
質問
事項

学年 自由記述内容 項目

２年 　説明会をやってから、アンケートをとるべきだと思います。
アンケート
の取り方

５年 　説明会をやってからアンケートをとるべきだったと思います。
アンケート
の取り方

４年
　保育所から中学校卒業まで１クラスで同じメンバーになるのは、うまくいかなくなってしまった子が
いた場合、逃げ場がないと思うので、どうにか２クラスにならないかと懸念しております。

学級の人数

６年 　１学年があまりにも少なくなるのは良くないと思います。１０人以下。 学級の人数

５年
　白子町は子育てするには全く適していない。（駅がないので通学に不便。子どもが遊べる公園、施
設がない。買い物も町外へ行かないと用が足りない。）子育てを白子でしたいと思えるような町づく
りしないで、ただ、子どもが少ないと言っているだけでは無意味。もっと、町は真剣に取り組むべき。

環境整備

６年
　今の現状で、校数を減らすのはリスクを伴うと思われます。また、白子町で人口が減少しているの
なら町の活性化を図るべきと思われます。広告、宣伝、また、子どもたちが有意義な生活ができる
町づくりをしていただけると幸いです。

環境整備

２年

　１クラスだとずっと、同じメンバーで６年間過ごすので、人間関係がいつも同じになってしまうので、
統合して２クラスにしてクラス替えがあった方が良いと思います。
　スクールバスまたは、送迎を可として、安全面にも配慮していただきたく思います。
　我が家は、積極的統廃合の意見に大賛成です。１年でも早い時期にお願いしたいです。

クラス替え
スクールバ
ス

１年
　私たちのように他から来た者にとっては、子供の受け皿が少なくなるのは、町の魅力が減るように
感じます。逆に学校や保育所があって仕事に行ける距離に会社があれば、町に住む選択肢になる
と思います。

校数の維持

６年
　いずれ、統合は避けられないと思うが、現在の校舎を利用して費用を減らして欲しい。また、跡地
は、避難場所としての機能は保てるのか。廃校となり、正門が施錠され、避難できないところが他地
域にあるが、白子は海も近いので、そうなると非常にキケン！

施設の設
置・利用

１年
　学校の数を減らして設備を集中させることにより、より安全で充実した施設の構築にも期待した
い。

施設の設
置・利用

５年
　配置場所は、津波の被害や不安回避のためにできるだけ海岸から離れた土地に設置するべきだ
と思う。その際は、必ずスクールバスを設けること。保育所も合併してほしい。

施設の設
置・利用

年中
　津波などの災害時を考えたとき、既存の学校に統合するとしても、新しい学校を建てるにしても、
海岸より遠い場所にしてもらいたいです。

施設の設
置・利用

未満
　一つに統合した場合、遠い児童はスクールバスなどを考えた方が良いと思う。また、今の校舎が
使えるのであれば、再利用すればよいと思う。もちろん、中を必要な設備など、リフォームはよいと
思うが、やたらと新しい建物をつくる必要性は感じません。

施設の設
置・利用

年長
　たくさんの友達と過ごせることはとても良い経験になると思うのが、トラブルも多くなると思うので、
そこは心配です。

児童数

１年

　統廃合によって１学年が増え、１クラス３５人、４０人のクラスとなって目がいきとどくのか。
　たくさんの子がいる中で、クラスの子が複数人、支援を必要とする子がいると、クラス運営が困難
になるのではないか。サポートの職員をたくさん確保できるのか。

