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気仙沼市義務教育環境整備計画（案）
に対して寄せられたご意見

はじめに

本市では，「気仙沼市義務教育環境検討委員会」からの答申をもとに，気仙沼市義務教育環境整備

計画（以下整備計画）を策定しているところです。

去る３月１日に気仙沼市義務教育環境整備計画（案）を市ホームページや市内２０か所の閲覧窓

口において公表し，３月１５日までの２週間，その内容について市民の皆様のご意見を広く募集い

たしました。寄せられたご意見・ご提言には，児童生徒数の減少という現実を踏まえつつ，子供た

ちの能力の伸長と安全確保，地域が今後果たすべき役割など，全市的かつ長期的な視野に立ったも

のが多く，今後整備計画策定作業を進めていく上で大変参考となるものです。

このたび，市民の皆様から寄せられたご意見をここに公表し，併せて，それらに対する気仙沼市

教育委員会として考えを回答させていただきます。

なお，無記名でのご意見及び電話でのご意見については掲載しておりません。また，お寄せいた

だいたご意見に対して，個々人に返信・回答することはありませんのでご了承願います。

気仙沼市教育委員会としましては，市民の皆様の率直なご意見をうかがう貴重な機会として，今

後も整備計画策定のための地域懇談会を引き続き開催して参ります。
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気仙沼市義務教育環境整備計画（ 案 ）
に対して寄せられた市民のご意見

※「意見の内容」は原文のまま掲載しています。

№
個人・

意見の内容 教育委員会の考え方
団体

１ 【１２ページ「統合の実施計画」（小学 ○適正規模を目指すために全市的な規模

校）について】 で考えていただいた内容であり，少子

◆鹿折・気小・九条・松岩・面瀬・津谷 化を踏まえたご提案であると受け止め

しか一学年２学級が維持できない。大 ております。義務教育環境検討委員会

島を鹿折に統合しても気小・九条・松 の答申にありますように，適正配置に

岩へ通学させる向きが想定され鹿折小 ついては学校の適正規模を目指しなが

も厳しい。唐桑３校も鹿折へ編入，気 ら，歴史的な背景を考慮した上で検討

小・九条・松岩・階上も閉校，条南中 していく必要があると考えておりま

学校を小学校にし，この新設小と鹿折 す。

・新城・面瀬・大谷に分散吸収させ，

アンバランスを解消させつつ，津谷も

含めて全校が一学年２学級を維持する

見通しにするべきである。また，計画

の前倒し実施を強く望みます。

【１２ページ「統合の実施計画」（小学 ○小泉小・中の校舎を利用してはとのご

校）について】 提案ですが，小泉小・中とも単学級で

◆津谷小の本校舎は経年数の長いもので の教室数しかなく，３校統合により教

すし，国道３４６号バイパスが小泉で 室，特別教室の不足が生じるため，既

国道４５号線に合流する予定ですの 存の校舎での受入は難しいと考えま

で，津谷・馬籠・小泉の統合小学校は， す。

現津谷小の校舎ではなく，小泉小中の

校舎を活用すべきではないかと思いま ○統合後の名称ですが，校名，校歌の決

す。校名も「本吉南」などに変え，「新 定には，保護者・地域の方々の考えを

しい小学校」としてスタートされては 大事にし，統合に向けた準備会で議論

どうかと思われます。また，こうする し，納得と理解を得ながら進めて行く

のであれば馬籠小が津谷小に統合され 必要があると考えます。

る段階での３校統合前倒しが望ましく

なります。

【１３ページ「統合の実施計画」（中学 ○昭和５３年に条南中学校が開校するま

校）について】 では，条南中学校区は気仙沼中学校区

◆一学年３学級が維持できるのは，条南 に含まれていたことから，第３段階で

統合後の気中だけである。近年の年間 は，適正規模化を目指し，気仙沼中学

出生数を勘案すれば，３校に集約しな 校と条南中学校の統合を検討すること

いと一学年３学級は維持できない。通 を計画しました。

学距離と人数のバランスをとれば鹿折

・新月・大谷に集約されるのがベター

と思われる。

◆気中を温存すれば近い将来には，鹿折

・新月まで編入することが予測され，

個
人
（
気
仙
沼
）
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旧唐桑町域はもちろん上鹿折・大浦・

