(中志賀)
（８４）反対する理由がない。(中志賀)
（８５）少人数から中学で大人数になると、思春期という難しい時期でもあり、小学校か

ら慣れておくのが大切だと思う。(下志賀)
（８６）生徒が少なければ統合はやむを得ない。(下志賀)
（８７）少子化やむなし、日高町の人口増加は一時的。(下志賀)
（８８）少数では社会性や規律など身につかないと思うし、学校本来の役割が果たせるの

か。(下志賀)
（８９）少人数では児童がかわいそう。同学年が１人とかでは、多すぎてもダメだが、友

達や運動が限られる。(下志賀)
（９０）コストダウン、複式学級になる可能性があり、複式がいいのか悪いのか分からな

い。(下志賀)
（９１）田舎だと子供の少ない地区は、どこも統合されているから。(下志賀)
（９２）学校生活をたくさんの友達と過ごす方が楽しいと思うから。(下志賀)
（９３）それぞれの地域で教育するのがいいと思いますが、人数が少ないことによるデメ

リットの方が多いように思います。人数が増える見通しがない場合は、統合もや
むを得ないと思います。(下志賀)

（９４）比井小学校の児童数が減り続けて、行事（運動会や社会見学）などに影響出るの
では。(下志賀)

（９５）児童数が減少しているからです。(下志賀)
（９６）年々児童数が減少していくので、統合する方が子供にも良いと思う。(下志賀)
（９７）児童数の減少に伴い仕方がないこと。沢山の友達との中で人間関係が学んでいけ

る子を。(下志賀)
（９８）人数が多い方が学校行事が楽しくできるのではないかと思います。(下志賀)
（９９）生徒数(比井小）が減少しているから。(下志賀)
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（１００）児童数が減るから。(下志賀)
（１０１）日高町行政からの統合なら仕方ない。(下志賀)
（１０２）全国レベルで人口減少が進行する中で、一長一短あるが、国の施策であるコン

パクトシティー化は推進した方がよいと考える。(下志賀)
（１０３）特になし。(下志賀)
（１０４）統合しないとダメな状態ならそうすべき。(下志賀)
（１０５）子供の人数が減少しているので仕方がない。人数が少ないと色々な体験も出来

ない。限定される。(下志賀)
（１０６）集団行動における学習がおろそかになる。(下志賀)
（１０７）比井小学校の児童が増す見込みがない。スクールバスが有る。(下志賀)
（１０８）少人数になるのなら仕方ない。子供は大勢の中で教育等を受けた方がいいと思

うから。(下志賀)
（１０９）人数が少ないとかわいそうなので。(下志賀)
（１１０）多人数の方が、社会性、コミュニケーション、向上心などを養えるため。

(下志賀)
（１１１）色んな子供達の考え方を学んだり、活動の幅が広がると思うから。(下志賀)
（１１２）児童減少。(下志賀)
（１１３）人数が少なすぎるため。(下志賀)
（１１４）統合した方がいい状況であれば、統合しても良いと思います。(下志賀)
（１１５）児童数が多い所の方が、運動会など他の行事が楽しく出来るように思う。

(下志賀)
（１１６）時代の変化。(下志賀)
（１１７）中学校で統合されるから、小学校から統合してても良いと思います。(下志賀)
（１１８）子供達が多い人数の中でもまれるのも大事なことだと思うから。(下志賀)
（１１９）同級生がいないのは寂しいと思う。(下志賀)
（１２０）出来れば、各地区ごとに学校があれば良いが、児童数が減少すれば、いずれ統

合せざるを得ない。(下志賀)
（１２１）少人数の児童のために、学校を維持するのは税金の無駄遣い。(下志賀)
（１２２）比井小の人数がだんだん減って、学習できる場や先生の人数も限られていき、

思うように学ぶことが出来なくなっていくと思うから。(下志賀)
（１２３）児童減少で学習に差がつくと悪いため。(下志賀)
（１２４）少人数だと遊びたい遊びも出来ない。(谷口)
（１２５）友達をつくれない。(谷口)
（１２６）少ないよりも多いほうが、子供達の刺激になっていいと思う。(谷口)
（１２７）役員をするにしても、親の数が少なく大変だと思う。(谷口)
（１２８）減少しているのに早く統合すべきである。(谷口)
（１２９）比井小学校の児童数の減少を考えればそう思う。(谷口)
（１３０）町村合併もいわれている折、やむを得ないと思う。(谷口)
（１３１）友達が増える。(谷口)
（１３２）時代の流れだから仕方ないと考える。(谷口)
（１３３）児童数が減少し小学校の教室があまってくるなら統合はやむを得ない。運動会

など少人数になるとさびしい。学校の役を何年もしなければならないのでは。
(谷口)

（１３４）児童がかわいそうだから。(谷口)
（１３５）少人数の良さもあると思うが、あまりに少ないと人数がいる授業とか出来ない

と思うから。(谷口)
（１３６）児童数の減少がある。推移予測の表を見ました。(谷口)
（１３７）児童数の減少による教育環境の悪化を防止するため。(谷口)
（１３８）児童数の減少により、学級として成り立たないのではないか。(谷口)
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（１３９）仕方がないのでは。(谷口)
（１４０）少人数で行き届いた指導もいいと思いますが、人数が少なくなってしまえば仕

方ない。(谷口)
（１４１）児童数が年々減少しているため。(谷口)
（１４２）子供の減少。(谷口)
（１４３）地区によっては少子化の問題は考えさせられるが、子供のこれからのこと、今

の時代には多人数の方が子供の能力向上にはいいと思う。(谷口)
（１４４）少人数だと勉強するにはいい環境だと思いますが、行事などはある程度の人数

があった方がいいと思います。将来的にも、多人数の中で学校生活を送ること
になると思いますので、統合という形になってしまうのではないでしょうか。
また、保護者の方も人数が少ないと負担がかかるように思います。(谷口)

（１４５）児童数の減少により。(谷口)
（１４６）児童数が年々減少しているから。(谷口)
（１４７）経費のことを考えて。いらないお金は使わない方がいいのでは。(谷口)
（１４８）お互いに話し合った結果決まったら統合しても良いと思う。(谷口)
（１４９）あまりにも少ないと、先生の人数も少なくなり友達も少なく人との触れ合いも

少なくなる。それはいいことだとは思えない。(谷口)
（１５０）人数が少なくなると運動会などが盛り上がらない。活気がなくなる気がするか

ら。(谷口)
（１５１）人口減少に歯止めがきかない為。(谷口)
（１５２）集団生活が出来ない。(谷口)
（１５３）団体行動が出来ない。(谷口)
（１５４）人間関係が築けない。(谷口)
（１５５）少人数で学んだ方が指導が徹底するが、競争力をつける必要が必ずくることに

対応すべきと考える。(谷口)
（１５６）児童の減少で仕方がない。(谷口)
（１５７）児童数が減っている現状。(谷口)
（１５８）児童数が少なくなれば、当然複式学級になることにより、中学に上がれば、多

人数になり、コミュニケーション能力の不足がおこるのでは。(谷口)
（１５９）どちらの小学校も児童数が増える見込みが無い為。(谷口)
（１６０）児童数の減少により、学級単位で行う教育的行事が行えない状況になると思う

ので、児童がかわいそうです。(谷口)
（１６１）児童数の減少。(谷口)
（１６２）統合になる場合、準備等色々大変かと思いますが、子供さん方にとっても環境

に馴染めば切磋琢磨して成長していけるのではと思います。(谷口)
（１６３）統合はやむを得ないが、子供たちのことを考えて統合しないでもできる方向を

考えてあればなおいいと思う。(谷口)
（１６４）３６年以降ならやむを得ない。統合を進めるべきと思います。日高町全体の将

来を見据えて検討してほしい。児童がいる、いないに関わらず、町民全員平等
であるべき。皆の税金を使うのだから。(谷口)

（１６５）税金のことを考えた。(谷口)
（１６６）志賀小も比井小も人数が減り、統合しても増築なしで出来るとき。(谷口)
（１６７）倍かかるから。(谷口)
（１６８）行動が限られる。(谷口)
（１６９）少ない人数での教育は、あまり良くないと思うので。(谷口)
（１７０）大人の声ばかりではなく、子供の声も聞いて欲しいです。(谷口)
（１７１）統合しないですむのなら、その方がよい。学校名や校歌が変わるのは寂しい。

(谷口)
（１７２）１学年に１人か２人というのは、子供の協調性の育成に支障が出るような気が
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します。(谷口)
（１７３）児童数が少なくても教室、通る場所はある程度確保して置かなくてはいけない

から。(谷口)
（１７４）設備の管理に費用がかかる。設備の確保が必要であり人件費に経費がかかる。

(谷口)
（１７５）子供達の成長の過程で、生徒数がある程度多い中で、切磋琢磨することは望ま

しいことと思います。(小池)
（１７６）複式学級になると、学習面でも、子供の集団の中での育ちにも、良くないと思

う。校舎等、維持費を一校にかけられる。(小池)
（１７７）児童数の減少で１学年１人だけになるとの事、子供達の社会性を思うと。

(小池)
（１７８）時代の流れで仕方がないと思います。(小池)
（１７９）人数が少なくなってきたから。(小池)
（１８０）人数が少ない状況ではやむを得ないが、比井の方々が多く反対である場合は、

今のままで良いと思います。(小池)
（１８１）学童グループ活動が出来ますように。(小池)
（１８２）私も奥の出で、小学校はもう何十年も前に廃校になりました。地域に学校が無

いという事がどれだけ寂しいことか、でも子供達の事を思えばイの答えになり
ます。(小池)

（１８３）経費の問題。(小池)
（１８４）生徒数が多い方が行事がスムーズに進むと思います。(小池)
（１８５）児童数の減少の為。(小池)
（１８６）比井小学校の生徒数が減っていくので。(小池)
（１８７）児童数の減少。(小池)
（１８８）一長一短あるが、児童が少ないよりは、多くの児童を知ることが成長する過程

で社会勉強になると思う。(小池)
（１８９）社会性が向上。(小池)

ウ.統合しない方がよいと回答された理由

★ 比井小学校区 ★

（０１）登下校に時間がかかるため、近くなるのはいいが、遠くなるのは事故に合う確率
は高くなるため。(小浦)

（０２）今のままでいい。(小浦)
（０３）小学校がなくなることは、地域が消滅するに等しい。(比井)
（０４）統合しても子供のためにならない。(比井)
（０５）現状において保護者の一定数が統合に反対していること。バス通学になれば通学

等が不便になること。(比井)
（０６）学校は地域の宝です。(比井)
（０７）施設があり、志賀小の増設は予算の無駄、志賀の生徒を分ける。比井小に通学。

(比井)
（０８）志賀小が比井小に統合されるのであれば賛成する。(比井)
（０９）母校が無くなるのは寂しい。それ以上に、活気が無くなってしまうことが心配で

す。(比井)
（１０）通学や行事の時に不便、校舎がもったいない。子供の声が聞こえなくなり、寂し

くなる。(比井)
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（１１）３６年以降ならやむを得ない。(比井)
（１２）地域の活性化を考えれば、市町村としてもっと考えるべき事があるのでは。統合

ありきではダメ。(比井)
（１３）少人数の行き届いた指導が必要だと思うから。(比井)
（１４）少人数でも背の背の立つまでは比井小を残してあげれば良い。(比井)
（１５）保護者や住民の理解と賛同が大前提であり、今の時点でそれが十分に得られてい

るとは思えないから。(比井)
（１６）学習面などで少人数の方が落ちこぼれることなく、見てもらえるというメリット

が大きいと思う。統合以外のプランも出して比較することも必要と思われる。
(比井)

（１７）過疎化の原因になりそう。(比井)
（１８）地域衰退につながる。(比井)
（１９）統合すれば比井崎地区に住む人口が減る。(比井)
（２０）これから子供が減ることが分かっているのに教室を増やして統合するという意味

が分からない。今ある教室で足りる人数の時にすればいいのでは。(小坂)
（２１）立派な体育館もあり、小学校がなくなるということは、地元の人間関係や地域社

会が衰退するということにつながるから。(産湯)
（２２）地域に学校が無くなるとよけい過疎化が進むと思います。それよりも、地域をも

り立てる、人が残れる方法を考えてはどうでしょう。(産湯)
（２３）自分の子供が通うのだから、遠くなり不便なことが多くなる。(産湯)
（２４）地域の象徴的な存在の小学校がなくなれば、地域の活力がなくなり寂しくなる。

(産湯)
（２５）比井小学校保護者アンケート結果で、しない方がよいと答えた保護者が１５世帯

(３７％)もいるなら、無理に統合しない方が良いと思う。(田杭)
（２６）統合しない方がいい。(田杭)
（２７）統合したら遠い。多すぎて不安。(田杭)
（２８）少人数教育により、一人の子供の活躍する場が多い。(田杭)

★ 志賀小学校区 ★

（０１）比井の児童さんの通学等大変である。(上志賀)
（０２）子供目線で自分が比井小の児童だとしたら希望しないかな。(上志賀)
（０３）生徒の減少で、やむを得ないと思いますが、少数人数の方が勉強をしやすいと思

う。児童と先生がじっくり出来ると思う。そういう生徒しか素直であると思う。
(上志賀)

（０４）児童数の増加を期待。(上志賀)
（０５）しないと思うから。(上志賀)
（０６）中学校になったら町内みんな一緒になるので、今のままが良いと思います。

(久志)
（０７）登下校の不安、地区の文化の衰退。(中志賀)
（０８）少人数の良さもある。(中志賀)
（０９）ふる里の良さを忘れ、大勢の所へ集まる習性を植え付ける。その結果過疎へ拍車

をかける結果となるため、たとえ１人か２人になろうとも統合はするべきではな
い。(中志賀)

（１０）現時点で住民の意思を十分に把握されているとは思わない。(中志賀)
（１１）現在の建物が無駄になる。(中志賀)
（１２）小学校がなくなると過疎化が進行してしまう。(中志賀)
（１３）町政として児童数を多くするよう、政策をすべきである。(中志賀)
（１４）学校がなくなると益々地域はさびれる。(中志賀)
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（１５）統合すると人数が増えすぎて、志賀小が手狭になること。比井地区のお子さんの
負担が増す。(中志賀)

（１６）小学校がなくなれば、その地域を発展させようにも、発展できなくなる。
(下志賀)

（１７）あまり分かりませんが、よいことと思います。そして明るく皆さん仲良くなって
いいです。(谷口)

（１８）合理性だけで前へ進めるべきではない。(谷口)
（１９）クラス人数が増え、指導が十分に行き届かないと思う。(谷口)
（２０）前回のアンケート結果を読んで、校区が広くなると子供の行動範囲も広くなり、

事故につながるかも知れないと感じた。志賀小学校での運動会は統合した場合狭
すぎるから。(小池)

（２１）地域に小学校がなくなれば、さらにその地域の魅力が失われ人口が減っていく。
また、地域が衰退していく原因にならないかと心配するからです。(小池)

（２２）地域に必ず学校はいる。絶対必要である。(小池)

エ わからないと回答された理由

★ 比井小学校区 ★

（０１）分からないから。(方杭)
（０２）大人数には大人数の良さ、少人数には少人数の良さがあると思うから。(小浦)
（０３）少人数による学習指導は基礎的な内容を身につけさせるのにはとても良いと思う

ところもあるし、適当な人数がないと他の面での教育で支障をきたしてくるとも
考えられる。町の政策としてこの海岸部の人口増に対する手立てはされているの
かとも思う。(小浦)

（０４）子供がいないため。(比井)
（０５）子供にとって、どうしたらいいか分からない。(比井)
（０６）いずれ必要かと思いますが、現在の時点でわからない。(比井)
（０７）身近に児童がいないため統合の是非の判断ができない。(比井)
（０８）全体像が見えない。人数が減少している事は分かるが、統合することにより得ら

れるメリットデメリット等、今回与えられる資料からは読み取る事が出来ない。
(比井)

（０９）統合によっての良い面、悪い面、両方考えると判断できない。(比井)
（１０）分からない。(比井)
（１１）何か良い方法があれば比井小を残して欲しいが。(産湯)
（１２）子供がいないから。(産湯)
（１３）近所に子供がいないのでわからない。(阿尾)
（１４）現在小学校に通学する子が家にいないので。(阿尾)
（１５）児童の少数化によるメリットデメリットがあるし、地域の小学校のあるなしで地

域の活気がかわるため。(阿尾)
（１６）若い人にまかせる。(阿尾)
（１７）子供もいないからです。(阿尾)
（１８）子供が統合することをいやがっているから。(阿尾)
（１９）比井地区の父兄、児童の意見が大切だと思います。(阿尾)
（２０）統合した方が良いのかこのままがいいのかわかりませんが、子供達を一番に考え

てあげてほしいと思います。(阿尾)
（２１）子供がいない。(田杭)



- 17 -

（２２）本当に分からないから。(田杭)
（２３）他県から転入しておりますので、小さい子供、孫もおりません。(田杭)

★ 志賀小学校区 ★

（０１）児童がいないのでわからない。(柏)
（０２）町、教育委員会が統合が良いと判断した以上、町や教育委員会の責任で統合のロ

ードマップを示すべきだと考えます。(柏)
（０３）どちらでもよい.(柏)
（０４）小学校に通う子供が無いのでよく分からない。(上志賀)
（０５）これから統合する小学生とご両親の問題なので私には分からない。(上志賀)
（０６）我が家は高齢者のみで児童がいなくあまり考えていなかった。(上志賀)
（０７）８０歳すぎの老人２人のため。(上志賀)
（０８）比井小学校保護者の方の約半数の方が統合しない方がよいと言っている中、無責

任に答えられない。(久志)
（０９）子供達にとって良い方法を願う。(久志)
（１０）教育環境の整備、学習環境の充実のために、２校統合しかないと言っているよう

な印象をもつ。教育や学習環境について、現状がどうで、問題点がどうで、将来
がどうなるとの説明がない。児童数だけでは判断できない。(中志賀)