職員の確保
と質の向上

３年 　生徒に向き合うための教職員セミナー等の実施及び強化を図ってほしい。
職員の確保
と質の向上

１年 　遠距離になる場合、スクールバスの導入を検討するべき。 スクールバス

２年 　場所によっては、遠くなる方もいらっしゃると思うので、通学バスは必要になると思います。 スクールバス

５年
　３校を統廃合することで、学校までの距離が遠くなってしまう家庭がたくさん出てくるので、スクー
ルバスなどを利用して、安全に通えるように配慮してほしい。

スクールバス

未満
　３校統合となると、学校までの距離が遠くなる人もいると思うので、通学バスが必要になるのでは
ないかと思います。

スクールバス

（４）の自由記述欄（白潟小学校・白潟保育所）

（４）その他、小学校適正配置について、ご意見がございましたら、ご記入ください。



４年

　統廃合は、子供たちにとっては、良い方向にあるのではと思います。ただ、小学校は、その地域の
避難場所などにもなっていたりするので、どうやって、そのあたりをフォローしていくのかを考える必
要があると思います。近隣の町でも統廃合された小学校があるので、そういった町に実際に統廃合
後の現状の意見や感想などを聞いてみてはと思います。

地域の拠点

年中
　統合により、児童数が増えるのは、とても良いと思う。しかし、通学時間や距離が長くなる場合も出
てくると、いろいろ心配事も増えると思う（徒歩での通学ができる距離じゃない場合はどうするか
等）。

通学方法

年長
　単純に児童数が少なくなったから小学校をまとめてしまおうという話ではなく、通学距離や登下校
の手段について安全性や子どもの視点に立った問題を解決することを忘れずに進めてほしいで
す。

通学方法

年長

　統合はやむを得ないと思っていますが、通学手段の不安があります。スクールバスになると最近
も起こりました閉じ込め事故への不安がかなりあります。かといって、現在も送迎を家族がしてい
て、歩いている子はほとんどいないため、自分の子だけ歩かせるというのにも不安があります。うち
の子も入学したら送らざるを得ません。近所に歩いている子がいないので、。上記にも書きました
が、統合しても少人数２０人程度のクラスを望んでいます。少人数であれば、コロナ禍の分散登校も
なく、普段の生活でも先生の目が行き渡り易くなるのではないかと思っております。

通学方法

４年
　児童数が少ないので、白潟・南白亀・関の３校にこだわる必要はないと思います。
　１学年１クラスの状況にも利点と欠点があります。統廃合されることで、子どもたちに大きな利益が
得られる状況を作り上げることができれば、良いと思います。

統合の利点

年中
　統合する場合の明確な理由を知りたい。人数減少が理由ならば、もし、子どもが増えた場合はど
うするのかも知りたい。メリット・デメリットをあげ、十分に話し合う機会や意見を伝える場がほしい。

町の方針
説明

年長

　本件の目的「将来の望ましい教育環境のあり方を見いだすこと」に対する具体的な町の考え方、
適正とは何を以て適正とするのか、町の方針を理解したい。
　アンケート協力についての説明が不十分で現状理解していない。法令上、適正規模に満たない学
校でも、今運用が成立しているなら、現状維持を希望。

町の方針
説明

年少
　小学校適正配置も大切かと思いますが、それよりも前に少子化対策への具体的な取り組み、成
果、見直し等を積極的に行い、子どもを増やす・減らさないことが重要だと思いますので、その調査
やアンケートを実施してください。

町の方針
説明

３年
　小学生から中学生になるにあたり、中学校という新しい環境で他校の人と新たにかかわり「友達を
つくる」という過程を味わわせることが、今後、大人になって社会に出る際に力になると思います。

友人関係

５年

　小中同じメンバーで代わり映えのない状況は子どもにとってどうなのか。１学級の児童数が増える
といっても、２クラス程度。人間関係の問題が一番心配。
　統廃合するにしても、そうならないとしても、子どもが生活しやすい町でなければ転出を考える。今
後、どんどん若者は町から出て行き、人口は減少する。町全体でよく考える必要があると思う。

友人関係



学年 自由記述内容 項目

4
　子どもたちにとって、少しでも良い環境にしていただきたい。雨漏りする校舎は問題がありすぎると
思うので、これを機に、統廃合すればよいと思う。同じ長生郡市の市町村を見習うべきだと思う。 環境

4
　偏った意見で適正配置を決定しないでいただきたいです。子どもの安全を第一に慎重に決めて欲
しいです。統廃合した場合、今よりも環境や質が良くなることを願います。

