
※割合はアンケート実施対象全体中のもの

【 第二中学校・第三中学校統合に関するアンケート結果一覧表 】 対象保護者数 ⇒

（兄妹が在籍している場合は兄妹の人数分を延べ人数として集計していますので重複して掲載しています。）

№ 学校名 学年 意見 評価
1 北条小学校 小5 市の方針に従いたいと思います。館山の子ども達が安心して通える環境整備が重要と考えます。関係されている方々は大変だと思いますが，どうぞ宜しくお願い致します。 1

2 第二中学校 中3

①津波高７．２５ｍとありますが，これはどこではじき出した数字ですか？根拠は？ＡＰですか？市が独自に出したの？県・国交省のデータからやりましたか？「千年に一度」も同じく。何を目安にしたのですか？
説明不足です。浸水区域に建て直すのではなく新たに安全な土地に建て直して１つに。（今さら三中を建て直しても意味ないです。）
②Ａ朝の読書時間ムダだと思います。２，３年生は遅れて登校が目立ちます。だったらこの時間から授業するべきと思います。（こういう事するから授業時間が減る）Ｂ部活もやり過ぎです。（遠方の子の通学を考えて下さ
い）Ｃ台風や雨の日などはジャージ登校を認めてください。（３中はＯＫですよ）着替える時間が取れないのは学校の時間計算ができてないからであり生徒に押しつけないでください。（特に夏の重ね着登校は危険です）5/6の
文章を作った方，文章を理解して作ったのでしょうか？おかしいです。

3

3 北条小学校 小1 6
4 北条小学校 小2 生徒数が増えることによる授業の進み方や部活動の人数による練習の仕方。一中の方が人数が少ないのではないかと思いますが二中と三中が統合するメリットは？ 3
5 北条小学校 小2 子どもの安全が第一だと思うので，早急な工事をお願いしたいと思います。 1
6 北条小学校 小2 賛成です。ある程度の人数がいた方が，学校として良い刺激を受けられると思います。子どもが減っている今，統合は避けれないと思います。ようやく新校舎設立に向けて動いてくれるんですね。良かった。 1
7 北条小学校 小2 現状では特に意見はありません。 4

7-1 北条小学校 小5 現状では特に意見はありません。 4

8 北条小学校 小4
三中校舎の建て替えは長女（現高１）が中学入学時からこの校舎は大丈夫なのか不安だったため，早急に建て替えてもらいたいと思います。しかし統合は現在の生徒数からは急ぐ必要は感じられません。統合の為，新校舎を現
在の生徒数でつくっても生徒は減少していくので，現生徒が入れる新校舎を建設し，生徒減少時の統合が望ましいと思います。 2

9 北条小学校 小4
統廃合の方針については賛成です。人口予測から考えると館山市内の生徒数の減少は明らかであり，説明会での資料でも示されているとおり，二中・三中よりもむしろ一中・房南中の減少傾向は顕著であり，今回の件にとどま
らず，館山市全体としての方針を検討することが急務ととらえています。懸念があるとすれば，一時移転先の二中は，地理的条件等から津波の危険性が高い為，避難対策をはじめとする安全性があげられ，現段階のおいて，そ
の具体的方策が示されていないことがあげられます。

5

10 北条小学校 小5
Ｈ２６から危険だとわかっているのに，更に２年もかかるのはなぜか？遅すぎる。建設位置を再検討して，建築を始めるのが一番速いのではないか。教室の向きなどは現在の様々な技術でどうにでもなるのでは？もしくはせっ
かく建て直すのであれば，他の土地は考えれないのか？津波対策としても，バイパスを越えて最適な土地はないのか？説明会でも安全性，安全性と繰り返されていたが，何度言われても安全性を考えていると思えなかった。教
育の観点からも子ども達のことを考えていない。将来を左右する時期であることを踏まえて，これまで以上のサポートが必要となることへの対応策も忘れないで考えてほしい。新校舎建設の安心感よりも今後の不安しかない。

5

11 北条小学校 小6 危険とわかっている校舎に子どもを入学させるのは不安がある。三中への進学を考えてしまいます。子どもが統合について不安を口にしているので説明の機会をたくさん設けて頂きたいです。 5

