
富岡市立小・中学校適正規模・適正配置基本計画（案）のパブリックコメントの実施結果に 

ついて 

 

富岡市立小・中学校適正規模・適正配置基本計画（案）について、パブリックコメントを実施しました。 

お寄せいただいたご意見の概要については、下記のとおりです。 

 

記 

 

１ 意見募集期間  令和元年１１月１日（金）から令和元年１２月２日（月）まで 

２ 公開方法及び公開場所 

市ホームページ及び次の場所で行いました。 

 富岡市役所行政棟エントランス及び教育総務課 

生涯学習センター市民ギャラリー、各地区公民館及び社会教育館 

３ 提出方法・提出 

郵送、ファクシミリ、電子メール又は直接提出 

  ４ パブリックコメントの結果 

（１）意見書提出人数   373 人 

 

   

 

 

（２）意見総数     625 件 

《各項目の主な意見》 

ア 基本計画(案)について(246 件)   ・賛成、反対。 

イ 各学校への意見について(84 件)   ・小学校は残してほしい。 

ウ 小中一貫教育について(11 件)   ・感性や部活のために小中一貫教育にしてほしい。 

エ 通学方法、通学路について(118 件)・スクールバスの運用について 

・通学路の安全確保について 

オ 制服、体操着、学校名、部活動について(33 件) 

・制服、体操着が変更になる場合、早めに教えてほしい。 

・部活動の選択肢を増やしてほしい。 

カ 教育環境について(30 件)   ・児童生徒が精神的に不安にならないよう配慮してほしい。 

キ 地域、跡地利用、ＰＴＡ、子育連等について(103 件) 

・過疎化、高齢化に対する地域活性化について 

・廃校の利活用について   

  

 

郵送 
ファク 

シミリ 

電子 

メール 

直接 

提出 
合計 

0 10 44 319 373 



番号 提出いただいたご意見等の概要 教育委員会の考え方 計画反映

1
　賛成
（同様の意見　50件）

②盛り込
み済みの
もの

2
　統合もやむを得ないと思います。
（同様の意見　27件）

②盛り込
み済みの
もの

3

　中学校の統廃合はやむを得ないのかと思
います。
　中学生になれば自転車での通学が可能と
なり、ある程度自宅から距離があっても大
丈夫かと思います。
（同様の意見　２件）

③今後の
参考とす
るもの

4

　適正配置に賛成です。
　地域の（学童を持たない）人の意見より
も、子どもに適正規模での教育を受けさせ
ることを優先すべきだと思います。
　ただしここで言う適正規模というのは、
集約することにより教員の質・量を確保し
て個々の児童生徒の教育環境を充実させる
ことであり、単にマンモス化すればいいと
いうことではありません。個々の児童の学
力向上のためには、大人数学級よりも１対
１の家庭教師のほうが有効でしょうから。
　大規模校のメリット：多様な部活動（選
択肢の多様化）、教員の量・質の確保、競
争心の育成。
　小規模校のメリット：個々の状況に応じ
た指導による学力向上、心身の発達。
　良いとこ取りできれば一番いいと思いま
す。

　適正規模・適正配置を進めるとともに、
そこで行われる教育の質にも直結する教員
の質・量の確保につきましても努め、様々
な学校規模のメリットを生かしてまいりま
す。

③今後の
参考とす
るもの

5

　義務教育は、市内全域で機会、水準が均
等に維持、提供されるべきだと思います。
地区に学校がなくても、スクールバスで安
全安心に通学でき、適正規模で高水準の教
育環境を享受できるなら、むしろ、家は郊
外の自然豊かで安い地区に建てて子育てし
たい人も増えるかもしれません。

　児童生徒の適正な学習環境を人的・物的
面で確保するとともに、校区の拡大に伴い
通学の距離や経路が変化する場合につきま
しては、スクールバス等の導入も含め、適
切に対応してまいりたいと考えておりま
す。

①反映す
るもの

6

　少人数教育には相応のメリットもあると
思いますが、競争のない環境で育った子供
達は高校、大学を経て社会に出た時に
ギャップに苦しみ、伸び悩んでしまうこと
も多いかと思います。
　適度な競争は教育上大切なことであり、
社会情勢や将来の人口推計に対応した学校
の再配置は不可欠であると考えますので基
本計画（案）には全面的に賛同していま
す。

　学校規模及び配置の適正化を進めるにあ
たり、保護者・地域住民・学校・行政と協
議し、お互いの共通認識と理解のもとに合
意形成を図って進めてまいります。

②盛り込
み済みの
もの

「富岡市立小・中学校適正規模・適正配置基本計画（案）」パブリックコメントの結果について

基本計画（案）について

　今後、保護者や地域住民の皆様と話し合
いを進めてまいりたいと考えております。

　　反映結果につきましては、①反映するもの、②盛り込み済みのもの、③今後の参考とするもの
　　④反映できないもの、⑤その他　の５区分とします。



番号 提出いただいたご意見等の概要 教育委員会の考え方 計画反映

7

　学習面の向上や人間関係の固定化からの
脱却を考えますと、初めから「富岡小学
校・西小学校・黒岩小学校・小野小学校」
を統合させてほしい、と考えます。
　中学校も現東中学校となりますので、最
初から４小学校の統合を視野に入れ計画を
すすめて頂けましたら幸いです。

　今後、保護者や地域住民の皆様と話し合
いを進めていく中で、保護者や地域住民の
皆様と協議を深めてまいりたいと考えてお
ります。

③今後の
参考とす
るもの

8

　子供にとっても、通学にかかる負担は増
えるが接する友達も増えたり、部活の種類
が増えるなど利点があると思います。その
際、人件費削減のために教員の大幅な削減
はしないで、今よりきめ細やかな指導がで
きる体制（教科指導助手など）を整えて欲
しい。

③今後の
参考とす
るもの

9

　学校規模の適正化により、クラスの数や
人数が増えてたくさんの友達が出来ること
への期待、色々なタイプの友達からの良い
刺激、クラス替えのワクワク感、また学校
全体の人数も増えることにより一層実のあ
るものになるといいです。

③今後の
参考とす
るもの

10

　統廃合実施可否の決定とスケジュールに
ついて個別具体的なことが決まってから決
定し、動き出すのではいつになるかわかり
ません。まず、実施と統廃合時期は早急に
決定し、スケジュールの遅延なく進捗する
ことを望みます。富岡市すべての生徒を集
めても今現在で１学年13クラス程度、令和
12年には７クラス程度になると予想されま
す。人数だけ見れば、富岡市全体で１校に
しても良いくらいの規模です。
　市のスケジュールをみると長期にわたる
計画で、特に小学校において複式学級にな
る直前に少しずつ統廃合を進めるようなプ
ランになっていますが、もっと大胆にス
ピード感をもって統廃合を進め、せめて１
学年２クラス以上で、クラス替えができる
程度の規模を維持しなくては、学校組織が
健全に維持されないと考えます。
　また、特に中学校では、学習環境、部活
動、高等教育や社会人へのスムーズな移行
や多様な経験の蓄積の為に、より早急な適
正規模化の対応が望まれます。

③今後の
参考とす
るもの

11

　子供たちのために早急に統廃合を進めて
ほしい。仮に、今回これを先送りにして
も、より深刻な事態が直ぐに起こることは
確実で、その時にはもう取り返しのつかな
いことになっているでしょう。最悪でも計
画（案）通り、可能ならばもっと大胆に早
急に統廃合を進める必要があると考えま
す。
（同様の意見　４件）

③今後の
参考とす
るもの

12
　中学校の統合については、早急に進める
べきである。
（同様の意見　３件）

③今後の
参考とす
るもの

　今後、保護者や地域住民の皆様と話し合
いを進めていく中で、保護者や地域住民の
皆様の合意形成が図られれば計画の前倒し
も検討してまいります。

　児童生徒の人数が増えることの利点を最
大限に生かしつつ、活気のある学校として
まいりたいと考えております。１クラスの
人数につきましては、ぐんま少人数クラス
プロジェクトの更なる推進を要望してまい
ります。



番号 提出いただいたご意見等の概要 教育委員会の考え方 計画反映

13

　統廃合の反対意見に多いのが、「学校が
なくなると子育て世帯が住まなくなり、過
疎化し、地区のコミュニティが崩壊する」
というものがありますが、それは現状と近
い将来を理解していない空論だと思いま
す。
　また、このように小規模校ばかりにな
り、加えて複式学級も導入されるようにな
れば、子育て世代はその地区をより敬遠す
るようになり、ひいては、その地区だけで
なく、富岡市に子育て世代がいなくなるこ
とになるでしょう。
　富岡は自然環境が素晴らしく、人々の郷
土愛も強く、富岡に住み続け、子育てをし
たいと思う人は多いですが、統廃合が一向
に進まない教育環境から富岡を出ていく人
が多いという状況が理解されていないよう
に感じます。現状の不作為が、むしろ地域
の過疎化を早めているのが現実なのです。

　ご意見のとおり、学校の小規模化が進み
ますと、児童・生徒一人一人に目が行き届
きやすく、きめ細かな指導が行いやすいと
いうメリットがある反面、集団の中で多様
な考えに触れたり切磋琢磨する機会が少な
くなり、人間関係の固定化、複式学級で
は、学習や集団活動における制約など様々
な影響を及ぼす恐れがあります。教育委員
会では、適正規模・適正配置の適正化によ
り、より良い教育環境の整備と教育の質の
向上を図りたいと考えております。

②盛り込
み済みの
もの

14

　合併して少なくなっても良いが距離感を
考えて、新設する等してほしい。

　統合後の学校は、老朽化に伴う建て替え
や既存の学校を長寿命化改修を行い児童生
徒の学習環境の充実が図れるよう整備して
まいります。

③今後の
参考とす
るもの

15

　人数が少ないと皆仲が良いという人もい
るが、実際には地域の中学校では、少人数
のコミュニティに１度なじめないとクラス
替えや他のグループの友達への逃げ道がな
く、孤立したり、不登校になったりという
現状が実際に何件も起こっている。

　小規模校におきましては、学習環境の面
で、人間関係の固定化、価値観の単調化、
活動を選択する幅の狭小化といった、デメ
リットが生じやすいと考えております。現
在の小規模校では、きめ細かに対応してい
るところですが、こうした状況を、まず制
度から見直し、解消していくことが、児童
生徒の社会的自立には必要であると考えて
おります。教員一人当たりの担当児童生徒
数は増加しますが、教員の数も増えますの
で、より多くの目で児童生徒を見ることが
できます。小規模校のよさを規模の大きな
学校にも生かしつつ、指導してまいりたい
と考えております。

③今後の
参考とす
るもの

16

　学校の統合によって児童数などが増える
事で、今まで出来なかった事が可能になる
という事が増えれば嬉しいです。
　練習スペースの確保なども課題かとは思
いますが、統合を機に市の方でもその様な
設備の検討をして欲しいです。

　統廃合後の部活につきましても、生徒達
の教育環境の充実が図れるよう、適正配置
協議会を立ち上げ、協議・検討を行ってま
いります。

③今後の
参考とす
るもの

17

　少人数の学校ではスポーツ（例えば野球
やサッカー）など、正規のチーム人数を確
保することができません。仮のルールを作
り人数がいると見立ててプレーをすること
になります。
　人数がそろっている学校ではそれが当た
り前でも、少人数の学校では当たり前のこ
とができない現実があり、小学校ではそれ
が６年間にも及びます。
　同じ富岡市、同じ学年にいるのに、地域
によって格差が生まれてしまいます。少人
数の学校でも当たり前のゲームができるよ
うにするためにも統合は必要なことと思い
ます。

　教育規模の平準化が図られるよう進めて
まいります。

③今後の
参考とす
るもの



番号 提出いただいたご意見等の概要 教育委員会の考え方 計画反映

18
　反対
（同様の意見　18件）

③今後の
参考とす
るもの

19
　中学校の統合は賛成できない。しっかり
と説明してもらいたい。

③今後の
参考とす
るもの

20

　小学校の統廃合に反対です。
　基本計画では、20年後を見据えて小学校
を4校にとのことですが、そもそも児童数が
減って行くことが前提で計画されているの
で、小学校校区内に子供を増やす政策をお
願いしたいです。
（同様の意見　１件）

③今後の
参考とす
るもの

21
　廃校となると、残念、さびしい。
（同様の意見　８件）

③今後の
参考とす
るもの

22

　小学校は現状のまま、地域に一校は残し
た方が良い。
（同様の意見　３件）

　今後、保護者や地域住民の皆様と話し合
いを進めていく中で、保護者や地域住民の
皆様と協議を深めてまいりたいと考えてお
ります。

③今後の
参考とす
るもの

23

　小学校では最低でも分校として残して欲
しいと思います。
（同様の意見　４件）

　小規模校のメリット、デメリットについ
ても理解しておりますが、現在、規模の大
きな学校でも優しさや、思いやりの育成、
学習や運動の充実について取り組んでいる
ところでございます。統合を行った場合
も、小規模校の良い面を失うことのないよ
う、学校経営を進めてまいります。

③今後の
参考とす
るもの

24

　黒岩の少ない人数から急に大人数の学校
へ行く事に不安があります。特に僕のクラ
スは７人でみんな仲良しなのでみんながク
ラスバラバラになってしまうのはイヤで
す。

③今後の
参考とす
るもの

25

　今回のこの計画には反対です。
　最近では、台風などの自然災害も増えて
きているので、統合され廃校になった校舎
がいざというときに使えなくなるかもしれ
ないからです。

③今後の
参考とす
るもの

　この基本計画は、子どもたちが「変化の
激しい社会を夢や希望をもち主体的に生き
抜く子ども」に育成するために、どのよう
な教育環境が望ましいかを第一に考え作成
しました。今後は、保護者や地域住民の皆
様と意見交換を行っていく中で、子どもた
ちの教育環境の充実、整備をどのように実
現していくかを中心に様々な観点から協議
をしてまいります。

　この計画案は、「変化の激しい社会を夢
や希望をもち主体的に生き抜く子ども」を
育む学力を身につけさせるためには、どの
ような教育環境が望ましいか、このような
総合的な観点から策定しました。これから
学校単位で保護者や地域住民の皆様に説明
し、適正配置協議会を立ち上げます。保護
者・地域・学校・行政と子どもの教育環境
の改善を中心に学校の様々な機能や地域の
実情に配慮した方向性について協議・検討
を行ってまいります。



番号 提出いただいたご意見等の概要 教育委員会の考え方 計画反映

26

　クラスの生徒数が少ないからと言って、
人間関係や、学習意欲が低下するとは思え
ません。
　通学に要する時間やバス通学でのストレ
ス、集団登校が無くなる事での体力低下や
交通マナーの学習等に影響が出ると思いま
す。
　また、スポーツや塾の送り迎えや学童の
設置場所、規模等を考慮すると学校周辺は
利便性が良くなりますが、廃校となった校
区内では過疎化が進み、地域の方々との交
流の場も無くなってしまいます。
　小規模校区には「理由」が存在すると思
いますので、その理由を考え、改善してい
く事が重要と思います。
　具体的には小規模校区内に若夫婦や幼児
のお子さんを持つご家族向けに分譲地を設
置したり、軽減税率や補助金等で生活を支
える事業を展開し、３人っ子政策も良いと
思います。
　富岡市での、まだ見ぬ国内初の「少子高
齢化対策」を期待します。

　小規模校では、児童・生徒一人一人に目
が行き届きやすく、きめ細かな指導が行い
やすいというメリットがある反面、集団の
中で多様な考えに触れたり切磋琢磨する機
会が少なくなり、人間関係の固定化、複式
学級では、学習や集団活動における制約な
ど様々な影響を及ぼす恐れがあります。教
育委員会では、学校の適正化により、より
良い教育環境の整備と教育の質の向上を図
りたいと考えております。

③今後の
参考とす
るもの

27

　まず思ったのは吉田から学校が無くなっ
たら、吉田に限らず妙義や小野などへも、
実家や実家近くに子供の入学を機に帰って
来る人達は、小学校も無い親元へ帰って来
なくなるのではないでしょうか？親だけが
地元に残り増々過疎化が進み空屋が増え
る、そんな地域だらけになってしまう気が
します。
　田舎で少人数クラスを売りにしたらそん
な環境を好んでこして来る人もいるかもし
れません。学校が地域から消えたら、子供
の姿も消えて行くと思います。
　計画を止めて下さい。