環境

6
　意見とずれるかもですが、町として、もっと積極的に定住者促進をアピールしてほしいです。空き家
もたくさんあるので、空き家バンクとか。

環境

5

　統廃合に関する話し合いの結果が地域住民まで下りてきません（会議は公開されているのかもし
れませんが、傍聴できる方は限られています。）。話し合いの結果・情報は住民説明会を通して、住
民と行政で共有してほしいと思います。
　また、学校の統廃合について議論するのであれば、統廃合の空き公共施設としての活用方法も地
域住民と平行して話し合っていく必要があると思います。

施設の活用
説明

5

　白子中の敷地内または、隣接地に小中が連携できるような施設がよい。地区から小学校がなくなる
ということは、大変な問題であり、住民の理解が必要である。遠距離通学となるので、通学バスが必
要。
　給食センターも一体が良い。茂原市の本納地区の移行は少し強引な感があった。白子町は気をつ
けて欲しい。

施設の活用
通学方法

2
　現状を変えることは、子どもに負担がかかりそうです。少人数で先生方に見ていただいた方が、安
心です。

児童数

2
　教員数（児童数に対しての）が減ってしまわないかが心配。
　支援学級の体制充実（発達障害児、年々増加傾向です）。支援員の充実。

指導体制

3 　統廃合をすすめ、学力向上の取り組みも進めて欲しい。 授業

4

　白子町に小２で移住してきました。都会の受験が必須の状況から逃れて、親子共々のびのび過ご
せて本当に良かったと思っています。全学年１クラスの一体感、先生との距離の近さ、クラス替えなく
進級するリラックスした子どもたちの様子。そういう普通のことがなかなか得られない世の中ですの
で、大切にして欲しいです。教育を大切にしなければ、未来はないと思います。

授業

4 　法令上、学校規模の適正化についての詳しい説明が欲しい。 説明

6
　こんなアンケートを実施するなら、前町長が行っていた町長と語る会を実施して、保護者の意見を
聞けば良いのではないか。もっと、住民目線で行った方が良い。

説明

1 　統廃合した際の登下校の方法について考えてくださるとありがたい。 通学方法

1
　場所によっては、歩いて通うのが困難になるため、その点の問題が不安。その他は、早ければ早
いほうが良い。

通学方法

2
　統廃合した場合、自宅から学校が遠くなると考えられます。子どもの登下校が心配です。両親とも
仕事をしているので、迎えに行くのが大変になりそうです。必ず、学童のようなものをつくって欲しいで
す。

通学方法

3 　通学的にバス出して欲しい。 通学方法

4
　３校の統合ではなく、２校を残し、少人数の学校を距離により割り振り、児童数を増やす。距離によ
り選ぶので、通学の負担を減らせる。距離にもよるが、通学バス等もあると尚可。

通学方法

6 　現在通う学校では、歩いて行くことができますが、それ以外では、どのような通学手段になるのか。 通学方法

6 　バス通学になった場合、バスでの乗降の確認をしっかりしていただきたい。 通学方法

3

　統合した場合、学校の場所や通学方法はどうなるのか。スクールバスがでたとしたら、乗車・降車
の場所はどうするのか（最近、幼稚園の降車確認ミスで子どもの事故があったため、心配です。）。
　統合の際、子どもたちの授業の進捗は、統一されるのか。統合の場合、クラスはどうなるのか（人
数の少なかった学校の子どもは新しい場所で、不安の中、今まで一緒にいた友達と違うクラスになっ
た場合、さらに、不安を与えるのではないか。）。統合の場合、災害のとき避難場所が学校の人は、
廃校を避難場所とするのか。避難場所が変わらない場合、学校は管理されているのか。

通学方法
友達関係
施設利用

5
　３校統合するならば、保育所卒園後から１つの小学校に入学する方が、スムーズにいくと思う。途
中から一つにするのは、子どもたちにも影響がでると思う。

統合の方法

5
　中学校と一緒が良いと思う。みんな自分が通っている学校が良いだろうし、不公平にならないよう
に。

統合の方法

6
　石井町政における柱となる施策かと思いますが、石井町長が退任された後、新町長が１８０度言い
出す可能性がないとはいえません。子どもたちが町政で、振り回されることがないようお願いしたいと
思います。