12 北条小学校 小6
市の方針で最善な方法を決めたのだから，自己中心的な考えで文句を言うのがおかしいと思います。今さらアンケートをとったり，検討会を設置したり，無駄な活動をして余計な費用を使ったり，建築工事が遅れたりする方が
心配です。

1

13 館山小学校 小1 すでに決定された事に関しては意見はありません。生徒も増えるし，遠くの家もあるので，保護者用の駐車場等も多く整備していただきたいと思います。行事や送迎で利用するので。 1

14 館山小学校 小1

ちょうど我が子が中学に上がるあたりに移転となるようですが，県外出身なのであまりピンときていません。説明会にしても，既に決まっていること，方針を固めていることを報告する会では納得できない方も大勢いると考え
ます。そもそも実際そこに子どもを預ける保護者，実際に通う子ども達の意見を汲む前にある程度の方針を固めるというのはいかがなものかと考えます。これはこの先数十年にわたることです。市議会は何か知りませんがその
時，たまたまそのポストにいた人達が考えたプランをこの先数十年変えられることなく続けていかなければならないので，話が出た時点で統合や移転も含めて「こういうことがあります」と提示するべきだったと思います。も
う遅いですが。館山は海が近いので津波対策がまだ十分に講じらていないことが一番気になります。「二中は市の施設であり」の一文の意味が分からないのですが。最もスムーズに移転可能なため津波想定エリアにやむなく一
時的に生徒を集めることにしたということでよろしいですか。（≪検討結果について≫の項）

5

15 館山小学校 小1 特に意見はありません。 4
16 館山小学校 小1 6

16-1 館山小学校 小4 6

17 館山小学校 小3
回答の中でもあったのですが，第二中学校の道路は狭く，車のすれ違いもできない箇所もあり，また駐車場も狭く，現在でも登下校の際は危険だと感じられます。今回第三中学校との統合の際，車の交通量等も増え現状ですと
安全確保ができないと感じます。通学路・通学方法を協議するとなっていますが車での登下校・スクールバス等の点はどう考えですか。駐車場を整備したり，道幅を広げたりする事もお考えですか。また新校舎建築の際は将来
の事も考え，第一中学校の受入れも考えた方が良いかと思います。

5

18 館山小学校 小5

統合は絶対反対です。まわりの親も不安の声しか聞きません。子ども達も嫌だと言っているというのも聞きます。うちもこの統合の手紙をもらった時から，子どもを中学に行かせるのが不安になりました。なので，中止になら
ないかとずっと思っています。二中と三中は正直この辺りでは荒れている方の学校だと皆さん言っているし，私もそう思います。その２つの学校が統合したら，更に荒れて先生たちは対処できるのでしょうか？いじめなどが増
えたり問題がたくさん起こると思います。人数も増えるし，先生が全部を対処できると思いません。そんな中学校に子どもを行かせるのは不安でしかありません。他の親子さんも同じことを言っていました。なぜ荒れている二
中と三中なのでしょう？なぜ統合を勝手に決定されているのでしょうか？納得できません。まず，統合していいかを聞くべきではないのですか？反対の意見も聞くべきです。そこから統合するか決めるべきではないでしょう
か。反対している人もいるのに統合するのはよくないのでは？全員が賛成してから決定するべきです。

3

19 館山小学校 小6
児童数や教職員の減少といった現況を踏まえれば，統合はやむを得ないことかと思います。ただ貴職内では以前より十分な検討を重ねてこられての今回の発表ではあったかと推察しますが，我々一般市民にとってはあまりに急
なお話しであったため，安房地域の児童数の減少という現状を皆理解はしていても，大切な子ども達の学校生活に関わる重要な案件であるにも関わらず，突如1枚の通知文のみで周知が図られたことで，そもそもの要旨に至る以
前にあまりにも強硬な方法であったため市民感情を逆撫でてしまい収拾がつかない事態に陥ってしまったのではないかと，個人的には感じております。