　この基本計画は、子どもたちが「変化の
激しい社会を夢や希望をもち主体的に生き
抜く子ども」に育成するために、どのよう
な教育環境が望ましいかを第一に考え作成
しました。今後は、保護者や地域住民の皆
様と意見交換を行っていく中で、子どもた
ちの教育環境の充実、整備をどのように実
現していくかを中心に様々な観点から協議
をしてまいります。

③今後の
参考とす
るもの

28

　学校を中心に形成されているコミュニ
ティは衰退するのではないでしょうか。
　過疎化にますます拍車がかかるのではな
いでしょうか。
（同様の意見　３件）

　学校は地域コミュニティーの核として、
地域と深い関わりがあり大きな役割を果た
しております。今後は保護者・地域・学校
と行政が連携しながら協議してまいりま
す。

③今後の
参考とす
るもの

29

　「集団の中で、多様な考えに触れたり切
磋琢磨したりする」
　同じ学校の子ども同士でなければいけま
せんか？他の学校の子ども。地域の大人。
多様な考えに触れる機会はたくさんあると
思います。公民館を学校施設に併設し、地
域の大人と触れ合う機会を増やすのはどう
でしょう？
　折角ならありきたりな「適正化」で済ま
せないでください。

　学校間の交流や地域住民の皆様との交流
は、児童生徒にとって大変有益な効果があ
ると考えております。公民館の併設化など
につきましても検討し、地域と共にある学
校づくりを目指してまいりたいと考えてお
ります。学校の教科のねらいを達成するた
めに、多様な考えに触れることは大切であ
り、同じ学級集団の中でやるべきものであ
ると考えております。

③今後の
参考とす
るもの
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30

　今回の校舎活用については、どのような
項目で、誰が採点してその校舎に仮決定し
たのか、開示してください。校舎だけでな
く、周りの環境の採点項目も勿論あると思
いますので、そちらもお願いします。

　学校施設のあり方庁内検討委員会におい
て検討し、教育委員会で策定しました。こ
れから、この計画を学校単位で保護者や地
域住民の皆様に説明し、適正配置協議会を
立ち上げます。保護者・地域・学校・行政
と子どもの教育環境の改善を中心に学校の
様々な機能や地域の実情に配慮した方向性
について協議・検討を行ってまいります。

③今後の
参考とす
るもの

31

　学校が無くなり、文化の伝承に支障をき
たす事も考えられます。
　また、各学校には独自の伝統もあり、統
廃合時にはそれらに配慮したアイデア等が
必要だと考えています。
（同様の意見　１件）

　学校は地域コミュニティーの核として、
地域と深い関わりがあり大きな役割を果た
しております。今後は保護者・地域・学校
と行政が連携しながら協議してまいりま
す。

③今後の
参考とす
るもの

32

　基本計画案は、国の「公立小学校・中学
校の適正規模・適正配置等に関する手引」
（以下「手引」とします。）に準拠して策
定されているように思われますが、そもそ
もこの手引は、全国一律の基準による画一
的な指導として示されたものであり、地域
の特性や実情を斟酌しているものではあり
ません。それがゆえに、学校を存続させる
場合の教育の充実のための方策が示されて
います。すなわち、小規模学校のメリット
の最大化策やデメリットの緩和策、教職員
体制の整備など少人数を生かした指導の充
実や配慮について、多くのページを割いて
詳細に記述されています。
　しかしながら、基本計画案ではこれらの
ことは一切触れられることなく、単に数値
的な面をもってのみ策定されており、十分
な協議や検証の跡が見られません。

　基本計画では、小規模化のメリットにつ
いてP３で触れておりますが、現在も小規模
校については、学校のデメリットを克服す
るために様々なことに創意工夫をして対応
しているところです。学校規模において、
教育環境の不公平が起こらないよう一定規
模の学びの集団を確保することが子どもた
ちにとって最良と判断し、基本計画を策定
させていただきました。

④反映で
きないも
の

33

　１学級の生徒数を、世界的なスタンダー
ドである「15 人～25 人」とし、速やかに
計画を変更する。

　国の基準では、小学１年生を１学級35
名、小学２年生から中学３年生までを１学
級40名が定員となっておりますが、群馬県
の少人数クラスプロジェクトにおきまし
て、小学１・２年生を30人学級、小学３・
４年生を35人学級、中学１年生を35人学級
という学級編制が認められております。こ
の編成を生かしていくとともに、更なる少
人数指導に向けたプロジェクトの推進を要
望してまいりたいと考えております。

③今後の
参考とす
るもの
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34

　今回富岡市より配布された資料には、１
学級の生徒数に対しては何人が望ましいか
示していません。
　適正規模と言いながら、クラス単位の生
徒数をなぜ示さないのか？
　私は示されない以上１クラス10人でもよ
ろしいと考えます。
　WHO（世界保健機構）より学校規模と教育
効果に対して勧告が出ております。
　内容は学校は小さくなくてはならない生
徒100人を上回らない規模が望ましいとする
です
　最大で小学校100人、中学校100人、小学
校で１学年あたり16人以下、中学校で１学
年あたり33人以下になります。
　（小さな学校）（小さなクラス）ほど、
学習意欲や態度が積極的になり、子どもた
ちの人格形成・人間的成長にとっても効果
的であることが実証されています。
　富岡市の今回案と根拠として、平成27年
１月27日付けの、26文科初第1112号（以下
文科案と呼ぶ）
　なぜに、４章小規模校を存続させる場合
の教育の充実に全く触れようとしないの
か？理解できません
　文科案によれば、いずれにせよメリット
の最大化、デメリットの最小化に努めなさ
いと有ります。

　現在学級編成において、国は、１学級40
人、小学生１年は35人ですが、群馬県は、
ぐんま方式の学級編成により「さくらプラ
ン」として小学生１・２年は30人以下、小
学生３・４年生35人以下「わかばプラン」
は中学生１年35人以下と適正規模校でも、
一人一人へのきめ細やかな指導で手厚く進
めてまいります。

④反映で
きないも
の

35

　計画案は文部科学省が示した「公立小学
校・公立中学校の適正規模・適正配置等に
関する手引き」を基に忠実に作成されたも
のですが、手引きの重要な点が欠落してい
ることです。“12クラスから18クラス”と
いう適正規模を前提に統廃合だけの計画書
になっているところです。
　文科省の手引きの第４章において「小規
模校を存続させる場合の教育の充実」にお
いて統廃合をしないケースを５点にわたっ
て言及しているからです。学校の存置の可
能性を認め、「教育の機会均等とその水準
の維持向上という義務教育制度の本旨に鑑
み、小規模校のデメリットを最小化し、メ
リットを最大化する方策を計画的に講じる
必要があります。」と述べています。
（同様の意見　５件）

　現在学級編成において、国は、１学級40
人、小学生1年は35人ですが、群馬県は、ぐ
んま方式の学級編成により「さくらプラ
ン」として小学生１・２年は30人以下、小
学生３・４年生35人以下「わかばプラン」
は中学生１年35人以下と適正規模校でも、
一人一人へのきめ細やかな指導で手厚く進
めてまいります。
　また、基本計画は小規模校のメリット、
デメリットを勘案した上で、学校規模の適
正化による一定規模の学びの集団を確保す
ることが子どもたちにとって最良と判断
し、策定しております。

④反映で
きないも
の

36

　10ページ　６「②」にあるとおり、「児
童・生徒の心理的な負担が生じないよう、
適正配置前に対象校同士の交流活動」につ
いては、積極的に推進していただき、多く
の学校行事を前年度から合同に開催してい
ただければと思います。これらは、ＰＴＡ
についても同様に考えております。

　現在でも、小学校では、宿泊体験や入学
説明会など、中学校区単位で交流活動を
行っております。今後も同様に互いの子ど
もたちが、スムーズに溶け込めるよう、工
夫・配慮をしながら、統合に向けた準備か
ら進めてまいりたいと考えております。Ｐ
ＴＡの交流なども、考えてまいりたいと思
います。

②盛り込
み済みの
もの
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37

　新中学校４案の用地、工事等はどうなる
のでしょうか？

　現時点では、校舎の場所の選定等は決
まっておりません。既存施設や用地の有効
利用も視野に入れ、保護者や地域住民の皆
様と適地につきまして協議、検討してまい
ります。

③今後の
参考とす
るもの

38

　小中学校の統廃合の目的について、２
（１）の学びの集団の確保は必要なことと
思うが、３の地域の参画促進を図るのであ
ればより地域に密着した現在の地域を意識
した合併が良いのではないかとも思えま
す。
　現在のスクールサポートボランティア
は、その地域にある小学校だからこそ成り
立っているものと考えます。せっかく地域
に密着した活動もあるのでそれを大事にし
ていくことも考えてもらえたらと思いま
す。
　スクールサポートボランティアなど地域
の高齢者や保護者が身近の小学校だからこ
そ参加しようと思え、そうした人とのふれ
あいで自分の住む地域への愛着がもてて、
将来成人してからもその地域に戻って活動
しようという人が育つのではないかとも思
えます。
　基本的には統廃合は必要と思いますが、
将来自分の住む地域を大切に思う人に育っ
てもらいたいそういう人に育ててもらうよ
うな教育をしてもらいたいとも思います。

　校区としての地域は広がりますが、将来
自分の住む地域を大切に思う人を育てるこ
とは大切であり、統合しても地域に愛着を
持つ児童生徒の育成は継続してまいりま
す。

③今後の
参考とす
るもの

39

　平成27年に出されている、文科省の公立
小学校・中学校の適正規模…手引きによる
ものが大きいと思うが全国平均と富岡市の
事情は一致するのか？　上の手引きの方が
柔軟な部分もある。手引きを基にでも構わ
ないが、【20年先の子どもたちへ】という
プランであれば、富岡らしさと言うか、地
域性も加味し、愛情（やさしさ）が、そし
て未来が感じられるプランにしていただき
たい。

　公立小学校・中学校の適正規模・適正配
置等に関する手引を参照しておりますが、
これから保護者や地域住民の皆様と意見交
換を行っていく中で、富岡らしさ、地域
性、やさしさ、そして未来を協議してまい
ります。

③今後の
参考とす
るもの

40

　適正規模が維持できない学校組織には
様々な重大な問題があります。
　中でも特に、生徒⇔生徒、生徒⇔教師、
教師⇔教師、保護者⇔保護者間の人間関係
が固定化されていること。
　また、義務教育時代に必要な、子供の多
様な社会性、経験、競争心を育む機会が極
端に少ないことが非常に問題だと感じてい
ます。

　ご指摘いただいたような問題点の解消に
向け、皆様のご意見を踏まえつつ、学校の
適正配置を進めてまいりたいと考えており
ます。

③今後の
参考とす
るもの
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41

　児童数、生徒数が減少していく中で、学
校活動や教育内容の変化に対応するために
も、いわゆる「適正規模」の確保のために
小中学校の統廃合が必要なことは理解して
います。
　特に、中学校においては、各教科の専門
教員の確保は必要です。
　ただ、子供たちや社会のニーズの変化に
伴う活動や施設、部活の在り方なり「将来
に対する変革事項」にも触れていただきた
かったと感じました。
　さらに言えば、統廃合による「地域から
学校がなくなってしまう」というデメリッ
トは非常に「分かり易い」ものである一方
で、長期的な改修工事や修繕費用の削減な
どのメリットはなかなか見えにくいので、
きちっとこういった面も出してほしいと思
います

　この基本計画は、「変化の激しい社会を
夢や希望をもち主体的に生き抜く子ども」
に育成していくために策定したものであり
ますので、費用についての明記はしており
ませんが、これから開催します説明会にお
きまして施設維持管理費等の長期的なメ
リットもお示しします。

③今後の
参考とす
るもの

42

　適正規模、適正配置とは何なのか分から
ないのでしっかり説明して頂きたい。

　この基本計画は、子どもたちが「変化の
激しい社会を夢や希望をもち主体的に生き
抜く子ども」に育成するために、どのよう
な教育環境が望ましいかを第一に考え作成
しました。今後は、保護者や地域住民の皆
様と意見交換を行っていく中で、子どもた
ちの教育環境の充実、整備をどのように実
現していくかを中心に様々な観点から協議
をしてまいります。

③今後の
参考とす
るもの

43

　少子化が進む中、学校の統廃合は致し方
ないと思うが、これからの子どもたちのこ
と、これからの教育を考えると、魅力ある
学校を進めてほしい。
　適正規模や少数の弊害などが押し出され
ている感があり、学校統廃合による適正配
置に併せ、どのような魅力ある教育を行っ
ていくのかが伝わってこない。

　これを学校活性化の好機として捉え、魅
力ある学校をつくろうとすることは重要で
あると思います。魅力ある学校は行政や教
員だけでなく、児童生徒や保護者の方々、
地域住民の皆様とともに作り上げていくこ
とが大切であると思います。是非教職員と
ともに皆様のお力をお貸しいただければと
思います。

③今後の
参考とす
るもの

44

　小学校の統廃合計画において、新設小学
校⑤が令和５年頃に完成し、統廃合予定の
５校が入れるキャパシティーを持っている
のに、吉田小、丹生小、高田小、妙義小が
令和12年まで一緒にならないのは勿体無い
気がします。新設小学校③と④は６年間で
新設一ノ宮小学校へ統合するため、兄弟が
いる家庭では兄弟で通った学校が違ってし
まうということもあるでしょうし、校区の
変更に伴う様々な対応を６年間で２回しな
ければばらないことは、地域も保護者側も
負担が大きいと感じます。ハードの整備が
先に済んでいるメリットがあれば、５校の
一括統廃合のための調整により一層の工夫
をおこなって、早く新設小学校⑤を活用し
たほうが良いのではないでしょうか？

　今後、保護者や地域住民の皆様と話し合
いを進めていく中で、保護者や地域住民の
皆様から、そのような要望が多ければ一度
に統合を進めるということも検討してまい
りたいと考えております。

③今後の
参考とす
るもの
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45

　中学校の統合について、最初に富岡中と
東中を統合する予定になっているが、北中
と東中の統合を先行させた方がよいと思
う。理由は、適正規模を考える場合、市内
の小規模校である妙義中と北中を先に対応
すべきだと思う。妙義中と西中の統合は先
行されるが、予定では北中と東中は後回し
になっている。富岡中はしばらくは各学年
２学級体制が続くが、北中はすでに１学級
となって久しい。学級編成が可能な状況に
速やかに移行するために、妙義中と西中の
統合と同様に北中と東中の統合を先行させ
るべきだと思う。

　今後、保護者や地域住民の皆様と話し合
いを進めていく中で、保護者や地域住民の
皆様と協議を深めてまいりたいと考えてお
ります。

③今後の
参考とす
るもの

46

　大人になった時に再び富岡に戻ってきた
くなる住みたい町へ。富岡で子どもを育て
たいと思える町であってほしいです。以前
各地区での学校説明会、意見交換会では、
人数も集まらなかったので、ぜひ授業参観
や総会の時など保護者が集まる所で、市役
所の方がきて説明・意見を聞いていただき
たいです。自分の通った母校に子ども達が
通い、同じ制服で同じ校歌を歌っているこ
とがとても幸せだと思いました。無くなる
のは寂しいです。

　今後、保護者や地域住民の皆様と話し合
いを進めていく中で、より多くの保護者の
皆様が今抱えている課題等の意見交換の場
として及びご理解がいただけるよう会場場
所選定についても検討してまいりたいと考
えております。

③今後の
参考とす
るもの

47

　教育条件の改善の観点を中心に据えて、
学校教育の目的や目標をより良く実現する
ために、現在の学級数や児童生徒数の下で
どのような教育上の課題があるか総合的な
観点から分析を行い、保護者や地域住民と
共通理解を図りながら学校統合の適否につ
いて考える必要があることから、今後、十
分かつ広く開かれた情報提供と議論を深め
ていく必要があると思います。
（同様の意見　16件）

　今後予定されております、各学校単位で
の基本計画の説明会の中で、現状の課題に
ついて申し上げるとともに、ご意見をいた
だきながら、計画を進めてまいりたいと考
えております。進捗状況につきまして、市
報やホームページ等でお知らせしてまいり
たいと考えておりますので、定期的にご覧
いただけますと幸いです。