方針の一貫
性

（４）の自由記述欄（南白亀小学校・南白亀保育所）



学年 自由記述内容 項目

年少 　統廃合後の建物、跡地の活用がどのように検討されているのかを知りたいです。 跡地利用

2

　単学級より複数の学級があった方が先生方が学年で相談でき、指導の質が向上する。
　６年間、同じメンバーだとつらい思いをする子がいる。
　活気が出る（行事等に）。１校にすれば、そこだけ設備を充実させれば良い。
　職員が多い方が、いろいろなことに対応できる。

学級数
友達関係
施設充実

2
　小規模校は、子どもたち一人一人に目が行き届きやすく、昔から、とても安心していました。人口減
少、出生数低下があるなら、町として、もっと、育児のしやすい町、手当など、考えてくれるとうれしい
です。空き家バンクもずっと一緒、もっと、住みやすい町になると良いです。

環境

2
　小学校の人数は、減っていることは確かですが、まず、小学校を統合することよりも、「白子町で子
育てをしたい。移住してみたい。」と思ってもらえるような町づくりをすることが先ではないでしょうか。
白子町で育てづらいと子育てを始めてから感じることはたくさんあります。

環境

3 　他の学校の子どもたちの特色があまりに違いすぎるので、あまり一緒にしてほしくありません。 環境

年長
　心配なのは、いじめ問題。統合により、9年間同じメンバーで過ごすわけだが、クラス替えや複数の
教員配置で対策はしっかりとってもらいたい。また、スクールバスの運行で、昨今の園バスに園児取
り残し事件などがあるが、しっかり、対策と制度を決めた上での決定を望む。

環境
通学方法

2 　白子町の中央付近で、茂原寄りがいいですね。子どもたちが災害にあいにくい場所がいいですね。 施設充実

2

　統合したときの校舎は、南白亀を予定していると噂で聞いています。今、関なので地震が起きて津
波が発生したとき、今より海が近くなってしまうので心配です。統合されたときに、子どもたちの安全
を考えていただきたい。（例えば、統合される学校近くに避難タワーをつくるとか。屋上の避難では厳
しいと思います。）こちらも考えていただければ、統合に賛成です。

施設充実

年中 　できるだけ、設備の良い学校を残してほしい。 施設充実

5

　統廃合後の学校の場所に関して、小中一貫という名目で中学校のところに小学校を設置すると
なってしまった場合、とても不安を感じる（別の場所ならまだしも）。小中一貫といって、グラウンド（遊
具がない、少ないという問題）や教室の使い勝手など問題が多いと感じる。他の地域（統廃合した）
のメリット、デメリットを十分に調べてほしい。

小中一貫校

6 　津波の被害対策と避難所の確保の観点から、関地区に学校設置を希望する。 設置場所

年長

　白子町は海に面しているため、津波については十分配慮して、学校の場所を検討していただきた
い。子どもたち、保護者、地域住民が安心して通学・活用できる場所に学校を設置することを切望し
ます。
　統合した場合は、地域の人材を活用するなどして、多様化する子どもたちのニーズに合った支援を
充実させ、落ち着いて学習活動に取り組めるようお願いいたします。家庭・地域の教育力の向上を願
います。

設置場所
地域コミュニ
ケーション

1 　適正配置がどういうものなかかもわからない。 説明

1
　今まで、少人数で過ごしてきた子どもたちを突然適正人数にし、目が行き届かなくなることでの子ど
もの気持ちなども考慮してほしい。

説明

1 　委員会、先生方、保護者、地域の方々の意見だけでなく、子どもたちにも意見を聞いてもらいたい。 説明

2
　いろいろな面で負担がでるはずで、それがなく、今までのようにできるのであれば、問題は無いと思
う。ただ、優先されるは、子どもたちでなければならない。

説明

5
　全国的に少子化はさけられない問題なので、流れにまかせて柔軟な対応は必要不可欠だと思いま
す。様々な問題をクリアする必要があるかと思いますが、個人的には、統廃合も視野に入れて考える
のも意味があると思っています。