1

20 豊房小学校 小1 特にありませんが子どもがケガなく笑顔で登校し，日々過ごせるよう希望致します。 1

21 館野小学校 小1
安心安全を第一に，予定通りのスケジュールで開校することを望みます。細かい事から，大きな事まで何かと大変な事かとは思いますが，未来ある子供達の為，新たな時代の幕開けにふさわしい素敵な中学校になる様，よろし
くお願い致します。

1

22 館野小学校 小4
今更ですよね。平成も２６年度～と謳って有りましたが機会を作れませんでしたと文章に綴ってますが，作ろうとすれば，ドンドン作れたと考えられます。まして中学校生徒の人数を考えるんなら…とても不思議です。兄弟・
姉妹が使用していた制服，とっておいてあるご家族も有るかと思います。新しい制服となったならば，補助金，制服に限らずスクールバス等の負担金等どうして行くか？一家庭でどれ位負担金が発生するのか？思い出が詰まっ
た校舎が無くなったのは淋しいです。館山を含む中学校全体の問題だと思いますが。※全てにおいての取りかかりが遅すぎです。

3

23 九重小学校 小5

二中と三中の統合について，反対です。校舎が危険というのは，分かりますが，本当に他の方法はないのですか？理由は，二中と三中を一緒にしたら，荒れるのが目に見えている。今の時点で既に，保護者でもめていると噂が
出てます。中学生という難しい時期に，何回か交流会をしたからといって，統合しました，修学旅行です，受験ですでは，かなりのストレスだと思います。何かあった時に責任は取れますか？それとも前の三中であった時みた
いに，もみ消しですか？大人が思っている以上に中学生のカースト制は進んでいます。小規模の学校からの入学はとても大変です。いくら，スクールカウンセラーや交流会をしても無駄な気がします。交流会をするなら１ｹ月に
２回はしないと意味がないと思います。子ども全員がすぐ仲良く出来る子ばかりではないですよ。賛成・反対の数を（生徒・親）報告してほしい。８クラスになるなら，小規模の子がいないクラスがあってもいいのでは？１０
人くらいしかいないと，クラスに１人とかになったらきついと思います。役員決めも大変になると思います。

3

24 第二中学校 中1

今回の統合の件はあまりにも突然過ぎます。どの保護者も驚き，戸惑い，そして怒りの念が湧いたと思います。中学校に入学する時点で，二中と三中が将来的に統合すると分かっていれば，他の中学校を選択する事も出来たは
ずです。少子化の今，保護者は大切に大切に自分の子どもを育てています。学力の面，部活動の面，人間関係の面，生徒本人が生き易い環境で学ぶ事が重要になってくる時代である為，学校を選ぶ権利があると思います。今回
のように当然聞かされた統合の話…到底納得できるものではないと思います。理解をしていて通わす事と，突然提示されて通わす事では全く違う解釈になります。二中と三中の統合を周知の上で，各中学校に入学させるのであ
れば問題無く統合に向けて進む事が出来るのではないでしょうか？反対意見もある中，賛成意見も多数あるようですので賛成の方は二中・三中へ進学をさせれば良いのではないかと思います。次年度の中学校入学者より，将来
的な二中・三中の統合を踏まえての入学者を募る事が最善の策であると思います。一市民の意見が金丸市長そして教育委員会の皆様に届くことを心より願います。