１ 月立・落合などの郊外地域からの不公

平感はぬぐえない。また計画の前倒し

実施を強く望みます。

【自由記述】 ○現有校舎を活用した統合を検討してお

◆今回の統廃合に伴う校舎の移転新築を りますが，従来の通学距離の関係から，

考えられる財政状況ではないはずです 校舎新築についても視野に入れる必要

から既存の校地・校舎で学校を集約す があると考えております。

べきなのは言うまでもありませんが， その際には，統合に向けた準備会にお

「統合された」「吸収された」という感 いて，保護者・地域の皆様のご意見等

情を多くの市民が持つことには配慮が をうかがいながら，児童生徒にとって

必要だと思います。全校とも校名や校 望ましい教育環境の整備に取り組んで

歌を新しくして新しい学校としてスタ まいります。

ートされたい。

◆閉校する学校の校舎・校庭は住宅や産 ○閉校する学校の校舎の活用については

業用地として分譲・賃貸したり，ルー 地域住民の皆様との話し合いを踏ま

ト変更後の気仙沼線駅や老築化してい え，どのような活用の仕方が望ましい

る市役所や図書館などに改造できると か，長期的な視野に立って検討してま

思う。新市立病院・消防本部・警察署 いります。

・国道４５号線・三陸道ＩＣに近接す

る松小は，新駅・市役所・図書館・ヘ

リポートに適していると思われる。学

校統廃合計画を早急にリプライニング

して関係部局・市民に公表することも

震災復興・防災対策につながるものと

思います。

２ 【落合小学校の統合について】 ○平成２４年度３月１日現在の児童数は

◆いち早く統合について準備を進めたい １４名であり，来年入学予定児は1名

（子どもの心のケアが最重要課題と位置 です。児童数の減少が著しく，早期に

づけて）。 改善する必要であると考えておりま

◆平成２９年度新城小学校と月立小学校 す。地域住民の方々の中には，学校が

の統合についても計画（案）として提 閉校し過疎化に拍車がかかるのではな

示されているが，新月中学校のように いかとのご意見もあります。新城小と

小学校も同じく３地区の中心に小学校 統合することで，地域で大切に育てて

の移転を検討してください。 きた子供たちの可能性をさらに広げる

◆廃校となる地域が衰退するという意見 とともに，地域のよさを新城地区の子

があるが，学校の建物を有効活用する 供たちにも教え，広めていくなど，地

にはと考えたら，介護・福祉の専門学 域のよさを広く知っていただくことに

校などを誘致することを検討してくだ もなると考えます。

さい。今後，万が一震災が発生し，市

内の福祉施設が被災した場合，落合地 ○落合小学校は，震災後の東京消防庁の

区は津波など自然災害による被災は考 駐屯地，支援物資の保管庫としても新

えにくい地区であることから，施設入 たな可能性を示しました。福祉施設と

居者や市内の高齢者などの受入も一時 しての活用も期待でき，また，地域の

的にでも可能であると考えられる。一 偉人熊谷武雄の生地として文学の発信

関へのアクセスも国道２８４号線や鉄 地としての役割を持たせるなど，可能

道があることで利便性が良く，一関へ 性は大いにあると考えます。

の病院搬送もスムーズに対応できると

考えられる。（今回，震災直後国道２

個
人
（
気
仙
沼
）

個
人
（
落
合
）
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８４号線を利用し，多くの支援者が気

