
2/8集計

阿蘇小 米本小 米本南小 小学校計 阿蘇中 未就学 計

世帯数 101 70 105 276 169 164 609
57 36 43 136 49 33 218
59.4% 66.7% 59.7% 61.3% 80.3% 67.3% 65.7%
36 16 27 79 9 15 103
37.5% 29.6% 37.5% 35.6% 14.8% 30.6% 31.0%
3 2 2 7 3 1 11
3.1% 3.7% 2.8% 3.2% 4.9% 2.0% 3.3%

計 96 54 72 222 61 49 332
回収率 95.0% 77.1% 68.6% 80.4% 36.1% 29.9% 54.5%

阿蘇小 米本小 米本南小 小学校計 阿蘇中 未就学 計

回答数 96 54 68 218 48 48 314

42 32 33 107 39 2 148

43.8% 59.3% 48.5% 49.1% 81.3% 4.2% 47.1%

34 4 12 50 14 4 68

35.4% 7.4% 17.6% 22.9% 29.2% 8.3% 21.7%

9 20 24 53 27 4 84

9.4% 37.0% 35.3% 24.3% 56.3% 8.3% 26.8%

＜考察＞
・賛成と回答した保護者の50％近くの方が，スクールバス代の軽減を希望している。中には④の自由記述欄や，
　質問４でスク－ルバス代を無料にしてほしいと記載している保護者もいる。
　　また，新しい米本団地ルートを利用する可能性が高い米本小学校と米本南小学校だけでなく，現在阿蘇ル
　ートを利用している阿蘇小学校の保護者からも，要望が出ている。
・学童保育所については，②・③だけを見ると２０％台と高くはない。これは，②・③の両方に○をつける方も若干
　いたが，自分の住んでいる地域の学童保育所についてのみ○を付けてた方が多かったためと考えられる。学
　童保育所については，②・③を合せた数字（47.2%）の方が要望していると考えられる。

阿蘇・米本地域における小中一貫校（義務教育学校）設立に関する意識調査

＜質問１＞
　阿蘇・米本地域に在住する子供たちの将来の教育を見据えて，小中一貫校（義務教育学校）設立について，皆様の
お考えに最も近いものを１つ選び，（　　）に○をご記入ください。

①（　　　）阿蘇・米本地域小中学校４校を，小中一貫校（義務教育学校）として統合することに賛成である。
②（　　　）阿蘇・米本地域小中学校４校を，小中一貫校（義務教育学校）として統合することに反対である。

＜質問２＞　※統合に賛成の方は，ご記入ください。
　阿蘇・米本地域における小中一貫校（義務教育学校）設立に向けた要望で，皆様のお考えに近いものがございま
したら，（　　）に○をご記入ください。　※複数回答可

①（　　　）スクールバスのバス代をできるだけ軽減してほしい。
②（　　　）学童保育所を阿蘇地域（現阿蘇中学校，または現阿蘇小学校）に設置してほしい。
③（　　　）学童保育所を阿蘇地域だけでなく，米本地域（現米本小学校，または現米本南小学校）にも設置してほし
　　　　　　い。
④（　　　）その他（自由記述）

※不明とは，質問１の①・②の両方に○を付けた場合と①・②の両方が空欄の場合とする。

＜考察＞
・各小中学校の保護者や未就学児童を持つ保護者の方とも賛成の数の方が多いことから，子育て世代の方は
　概ね小中一貫校（義務教育学校）設立について，肯定的な意見をもっていると考えられる。
・小学生の保護者の回収率は８０．４％で，この件についての関心の高さがうかがえるが，中学生の保護者と未
　就学児童の保護者からの回収率が低く，関心が薄いと考えられる。
・中学生の保護者の回収率が低い原因としては，開校時に生徒が学校に在籍する予定がないことで，関心が低
　いことや，意見集約の依頼時が1年生のスキースクールの時期に重なったこと，３年生の進路準備の時期に重
　なったこと等が考えられる。
・未就学児童の保護者の回収率が低い原因としては，小中一貫校（義務教育学校）に関する説明を聞く機会が，
　小中学校の保護者と比べて少なかったことや，まだ就学時のイメージがわきにくいこと等が考えられる。