5



№ 学校名 学年 意見 評価

25 第二中学校 中2

お疲れ様です。まず，統合と三中さんの現在の校舎を改修は別問題に考えて頂きたい及び,意見が違うので三中と二中側は別に話し合いの場を設けて頂きたかった。なぜならば，三中さんの現況に２６年以来通学させていて，ま
た，なおも１～２年通学させているのは非常に切実なお話だからです。直ちに通学場所を変更させて頂きたいと第三者としても思います。非常事態に近い状況は待ったなしだと思います。（合計）約７年間放置となるあり得な
いお話を統合と一緒に議題にするのは信じられません。（統合には統合の意見があり三中さんの切実な事と別話だから）（早急に三中生徒の安全対策を講じる必要があったため）と述べてらっしゃいますがでは，どのようにで
すよね，これは三中学区(小・中）で話し合い｛市役所（市民センター）に仮設，校庭・プールは北条小など）現在ある小学校三中学区の中で建物を利用，学区の変更，はたまた，隣接している一中学区への学区変更をまじえ
て，仮設建設，増築建設をしたら良いと思います。二中もいずれ壊すという事なのに壊すが決まっているところへ手も加え，予算を使い，また壊す為の予算も増え，予算の使い方がわかりません。現在，一中学区，二中学区の
体育館工事が始まろうとしていますが，そこは避難所としてもこれから残る場所なのに「危ない」という意見が出ているところも直して欲しい，という意見を予算がないのでその部分はできません。という回答でした。（床が
滑る）それなのに(二中は昔から汐入川の氾濫，津波の危険が話に出ていましたが）二中敷地(校舎），仮設校舎を建設し，そこにわざわざ三中さんを呼び，校舎を手入れして予算を使いその後すぐ壊す。理解出来ません。三中
学区小中のなかで何とかやり繰りして，新校舎建設できないのですか？これからも残る三中学区小学校施設に手を加え，はたまた隣の一中学区施設に手を加え，手を加えた建物が残る方がいいと思います。（どなたか最悪の事
態を考えた方はいらっしゃらないのでしょうか，二中に仮統合中に天災が起き逃げ遅れたら…なんでその所へわざわざ生徒・先生を増やし対応困難にさせたいのか…）学生だけが避難する場所ではありません。地域住民も避難
します。スムーズに避難は困難。それから，生徒指導等に関する協議，カリキュラムの調整等とありましたが来年度は，高校受験システムが変わります。あまり公表されていないようで不思議にそちら様のお話を拝見，拝聴致
しましたが来年度，閉校式も予定されその準備に取り掛かるとの噂を聞きましたが本当ですか？来年度は高校受験システムが変わり閉校式もありますと公表して保護者の意見を聞いて頂きたいと思います。生徒・先生の負担は
再来年からではなく来年からありますとおっしゃって頂きたいです。できることなら(普通は)これから入学してくる小６年生～に対して統合がありますので一中，房南も踏まえて中学の入学を検討して下さい。というのが反発
を少なく済ませられる方法だと思いませんか？せめて今入学した１年生が卒業するまでは，仮統合せず，卒業させて頂きたいと思います。三中通学中のご家庭が今一番大事なのではないですか，直ちに分散してでも三中校舎へ
の登校はやめさせるべきだと思います。また部活動で合同で三中で練習などありますが，信じられません。２６年以降せめてそのようなことは禁止して頂きたかった。長くなりましたが有難うございました。

3

26 第二中学校 中2
息子達の学年から入試方法が変わり，更に統合となると，三中生徒はいつから二中の校舎へ来るのか？私自身統合は早かれ遅かれ子供の減少がこの先あるのなら，仕方がない事だと思うが，入試方法が変わった直後の統合とい
うのは，親はもちろん子供達は不安の中でどうやって学校生活を送ればいいのか考えると，可哀想かな，と思います。私の息子は統合となると，二中最後の卒業生です。卒業した後の事だから，関係ないと思う反面，三中生が
いつ二中にくるのか？という思いもあります。

5

27 第二中学校 中2
もう，統合するのは決まっているし，その内容も理解できていますが，母校がなくなるのは寂しいと思います。家は卒業してしまうので，関係ないと言えばそこまでですが，人が増えて，いじめなど心配です。勉強の質なども
心配です。一中と房南中も取り残された感じに思います。一中と三中が統合してもよかったのでは？確かに二中は津波は心配ですが，市役所なども近くで良い部分もあるが，三中校舎になったら朝の交通渋滞も考えられます。
運動会やイベントも人数多くて大変になると思います。以上です。

5

28 第二中学校 中3

二中が今の場所から移動する事には，賛成です。私も二中の卒業生ですが，裏は川，前はガスタンク，海に近い為，昔から危ないと生徒間でも話題にのぼっていました。統合後のことを考えると不安も山積みです。一時的に現
二中に多くの生徒が登校すると，７クラスとのこと。３０年前と同じで，あの頃の学校に戻ってしまうのか…と心配になります。一中，房南中との人数差，登校にかかる時間を考えたら合わせて学区再編も検討する必要がある
のではないでしょうか。保護者の責任で学区外通学にすればいいのかもしれませんが…新校舎が建つまでに，自然災害に見舞われないことを祈るばかりです。統合後も安全で安心な学校に通えるのが一番です。市の決定は，仕
方がないと納得できます。多くの生徒・家族の不安が少しでも減るよう，検討してください。大変なことがたくさんあると思いますが，よろしくお願いいたします。