仙沼入りしたことでの意見）

３ 【「義務教育環境整備の基本方針」につ ○「生きる力」から一歩踏み込んだ「社

いて】 会を生き抜く力」の育成が望まれてい

◆本市が目指す学校教育の基本方針であ ます。併せて環境に柔軟に対応し，自

る「社会を生き抜く力」を培うために 分の力を発揮する「折れない心」の醸

も，母体，出生地，家族，古里，…友 成が期待されています。また，国際化

人…等の持つ原初的生活経験を人生の が進む現代にあって，日本の伝統や文

成長力に活かし，学区が，市が，日本 化，古里に愛着と誇りをもって生きる

が，世界が古里であるという自覚を育 社会人の育成も望まれています。その

む教育目標，手法，行政が大切である ため，気仙沼市では地域を大切にし地

と思います。 域の中で学ぶＥＳＤ（持続発展教育）

を推進してまいりました。

【複式学級の解消について】 ○学習指導要領はある一定規模の学習集

◆馬籠学区は複式学級の解消と児童数の 団を基本として示されたものであり，

増加を目指し，用地を造成したが，十 １時間のなかで異学年が学ぶ複式学級

分な増加は見られなかった。その原因 を前提とした内容とはなっておりませ

と結果について行政的評価を聞けなか ん。あえて異学年交流との立場から複

ったことが残念である。教員・生徒一 式学級を採用している例もありますが

丸となって努力した学業成果は光って 市内の過小規模の小中学校では，１学

いる。複式小規模校の長所を顕示する 級に２つの学年が学びながらも学習成

事例校があってもいいと思う。 果が得られるように，指導の工夫を図

っております。しかし，そこには無理

があることも事実で，改善を図る必要

があると考えております。

【施設の活用，古里つくりの心情等】 ○過小規模校を学区に持つ地域は少子高

◆学区再編後の統廃合による地域社会の 齢化が進んでいます。校舎の活用を含

共同体的，利益的変容に対する対応を め，地域の発展を住民一人一人がどう

十分に検討してほしい。 考えていくか，まちづくりをどう考え

◆校舎，校地の活用指針，地域発展の心 て行くか，行政も共に考えてまいりま

の中核であった教育活動，通学距離の す。

伸延による諸課題…等前進的に検討い

ただきたい。

【自由記述】 ○今回は，整備計画（案）を示し，市民

◆人は教育によって人間になると言われ の皆様から広くご意見をいただく機会

る。私たちの日常はすべて教育効果を としてパブリックコメント（意見募集）

個
人
（
馬
籠
）
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もつ。特に教育行政の一言一句には地 を行いました。この整備計画は外部に

３ 域教育力向上に大きな力を持つ。この 立ち上げた気仙沼市義務教育環境検討

アンケートの実施に当たって，その心 委員会の答申を基にしています。検討

が十分に生かされているか疑問であ 委員会は学識経験者，学校関係者，唐

る。この調査の提出日は，２５．３． 桑・本吉を含めた保護者並びに地域の

１５とある。そして，この調査資料は 代表の方々で構成され，震災を挟んで

２５年度の政策に活かすと書いてある 様々な角度から協議していただきまし

が，事前に充分に時間をかけるべきで た。教育委員会としては答申を重視し

ある。震災復興で大変と思うが，心し ておりますし，市民の皆様と直接お話

てほしい。三陸新報に若い方々の活躍 しする機会も重要視しております。第

報道を見ると励まされるが，政治・行 １段階で統合の計画のある落合小，白

政の卓見が少ない。 山小，小原木中で懇談会を開催し，多

くの方から懇談会開催の要望をいただ

きました。４月以降も，ご意見をいた

だく機会として懇談会を開催する予定

です。

４ 【気仙沼市義務教育環境整備計画（案）， ○早稲谷の鹿踊りは地域の文化芸能であ

統合に関する意見】 り，県の無形文化財の指定を受け，国

◆統合には反対である。 内外から高い評価を得て，文化的価値

<意見> は高い。子供たちが誇りを持って演じ

◆伝統である文化芸能（鹿踊り）を継続 ており教育的効果も高いといえます。

してほしい。子供も希望している。 学校の枠に留まらず，地域芸能として，

◆統廃合が進められれば，地域に与える 地域の中でさらに継承・発信・発展を

影響が大きくなる。…人口の影響等 していくことが望ましいと考えます。

◆通学方法について不安がある。スクー

ルバスは運行されるのか？運行される ○統合は，スクールバス等の交通手段の

場合の緊急時の対応は？送迎に時間が 確保が前提となっております。ただ道

かかり子供に負担を与える。 路状況が改善されていない箇所もあ

◆通学路の安全が確保されていない。 り，通学時間にも影響が生じることも

◆平成２４年６月に行われた意見交換会 懸念されます。通学路の主要道路であ

での教育委員会からの回答がなされて る市道八瀬川線の早期整備により，通

いない。意見交換会に意味があったの 学時間の短縮，緊急時の避難場所の選

か。 定等も含め，安全な通学手段の確保に

◆統合に対して，児童に説明できるよう 今後とも努めてまいります。

な理由を聞かせてほしい。

◆子供が嫌だと言っている。 ○新校舎が複式学級を前提にしたものに

◆校舎を新築した際，複式学級に備えた なっているとのことですが，本校舎建

建て方をし，小規模特任校にしたのに 築に当たっては，国の補助を申請する

なぜ統合を急ぐのか。 段階で，児童数と学級数の推移を予測

◆説明会を開き具体的な内容を地域住民 して報告する必要がありました。そこ

及び保護者に説明してほしい。 で，申請に当たり学級数の推移を予測

◆統合に関する判断材料が何もないので し，やむを得ず複式学級１を含む普通

は反対せざるを得ない。 学級５学級で申請したところです。

◆通学路が整備されてから統廃合問題を ただし，校舎の広さ，ゆとりという面

考えたい。 では十分な空間を確保しております。

○現在の児童数は３５名。１学年５～６

名です。一定の規模があれば，少人数

を組むこと，異学年交流を行うことは

個
人
（
月
立
）

個
人
（
馬
籠
）
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可能ですが，全児童数が少ないことは，