①賛成

②反対

※不明

①

②

③



＜質問②＞ 賛成・自由記述欄  

＜スクールバス・登下校について＞ 

・統合したことにより削減できた費用を充てることで，スクールバスのバス代 

を無料にしてほしい。（１６） 

・スクールバスは，上高野方面と米本方面の２コース出してほしい。 

・小学生と中学生が同時にスクールバスに乗ると，体格差でケガをする可能性 

があるのではないかと心配です。 

・中学生もバスが利用できるようにしてほしい。（３） 

・外灯や防犯カメラの設置など，通学路の整備や安全確保をしてほしい。（７） 

・小学生から部活動を始めるとしたら，スクールバスは使えるのでしょうか。 

・スクールバスのバス停の数を増やしてほしい。 

・スクールバスを自宅近くまで運行していただきたい。 

・学校だけ統合しても，登下校のしやすさまで考えてくれないと意味が無い。 

・行き帰りに乗り遅れる子どもがいないよう，対策を徹底してほしい。 

・自転車通学ができるようにしてほしい。（２） 

・片道だけの利用もできるようにしてほしい。 

・授業参観や学校行事では，子供だけでなく保護者や地域の方もスクールバス 

を使えるようにしてほしい。（２） 

 

＜施設について＞ 

・校舎，校庭の全面改修をしてほしい。（２） 

・校舎が古いので，リノベーション，リフォームをして，より子供たちに安全 

 で使いやすい学校を作ってほしいです。 

・小学生用の校舎を増築してほしい。小学生の元気な声で，中学生の勉強に悪 

影響が出ないようにしてほしい。（３） 

・阿蘇小学校と阿蘇中学校は近いので，校舎や体育館，校庭等を有効活用して 

ほしい。特に体育館は，屋内スポーツの部活動で使えると思います。 

・小学生の遊具は，今の阿蘇中学校の校庭に設置できるのでしょうか。校庭が 

小中一貫校には狭いと思います。（３） 

・場所が不便なため，保護者が学校行事に出席する場合，車で行くことも出て 

くると思いますが，駐車場は確保してもらえるか。（３） 

・通っていた母校がなくなることは心情的には寂しいものがありますが，生徒 

数の減少が続けば経費面での困難が高まることとなり統廃合は費用面では 

効果的に運営する方法だと思います。 

・児童・生徒が安全に通学でき，充実した教育を受けられる環境があれば賛成 

です。 



・学校の設備がどのようになるか，一貫校として決まる前に明確にしてほし 

い。 

・増築や改修などの工事は，できるだけ学校が休みの期間にしてほしい。 

 

＜学童保育所について＞ 

・学童保育所については，小中一貫校ができた場合に，わざわざ米本に移動す 

る必要を感じない。 

・阿蘇小学校を学童保育所とすることについては問題ないと考えます。 

・学童保育所は，安全上学校内に設置してほしい。 

・学童保育所は阿蘇地域だけでなく，米本地域にも設置してほしい。 

・下校後に同じ学童保育所での時間を過ごせることで，保護者の負担が軽減さ 

れる。 

・学童保育所に保育園も併設できれば，これからのニーズに合うと思います。 

 

＜学校生活について＞ 

・多くの人が阿蘇地域で子育てしたいと思うような，新しい教育方法をどん 

どん取り入れてほしい。 

・英語教育の充実を図るとありますが，本当に力になり，また地域の売りに 

 なるくらい，特色を打ち出してほしいと思います。 

・私の周りの人は賛成の方が多いのですが，安心・安全に子供たちが学べる施 

設の設立を切に望みます。 

・体の小さな小学生と体の大きな中学生とのトラブルやいじめが無いように 

してほしい。（５） 

・生徒が増えて活気が出て良くなるのは良いと思う。 

・少人数のため，学校行事（運動会や総体など）がきちんとできていない気が 

するので，子供たちのためにも適切な人数確保をしてほしい。 

・阿蘇小学校の学校給食が大変おいしいと聞いています。小中一貫校になった 

場合においても，自校給食にしていただきたいです。（２） 

・制服にしてほしい。 

・小中学校の授業時間の差をどうするのか。 

・新しくできた友達とトラブルにならないようにしてほしい。 

・特別支援教育にも力を入れてほしい。（２） 

・できるだけ小学校の伝統行事を残してほしい。 

・小中学生の部活動は別々にしてほしい。 

 