（１１）子供さんに接する機会がないので分かりません。(中志賀)
（１２）登下校が住んでいる地域によって負担の差が大きいと思うからです。(中志賀)
（１３）こっちに住んで間がないのと、メリット、デメリットがいまいちわからない。

(中志賀)
（１４）メリット、デメリットがあり、どちらとも言えない。(中志賀)
（１５）説明会に行けなかったため、詳細がわからない。(中志賀)
（１６）今は小学生がいないのでわかりません。(中志賀)
（１７）現に当事者ではないこともあり、安易に回答していいものでもないから。

(中志賀)
（１８）特に理由がないから。(下志賀)
（１９）統合した場合登下校の通学が不安になる。スクールバス等、フォロー体制があれ

ば、統合も考えられる。(下志賀)
（２０）小学生の子供がいないため。(下志賀)
（２１）比井地区に人が住みにくいと思う人も増えてくると思うしどちらとも言えない。

(下志賀)
（２２）本当に分からないから。(下志賀)
（２３）当事者の児童、保護者が強く望んでいないようだから。(下志賀)
（２４）子供のいない家庭なので、現状把握していないため、判断出来ない。(下志賀)
（２５）比井小学校の方々の意見を大切にしてほしい。(下志賀)
（２６）子供達のつながりが、遠くなると薄くなるのでは。(下志賀)
（２７）小学生の子供がいないのでわからない。(下志賀)
（２８）どちらの意見もあると思うので、専門的な判断で子供にいい方に決めてもらえれ

ばと思います。(谷口)
（２９）児童数が減少し統合するのは必要になってくるかもしれないが、地域教育を受け

ることも大切で、子供たちや地域の人がどう思うかを大切にした方がいいと思う。
(谷口)

（３０）志賀小では、統合しても数人子供が増えるだけという感覚で、あまり変化はない
ので、比井の方の判断を重視すべきだと思うので、統合すべきかどうか分からな
い為。(谷口)

（３１）少人数でもいいこともある。比井小学校の保護者の意見を尊重することが大切だ
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と思います。子供たちの意見も大事だと思います。(谷口)
（３２）合併して比井小学校の子供達や親が嫌だろうと思うから。でも、町としては合併

した方がよいと考えていてどちらの意見もあり私は分かりません。(谷口)
（３３）高齢者であるため。(谷口)

どれにも○をされなかった方の回答

（０１）入学児童の減。(比井)
（０２）日高町小学校に統合した方が良。(中志賀)

４. 統合することになった場合、統合の時期についてはい
つ頃がよいですか。

【比井小学校区】 世帯数 割合

平成３３年度 154 45.8%

平成３４年度 23 6.8%

平成３５年度以降 20 6.0%

その他 93 27.7%

無回答 46 13.7%

【志賀小学校区】 世帯数 割合

平成３３年度 233 50.5%

平成３４年度 39 8.5%

平成３５年度以降 25 5.4%

その他 123 26.7%

無回答 41 8.9%
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【両校区】 世帯数 割合

平成３３年度 387 48.6%

平成３４年度 62 7.8%

平成３５年度以降 45 5.6%

その他 216 27.1%

無回答 87 10.9%

ウ. 平成３５年度以降に○をされた方の希望の年度

（０１）３５年か３６年頃(比井)
（０２）３５年頃(小浦 ３世帯）
（０３）３５年頃(比井)
（０４）３５年頃(中志賀)
（０５）３５年以降(下志賀)
（０６）３６年頃(小浦)
（０７）平成３６年頃(比井 ２世帯）
（０８）平成３６年以降(比井)
（０９）３６年頃。複式学級でも授業が難しくなりそうな時期だから。(比井)
（１０）３６年頃。(田杭)
（１１）Ｈ３６年以降。(上志賀)
（１２）Ｈ３６年以降。(中志賀 ２世帯）
（１３）児童数から見るとＨ３６以降が良いように思いますが。何時からと言えるような

情報が少ないように思います。(下志賀)
（１４）平成３６年以降であれば、教室の増設は不要となる。(下志賀)
（１５）３６年頃。(下志賀)
（１６）志賀＋比井＝１５０人程度となるＨ３６年頃。要するに、大規模な改修を行わず

に済むくらいの人数になった時期。(下志賀)
（１７）３６年頃。(小池)
（１８）３７年頃。(比井)
（１９）３７年頃。(比井)
（２０）３７年頃。(中志賀)

エ. その他に○をされた方の回答

★ 統合に反対 ★

（０１）出来れば比井小を存続していけるような手立ても考えて取り組んでいくことを望
む。地域の文化施設がなくなると地域が衰退していき、町の発展につながってい
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かないと思います。(小浦)
（０２）在校生がいる限り変則でも続けていくべきだ。比井崎地区のわくをはずれ全町か

らの希望者を学ばせる。(比井)
（０３）比井小学校はその後どのような事になりますか。廃校、解体等あまりにももった

いない。また学力、については他校よりも比井小のほうがいいのでは。(比井)
（０４）統合は反対です。(比井)
（０５）統合する事が前提になっているのに答えても仕方ない。(比井)
（０６）統合は考えられない。(比井)
（０７）統合しない方が良い。(比井)
（０８）地域の振興策等が示されないままの統合には賛成しかねる。(比井)
（０９）統合しない方がいいから。(比井)
（１０）運動会を楽しみに見に行く。人数が多くなると顔が分からなくなる。(阿尾)
（１１）この質問は統合前提での質問ですので回答は控えさせて頂きます。もう少し質問

方法を考えてください。(上志賀)
（１２）しないほうがよい。(中志賀)
（１３）統合ありきの時期の設定では、統合される側の考えが尊重されない可能性がある

ため。(下志賀)
（１４）その地域の活性化がない。(谷口)
（１５）急いで決めるのはよくない。(谷口)
（１６）説明が十分に行き届き、統合への準備が出来た時。今時期を決める事には賛成し

ない。(谷口)
（１７）統合が前提になってのアンケートはおかしい。(小池)

★ 遅い方がよい ★

（０１）遅ければ遅いほどいい。(小浦)
（０２）出来ればもう少しおそいほうがいい。(比井)
（０３）統合はやむを得ないが、出来れば遅い方が良い。(産湯)

★ 早い方がよい ★

（０１）早いほうが良い。子供は柔軟です。少ない人数より多い方が良いと思います。
(比井)

（０２）地震や津波のことがあるので、いつとはいえない。早いほうが良いのでは。
(比井)

（０３）決まった場合は早いほうが良いが……。(比井)
（０４）早いほうがいい。(産湯)
（０５）早いにこした事がない。(阿尾)
（０６）早く準備ができるなら、早いほうが良い。(田杭)
（０７）早くしたほうが良い。さきのばしの理由がよくわからない。(田杭)
（０８）なるべく早い時期がよい。(田杭)
（０９）早いほうが良い。(柏)
（１０）1年でも早い方がいい。(上志賀)
（１１）出来る限り早い時期。(上志賀)
（１２）なるべく早いほうがいい。(上志賀)
（１３）どのような時期が良いというよりも、諸々の経費を思うと、年々上がろうとも、

下がることはないので、早いのに越したことはないと思います。(久志)
（１４）統合するなら早く。判断長引かせても、全員が納得行く結果は難しいと思う。

(中志賀)
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（１５）施設、体制が整ったできるだけ早い時期。(中志賀)
（１６）少しでも早く統合すれば経費を抑えられる。(中志賀)
（１７）計画が立てられれば、早い方がいい。早い方が子ども達にもいいでしょう。

(中志賀)
（１８）統合するのであれば早い方がよい。(中志賀)
（１９）少しでも早いほうがこどもたちも落ち着くと思います。(谷口)
（２０）統計上減少が続く。年度を云わず早いほうがよい。(谷口)
（２１）出来るだけ早く。(谷口)
（２２）町人口が増えない限り、子供も多くならない。(谷口)
（２３）早ければ早いほうがいいのでは。(谷口)
（２４）早いほうが良いと思う。(小池)
（２５）全ての準備が整って、子供がokしたとき。(柏)
（２６）子供達にとって、環境も整った適切な時期。(久志)

★ 児童数の推移を考慮した意見 ★

（０１）比井小の生徒が１～２人ぐらいになってからでも良いと思う。(方杭)
（０２）人口が減少している中で、意見がまとまればと思います。いつか統合ということ

が起こってくる中で、子ども達も落ち着かないのでは。(小浦)
（０３）比井小学校に通う子供が、今より更に少なくなってきた場合。(小浦)
（０４）本当に人が少なくなったら。(比井)
（０５）教室を増やさなくていい人数になったとき。(小坂)
（０６）複式学級でも、維持できなくなったとき。(産湯)
（０７）入学生が一人になったら。(産湯)
（０８）比井小学校に子供が少なくなる時。(産湯)
（０９）児童数がどの位減少していくのかも分からないので、複式学級が複数になった場

合。(産湯)
（１０）志賀小学校の増築改修を必要としない児童数になったとき。(産湯)
（１１）最後の１人の生徒が卒業してからがいいと思う。(上志賀)
（１２）児童数数名になってでもいいのでは。(上志賀)
（１３）比井小と志賀小の児童が、校舎の増改築の必要のない、人数になる頃が良いと思

います。Ｈ３５、Ｈ３６年以降。(中志賀)
（１４）複式になる前が良い。(中志賀)
（１５）比井小学校の入学児童がない点。(下志賀)
（１６）児童数の増減を見て。(下志賀)
（１７）複式学級も１人入学も考え物ですね。(下志賀)
（１８）比井小学校の児童数が減って、学校運営が困難になったとき。(下志賀)
（１９）比井小が１０人以下になったら。(下志賀)
（２０）町が考えている児童数になる頃、統合をやむを得なくなった時期。(谷口)
（２１）１０人以下になったとき。(谷口)
（２２）志賀小学校の生徒数が減ってから、仲良し学級の人数も増え、教室も足りないた

め。(谷口)
（２３）比井地区においての子供の人数増減を考えた上であまりあわてない方がいい。

(谷口)
（２４）統合しても増築しなくても良い人数になった時、それよりも耐震構造の見直しを

考えるべき。(谷口)
（２５）幼児の数から算出すれば。(小池)
（２６）志賀小学校の児童も減り増築をしなくてもよい時期にするべき。(小池)
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★ 校舎の耐用年数を考慮した意見 ★

（０１）校舎が使えなくなるまで。(産湯)

★ さらなる検討や地域への説明、体制の整備を求める意見 ★

（０１）十分に検討されてから。(小浦)
（０２）統合を望む保護者が多数となったとき。(比井)
（０３）１００％納得できなくてもやむなしと皆が思うようになったとき。(比井)
（０４）地元、保護者と充分な話し合いを行った上、合意される時期に。(比井)
（０５）反対の方がきちんと納得したときではないでしょうか。(比井)
（０６）保護者・住民の理解・賛同が得られたとき(比井)
（０７）校舎が整ったら。(比井)
（０８）比井地区にも若者がＵターンして就職する人が増えています。子供の数も増える

かもしれないので統合はしばらく様子を見てはどうでしょう。(産湯)
（０９）将来的には、町内一校に統合される可能性も高いので、十分な議論が必要である

と考えるから。(阿尾)
（１０）保護者との調整が出来た年度。(阿尾)
（１１）全ての準備が出来た頃。(阿尾)
（１２）もっと住民の理解を得てから。(田杭)
（１３）統合を望む保護者が多数となったとき。(田杭)
（１４）時期は両者納得の上で。(田杭)
（１５）時期ははやいに越したことはないが、賛成派、反対派、やむをえない派のそれぞ

れのグループが十分納得するまで議論を深めてからやるべきだ。(田杭)
（１６）皆が納得してから。(柏)
（１７）準備が整ってから。(柏)
（１８）比井小学校と志賀小学校の親子さんの納得が得られたとき。(上志賀)
（１９）保護者、子供を含めた地域住民の理解がある程度得られた時期、行政説明が地域

住民の理解をある程度、得られた時期で良いのではないか。(上志賀)
（２０）急ぐのではなく、きちんと体制を整えてからでも遅くはないのではないでしょう

か。(上志賀)
（２１）統合は難しい課題。合意形成に時間が必要。(久志)
（２２）準備、体制が整ってから。(久志)
（２３）住民の納得が得られた時期。(中志賀)
（２４）あせらず、ゆっくり様子を見てから。(中志賀)
（２５）学校の施設整備等、終了後。(中志賀)
（２６）充分な準備の必要。(中志賀)
（２７）準備が整い次第。(中志賀)
（２８）通学の問題、校舎の準備等、状況が整えば。(中志賀)
（２９）受入れ側のハード面を急ぎ用意する必要があり、整備されてから。(中志賀)
（３０）環境が整ってから。(中志賀)
（３１）小学校の保護者の同意によって。(下志賀)
（３２）地域全体で納得できれば早いほうがいいと思う。(下志賀)
（３３）統合意識の啐啄が大事だから。(谷口)
（３４）保護者側と学校側が話し合って決めたら。(谷口)
（３５）時期が来たら慎重に対話すべき問題なので、その時期を見誤らないような時期を

考える。(谷口)
（３６）統合後の校舎の増改築、クラス編成、先生等の人数等、全ての準備が整った時で

いいと思います。(谷口)
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（３７）時期については、それぞれの分野の方々で意見を出して、もっとも納得のいくよ
うにお願いしたい。(小池)

★ いつでもよい、といった意見 ★

（０１）いつでも。(小坂)
（０２）いつでも良い。いろいろな都合を考慮して考えてください。(阿尾)
（０３）いつでもいい。(柏)
（０４）いつでも。(中志賀)
（０５）予算とタイミングが合えばいつでも。(下志賀)
（０６）いつでも良い。(下志賀)
（０７）いつでもいい。(下志賀)
（０８）受け入れ態勢が出来ればいつでもいいと思う。(下志賀)
（０９）いつでもいいと思います。(谷口)
（１０）整い次第でいいと思う。(谷口)
（１１）そちらの準備が万端に整えばいつでもいいと思います。(谷口)
（１２）いつでも良い。いろいろな都合を考慮して考えてください。(谷口)

★ 一任するといった意見 ★

（０１）保護者様にお任せします。(小浦)
（０２）時期は保護者の意向を尊重。(産湯)
（０３）今後、小学校に入学される父兄が決めればよい。(役場教育委員会含む。)(阿尾)
（０４）父兄の意見による。(阿尾)
（０５）若い人にしたがう。(阿尾)
（０６）保護者の意見を参考にして欲しい。(田杭)
（０７）町や教育委員会の責任できめるべきこと。(柏)
（０８）結局は町や教育委員会でよいと思う。あとは児童保護者の不便なところを補えば

成り立つのではないか。(上志賀)
（０９）比井崎地区の人の意見を優先する。(上志賀)
（１０）時期については双方、関係者で決定してはと思います。(中志賀)
（１１）全校生徒の親の判断に任せます。(中志賀)
（１２）保護者の意見を参考にする。(下志賀)
（１３）児童数、学校施設等を検討し町が判断。(小浦)
（１４）教育委員会の方で適宜ご判断下さい。(小浦)

★ わからないといった意見 ★

（０１）時期についてははっきりと答えられません。(方杭)
（０２）わかりません。(方杭)
（０３）区切りがいい年というのはいつがいいとは分かりません。(方杭)
（０４）わからない(小浦 ２世帯）
（０５）分からん(比井 ２世帯）
（０６）統合の是非がわからないため時期についても判断しにくい。(比井)
（０７）全体像が見えてこないので答えられない。(比井)
（０８）わからない。(阿尾 ２世帯）
（０９）時期までわかりません。(阿尾 ２世帯）
（１０）わからないがはやいほうがいいと思う。(田杭)
（１１）わかりません。(田杭)
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（１２）10年～２０年後子供の数がどのようになっているのかわからないのでわからな
い。(田杭)

（１３）分からない(上志賀 ４世帯）
（１４）行政の都合が(予算等)分からない。(上志賀)
（１５）わからない(久志 ２世帯）
（１６）よくわからない、子供がいてないので。(中志賀)
（１７）分からない(中志賀 ３世帯）
（１８）自身の子供が卒業後の事なのでわからないです。(中志賀)
（１９）自分の子供が卒業している時期になるからよくわからない。(中志賀)
（２０）時期までわからない。(中志賀)
（２１）決められません。(下志賀)
（２２）どのタイミングにしても子供の気持ち等は同じだと思うので分からない。

(下志賀)
（２３）分からないから。安易に答えられない。(下志賀)
（２４）小学校に通う子供がいないため、比井小学校の生徒の立場になるといつとは言え

ない。(下志賀)
（２５）わからない。(谷口)
（２６）実際に比井小学校に通わせている家庭の意見も様々であり、いつ頃がよいか判断

できない。(谷口)
（２７）年々の減少は感じてるが、本当の実態が分からないから。(谷口)

★ その他の意見 ★

（０１）統合することになった場合、いつ決定されるのですか。(阿尾)
（０２）そもそも新聞等に３２年で出た時点で地域の人達の反感を買ったのではないです

か。もっと教育委員の方も気をつけて。(田杭)
（０３）今回志賀と比井が統合するとして、その数年後には、内原とも統合するならその

時期も考えて、計画を進めるべきだと思う。(中志賀)
（０４）町内統合した方がいい。(中志賀)
（０５）増築をしなくてもよい時期。(中志賀)
（０６）保育所の統合時期と伴わせて検討すべき。(中志賀)
（０７）町政の力量がない。(中志賀)
（０８）子供が卒業してから統合であれば良い。(谷口)

★ なし ★

（０１）特になし。(田杭)
（０２）特になし。(谷口)