男女のバランスから言っても改善する

必要があると考えます。能力を秘めた

子供たちの可能性を広げる意味でも統

合を検討する必要があると考えます。

５ 【「統廃合の実施計画（小学校・第２段 ○同上

階）】

◆統合に反対

◆地域の方々に説明する材料がない。

◆別紙の記載などの課題を解決してから

協議に応じる。

<別紙記載内容>

<意見>

◆伝統である文化芸能（鹿踊り）を継続

してほしい。子供も希望している。

◆統廃合が進められれば，地域に与える

影響が大きくなる。…人口の影響等

◆通学方法について不安がある。スクー

ルバスは運行されるのか？運行される

か場合緊急時の対応は？送迎に時間が

かかり子供に負担を与える。

◆通学路の安全が確保されていない。

◆平成２４年６月に行われた意見交換会

での教育委員会からの回答がなされて

いない。意見交換会に意味があったの

か。

◆統合に対して，児童に説明できるよう

な理由を聞かせてほしい。

◆子供が嫌だと言っている。

◆校舎を新築した際，複式学級に備えた

建て方をし，小規模特任校にしたのに

なぜ統合を急ぐのか。

◆説明会を開き具体的な内容を地域住民

及び保護者に説明してほしい。

◆統合に関する判断材料が何もないので

は反対せざるを得ない。

◆通学路が整備されてから統廃合問題を

考えたい。

６ 【８ページイ「そこで，小学校において ○文部科学省でも，１学級の人数を４０

は，…２学級以上を基本とする」とし…】 人から３５人に減らすことを検討して

◆同ページ・前の文章に「…活用力や応 おり，少人数指導は学力向上に効果を

用力，コミュニケーション能力を育成 上げています。また，個別指導も学習

するには…」とありますが，小規模校 内容の理解を図るために取り入れてい

でもこれらの能力は充分育成可能だと ます。一方で，様々な意見を聞きなが

思います。 ら，自分の考えをまとめたり，自分と

<根拠> は異なる考えから学んだりする経験に

① 月立小の子供たちは，今年度，我が は，どうしても一定の人数が必要です。

個
人
（
月
立
）

個
人
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月
立
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国の代表として，早稲谷鹿踊りを披露 適正規模の人数がいれば様々な形態で

するために，モンゴルに行ってきまし の指導が可能となります。いま課題と

６ た。世界へ出すのにふさわしいと我が なっているのは，２つの異なる学年が

国が認めた地域の伝統芸能です。 一つの学級で学習しなければならない

② 新月中学校で，小規模校出身の月立 状況と集団での学習活動の機会が日々

小学校の子供たちが，様々な面で活躍 の学校生活で充分に確保できないこと

しています。保護者もそうだと思いま です。児童の個性や可能性をさらに磨

す。以下の点において，ここ数年間， き，伸ばす上でも複式学級の解消を図

月立小学校出身の子供たちと保護者の ることが必要であると考えます。

占める割合は，新城小出身の占める割

合と同程度，あるいは高いのではない

かと考えます。

ⅰ ＰＴＡ行事への保護者の参加 懇談

会・奉仕作業など

ⅱ ＰＴＡ役員の人数

ⅲ 生徒会役員の人数

【自由記述】 ○伝統芸能をこれまで繋いできたのは地

◆月立小がなくなれば，①②は衰退しま 域です。地域のよさを再発見し，地域

す。①が衰退するのは我が国の損失で から学ぶ学習を展開し，地域を愛する

す。月立小の存続を望みます。 児童生徒を育むことはこれまでも本市

が目指してきた教育です。月立小の児

童が月立小の地域だけでなく，新月地

域全体に視野を広げることで，見方が

広がり，地域の特色を一層理解するこ

とができます。それが，地域を深く愛

することに結びつくと考えます。

７ 【自由記述】 ○懇談会の様子や皆様からのご意見等は

◆復興関連で多忙なのは承知しておりま 市役所内で開く会議等を通じて市長に

すが，市長も懇談会に同席していただ も伝えています。今後も，教育環境の

き，ＰＴＡ地区民の意見や要望を聞い 整備に向け，地域・保護者の皆様との

ていただきたい。 話し合いを重ねてまいります。

８ 【自由記述】 ○打たれ強さは規模の大小には関係あり

◆小規模校の子供は打たれ弱いって事で ません。ただ，話しをしなくても気心

すが，友達や同級生は都内で働いてい が分かる仲間だけではなく，時には自

る人がたくさんいます。何を根拠に言 分の考えと違う意見をもった友達とふ

っているのですか。 れ合う機会を持つことは，成長する上

◆大阪で統廃合がイヤで自殺した子ども での大きな力となると考えます。

さんがいましたが，このことをどう考 ○本当に痛ましいことであり，自ら命を

えていますか。 絶つという状況に追い込まれたことが

とても残念でなりません。自ら命を絶

つことが解決にならないことは，その

子の保護者の方が自らコメントしてい

ました。統廃合については，子供の成

長に対して責任をもつ大人が，子供の

未来をしっかりと見定め，よりよい選

択ができるよう導いていく必要があり
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ます。本市では，義務教育環境検討委