 



＜その他＞ 

・現在の小学校や中学校の内容や特色も知らないので，小中一貫校というもの 

 がどういうものかわからず，不安です。（４） 

・もえぎ野に住む子供は増えているが，それでも統合なのでしょうか。 

・使わなくなる阿蘇小学校の校舎・校庭を利用して，クラブ活動や民間の習い 

 事等ができるようになると嬉しい。 

・地域の人たちも通いたくなるような学校に，そして卒業生が誇りに思える母 

校になればと思います。 

・資源回収や PTA役員を軽減してほしい。（２） 

・他の小学校と比べて規模が小さいため，PTAとして使えるお金がほとんど 

無く，活動が制限されている。 

・合唱祭などを，地域の高齢者のために米本小学校や米本南小学校の体育館で 

開催してほしい。 

・スクールバスの費用軽減と学童保育所を阿蘇と米本に整備していただける 

なら，統合に賛成です。 

 

 

 

 

 



＜質問③＞ 反対記述欄 

＜学校生活について＞ 

・反抗期の中学生と一緒になることによって，小学生は悪い見本を見ることに 

なるのではないか。 

・阿蘇中学校の卒業生ですが，私が通っていた頃は荒れていたので，小中一貫 

校になったらいじめられるのではないか不安です。（７） 

・ずっと一緒というのは良い面もあるかもしれないが，いじめなどで悪くなっ 

た時は辛い。（４） 

・小学校高学年になると，中学生への興味が悪影響になることが心配です。 

・中学生は体も大きく，また部活動もあるので同じ施設では危険だと思う。 

・多感な年ごろで，環境が変わることが不安。（２） 

・小中一貫になった場合，体育館一つでは対応できないと思う。（４） 

・小学生と中学生が一緒に遊ぶのはあり得ないし，小さい子供は遊ぶ所が無く 

なってしまう。（２） 

・せっかくおいしい自校給食がなくなる。（２） 

・小学生らしい小学校生活が送れるのか。運動会は別々なのか。細かな部分で 

 もわからないことがあるので，小学校入学前の子を持つ親としては不安が 

大きい。（２） 

・子供たち一人一人にかけられる細やかな指導や環境が減ってしまうと思う。 

 小規模だからこそ生かされる教育環境を伝統として守ってほしい。（２） 

・少人数だからできる活動や考え方も勉強できていると思う。なぜ少人数学級 

 ではいけないのか。密に学習できるので良いと思う。（７） 

・どのくらいの規模になるのかがはっきりしない。生徒数も多くなるのではな 

いか。 

・今の状況と開校する予定の頃の状況がはっきりしない。 

・小学校では異年齢交流が行われており，上学年が下学年の面倒を見ることが 

自然とできている。（３） 

・単純に行事などで，学校に行くのが大変になる。（２） 

・子供たちの登校が遠くなるので大変。歩いて行ける距離の小学校に行ってほ 

しい。（２２） 

・スクールバス代は，無料にしてほしい。（７） 

・３人子供がいて，バス代なんて払えない。子供が多いほど，米本に住みにく 

くなる。 

・バスに乗り遅れたら，誰が連れて行くのか。親が先に仕事に出れば，歩きで 

 行くのか。（３） 

・スクールバスは，どのくらいの本数用意できるのか。 



・スクールバスが家の近所で乗れれば問題ないが，バス停まで距離があると困 

る。（２） 

・授業時間が小学校と中学校は違うのに，どのような対応をするのか。 

・小学生と中学生は力の差があるのに，合同で部活動をやることに理解に苦し 

 む。 

・特別支援学級に通っているが，他の学校の子供と上手く友人関係が築けるか 

 不安。 

・４校の児童・生徒数がそのまま，先生の数が減るのに，きめ細やかな指導が 

できるとは思えない。 

・卒業で学校が変わることが，子供にとって成長としてもわかりやすい。 

・小学生はのびのびと，中学生は勉強に集中できる環境を求める。 

 