③今後の
参考とす
るもの

48

　児童・生徒から意見を聴くなどし、負担
がかからないよう児童生徒ファーストでお
願い致します。
（同様の意見　11件）

　児童生徒へのアンケート調査は予定して
おりませんが、本市の児童生徒にとって望
ましい教育環境を考え、児童生徒の負担に
ならないように配慮し、保護者・地域・学
校・行政と協議し、お互いの共通認識と理
解のもとに合意形成を図って進め、児童生
徒ファーストで考えてまいります。

③今後の
参考とす
るもの

49

　子ども達が、健全に育つには多くの仲間
の中で社会性だったり協調性だったり、い
ろんな知識や知恵を身につけながら大人に
向かって行くことが大切だと思います。グ
ローバルな時代を生きぬいて行く子ども達
にとっては尚更だと思います。
　学校の統廃合にあたっては、通学等の安
全はもちろん子ども達が育った地域環境の
違いなどを考慮し、一人ひとりの子どもに
寄り添っての教育環境づくりをしてほしい
と思います。誠心誠意の対応を希望しま
す。

　適正規模、適正配置を進める中で、社会
性や協調性を伸ばし、通学の安心・安全や
児童生徒の特性を踏まえた指導及び地域環
境の特色に配慮しながら、教育環境を充実
してまいりたいと考えております。

③今後の
参考とす
るもの



番号 提出いただいたご意見等の概要 教育委員会の考え方 計画反映

50

　「学校がなくなると、地域の活性化の観
点から、地域の崩壊につながる」と危惧さ
れる意見も出されているようですが、これ
だけグローバル化の進んだ社会となってき
ており、義務教育課程の修了とともに、時
には世界を相手に競争させられてしまう時
代です。確かにこれからの地域活性化は非
常に重要な課題ですが、学校の統廃合問題
とは切り離した、冷静な議論、対応等が必
要であると考えます。また、将来、その地
域を担う人材を育成する観点からも学校教
育環境の改善、充実は必要と考えます。そ
ういった議論を行う、あくまでも一つの組
織として「学校運営協議会」も考えられる
かとは思われますので、上手に活用してい
ただきたいとも思います。

　統合しますと、校区としての地域は広が
りますが、地域に愛着を持ち、将来地域を
担う児童生徒の育成は継続してまいりま
す。学校教育環境の改善、充実について
も、「学校運営協議会」の中で議論に上が
るよう、活用していきたいと考えておりま
す。

①反映す
るもの

51

　意見等はどのように反映されるのでしょ
うか？
　平成31年１月に富岡小学校で開催された
「学校施設のあり方に係る地区別意見交換
会」に参加しました。今回の基本計画策定
に活かされたのだとしたら、「踏まえた上
で」というだけで済まさず、「このような
ご意見があって、取り入れた。」などの説
明があっても良いのではないかと思います
が、目を通したところありませんでした。
これでは、今回様々な意見が出たとして
も、「とりあえず聞きました」ということ
で済まされてしまうのではないかと危惧し
ています。
　前述の「学校施設のあり方に係る地区別
意見交換会」では、今回の件を、子どもを
育てるという観点からではなく、平成29年
３月にまとめられたという「富岡市公共施
設等総合管理計画」では学校教育施設の割
合が最も多く、その資産更新費用が現状の
倍以上になる試算がされているという観点
が冒頭説明されました。ところが、今回の
基本計画(案)では、その点には一切触れて
いません。
　あらゆることに費用はかかるものなので
すから、「市有施設の延べ床面積を現状か
ら40％減らそう」という目標が立てられて
いる中での話であることも予め示しておか
なければ、自分の利害関係のある施設を残
して欲しいという要望しか出て来ないので
はないでしょうか？

　富岡市では、平成29年７月に「学校施設
等個別施設計画」を策定し長寿命化の検討
を行い、学校施設の配置と最適化と効率的
な維持管理を進めるため、富岡市学校施設
のあり方検討委員会を設置しました。
　平成30年12月には少子化に伴う学校施設
整備のあり方の方向性を考える市民シンポ
ジウム及び市内小中学校区11会場で地区別
意見交換会を実施いたしました。現在の市
有施設に占める学校施設の状況の現状や今
後の維持管理費の推移また児童生徒の推移
状況及び適正規模についてご説明し、市民
の皆様から貴重なご意見を拝聴いたしまし
た。この計画案には、個々のご意見を明記
してはおりませんが、ご指摘のとおりパブ
リックコメントの結果公表時に市の考え方
と計画反映を掲載させていただきました。
また、施設の老朽化も深刻ですが、計画
（案）は「変化の激しい社会を夢や希望を
もち主体的に生き抜く子ども」としてこれ
らの学力を身につけさせるために策定した
ものでありますので、費用についての明記
はしておりませんが、これから開催します
説明会におきまして施設維持管理費等もお
示しします。

⑤その他

52

　６ 配慮すべき事項、書かれている通りだ
と感じるが、統合ありきのロードマップを
示している以上、その配慮すべき内容に関
して、その具体的内容を地域ごとに検討し
示すべきである。（先ず地域と共に考える
時間が必要）
　仮に案通りだとすると、特に中学校に関
しては、近々に動き始める必要ありと言う
ロードマップと感じる。少なくとも、各工
程に関してのマイルストーンは示してくだ
さい。

　令和２年度より、この計画を小・中学校
単位で保護者や地域住民の皆様に説明し、
適正配置協議会を立ち上げ、子どもの教育
環境の改善を中心に学校の様々な機能や地
域の実情に配慮した方向性について保護
者・地域住民・学校・行政と協議・検討を
行ってまいります。

③今後の
参考とす
るもの
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53

　学校の統廃合は、子供達の学習、生活面
で具体的、深刻な問題が生じます。
　WHO（世界保健機関）は『生徒は100人以
下』という基準を示しています。日本では
学校の統廃合を進める事しか、頭になく、
このような観点は不要ということなので
しょうか。
　『友達がたくさん出来る』と思います
が、児童、生徒数が、増えるのだから、表
面的には当たり前の事なのです。

　現在学級編成において、国は、１学級40
人、小学生１年は35人ですが、群馬県は、
ぐんま方式の学級編成により「さくらプラ
ン」として小学生１・２年は30人以下、小
学生３・４年生35人以下「わかばプラン」
は中学生１年35人以下となっております。

④反映で
きないも
の

54

　小学校（複式学級を除く）は地域に残
し、中学校を適正規模・位置に統廃合すれ
ば、集団生活も段階的に経験できて良いの
では。
（同様の意見　２件）

　今後、保護者や地域住民の皆様と話し合
いを進めていく中で、保護者や地域住民の
皆様と協議を深めてまいりたいと考えてお
ります。

③今後の
参考とす
るもの

55

　複式学級については人数によってはやむ
を得ないとも思いますが、全校生徒が全員
で分かるという特徴はすばらしい事だと思
います。

　小規模校のメリット、デメリットについ
ても理解しておりますが、現在、規模の大
きな学校でも優しさや、思いやりの育成、
学習や運動の充実について取り組んでいる
ところでございます。統合を行った場合
も、小規模校の良い面を失うことのないよ
う、学校経営を進めてまいります。

③今後の
参考とす
るもの

56

　学校や学校を取巻く地域は、長い歴史と
伝統、そして地域の方々との交流の中で培
われてきました。とりわけ、小学校に通う
児童は、家庭や学校のみならず地域や郷土
愛に包まれながら育てられてきました。
　しかしながら、このように大きく統合す
ることによって、地域とのつながりの希薄
化や郷土に対する愛着心が失われてしまう
ことが懸念されます。いわんや郷土という
概念すら曖昧になってしまうことが危惧さ
れます。故郷に戻らない若い方が多くなっ
ている状況の中、このことが助長されるこ
とは想像に難くありません。

　児童生徒にとって、多くの地域住民の皆
様との交流は必要不可欠であります。再編
後の学校においてもご一緒に子どもたちを
育んでいただきたいと考えております。

③今後の
参考とす
るもの

57

　人数が増えることにより先生の目が行き
届かない、いじめ問題、授業についていけ
なくなる子が増えるなどではなく、子ども
達一人一人が先生方、地域の方々、家族か
ら暖かい目を向けられ、教育環境の整った
中で健やかに育っていって欲しいと思いま
す。

　保護者や地域住民の皆様と話し合いを進
めてまいります。

③今後の
参考とす
るもの
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58

　この案は地域の今後もしっかり踏まえて
考えられているのでしょうか？
  学校が廃校になった地域では、たぶん若
い世帯は子ども達が学校に通いやすいよ
う、安全面も考えて学校の近くへ引っ越す
方も出てくるでしょう。そうすれば、現在
でも高齢化・過疎化が深刻な地域は、今以
上に悪化するのではないでしょうか？「学
校がなくなる」という事がどういう事なの
か？もっと広い視野で考えていただきたい
です。学校を全部残したほうが良いと言っ
ているわけではありません。現案はあくま
でも現時点では（案）だと思いますので、
もっと市民の声をたくさん聴いてほしいで
す。
　この件に関しては（案）の中のような合
併を予定されているのであれば、もう少し
慎重に考えたほうが良い、と思います。

③今後の
参考とす
るもの

59

　この基本計画を策定したいとする主な理
由を読み納得出来ないわけではないです
が、この統合で夢や希望を持てるでしょう
か？学力の事しか考えていないのではない
でしょうか。健康な体があって学習に臨む
ことができるのではないでしょうか？教育
環境の整備とありますが、統合したらその
環境が整うのでしょうか？自分の住む地域
から、保育所がなくなり、小学校がなくな
り、子育てがしやすい環境ではなくなって
いるのではないでしょうか？

③今後の
参考とす
るもの

60

　統合により学校が変わり、子供の心境の
変化や、通学の不安などの問題も発生する
と思われます。これを真剣に考える事、そ
して話し合うこと、不安なままに通学する
子供をつくらないこと。
（同様の意見　５件）

③今後の
参考とす
るもの

61

　中学校の部活動だが、日常的に中学校同
士で合同チームとして練習を行えるような
環境を作るとともに、県中体連等に働きか
け、合同チームが公式に大会に参加できる
ようにする。

③今後の
参考とす
るもの

62

　中学校は市内に３校でも良いのではない
かと思う。
（同様の意見　４件）

　今後、保護者や地域住民の皆様と話し合
いを進めていく中で、保護者や地域住民の
皆様と協議を深めてまいりたいと考えてお
ります。

③今後の
参考とす
るもの

63

　教育ってコストで考えることではないと
思います。いかに子供が健やかに、勉強
に、運動に打ち込める環境を作るというこ
とを考えるべきだと思います。
　勝手な事を言わせて頂くと、妙義、高田
地区で小学校を１つ。 吉田、丹生地区で小
学校を１つ。 黒岩、小野地区で小学校を１
つ。 額部で小学校を１つ。
　西中と妙義中を合併、南中と富中を合
併、東中と北中を合併て出来ればなと思い
ます。

③今後の
参考とす
るもの

　この基本計画は、子どもたちが「変化の
激しい社会を夢や希望をもち主体的に生き
抜く子ども」に育成するために、どのよう
な教育環境が望ましいかを第一に考え作成
しました。今後は、保護者や地域住民の皆
様と意見交換を行っていく中で、子どもた
ちの教育環境の充実、整備をどのように実
現していくかを中心に様々な観点から協議
をしてまいります。

　今後、保護者や地域住民の皆様と話し合
いを進めていく中で、保護者や地域住民の
皆様と協議を深めてまいりたいと考えてお
ります。
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64

　小学校については、すべて統合しなくて
いいのではないでしょうか。妙義地区（２
つを統合）小野地区は残してもいいのでは
ないでしょうか。小学校までなくなると、
この地区には若い世帯が居なくなり、高齢
化や生活の不便さが出て来るのではないで
しょうか。
　ある程度の人数の子供がいるのであれ
ば、小規模校もあってもいいと思います。
小規模校はそれなりのいいところもありま
す。
　妙義地区・小野地区の反対の声をよく耳
にしますが、ご配慮よろしくお願い致しま
す。

③今後の
参考とす
るもの

65

　中学を統合する前に、小学校を先に統合
すべきと考える。その際、必要に応じて、
校区の見直しをし、学校再編をすべきと考
える。

③今後の
参考とす
るもの

66

　現在の校区全体での統合ではなく、現在
の校区の分割も考え、少なくとも「新小学
校④（旧妙義町校区に丹生小校区の一部を
取り込むなどして）」は残し、小学校５校
とする。

③今後の
参考とす
るもの

67
　人数の少ない小学校について、６年間ク
ラス替えがないという実態があっても良い
のではないかとも思います。

③今後の
参考とす
るもの

68

　やさしさや思いやり、上下関係など小規
模校ならではのよいところがたくさんあり
ます。現在、生徒数は少ないが、しっかり
勉強し、運動しているし、学校への不満も
なさそうです。小規模で手をかけて教えて
ほしいです。
（同様の意見　３件）

③今後の
参考とす
るもの

69

　合併するのに一度で最終段階にして欲し
いです。
（同様の意見　２件）

　今後、保護者や地域住民の皆様と話し合
いを進めていく中で、保護者や地域住民の
皆様から、そのような要望が多ければ一度
に統合を進めるということも検討してまい
りたいと考えております。

③今後の
参考とす
るもの

70
　皆様の御意見に賛同いたします。
（同様の意見　３件）

⑤その他

71 　どちらでもよい ⑤その他

　小規模校のメリット、デメリットについ
ても理解しておりますが、現在、規模の大
きな学校でも優しさや、思いやりの育成、
学習や運動の充実について取り組んでいる
ところでございます。統合を行った場合
も、小規模校の良い面を失うことのないよ
う、学校経営を進めてまいります。
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1

（西小と黒岩小）
　西小と黒岩小の統合について、西小が高
瀬方面に寄った立地になっているので、も
う少し黒岩寄りに新しい校舎を建ててあげ
て欲しい。

　本計画内では、西小の既存の校舎を長寿
命化改修し活用する計画となっています。

④反映で
きないも
の

2

（黒岩小）
　児童数の人数が少ないので統合した方が
いいと思います。

③今後の
参考とす
るもの

3

（黒岩小）
　今の現状（子供が少なくなっている）を
思うと仕方のない事かもしれません。
（同様の意見　１件）

③今後の
参考とす
るもの

4

（黒岩小）
　黒岩小学校は出来れば、存続でお願いし
たいと思います。
（同様の意見　５件）

③今後の
参考とす
るもの

5

（黒岩小）
　小学校については、黒岩小は西小の分校
として、児童がいなくなるまで、存続して
ほしいと思います。

③今後の
参考とす
るもの

6
（黒岩小）
　学校がなくなるのがいやです。反対
（同様の意見　６件）

③今後の
参考とす
るもの

7

（黒岩小）
　小学校は黒岩地区においては、シンボル
であり、地域の活性化を進める上でも核と
なる存在である。その辺の事情も十分に理
解して貰いたい。

③今後の
参考とす
るもの

8

（黒岩小）
　黒岩から学校がなくなるのはさびしいと
思う。
（同様の意見　２件）

⑤その他

9
（黒岩小）
　複式学級はさけていただきたい。

③今後の
参考とす
るもの

10

（黒岩小）
　今年度から保育所も閉所し、小学校・中
学校までもがなくなってしまえば、若い世
代が流出し、これまで以上に過疎化・高齢
化が進んでしまうのではないかと、とても
心配です。
（同様の意見　３件）

　子どもたちのことを第一に考え、保護
者、地域住民の皆様のご意見を伺いながら
進めてまいります。
　今後は、各学校において説明会を開催
し、意見交換をさせていただく予定です。
　また、各学校ごとに適正配置協議会を立
ち上げ、協議会の中でも課題等を検討して
いきたいと思います。

⑤その他

各学校への意見について

　子どもたちのことを第一に考え、保護
者、地域住民の皆様のご意見を伺いながら
進めてまいります。
　今後は、各学校において説明会を開催
し、意見交換をさせていただく予定です。
　また、各学校ごとに適正配置協議会を立
ち上げ、協議会の中でも課題等を検討して
いきたいと思います。