員会の皆様に様々な立場から意見を出

８ して検討していただき答申を受けまし

た。その答申を踏まえて整備計画を作

成することが最善と考えます。統合は

子供たちの可能性を拓くために行うも

のであり，学校生活を喜びに変えるも

のと考えます。他県や他地域では，こ

れまでも多くの学校で，この効果が見

られる統合が進んでおります。

９ 【自由記述】 ○児童数が２０人では，１学年３～４人

◆児童数が２０人前後続くので，統合の となり，法令上，複式学級を編制する

必要性を感じない。 ことになります。１時間の授業の中で

子供たちの意見，気持ちを聞いたのか。 ２つの学年が同時に学習することの難

大人の都合で子ども達に悲しい思いを しさは，検討委員会で指摘している通

させないでほしい。子供たちの気持ち りです。見方をかえると，１学年３人

を大切にしてほしい。 の場合，自分を除いた同級生は２人だ

け，男女でみると，男子（女子）は１

人だけという状況もあり得ます。この

ような状況は改善する必要があると考

えます。

10 【「…安全対策への保護者の理解のもと ○子供たちの命は絶対に守られなければ

…」について】 なりません。そのために，教育委員会

◆安全対策というのは高台へ逃げる，避 と学校は様々な安全対策を行っていま

難訓練をするだけで間に合わないかも す。学校では，授業時間・休憩時，通

しれないということのは想定していな 学時など状況に応じた避難訓練を実施

いのですか？それで１００％安全と言 しています。学校では，学校にいると

い切れますか。万が一の事があったら きだけでなく家庭で，遊んでいる時な

市長はもちろん教育長，そのほかこの どどのような状況のなかでも自分の命

件にかかわった人全員が責任を取ると を守るため適切な判断と行動ができる

いうくらいの気持ちで考えています ように指導を行っています。

か？

【緊急性のある統合】 ○統合に向けた準備を進めていく上でも

◆６月の懇談会とほぼ同じ内容で今まで 現在の状況をお話しし，それを踏まえ

何をやっていたのかと思います。少な たご意見をいただくために懇談会を開

くとも統合一年前には決定していなけ 催しました。複式学級によるAB年度で

ればおかしいです。単式と複式の授業 学習を行っている場合，できるだけ早

が違うのを存じてないわけではありま く学習の進度を揃えておくことが必要

せんよね？先生方にも迷惑をかける事 です。教師の人員を増やす（加配）な

にもなりますし，子供たちも戸惑うと どを早期に行うためにも，統合へのご

思います。今更，意見を募集していつ 理解を頂けるよう努めて行きます。

になったら決まるのですか？

◆２月１４日に大阪の小学５年生が統廃

合中止を求める遺書を残して自殺して

います。これは，人ごとではないと思
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います。子供たちの意見を聞かなくて