- 25 -

５．統合する場合、校舎は志賀小学校校舎を増築改修しての
利用を考えています。これについてはどう思いますか。

賛成的な意見

★ 教育環境についての意見 ★

（０１）子供並び父兄が納得できる環境づくりの計画であればいいと思う。(産湯)
（０２）当然のことで、児童の教育に支障が出ないようにしてください。(阿尾)
（０３）それでいいと思うが、教育環境や施設機能が低下しないよう対策を講じていただ

きたい。(上志賀)
（０４）子供達が快適に勉強できるのが、当然である。(久志)
（０５）教育環境を充実するにはよいことだと思う。(中志賀)
（０６）賛成。クラス数を増やしてクラスの人数が３０人以下になるのが望ましい。

(下志賀)
（０７）増築、改修には賛成です。子供達の不便のないようにお願いします。(下志賀)
（０８）必要ならすべきだと思いますが、改修中に出来るだけ快適に過ごせるように検討

していただきたいと思います。(谷口)
（０９）子供達が安全で学校生活を過ごしやすい環境であればいいと思います。教室が狭

く感じたりなどストレスを感じないよう考慮してあげてください。(谷口)
（１０）昔と違って、今は仲良し学級の人数も増えて来ているので、増築をするべき事は

いいことだと思います。(谷口)

★ 通学に関しての意見 ★

（０１）結構ですが、後は児童の通学の仕方を十分検討して欲しいです。(小坂)
（０２）統合になった場合バス通学になると思うが、ちゃんとやれる自信はあるのでしょ

うか。(小坂)
（０３）これは当然のことです。バスで送ってくれることでしょう。(産湯)
（０４）バス通学になるなら志賀小学校へ統合がいいと思います。(産湯)
（０５）いいと思います。比井の子供達はバス通学ですか。(谷口)
（０６）場所的には道路上で便利であるし、子供の人数が多い方に合わせる方がいいと思

います。(谷口)
（０７）日高町のほぼ中心だと思っています。遠いところから通学する生徒はもちろん通

学バスを用意してください。(小池)

★ 教室についての意見 ★

（０１）増築時、教室を広めに作って欲しい。(谷口)

★ 運動場についての意見 ★

（０１）いいと思う。人数が増えると運動場の広さはどうなるのか。(比井)
（０２）校舎だけでなく運動場、駐車場もました方がいいと思います。(産湯)
（０３）それについては賛成です。ただ、運動場など狭くなるのではと心配です。運動会

など伸び伸び出来る環境を作って欲しい。(谷口)
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（０４）増築の場所があるのであれば、運動場などで減らさないでいけるのであれば、そ
れでいいと思う。(谷口)

（０５）増築改修は当然だと思うが、運動場は現状のままだと狭いように思う。(谷口)

★ 駐車場についての意見 ★

（０１）教室は当たり前だが比井小学校のような体育館駐車スペースが欲しい。(産湯)
（０２）増築、改修は子供のために必要だと思う。行事や送迎のために駐車場を広げて

欲しい。(阿尾)
（０３）いいと思うが、駐車場のことも考えなければならないと思う。(谷口)

★ スペースに関する意見 ★

（０１）増築する場所があればいいと思う。(阿尾)
（０２）土地があればそれで良いでしょう。(阿尾)
（０３）教育に必要な広さが確保できるのか学校全体の面積が少ないのではないか。(比

井)
（０４）それでいいと思います。少し手狭な様にも思いますが。(久志)
（０５）今でも手狭だと思うので、これを機に改修、増築は良いと思う。(中志賀)
（０６）充分な教室のスペースがあれば、問題はないと思います。(中志賀)
（０７）賛成ですが、敷地が足りますか。(中志賀)
（０８）志賀小学校の校舎を利用する事については、様々な面から考えると一番良い方法

だと思います。でも現校舎あるいはグラウンド、体育館等は子供達に十分な広さ
では無いと思います。増築改修だけでは不十分ではないでしょうか。(谷口)

★ 校舎に関する意見 ★

（０１）志賀小学校のほうが比井小学校より校舎は新しいと考える。志賀小学校校舎への
統合はベターと考える。(谷口)

（０２）校舎が古いので早く改修だけでもしてください。比井小も古いので、統合しない
のであれば改修が必要だと思います。(谷口)

★ 設備に関する意見 ★

（０１）良いと思います。できましたら、増築、改修の時に、教室にクーラー設置してほ
しいです。熱中症対策のために。(中志賀)

★ プールに関する意見 ★

（０１）よりよい学習環境にするため、思い切った大規模改修をして欲しい、プールも設
置して欲しい。(久志)

★ トイレに関する意見 ★

（０１）それで良いと思います。トイレも増築して欲しいです。(柏)
（０２）良いと思う。増築よりもトイレの改修お願いします。(下志賀)



- 27 -

★ 人口推移・児童数減少に関する意見 ★

（０１）児童数に見合った環境にすべきであり、増改築が必要と考えられます。(比井)
（０２）統合した場合でも児童数の減少が予測されているので後に有効利用できるような

増築改修がされるといいと思います。(比井)
（０３）良い合理的と思う。志賀小学校は将来的にも人口増加地区と思う。(比井)
（０４）現状として今志賀の児童だけでも人数が増えて教室が足りない感じがあるので増

改築は必要だと思う。(柏)
（０５）今後の児童数の減少を考えても、これが最良と思います。(中志賀)
（０６）良いと思う。今後子供が増えてくるならばやむを得ない。(中志賀)
（０７）将来を考えて、改修する方が生徒を受け入れやすいと思う。(下志賀)

★ 財政面に関する意見 ★

（０１）予算等のこともあり、これでいいと思います。(阿尾)
（０２）統合するのであれば、環境整備をしてスタートさせるのが、普通と思うので賛成

です。税の無駄遣いではない、有効利用である。早く進めてください。(上志賀)
（０３）教室が足りないのであれば、増築してください。増築・改修費用が要るが、統合

してしまう方が経費の削減につながる。(中志賀)
（０４）財政面的に良いと思います。(下志賀)
（０５）志賀区も人口が増える見込みがあるため、良いと思う。費用面はどうなるのか。

(下志賀)

★ 耐用年数や防災に関する意見 ★

（０１）志賀小学校は校舎が古いので、統合しなくても改修した方が良い。(比井)
（０２）増築、改修は人数が多くなり、クラスが増え教室が足りない場合は耐震対策も含

めていいと思います。(下志賀)
（０３）志賀小学校の耐震、耐久性が大丈夫であれば、賛成です。(下志賀)
（０４）それでいいと思います。今後、地震の事もあるので志賀に統合する方がいいと思

う。(谷口)
（０５）問題ないと思う。ただ耐震化構造などはしっかりしてもらいたい。改修中の授業

フォローは児童に合わせてしっかり行うこと。(谷口)
（０６）災害時の事を考えると、安心安全だと思うので、いいと思います。(谷口)

★ 立地に関する意見 ★

（０１）日高町の中心地だから。(中志賀)

★ 比井小学校校舎に関する意見 ★

（０１）増築改修でいいと思いますが、比井小も何か利用できたら良いかなと思います。
(阿尾)

（０２）志賀小学校の校舎を利用することについては反対しないが、残された比井小学校
の校舎を有効活用する方法をしっかりと検討して欲しい。(田杭)

（０３）それでいいと思います。比井小学校は廃校後何か施設に利用する。(下志賀)
（０４）増築、改修も良いのですが、比井小学校の跡地の利用やお金を効率よく利用し何

度もくり返さない方法を考えて。(谷口)
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★ ３校統合について触れた意見 ★

（０１）賛成。いずれは(２０年後くらい)３校統合になると思います。(阿尾)

★ 行政側の統合の進め方に関する意見 ★

（０１）はやく進める事。(比井)

★ その他の意見 ★

（０１）その方法がいいと思います。(方杭)
（０２）良いと思う。(方杭)
（０３）いい案だと思います。(小浦)
（０４）良いと思います。(小浦 ４世帯）
（０５）賛成です。(小浦)
（０６）賛成。(小浦 ２世帯）
（０７）それで良いと思います。(小浦)
（０８）志賀小の増築・改修しての利用に賛成します。(小浦)
（０９）特に文句なし。(小浦)
（１０）それで良いと思います。(小浦 ２世帯）
（１１）ほぼ良好(小浦)
（１２）異議なしです。(小浦)
（１３）子供が勉強しやすい環境、遊びやすい環境にするためにも増築、改修は必要

では。(比井)
（１４）それしかないだろう。(比井)
（１５）それでいいと思います。(比井)
（１６）それでいいのでは。(比井)
（１７）良いと思います。(比井 ３世帯）
（１８）いいと思います。(比井 ４世帯）
（１９）良い(比井)
（２０）できれば統合するようにお願いします。賛成です。(比井)
（２１）それがいいと思います。(比井)
（２２）賛成です。(比井 ２世帯）
（２３）いいと思います、ぜひ快適な教室を。(比井)
（２４）okです。(比井)
（２５）適当だと思います。(比井)
（２６）よろしい。(比井)
（２７）子供達が、仲良く楽しく学校生活をおくれるならそれでよいと思います。(小坂)
（２８）子供達が不便のないよう、設備投資は当然の話です。(小坂)
（２９）いいと思います。(小坂 ２世帯）
（３０）一番望ましいと思います。(産湯)
（３１）ok。(産湯)
（３２）早期実施。(産湯)
（３３）いいと思う。(産湯 ２世帯）
（３４）いいと思います。(産湯 ４世帯）
（３５）よいと思う。(産湯)
（３６）いいと思います。将来は高台に新設して欲しい。(産湯)
（３７）良い。(産湯)
（３８）良いと思う。(産湯)
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（３９）良いと思います。(産湯 ２世帯）
（４０）それでいいと思う。(阿尾 ３世帯）
（４１）統合する時は志賀小学校舎を利用する方がいい。(阿尾)
（４２）いいと思う。(阿尾 ２世帯）
（４３）いいのではないですか。(阿尾)
（４４）いいと思います。(阿尾 ７世帯）
（４５）当然だと思います。(阿尾)
（４６）志賀小学校の増築改修は必要。(阿尾)
（４７）それでいいと思います。(阿尾 ３世帯）
（４８）賛成。(阿尾 ２世帯）
（４９）異議なし。(阿尾)
（５０）増築、改修すべきである。(阿尾)
（５１）賛成です。町長がリーダーシップを取って至急決定せよ。(阿尾)
（５２）いいと思う。(田杭 ２世帯）
（５３）良いと思う。(田杭)
（５４）それで足りるならいいと思います。(田杭)
（５５）良いと思います。(田杭)
（５６）よろしいです。(田杭)
（５７）いいと思います。(田杭)
（５８）賛成します。(田杭)
（５９）いいと思う。(柏)
（６０）賛成です。(柏)
（６１）いいと思います。(柏)
（６２）是非、大改修を進めてください。(柏)
（６３）いいと思います。(柏)
（６４）それでいいと思います。(柏)
（６５）志賀小学校いいと思います。(上志賀)
（６６）いいと思う。(上志賀 ７世帯）
（６７）いいと思います。(上志賀 ４世帯）
（６８）それで良いと思う。(上志賀)
（６９）それでいいと思います。(上志賀 ２世帯）
（７０）それがいいと思います。(上志賀)
（７１）友達が増えてよいと思います。(上志賀)
（７２）志賀も教室が少なくなってきているので改修、増築でいいと思う。(上志賀)
（７３）それが望ましいと思います。(上志賀)
（７４）増築、改修して利用すればいいと思います。平成３６年には、志賀、比井合わ

せても平成３０年より児童数が減少する予測になっているので、新たに新築す
る必要もないと思うから。(上志賀)

（７５）志賀小学校でいいと思います。(上志賀)
（７６）通学児童の人数から考えて、多い地区、志賀小の方がいいと思う。(上志賀)
（７７）児童数から見ても妥当と考えます。(上志賀)
（７８）そう思います。(上志賀)
（７９）よい。(上志賀)
（８０）それが一番ベストだと思います。(久志)
（８１）それで良いと思います。現実的に考えると、それ以外の選択肢はないと思いま

す。 (久志)
（８２）賛成。(久志)
（８３）賛成です。(久志)
（８４）その方法しかないと思われる。(久志)
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（８５）良いと思う。(久志 ２世帯)
（８６）よいと思います。(久志 ３世帯)
（８７）異議なし。(久志)
（８８）賛成です。(中志賀 ３世帯)
（８９）よい。(中志賀)
（９０）良いと思う。(中志賀 ６世帯)
（９１）それでよいと思う。(中志賀)
（９２）それでいいと思います。(中志賀)
（９３）それが良いと思う。(中志賀)
（９４）良いことだと思います。(中志賀)
（９５）良いと思います。(中志賀 ６世帯）
（９６）その通りでいいと思う。(中志賀)
（９７）自然な流れになるのでは。(中志賀)
（９８）比井＋志賀の人数も減少しているので、増築必要。(中志賀)
（９９）とてもいいことだと思います。(中志賀)
（１００）現状では志賀小学校の校舎を増築、改修しての利用は適当だと思います。

(中志賀)
（１０１）児童数が増えるとその分、必要な教室も増えてくると思うので、増築改修すべ

きだと思います。(中志賀)
（１０２）必要だと思います。(中志賀)
（１０３）異論はありません。(中志賀)
（１０４）各校の児童数から考えれば、志賀小学校校舎の増築、改修が適当。(中志賀)
（１０５）ＯＫ。(中志賀)
（１０６）児童数が増えれば、必要なことであると思います。(中志賀)
（１０７）異議ありません。(中志賀)
（１０８）良いと思います。(中志賀)
（１０９）大変良い。必要だと思います。(中志賀)
（１１０）大変良いと思います。(中志賀)
（１１１）増築改修でいいと思います。(下志賀)
（１１２）よい。(下志賀)
（１１３）よいと思います。(下志賀 ４世帯）
（１１４）いいと思う。(下志賀 ７世帯）
（１１５）いいと思います。(下志賀 ８世帯）
（１１６）良いと思う。(下志賀)
（１１７）良いと思います。(下志賀 ７世帯）
（１１８）それで良いと思います。(下志賀 ２世帯）
（１１９）それでいいと思います。(下志賀 ２世帯）
（１２０）それがいいと思います。(下志賀)
（１２１）いいのでは。(下志賀)
（１２２）いいのではないか。(下志賀)
（１２３）いいと思う。志賀小学校の増築改修を早く進める。(下志賀)
（１２４）賛成です。(下志賀 ２世帯）
（１２５）妥当だと思う。(下志賀)
（１２６）増築改修はいいと思います。(下志賀)
（１２７）増築改修で良いと思います。(下志賀)
（１２８）必要ならばいいと思います。(下志賀)
（１２９）校舎がどの様になっているのか分からないが、足りないところが有れば増す。

(下志賀)
（１３０）使い勝手が悪ければ改修するしか無いと思います。(下志賀)
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（１３１）学年により多いところもあるのでいいと思う。(下志賀)
（１３２）増築でも改修でも良いと思う。(下志賀)
（１３３）一番良い方法だと思う。無駄がないと思う。できれば増築しなくてもよければ

なおいいが。(下志賀)
（１３４）増築した上で今以上に志賀小学校舎が利用しやすいようになるように。(下志賀)
（１３５）無駄なく利用できるならいい。(谷口)
（１３６）志賀小の校舎の利用でいい。一部の改築でいい。(谷口)
（１３７）良いと思います。(谷口 2世帯）
（１３８）それで良いと思います。(谷口)
（１２９）改修して良いと思います。(谷口)
（１４０）良いと思います。(谷口)
（１４１）よろしいではありませんか。(谷口)
（１４２）さびしい、いいと思う。(谷口)
（１４３）当然、必要なことだと思います。(谷口)
（１４４）いいと思う。(谷口 ３世帯）
（１４５）それでいいと思います。(谷口 ３世帯）
（１４６）いいと思います。(谷口 ９世帯）
（１４７）いいと思う。(谷口)
（１４８）一番よい方法と思う。(谷口)
（１４９）それで良いと思います。(谷口)
（１５０）それでいいと思う。(谷口)
（１５１）増築改修すればいい。(谷口)
（１５２）もちろんすべき。卒業生ですがタイムスリップしたみたいで、まんまでびっく

りした。(谷口)
（１５３）良いと思う。(谷口 ６世帯）
（１５４）良い。(谷口 ２世帯）
（１５５）賛成。増改築やむを得ないと思います。(谷口)
（１５６）良いと思います。(小池 ６世帯）
（１５７）いいとおもう。(小池 ２世帯）
（１５８）賛成です。(小池)
（１５９）適当と思う。(小池)
（１６０）それでよし。(小池)
（１６１）改修した方がいい。(小池)
（１６２）それで良いと思います。(小池)

やむを得ないといった意見

★ 通学に関しての意見 ★

（０１）かよう学校が遠くなる子が少しかわいそうだが、やむなし。友達関係が出来る
ような対策があれば。(谷口)

★ 教室に関する意見 ★

（０１）教室が足りないのは仕方が無いので、増築するべきだと思います。(下志賀)
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★ 運動場に関する意見 ★

（０１）やむを得ないと思う。ただ、運動場が減るのはかわいそう。(中志賀)

★ 敷地に関する意見 ★

（０１）仕方がない。校地が回りにないように思います。よく検討してください。後々
のこともよく考えてください。(比井)

★ スペースに関する意見 ★

（０１）そうしないと、仕方がないと思いますが、スペース的に問題や課題がありそう
ですね。(小坂)

（０２）教室も増えると聞きましたが、教室で机を並べて勉強しても窮屈にならないよ
うゆとりをもって勉強をさせてもらいたいです。運動場も今より広くして欲し
いです。(小坂)

（０３）仕方がない。校舎もだけど、運動場、体育館、駐車場、不便な所も多い。統合
するとなるともっと不便になる。(阿尾)

