（仮称）見初・神原校区の新しい学校づくり準備委員会の開催内容の概要
この準備委員会は、平成２４年３月の第６回宇部市立見初小学校の適正配置に係る
関係校区協議会の『見初小学校と神原小学校を統合に向け協議していくため、両校区
に「（仮称）見初・神原校区の新しい学校づくり準備委員会」を設置する。なお、岬
小学校は単独で存続する。』という結論に基づいて設置されたものです。
見初小学校、神原小学校の両小学校については、
「（仮称）見初・神原校区の新しい
学校づくり準備委員会」を設置し、平成２４年１０月２４日から協議を行っています。
開催経過については次のとおりです。
≪第１回（仮称）見初・神原校区の新しい学校づくり準備委員会≫
日時

平成２４年１０月２４日（水）１８時３０分～２０時２０分

場所

宇部市勤労青少年会館

内容

・委員に委嘱状の交付を行いました。

集会堂

・第１回準備委員会の出席者は委員１８人（欠席委員２人）、見初小学校長、
神原小学校長、神原中学校長、市教育委員会事務局７人。
・会長、副会長については、両校区からそれぞれ選出することは決定しま
したが、具体的な選出については次回以降に行うことになりました。
・
「宇部市立見初小学校の適正配置に係る関係校区協議会」の結論に基づい
て、準備委員会が設置された経過を説明しました。
・協議の内容等は、「（仮称）見初・神原校区の新しい学校づくり準備委員
会だより」を見初・神原両校区の全戸に配布してお知らせすることにな
りました。
・校区の方などが意見を述べたい場合は、準備委員会に文章で提出しても
らうことになりました。
委員の主な発言要旨
・両校区が対等な立場で統合に向けて協議していくというのが「宇部市立
見初小学校の適正配置に係る関係校区協議会」で協議されている。
・
「宇部市立見初小学校の適正配置に係る関係校区協議会」の結論について、
ある程度コンセンサスを持ってこの会議が開催されたと思っていたが、
そうではないように感じる。
・神原校区は、統合よりも一刻も早く校舎の耐震補強を行ってほしい。

・見初小学校の子どもたちの教育環境を整備するということで「宇部市立
見初小学校の適正配置に係る関係校区協議会」の協議を進め、終了した。
神原校区の保護者の皆さんからすると何故なのかと思うところがあるの
で、準備委員会委員が意見を出して、教育委員会が意見をまとめた形で
出していくことが大切だと思う。
・将来の子どもたちのために考えていきたい。

≪第２回（仮称）見初・神原校区の新しい学校づくり準備委員会≫
日時

平成２５年２月１３日（水）

場所

宇部市勤労青少年会館

内容

１８時３０分～２０時００分

集会堂

・第２回準備委員会の出席者は委員１５人（欠席委員５人）、見初小学校長、
神原小学校長、市教育委員会事務局５人。
・事務局から、第１回委員会以降に神原校区内の自治会で開催された住民
意見交換会などの経過について報告しました。
・事務局から、見初小学校と神原小学校の統合（案）として３つの案を示
し、それぞれの案のメリット、デメリット等について説明しました。
・教育委員会では、子どもたちの安心安全な教育環境を確保するため、平
成２７年度までに学校施設の耐震化率１００％をめざして取り組んでい
ることから、両小学校の統合についての準備委員会の協議を平成２５年末
くらいまでに結論を出す必要があることを説明しました。
・３案について委員の推薦団体等で意見を聞いていただき、次回の準備委
員会で協議することお願いしました。

委員の主な発言要旨
・３つの案の中で選択するより、一番重要なのは古い校舎で耐震化が行わ
れていない神原小学校の現状である。このことが最重要な課題だと思う。
・子どもたちのことを考えたら、ます、安全な教育環境を確保してほしい。
・統合の協議よりも、神原小学校の耐震化を早く行ってほしい。
・見初小学校は現状のままで統合の必要はない。
・耐用年数を考えると、神原小学校は耐震補強ではなく新築は考えられな
いか。
・統合の協議は耐震化と並行してできないか。平成２５年度に準備を進め
ないと平成２７年度に間に合わない。

見初小学校の適正配置における統合（案）
児童生徒数がピーク時の約３分の１に減少する中、教育委員会では、子どもたちのより良い学習環境を整備していくという教育的な視点、及び市民と市が
協働して取組んでいく視点から、「宇部市立見初小学校の適正配置に係る関係校区協議会」を設置し、協議を行った結果、「（仮称）見初・神原校
区の新しい学校づくり準備委員会」を設置し、統合に向けた協議を行うという結論になりました。
見初小学校と神原小学校の統合による新しい小学校については、次の３案が考えられます。
形態