10 いいのでしょうか。

【自由記述】 ○ひきこもりや不登校と学校の規模の関

◆小規模校の卒業生がどうこう言ってい 連についての関連性は今のところ，調

ましたが，私の鹿折小の同級生は高校 査した内容や結果を持ち合わせていな

中退や引きこもり等がおり，白山の同 いので回答できかねます。

級生にはそういった人はおりません。 ○少人数での指導は，多くの学校で少人

それについてどう考えますか？小規模 数指導を取り入れていることからも効

校に対する偏見ではないですか？現在 果的な学習の一つといえます。しかし

鹿折小には登校拒否がいるようですが ながら，課題となるのは複式学級です。

どういった対応をしていますか。また， 義務教育環境検討委員会でも小学校に

昨年いじめがあったそうですが解決は おいては，「複式学級が生じた場合，

しているのでしょうか？小規模校のデ 統合を検討する」と述べています。少

メリットばかり出してきますが，普通 なくとも同一の学年で学級編制ができ

校にもデメリットがあることを無視す る規模を確保したいと考えます。

るのはなぜですか？

11 【自由記述】 ○表現の仕方に誤解があったのではない

◆○○さんの発言は小規模校卒業生を侮 かと思います。子供のよさや可能性を

辱する発言だ。確かに競争力がなくお 広げるために望ましい適正規模につい

となしいが，ああいった発言をするべ てご理解いただこうと話したもので

きではない。もう来ないでほしい。 す。

12 【８ページ上段「イ学校規模」について】 ○１学級の人数を減らすことについては

◆「小学校は１学年２学級を基本とする その効果は分かっており，文部科学省

とありますが，１学級の人数が少ない でも学級編制基準を小学１年生の３５

方が，一人一人に目が行き届き，学力 人学級を他の学年にも広げようと検討

向上も見込めると思う。全国学力テス しています。宮城県は独自に，小学２

トで成績のいい秋田県は１学級２人の 年生と中学１年生についても３５人学

先生が対応していると聞いています。 級を行っています。

【７ページ上段「①望ましい学校規模」 ○これまで求められてきた知識や技能の

について】 習得が重視されていた世代の教育と現

◆とありますが，いままで，分校として 在求められている教育には違いが見ら

やっていた学校は望ましい学校規模で れます。現在は，知識として得た内容

はなかったことになり，①，②，③の をどのように活用して行くか，自分と

面で学力の低下その他で著しく問題が 考えが異なる人とどのようにかかわり

あったとは思われませんがどうでしょ 望ましい人間関係を築いていくかに重

う。 きが置かれています。

【８ページ中段「④通学距離」について】 ○統合する際は，通学手段としてスクー

◆小学校は４キロ，中学校は６キロを超 ルバスを運行します。運行する場合に

えれば支援を行うとありますが，小学 は，利用する生徒や保護者の皆様のご

校は集団で下校するのは可能であるが 意見を充分にうかがいながら，コース

中学校は部活により帰りがまちまちで や時刻などを決めていきます。

それを補う支援まで可能なのでしょう

か。

【自由記述】 ○大島小・中学校の統合に関しては，架
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◆大島の場合は，人が少なくなれば，小 橋の完成が前提であります。完成後の

・中の統合をすればいいと思うし，鹿 出生数や大島地区の人口動態などを確

折との統合ということになれば，大島 認した上で，検討していきます。

を離れてしまい，架橋前も後も人口の

減少に逆につながると思われる。

13 【１ページ下から４行目「他，大島地区 ○同上

のこと」について】

◆「地理的状況などを踏まえ」子供を学

校に通わせるのには鹿折は遠すぎる。

しかも，橋を渡った先というのはあり

得ない。

◆地域社会の中心である学校がなくなる

と過疎化に拍車が掛かり，たちまちの

うちに限界集落となるのは目に見えて

いる。

【自由記述】 ○生徒数の減少は学校の教育活動を制限

◆大島在住のため，大島についてのみ書 してしまいます。人口の減少は，地域

きましたが，単純に生徒数で統廃合を 振興に関係があります。今後のまちづ

進めるのは，その地域の人々を置き去 くりに関しては，市役所のみならず，

りにし，行政の都合でのみ行われるよ 地域住民の皆様ご自身が地域の振興を

うに感じる。地域及び地域住民を中心 どのようにしていくか等，一緒に考え

とした施政を期待します。 ていく必要があると思います。

14 【概要版「小学校第３段階」について】 ○通学にはスクールバスの運行を考えて

◆震災時大島から離れて行く人が多く， おりますが，住み慣れた地域から通学

鹿折との統合をきっかけに入学を控え するか否かは，子供たち自身や保護者

た世帯が大島を離れて行くのではない の皆様各々の判断にもよると考えま

でしょうか？わざわざ遠距離通学をさ す。

せなくても他の学区へと考える方もい

る思います。

【概要版「３ 推進に当たって」につい ○大島架橋が完成していない状態ですの

て】 で，運行時間を正確に示すことは難し

◆大島と鹿折間のスクールバスの運行時 い状況です。

間はどのくらいかかりますか？

◆遠距離通学で子供に心身ともにストレ

スがかかるのが心配です。

【自由記述】 ○現在の生徒数の推移，大島架橋の完成

◆大島と鹿折の統合には反対です。遠距 から考えると統合を検討する必要はあ

離通学への不安が大きいです。学校は， ります。しかしながら，その際には，

地域住民の心の拠り所であり，希望の 完成後の学校や地域の置かれた状況を

光です。児童数が減少している現実も 良く確認した上で統廃合を検討いく必

わかりますが，統合ではなく，他の方 要があると考えます。

法はないでしょうか。大島から学校が

なくなると大島の孤立が進んでしまい

そうです。大島架橋完成とともに学校
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をなくすのではなく，人が集まってく