　子どもたちのことを第一に考え、保護
者、地域住民の皆様のご意見を伺いながら
進めてまいります。
　今後は、各学校において説明会を開催
し、意見交換をさせていただく予定です。
　また、各学校ごとに適正配置協議会を立
ち上げ、協議会の中でも課題等を検討して
いきたいと思います。

　子どもたちのことを第一に考え、保護
者、地域住民の皆様のご意見を伺いながら
進めてまいります。
　今後は、各学校において説明会を開催
し、意見交換をさせていただく予定です。
　また、各学校ごとに適正配置協議会を立
ち上げ、協議会の中でも課題等を検討して
いきたいと思います。
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11

（黒岩小）
　統合には賛成できませんが、統合せざる
をえないのであるならば登校するのに色々
なトラブルがおこらぬよう、スクールバス
等の配慮も視野に入れてほしいです。

③今後の
参考とす
るもの

12

（黒岩小）
　黒岩小は西小との合併案が出されていま
すが、徒歩圏内に小学校がない、自宅から
かなり遠くなるというのは不安がありま
す。また通学はどうするのかが全く明記さ
れていないのでこの案だけでは賛成すると
は言えません。学校教育内容については理
解できましたが、親としては「安全に通学
できること」も重要なので、その対応策を
提示してほしいです。

③今後の
参考とす
るもの

13

（黒岩小）
　小規模校でも地区が一丸となり団結し交
流や応援出来る。
（同様の意見　１件）

　行事や各学校における伝統につきまして
は、新しい学校においても図られるよう配
慮いたします

⑤その他

14

（黒岩小）
　運動会等、学校行事もある程度の人数が
あって子供達の頑張り、成果も型になって
見られるかと思います。１学年20～30人位
になるのが望ましいでしょう。

　クラス替えができる程度の人数で学年を
組織し、活気のある学校としてまいりたい
と考えております。１クラスの人数につき
ましては、ぐんま少人数クラスプロジェク
トの更なる推進を要望してまいります。

③今後の
参考とす
るもの

15

（黒岩小）
　ずっと少人数でやってきた子供たちに
とって、急に人数が増える事にとても不安
があるようです。

　互いの子どもたちが、スムーズに溶け込
めるよう、現在も行っています学校行事の
合同開催などの工夫・配慮をしながら、適
正配置を進めてまいりたいと考えておりま
す。ご指摘いただいたような不安を、そも
そも感じないようすることも、適正配置の
目的の１つです。様々な人との関わりを大
切にしていきたいと考えております。

③今後の
参考とす
るもの

16

（黒岩小）
　今後、地域との話し合いにおいて、児童
生徒、保護者、地域の声を良く聞いて計画
を進めてもらいたい。
（同様の意見　１件）

　今後は、各学校において説明会を開催し
意見交換をさせていただきます。その後、
適正配置協議会を立ち上げ、適正配置に向
け協議しながら進めてまいります。

②盛り込
み済みの
もの

17

（黒岩小）
　黒岩小はたしかに小規模校だけど、少な
い人数なのできめこまやかな教育が出来る
のでとても良いと思う。
（同様の意見　２件）

　小規模校につきましては、きめ細やかな
指導が行いやすい等のメリットもあります
が、集団の中で多様な考えに触れたり切磋
琢磨する機会が少なくなる等のデメリット
もあります。
　今後も保護者、地域住民の皆様のご意見
を伺いながら進めてまいります。ご理解、
ご協力をお願いします。

③今後の
参考とす
るもの

18

（黒岩小）
　旧黒岩保育所を、寺子屋ミニ授業のよう
に、低学年である１年生～３年生を縮小し
た校舎として利用し授業を行い、４年生～
６年生は自力で通学したらと思います。

　クラス替えのできる児童数の確保の観点
から、分校と本校の関係のような学校の施
設利用につきましては、難しいと考えてお
ります。通学につきましては、児童に過度
の負担がないよう、スクールバスの導入な
どを考えてまいります。

③今後の
参考とす
るもの

　通学区域の拡大に伴う安全な通学方法の
確保は、学校統合等を進めるうえでの最も
基本的な前提条件となります。現在も富岡
小、小野小、額部小、妙義小でスクールバ
スを運行していますので、学校統合等によ
り基準とする通学距離を超える場合につい
ても同様に、スクールバスによる通学を基
本とします。
　ただし、通学距離が基準に満たない場合
であっても、児童生徒の発達段階、体力
面、地理的条件、交通等の安全確保などの
観点から、スクールバスの必要性が非常に
高いと考えられる場合は、その導入につい
て総合的に検討していくこととします。
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（黒岩小）
　中学校への進学を考え西小との統合だろ
うが小野小との統合の選択は無いのか
（同様の意見　２件）

　今後、保護者や地域住民の皆様と話し合
いを進めていく中で、保護者や地域住民の
皆様と協議を深めてまいりたいと考えてお
ります。

③今後の
参考とす
るもの

20

（黒岩小と西小）
　少子化に伴い、黒岩小と西小が合併する
のは、数年前より予測できた事ではないか
と思います。黒岩保育所が無くなり、次に
黒岩小学校が無くなり、増々黒岩の若い世
帯の移住はなくなるでしょう。致し方ない
事だと思います。
（同様の意見　１件）

　子どもたちのことを第一に考え、保護
者、地域住民の皆様のご意見を伺いながら
進めてまいります。
　今後は、各学校において説明会を開催
し、意見交換をさせていただく予定です。
　また、各学校ごとに適正配置協議会を立
ち上げ、協議会の中でも課題等を検討して
いきたいと思います。

⑤その他

21

（黒岩小と西小）
　少子化が進む中で、黒岩地区は、この影
響を多く受け、児童生徒数が激減し、この
状況は、今後も回復できないものと考えら
れる。
　そこで、黒岩小学校の歴史的な背景を考
慮し、統合先は、富岡市立西小学校とする
ことが自然ではないかと考える。

　保護者、地元の皆様からのご意見を伺い
ながら進めてまいります。

②盛り込
み済みの
もの

22

（一ノ宮小）
　少子化が進む中で、一ノ宮小でも数年後
には１学年１クラスになることが予想され
る。早めに学校の再編を行い子どもたちに
とって適正な規模の学校をつくることは賛
成。

　保護者、地域住民の皆様からのご意見を
伺いながら進めてまいります。

②盛り込
み済みの
もの

23

（小野小と富小）
　自分の住む地域は、小野になりますが、
子供がまだ小さい為、小中学校の合併がと
ても気になっております。
　現在の人数のまま、小学校に上がると、
例えば10名前後かそれ以下の人数で１クラ
スになってしまうようです。
　男女のバランスもとれない学年もあると
思います。
　合併には賛成ですが、富小と小野小の合
併時期が少し遅いように感じています。で
きれば数年以内に、もう少し早めてもらえ
たらと思っています。

　今後、保護者や地域住民の皆様と話し合
いを進めていく中で、保護者や地域住民の
皆様の合意形成が図られれば計画の前倒し
も検討してまいります。

③今後の
参考とす
るもの

24

（小野小と北中）
　小野地区は、ほとんどの子どもたちが、
「保育園」から「中学校」まで同じ地域で
育っています。全戸が順番で学童の登校指
導など地域全体で子どもたちの成長をフォ
ローしています。「子どもは地域で育つ」
を体現するように、子どもたちは健やかに
成長していると思っています。
（同様の意見　１件）

　適正配置につきましては、保護者、地域
住民の皆様からのご意見を伺いながら進め
てまいりますが、統合しても地域から子ど
もがいなくなるわけではありません。ス
クールバス等の停留所までは歩いて通学し
ますので、統合した場合でも、引き続き地
域で育てていただければと思います。

③今後の
参考とす
るもの

25

（吉田小）
　寂しい気持ちもありますが、人口減少を
考えると統合は避けて通れないと考えま
す。どうせなら早く統合して、新しい校
舎、多人数の新小学校⑤に通わせたいで
す。

　今後、保護者や地域住民の皆様と話し合
いを進めていく中で、保護者や地域住民の
皆様の合意形成が図られれば計画の前倒し
も検討してまいります。

③今後の
参考とす
るもの
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(吉田小）
　適正規模や効率化も理解できますが、出
来るだけ長く吉田小を存続させていただき
たいと思います。

　子どもたちのことを第一に考え、保護
者、地域住民の皆様のご意見を伺いながら
進めてまいります。
　今後は、各学校において説明会を開催
し、意見交換をさせていただく予定です。
　また、各学校ごとに適正配置協議会を立
ち上げ、協議会の中でも課題等を検討して
いきたいと思います。

③今後の
参考とす
るもの

27

(丹生小）
　丹生小は一ノ宮小に統合されると思われ
るが、丹生は、小学校がなくなれば、今よ
りもっとさびれてしまう。そこで、丹生小
に一ノ宮小、吉田小、高田小、妙義小が集
まることを希望します。

　子どもたちのことを第一に考え、保護
者、地域住民の皆様のご意見を伺いながら
進めてまいります。
　今後は、各学校において説明会を開催
し、意見交換をさせていただく予定です。
　また、各学校ごとに適正配置協議会を立
ち上げ、協議会の中でも課題等を検討して
いきたいと思います。

③今後の
参考とす
るもの

28

（丹生小）
　合併が段階を踏んで進行するようです
が、心情的に大きなところへ小さなところ
が合併されるということは小学生の中では
どうなのでしょうか？
　段階を踏むごとに、校歌・校章もかわる
のでしょうか？小学生にとっては、負担に
ならないかと心配です。

　適正配置に伴い、児童生徒の心理的負担
の軽減は、重要なことであると考えており
ます。それぞれの学校のよさを合わせ、適
正配置後の学校が経営されるよう努めてま
いります。
　校歌、校章等につきましては、児童生
徒、保護者の方々、地域住民の皆様等と検
討をしながら進めてまいりたいと考えてお
ります。

③今後の
参考とす
るもの

29

（丹生小）
　子どもたちの事を考えると学級数が増え
て活動の幅が広かる方が学習意欲や向上心
などの育ちに影響するかもしれません。
　その一方で丹生小学校を中心に実施され
てきた地域の行事などが小学校がなくなっ
てしまうことで大きく変わってくることが
懸念されます。
　世代間交流が出来ている地区大運動会は
などは、丹生地区としては必要な行事では
ないかと思っています。いつか丹生小が空
いてしまう日が来たら、地域の活性化のた
めに使える施設として、生まれ変わってほ
しいと思います。さらに、子育しやすい富
岡市をめざし、補助金ほか若い世代が興味
を示すようなものを発信して、人口増加を
目指してほしいです。
　縮小ばかりを考えずに何年かかっても増
やしていくことをみんなで考えていきたい
ものです。

　小学校を中心に実施されてきた地域の行
事につきましては、新しい学校においても
継承できるよう配慮いたします。
　跡地につきましては、地域住民の皆様お
よび庁内関係部署とも連携を図りながら、
有効活用を含め検討いたします。
　さらに子育てしやすい環境や若い世代が
興味を示すような事項につきましても、市
民の皆様や庁内関係部署と協議し検討いた
します。

③今後の
参考とす
るもの

30

（高田小と妙義小）
　高田小と妙義小の合併については賛成で
す。妙義と高田は地域行事などでの交流が
ありますし、家庭数減少が避けられない中
では、児童が増えて、遊びや学びの幅が広
がることは好ましいと感じます。
（同様の意見　２件）

　保護者と地域住民の皆様のご意見を伺い
ながら進めてまいります。

③今後の
参考とす
るもの
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（高田小と妙義小）
　少子化の進む中で、小・中学校の合併
は、仕方のない事なのかと思いつつも、妙
義町で育ってきた自分としては、小学校も
中学校もすべてがなくなってしまうのは、
淋しい気持ちがします。
　妙義の様に少人数の学校で育っていた子
供たちが急に大人数になった場合、うまく
やっていけるのか？保護者同士・子供たち
の付き合い方は、どうなるのか？不登校が
年々増加している中で、その子供たちは、
どうなのか？不安材料ばかりが思い浮かび
ます。
　最終的には、子供たち自身が学校生活を
過ごしていくので子供たちの意見は、どう
なのかな？小学生も高学年になれば、自分
の意見を言える子もいるだろうし、中学生
なら色々考え、意見がでてくると思いま
す。
　子供たちの考えや気持ちを聞いてみるの
も１つの策じゃないかと思います。１番は
子供たちが楽しい学校生活を送る事なの
で、大人が力になってあげたいと思ってい
ます。
　私自身は、高田小と妙義小の合併は賛成
ですが、いっぺんに小学校をまとめてしま
うのは、反対です。妙義地区に学校を残し
てほしいと思っています。

　適正配置前に対象校同士の交流活動等の
取り組みを進め、児童生徒の心理的な負担
が生じないようにします。
　また、児童生徒からのご意見につきまし
ては、保護者、地域住民の皆様のご意見と
共に伺いながら進めてまいります。

③今後の
参考とす
るもの

32

（妙義小）
　近年、全国的に少子化になり、妙義小学
校の１年生は８人と聞いて居ります。他の
学年はわかりませんが統廃合して生徒数も
多くなれば活気も出て楽しく勉強出来、競
争心も育つことと思います。
　妙義地区に小学校が無くなるのは寂しい
ことですが児童には大勢の中で勉強・運動
を頑張ってほしいと願って居ります。

　今後、保護者や地域住民の皆様と話し合
いを進めてまいりたいと考えております。

③今後の
参考とす
るもの
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（妙義小）
　まず、今回の学校統廃合案には反対で
す。
　これから子育てをする世代が安心して
帰ってこられる環境を維持することがこの
先とても必要です。たとえ人数少なく、分
校扱いとなるとしても地域に学校は必ず必
要です。学校の無い地域に帰ってくる人は
居ません。
　学習面でみても、現状の小規模校におい
て何か不都合はおきているでしょうか。現
在妙義小学校においては、小規模校ならで
はの適正な教育をしていただいていると感
じますし、小規模校ならではの貴重な経験
もさせていただいています。国が『適正な
生徒数』というものを示しているようです
が、小規模校で個性豊かな面々を見ている
と『適正な生徒数』を理由に統廃合を進め
るのは違和感しかありません。
　市民一丸となって知恵を出し合い、行動
し、最終的に統廃合がベストとなれば、統
廃合する。という形が正常ではないでしょ
うか。

③今後の
参考とす
るもの

34

（妙義小）
　ぼくは、学校の合ぺいに対して、一つの
学校をいじするのに、たくさんのお金がか
かるし、人数も考えると「しかたないか
な。」と思いました。でも、富岡の方に移
ると、子どもがいる家族は学校に近い方に
住み、少なくとも、妙義などには住まない
と思います。　どこの学校にも、その学校
のいいところがあります。
　この案には、子どもの人数も関わってい
ると思いました。人数をふやすために、ど
うしたらいいかぼくには思いつきません
が、ぼくは、妙義が大好きです。今、色々
なイベントをしている人たちがいます。ぼ
くが大人になったら、そういうこともした
いです。なので、いろいろな活動をして、
そのえいきょうで人数がふえたらいいと思
います。
　もう一度、考え直してください。学校以
外のものでいいアイデアがあるかもしれま
せん。おねがいします。

③今後の
参考とす
るもの

35

（妙義小）
　人が多くなったらみんなの名前がおぼえ
られないからやだ。場所が変わったらきれ
いな妙義山が見られないからやだ。

③今後の
参考とす
るもの

　適正配置を進めるにあたっては、保護者
や地域住民の皆様のご理解とご協力が不可
欠です。今後は、各学校で説明会を開催し
意見交換をさせていただきます。その後、
適正配置協議会を立ち上げていきますが、
その都度、皆様と話し合い、最終的にベス
トな方向になればと考えています。
　小規模校のメリット、デメリットを勘案
し、一定規模の学びの集団を確保すること
が子どもたちにとって最良と判断し、基本
計画を策定しました。
　これから開催します説明会におきまし
て、保護者や地域の皆様と話し合いを重ね
てまいります。
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（妙義小）
　ぼくは妙義小が大すきだから、なくなる
のはやだなと思いました。