★ 人口推移、児童数減少に関する意見 ★

（０１）人数が多くなるのだから、そうなると思います。(中志賀)
（０２）少子化や財政面を考えると、やむを得ないと思う。(小池)
（０３）人数が多い場合仕方ないと思う。しかし平成３３年度とすると各学年平均５人

弱の増になる。また、年々児童数が減っていくので、多い学年は空き教室があ
れば利用するなど対応できないでしょうか。(小池)

★ 比井小学校校舎に関する意見 ★

（０１）仕方がないのではと思います。統合する場合、比井小学校の跡地利用も検討し
てほしいです。多目的ホールみたいな場所として、有効活用してほしいと思い
ます。(小坂)

（０２）建物が古くなってきているなら改修は必要と考える。比井小学校は体育館がま
だまだ新しいのにそちらを選ぶということはないものか。もし、志賀小学校で
あれば比井小学校の今後の使い方を教えて欲しい。(小坂)

（０３）やむなし。ただ比井小のきれいな校舎をそのままにするのはもったいないので
活用した方がいい。(中志賀)

（０４）比井小体育館はとてもキレイで、何かに使えるようにした方がいい。やむを得
ないのではないですか。(中志賀)

★ ３校統合に関する意見 ★

（０１）町内で１つの小学校でもよいと思うが、とりあえずは志賀小学校でよい。(産
湯)

★ その他の意見 ★

（０１）仕方ないと思います。(方杭)
（０２）妥当だと思う。(小浦)
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（０３）やむを得ないと思う。(小浦)
（０４）仕方がない。(比井)
（０５）やむを得ない。(比井 ２世帯）
（０６）仕方がない。(産湯)
（０７）他に方法はなさそう。(産湯)
（０８）やむを得ないこと。(阿尾)
（０９）増築改修せざるをえないのなら、仕方が無いと思う。(阿尾)
（１０）必要なら仕方ない。(田杭)
（１１）今の状況から考えて仕方がないと思う。(田杭)
（１２）仕方ないことだと思う。(久志)
（１３）志賀小学校校舎の増築、改修はやむを得ないと思います。(中志賀)
（１４）仕方ないと思うが。(中志賀)
（１５）しょうがないと思います。(下志賀)
（１６）やむを得ない。(下志賀)
（１７）必要であれば、仕方がないと思います。安易な増築はして欲しくないです。

(下志賀)
（１８）まぁ、しようがないと思う。(下志賀)
（１９）やむを得ない。(谷口)
（２０）今のままでは狭いのでやむを得ないと思います。(小池)

反対の意見

★ 運動場に関する意見 ★

（０１）志賀小学校の運動場は狭いので、増築するとどうなるのか不安。(比井)

★ スペースに関する意見 ★

（０１）狭い場所で学習するのはどうなのでしょうか。先生方も指導しにくくなるのでは
ないでしょうか。(産湯)

（０２）土地の利用としては、今で目一杯では。これ以上増築等を行って、今いる子ども
達の環境がよくなるのか。(中志賀)

（０３）狭くなるのではないでしょうか。(下志賀)

★ 人口推移、児童減少に関する意見 ★

（０１）教室が足りないのであればもちろん。でも、これから少なくなるばかりだとおも
います。少しの間そのままで。(比井)

（０２）比井と志賀どちらも減少しつつありますが、増築の必要はありますか。(比井)
（０３）子供の減少を見越して、増築なしの統合時期をさぐるのもありでは。(産湯)
（０４）児童数が減ってきそうなので、今のままでいいと思う。(阿尾)
（０５）児童数の推移予測ではＨ３０の志賀小１６６名、Ｈ３６の志賀＋比井が１５８

名と今よりも少ない。今後もそう児童数は増加すると考えられないので、明ら
かに無駄だと思う。(上志賀)

（０６）今後志賀小の人口も減ってくるとすれば、転入人口で多少は増えるかも知れな
いが、増築するのもどうか。統合の時期、その後の児童数の推移によって、増
築が必要かどうか、意見が分かれると思う。(久志)
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（０７）資料を見る限り、H36年度の比井+志賀小学校の人数は、今の志賀の人数より少
なくなっているので、そのころに統合すれば、増築の必要はないのでは、増築
してものちのち人数が少なくなっていくのであれば必要ないのでは。(谷口)

★ 財源に関する意見 ★

（０１）税金の無駄遣い。(比井)
（０２）町の費用を使って増改築には反対。町が赤字になれば誰が責任を取るのか。

(比井)
（０３）増築改修は本当に必要ですか。資料によると、志賀小生徒も減少しているようで、

比井小は激しく減少の状況です。私は増築の必要は無いと思います。多少の改
造で十分かと思います。無駄なお金は極力使わないようにしてください。(比井)

（０４）税金の無駄遣いです。いっそのこと少なくなってからすればいいと思います。
(田杭)

（０５）増築改修してまでお金は使わないで。(下志賀)
（０６）お金がもったいないと思う。ゆくゆくは志賀小の児童数が減るのだから、増築

部分が無駄に余ってきませんか。(下志賀)

★ 比井小学校校舎に関する意見 ★

（０１）比井小を利用するという選択肢はなしですか。(比井)

★ 新校舎を望む意見 ★

（０１）全面的な校舎の建築をすべきであり増改築のような安易な方法はやめるべき。
(比井)

（０２）統合といえば安全面から考えても老朽化した校舎を利用するのではなく、将来
を見据えた新校舎を建設してはどうか。(比井)

（０３）新築にしてほしい。築４０年以上も経っているので、時代にあっていないと思
う。(谷口)

★ ３校統合に関する意見 ★

（０１）比井としては疑問も感じる。中学校みたいに３校一緒の方がいいのでは。
(比井)

★ 増築は不要という意見 ★

（０１）そのまま統合できるならまだしも、増築・改修は必要であるならば、統合の時
期をおそくしてもいいと思います。今ある比井小学校の体育館、校舎の耐震、
クーラー等の設備も、勿体ないと思います。児童数の推進予測の表を見ても、
Ｈ３５年以降に統合すれば、そういう費用も必要で無くなるのではないかと思
います。(比井)

（０２）子供達のことを考えるなら、補助金目当てでなく最善の方法を考えてほしい。
比井小をいかし、こちらに来ていただけるような学校選択制等も視野に入れ議
論してください。増築しても３６年度には、志賀＋比井の人数は今の志賀の人
数より少なくなるのであれば、もったいないです。(比井)

（０３）平成３６年度以降の合併であれば、児童数予測を見る限り、現在の志賀小の児
童数と比べて少ないため、増築や改修をしなくてもすむのではないでしょうか。
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(比井)
（０４）トイレなどの改修はいいが、児童が減少傾向にあるので、増築は必要ないと思

う。(小池)
（０５）今後、人口が減り続けるので、増築はしなくて良いと思うが、トイレや古いと

ころは、改修すべき。今通っている子供達がトイレを我慢して帰宅している。
白崎小や御坊小のように増築しても将来的に空き教室になる可能性がある。
(小池)

★ 統合の進め方に関する意見 ★

（０１）｢統合ありき｣の姿勢での愚問には答えかねる。(比井)
（０２）統合する、しないが決定してから考えても良いのではないでしょうか。志賀小

学校は災害時の避難場所も兼ねているので、その際の利用も円滑に行える状態
が希望です。(下志賀)

★ 政策に関する意見 ★

（０１）統合しない方が良い。校舎を増改築すればお金が必要だから、子供を増やす対
応にお金をかけてほしい。(比井)

★ その他の意見 ★

（０１）統合には基本的に反対です。小学校をなくせば、その地域の将来の発展を断念
したも同様と思います。比井崎地区にも住んでもらえるような政策をすべきと
思います。(下志賀)

（０２）地域独特の伝統もあることだから、人数減少してるから統合というのも疑問が
ある。比井小学校の長年の歴史を大切に継続してくれることをせつに望みます。
我が愛してやまない母校の統合という場面に直面して思うことです。(比井)

（０３）増築改修の予算は町税からか、町財政に負担が大きく、苦しくなる。(比井)
（０４）反対する。比井小学校を増築、改修することを考えるべき。(比井)
（０５）増改築してまで統合が必要なのか。現在の場所に増築となると運動場がせまく

なりませんか。人数が増えるのに運動場。教室が狭くなるのでは意味がないの
ではないでしょうか。(比井)

（０６）私は統合に反対ですから、志小の増築や改修は考えていません。(産湯)
（０７）無理です。(阿尾)
（０８）ムダと思います。(阿尾)
（０９）反対。(田杭)
（１０）現状維持でよい(上志賀)
（１１）増築改修は必要ないのでは。(中志賀)
（１２）改修しなくても現段階で使用に問題なければ良いのでは。(中志賀)
（１３）そのままで良いと思う。(中志賀)
（１４）なぜ志賀小学校なのかわかりません。増築、改修するにしても、学校自体が古

いのに新築してどの校区にするか決めてもいいと思います。(谷口)
（１５）絶対反対。(小池)
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意見・要望

★ 子供達の環境に関する意見 ★

（０１）統合する場合、増築などしてよりよい環境にしてほしい。志賀小の周りの住
民の方はどう考えているのか。(方杭)

（０２）場所はどこでもいいが、プレハブはやめてください。(比井)
（０３）子供達が快適で過ごしやすい校舎となるよう気配りをして頂きたい。(産湯)
（０４）今回同封されていたアンケート結果を見て、志賀小学校の保護者の意見を知る

ことができて良かったです。保育園で行われている３園交流を小学校でも行っ
て、統合後に少しでも早く子供達がうち解けることができるようにして統合へ
の不安を減らしてあげたいです。何よりも子供第一でお願いします。(田杭)

（０５）改修が十分に出来るのか、子供達の負担にならないか心配。(久志)
（０６）現在の学習環境より悪くならなければよい。(中志賀)
（０７）妥当だと思う。比井小に通うとなると絶対に反対します。立地条件を考え、中

志賀に家を建てたのだから…。増築の間、うるさいですよね。子ども達の授業
の集中面は大丈夫なのかが心配です。(中志賀)

（０８）現在、志賀小学校に通っている子ども達の勉強、遊びの妨げにならなければと
思っています。ついでに校舎全体の耐久性も考えてくれればとも思っています。
(中志賀)

（０９）子供達が安全であること、授業中に工事の音がして、学習の邪魔にならないこ
と、運動会などのイベントが中止されないことなど子供に何らかの影響が出な
いようにして欲しい。(谷口)

★ 教育に関する意見 ★

（０１）１学年の児童数の考慮。多人数より少人数で授業を受けられるように。(小浦)
（０２）最新の教育環境をつくってほしい。(小坂)
（０３）プレハブはだめです、きちんとした校舎にしてあげてください。環境のいいと

ころで教育を受けさせてあげたい。(小坂)
（０４）母校が無くなるとしては淋しい感があるかと思います。子供達が安全にゆとり

ある教育が受けられればと思います。(上志賀)
（０５）学業に支障がなければ良いと思う。(中志賀)
（０６）大規模な改修しても、数年後には志賀地区も減少に転ずると思われる。それま

で統合は見合わせてはどうか。ただし、特別支援学級は、現状でも一つの部屋
を２つに分けて使用しており、対策は必要。特別支援学級の改修は統合問題と
は別問題。早急に対策されたい。(下志賀)

★ 運動場に関する意見 ★

（０１）立派な体育館もある比井小の有効活用を検討すべき。現状の志賀小のグラウン
ドでは運動会等を実施するのに狭すぎる。３校統合も見据えた対応を検討すべ
き。統合は決して待ったなしの状況ではない。(比井)

（０２）志賀小学校の敷地を広げるか保育をうつす。(阿尾)
（０３）校庭にある学童保育を移転すべき。(上志賀)
（０４）賛成ですが統合の場合、志賀小学校校舎を増改築するとして、グランドが狭く

なると思います。よってグランドの東側の道路を東側の道路を東に寄せてグラ
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ンドを広くしたらいいと思います。(上志賀)
（０５）増築するのであれば、運動場がこれ以上せまくならないようにしてほしい。

(久志)
（０６）それしかないのでは。運動場が狭すぎると思いますが、広げようがないのです

から。(久志)
（０７）増築、改築は反対ではないが、児童一斉に移動したとき、緊急時の避難などに

支障がないようにしてほしい。グラウンドはそのままとのことだが、運動でき
るスペースは狭くなってほしくない。(中志賀)

（０８）学童も増えたこともあり、グランドが狭くなる。工夫が必要だと思う。
(下志賀)

（０９）どの場所に増築するかによる。運動場など狭くなるのは反対。各クラスが２ク
ラスになるのはいいと思う。(下志賀)

（１０）志賀小を改修し、教室を増やすのはいいですが、運動場の広さ現状維持という
のはどうかと思います。今でも狭いと思うのに。児童が増えるのに広さは現状
維持とは。運動場も子供達の大切な場所と思います。(下志賀)

（１１）学童保育ができ、運動場が狭くなってしまって、統合し増築することで、また、
運動場が狭くなるのは避けていただきたいです。(下志賀)

（１２）増築、改修は必要なことだと思いますが、土地に余裕があるとは思いません。
運動場が小さくなるのは、やめて欲しいと思います。遊び場が少なくなるのは
かわいそうです。(下志賀)

（１３）子供達がのびのびと遊べるように、運動場は狭くならないようにして欲しいか
な。(谷口)

（１４）運動場は広い方が良い。(小池)
（１５）運動場がだんだんせまくなるように思います。子供達が伸び伸びと過ごせるよ

う配慮してください。(小池)

★ 駐車場に関する意見 ★

（０１）校舎の増築改修と合わせて駐車場の確保も是非お願いします。(方杭)
（０２）学校行事の際、駐車場は充分なのか。(小浦)
（０３）駐車場の確保してほしい。(比井)
（０４）駐車場を広くして欲しい、どのようにして増改築するのか気になります。

(中志賀)
（０５）敷地を増やし、増築等してほしい。学校行事のとき、駐車場が足りていない。

(中志賀)
（０６）増築、改修しての利用は考えていると思いますが、駐車場の確保もぜひお願い

します。(中志賀)

★ スペースに関する意見 ★

（０１）しかたない、子供がいるスペースの確保してほしい。特に安全面について話し
合って欲しいです。(比井)

（０２）人数が増えてグラウンドや体育館が狭いです。また、行事があっても車をおく
スペースが少なく不便です。(小坂)

（０３）現在の小学校の教室は、少し手狭な感じがするので、できるだけ教室面積を広
く、また運動場も広くしてあげて欲しい。(久志)

（０４）増築する土地はあるのか。(中志賀)
（０５）現在の学校の敷地内で増床、増築できるのであれば、問題ないと思う。

(中志賀)
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（０６）運動場や駐車場が狭くならなければいいと思う。(中志賀)
（０７）敷地が足りるのか。(中志賀)
（０８）新設するわけにいかないが、校庭に適切な広さが確保できるのか心配。

(中志賀)
（０９）敷地はありますか、という心配のみです。子ども達の遊ぶ場が小さくなるのは

かわいそう。(中志賀)
（１０）住宅が増えているので、志賀小学校の児童数も多くなってくると思うがスペー

スは。(下志賀)
（１１）現状の学校の敷地内で増築は不可能では。改修か新たな土地が必要では。

(下志賀)
（１２）増築するスペースがあるのか。(下志賀)
（１３）増築するにしても用地が必要となります。現在の運動場は、人数の割には小さ

いのではないでしょうか。統合となれば、運動場も広くする必要があると思い
ます。周辺の町道を付け替えて広げるしか無いと思います。校舎は３階建てに
改修は出来ないでしょうか。構造的に可能なら、それも選択肢のひとつになら
ないか。(下志賀）

★ 校舎・設備に関する意見 ★

（０１）増築して、頑強な校舎をお願いします。(方杭)
（０２）設備の良い校舎に。(産湯)
（０３）校舎の耐用年数、立て替えの予定はあるのか。場所的には良いと思うが。

(下志賀)
（０４）変にとらわれずに、時代にあう設備に金を使って欲しい。(クーラー、芝生。)

(下志賀)

★ プールに関する意見 ★

（０１）土地が確保できているのであれば、良いと思います。できれば学校にプールが
あれば良いと思います。(久志)

（０２）これを機にプールの増設等もすればよいと思います。(中志賀)

★ トイレに関する意見 ★

（０１）志賀小学校校舎は古いので、（特にトイレ）は改修、増築してほしいと思いま
す。(中志賀)

（０２）トイレ改修必須。(谷口)
（０３）増築、改修する費用はどうなのか。あと運動場がせまいと思う。トイレもかな

り古く和式トイレを洋式にしたほうが、今後の災害のことも考えて改修した方
がいいと思う。(谷口)

★ 人口推移・児童数減少に関する意見 ★

（０１）児童数が減っていく中で最小限の増改築を考えるべきだと思う。(小浦)
（０２）改修は必要かもしれないが、さほど人数も増えないのに増築は必要なのか疑問

に思う。(産湯)
（０３）現在においてはやむを得ないと考えますが、近い将来しかも極めて近い将来空

き教室が出てくると思われます。人口を増やす政策を考えるのが行政のあるべ
き姿かもしれませんが、机上の空論でしかありません。転用できる方法を片隅
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においておく必要があると思います。(阿尾)
（０４）当面は児童数が増加するので対応できると思うが、今後減少した時の空き教室

の利用をどうするかが課題だと思います。(上志賀)
（０５）各学年の児童数は分かりませんが、合計人数から見ると、４教室の増設は必要

なのでしょうか。(上志賀)
（０６）改修は必要だと思いますが。将来、児童数が減少するのであれば、増築はいら

ないと思います。(中志賀)
（０７）増築しない様に。いずれ人数が減るのなら。(中志賀)
（０８）Ｈ３３に増築しても、２～３年後には、増築分が使われなくならないか。