る子供たちが安心・安全に暮らせる地

域づくりにご協力いただけませんか。

よろしくお願いいたします。

15 【「はじめに」について】 ○義務教育環境検討委員会の答申では，

◆「今後１０年間の学校規模，配置の適 複式学級の課題が述べられています。

正化をめざして」とありますが，義務 １学級に２つの学年が学習する学級を

教育環境検討委員会で「小規模校のあ もつ学校は小規模校よりもさらに規模

り方・考え方」について，どのように の小さい過小規模校です。児童の通学

検討されたのか見えません。小規模校 手段が確保できれば統合によって複式

を合わせ持つ気仙沼市として，この問 学級の解消を図るべきであると考えま

題について考え方を示してください。 す。

【「本市が目指す学校教育」について】 ○少人数であれば一人一人の活動の場が

◆「社会を生き抜く力を培う」人材育成 増え，様々な活動を経験出来るよさは

に異論はありません。しかし，それは あります。しかし，日々の学校生活の

小規模校では養われないのかどうかで 中で集団活動で培われる力もありま

す。小規模校の児童は何でもやらなけ す。それらは，行事的な特別な場だけ

ればならない。それだけ，体験を多く でなく，日常的な生活の中でも，体験

積み，臨機応変に対応できる子供に成 的に身に付けていくとも言えます。そ

長しているのではないでしょうか。集 の機会を確保することは大切であると

団の経験は何も学校規模を大きくする 考えます。

だけで経験する訳ではありません。夏

休み等を利用した体験で培えます。

【「２ 学校規模」について】 ○学校が地域コミュニティの形成に寄与

◆「はじめに」の項でも述べましたが， してきたこと，学校が地域から恩恵を

小規模校では１学年２学級を想定して 受けてきたことは事実で有り，今後も

きませんでした。検討委は，「１学年 学校は地域の中で良好な関係を保ちな

２学級」を適正規模としていますが， がら，目指す児童像に迫ることが肝要

これは頭から小規模校廃止論でしかあ です。

りません。学校運営において地域コミ ○１学年２学級はクラス替えが出来る規

ュニティを重視していると言いながら 模です。社会性を育む上でも少なくと

この発想は全く逆であると言わざるを も様々な人間と接することが可能とな

得ません。 る規模です。しかし，少子化が進む現

在，解決を急ぐべき課題となっている

のは，過小規模校における複式学級の

解消であることをご理解ください。

【自由記述】 ○１年生でも２年生との合計人数が８人

「複式学級について」 以下では複式学級となります。また，

◆「１年生と６年生は複式学級にしない」 ６年生であっても５年生との合計人数

というのが，複式学級導入時の考え方 が１６人以下で複式学級となります。

でもありました。子供の成長の為に何 出来るだけ単式学級を編制するために

が大切なのかの立場で再考されること 複式解消のために教員を増やす申請を

を望みます。 行う場合もあります。子供の成長のた

めに何が必要かを考えたとき，複式学

級を解消することであると考えます。
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16 【教育基本法の理念について】 ○貴重なご意見として頂戴いたします。

◆これまで個人重視の理念の転換を図

り，公共の精神を前面に打ち出した教

育基本法が改正されたが，その理念は，

第２条，１豊かな情操と道徳心を養う。

２公共の精神に基づき社会の発展に寄

与する態度を養う。３伝統と文化を尊

重し，それを育んできた我が国と郷土

を愛する態度を養うとある。真に望ま

しい教育環境とは地域の実情に合わせ

た教育活動を実践し，美しい自然環境

の中で心豊かな情操を育み，望ましい

価値観を持った心身共に健全な児童の

育成と確かな学力を醸成する学校が教

育基本法の精神を具現化する「望まし

い教育環境」と考える。

【教育優先の地域づくり】 ○貴重なご意見として頂戴いたします。

◆３５年前，本吉町に振興会が結成され，

住民の手による各地域の振興計画が策

定されたが，馬籠地域振興計画策定の

基本となったのは，「将来ともに馬籠

学区を存続する」という前提の基に創

られた経緯がある。以来，市営住宅の

建設，住宅団地の造成等少子化対策と

地域づくりに取り組んできた。「環境

が人をつくる」といわれるが，これま

で花壇コンクール，環境緑化活動，学

校林活動においては宮城県特選，全国

特選に輝く「日本一」の学校を創って

きた。美しい自然環境の中で「緑に親

しむ豊かな心」を育み将来を担う愛郷

心に溢れる子ども達を育成する地域ぐ

るみの教育活動の実践は，今日，日本

が目指すべき「理想の教育環境」と自

負するものである。

【義務教育環境整備に関する問題点につ ○貴重なご意見として頂戴いたします。。

いて】

◆旧本吉町では，町長，教育長も議会，

町民に対し小，中学校ともは，現状で

存続すると説明してきた。少子化対策，

定住促進，企業誘致による若者の流出

防止等政策課題に取り組み，馬籠小学

校は，管内で唯一児童数が増加してき

た。学校はどの地域にとっても「住民

の心の拠り所」と「地域づくりの象徴」

であるが，現状を是認するだけの町づ
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くりは「市政衰退の象徴」であり，「数