設置場所等
見初小学校
(校舎建築年

新設
小学
校

対象校
見初小学校

児童数等
Ｈ30 予測

メリット

デメリット

・両校区の児童が、より大きい集団の中で学習が進められる。

・学校区が拡大するため安全面の体制の再

(Ｈ30 予測

合計４０４人

Ｓ57～58 年

１２４人)

一人当たりグ

・１小１中の小中連携教育がより充実できる。

グランド面積

神原小学校

ランド面積

・小中学校の乗り入れ授業の回数が増やせる。

２８㎡

・学校区が拡大することにより、地域の多様な人材の支援が受

11,370 ㎡)

(Ｈ30 予測
２８０人)

神原小学校

見初小学校

けやすくなる。
Ｈ30 予測

(校舎建築年

(Ｈ30 予測

Ｓ38～42 年

１２４人） 一人当たりグ

グランド面積
9,482 ㎡)

神原小学校
(Ｈ30 予測

また、人間関係に広がりが生まれる。

合計４０４人

・ＰＴＡ活動等において、役割分担により保護者の負担を分散
しやすい。
・見初校区の児童がクラス替えを体験できる。

ランド面積
２３㎡

見初小学校
一体 (校舎建築年

１２４人） 総合計５８７

携校 グランド面積
12,979 ㎡)

Ｈ30 予測
一人当たりグ

・教職員同士が互いに交流し学び合うことで、９年間で児童生
指導面の改善につながる。）

ランド面積

・地域とのかかわりや連携がより深まる。

２８０人)

２２㎡

・ＰＴＡ活動等において、役割分担により保護者の負担を分散

(Ｈ30 予測
１８３人）

神原校区 最長 1.8km ⇒ 2.2km
・学校区が拡大するため安全面の体制の再
構築が必要となる。
・児童の通学距離が現在より長くなる地域

・学校区が拡大するため安全面の体制の再
構築が必要となる。

徒を育てるという意識が具体化できる。（⇒学力の向上、生徒 ・児童の通学距離が現在より長くなる地域

(Ｈ30 予測
神原中学校

見初校区 最長 1.2km ⇒ 同左

見初校区 最長 1.2km ⇒ 2.2km
・中１ギャップの解消や不登校の減少が期待できる。

(Ｈ30 予測

中連 年

が出てくる。

神原校区 最長 1.8km ⇒ 同左

施設 神原中学校

神原小学校

・児童の通学距離が現在より長くなる地域

が出てくる。

２８０人）

型小 Ｈ５,７,８

構築が必要となる。

しやすい。
・９年間を見据えた継続的・系統的な学習を進めることができ
る。

が出てくる。
見初校区 最長 1.2km ⇒ 2.5km
神原校区 最長 1.8km ⇒ 2.6km
・体育館や運動場などの体育施設が小中共
同利用になり、学校活動に一定の制約が
生じる場合がある。

・教員が９年間の子どもの学びを意識した指導を進めることが
できる。

※ 児童通学最長距離は、各学校から校区内の最も遠い地点（海岸側の工場地帯を除く）までの直線距離を１.５倍したものです。

≪第３回（仮称）見初・神原校区の新しい学校づくり準備委員会≫
日時

平成２５年８月２２日（木）

場所

宇部市勤労青少年会館

内容

１８時３０分～２１時１０分

集会堂

・第３回準備委員会の出席者は委員１１人（欠席委員９人）、見初小学校長、
神原小学校長、神原中学校、市教育委員会事務局５人。
・事務局から、第２回準備委員会以降に、神原小学校の保護者説明会を開
催したことなどの経過報告を行い、見初小学校と神原小学校を統合する
場合の新しい学校の設置場所として３つの案について意見を求めました。
・見初校区の数名の委員から、「小中学校施設一体型で統合してもよい。」
という意見が出されました。
・神原校区では、
「神原小学校の保護者アンケートの結果から、ほとんどの
方が今の場所で単独で校舎の耐震化か新築を望んでいる。」という意見が
出されました。出席委員の全員からは、
「統合については準備委員会で決
まらないので、教育委員会が統合について方針を示して地域の理解を求
める方法を行ってほしい。」という意見が出されました。
・これらの意見を教育委員会に報告し、教育委員会の考えを次回準備委員
会にお示しすることになりました。なお、教育委員会は、平成２７年度
での学校施設の耐震化率１００％をめざして取り組んでおり、そのため
にも、平成２５年末までに結論を出す必要があることを説明しました。