(中志賀)
（０９）Ｈ３６以降の統合なら別に増築は必要ないかと。生徒の数は、今現在よりも減

るのだと。(下志賀)
（１０）H３６年には統合してもH３０の生徒数より少ないので、どうしても増築しな

いといけないかは疑問。増築改修しても、その後の活用法があるならオーケー
だと思う。(谷口)

（１１）今後、人口が減っていくかも知れないのに増築しても大丈夫なんですか。
(谷口)

★ 財源に関する意見 ★

（０１）現在の志賀小学校校舎も狭いように思うが、増築改修して今度また新たに整備
等するのであれば、経費の無駄ではないか、そのことをどう考えているのか。
(産湯)

（０２）増築改修費用、２億円程と聞いている。増築改修後、児童数の減少で数年で４
教室と増築改修費用が無駄にならないか。(産湯)

（０３）統合は志賀とのみ考えておられるのでしょうか。また増築改修は金額的にどう
でしょう。すぐ改修しなければならないところが出てきたりしませんか。使い
勝手が悪くて最終的に作り直した方が安くすんだという事はないですか。
(阿尾)

（０４）増築時やむをえなければ、仕方がないと思いますが、増税は困ります。以前に
も水道代などの理解を求められた記憶がありますので。(阿尾)

（０５）阿尾が比井と統合するときに増築改修したが、数年で結局比井小をすてること
になっているが、志賀小を今回増築改修したところで税金や補助金の無駄にな
るのではないかという思いがある。(中志賀)

（０６）なるべく金をかけずに対応すべきと考えます。(下志賀)
（０７）志賀小も４０年程になると思いますが、増・改築にかなりの費用がかかりそう

に思います。それで税金が高くなるのは困ります。また、増築の場所などあり
ますか。(谷口)

★ 防災面に関する意見 ★

（０１）地震や津波などの心配のない場所にする。児童を一度に避難させる事は困難で
す。(産湯)

（０２）子供に良いところ、子供が良いところであればどこでもいい。津波が来ないと
ころがいい。高台増改修するなら今のままでいいのでは。(田杭)

（０３）耐震で明るい内装でお願いします。(柏)
（０４）耐震性が保てればＯＫ。グランドは人数が増えるなら広げる方が良い。

(下志賀)
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★ 立地に関する意見 ★

（０１）日高町の中心地がよい。(柏)
（０２）立地、主に後ろには川です。どのようにして増築するかは気になりますが、児

童のためを思うならどちらかは必要と思います。(中志賀)

★ 比井小学校校舎の利用についての意見 ★

（０１）比井小との併用を考えては。(小浦)
（０２）両校使うべき。(小浦)
（０３）比井小学校を利用すればいい。(小浦)
（０４）仕方がないと考える。比井小学校も何らかのかたちで利用を考えてほしい。(小浦)
（０５）改修工事中等、騒音等学習環境を考え、統合後の比井小校舎の利用を望む。

(比井)
（０６）改修はするべきだが、増築しても数年すれば空き教室だらけで結局は無駄使い

になるのが明白、スクールバス等々を利用して、比井小学校もうまく活用しな
がらやればいいのでは。(田杭)

（０７）比井小学校で統合は可能なのか。志賀小学校しかないのではないか。(久志)

★ 新校舎に関する意見 ★

（０１）新しい土地、新築。(阿尾)
（０２）新築できるのか。(上志賀)
（０３）志賀小学校の現校舎を別の場所に立て替えた方がいいと思う。今の校庭では狭

い気がする。(上志賀)

★ ３校統合を望む声 ★

（０１）希望は新校舎を高台に作り、３校統合です。全員平等で良いと思います。(比井)
（０２）志賀を増築するなら、内原小に統合してはどうしょうか。ゆくゆくは小学生も

町内で一つにする考えはないのですか。(産湯)
（０３）子供達が少なくなっている今３校統合を希望します。何度も増改築をすべきで

は無いと思います。多人数で学ぶことも大切だと思います。(田杭)
（０４）町内３小学校の統合を視野に入れて考えても良いのではないか。志賀小学校だ

けでなく、３校を統合した校舎を新築してもよいのではないでしょうか。比井
小と志賀小の子供の統合を考えるのであれば、老朽化している志賀小を新築す
べきであると考えます。(上志賀)

★ さらなる説明を求める声 ★

（０１）志賀小学校の増築改修も、難しそうとのうわさも聞くので、しっかりと説明し
て欲しいと思う。(方杭)

（０２）現在の志賀小には増築する場所の余裕はあるのでしょうか。運動場も今以上に
狭くできないと思います。(小浦)

（０３）どのような増築や改修を考えており、そのコストがいくらかかるのか。比井小
を残す場合と統合する場合で教員の数など増減のデータや全体で町が負担する
予算が今後どのように変化していくのかの情報を開示してくれないと、考える
こともできない。(比井)

（０４）増築する場所は、体育館の裏の畑ですか。場所が分からないので意見が言えま
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せん。小学校の敷地も、駐車場の広さも、今以上望んで土地を確保できるので
しょうか。(中志賀)

（０５）具体的な増改築案を図面等で示してほしい。(中志賀)
（０６）場所的にどこに増築するのかが知りたい。(下志賀)
（０７）何をどうするのか明確に。(小池)

★ 統合の進め方に関する意見 ★

（０１）志賀小に受け入れる教室が無ければ改修しなければいけないので、こういう質
問はおかしいのでは。(田杭)

（０２）今まで、一貫した考えが教育委員会にない。(上志賀)
（０３）増築、改修に関しては十分に検討してほしい。(中志賀)

★ 複数の視点に立った意見 ★

（０１）２人の子供を比井小学校から卒業させましたが、自分が大人数の小学校で育っ
てきたので、少人数の学校に抵抗しかなく、のびのび出来るということや１～
６年まで仲が良いなどのメリットも逆に競争心が芽生えない、上下関係が出来
ていない等、不満だらけでした。志賀内原とはプールの授業の差。音楽会がない。
運動会の種目も決まってくる。１人ぼっちになりやすい。など、少人数だから
出来ないことが多すぎで、だからといって少人数だから出来た事は思いつかない。
中学へあがってもどうしても数的不利で比井出身の子は埋もれてしまっていた
ように感じる。実際子供に聞いたところ、自分が比井小学校出身でよかったと
思うが、自分の子供に比井小へは行かせたくないと言っていました。統合しな
い方がいいと回答した人の理由も親目線の勝手な感じで納得がいかないので、
実際子供たちはどう思っているか。大人の意見だけでなく、子供達の意見もし
っかり聞いて欲しいです。(阿尾)

（０２）折角の機会なので、どちらの児童、保護者も｢統合してよかった｣と思えるよう
な施設にしてほしい。立て替えよりは少ない費用で済むのだろうから。例えば、
体育館を広くして、その上にも教室を作るとか、災害時は避難所になるように
とか、車イス用のトイレもつける等。(上志賀)

（０３）早くすべきだとは思うが、増築、改修だけでなく、周辺の駐車場等の開発も考
えるべき。校庭は特に狭すぎる。志賀の郵便局あたりまで、小学校の敷地を増
やしていいのでは。また、子どもの送り迎えの車の路上駐車も迷惑なので、そ
のあたりもきちんと計画をたてて行ってほしい。(中志賀)

★ 改修のみでよいとする意見 ★

（０１）改修。(阿尾)
（０２）改修のみでよいと考えています。(下志賀)

★ 政策に関する意見 ★

（０１）通学方法について、バスを利用すると思われますが、何か高齢者の足を兼ねる
コミュニティーバス化する方法はいけないか？路線バスもルート変更含む。
増築について、空き教室が生じる事が目に見えているので、高齢者や地元の人
の利用に対応できるようなことを考えて、法の勉強をして欲しい。(阿尾)

（０２）増築等の必要があると町等が判断したのであれば、そのように進めるべきで町
民の判断にゆだねることではないと考えます。(柏)
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（０３）町の行政に期待します。(下志賀)
（０４）日高町の未来を踏まえてよく議論して、検討してください。(谷口)

★ その他の意見 ★

（０１）比井小学校を増築改修する。志賀小学校をなくし半数を比井小学校へ、半数を
内原小学校へ通学させる。(小坂)

（０２）場所はどこでもいいと思います。(産湯)
（０３）学校の急な休校や、保護者の負担が特にないのであれば、特に何とも思わない

です。(中志賀)
（０４）慎重に討論すべき問題を考える。(谷口)
（０５）大人数になることが改善策とは一概に言えないと思う。統合が決まってしまえ

ば、そうなるのだろうとは思います。(比井)
（０６）そうですか。(田杭)

★ 一任するといった意見 ★

（０１）皆さんに一任。(比井)
（０２）おまかせします。(阿尾)
（０３）統合前提での質問は控えさせて頂きます。重要なのは、比井小学校の関係者の

方々のご意見です。当該以外の者は軽々しく意見は出来ません。(上志賀)
（０４）学校関係の職員にお任せいたします。(中志賀)
（０５）教育委員会に一任。(谷口)

★ 分からないといった意見 ★

（０１）分からない。(小浦)
（０２）必要であればいいが、まだよく分からない。(産湯)
（０３）わかりません。(田杭)
（０４）分からない。(中志賀)
（０５）交通の便利さも考えると、志賀小がいいと思うが、費用もあるので、何とも

言えません。(中志賀)
（０６）わからない。(中志賀)
（０７）どう回答してよいか判らないのですが。(谷口)

★ 特になし ★

（０１）特にありません。(久志)
（０２）なし。(中志賀)
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６．その他、学校統合に関してのご意見等ありましたらご記
入下さい。

教育面に関する意見

★ 統合に賛成的な意見 ★

（０１）少人数で行き届いた教育ももちろん大事ですが、大勢の中でもまれながら学校
生活を送ることが将来大きな力になると思います。大勢の子供たちになっても
行き届く教育を願います。統合を進めてください。(小浦)

（０２）児童数の推移予測からもこれ以上統合を引き延ばすのは得策ではないと考える。
学校が無くなる事への寂寥感や地域の衰退が懸念されるが、まず考えるのは子
供のことである。これらのことは結局は大人のエゴだと思う。統合することで
人間関係の不安もあるが、実際に中学になれば嫌でも適合しなければならない
時期が来るため早くに耐性をつけておいた方が良いと考える。小さな子供には、
まず知る、興味を持つことが大事だと思う。そのためにも、それができる環境
の幅を広くしてあげる必要がある。今の環境ではスポーツもまともにできない。
勉強も大事だが、多くの人と接し社会に出て行きやすい人間性を構築すること
が大事だと考える。人とコミュニティーを増やし色んな事に興味を持ち、自分
が好きなことを精一杯できる環境が望まれる。(比井)

（０３）少人数では、できないスポーツや多勢の仲間の話など、勉強以外でも成長するこ
とが大事だと思います。(産湯)

（０４）教育を第一に考えた方針で。(上志賀)
（０５）複式学級を実際に経験しました。全ての時間を自分の学年に使ってもらえないの

で、学力差が大きくなると思います。半分の時間で理解できる子、できない子
あります。(中志賀)

★ 統合はやむを得ないといった立場の意見 ★

（０１）少人数も悪くありませんが、ある程度の大勢の人数で切磋琢磨して育つのがい
いと思います。(比井)

（０２）学校教育の質の向上もお願いします。小学校統合、あるいは、今後の児童数の
減少により、給食費の値段を現状維持でぜひお願いします。(中志賀)

（０３）教育環境がきちんと充実することができれば、統合に関しては、特に何もあり
ません。児童数が増えることで、職員の数や学年での行事も充実していただけ
れば。(中志賀)

（０４）通学が遠距離になり児童や家族にかかる負担が大きくなるとは思うが、友人関
係を作っていったり、行事、イベントの開催、児童同士切磋琢磨していける環
境にするためにもある程度の児童数が必要ではないかと思います。比井小ＯＢ
としては、比井小が廃校となれば寂しい気持ちですが、教育の質の維持、向上
のためには統合はやむを得ない事だと思います(中志賀)

（０５）少子化による学校統合はやむ得なしであるが、日高町の人口は、一時的だと思
うが、私も含め他市町村からの転入が多いと聞く。転入組が増えるという事は
それだけ、色々な価値観を持った人達が入ってくる事になる。他所の新興住宅
地ではモンスターペアレントな親も多く、学校の先生の精神的負担が半端ない
ときいた。保育園の送迎で感じることだが、挨拶の出来ない親も多い。学校教
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育、運営の質の低下にならぬようして頂きたい。(下志賀)
（０６）生まれ育つ土地に学校があるというのは大事だと思うが、集団や勉強の効率、

また沢山の同級生の中で、絆や道徳が生まれるのでは。いずれは中学校で一緒
になるのだから、問題ないと思う。(下志賀)

（０７）学校統合はやむを得ないとしても子供達に、目の行き届いた環境作りをして欲
しい。人が増えるとどうしてもトラブルが多くなりやすいので。私の子供が通
っていた時もそうですが、子供だけでなく保護者の負担も人が多いと増えます。
(谷口)

★ 統合に反対的な意見 ★

（０１）内原・志賀を普通学級。比井小に普通学級と個性学級(各学校に置かれている学
級をまとめる)。心身に発達の遅れ等があり、個別にゆっくりとのばしてやりた
い子供達、特技をのびのび引き出してやる教育を目指す学校としては。(みやぎ
まりこ氏のねむの木学園のような。)どんなこともやってみないとわからない。
比井小をつぶすことばかり考えては地域は滅びるばかり。海山畑、心ある住民、
素晴らしい地域を育てていくことを考えて欲しい。比井小の体育館を放課後解放。
他町村までしかも夜間の練習など小学生に健康的でない。(比井)

（０２）ＩＣＴを利用して志賀小と比井小をＬＡＮでつなぎ統合しなくても良い方法が
ないかと現在の技術を使えば出来るようにも思えるが。(田杭)

（０３）コミュニティスクールの推進にあたって地域の小学校は絶対必要である。地域
を活性化しようと考えれば統合はしない方がよい。教育行政はもっと高い視点
に立つべきである。(小池)

（０４）統合についての判断材料が少ないので難しいのですが、比井小学校は少人数教
育の成果をあげているように見えるので、人数減を理由にいそいで統合しない
方が良いと思います。比井小学校の施設は立派だし、少人数教育のメリットを
活かし、他校区からの入学を受け入れるなどすればどうでしょうか。
アンケートの中に現在の３小を日高小学校の分校としてはどうかという意見が
ありましたが、おもしろいと思います。運動会などの行事は合同で行うように
すれば、少人数のデメリットを補うことができると思います。小学校がなくな
ると若い人が住まなくなり地域が寂しくなる一方だと思うので、住民としては
統合せずに存続する方法を探って欲しいと思います。(田杭)

★ 希望・要望 ★

（０１）学校が無くなる所は過疎になる。今後どのような子供を育てて行きたいかのか、
地域(町や郡単位)で考えておくことも必要だと思います。其れによって学校の教
育環境が変わり、子供にとってよりよい環境につながると思います。(柏)

（０２）比井地区の方の意見をよく聞いて考えてあげて欲しい。今、学校に行けなくな
ってきた子供(不登校)も増えているので、比井小学校をそういう子供達が通える
学校として残せたらいいように思うが難しいだろうと思う。(上志賀)

（０３）人数が増える分、子供同士でもめごとが多くなるかもしれないので、先生には
しっかり子ども達を見てほしい。(中志賀)

（０４）学校統合した場合、教師はその分、それに合った人数を多数増やして欲しいと
思います。(中志賀)
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子供について触れた意見

★ 統合に賛成的な意見 ★

（０１）反対している方もいらっしゃるかと思いますが、これまで意見して来なかった
方達は賛成の意見と思って良いと感じています。子供達には新しい環境になる
ことをわくわく楽しみに待つような統合になれば良いなと考えます。(中志賀)

（０２）統合して、どちらの児童も、楽しく学校生活を送れるならいいと思う。児童の
意見も聞いてみたいような気がします。(下志賀)

★ 統合はやむを得ないといった立場の意見 ★

（０１）比井小出身で母校がなくなるのは寂しいですが、現実を考え、子供のためには
仕方のないことだと思います。比井小と阿尾小が統合した時のように、最初は
とまどいがあるかもしれませんが、徐々に慣れて、当たり前になっていくと思
います。(比井)

（０２）少人数から多人数になるため、子供達の心のケアを考えてやってください。
(比井)

（０３）比井の保護者が心配されている子供のストレス、不安は分かりますが、子供は
すぐに馴染みます。話題もふえ、人間関係の作り方も上手くなってきます。中
学、高校、大学、会社と大きな集団でうまくやっていく術を早くから身につけ
ていくことは大事です。すごく親のエゴを感じます。保護者は色々心配してま
すが、子供達は柔軟ですよ。(久志)

（０４）志賀小に子どもが通っているので、統合することには私自身はそこまでナーバ
スに感じておりませんでした。説明会で、比井小や志賀小内にも様々な意見が
あることを知り、考えました。それぞれの学校側からも教育面であったり、友
達関係での心配があがっていましたが、私自身の考えでは、子ども達がある程
度の人数の集団の中でしか学ぶことのできないものこそ、学校にあってほしい
と思っています。統合によって、どちらの子ども達や親にも負担が少なからず
出てくるとは思いますが、人数の減少の推移予測を見ると、環境が整いしだい、
統合すべき時期なのではと思います。そして、子ども達にとって一番良いのは
何かと言うことを、地域の皆で継続して考えていきたいと思います。(中志賀)

（０５）反対されている方もいらっしゃるので難しい問題だと思います。私の子供は志
賀で多くの子供達と学べましたが、もし、志賀小の人数が少なく、内原小に行
く事になったとしたら、それは、仕方がない事かなと思いますが子供によって、
すぐに慣れる子、馴染みにくい子がいると思うので、そういうケアも大事にし
てあげてほしいと思います。(中志賀)