説明

6
　学校というのは、教育だけでなく、地域コミュニケーションの核となっている。それがなくなるのは、
地域、町の衰退につながります。だから、人口を増やす取り組みを町で考え、実行し、町の活性化に
つなげるようにしてもらえると、これらの問題は改善されていくと思います。ご検討ください。

地域コミュニ
ケーション

（４）の自由記述欄（関小学校・関保育所）



2

小学校が統合されたら、スクールバス登校になると思うが、集団登校によって近所のこと知り合いに
なったり、異学年との接し方を知ったり、交通安全に気をつけることを学んだり、良い点も多かった。
（もちろん、近年では、事件事故や少子化で集団登校が難しい状況もあるが・・・）保護者としても、近
所の方と知り合いになる良い機会だった。

地域コミュニ
ケーション

年中
　統合となった場合に、通学手段がバスになると思いますが、バスになったときの事故が頻発してい
るため、不安です。また、児童数が今の3倍になり、ちゃんとに見ていられるのか、事故は起こらない
か、教育が滞りなく行えるのかが心配です。

通学方法

1 　遠い通学になることが不安なので、今のままが良い。 通学方法

3 　統廃合しても良いが、通学の面で児童と保護者に負担がかからないようにしてほしい。 通学方法

6
　統合は、やむを得ないと思いますが、共働きも多いので、スクールバスの充実など、配慮が必要だ
と思います。

通学方法

3
　統廃合することには賛成だが、通学が時間がかかると大変です。また、学童も使っているので、そ
れは、廃止されたら困ります。

通学方法
学童

4

 子どもの数が少なくなり、下校の際に１人になってしまうことも多い。地区ごとにスクールバスでの送
迎をしてほしい。
　校舎は、津波浸水の心配の無い場所。
　生徒数が少ないと小学校だけでもPTAを２回やることにもなり負担が大きい。兄弟がいると倍にな
る。
　数クラスあれば、クラス替えなど、いろいろな人との出会いがあるのはよいかも・・・。

通学方法
環境

1
　統廃合により一番気になることは、登下校の交通手段です。令和元年以降の出生数を見ると、統
廃合はやむを得ないようにも思います。あまり、子どもたちのことを考えられた町ではないと思うの
で、設備の充実をお願いします。

通学方法
施設充実

年中

　今まで、通学路でなかった箇所も通学に使用されることになるかと思います。危険な箇所はない
か、標識や柵など新たに整備する必要がある場所など、よく検討していただきたい。スクールバスを
運行するなら、運転手、引率者はどうするか、どこからどのルートを通っていくのかなど、保護者の意
見を聞いて検討してほしい。今後はアンケートではなく、説明会など、直接意見交換できる機会があ
ると良いと思います。

通学方法
説明会

年中
　町の学校は、老朽化が進んでいるところが多く、これを機に新しい場所に見合った規模、設備で新
設してほしい。また、通学範囲が広くなるのであれば、バスの手配など、今よりも安心して通える手立
てがほしいです。

設置場所
施設充実
通学方法

6
　白子中学校も、教室が空いていると聞いていますので、中学校に３つの学校を統合は、どうでしょう
か。
　スクールバスを使用して、１人で帰る児童をなくしたいです。

設置場所
通学方法

年少
　今後、すぐ起きると言われている地震によって想定される津波なども海からの距離や耐震も含めて
学校の場所や設備を考えてほしい。

設置場所
施設充実

未満

　統廃合して､平均的な位置に新しい学校が建つとは思えないし、絶対に今より遠くなります。そうな
ると、小学生の足では通学の距離や時間がのびて、安全を確保するのも難しくなってきます。共働き
なので、雨の日とか、いろいろな面でカバーしきれなくなってくるので不安です。なので、今のままで
お願いします。

設置場所
通学方法