委員の主な発言要旨
・少子化で児童数が減少し将来的には統合を考えないといけないので、検
討はしていただきたい。
・統合した場合の施設や学校運営について、もっと詳しい資料や説明が必
要。
・神原小学校の保護者アンケートでは、単独校のまま早急な耐震工事を希
望する意見が６３％ある。
・神原中学校で小中一貫校になった場合、小学校低学年の通学路の安全対
策に課題がある。
・小中連携校は中１ギャップにメリットがあると思うが、幼稚園から小学
校へはどのように考えているのか。通学距離が長くなると支障はないか。
・校舎が古く耐震化は一時的なものなので、先を考えて新築してほしい。
・教育委員会として宇部市の方針を強く提示して、各校区の理解が得られ
るように努力してほしい。
・準備委員会では統合の協議ではなく、統合を前提に協議をするべきでは
なかったか。
・クラスマッチができるように、クラス替えができる規模の学校に行かせ
たい。

≪第４回（仮称）見初・神原校区の新しい学校づくり準備委員会≫
日時

平成２６年１月１０日（金）

場所

宇部市勤労青少年会館

内容

１８時３０分～２２時２０分

視聴覚室

・第４回準備委員会の出席者は委員１４人（欠席委員６人）、見初小学校長、
神原小学校長、神原中学校、市教育委員会事務局５人。
・第３回の準備委員会で「統合については準備委員会で決まらないので、教
育委員会が統合について方針を示して地域の理解を求める方法を行って
ほしい。」という意見が出されたことから、教育委員会ではアンケート調
査を実施することとしました。
・３つの統合案のうち教育委員会の考え方として「神原中学校の敷地を活用
した、施設一体型小中連携校」で統合する案が、子ども達の教育にとっ
てより良い選択だと考え、両小学校の保護者へアンケート調査を実施し
ました。
・保護者アンケートの結果、賛成が反対を上回まわっていることを報告し、
意見を求めました。その結果、準備委員会は「神原中学校の敷地を活用
した、施設一体型小中連携校」の教育委員会の考え方を追認して、準備
委員会は協議を終了することとなりました。
・今後は、新しい組織で統合の協議について進めて行くことになりました。

委員の主な発言要旨
・前回のアンケートは、見初小学校、神原小学校、神原中学校３校の保護者
に実施している。今回のアンケートも神原中学校の保護者に実施してほ
しかった。
・小中連携教育のデメリットの説明が少ない、アンケートの方法に疑問を感
じる。結果について冷静に解析しないといけない。
・見初小学校の児童数の減少が問題になり適正配置の協議を始めた。これま
で４年間協議を進めているのに振り出しに戻ることは望ましくない。
・施設一体型について、保護者がイメージしやすい具体的な説明が必要。
・協議する中で通学方法などの問題を考えて行けばよい。
・第３回では、統合について準備委員会で決めるのは難しいので、教育委員
会に方針を示すよう求めた。その結果、教育委員会がアンケートを実施
している。
・準備委員会は、教育委員会の考えについて追認して、役割を終わろう。

見初・神原校区の新しい学校づくりに係るアンケート調査結果について
第３回の準備委員会で「統合については準備委員会で決まらないので、教育委員会
が統合について方針を示して地域の理解を求める方法を行ってほしい。」という意見
が出されましたので、教育委員会の考え方について意見を聞くため、見初小学校と神
原小学校の保護者へ１０月下旬にアンケート調査を実施しました。
[教育委員会の考え方]
下記の点から統合案のうち、神原中学校の敷地を活用した「施設一体型の小中連
携校」の案が子どもたちの教育にとってより良い選択だと考える。
記
・宇部市立見初小学校の適正配置に係る関係校区協議会の結論が、子どもたちの
より良い学習環境を整備していくという教育的な視点から、見初小学校と神原小
学校を統合に向け協議していくこと
・教育委員では、小中連携教育を重点的取組の一つとして推進していること
・見初校区の数名の委員から、「小中学校施設一体型で統合してもよい。」という
意見が出されたこと
① 教育委員会の考え方に賛成する
見初小学校

② 反対

③ どちらともいえない

配布数９２、回収率８８.０％
③どちら
ともいえ
ない

回答

①賛成

②反対

計

回答
数

３６

１８

２７

８１

比率

44.5%

22.2%

33.3%

100%

③どちらと
もいえない

33.3

①賛成

44.5

②反対

22.2

神原小学校
回答

配布数２３０、回収率８２.２％
①賛成

②反対

③どちら
ともいえ
ない

計

回答数

７０

５８

６１

１８９

比率

37.0%

30.7%

32.3%

100%

③どちらとも
いえない

32.3
②反対
30.7

①賛成

37.0