（０６）志賀小学校がもう少し広い敷地と大きな校舎であれば統合のハードルは低くな
るのだが、現状の志賀小に比井小の子達が来れば、志賀、比井両校の子供は狭
い学校で生活せねばならない。といって大規模改修しても１０年先を見た場合、
児童減少が予想される。過剰投資にもなりかねない。
地域と共に小学校が在るということを重々承知した上で、意見を書きます。今
回のアンケートは、地域アンケートということで子供のいる世帯以外の世帯か
らも意見を聞かれるということですが、意見の重さは子供のいる世帯、又はこ
れから小学校に通わせる乳幼児が居る世帯の方が重いと思います。例えば、地
域から学校が無くなるのは寂しいという意見がありますが、子供の立場に沿っ
た理由になっていない。(下志賀)
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（０７）まわりの環境に振り回されるのは子供の方です。子供達を主体的にした教育環
境を是非整えてあげてください。(谷口)

（０８）中学校に上がった時、比井小の子供達は友達になるまで少しためらってた様子
があるから、人数が多いのに慣れといた方が良いと思う。と、うちの子が言っ
てた。(谷口)

（０９）先日も比井小の家族の方と話をしましたが、夏休み中のラジオ体操に行くにも
近所に同級生が居ないため、出席せず家でおばあちゃんと体操しているとお聞
きしました。我が家には、小さい子供はいませんが、そのような話を聞くと1年
でも早く統合できればと思います。(谷口)

★ 統合に反対的な意見 ★

（０１）現時点での教育環境がいいのに、統合することで、今以上によくなるとは思え
ない。少ない人数の子供達が多い人数の学校に移動する事ですぐになじめると
も思えない。子供の事を考えて統合を考えているのなら子供の意見も聞いてあ
げてほしい。行きたくないと言っている子供もいる。その声を無視しているの
はどうかと思う。誰のために統合するのかもっと考えてほしい。子供が減ると
予測しているのに、使わなくなってしまう教室をふやそうとしている。言って
いることとやろうとしていることが反対ではないかと思ってしまう。大事なこ
とだと思うのでもう少し考えてしまう。(小坂)

（０２）少なくなっていくと考えられる児童。皆の宝物としてもっと大事に長期に考え
雨漏りを直すような考え方はやめてもらいたいと思います。子育てしやすい子
供にとって平等に教育を受けられる環境を整えてやってください。(阿尾)

（０３）統合問題、ほとんどが大人、教員、国、県、市町村が理由付けてるんではない
でしょうか。理由付けのアンケートする以前に比井小の児童達だけの意見を大
人が聞いて子供達のために大人が努力すべきでは。比井小の子供達は学校統合
を喜んで望んで居るんですか。(上志賀)

（０４）人数が多くなると、先生の目が届かない。今も、人数の多い学年と少ない学年
では、先生の対応も違ってくると感じた。比井小と志賀小の児童数が減ってか
ら統合するべき。比井小と志賀小児童同士の交流会等子供達が友達になれる機
会を増やし、子供の気持ちや子供へのケアをまず第一に考えて欲しい。子供同
士が仲良くなれば、子供の意見も出てくると思う。統合すべきかどうか大人の
意見だけでなく、子供にも聞いてアンケートを採って欲しい。(小池)

★ 要望・希望 ★

（０１）今までの学校ではいじめがありましたので、みんな、仲良くして欲しいと思い
ます。(比井)

（０２）統合するまでには今現在の保護者や子供達に多大な不安とまどいがあると思い
ますので、ご配慮よろしくお願いいたします。比井小学校の今までのカラーを
大事にして受け継いで行ってください。校舎は多大な費用を費やし空調設備も
整い立派な体育館等活用できるよう考えていただけたらと思います。(小坂)

（０３）子供もだけど親も不自由なく通えるように、志賀に行った事でイヤな思いや仲
間はずれが出てこないようにして欲しい。みんなが納得の行く統合にしてほし
い。(産湯)

（０４）反対の意見もあるが、これは親の考えで、子供の事を思って考えてはどうか。
(産湯)

（０５）子供の安全に配慮する。(阿尾)
（０６）比井崎地区、志賀地区の子供達、保護者のためを思って、よりよい案を提供し
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ていただきたい。(阿尾)
（０７）資料を全部読ませていただきました。このような状態だとは知りませんでした。

皆様が仰る通りだと思いますが、やはり子供のことを一番に考えてあげてくだ
さい。本当に難しいことだとお察しします。(田杭)

（０８）統合は子供中心で進めてください。(上志賀)
（０９）統合に賛否両論あるかと思いますが、子ども達のことを第一に考え、進めてい

っていただけたらいいのになぁと思います。少人数制の２クラスできたらベス
トだと思いますが、規定があるから仕方ないですよね。教室の問題もあるし…。
もう少し教室が広ければ問題なかったのに残念です。(中志賀)

（１０）比井、志賀、両校の子ども達が不安なく楽しく過ごせるようお願いしたいです。
(中志賀)

（１１）地元の人達は残したいと思います。統合した時、子供達が早くとけ込める様に
取り組んであげてください。(下志賀)

（１２）子供達は環境が変わると、慣れるまで精神的に疲れると思うので、きちんとし
た対応、心配りが必要だと思う。子供を第一に考えてあげて欲しい。(下志賀)

（１３）大人数になると、いじめとか増えたりしないのでしょうか。その点を配慮して
あげてください。(下志賀)

（１４）「子供が環境の変化に対応できるか不安。子供のことを考えてほしい」との反対
意見も多くありましたが、子供の順応性は大人よりはるかに高い。公園で初対
面の子供同士でも遊んだりできる。学年が大きくなるに連れて難しくなる思う。
だから中学校で突然多人数になって戸惑う。小学校で多人数になるといっても、
今の人数ならそれほど大きな環境変化があるとは思わない。保育所から小学校
に上がるとき、他の保育所、幼稚園から１人で入学してくる子供もいると思う。
転校してくる子供もいると思う。その子供たちに比べたら、ある程度人数がい
るうちに統合すれば孤立することもない。放課後を心配する声もあったがそれは、
比井、志賀、内原関係なくどの保護者も一緒だと思う。同じ志賀小校区内でも
柏地区の子供と小池、谷口地区の子供が遊びたいと思っても保護者の送迎が必
要になると思う。原谷地区の子供と高家地区の子供が遊ぶ約束をしていたら今
の時代、自転車で子供だけで移動させる保護者は少ない。学童に通うためまっ
たく約束できない子供もいる。そこで比井の子供だけがとなるのはおかしい。
ここで交わされる大人の意見より、今実際小学校に通っている子供たちの意見
を知りたい。比井の子供達が少人数をどう考えているのか、もし志賀に通うこ
とになったら嬉しいのか、不安なのか、もし不安ならどういう点が不安なのか。
その不安に対する対応を伝えたとき不安は解消されるのか、対応策を聞いても
まだ不安なのか。志賀小の子供たちは人数が増えると嬉しいのか不安なのか子
供の意見が全く分からない中、何回もアンケートに大人が回答して話し合って
もいまいちわからない。少人数のほうが学力アップにつながると考えてる方が
いるようですが、それは保護者側のわがままでは。(谷口)

（１５）子供たちの意見も大事だと思います。(谷口)

児童の交流に関した意見

（０１）人数が少なすぎるのも、子供にとったらかわいそうな面もあり、あまりにも減
少してきたらやむを得ない事と思います。しかし、Ｈ３５年の推移表で比井＋
志賀で１７１人とあり現在の志賀の児童数に近いと思います。そんなに急がな
くてもいいと思います。

（０２）小学校統合と話は変わりますが、まず保育所を町でひとつにまとめて高台に子
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ども園をつくり、そこで交流できたら合併への親の不安は軽減されると思いま
すが。(比井)

（０３）比井小学校の児童がスムーズにとけ込めるよう配慮してもらいたい。(産湯)
（０４）比井小学校から通う児童の事を第一に考えて欲しい。志賀に行くことで嫌な思

いをしないように。(産湯)
（０５）統合する前に子供達の交流をたくさんしてほしい。そうすることによって顔や

名前を覚えたりしていいと思う。いじめとかも無いと思う。私の娘も中学校に
入って最初は友達になったけど、仲間はずれやいじめにあって学校の担任に相
談したこともあります。だから小さいうちから、たくさん交流して顔つなぎを
してほしいと思います。(田杭)

通学に関した意見

★ 統合に賛成的な意見 ★

（０１）こどもにとって、総合的に考え、統合はいいと思います。送迎の問題、増築、
改築の問題をクリアしてください。(阿尾)

（０２）スクールバス等、通学しやすい環境をお願いします。(柏)

★ 統合はやむを得ないといった立場の意見 ★

（０１）家庭によって色々事情があると思いますし行き帰りバスが出るのであれば良い
ですが、仕事に行ってる親で送り迎えが出来ない家もあると思います。ゆくゆ
くは中学校で一緒になるので同じ事だとは思いますが、ぎりぎりの人数の所ま
で比井小学校を残してあげて、卒業させてあげる事もいいかと思います。途中
で志賀小に統合すれば高学年になってくると制服、体操服も買い替えないとい
けなくなり出費になってきます。でも一番は親の意見よりも学校に通う子供が
どうしたいかだと思います。(比井)

（０２）通学距離が遠くなるので安全等対策は十分に行ってください。徒歩通学はきび
しいと思います。(小坂)

（０３）統合になるなら、比井地区の児童の送迎をバスを出してあげなければいけない
と思います。(上志賀)

（０４）統合により小学校までの道のりが遠くなるご家庭に通学等で負担にならないよ
うにお話を進めて頂きたいです。(上志賀)

（０５）遠方からのバス通学について、通勤の時間帯とバッティングするため、児童の
安全確保と車の通行の妨げにならないように考えていただきたいと思う。
(中志賀)

（０６）少人数教育のメリット、デメリットはあるかとは思いますが、子供にとって良
かったと思える結果になればと思っています。ただ、通学時の安全確保を一番
に考えてもらいたいです。中学校の通学路付近に住んでいますが、街灯が無く、
冬は真っ暗で、クラブ活動帰りの子供達の自転車に｢はっ｣とさせられることも
あります。一部の子供だと思いますが、横道から飛び出してくる事もあります。
志賀小学校の児童が増えている、家も車も増えているということなので通学時
のマナーを再度徹底して欲しいです。(下志賀)

（０７）通学に対する、交通手段をしっかりして欲しい。時間、便数。特に帰路便。
(谷口)

（０８）統合する場合、学校まで距離があり、登下校するのに徒歩で通えない子にはス
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クールバスなどで安全に通学できるよう対応してあげるべきだと思う。(小池)

★ 統合に反対的な意見 ★

（０１）通学距離が多くなり、低学年の負担が多くなり、不登校者が多くなるかもしれ
ない。(比井)

（０２）制服や体操服など統合すると、親の負担が出てきます。統合ありきの考えであ
れば、新年度入学生の時に、比井小学校同じ制服にリニューアルしてはどうで
しょうか。私は小学校は、自分で歩いて学校へ行くという事が大事だと思って
います。子供が歩いて安全に行ける場所に学校はあってほしいです。(下志賀)

（０３）バス通学になると思いますが、放課後の活動がやりにくくなると思います。学
校行事の際も、地域、保護者が集まりにくいのではないでしょうか。比井小学
校は人数が少なくなっても学習ができる間は続けた方がいいと思います。
(下志賀)

★ 意見・希望 ★

（０１）共働きの家庭では学童保育の有無が大きく影響してくる。学校の統合に合わせ
てその辺のフォローも検討してほしい。私自身も小学校の時は校区が広く、公
共のバス通学をしていましたが、時間を守ること、交通機関を利用する時のル
ール、席をゆずるなど、相手を思いやる気持ちはそこで得られたものだと思っ
ています。親が送迎する前提の話では、負担が…となる気持ちもわかりますが、
別の方法をとることで、新しいことを得られるという視点も持っても良いので
はないでしょうか。ちなみに、友達と遊ぶ時間が少ないと感じたことはありま
せん。地元の子と遊ぶ時は、早く帰っていましたし、学校近くの子と遊ぶ時も、
家に帰ってくる時間は同じようなものでした。通学にかかるのは２０分程度で
したし。(中志賀)

校舎等に関する意見

★ 統合に賛成的な意見 ★

（０１）駐車場を増やして欲しい。校舎の中もきれいにして欲しい。どういう方法をと
っても、反対意見があると思うので、早く決断して欲しい。(下志賀)

★ 意見・希望 ★

（０１）駐車場があまりにも狭すぎる。警察のやっかいによくならないものですね。
(小浦)

（０２）統合するのなら運動場、体育館を広くして欲しい。(田杭)
（０３）校舎の増築など充分に統合できる施設整備をしたうえで学校統合が望ましい。

比井小に愛着をもっている方が沢山いると思うが今後の児童数を見れば学校統
合はやむを得ない。ドッジボールなどの体育ができなくなるのでは。と思います。
(中志賀)

（０４）もし小学校を増築、改修と考えならば、余っている教室を使ったりしてほしい。
（０５）増築してまで統合する必要があるのか。(下志賀)
（０６）周辺土地の購入も視野に入れた検討を要望します。(下志賀)
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（０７）現在の志賀小学校は耐震構造ですか。災害時の避難場所として、安全であるか
どうか、検討されたし。単なる増築には反対。(下志賀)

（０８）運動場は狭くならないか、遊具は少なくないのか。(下志賀)
（０９）志賀小にプールを作って欲しいです。図書館ももう少し充実させて欲しい。比

井の子がなじめるように工夫してあげてください。(下志賀)
（１０）統合しなくても、志賀小学校の増築、改修はしてほしい。出来れば新築に。

(谷口)
（１１）ぎゅうぎゅう詰めの中で、子供達が授業を受けています。授業参観には保護者

が教室に入りきれずに廊下にあふれています。行事がある度に駐車場の取り合
いが始まります。早く何とかしてください。(谷口)

児童数や人口に関する意見

★ 統合に賛成的な意見 ★

（０１）旧村に１つの小学校があるのが理想とは思いますが、ここまで児童数が減少す
ると子供のことを考えるべきであり、適正な生徒数で競い合いながら勉強やス
ポーツと忍耐強い子供に育てていけるよう考えるのが大人の責務であると思い
ます。早い合併を望みます。(比井)

（０２）子供たちの成長を考えたとき、勉強も大切ですが人とうまく関わることができ
るかどうかが、一番だと思います。いじめや孤立をうまないため、コミュニケ
ーション能力を伸ばすには、早い時期からたくさんの同年代の仲間が居る方が
良いと思います。(産湯)

（０３）内原小学校は、比井、志賀をあわせた人数よりも多いので、志賀小学校との統
合がベストだと思います。(阿尾)

（０４）児童数が減少してきているので、統合した方がいい状況であればした方がいい。
(谷口)

★ 統合はやむを得ないといった立場の意見 ★

（０１）人数が減っている比井小学校では仕方のないことです。進めていくべきです。
(比井)

（０２）他の自治体(白浜の方など)でも中学校の生徒数が６人ぐらいでも運営できている
ので、今すぐじゃなくても。小学校よりも、保育所を先にしてからだと、子供
たちもなじみやすいと思う。(方杭)

★ 統合に反対的な意見 ★

（０１）少人数制を望みます。(比井)
（０２）全国には全校生徒が６人くらいでも存続している学校はありますが、それらは

参考にならないのでしょうか。いずれ廃校になるとしても、今すぐ進めること
とは思いません。志賀小の中にも少人数の行き届いた指導を希望する方がいる
と思います。そういう人達に校区選択できるというのも良いのではないでしょ
うか。(比井)

（０３）統合するのはもう少し人数が減少してからでもいいと思います。(阿尾)
（０４）比井小は津波が来るとこですか。人数は少ないから逃げるのは早く逃げられる

かな。地震津波もくるし校舎がどうなるか先を見据えないといけないし、比井
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小学校の人数が１０人以下になってからでもいいのでは。(田杭)
（０５）町内の人口増が本物になると、統合の問題も遠のくのでは。(中志賀)
（０６）衣奈小 ２６名、高城小 ４５名、清川小 ２５名、江川小 ４７名、山野小

２０名、三百瀬小 ３３名、三原河小 ８名、笠松小 １６名、寒川第一小
１１名。これらを見ると、平成30年度日高郡内で５０名以内のところ拾ってみ
ました。こう考えたら、まだまだいけそう。強い反対意見があるのであれば、
急ぐ必要はないように思います。(上志賀)

地域の活気に関する意見
（０１）地域から子供達の声が聞こえなくなるのは寂しいが、時代の流れでしかたない。

(小浦)
（０２）比井崎に小学校がなくなるのはとてもさびしいです。阿尾で学校がなくなり、

区民運動会的なことがなくなって本当にさみしいです。もっと若者が帰省して
日高町、いや比井崎を力強く元気にしてほしいです。(阿尾)

（０３）阿尾住民として小学校がなくなったことは、大変淋しい。だから出来るだけ地
区に子供たちの声がきこえる環境がほしいです。(阿尾)

（０４）学校統合にともなって、活気が乏しくなる地域が出てこないように、同時に地
域活性化の対策を考えた方がいいのかもと思います。(上志賀)

政策に関する意見
（０１）学校統合について思うのですが、いつも人数が唯一の問題になります。そして

過疎化の流れだからどうしようもないというあきらめの気分だけが残りやりき
れない想いになります。どこの市町村でも同じ想いにたたされるのでしょうか。
人数の減少だけが統合の理由になり、町民としてどう参加していいかわかりま
せん。この問題は町の未来に関わる観点から町発展の立場からの課題として問
題提起されない限り発展と結びつかないと思います。自然の成り行きまかせで
はダメだと思います。(比井)