＜統合方法について＞ 

・小中一貫校になるのが，なぜ阿蘇でなければならないのか。 

・米本小学校と米本南小学校を統合し，阿蘇小学校は残すことはできないでし 

ょうか。（４） 

・小学校だけの統合なら同意の気持ちはありますが，小中一貫というところに 

不安があります。（８） 

・小学校３校を統合してから小中一貫校設立では遅いのでしょうか。もう少し 

 検討・話し合いが必要なのではと思っています。 

・いろいろな問題点があるにもかかわらず，事後報告のような説明会では納得 

 できない。反対意見も考えていただいているのか。（４） 

・慎重に議論されたとは思えない内容である。 

・説明会を聞いているが，いつも質問は持ち帰りで，次に明確な返事が示され 

ない。（２） 

 

＜地域について＞ 

・米本団地内に小学校が無くなると，米本団地内に引っ越してくる若い人がい 

なくなり，どんどん過疎化してしまう。（１０） 

・生活レベルの格差がありすぎる。（２） 

・もえぎの地区は新築が増えていて，児童数が増える可能性もある。（７） 

・阿蘇中学校への通学路の安全性が心配。 

・各地域に小学校を残すべき。 

・署名運動や反対運動など，保護者や地域の意見を無視しないでほしい。（２） 

 

 



＜その他＞ 

・長期休業中に学童保育所に通所するために，スクールバスを出してもらえる 

か。 

・学童保育所等のお迎えや入りやすさなども心配。 

・学童保育所も学校内へ移るということで，共働きの保護者にとっては，あり 

がたい環境です。 

・小中一貫校のメリットは書かれているが，デメリットは無いのか。 

・国際教育と言われても，よくわからない。 

・登下校時，近所の方やお年寄りの方が声をかけてくださり，見守ってくださ 

 る環境をなくさないでほしい。（２） 

・現状に満足をしているから。（２３） 

・卒業生として，学校がなくなるのは悲しい。（３） 

・統合にかけるお金を，地域や団地，３つの小学校の活性化に回してほしい。 

・多額の費用をかけて統合するメリットを感じない。 

・学童保育所やスクールバス，跡地活用など，まだはっきりしていないので判 

断できません。（４） 

・反対にはしましたが，後々仕方がない話だと思います。しかし PTAはどう 

なるのか心配です。 

・学校行事の際に，保護者の駐車場などはあるのか。 

・一貫校になった，私立中学校希望の生徒は転校して卒業証明をもらうのでし 

ょうか。 

・統合すると学区が広がり，子供が遊びに行く時など不安。 

・それぞれの地域の特色を無くさないでほしい。（２） 

・各学校の良いところが生かされて，今までのような行事などが継続してほし 

い。（４） 

・阿蘇小学校の耐震工事が終わったばかりなのに，なぜ今なのか。 

 

 