　適正配置を進めるにあたっては、保護者
や地域住民の皆様のご理解とご協力が不可
欠です。今後は、各学校で説明会を開催し
意見交換をさせていただきます。その後、
適正配置協議会を立ち上げていきますが、
その都度、皆様と話し合い、最終的にベス
トな方向になればと考えています。
　小規模校のメリット、デメリットを勘案
し、一定規模の学びの集団を確保すること
が子どもたちにとって最良と判断し、基本
計画を策定しました。
　これから開催します説明会におきまし
て、保護者や地域の皆様と話し合いを重ね
てまいります。

③今後の
参考とす
るもの

37

（妙義地区）
　高田小と妙義小を一ノ宮小と一緒にする
にはまず通学面、そして地域の活性化等考
慮すると、少し無理があるのではないかと
思う。旧妙義町には小学校を１校残すべき
だと思う。

③今後の
参考とす
るもの

38

（妙義地区）
　妙義町の年々の子供の減少はみられ統廃
合はしかたがないとは思います。ですが妙
義町に学校が無くなってしまうことは非常
に残念でもあります。学校が遠いというこ
とはこれから妙義町に移転し新しい生活を
子供を育てながらすると考える若い人達が
どんどん少なくなってくるのではないかと
考えます。
　過疎化が進み、老人の町になってしまう
ような気がします。できることなら妙義中
学校だけでも存在してもらいたいと思いま
す。

③今後の
参考とす
るもの

39

（妙義地区）
　妙義町に小学校を残してほしい。
　小学校のない地域はどんどん人口も減少
してしまう。人口増には、市内よりも郊外
に学校を造ることで、全体的な人口増につ
ながると思う。

③今後の
参考とす
るもの

40
（妙義地区）
　何も妙義町の学校を無くさなくても、妙
義町だけの統合でも良いと思う。

③今後の
参考とす
るもの

　子どもたちのことを第一に考え、保護
者、地域住民の皆様のご意見を伺いながら
進めてまいります。
　今後は、各学校において説明会を開催
し、意見交換をさせていただく予定です。
　また、各学校ごとに適正配置協議会を立
ち上げ、協議会の中でも課題等を検討して
いきたいと思います。



番号 提出いただいたご意見等の概要 教育委員会の考え方 計画反映

41

（妙義地区）
　2031年、妙義には、小学校も中学校もな
くなる計画ですね。では、妙義小や高田小
に通わせたくて、帰ってくる（来た）子
孫、のどかな校風にひかれて移住して来て
くれた人たちに、どう対応しますか？現
に、移住して来てくれた家族がいます。子
どもが小学校に通うのが・・・あれ思って
たのと違う。じゃ詐欺同然の様な気がしま
す。このままでは過疎化の一途をたどり、
子供達が戻って来てくれなければ、老人ば
かりになってしまいます。

③今後の
参考とす
るもの

42

（妙義地区）
　小・中学校の統合について妙義地区か
ら、学校がなくなるというのは大反対で
す。

③今後の
参考とす
るもの

43

（妙義地区）
　妙義地区の中に小中学校が一つも残らな
いというのも寂しいものを感じます。せめ
て妙義にも小学校、中学校を１校ずつ残し
ていただきたいです。
（同様の意見　３件）

③今後の
参考とす
るもの

44

（妙義地区）
　学校がない地区には子供を持つ家庭が減
り、過疎が進む懸念があります。

　子どもたちのことを第一に考え、保護
者、地域住民の皆様のご意見を伺いながら
進めてまいります。
　今後は、各学校において説明会を開催
し、意見交換をさせていただく予定です。
　また、各学校ごとに適正配置協議会を立
ち上げ、協議会の中でも課題等を検討して
いきたいと思います。

③今後の
参考とす
るもの

　この基本計画（案）につきましては、今
回のパブリックコメントで、まずは皆様の
ご意見を伺い、その後に各学校において説
明会を開催し意見交換をさせていただきま
す。その後、各学校ごとに適正配置協議会
を立ち上げて課題等の整理を行っていきま
す。協議会では皆様からのご意見等を基に
統廃合について深く協議していきます。
　今後もご理解、ご協力をお願いします。



番号 提出いただいたご意見等の概要 教育委員会の考え方 計画反映

45

（妙義地区）
　妙義地区在住です。高田小学校と妙義小
学校が６年後に統合というのはまだ分かる
のですが、中学校が３年後に統合というの
は反対です。まだ早いと思います。
　妙義に住んで、そこに根付いた小学校中
学校に通わせたいと思っています。妙義で
しか体験出来ない事が多いですし、妙義山
という自然の中で学習出来る環境は何にも
変えがたい物があると思います。こんなに
地域性を生かせる小学校中学校は無いと思
うのですが。数は少ないですが自然が好き
で家族で妙義に移り住んだ方もいます。子
供が少なくなったからと安易な統合を進め
る事は更に人口を減らすような気がしま
す。妙義地区は、将来的に小学校中学校と
も無くなるという事ですが、そうなった時
の妙義地区に新たに住んでくれる家族は居
ないと思います。自然豊かな地域性のある
小学校中学校を無くさないで下さい。
　また統合になった場合、妙義は西中学校
に統合ですが、校舎の老朽化、スクールバ
ス等色々問題もあるのではないのでしょう
か？
　西中学校までの細い道に懸念もありま
す。広範囲から集まるという事は、車の往
来が多くなるので事故が起こる確率は上が
ると思います。
統合と言うのなら、私達が安心して子供達
を預けられる環境を整えてからにして欲し
いです。

　子どもたちのことを第一に考え、保護
者、地域住民の皆様のご意見を伺いながら
進めてまいります。
　今後は、各学校において説明会を開催
し、意見交換をさせていただく予定です。
　また、各学校ごとに適正配置協議会を立
ち上げ、協議会の中でも課題等を検討して
いきたいと思います。
　通学区域の拡大に伴う安全な通学方法の
確保は、学校統合等を進めるうえでの最も
基本的な前提条件となります。現在も富岡
小、小野小、額部小、妙義小でスクールバ
スを運行していますので、学校統合等によ
り基準とする通学距離を超える場合につい
ても同様に、スクールバスによる通学を基
本とします。
　ただし、通学距離が基準に満たない場合
であっても、児童生徒の発達段階、体力
面、地理的条件、交通等の安全確保などの
観点から、スクールバスの必要性が非常に
高いと考えられる場合は、その導入につい
て総合的に検討していくこととします。

③今後の
参考とす
るもの

46

（妙義地区）
　高田小、妙義小の児童を一ノ宮小まで通
学させるのは負担が大きすぎると思う。

　通学における児童生徒への負担ですが、
通学区域の拡大に伴う安全な通学方法の確
保は、学校統合等を進めるうえでの最も基
本的な前提条件となります。現在も富岡
小、小野小、額部小、妙義小でスクールバ
スを運行していますので、学校統合等によ
り基準とする通学距離を超える場合につい
ても同様に、スクールバスによる通学を基
本とします。
　ただし、通学距離が基準に満たない場合
であっても、児童生徒の発達段階、体力
面、地理的条件、交通等の安全確保などの
観点から、スクールバスの必要性が非常に
高いと考えられる場合は、その導入につい
て総合的に検討していくこととします。
　また、過疎化が進むことも懸念されます
が、今後も保護者や地域住民の皆様からの
ご意見を伺いながら進めてまいりますの
で、ご理解、ご協力をお願いします。

①反映す
るもの
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47

（富岡中）
　２クラスしかなく、もっとたくさんのク
ラスがあった方が勉強、運動もやりがいが
あると思います。

　子どもたちのことを第一に考え、保護
者、地域住民の皆様のご意見を伺いながら
進めてまいります。
　今後は、各学校において説明会を開催
し、意見交換をさせていただく予定です。
　また、各学校ごとに適正配置協議会を立
ち上げ、協議会の中でも課題等を検討して
いきたいと思います。

③今後の
参考とす
るもの

48

（富岡中と東中）
　３年後に予定されている中学校の統合案
に賛成です。中学校に関しては部活動の数
が少なく、子供達にとっていい環境とは言
えないと思います。多少人数がいる中で、
みんなで切磋琢磨し、色んな経験を積んで
学校生活を送ってもらいたいです。地元の
各学校の卒業生からしたら母校がなくなっ
てしまうのは悲しいかもしれませんが、こ
の少子化の時代に子供にきちんとした教育
環境を与えるのが大人としてのつとめだと
思います。富岡市の子供たちには、時代に
合った教育環境で勉学にはげみ、人との関
わり合いの大切さを感じてもらいたいで
す。

③今後の
参考とす
るもの

49

（富岡中と東中）
　計画案で示された中で、特に中学校は出
来るところ（富中、東中）から粛々と確実
に進めていただきたいと思います。

③今後の
参考とす
るもの

50

（富岡中と東中）
　統合時期が早いと思う。環境整備が、
しっかりできる時期から行うべきと考えま
す。

　今後、保護者や地域住民の皆様と話し合
いを進めていく中で、保護者や地域住民の
皆様と協議を深めてまいりたいと考えてお
ります。

③今後の
参考とす
るもの

51

（富岡中と東中）
　令和３年の富中と東中との統合は、上黒
岩地区は非常に遠くなり、自転車を学校で
必要とする場合（課外授業等）は特に心配
です。
　富中は残していただきたい。

　子どもたちのことを第一に考え、保護
者、地域住民の皆様のご意見を伺いながら
進めてまいります。
　今後は、各学校において説明会を開催
し、意見交換をさせていただく予定です。
　また、各学校ごとに適正配置協議会を立
ち上げ、協議会の中でも課題等を検討して
いきたいと思います。
　通学区域の拡大に伴う安全な通学方法の
確保は、学校統合等を進めるうえでの最も
基本的な前提条件となります。現在も富岡
小、小野小、額部小、妙義小でスクールバ
スを運行していますので、学校統合等によ
り基準とする通学距離を超える場合につい
ても同様に、スクールバスによる通学を基
本とします。
　ただし、通学距離が基準に満たない場合
であっても、児童生徒の発達段階、体力
面、地理的条件、交通等の安全確保などの
観点から、スクールバスの必要性が非常に
高いと考えられる場合は、その導入につい
て総合的に検討していくこととします。

③今後の
参考とす
るもの

　子どもたちのことを第一に考え、保護
者、地域住民の皆様のご意見を伺いながら
進めてまいります。
　今後は、各学校において説明会を開催
し、意見交換をさせていただく予定です。
　また、各学校ごとに適正配置協議会を立
ち上げ、協議会の中でも課題等を検討して
いきたいと思います。
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52

（妙義中と西中）
　妙義中を先に西中と合併させる事は、あ
り得ない、子供の事を考えない、不登校を
増やす、あまりに愚かな政策だと思いま
す。
　妙義小も高田小も少人数。そこが一緒に
なる前に、６人で卒業する小学生が3クラス
ある中学校に入って、大丈夫なのか、親と
してはとても心配です。

③今後の
参考とす
るもの

53

（妙義中と西中）
　妙義中と西中の統合反対。
　統合する事がより良い学習環境になると
は考えられません。朝の起床する時間も早
くなるし、帰宅時間も部活動をしてからだ
と遅くなります。その後塾へ行くようにな
ると塾の時間も間に合わなくなります。
　朝スクールバスに乗るようになると思い
ますが、乗れないと家族の送迎になってし
まいます。土曜日曜などの部活、長期休暇
中の部活時もスクールバスは使用できるの
でしょうか？自転車で通える距離に中学が
あって欲しい事を切に願います。毎日の通
学、近場の児童はいいかもしれませんが遠
距離の児童の事もお考え下さい。児童に負
担がかかります。通学の時間がかかるの
で、勉強へも影響が出ます。年々人数が少
なくなるのは分かります。
　妙義中に通わせて下さい。

③今後の
参考とす
るもの

54

（北中）
　教育等を考えるのであれば、北中の統合
を早めた方が良いと思う。

　今後、保護者や地域住民の皆様と話し合
いを進めていく中で、保護者や地域住民の
皆様の合意形成が図られれば計画の前倒し
も検討してまいります。

③今後の
参考とす
るもの

　子どもたちのことを第一に考え、保護
者、地域住民の皆様のご意見を伺いながら
進めてまいります。
　今後は、各学校において説明会を開催
し、意見交換をさせていただく予定です。
　また、各学校ごとに適正配置協議会を立
ち上げ、協議会の中でも課題等を検討して
いきたいと思います。
　通学区域の拡大に伴う安全な通学方法の
確保は、学校統合等を進めるうえでの最も
基本的な前提条件となります。現在も富岡
小、小野小、額部小、妙義小でスクールバ
スを運行していますので、学校統合等によ
り基準とする通学距離を超える場合につい
ても同様に、スクールバスによる通学を基
本とします。
　ただし、通学距離が基準に満たない場合
であっても、児童生徒の発達段階、体力
面、地理的条件、交通等の安全確保などの
観点から、スクールバスの必要性が非常に
高いと考えられる場合は、その導入につい
て総合的に検討していくこととします。



番号 提出いただいたご意見等の概要 教育委員会の考え方 計画反映

1

　小中一貫にすることで、間近で上級生の
活動を見ることができ、自分の将来像「こ
の人みたいになりたい！」が考えやすくな
るし、たくさんの人たちと繋がることで、
様々な感性に触れられると思う。
（同様の意見　１件）

③今後の
参考とす
るもの

2

　小中一貫にすることで、スポーツ（部活
動）の選択の幅が広がるし、競技を極めた
い子たち（強くなりたい、勝ちたい）にも
良い環境が作れると思う。

③今後の
参考とす
るもの

3
　小、中一貫教育で他地域から注目される
様な教育をする。

③今後の
参考とす
るもの

4

（西小・黒岩小・富中）
　西小学校に統合された後の「学校のあり
方」として、富中との小中一貫校はどう
か。

①反映す
るもの

5

（小野小・北中）
　小野小学校と北中学校を、既存の施設を
利用しての一体型小中一貫の義務教育学校
とする。（小規模特認校制利用）
（同様の意見　２件）

③今後の
参考とす
るもの

6

（妙義地区）
　妙義地区の学校を、小中一貫校のモデル
校にしてもらいたい。
（同様の意見　１件）

③今後の
参考とす
るもの

7

（妙義地区）
　お金の合理化なら統合だと思いますが、
富岡市の面積における、小学校数で考えた
場合、合理化して結果がはたして出るのか
と疑問に思います。住みづらくなるだけで
はないでしょうか。
　目先のお金だけで統合ですむ話しです
が、転入者のさらなる減少と転出者の増
加、人口減少が加速するのが不安です。
　小中一貫校にしていただきたいと自分は
思います。

③今後の
参考とす
るもの

小中一貫教育について

　小・中学校の適正規模・適正配置におき
ましては、20年後を見据え、子供たちに身
に付けさせたい力を考えたときに、各学年
においてクラス替えが可能な状態が継続さ
れる、十分な学校規模を確保する必要があ
ると考えております。
　また、義務教育９年間を通じた教育課程
の編成や、一貫した指導体制の構築、９年
間を共に過ごす人間関係の固定化への配
慮、細やかな指導といった課題があります
ので、小規模の小学校と小規模の中学校と
を統合し、小・中一貫校を設置することは
難しいと考えております。
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1

　児童生徒、家庭の負担にならないよう、
スクールバス等の通学用の交通手段を考え
てもらいたい。
（同様の意見　48件）

①反映す
るもの

2

　登下校の安全対策とスクールバスの運行
について、小学校概ね４㎞、中学校概ね６
㎞という基準にとらわれることなく、現代
の社会状況を鑑みて安全安心な登下校がで
きるよう柔軟に対応して頂き、広域でのス
クールバス等の運行を要望致します。
（同様の意見　４件）

①反映す
るもの

3

　子供の安全を考え、スクールバスの適用
範囲を広げたほうが良いと思います。人も
街灯も減っていくでしょうから、小学校４
㎞、中学校６㎞は遠すぎるように感じま
す。
　事実上、統合される学校のエリアに住ん
でいる子は、基本的にスクールバスで良い
と思います。
（同様の意見　１件）

③今後の
参考とす
るもの

4

　スクールバスの運行時間については、十
分な配慮をしてもらい、バスの時間に間に
合わないから部活ができないなどのことが
起きないようにしてもらいたい。
（同様の意見　５件）

　スクールバスの運行時間につきまして
は、安心・安全に登下校できることを第一
と考え、部活動への影響は最小限となるよ
うにするとともに、児童・生徒が家を出か
ける、帰宅する時間を勘案して決めてまい
りたいと考えております。