（０２）旧比井崎村内は、人口が減り、子供の出生が極端に減ってきており、このまま
では、将来が心配です。ＪＡの比井崎支所が無くなった時でも大変ショックで
した。小学校が無くなってしまうとなると、それ以上に深刻です。益々寂れて
いってしまいます。統合による増築や改修を計画しているなら、過疎化の対策
に力を入れ、予算を計上していただきたいと思います。児童数の減少に歯止め
をかける対策の検討をお願いします。(比井)

（０３）小学校の統合により、教育の利便等を考え、若い夫婦が益々減少し、比井崎は
過疎化の一途をたどることとなるでしょう。交通の利便性をよくするなど、住
みやすい環境を作って欲しい。先祖からの土地を簡単に変えることが出来ない
ことも理解され、子供が喜んで通学できるようにしてやってください。(比井)

（０４）地域を切り捨てるのであればその旨はっきりと町長が示すべきである。何とか
して小学校を残す。そのための方策を考えられていない。町当局、教育委員会
のやる気、本気さがまったく感じられない。(比井)

（０５）学校を統合するのではなく、しないためにどのように子供を比井崎地区に住め
るようにするか考えるべきだ。(比井)

（０６）統合により更に人口減少になるということは目に見えている。どのようにした
ら人口減少を食い止めることができるか。日高町をもっと魅力のある町へどの
ようにしていくか新しいものを取り入れて考えていくべきです。都会へ出ても
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っと勉強するべき。(比井)
（０７）３村合併して日高町。３小学校区合併して日高中学校。旧比井崎地区に住む私

たちは著しい少子高齢化。人口の急激な減少、空き家の増加は自然体であり、
この社会的現象の大きなうねりは誰にもとめられない。滅び行く組織を立て直
すには｢合併｣あるのみだ。もう一つ先の世を考えるなら、この機会に内原小学
校も含め３校統合したらいかがなものか。小さな日高町に、小学校長３人もい
らない。真摯に考えるべき機会だと思う。あまり遠くない時期にきっと現実論
になるのは計数的にも明白である。ＩＴ化、交通網の整備等、私たちの生活環
境の発展は著しく進化しています。反面人口減少に伴う税金の減収は回避不能
である。合併は人類を生き抜く英知である。貴重な税の有効活用である。日々
グローバル化する近代社会。マンパワーの育成は我々大人がその土壌づくりを
する義務がある。伸び盛りの小学生は大勢の人に揉まれ、切磋琢磨して優秀な
人材を町民が一致団結して育てようではないか。(比井)

（０８）県の移住推進市町村の認定を比井崎地域に受け、若者移住者暮らし奨励金を利
用し、若者の定住を図る。空家、遊休農地の無料貸出、就職のサポートを行い、
移住者の住みやすい子育てしやすい環境をつくる。子供出産時には手当金等を
充実させ児童の増加を図る。比井崎地域で未婚者が多く、結婚出産児童数を増
やすため、美浜町や日高川町でも実施している婚活イベント(パーティ)を実施し、
結婚、児童を増やし、比井小学校の存続を図る。(産湯)

（０９）少子高齢化により、比井小の児童数減、これは自然の成り行きでしょう。しか
し私はこのように小規模で児童に行き届いた教育ができるのであれば、予算の
許す限り、簡単に統合ということを持ち出すのは好ましく無いと思います。む
しろ小規模校を求めてやってくる児童や家族にとって魅力的な学校施策を打ち
出すべきではないでしょうか。志賀の人口が増えてきているのですから、志賀
小はもっとふくらんできます。私は小規模であっても、出来る限りの存続を求
めます。比井小を卒業したら、いずれは町内の小学生と一緒に日高中に通うこ
とになります。この広い町内に２校しか小学校がないのは、むしろ日高町の過
疎化に拍車をかけることでしょう。小さくてもそれを活かした教育のあり方を
比井小に求めます。（産湯)

（１０）若者の働く場所が必要。(小浦)
（１１）子供は新しい環境にも慣れると思いますが、地域から子供達の声が聞こえなく

なるのは過疎化に拍車を掛けるものです。少なくとも、子供達がいて、先生方
がおられて、保護者が学校へ足を運ぶ。何でもないことのようですが、元気が
出ます。運動会や文化行事等、ほかの学校と一緒に行う行事を作っていくとか
工夫して、それぞれの地域で子供達が元気に学んでいけるようにしてほしいです。
小規模校でも子供達はちゃんと成長していくはずです。決して財政面や効率面
で決めるのではなく日高町の子供達の成長を考えてご決断お願いします。(小浦)

（１２）町長のリーダーシップに疑問を感じます。(小浦)
（１３）非常にデリケートで全員が納得する形は無いと思うが、極論を言っても仕方な

いので、総合的、建設的に議論を深め、繰り返し、専門家なども交えた、意見
交換の場をたくさん持つべきだと考える。一度決定したら後戻りできないとい
うことを、しっかり頭に入れて、進めていくべきである。先日、日高地区の高
校学級数の陳情に県教育委員長と話し合いをしたが、児童数をクラス数と簡単
に行政仕事で振り分けをしなければならない旨の苦しみを聞かせてもらいまし
たが、地域の特色を活かした学校づくりがこれからの時代には必要ともおっし
ゃいました。その点から考えれば漁業に携わる唯一の比井崎地区からその色が
消えてしまうのは、歴史や伝統も消えて行くようでつらいです。(田杭)

（１４）阿尾と比井小学校が統合するとき、どのように取り決めが結ばれたのかわかり
ませんが、比井崎の方々の気持ちを思うと跡地利用も含め、比井崎の振興策と
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セットで統合問題を進めるべきことと考えます。それから、この問題に関し町
議会、特に比井崎や志賀地区の方の声が聞こえないのが残念です。委員会でなく、
町議会で活発な議論を願います。(柏)

（１５）海岸道路を２車線に早期整備、利便性を図り人口増につなげるよう期待したい。
(上志賀)

（１６）地域住民全体に意見を聞き、地域全体の課題として捉え、解決に向けて取り組
んで行くことは、とても大切な事だと思います。今後ますます、子育て、教育
に重点を置いた町政が行える自治体であってほしいです。子供に主眼をおいた
教育が行われることを願ってます。(上志賀)

（１７）以前、統合が検討されたのは、比井崎地区で絶大な信頼のあった教育委員長の
時代、それでも統合は出来なかった。その時、日高町教委から統合について提
案はしないという約束であったかと思う。教育の最高権限は教委から、町長に
移行したかも知れないが、統合問題に町長が口火を切りながら、地区懇談会に
も町長が出席せず、教委に放り投げるやり方は町長の身勝手、卑怯極まりない。
町長は町議会を何期もされ、以前の経緯をよく理解しているはず。教委に約束
破りの行動をさせながら、成果を求めても考えが甘すぎる。町長が各種会合に
積極的に参加し、保護者や校区民の意見を聞いて、信頼を得た上で事を前に進
めるべし。今のままでは、反対する方々の声を大にするだけで、合理的なこと
でも説得力を得られない。(久志)

（１８）統合するのは政策がない。(中志賀)
（１９）将来的に考えれば、基本的に人口（学齢）にあった学区の再編を議論してよい

のではないか。校区が広くなれば、通学手段も考慮すべきだろう。例えば、ス
クールバスなど。(中志賀)

（２０）統合に関して賛否両論がありますが、時代の流れを考えれば人口減少は行政に
も問題が生じるので合理的な環境にもっていくべきだと思います。行政のサポ
ートが全てになり、教育については、充実さす以外ないと思います。満足、そ
れは行政が出来る唯一の町民へのサービスで町の繁栄につながると思います。
また、比井小の再利用も行政の仕事です。(下志賀)

財源・予算に関する意見
（０１）増築に予算がかかるのなら内原小の統合なら予算が無くてもすむのではないで

しょうか。バス登校するのなら、それも可能ではないでしょうか。(産湯)
（０２）今、比井と志賀で統合してもいずれまた志賀と内原との統合の話が出てくるん

だろうと思います。それならいっそ３校統合を考えてもいいんじゃないかと思
います。学校の改築など少なからず私たちの税金が使われているのですから、
町も考えて欲しいです。(田杭)

（０３）学校統合に関して、金銭的な説明がない。今回のアンケートは、日高町教育委
員会が行うものだからということであろう。アンケート結果がこれからどのよ
うな経路で実施にまで進められていくのか、見守っていきたい。(中志賀)

（０４）費用はどうなるのか。(下志賀)
（０５）お金を使わない方法で考えてください。(下志賀)

将来に視点を当てた意見
（０１）比井小では、ＰＴＡ＋αで行事や学校運営が円滑に行われており、統合後もこの

ように出来るか懸念される。(小浦)
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（０２）自分の母校がなくなるのはさみしいと思います。実際、私も経験しています。
けれど、色んな面でメリットが多く子供たちのこれからを考えたら、やむを得
ないと思います。(谷口)

（０３）志賀小の大規模改修をする事をすでに前提としているが、２０年、３０年、４
０年先の日高町を考えているのか。さらなる子供の減少、本当に大規模改修が
必要か。人気取りでは町民が困る。(谷口)

比井小学校校舎に関する意見
（０１）志賀小学校へ統合した後、比井小学校の校舎やグラウンド等は、地域住民の災

害避難場所として、また学童の遊び場所として残していただきたい。(比井)
（０２）統合後の比井小の利用方法等の考慮。(小浦)
（０３）統合後、比井小学校は今後どうされるのか明確に教えて欲しい。比井小、卒業

生の親としては、志賀との統合もやむを得ない思いますが。学校が閉鎖される
ことについては寂しい。(比井)

（０４）統合後比井小の校舎どのように利用するのか、比井区民が利用できるように考
えてもらいたい。(比井)

（０５）比井小学校統合後、校舎はどのように活用していくのですか。(比井)
（０６）統合後の比井小の活用方法が気になります。広い体育館などもったいないなと

思います。(小坂)
（０７）比井小学校の跡地利用を検討して欲しい。比井崎地区は活気がなくなって来て

います。小学校の跡地、校舎の活用を考えてほしい。(産湯)
（０８）子供の人数が減っている以上統合は仕方がない事だと思う。小学校や体育館も

紀南の方で有効利用している所もあるので色々と考えていただければ地域的に
も過疎化せずにいけると思う。(産湯)

（０９）比井小学校の校舎、体育館が広くおおきいのに勿体ない。志賀と統合するのは
仕方ないと思うが。新校舎を建てることが統合するに一番いいのでは。新校舎
が無理なら比井小学校に生徒を回すとか何か考えられないか阿尾小学校から比
井に移り、まだ２５年。その時に体育館の建築はまだでやっとできた立派な体
育館を使わずして統合するのは忍びない。統合は仕方なしとの所もあるが出来
れば志賀小の分校みたいな形で子供達に比井に来てもらうのも一つ。(田杭)

（１０）比井小学校跡地の有効利用。(上志賀)
（１１）統合はやむを得ないと判断いたします。現比井小の校舎は高齢者向けの福祉事

業に活用されることを希望いたします。(中志賀)
（１２）比井小学校跡地をどうするか。避難所にもなるので出来るだけ維持したい。私

達皆で考える課題である。(下志賀)
（１３）比井の新しくきれいな体育館はどうなりますか。(谷口)
（１４）比井小学校の校舎、体育館の活用を検討されたい。(谷口)
（１５）志賀小を利用するなら、その後の比井小はどうなりますか。同じアンケートを

なんどもとるのは紙の無駄使いでは無いでしょうか。(谷口)

保育所に関する意見
（０１）学校ではないけれど、保育所同様で将来、小学校の様になってくるのは間違い

ないので町内一箇所にするべきだと思います。(上志賀)
（０２）小学校を統合して、町内に３つある保育所を統合し、比井小学校に持ってくれ

ば経費も削減できるのではないかと思います。素人考えですが。(上志賀)
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（０３）統合するとして、保育所も統合すべきと思います。比井保育所を高台移転し、
場所は、久志から比井に越えた所にすればよいと思います。久志から道路を造
れば柏、上志賀、久志の方も交通の便が良くなります。保育所の運動会や各種
発表会は比井小学校を使えばよいと思います。今の志賀保育所を増築改築して
もグランドが狭すぎます。比井崎に保育所を残し、比井小学校のご利用、志賀
保育所の狭さも解消すると思います。一石三鳥と思いますが。(上志賀)

行政側の統合の進め方に関する意見
（０１）最初に上級生の統合、一年後くらいに下級生の統合と２回、３回に分けて出来

ればいいと思う。反対に、新入学生を先にしてもいいのでは。途中統合は気配
りを丁寧にしなければ、大変なことがおきてからではいけないので。(小浦)

（０２）学校は地域のつながりをつよめるため、非常に重要な施設であり、残して欲し
い気持ちが強い。今回の統合推進について、町の対応に問題があり複雑化して
いる。１つめは、地域で話し合いをする前に新聞発表をしたこと。２つめは、
地域全体のアンケート調査でなく、先に保護者アンケート調査し、答えを先に
出してしまった。これ以上何を求めるのか。比井から志賀までは、車の時間距
離は５分、通学困難地でないなか、複式学級を残す必要があるのか十分検討さ
れたい。なお、統合するのであれば、新学校名の検討をお願いする。(小浦)

（０３）比井、阿尾の合併も書いているが、地域が同じ比井崎です。志賀は最初から関
係がありますか。(比井)

（０４）統合の場合、入学児童の少ない年度から段階的に実施する。出来る限り比井小
学校在籍児童は比井小学校で卒業させる。保護者及び児童の負担を少なくする
ためにスクールバス運行する。志賀小学校の駐車場を拡大しスペースを多く確
保する。小学校統合の前に保育所を比井と志賀で統合する。比井小学校の利用
活用さす、出前授業、学校行事を行い地域の人達との交流を深め人間形成をは
かり日高町民として将来立派な青少年に育つように利用する。(比井)

（０５）最初から統合ありきで進められている。反対しても覆してくる。素直に意見を
受け入れて欲しい。白紙からの話し合いでなく色着きの上での議論だから、な
かったことにしてほしい。子供は元気で仲良く、素直でやんちゃがいい。競争
心など必要だと思うようになってから、自分で見いだしていくと思う。少人数
の中でもできる。(比井)

（０６）私は小学校児童をもたないもので、学校統合の状況は全く分かっていません。
ただ比井小学校の人数が減って来ているということだけは理解しています。町
が志賀小と比井小の統合という計画を出すためには町民に十分に今の状況と今
後の状況について、ただ児童の人数がへることや、教育環境の話ばかりでなく
もっと多角的な視点からの全体像を提示して町の方針として統合なら統合とい
う計画案を出した上でアンケートの実施をお願いしたいと思います。現状では
統合を考えるためのデータが全く不足しています。(比井)

（０７）物事を進めるには一方向だけを見ていては進みません。”統合することになっ
た場”ではなく”統合することになる場”で進めなければ、海岸線の人々は自分
が生まれる育った場所が廃れて行く事が心配なので町が計画するのであれば廃
校後に再活用する案や計画を提案しながら進めるべき。やり方が下手です。
(比井)

（０８）地域の保育所や小学校がなくなれば、子を持つ親にとっては、多少なりとも不
便になる事が出てきます。統廃合を進めるということは、子を持つ地域住民に
対して多少なりとも不便を強いる事になります。今回、地域住民の意見を聞く
ことも大切ですが、教育長も仰っていた通り、一義的には、やはり、一番の受
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益者である地域の保護者の意見を最優先にすべきであると思います。現状にお
いては、比井小保護者の一定数が｢統合に反対｣しており、これ以上、統合の話
を無理に進めて欲しくありませんし、進めるべきではないと思います。
教育委員会が作成する資料等は、”統合ありき”で、少人数教育のデメリットの
みを強調するものですが、和歌山大学附属小学校における複式学級の取組等、
少人数だからこそ自主性が育まれ、他学年と交流することで思いやりが生まれ
ると評価する考えもあります。教育長が仰るように、本当に子供達のことを考
えてのことであるのであれば、少人数教育のデメリットのみを一方的に示すの
ではなく、メリットについてもきちんと示した上で議論すべきです。
また、併せて、以前のアンケートにも書きましたが、｢小学校統合に関する調
査研究特別委員会｣(10/３１開催)においても意見が出されているように、小
規模特認校のメリット、デメリットをきちんと調査した上で、保護者及び地域
住民に対し選択肢として示した上で議論すべきです。比井小を存続させる方
向での議論も真剣にしてもらいたい。(比井)

（０９）地元住民や保護者にとっては、大きな問題です。スケジュールありきでなく、
ていねいな説明と納得のいく話し合いをもとに、進めていただきたいと思いま
す。(比井)

（１０）できるだけ統合などはしないほうがようと思うが、子供の数が減ってきている
現状では仕方ないと思う。ただし教育委員会以外の議会や町当局は、子供の数、
減少に責任がある立場であると思うので、安易に統合についての意見は、控え
るべきである。特に３校統合など。統合するなら新しい環境の中で教育を受
けられるように校舎の建て替えなどを検討してほしい。また残された施設につ
いては地元の意見を聞いて活用されることを希望する。(比井)

（１１）このようなアンケートを実施しても無意味だと思います。(比井)
（１２）今の比井小の校舎を統合した後、どういう風に活用していくのか、志賀小と統

合をどのように動いて、どんな手順でしていくのかを、詳しい説明をしてほし
いです。今の状況だと、平成３３年の統合は不可能な気がします。平成３３年
に比井小学校入学生が１人という現実でどういう対処をしてもらえるのか、そ
の一人が比井小か志賀小かという中途な感じが親としても不安です。保護者に
何らかの説明や回答がほしいです。(小坂)