＜質問④＞ その他意見 

＜学校教育について＞ 

・小中学校の生徒同士の交流をしっかりしてほしい。ただし，年上が幅を利か 

せることの無いように，しっかりと大人が目をかけ，棲み分けができるよう 

にしてほしい。 

・小学 1年生と中学 3年生が同じ校舎にいることについては心配です。 

・中学生からいじめられないか心配です。（３） 

・今でも上級生と遊び，悪いことを覚えてくる息子が心配です。 

・阿蘇小学校が体育館改修中に阿蘇中学校にいた時，中学生が小学生を怒鳴り 

つけるといったことがあったと聞いたことがあります。統合しても，中学 

生・小学生の行動範囲を明確に分けた方がいいと思う。（２） 

・息子と娘が阿蘇小学校の工事のために一緒にいた時，娘は受験の苛立ちが休 

み時間に小学生と遊んだり，けやき班の仲間と再会して癒されていました。 

息子は中学入学の際，スムーズに馴染めて驚きました。 

・子供の安全確保を最優先にしてほしい。（３） 

・小学校の６年間１クラスになってしまうのは，教育的にも，社会性を学ぶ上 

 でも避けてほしい。（３） 

・小中一貫校設立に関しては，わからないことが多いですが，楽しみです。 

・小中一貫校に大賛成です。早く統合してほしい。（２） 

・人数が少ないデメリットの方が多く感じられます。将来ある子供を第一に考 

えるならば，統合はするべきだと思います。 

・１０人以下のクラスもあるので，少人数の１クラスよりも，いろいろな子供 

と関われる方が良い。（２） 

・クラスでドッチボールもできない人数での教育は，子供にとっても良くない 

と思います。 

・１クラスの人数が少なく，行事が合同なのだから小中一貫にしても何の問題 

 も無いと思う。 

・１クラス３０名程度の人数がいるよりも，少なくきめ細かい指導の方が子供 

には良いと思います。 

・父親が外国人なので，外国人を親に持つ子供たちも気持ちよく通える学校に 

してほしい。 

・英会話教室を家で開講しているので，地域の英語教育推進に協力できれば幸 

いです。 

・９年間同じ場所，英語等に力を入れることは良いことだと思います。ただ， 

私は米本小学校出身で家も学校前なので，米本小学校が無くなることはと 

てもさみしく思います。以前のように図書館があったら良いなと思います。 



・米本南小学校のように，特別支援学級の子供たちと一緒に学び，共有できる

学校を作ってほしい。 

・現在の体操服はそのまま使用できるようにしてほしい。 

・校歌はこれまでの歌ではなく，新しい歌になるのか。 

・小学校の伝統ある行事を残してほしい。 

・統合することのメリットもあると思いますが，歴史ある小学校を無くしてし 

まうことで失うものも多いと思います。 

・給食は自校式にしてほしい。（３） 

・小中一貫校になると，今まで以上に教員の負担が増えるのではないか。 

・資源回収や阿蘇小の賛助会員制度はどうなるのか。（２） 

・統合すれば，PTA役員の負担軽減になると思う。毎年役員が決まらなくて 

大変です。 

・きめ細やかな指導ができると言っているが，１年目から期待もできないし， 

デメリットしか感じられない。 

・一貫校にしたら学力が上がるのか。 

 

＜学校施設について＞ 

・洋式トイレにしてほしい。 

・行事の際に使えるような駐車場を確保してほしい。（２） 

・現阿蘇中学校の校舎の増改築では，開校は難しくないのか。 

・校庭の使い方など不安です。 

・今の学校の備品やトイレ，床などあまりにも古いので，改善してほしい。（３） 

 

＜スクールバスについて＞ 

・スクールバスの本数を増やしてほしい。 

・バス代をできるだけ軽減というが，確実に負担にならないようにしてほし 

い。（５） 

・小中一貫にしてバスを出すのは，保護者の負担と不安が増すので，絶対に反 

対です。 

・スクールバスだけでなく，自転車通学も認めてほしい。 

・通学面で反対でしたが，スクールバス確約なら賛成します。 

 

＜学童保育所について＞ 

・学童保育所は，絶対的に米本地区にも設置を求めます。（３） 

・学童保育所の阿蘇地域の設置を強く希望します。子供たちにとっても，安全 

面ではかなり良いと思います。 



・働く我々にとって，学童保育所が学校の近辺にあるということは，とても助 

かります。 

 

＜統合方法について＞ 

・米本小学校と米本南小学校の２校の統合ではだめなのか。そうすれば，徒歩 

圏内に学校があるので，バスの必要は無い。（５） 

・良くなるのであれば統合するべきであり，良いものは進めていくべきだと思 

う。（２） 

・小中一貫校ではなく，小学校３校の統合にしてほしい。（３） 

・子供が少ないから，統合は仕方ないことだと思う。 

・小学校と中学校は，別のままで，子供たちがのびのびと学校生活を楽しめる 

ようにしてほしい。 

・阿蘇地域に統合することを前提として話を進めていることに不快感を感じ 

る。 

・理想やイメージよりも現実的に考えて，子供第一で作られる学校になること 

 を望みます。 

・伝統や校舎，行事など，思い出がたくさんあるかと思います。その全てをな 

くすのではなく，時代の流れに沿った統合になれば良いと思います。 

・今までの歴史にとらわれて，新しいことから逃げてしまうのは大人の考えで 

あり，子供たちに押し付けるものではないと考えます。 

・統合が決定した場合，保護者にはどの段階で連絡をいただけるか知りたいで 

す。 

・人数の少ない学校を１カ所にまとめて，お金を節約しようとしているとしか 

見えません。 

・当初の統合予定から３年も遅れてしまったことは非常に残念です。統合する 

前提で，次のステップに話を進めていただきたい。これ以上開校が遅れるこ 

との無いようにお願いします。 

・児童・生徒が減少し，また遠くない未来に他の地域の学校と統合にならない 

か心配です。 

・なかなか説明会に行けないので，情報開示をしてくれると助かります。 

 