③今後の
参考とす
るもの

5

　統廃合に伴って「スクールバス」の運行
も行われると思いますが、単なる「スクー
ルバス」という形ではなく、既存の乗り合
いタクシーの有効活用も含めた総合的な
「地域の足の確保」を行うようにしていた
だき、跡地の活用を含めて、地域への対応
を考えていただきたいと思います。
（同様の意見　２件）

　現在でも乗り合いタクシーをスクールバ
スとして利用させていただいております
が、スクールバスを地域の交通網整備の一
環として導入することにつきましては、児
童生徒だけでなく、より多くの方のために
もなる点で、望ましいと考えております。
今後、実現に向けて、検討してまいりま
す。

③今後の
参考とす
るもの

6

　スクールバスという限られた手段を使う
事で、そのバスに乗り遅れると登校出来な
い事になります。もちろん、時間に間に合
うように行動（考動）する事が大切です
が、遅れてしまう場合の連絡手段や、忘れ
物を取りに帰るといった事もできなくなり
ます。また、共働きの世帯が増えています
ので、乗り遅れた時に送って行く事も出来
ません。そういう予想外の事態にどのよう
に対処するのでしょうか。

　バスに乗り遅れた場合の連絡方法につき
ましては、停留所付近のご家庭に、緊急時
の連絡を依頼できるようお願いすること
や、交通安全指導の当番のように、保護者
の方に輪番で送り出しをしていただくこと
が考えられます。
いずれにしましても、児童生徒の安全が確
保されるよう、努めてまいります。

③今後の
参考とす
るもの

7

　交通はどの様になるのか、市が負担する
のか、ほかの方法になるのか

　通学の方法につきましては、学校からの
距離と地形、学校種を勘案し、児童生徒の
安心・安全を確保した上で、徒歩、自転
車、バス等の通学方法を決定するととも
に、その費用につきましては、極力保護者
の負担が生じないよう努めてまいたいと考
えております。

⑤その他

8

　児童生徒の登下校時の安全を確保しても
らいたい。
（同様の意見　18件）

　通学路の安全点検を継続し、全ての児童
生徒が安全・安心な通学をできるよう、努
めてまいります。また、通学距離等に応じ
てスクールバスによる通学手段を導入いた
します。

①反映す
るもの

通学方法・通学路について

　通学距離の規定はございますが、現在導
入しているスクールバスの規定との整合性
を図りつつ、地形、防犯面などの環境を総
合的に考え、判断してまいりたいと考えて
おります。



番号 提出いただいたご意見等の概要 教育委員会の考え方 反映結果

9

　通学方法については地域、保護者の要望
を取り入れて頂き、良い方法を提示頂きた
いと思います。
（同様の意見　１件）

　通学方法につきましては、行政と学校だ
けでなく、地域の実態をふまえて決めてい
く必要があると考えております。地域住民
の皆様の貴重なご意見をふまえ、協議会等
で検討を進めてまいりたいと考えておりま
す。

①反映す
るもの

10

　学校の合併前に通学路の整備から緊急に
整えていただきたいです。その上で、多少
遠くても自転車で通学できるとか、スクー
ルバスを利用できる等を選択できる状況に
していただきたい。

　安心・安全な通学の実現に向けて、通学
路の安全点検と整備は今後も進めてまいる
とともに、通学手段につきましては、一律
とせずに、選択できるよう、考えてまいり
たいと思います。

①反映す
るもの

11

　登下校時に警察や警備員によるパトロー
ルを現時点より強化してもらいたい。

　現在、児童生徒の登下校時には、地域住
民の皆様が、見守り活動を行われていま
す。こうした活動を活性化させつつ、警察
等によるパトロールにつきましてもより充
実するよう依頼してまいります。

③今後の
参考とす
るもの

12

　統合しても学童が安心して学校に行って
帰ってこられる（欲を言わせて頂けれるな
らば心身障害児・身体障害児等の子供達も
です）

　障害のある児童生徒も、一般の児童生徒
も、安心して通学できる環境づくりは、学
校を整備する上で必要不可欠であると考え
ております。

③今後の
参考とす
るもの

13

　通学も遠くなり不安がいっぱいです。 　通学距離が伸びることにつきまして、
様々なご心配があろうと思います。一つ一
つにつきまして、具体的に対処してまいり
たいと考えておりますので、ご要望いただ
ければと思います。

③今後の
参考とす
るもの

14

　バスなどでも安全な場所や家の近くにお
ろしてもらえないと女の子の場合特に心配
が多いです。

　バスの発着場所につきましては、交通安
全・防犯面で安心できる場所を選定し、児
童生徒が安心・安全に通学できるようにし
てまいりたいと考えております。

③今後の
参考とす
るもの

15

　中学生になると部活動に対する対応はど
のようになるのでしょうか。また週末や長
期の休みの場合も同じです。学校での練習
や、他の場所での練習など、移動するとい
う事が難しいのではないかとも思われま
す。

　長期休みや休日の部活動に合わせてバス
を運行することは、難しいと考えておりま
す。部活動の交通手段につきましては、原
則として学校において、教職員や保護者、
地域住民の皆様と相談、ご協力をいただき
進めてまいります。必要に応じて地域住民
の皆様も利用できるバスを定期的に運行す
ることができるよう、依頼してまいりま
す。

③今後の
参考とす
るもの

16

　バス通学の場合、距離が伸びることによ
り部活動が制限される事や、自転車通学に
おいて、街路灯がない地域は、夜道の危険
もあるため、親の協力や地域の協力が不可
欠となるであろう。そのような時こそ、１
人親世帯等の方々に対し、教育の不平等に
ならないよう配慮していただきたい。

　保護者の方や地域住民の皆様に、安全確
保の面でご協力いただきつつも、児童生徒
が、自力でも安心・安全に通学できる環境
を整備する必要があると考えております。

③今後の
参考とす
るもの

17

　車での送迎となった場合部活との兼ね合
いはどうなるか？

　児童・生徒の社会的自立の面から、緊急
の場合を除いて、特別な事情がない限り、
毎回自家用車での送迎はご遠慮いただきた
いと考えております。部活動との兼ね合い
につきましては、通われる学校ごとに状況
に応じた対応を進めるよう、指示してまい
りたいと考えております。

③今後の
参考とす
るもの



番号 提出いただいたご意見等の概要 教育委員会の考え方 反映結果

18

　通学方法（スクールバス）に対する反対
意見に多い、子供の体力低下については、
朝登校時に運動をしたり、クラブ活動、部
活動で補う等他の方法で補完可能と考えま
す。
　現状でも学校近くの生徒はその機会はな
い訳で、登下校による生徒の体力増進はそ
もそもの狙いではありません。
　何よりも子供達の安全が第一です。

①反映す
るもの

19

　小学校が統合する最大のデメリットは、
徒歩で通える範囲外の場合です。最近は児
童の体力低下が目立ちますが、歩いて登下
校出来ない遠距離の場合、スクールバスが
考えられます。歩く事が子供達にとってと
ても大切である運動なのに、その機会が失
われる事になります。普段の何気ない歩く
という行動を奪う事になりかねません。

①反映す
るもの

20

　停留所等を決めると思うが、そこまで遠
い人達は、車で、送り迎えをすると思うの
で、駐車場とかある程度、用意、準備しな
いと、道路渋滞が発生してしまうのではな
いか。

　停留所等につきましては、児童生徒の安
全、交通事情等を総合的に考え、決めてい
きたいと考えております。その際に、自家
用車からスクールバスへと、いわゆるドア
toドアの通学は、安全性や児童生徒の自立
などの観点から基本的には望ましくないと
考えております。

③今後の
参考とす
るもの

21
　学校の駐車スペースの確保をしてほし
い。

　児童生徒の安全性、自立、機能性や利便
性等、総合的に判断し、決定してまいりた
いと考えております。

③今後の
参考とす
るもの

22

　学校への通学距離は、軽微な体調不良で
ならば自分で歩いて帰ることができる距離
もしくは祖父母でも迎えにいける範囲内と
すべきです。小学校からスクールバス通学
はありえないと考えます。

　現状におきまして、軽微な体調不良で
あっても、児童生徒が早退する際には、保
護者の方にお迎えに来ていただいておりま
す。ご家庭のご都合により、お迎えが困難
である場合は、児童生徒の安全を第一に、
帰宅できる手段を講じてまいります。通わ
れる学校と、もしもの際の帰宅手段につき
まして確認していただくことで、安心して
学校に通えるようにしてまいりたいと考え
ております。

③今後の
参考とす
るもの

23

　学校が遠くなるとバスでの登校になると
思いますが、放課後の遊ぶ時間に制約が出
たり、登校に掛かる時間が増えたりと子供
の自由に過ごす時間が減ることが心配で
す。
　子供を持つ親として思うことは、自由に
伸び伸びと遊びながら色々な事を学んで欲
しいと思います。

　放課後に児童生徒が友人と交流できる環
境づくりにつきましても、検討してまいり
たいと考えております。

③今後の
参考とす
るもの

24

　子どもの登校手段について考えるべきだ
と思います。私は幼少期、友達と歩いて
様々な自然と触れ合い、新しい発見をしな
がら帰宅する道のりがとても楽しく好きで
した。遠くから通学する子をバス通学にな
ると仮定すると、その楽しい機会が無く
なってしまうのは少し寂しいのではないか
と思います。

　スクールバスでの通学となった場合、登
下校時の自然とのふれあいが減少するのは
残念なことであると考えております。しか
しながら、安心・安全な通学につきまし
て、確保することが優先されると考えてお
ります。自然とのふれあいにつきまして
は、学校の教育活動でも取り上げてまいり
たいと考えております。

③今後の
参考とす
るもの

　通学につきましては、児童生徒の安心・
安全を第一に、体力の増強につきまして
は、学校の授業や生活の中で培ってまいり
たいと考えております。通学時の運動も児
童生徒の体力向上の一つの視点であるとと
らえております。



番号 提出いただいたご意見等の概要 教育委員会の考え方 反映結果

25

　通学時間がかわることで、今まで間に
合っていた習い事などに間に合わなくなっ
てしまうことはないか、仕方ないかもしれ
ないが、帰宅時間などどうなるか知りたい
方も多いと思う。

　通学する学校が変更となる場合、通学時
間につきましても変わってくることになる
と思います。現状では具体的なお話ができ
ませんが、児童生徒が安心・安全に登下校
することを前提に、登下校の時間が決まっ
てまいりますので、それに合わせて習い事
の時間を決めていただけると幸いです。

③今後の
参考とす
るもの

26

　小学校から距離が遠すぎる場合、通うた
めの手段も限られ、友人作りなどにも支障
をきたす恐れがあると思います。

　遠方から通学する場合、通学を通しての
友人作りが難しくなることを心配されるの
はごもっともであると思います。通学以外
の場面で、友人関係を築いていけるよう、
学校でも人間関係づくりの場面をより多く
設定してまいりたいと考えております。

③今後の
参考とす
るもの

27

　自転車通学者への自転車代補助は必要で
はないですか？

　現状におきまして、自転車通学ではない
生徒につきましても、部活用などの自転車
を準備していただいております。現状では
自転車の補助は考えておりません。

④反映で
きないも
の

28

　自転車での通学に関してある程度生徒の
通学の負担を減らせる自転車、スポーツタ
イプ等の自転車を通学用として選べるよう
にしてみてはどうかと思います。
　また、周囲とは違う自転車に乗っている
と上級生に目をつけられるという話も聞い
たので、事前に変化を気にせずに済む環境
を整えられたらなと思います。

　通学に必要な機能を備え、きちんと整備
された自転車を適切に運転することが、交
通安全にとっては重要であると思います。
保護者の方の負担とならないよう配慮した
上で、通学用自転車の種類については検討
してまいりたいと考えております。

③今後の
参考とす
るもの

29

　スクールバス等は環境を考えて、ハイブ
リット車とか、電気自動車等の事は考えて
いるか。

　新規車両等を導入する場合、環境への負
荷も少ない車両を選定することが望まれる
と思います。ご意見を参考にさせていただ
ければと思います。

③今後の
参考とす
るもの

30

　統合については、学校の通学路をしっか
り確認し安心して通学できるようよろしく
お願い致します。
（同様の意見　７件）

③今後の
参考とす
るもの

31

　防犯は大丈夫か。無人の自販機で、防犯
カメラ付きみたいのを設置する等、子供達
の未来のためにも安全第一を優先してほし
い。

③今後の
参考とす
るもの

32

　中学校の範囲、６kmということである
が、平地の６kmと峠越えの６kmでは全然違
う。まず、道路網などを整備し、合併がで
きる状況整備をすることが先決である。小
野地区から、東中に行く通学路を見てほし
い。距離は何とかなる距離だと思うが、道
は狭い上に、交通量も多い。もちろん、歩
道はない。峠は、急峻で自転車は、乗って
は行けない。押していく形になるが、狭い
のでとても危険である。一度、自分で通学
路を自転車で行って欲しい。

　通学路の安全確保につきましては、重要
な課題であると認識しております。自動車
だけでなく、歩行者や自転車が安全に通行
できるよう道路の整備を進めるとともに、
通学路の安全点検を通して、児童生徒の目
線での安全確認を進めてまいります。

③今後の
参考とす
るもの

　通学路の安全点検を継続し、全ての児童
生徒が安全・安心な通学をできるよう、努
めてまいります。また現在、児童生徒の登
下校時には、地域住民の皆様が、見守り活
動を行われています。こうした活動を活性
化させつつ、警察等によるパトロールにつ
きましてもより充実するよう依頼してまい
ります。



制服・体操着・学校名・部活動について
番号 提出いただいたご意見等の概要 教育委員会の考え方 反映結果

1

　統合したらどちらかの学校の制服・体育
着を継続していくのより、統合した学校に
公平に、新しい制服・体育着を作ったほう
がよいと思います。

③今後の
参考とす
るもの

2

　中学校が途中からの変更になった場合、
制服やカバン・体操着などいつ変更になる
のか？そのままでもいいのか？それとも新
しい物になるのか？事前に教えていただき
たいです。
（同様の意見　４件）

③今後の
参考とす
るもの

3

　体操着・制服等の指定品についても早い
段階で統一して欲しいです。一緒になって
から、同じ学年で違う指定品なのは、と思
うので。

③今後の
参考とす
るもの

4
　学校名も最終的には中学校は二校になる
のであれば、富岡第一中学校と富岡第二中
学校という校名がいいと思います。

③今後の
参考とす
るもの

5

　統合にあたって、校名や校歌が変更にな
るかと思うが、小学生や中学生から募集し
て決めることで、学校に愛着がわくのでは
ないかと思う。
（同様の意見　１件）

③今後の
参考とす
るもの

6
　中学校の部活動については、統合に先駆
けて活動する事を、要望として提案させて
頂きます。

②盛り込
み済みの
もの

7

　部活動の面でも、配慮をいただきたいと
考えています。特に運動部では、統合後に
新体制でのチーム発足ということになるの
かもしれませんが、前年度の中体連夏季大
会終了後から、合同で練習したり、新人大
会では、中体連の規定で合同チームが認め
られているのかどうかは分からないもの
の、手続きを踏んだうえでの特例での参加
が可能であれば、主催者側（県中体連）に
働きかけていただきたいと思います。部活
動が統合後の対応では、新３年生は、消化
不良のまま、あるいは、まとまりを欠いた
ままで、中体連夏季大会を迎えてしまうの
ではないでしょうか。

③今後の
参考とす
るもの

8

　統合前には、双方の学校には存在しない
部活動もあるかもしれません。そういった
場合、部活動の移籍を希望する生徒には、
統合後に、部活動を再度選択できる、ある
いは選択しやすい体制を整えていただきた
いとも考えます。

③今後の
参考とす
るもの

　制服、体育着、上履き、通学カバン等に
つきましては、新入学生から統一したもの
を使用することを考えております。２年
生、３年生で統合を迎える生徒につきまし
ては、以前の物の継続使用を認める方向で
考えております。
　早期の段階で統一が可能な場合は、統合
後の学校に通う学年の生徒から、新規制服
等を導入できるとよいと考えております。