（１３）なぜいつも教育委員会の都合のいいアンケートなのか。統合ありきのアンケー
トで、保護者又は地域住民の目線アンケートではない。住んでいる場所の表示
や統合の時期がなぜ決められているのかがわからない１～２回の話し合いの結
果でもうすでに物事が決まっているかのようである。
統合はやむを得ないと思うが、３小学校、又は３保育所の統合も視野に入れる
べきではないか。
統合も大事だと思うが、いじめで子供の心が傷ついている。もっとそのことを
ケアしてからでもいいのではないか。それにはケースワーカーや心理士等設置
してもらいたい。
予断だが中学に入学する阿尾地区の子供がいる家庭には、１人６万円の自転車
購入費がもらえるというが不正があってはならない、他の校区でもそのような
ことがあるのか。そのお金があれば、地域に還元して欲しい。または教育にお
金をかけてほしい。
県下でも統合してうまくいっている日高川町などの地域視察に教育委員会で
はなく、保護者地域の代表で行っているのか知りたい。
日高町民全体で統合についての話し合いをしてもよいのでは無いかと思う。
(産湯)

（１４）比井小の子供の学力に問題なし、と聞いているので、急いで統合する必要もな
い。小規模校の良さを、教員保護者で育てて欲しい。ただ入学生｢０人｣の時期
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が来るので、その頃が統合のタイミングかと思う。教育委員会にはご苦労です
が、現在の保護者だけでなく、幼児のある家庭も含めた保護者との合意形成を
丁寧に予断をもたず進めて欲しい。(産湯)

（１５）まず比井を志賀に統合そのあとで考えれば良い。(阿尾)
（１６）給食導入のときにあったように、学校の先生による意見誘導は、控えていただ

きたい。学校の統合が難しくなるように思われる。(阿尾)
（１７）保護者の声、地域の声を十分に聞き、ベストとまではいかなくてもベターな方

法で進めていってください。(阿尾)
（１８）行政が積極的に進めないと、統合は出来ない。頑張って進めてください。(阿

尾)
（１９）阿尾小学校の時もそうでしたが、私はその当時子供か小学生だったので地域の

人と他の方法はないか、住宅を設けてくれるよう、他から若い夫婦を取り入れ
る対策をと当時の教育長に意見を言いました。また日高川町の住宅等を見に行
ったりそういう事前の準備がありました。今回はそんな施策もなく突然統合の
話がわき上がり、皆さんの心の準備が出来ていなかったのではと思います。も
っと前から話し合うべきだったと思います。(田杭)

（２０）新聞にのる前に、説明会を開いて欲しかった。(田杭)
（２１）保護者アンケートの集計法について疑問に思う。志賀小の集計には項目が多い

のに、併合される比井小学校の項目、意見が載っていない。比井小の意見中心
にすべきである。(上志賀)

（２２）他の郡内の小学校を見て見本にするとよい。(上志賀)
（２３）児童数の減少に伴う統合問題は重要と思います。ただ、当該者と行政側がしっ

かりと議論した上で、このようなアンケートをする方がいいと思います。中途
半端なところで全町民にアンケート調査をすればかえって問題がこじれると思
います。(上志賀)

（２４）自分の住んでいる地域から小学校がなくなることは、大きな事だと思う。全員
の賛成を得ることは不可能だと思うが、地域の方のある程度の賛同や理解を得
られるよう進めて行っていただきたい。(久志)

（２５）由良小や川辺西小など、実際に統合した小学校や、校区の広い小学校に見学に
行く機会を設けて頂いたらと思います。
統合する前に、比井小と志賀小の交流を増やして頂けたらと思います。学年単
位でも、月に１回、学期に１回、年に数回比井小学校に志賀小がレクリエーシ
ョンで遊びに行く。
比井小の保護者の意見に従えばいいと思います。統合しない方がよいの割合が
高いのでもう少し低くなってからの方が話し合いがスムーズになるのかも知れ
ません。
比井小の方の金銭的負担、時間的負担が統合によって増えるようですので、そ
の面をクリアできるタイミングで統合の話し合いを進めていただきたい。(中
志賀)

（２６）統合はやむを得ないと思いますが、１クラス当たりの児童数が増えることで、
教師の負担が重くなったり、児童一人一人に目が届かなくなったりするのでは
という不安があります。このような一つ一つの不安や疑問に丁寧に対処する姿
勢を示していただきたいと思います。(中志賀)

（２７）行政主導で｢先に統廃合ありき｣が進められている。手続の問題も含め、住民、
職員のneedsに十分応えるべく、一端白紙に戻すべきと考えます。現時点で統
合には反対です。(中志賀)

（２８）自身の子供が卒業後の事になってしまうので、意見はどうかと思ったのですが
子供に聞くと、学童に通っていた時は、３校の学童で交流会などあったようで、
同校の違う学年の子供達とも、学童つながりで今も仲良くさせてもらっている
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ようです。２校でも３校でも、学年別で同じ教室で授業や体育や遠足、合宿な
ど一緒にしてみるなど、いずれ統合するにしても、子供同士の合同授業などの
機会を増やしてみたりできると思います。比井の保護者の方の考えももっとよ
く聞くべきだと思います。(中志賀)

（２９）前回のアンケート結果を見ると、志賀小校区の方は、統合に反対している割合
がとても少ない。比井小区域の方でも、『統合しない方がよい』より、『統合
はやむを得ない』の方が上回っているので、Ｈ３３年、Ｈ３４年あたりでの統
合で話を進めてもいいと思いますが。比井小で統合に該当する世帯の人が反対
したい気持ちもわかりますが、基本、多数決で決めて、早く進めてほしいです
ね。強く反対している方達に納得してもらうには、できる限り、要望などに応
えていくしかないと思います。制服・体操服の買い直しに費用がいるとかの声
がありましたので、買い直しの対象の方には、費用を支給するなど…。アンケ
ート、これでもう最後にしてほしいです。(中志賀)

（３０）ここまで統合に賛成のように書いていますが、周辺の交通状況や、敷地、校庭
の狭さを改善できることが前提です。運動会の時の近隣のマナーの悪い駐車等
がなくなればすべきですが、日高町がそれをできないのであれば、統合を無理
にしなくてもいいのではないかと思います。ＯＢとして、近隣に住む人間とし
ては、ＪＡの旧の志賀支所や倉庫のあたりまで、町が買い取って、小学校のグ
ラウンド、体育館も大きくしていかなければ受け皿にならないと思います。そ
のあたりは総合的に開発を進めていただきたいです。(中志賀)

（３１）統合は児童、保護者、地域にとって重要な問題であるので、関係者の要望等を
汲んで皆さんの理解と納得が得られるよう努力してください。(下志賀)

（３２）子供たちにとって、とても住みよい街として日高町は注目を浴びているのでま
ずは、減少をたどっている比井地区の現状を見れば、統合への道は仕方がない
ことだと思います。ただ、変化の時期は何に関しても問題が持ち上がり、それ
を一つ一つかなえることは難しいことだと感じます。子供達や住民の人たちに、
どのような変化が起き、統合へとなるとどういう風な生活の変化が起きてとい
うシミュレーションもわかりやすく説明して。こんな事は大変やけどでもそれ
だったら仕方ないのかな。とか色々考えられるような説明の仕方が大事かなと
思います。統合へ行くとても良い道筋がつき、よかったと思えるよう。住民の
方々にも協力サポートをもらい、良いものにできるといいですね。(谷口)

（３３）学校統合というとすぐ多くの生徒の居る所となりますが、日高町では今後どの
様な推移になるのかもわからないのに志賀小を比井小にという発想もあるので
はないでしょうか。そうすれば私達の子供は大丈夫ということによる子供の不
安と弊害についてもっと全体で考えられると思います。(谷口)

（３４）統合により、先生の人数はどうなるのか、また統合の費用、今後の経費(通学
バス等)などの金銭面でのプラス・マイナスも整理して町民の理解を得るべき。
(谷口)

（３５）町内在住の２０歳から３０歳位までの統合に、自分の子供が影響する年代の意
見を尊重すべきと考えます。またその年代のアンケート調査結果の公表を望み
ます。すでに、子育て(中学生以上)を終えた方の意見は、参考程度としてくだ
さい。(谷口)

（３６）統合ありきですすめるべきではない、統合される学校の父兄の意見を優先する
べきである。(谷口)

（３７）成長していく、学童のことを第一に考えてやろう。
平成６年にした統合問題のような討議は全く出来なかった。親の会議とはいえ、
空いた校舎や、交通費の問題に終始した。(小池)
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説明を求める意見
（０１）日高郡内には、比井小より児童数が少ない小学校が多くあると思います。その

小学校にも統合の計画はあるのでしょうか。最近統合した郡内の小学校の事例
等参考情報として知りたいと思います。(例)三尾小学校が和田小と統合したと
きの児童数。(比井)

（０２）今の状況で何人から何人に教員は増えるのか、きちんと説明してほしい。また
改修が十分出来て子供達に今までと同じ対応が出来るのか。子供の人数が増え
ることにより、教員の方々には今まで以上の対応が必要となります。十分に出
来る対策を取ってくれるのか、いじめ問題も心配です。それを、比井区の親の
方々が賛成ならよろしいかと思います。送り迎えも問題です。少し遅れても比
井なら走ってでもいける、でもバスに乗り遅れたら送っていかないといけない
と思います。また、途中でお迎えの必要なとき、発熱、ケガなどどんな対応を
考えておられますか。家が遠くなるので子供たちも不安となるでしょう。
(久志)

（０３）廃校後の小学校の活用方法についても、説明があればうれしい。(中志賀)
（０４）平成３０年１月のアンケートにあったように、統合前に子供達の交流を増やし

たら、その後もスムーズな人間関係が築けると思います。制服などは、統合後
数年は、併用(志賀と比井）してもよいのではないか。
新たに４教室を増設する、その根拠の説明を聞きたい。１クラスの人数や部屋
の広さにも関わることであるし、アンケートにそのような土地は無いのではと
いう意見もあったため。(下志賀)

（０５）平成３０年１月実施のアンケート結果をすべて拝見しました。総じて、比井小
学校区の方の意見は切実に感じ、志賀小学校区の方の意見は楽観的に感じます。
個人的には合併はやむなしと考えるのですが、アンケート結果を見る限り、や
はり一長一短あり、地域や個人により、重点を置くポイントが違います。そこ
で、アンケートで出た色んな意見を基に、財政面・地域性・学習環境父兄や子
供の心理面など、細分化した様々な項目・検討事項について○△×などで比較
表を作成したうえで、数値化してみてはどうでしょうか。｢こういう結果だか
ら合併を推し進めます｣と誰でも一目で分かる資料があれば、意見集約しやす
いのでは。(下志賀)

その他の意見
（０１）統合が良いと思います。(比井)
（０２）母校が廃校になるのはさびしいものですが、子供達が良い環境で楽しく学習で

きるようにしてあげてください。(産湯)
（０３）早く決定することに異議なし。(阿尾)
（０４）統合すれば比井小学校で体験した地域の高齢者の方に昔の遊びを教えてもらう

ことや、田植え稲刈り等を志賀小学校でも行い志賀小学校では６年生卒業する
までに一輪車に乗れるように私の子供も練習しました。それを体験して貰い勉
強だけでなく両児童が心豊かに成長して欲しいです。(柏)

（０５）今は昔と違って、子供も少ないから、親もかわいがるばかり。甘やかす親心で
色々わがままな意見多いと思う。昔は私達の時代は１クラス６３人で勉強した、
それでも当たり前で親も子もがんばって来た。合併は大いに賛成です。(上志
賀)

（０６）学童との連携を深めてください。横のつながりを重視してください。(中志賀)
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（０７）アンケート何度も読みました。一人一人考えや思いがあります。アンケートし
ていただいたこと、ありがたいことだと思っています。まずは、子ども達です
が、押しつけはいけませんが、親がはっきり話せば、幼い子でもわかっていま
す。親が、大人達が子どもに目を向けていれば、子ども達は対処していける力
を持っていると思います。私たちも行政が決断したことに応援できる町になり
ますよう、子ども達が前に向かって楽しんでいけますよう、願っています。
(中志賀)

（０８）運動会やマラソン大会など、学校の回りに駐車しているのですがマナーが悪い、
もっと注意してほしい。保護者が立って誘導するべき。統合して、これ以上、
車が増えるのは嫌です。マラソン大会の時、警備員のおじさんにおこられました。
あんな、警備員はいらないです。教育委員会の会長。一番偉い人。選挙や、住民、
地域の投票で決めたらどうですか。例えば、登校拒否している、小学生や中学生、
高校生など、比井小で勉強するとか、増築するお金をもっと、子供のために使
って欲しい。冷暖房、インターネットでの勉強や、英語教育に使ってほしい。
(中志賀)

（１０）阿尾小に続いて、比井も。旧比井崎村はさびれるばかり。(中志賀)
（１１）１月に実施されたアンケート結果を拝見しましたが、円グラフの色分けがほと

んど分かりませんでした。(下志賀)
（１２）大変なお仕事ご苦労様です。(谷口)
（１３）早く統合できるといいと思います。２度目のアンケートでこんなに空白を与え

ては、書きたい放題ではないですか。皆さんの意見も、統計も見直しも提示し
て頂いたのですから、あとは教委の決断かと。よろしくお願い致します。本当
にご苦労様です。(谷口)

（１４）早く合意出来ればいいと思います。(谷口)
（１５）どうせ中学校で同じになるんだし早いほうがいいと思う。(谷口)
（１６）色んな意見があると思いますが、なるべく早くにと思って統合に大賛成です。

(小池)

３校統合に関する意見
（０１）アンケートにも述べられてましたが、将来的にも少子化傾向も続いていくと考

えられるので、内原小も含めて3校統合を望みます。高台の町有地を活用してこ
れからの子ども達にとって最もよい環境の新設の学校を建設してあげて欲しい
です。プール、体育館、運動場等適切な広さを確保でき、職員、保護者の駐車
スペースも充分とっていただきたいです。将来の日高町を背負っていく子ども
達が心身ともに健やかに育っていく環境を第一に考えていってほしいです。
（小浦)

（０２）統合しなければならないのであれば、なるべく早くした方が良いと思います。
少人数も良いですが、友達は多い方が良いです。少人数で仲間はずれになると
すごくしんどいと思いますが、統合して人数が増えると逃げる場所も増えます。
今より仲間はずれは減ると思います。校舎や体育館を何かに役立ててほしいで
す。希望は新しく校舎を高台につくり３校統合が良いです。あと子供達の意見
もアンケートで見れるようにして欲しいです。通うのは子供なので子供の気持
ちが大切だと思います。（比井）

（０３）３校統合がいいです。(比井)
（０４）建物も古くなって来てるので改修工事、耐震工事にお金をかけるより、３校合

併して新しい校舎を建てる。(小坂)
（０５）将来日高町小学校１校にするように考えるべき(小坂)
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（０６）内原、志賀、比井の３校統合にするべき。これから農業をする人も少なくなる
と思うので土地を売ってもらって中心部に学校を作るべきだと思う。(小坂)

（０７）比井小と志賀小を統合しても将来的に、内原小についてはどうお考えですか。
(産湯)

（０８）志賀小との統合はその場しのぎである。阿尾住民としてはまたかの思いであり
非常に残念である。比井小がお荷物のように思う。将来を見つめた積極的な日
高町３校の統合を強く希望する。小学校・中学校が連携した小中連携の日高小
中学校。(阿尾)

（０９）比井、志賀、内原３校統合で進めて欲しいです。志賀小学校校舎増築改修費用
を使わず、日高町１小学校に使う方が税金のむだ使いにならないと思います。
(阿尾)

（１０）いずれは、日高町１校舎へ。(阿尾)
（１１）以前、お聞きした３校を統合というお話は全くない話なのでしょうか。少し先

を見て３校の方が良いなら新しく作り直すのは大変だと思いますが、一度で済
むのならそれでいいのではと思いました。(田杭)

（１２）将来、３校統合もありえる。しなくてはならない事も発生するかもわかりませ
ん。判断を適した時期にしてやってください。それと、地震津波も心配です。
耐震も忘れずに。津波が来ると比井は壊滅になる。子供達を守ることからも統
合は賛成。(上志賀)

（１３）将来的に見ると、日高町に１小学校がいいんではないかと思う。(久志)
（１４）比井小学校を志賀小学校に統合後、志賀小学校と内原小学校も統合して、一つ

の小学校にまとめていくべきです。(中志賀)
（１５）比井小は志賀小に統合したとして、比井小の校舎はどうするのか。その後内原

とも統合するとして、志賀小に増築改修は無駄になるのではないか。最終的な
３校統合の流れになるならば、長期的な計画として、廃校舎の利用等も含め、
きちんと方向性を示して取り組む問題ではないか。(中志賀)

（１６）将来的に児童数が減少した場合は、町内小学校を１校に統合するのがベストで
はないかと考える。その時は新校舎建築の方向で考えてみてはどうか。保育、
小中一貫校は。(谷口)

わからないといった意見
（０１）若い人住んでいないので、はっきりとしたことわからない。現在８０歳の２人

住まいなので。(田杭)

一任するといった意見
（０１）もうきっと子供も産まないし、子供も町外へ出したいと考えているので、正直

どちらでもいい。在学中の保護者の意見をくんで、慎重に話を進めて欲しい。
(阿尾)

（０２）比井、阿尾にお住まいの方の意見を尊重してあげて下さい。でもあまりに少な
くなってきた場合は、統合しかないですね。(小池)
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特になし
（０１）特にありません。(小浦)
（０２）なし。(小浦)
（０３）特にございません。(比井)
（０４）とくにありません。(比井)
（０５）特になし。(阿尾 ２世帯）
（０６）なし。(田杭)
（０７）特にありません。(柏)
（０８）ないが。(中志賀)
（０９）特にありません。(中志賀)
（１０）特になし。(中志賀 ３世帯）
（１１）別になし。(中志賀)
（１２）色々とご苦労様です。(中志賀)
（１３）町の方針にお任せします。(中志賀)
（１４）特になし。(下志賀 ２世帯）
（１５）特にありません。(谷口)
（１６）特になし。(谷口 ２世帯）
（１７）なし。(谷口)
（１８）特にありません。(小池)

以上、ありがとうございました。