合わせ」と「財政的理由」による統廃

16 合の推進は，「教育の王道」から外れ

た議論である。地域の少子化解消の課

題整理と有効な政策実行による「子供

たちの笑顔が響き合う地域づくり」を

目指すことが真に望ましい「義務教育

環境整備」であり，市政に課せられた

重大な責務である。

【文部科学省一定規模の考え方について】○法令で示されている通学距離は，児童

◆文部科学省は，適正な学校規模の条件 生徒が徒歩で通学することを前提とし

として第４条２項の中で，通学距離が た距離が基準となっており，１時間に

小学校にあってはおおむね４ｋｍ以内 歩く距離が小学生はおおむね４ｋｍ，

中学校においては６ｋｍ以内であると 中学生ではおおむね６ｋｍとされてい

定めてあるが，馬籠小学校が津谷小学 ます。公共交通やスクールバス等によ

校に統合した場合，上沢地区（滝沢） る通学手段や通学路の安全確保など，

よりの通学距離は１０ｋｍ以上とな 今後は，道路事情と通学にかかる所

る。義務教育環境整備検討委員会はこ 要時間の両方の点から検討し，適正

のような地域の実態を調査したのか。 なものにしていく必要があると考え

幼い児童がスクールバスに乗って１０ ます。

ｋｍ以上の通学を強いる状況は義務教

育の常識から逸脱した現実であり，地

域住民が許容する状況には到底なり得

ない。

【馬籠小学校存続のための地域づくりに ○貴重なご意見として頂戴いたします。

ついて】

◆馬籠小学校は明治６年に創設，本年で

創立１４０周年を迎える。地域の全世

帯がＰＴＡの会員として年間1,000円

の会費を納め，地域ぐるみの支援活動

を継続してきた。これまで本吉，気仙

沼の歴史を創造する幾多有意なる人材

を輩出してきたが，その根源は長い年

月を遡る歴史と文化，自然環境に育ま

れた馬籠小学校の輝かしい伝統に外な

らない。学校を存続することにおいて

今日まで取り組んできた地域づくりの

スローガンは，「子供たちの笑顔が響

きあう活気に溢れる地域づくり」であ

り，「教育優先の町づくり」である。

確かな学力，研ぎ澄まされた感性と情

操豊かな人間性の涵養は豊かな自然と

緑に囲まれた環境の中で育まれるが山

村の学校にこそ理想の教育環境が存在

すると確信する。

【気仙沼市が目指すべき町づくり】 ○当地にリニアコライダーができれば，

◆気仙沼市は今，未曾有の困難に直面し その効果は広範囲なものとなり，将来

ている。震災による教育環境の激変は 的には気仙沼にも明るい光がさすこと
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学校の統廃合の議論を加速させている が期待できます。教育委員会としまし

が，重要なことは将来的な町づくりを ても，科学技術の先端を担う子供たち

16 展望した再編の方向性を見極める姿勢 の育成に，今後も力を注いでいきたい

が肝要である。気仙沼市が今，目指す と考えております。

べき市政の方向性と取り組むべき政策

課題はどうあるべきなのか。少子化対

策，若者の流出防止と雇用創出，定住

促進のための企業誘致等，の実行なく

してその将来展望は開かない。衰退の

道を選ぶのか，希望の道を選ぶのか，

馬籠には明るい希望に繋げる工業団地

の適地が存在し，世紀の一大プロジェ

クト，国際リニアコライダー，５０ｋ

ｍ地点の可能性が高まる。先人が築い

てきた輝かしい歴史と伝統を継承し将

来への明るい展望を信じて今後の地域

づくりに取り組みたい。そして，全て

の住民が目指すべき目標と願いは馬籠

小学校の将来にわたる存続である。

【宮城県教育委員会小規模特任校指定の ○貴重なご意見として頂戴いたします。

検討について】

◆小規模特任校の指定については，特徴

ある教育環境の存続と多様な教育環境

を選択できる制度であるが，本市では，

月立小学校が指定されている。宮城県

内には，何校か県教委の指定が存在す

るが，馬籠小学校にも是非宮城県教育

委員会の「小規模特任校」の指定を受

けられるよう条件整備を図り，その実

現を目指す選択肢を検討されたい。
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