　校名や校歌、校章等につきましては、児
童生徒、保護者、地域住民の皆様からご意
見をいただくなかで決めてまいりたいと考
えております。

　統合に先駆けた部活動の合同実施など、
統合後の生徒の融和に向けた取組を考え、
できるところから実施してまいりたいと考
えております。
　また、統合後の部活動の移籍につきまし
ては、生徒の自主的・自発的活動であるこ
とを鑑み、柔軟に対応してまいりたいと考
えております。



番号 提出いただいたご意見等の概要 教育委員会の考え方 反映結果

9

　統合するのであれば、人数の関係で難し
かったサッカー部等団体競技の選択を増や
していただきたいです。小学生の時に青少
団でやっていても部活がないため遠くのク
ラブチームに行く事になったり、そのため
にあきらめなければなりません。ぜひこの
機会に部活を増やして、自分でやりたいこ
とを三年間やり通す充実感なども味わって
ほしいです。
（同様の意見　13件）

③今後の
参考とす
るもの

10

　中学校では、部活動が重要と考えており
ます。近くに富岡中学校がありますので、
こちらを例に申し上げると、生徒数が少な
いため、教員数も少なく、部活動の種類が
少ないです。仮に、いくつも部活動があっ
たとしても、先生は掛け持ち、部員である
生徒は、どの部活動も人数が足りないと
なってしまうので、現状は、この数で仕方
がないと思います。しかし、甘楽町では中
学校をひとつにしたところ、多くの部活動
が行われ、大会では優秀な成績を収めてい
る傾向にあるように思います。これは、学
校の努力が当然あるかと思いますが、生徒
数が多いことによって、たくさんの部活動
あって、そこから選択でき、かつ学校内で
は自然と競争が生まれ、皆で切磋琢磨して
いるのではないかと思っております。
　したがいまして、中学の合併について
は、合併により一つの中学校の生徒数を増
やして、生徒たちがたくさんの部活動から
自分のしたいものを選択できる環境を整え
てあげたいと考えます。

③今後の
参考とす
るもの

11

　部活動については、余りにも「競技性の
強いもの」となっており、本来の学校教育
における活動領域を超えた実態を危惧して
います。競技力の向上のためなら、「ス
クールバスを巡回させ、全市的にチームを
組んで強化すべき」です。学校で行う部活
動は、あくまでも生徒の自主性に基づく趣
味的なものであり、学校の運営時間内での
活動とすべきと考えますがいかがでしょう
か。

　生徒の自発的・自主的活動である部活動
の取組につきましては、生涯スポーツ・生
涯学習としての活動を楽しむ側面と、競技
スポーツ・コンクール等への挑戦を通して
人間性や技能を高める側面があると思いま
す。学校の部活動としては、これらにバラ
ンス良く取り組み、過剰な取組について
は、是正してまいりたいと考えておりま
す。

③今後の
参考とす
るもの

　生徒の自発的・自主的活動である部活動
の取組につきましては、統合の効果の１つ
として、選択の幅が広がることになると考
えております。充実した活動になるよう、
支援してまいりたいと考えております。



番号 提出いただいたご意見等の概要 教育委員会の考え方 反映結果

12

　部活動の選択肢を増やす目的であれば、
部活動だけの合併や市全体の広域クラブ化
の方が効率的では。

③今後の
参考とす
るもの

13

　部活動については、教職員の労働時間の
関係で、学校から切り離すことも検討され
ている現在、長期的な統廃合の理由には弱
いと思います。

③今後の
参考とす
るもの

14

　部活の問題であれば、各中学校ごとに種
目を決め、部活の時間になったら自転車で
所属する部活のある学校へ向かうというの
はどうでしょうか。

③今後の
参考とす
るもの

15

　「喫緊の問題」と言われる中学校の部活
の問題。富岡市から部活について新たな取
り組みを発信することはできませんか？顧
問をやりたくない先生は大変。入部が必須
で、他にやりたいことがあるのに関係ない
部活を選ばなければいけない子どもの負
担。学校を「適正化」して部活の選択肢を
増やすのではなく、部活だけ「適正化」で
はいけないのでしょうか？中学生ならどこ
かに皆で集まって活動することも可能なの
では？

　生徒の自発的・自主的活動の場である部
活動でありますので、入部につきましては
希望制であると考えております。活動の際
には、安全の確保、活動内容の管理責任な
どの問題で、教職員や部活動指導員等の大
人が監督する必要があります。国の取り組
みとして部活動指導員制度が導入されまし
たが、現状では、部活動を外部講師のみ、
あるいは、生徒に任せきりにすることは、
その環境がまだ整っておらず、適正な範囲
内での教職員等の関わりは必要であると考
えております。

③今後の
参考とす
るもの

　生徒の自発的・自主的活動の場である部
活動の選択の幅が広がることは、統合によ
る効果の１つであると考えておりますが、
これを目的とするものではありません。
　教職員の時間外勤務の縮減への取組を継
続するとともに、市全体の広域クラブの実
施につきましては、検討してまいりたいと
考えております。



番号 提出いただいたご意見等の概要 教育委員会の考え方 反映結果

1

　統合先の学校でいじめがおこらないよう
様気を配って欲しい。
（同様の意見　３件）

　統合前の学校と統合後の学校で規模の変
化はありますが、新しい友だちを互いに受
け入れられるよう、十分配慮し、いじめの
防止につきまして、細心の注意を払って進
めてまいります。

③今後の
参考とす
るもの

2

　子供が中学３年生の年に統合となり受験
を控えた年に環境が変わることに心配があ
ります。
　子供達がスムーズに新しい環境で学校生
活ができるよう配慮していただけたらと思
います。

　皆様のご意見を踏まえつつ、スムーズに
学校の統合を進めてまいりたいと考えてお
ります。環境の変化につきましては、児童
生徒の成長にプラスとなるよう活用し、新
しい学校を自分たちの手で作り上げたとい
う達成感を味わうとともに、自信となるよ
うに努めてまいります。

③今後の
参考とす
るもの

3

　少子化だからこそ大切に育てるという観
点から、１人当たりに対する教育機会の時
間を増やす等、学校教育の向上も図る上
で、１クラス何人の人数を減らすことはで
きないだろうか。

　国の基準では、小学１年生を１学級35
名、小学２年生から中学３年生までを１学
級40名が定員となっておりますが、群馬県
の少人数クラスプロジェクトにおきまし
て、小学１・２年生を30人学級、小学３・
４年生を35人学級、中学１年生を35人学級
という学級編制が認められております。こ
の編成を生かしていくとともに、更なる少
人数指導に向けたプロジェクトの推進を要
望してまいりたいと考えております。

④反映で
きないも
の

4
　計画を見た市民が、新築を考える場合、
富岡市は魅力がないので他市に移るという
選択肢をする人が増えないだろうか。

　確かな学力と心を育てる質の高い教育を
実現し、魅力あふれる学びの学園を目指し
ていきます。

③今後の
参考とす
るもの

5

　少子化に伴う小中学校の小規模化を解消
するためには、統廃合では根本的解決には
ならず、住民を増やす方策を考えていくべ
きではないでしょうか。
（同様の意見　１件）

　この基本計画は、子どもたちのより良い
教育環境整備を第一に考えたものであり、
住民を増やす方策は別途議論することとな
ります。

③今後の
参考とす
るもの

6

　特色ある教育をして、保育園等と同様父
兄が学校を選択できるような「小学校の選
択制の導入」なども検討してはどうでしょ
うか。

　現在のところ小学校の選択制の導入は考
えておりません。市内の各小・中学校が特
色ある学校を旨に、学校づくりに取り組ん
でおります。この特色としては、自然、歴
史、文化、人といった地域に根ざした事柄
によって成り立っております。こうした学
校におきまして、その地域の児童生徒が学
ぶことにより、地域と共にある学校ができ
あがると考えております。

④反映で
きないも
の

7

　中学進学時に、部活動を優先したい児童
の為富岡市全域通学区選択性の導入を図
る。

　部活動は、中学生にとって重要な学校の
要素であると考えております。その一方
で、部活動に取り組むのは、希望する生徒
となっております。前年まで成立していた
部活動が、希望者の減少によって継続不可
能となることもあり得ると考えておりま
す。こうしたことから、部活動選択を理由
とする通学区選択制につきましては、慎重
に検討してまいりたいと考えております。

③今後の
参考とす
るもの

8

　「通学する場所」はそのままにして、テ
レビ会議等の通信技術を使って、臨場感の
ある教育をできるのではないか。

　遠隔地教育の手段として、他県等でテレ
ビ会議を用いた授業への取組が始まってお
ります。ただしこの場合、双方の学校で同
時刻に同内容の学習を設定するため、１日
の中でも限られた時間でしか実施できない
のが現状です。人と人とが直接関わること
の大切さにも着目しますと、適正規模の学
校配置を実現してまいりたいと考えており
ます。

④反映で
きないも
の

教育環境について



番号 提出いただいたご意見等の概要 教育委員会の考え方 反映結果

9

　基本計画（案）は「はじめに」で、「･･･
変化の激しい社会の担い手となる子どもた
ちに身につけさせたい学力」を定義し、そ
のための「喫緊の課題」の課題として「小
中学校の適正規模の確保」の必要性を述べ
ています。しかし、それは、適正規模の世
界的なスタンダードの視点がなく現行の
「１学級40人」を基準とした機械的な規
模・配置計画という感を否めません。
　群馬県内でも、中等教育学校は「１学級
30人」で編成し、エリート教育を行ってい
ます。
　改定指導要領は「主体的で対話的な深い
学び」を重視しています。
　学校の統廃合ではなく学級規模の世界的
なスタンダードで、個別最適化されていく
学習を支援する環境整備こそ、喫緊の課題
と考えますがいかがでしょうか。

　国の基準では、小学１年生を１学級35
名、小学２年生から中学３年生までを１学
級40名が定員となっておりますが、群馬県
の少人数クラスプロジェクトにおきまし
て、小学１・２年生を30人学級、小学３・
４年生を35人学級、中学１年生を35人学級
という学級編制が認められております。こ
の編成を生かしていくとともに、更なる少
人数指導に向けたプロジェクトの推進を要
望してまいりたいと考えております。

③今後の
参考とす
るもの

10

　教育の充実の観点からいくと、教員一人
当たりの児童生徒数が少ない小規模校の方
が良いのでは。

　小規模校におきましては、学習環境の面
で、人間関係の固定化、価値観の単調化、
活動を選択する幅の狭小化といった、デメ
リットが生じやすいと考えております。こ
うした状況を解消することが、児童生徒の
社会的自立には必要であると考えておりま
す。教員一人当たりの担当児童生徒数は増
加しますが、教員の数も増えますので、よ
り多くの目で児童生徒を見ることができま
す。小規模校のよさを規模の大きな学校に
も生かしつつ、指導してまいりたいと考え
ております。

③今後の
参考とす
るもの

11

　人数が少ないためどうしても、向上心が
低く、結果学校全体の学力も低いように思
える。統廃合の話がある前は中学受験を考
えていたが、都市部と違い選択肢が少なく
悩んでいた。統廃合の話がでて中学受験し
なくても人数が増えて普通の中学校生活が
送れそうなので安心した。もし、統廃合が
なくなるのであれば、再度中学受験を考え
ざる負えなくなる。その為にも早く決定し
てほしい。是非、このまま進めてもらいた
い。

　皆様のご意見を踏まえつつも、迅速に学
校の統合を進めてまいりたいと考えており
ます。進捗状況につきまして、市報やホー
ムページ等でお知らせしてまいりたいと考
えておりますので、定期的にご覧いただけ
ますと幸いです。

③今後の
参考とす
るもの

12

　適正規模の考え方に関して、１クラスの
人数を15人や10人等の少人数にすれば、複
数クラスに分けられる学校が増えます。
　クラス数が増えれば、中学においては、
そこに配置する先生も増えるので、教科担
任不足という点の解消となる。
　また、小学校においては、ひとりひとり
に目が行き届き、少人数でのきめ細かい指
導が可能になると思う。
（同様の意見　４件）

　本市におきましては、学習を指導するほ
とんどの教員は、県費負担教職員となって
おります。そのため、児童生徒数に応じ
て、教員の配置数が決まってまいります。
１クラスの人数を変えて指導するには、本
市独自での教員の雇用が必要となり、莫大
な費用が発生してしまいます。本市としま
しては、児童生徒数に応じた教員の配置に
加え、追加で配置できる教員を積極的に要
望し、より良い環境で児童生徒を指導でき
るよう努めてまいります。

③今後の
参考とす
るもの



番号 提出いただいたご意見等の概要 教育委員会の考え方 反映結果

13

　正担任、副担任、複数指導で行ってほし
い。
（同様の意見　１件）

　担任以外の教員に各学年の所属を割り振
り、学年団として機能させることは、これ
まで中学校を中心に取り組んでまいりまし
た。これを小学校にも拡大し、より多くの
目で児童生徒を指導していくには、ある程
度の規模の学校であることが必要となりま
す。その実現のために適正規模・適正配置
を実現させ、教職員の定数拡大も県に対し
て要望してまいります。

③今後の
参考とす
るもの

14

　学校行事で、周辺が渋滞、近隣住民に迷
惑がかからないか。

　学校行事の際の渋滞については、極力発
生させないよう、十分な配慮が必要である
と考えております。また、安全を遵守した
うえで、規則的な駐車にご協力いただくな
ど、これまで各校で培ってきた駐車のノウ
ハウを生かし、運営することが考えられま
す。近隣の方々にもご迷惑がかからないよ
う、十分配慮してまいります。

③今後の
参考とす
るもの

15

　せっかく統廃合を行うのであれば中途半
端に行うのではなく、「この学校があるな
ら富岡市に住みたい」と子どもを持つ親た
ちが思うような素晴らしい教育環境の学校
を作ってほしいと思います。

　統合を学校活性化の好機として捉え、魅
力ある学校をつくろうとすることは重要で
あると思います。学校づくりには行政や教
員だけでなく、児童生徒や保護者の方々、
地域住民の皆様の力をお借りしながら教育
環境を整えていきたいと考えております。

③今後の
参考とす
るもの

16

　統合する年度の３年生について、クラス
編成は、生徒の精神状態がみだれないよ
う、クラスを変えることなく、移行すべき
と考えます。１年、２年についても同様と
考えるが、できることであれば、新しく入
学時から、クラス編成としてほしい。

　複数の学級がある場合、隔年や毎年のク
ラス替えが行われています。これはより多
様な友人との交流を通して、児童生徒の社
会的自立を促していくためです。クラス編
成につきましては、児童生徒の実態を踏ま
え、適切に行ってまいりたいと考えており
ます。

③今後の
参考とす
るもの

17

　学校生活や生活環境が変化することによ
り精神的に不安を抱える生徒も出てくるの
ではないか。スクールカウンセラーを配置
し、生徒がいつでも気軽に相談できるよう
な体制を整えてもらいたい。

　環境の変化は、児童生徒にとって大きな
問題であると考えております。スクールカ
ウンセラーの配置活用に加え、心の教室相
談員や教員による教育相談体制を生かし、
児童生徒が悩みを語れる環境を整備し、安
心して通える学校にしてまいりたいと考え
ております。

③今後の
参考とす
るもの

18

　子供の気持ちになってみると、自分のい
る学校に友達が増えるのは、少なかれ動揺
はあると思います。逆に新しい所に行く子
供にとっては、いろいろな面に対し大変な
事だと思います。
　人数が少なければクラス変えもないが、
多くなればクラス変えがあると思います。
もしイジメられている子供がいたらその子
をクラスを一緒にしないなどの利点があり
ます。
　人数が少なければ先生の話がいきとどく
と思いますが多ければなかなか先生の話が
子供達に伝わらない事もあると思います。

　「多様な人間関係を経験することで、
様々な価値観に触れることができる。」、
「自分には合わない人に対しても、うまく
付き合っていく術を身に付けていく。」こ
うしたことが児童生徒の社会的自立には必
要であると考えております。学校では社会
人となる上で欠かすことのできない資質に
つきましても高めてまいりたいと考えてお
ります。
　いじめへの対応や児童生徒への目配りに
ついては、大人数の教員がいることでのメ
リットもあります。学校の規模に応じて、
生かせるメリットを最大限に引き出してま
いりたいと考えております。