＜地域について＞ 

・複合遊具のあるような，大きな公園が近くになくて困っています。学校の跡 

地に，そのような施設を整備することはできないのか。 

・全部を一つにしたら，高齢者等の避難所の確保はどうするのか。 

 



・統合に関しては，子供が少なくなってきているので仕方がないと思います。 

 ただ，小学校の跡地活用をもっと具体的に知りたいです。学童保育所はもち 

ろん，地域住民にも利用できるような場にしてほしいです。 

・団地内の小学校がなくなることで，街がさびれていかないように，小学校の 

有効活用をお願いします。児童館や学童保育所，保育園など子供たちが集ま 

れる場所にしてほしいです。（２） 

・阿蘇小学校を残し，上手く有効活用してほしい。 

・米本団地内に小学校がなくなることが心配です。（２） 

・周辺の道路の歩道を補修や拡張をしてほしい。（５） 

・既存施設の活用については苦慮されていることと思います。行政施設の活用 

やあり方も含めて多面的に検討され，有効な行政サービスを提供していた 

だくことを要望します。 

・この地域が，子供たちが増えていくように，子育て世帯が住みやすいように 

 地域の未来を考えた取り組みをお願いします。 

・反対のチラシが配られていますが，団地自体が子供たちが楽しく遊べる所が 

 無いのが問題であり，学校の問題ではないと思う。 

・地域コミュニティの拠点が阿蘇中になると，米本南では小学校を中心とした 

 防犯パトロールを毎日行っていただいていますが，そういった地域の人が 

行きやすい環境になれるか不安があります。 

 

＜その他＞ 

・「基本的な考え方」を読んだところで，漠然としているし，理想ばかり。 

・統合後のビジョンに関する説明が具体性を欠いており，「統合ありき，理由 

 は後付」の印象がぬぐえません。 

・この話が出てから，八千代市から引っ越していく人が増えた。私も学校が阿 

 蘇になるのであれば，引っ越す予定です。子供を多く持つ人は出ていけと言 

っているぐらい住みにくくなる話です。 

・お互いが譲歩し，納得してやるべき。税金の有効活用をしてほしい。 

・現在の小学校の良いところもあり，統合後の良いところもあると思うので， 

 どちらかの判断は難しいです。（４） 

・学童保育所のことや通学のこと等，全体的に他部署と関係するところの説明 

 がほとんど無く，白紙状態なのかなと不安に感じました。 

・質問１で選択肢が２つしか無いのはおかしいと思います。小学校３校の統合 

 や２校の統合も聞くべき。（２） 

・説明会では「何も決まっていない」ばかりで，ある程度の形や方針があって 

始めましょうとなるべきではないか。 



・説明不足のままで進めてほしくない。統合に反対なわけではないのですが， 

対応が不十分のうちは反対です。 

・小中一貫校の案については否定はしておりません。ただ，段階を踏んで進め 

 た方が保護者も，より理解と安心が生じるか思います。 

・最初の頃はただ反対でしたが，話を聞いていくうちに納得するところもあり 

ました。 

・アンケートは，賛助会員や他地域に住む卒業した方，関係のある方に取って 

いないので，地域住民の賛否にはならないと思います。 

・実際に小中一貫校に通っている児童や保護者の話を聞きたい。 

・もっと保護者との話し合いを設けてほしい。 

・もえぎ野の未開発の場所への建設も検討してほしい。在校生にとっても，工 

事車の出入りや騒音の心配をしないで済むので。 

・優先すべき対象は現在学校に通っている，これから通う子供たちと保護者で 

はないでしょうか。（２） 

・PTA役員もやらない，パトロールもしないような人たちに反対してほしく 

ない。子供のためにいろいろやってくれる方は，賛成しています。（２） 

・子供が体調不良になった時に車が無い人は大変になると思います。 

・一家族１枚を確かめるために記名を強制されていますが，記名をするからと 

提出をやめる人がいると思います。 

・小学校ではアンケートを配布しただけで，提出締切の連絡もありませんでし 

た。知らないから回答しない，忘れたから回答しない，その結果話がどんど 

ん進んで行っているように思います。もっと多くの人にわかりやすく話を 

進めてほしい。 

・このアンケートは作為的なものを感じます。なぜ賛成に○をつけないと，要 

望に○をつけられないのか。 
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