③今後の
参考とす
るもの



番号 提出いただいたご意見等の概要 教育委員会の考え方 反映結果

19

　複式学級が多くなるのは、教員も大変だ
と思うし、生徒にとっても望ましくない状
態であると思う。
　子どもには多くの人と関わることで、多
様な人間関係を構築していってほしいと思
う。人数が多ければ、それだけ自分と合わ
ない人が増える可能性があるが、そこも含
めて学習してほしいと考える。

　「多様な人間関係を経験することで、
様々な価値観に触れることができる。」、
「自分には合わない人に対しても、うまく
付き合っていく術を身に付けていく。」こ
うしたことが児童生徒の社会的自立には必
要であると考えております。学校では社会
人となる上で欠かすことのできない資質に
つきましても高めてまいりたいと考えてお
ります。

③今後の
参考とす
るもの

20

　地域の意見や願いを取り入れるコミュニ
ティースクールを構築することと、地域と
学校が遠くなる小学校などの統廃合は相反
するものではないでしょうか。

　適正配置が進んだ後の学校におきまして
も、地域住民の皆様のご意見を学校経営に
反映させていく必要があると考えておりま
す。そういった意味でも、適正配置後の学
校をコミュニティースクールとすること
は、積極的に考えてまいりたいと思いま
す。

③今後の
参考とす
るもの

21

　多様な人間関係を経験させるのであれ
ば、積極的な学校間交流も選択肢にあがる
のでは。

　積極的な学校間交流につきましては、児
童生徒の視野を広げるのに有効であると考
えております。適切な場面で取り入れてま
いりたいと考えております。

③今後の
参考とす
るもの



番号 提出いただいたご意見等の概要 教育委員会の考え方 反映結果

1

　地元に学校が無くなると増々地元離れが
進み若い人が戻ってこなくなる。過疎化が
進みさびしい。
（同様の意見　29件）

③今後の
参考とす
るもの

2

　再配置により特定の地域に人口が集中し
たり、極端な過疎地域が生じることも大い
に考えられますので、これまでの地域コ
ミュニティのカタチが変容してしまうこと
を前提に、行政区再編や公共交通機関の見
直しなども考慮した上で進めていただきた
いです。
（同様の意見　２件）

③今後の
参考とす
るもの

3

　保育園が廃園になり、小学校さえなくな
る地区は、若者も流出し、衰退の一途をた
どるでしょう。小さな子からお年寄りま
で、取り残しのないような行政のご配慮を
お願い致したく思います。

③今後の
参考とす
るもの

4

（吉田地区）
　持久走大会の際、沿道に保護者と、たく
さんのお年寄りが集まり、子供たちに声援
を送りました。
　高齢者にとって、このような機会がある
ことは、とても良いことだと思いました。
　また、児童との連携事業として、地元農
家の協力で、田植え～稲刈り体験を、毎年
行っております。
　このように高齢者の生きがい、子供たち
にとっても地元への愛着など、地域に小学
校があるメリットは大きいと思います。
（黒岩地区）
　今住んでいる地域では30年程前に小学生
が授業で作ったふるさと紙芝居があり、親
が作った物で地域学習をできる環境にあり
ます。伝統も受け継いでいると思います。
それを断ち切るような事はしないで欲しい
と思います。

　持久走大会や農業体験等の行事、各学校
における伝統につきましては、新小学校に
おいても図られるよう配慮しながら協議し
てまいります。

②盛り込
み済みの
もの

5

　まちなかが都会でもないのにコンパクト
シティに向かっていくのでしょうか？西エ
リアの拠点が全く無くなります。新中学校
４もおそらく高瀬にできるでしょう。市と
して西方面は切り捨てていく方針です　と
言っているように感じます。小・中の各１
校は残しても良いかと思います。

　新中学校４につきましては、現時点では
決まっていませんので、地理的要件等、
様々な点を考慮し、保護者、地域住民の皆
様と協議・検討してまいります。

③今後の
参考とす
るもの

地域・跡地利用・ＰＴＡ・子育連等について

　全国的に少子化が進む中、本市において
も児童・生徒数の減少による小中学校の小
規模化が進行しており、教育環境への様々
な課題が生じることが懸念されています。
　本基本計画（案）は、より良好な教育環
境を構築する観点から策定されていますの
でご理解、ご協力をお願いします。



番号 提出いただいたご意見等の概要 教育委員会の考え方 反映結果

6

　学校の跡地はどのようになるのか。（校
舎、グラウンド、プール）
　校舎に公民館や企業のテナントを入れた
り、地元に開放するなど有効活用してもら
いたい。活用の方法が決まったら、地元に
事前に示してほしい。
（同様の意見　20件）

③今後の
参考とす
るもの

7

　校舎の跡地利用について、従来からの市
の対応では、公共事業に公有地が充てられ
てきたが、これからは、人口増に繋がる施
策として、住宅団地の造成や企業誘致する
ことを要望する。
（同様の意見　２件）

③今後の
参考とす
るもの

8

　学校が閉校になった場合、残ってる校
舎・校庭の管理をどの様にしていくのか。
地域と協力しながら進めてみてはどうか。
（同様の意見　２件）

③今後の
参考とす
るもの

9

　使わなくなった校舎はどうなりますか？
普段子どもたちが遊んだり、また災害時に
は避難所指定されているところもあると思
うので、使わなくなったからといって放置
されてしまうのも困ります。

③今後の
参考とす
るもの

10
　地域と行政で跡地利用や地域振興につい
て協議を進めていく。そんな対応をお願い
したいと思います。

②盛り込
み済みの
もの

11

　残った校舎や公民館を使い地域コミュニ
ティーの拠点として地域住民、子どもたち
の居場所をつくる活動に力を入れていくの
も各地域を生かしていく一つの方策かと思
います。
（同様の意見　１件）

③今後の
参考とす
るもの

12

　地域説明会では、市有地や施設を大幅に
減らしていくとの話でしたが、今回は有効
活用するとなっています。管理費が問題な
ら、売却が基本ではないでしょうか。
　学校跡地は、過疎地域よりも市街地の学
校を廃校にした方が売却できる可能性が高
まります。市有地を減らす観点からその方
が良いのでは。

③今後の
参考とす
るもの

　学校の跡地については、市民の貴重な財
産であることから、地域住民の皆様および
庁内関係部署とも連携を図りながら、有効
活用を図ります。
　また、投票所や災害時における避難所と
して指定されてきたことから、個々の学校
跡地に係る地域住民の皆様の意見や要望を
十分に聞くなど柔軟な対応を行い、慎重に
方策を検討していきます。



番号 提出いただいたご意見等の概要 教育委員会の考え方 反映結果

13

　学校の統廃合の事を新聞誌上で初めて知
り、この度地域住民の意見を聞きたいとの
事ですが、誌上で発表の前に市民の意見等
を聞く又は、アンケート調査等をおこない
地区住民への説明理解をえてから計画案を
作成するべき。
（同様の意見　３件）

③今後の
参考とす
るもの

14

　再編計画案導入ありきではなく、保護者
や教職員の意見を充分に聞く機会を設定し
て欲しい。
　そして、誰にとって、適正規模、適正配
置なのかはっきりさせ、当該報告書をきち
んと示して欲しい。
　再編計画案は、国の指針に沿ったものと
思われるが、大切なことは、子どもたちの
ことを常に第一に考え、そして、重要と思
われる小・中学校の将来像や地域の街づく
りの議論も尽くして欲しい。

③今後の
参考とす
るもの

15

　小中学校の保護者、こども園の保護者
等、子育て世代に対して、アンケートを実
施すべきだと思います。
（同様の意見　３件）

③今後の
参考とす
るもの

16
　この様な重要な案こそ、住民投票をして
頂きたい。
（同様の意見　１件）

③今後の
参考とす
るもの

17

　適正配置協議会を立ち上げた際は、地
域、保護者の意見を尊重してもらえるよう
十分な協議時間を確保していただけますよ
うお願いいたします。

　保護者、地域住民の皆様と十分に協議し
て進めていきます。

③今後の
参考とす
るもの

18

　各小学校毎にＰＴＡ・子育連が設置され
ていますが小学校の統合に併せてＰＴＡ・
子育連の統合も必要と思いますがどうなる
のでしょうか。
（同様の意見　４件）

③今後の
参考とす
るもの

19
　地域の活動に子供たちが参加できるよう
に、各地域に「子供会」は残して欲しい。

③今後の
参考とす
るもの

20

　10ページ「６　配慮するべき事項　②」
において、「地域の子ども会の合同活動を
実施する」点については、「子ども会」は
地域組織のため、今回の計画で、主体的に
「取組みを進める」ことに対しては、「取
組みを後押しする」程度でよろしいのでは
ないでしょうか。

　ご意見のとおり、基本計画に反映しま
す。

①反映す
るもの

21

　学校を統廃合することによって、学校の
維持費、管理費も浮きますし、教員の数も
削減でき、コストの削減ができることは頭
では理解できています。
　しかし、そのために地域が犠牲になって
いくのも耐え難いです。複式学級を導入し
ているところもあると思いますが、そう
いった対策で少しでもコストを抑えなが
ら、現状の小中学校で乗り越えられたらと
思います。

　小規模校では、児童・生徒一人一人に目
が行き届きやすく、きめ細かな指導が行い
やすいというメリットがある反面、集団の
中で多様な考えに触れたり切磋琢磨する機
会が少なくなり、人間関係の固定化、複式
学級では、学習や集団活動における制約な
ど様々な影響を及ぼす恐れがあります。教
育委員会では、学校の適正化により、より
良い教育環境の整備と教育の質の向上を図
りたいと考えております。

③今後の
参考とす
るもの

22
　小・中学校適正配置基本計画の実行にあ
たり、必要となる費用はどの程度か。
（同様の意見　２件）

　約100億円を想定しています。 ⑤その他

　今後は各学校において説明会を開催し、
意見交換をさせていただきます。
　その後、各学校ごとに適正配置協議会を
立ち上げ、適正配置に向けた課題等の整理
を随時行います。当該校の保護者、地域住
民の皆様が適正配置について承認していた
だいてから、適正配置に向けた合意形成を
図っていきます。
　児童生徒を第一に考え進めていきますの
で、ご理解、ご協力をお願いします。

　アンケートや住民投票の実施について
は、保護者や地域住民の皆様との話し合い
を重ね検討していきます。

　ＰＴＡ・子育連活動につきましては、区
長やＰＴＡ、子育連等の地域や保護者の代
表で構成した適正配置協議会で協議し進め
ていきます。



番号 提出いただいたご意見等の概要 教育委員会の考え方 反映結果

23
　障害のある児童生徒には、特段の配慮を
お願いしたい。

　障害のある児童生徒につきましては、バ
リアフリー化する等で対応をさせていただ
きます。

③今後の
参考とす
るもの

24

　早急に事業が完結するに越したことはあ
りませんが、中長期に渡る場合、市長選や
市議会議員選を受け、その時々の政治状況
の変化で方針変更がないよう、大局に立っ
た継続的で一貫した政策実現を望みます。
（同様の意見　３件）

　今後も教育委員会として、保護者、地域
住民の皆様と協議を進めてまいります。

⑤その他

25
　この時期の発表はおかしい。区長交代時
期を意識しているのではないか。

　基本計画（案）が策定された時期での公
表ですので、区長交代の時期は意識してお
りません。

⑤その他

26
　市長の使命とする「すべての市民の目が
輝く富岡づくり」や「ひときわ輝く町富
岡」を目指すことと　逆行しないか。

　次代を担う子どもたちのことを第一に考
え策定した基本計画（案）ですので、ご理
解をお願いします。

⑤その他

27

　今年４月から保育所が無くなり、子供た
ちは幼い時期に保育環境を変わる経験をし
ました。大人でも大変なのに先生、友だち
との関係を築くのに辛い思いをさせまし
た。ちょうど、その子供たちが小学校中学
年の頃に、また同じ思いをするのかと思う
と、心配です。保育や学習の場の保障をお
願いします。

　子どもたちのことを第一に考え、保護
者、地域住民の皆様のご意見を伺いながら
進めてまいります。
　ご理解、ご協力をお願いします。

③今後の
参考とす
るもの

28
　財政面も大切だが、今後の日本を背負う
人材の育成を考えて欲しい。

　次代を担う子どもたちのために策定した
基本計画（案）ですので、ご理解、ご協力
をお願いします。

②盛り込
み済みの
もの

29

　平成30年12月から平成31年１月にかけて
の地区別意見交換会があったのも知りませ
ん。せっかくこの様な場所をもうけるなら
通知（学校や保育所、対象になる世帯）へ
出してくれるとありがたいと思います。

　今回のパブリックコメントの実施にあた
り、市内小中学校（17校）、こども園等
（17園）の全世帯に通知を配布し、公民館
等の市有施設でも、チラシの設置やポス
ター掲示を行いました。また、広報とみお
か、とみおかインフォメールでも周知させ
ていただきました。

⑤その他

30

　町おこしの為に、頑張っている人達や移
住支援（子育てや、すまい）などで移住し
てきた人に、もうし訳なくないのか？

　子どもたちの教育環境を整備し教育環境
の充実を図るという視点からの基本計画
（案）ですので、ご理解、ご協力をお願い
します。

⑤その他
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　安心して子どもを生み育てることのでき
る環境づくりのため、富岡市子育てガイド
ブックを発行し、妊娠・出産期から各年齢
期に応じた情報を提供しています。また、
インターネットでは富岡市子育て支援サイ
ト「子育てナビ」を運用して、情報提供に
努めています。
　主な事業の概要は下記のとおりです。
〇結婚前
　移住促進奨励金…定住を目的に住宅を取
得する市外からの移住者に対し、最大150万
円の奨励金を支給します。
〇結婚後・出産前
　不妊・不育症治療費の助成…治療費の自
己負担額の２分の１以内で、年額20万円を
上限に助成します。
〇出産後・育児中
　医療費無料化…福祉医療費受給資格者証
を交付することにより、中学校卒業までの
子どもの医療費を無料化しています。
　産後ママサポート…自宅で育児や家事の
サポートを１時間当たり150円で行います。
　産後ケア…産後３か月未満の育児や体調
に不安がある母に、育児相談や休養の場の
提供等の支援を行います。
　親と子のスマイルサロン…あい愛プラザ
で、３歳未満の乳幼児と親が気軽に情報を
受け、コミュニケーションをとり、相談で
きる場所を提供しています。
　子育て支援センター…市内17ヶ所のこど
も園等内で、子育て中の親子の相互交流や
育児不安を相談できる機会を提供していま
す。
　ファミリーサポートセンター…子育ての
手助けをしてほしい親、それを手助けでき
る人が各々会員登録し、必要に応じて、手
助けできる人の家庭が子どもを一時的に預
かる事業です。その調整を担う事務局があ
い愛プラザに設置されています。
　幼児教育・保育無償化…原則３歳児以上
のこども園等の利用者負担額を無償化して
います。
　第３子以降の保育料無料化…18歳未満の
児童が３人以上いる場合、第３子以降の利
用者負担額を無料化します。
　病後児保育…病気やけがの回復期にある
子どもの保育を、一峰こども園の専用保育
室で実施します。
　放課後児童クラブ…市内14ヶ所（各小学
校区全てにあります）で、昼間仕事等で親
が家庭にいない小学校児童の保育を行いま
す。
　よもぎ教室…富岡市勤労者会館の敷地内
にあり、学校に登校できない小中学生が、
学校復帰のために、生活リズムづくりや学
習、仲間との交流等の活動をしています。
　学校給食費の補助…18歳未満の子どもが
３人以上いる場合に、２人目以降の給食費
を補助します。

31

　合併、合併と言いますが、十数年後に中
学校小学校、人数がこれくらいです！と
減っていくのは分かり切っていて、増やす
対策を練らず、ただの人員削減。もっと子
供の成長する”適正”な環境を心で考える
べき。
　子供の多い家庭をもっと優遇しては？小
学校や中学校は、クラスの人数が少ないな
りにメリットもたくさんあります。先生の
目は行き届くし、いじめや派閥も少ない。
大人になってから困る？もっと僻地で少人
数で育つ子だっています。高校や大学に入
り、働けば、いくらでも試練はあります。
幼い頃は、心豊に、のびのびと、育ってく
れることが、親の願いです。校舎建設では
なく子育て支援（出産祝い金等）に全力を
お願いします。

⑤その他