1

29 第三中学校 中1

現在の校舎が，すでに危険という中で生活する為，現時点での安全確保を考えて頂きたいと思います。市の考え，方針は，決定した後ではなく，市民の声を聞いてから判断すべきではないでしょうか。津波対策について，二中
は海に近く，校舎の隣には川が流れている等，様々な問題がある中，今の倍ともなる人数の生徒が安全に避難できるのか心配です。我が子は，３年生になる時期に移動する為，学級，先生は，今までの状態のままでお願いした
いです。子ども達を見てきた，わかる先生のままでお願いしたいです。受験の年に環境が変わる為，安心して過ごせるよう配慮して頂きたい。慣れ親しんだ三中の「すばらしい校歌」で卒業してほしいです。自分も三中を卒業
し，校歌を歌ってきている為，子供も，三中の校歌で卒業してもらいたいし，なくなってほしくないです。

3

30 第三中学校 中1

三中での説明会に参加しました。決定事項だという前提で参加したので，反対の意見の多さにビックリしました。息子が中３の合併で，大変だろうとは思いますが，いずれは統合される道であるのならば，致し方ないと思いま
す。合併する時に保護者のみなさんの意見を事前に聞くなどということは私からしたらあり得ないです。従業員１００名の会社の施策について事前に意見など聞いたら，まとまる話もまとまらなくなります。それと一緒です。
自分の子どものことは誰しも一番大切ですがたまたまこのタイミングになってしまったのですから，ただやみくもに反対するのではなく，自分が多くを譲る位の気持ちで，お互いに寄り添って話をして，自分の子どもや未来の
館山市の為に最善の道を決めて行けたらよいと思います。しかし，三中が倒壊しては困りますので早急に解決願いたいです。ちなみに野球部のわが子は中３になるのを楽しみにしています。

1

31 第三中学校 中1 特に，三中生のこれからの２年間，そしてそれからも市役所の職員の方がされているように，机の近くに１人１個ヘルメットを置いておくべきだと思います。 5
32 第三中学校 中3 6
33 第三中学校 中3 6
34 第三中学校 中3 移転は，再来年とのことですが，それまでの三中生徒の安全確保も，どうぞ宜しくお願い致します。 1
35 第三中学校 中3 姉弟で回答済みです。 6

36 第三中学校 中3

安全な学校生活をという考えから耐震工事は重要であり，様々な検討の結果，建て替え工事との方向になったことは理解できます。又，少子化の今これからの時代のことも考えると生徒数が増えることはあまりないと思いま
す。色々な市，町，学校が合併となっている最今，統合という考えも選択の一つであると考えます。我が家では３年生ですので，直接子どもの学校生活に変化や影響はありませんが，館山市民として三中在校生として，後輩の
生徒のみなさんや，これから入学していく子ども達にとって，どのようにしたら，安心，安全，充実した学校生活が送れるのか，共に考えるべき大切な問題だと思っています。今回行われた説明会や，このような紙面での報告
など，情報提供をして頂ける事は，大変有り難く，大切なことであると思っています。

1

37 北条小学校 無記入
特になし。三中の生徒の事を良く考えた結果だと思います。二中の生徒には不安材料もあると思いますが館山市全体で見守るべき。今現在，北条小６年は大荒れであり，その頃は大変になるでしょう。学校内のいじめや外での
行動人数が増える分，何か起きていくそういう不安は多ありです。

1

38 北条小学校 小1
子どもがまだ１年生ですので，中学になるまでの５年のあいだに色々と落ち着くだろうと思っているので危機感も心配も特にないです。二・三中が統合され，大きな学校になれば，子どもの自由度が増え，部活動などがしやす
くなって良いと考えます。校舎が安全であれば何でも大丈夫だと思っています。市の決定であれば，皆がうまく対応していくのではないでしょうか。情報共有がうまくいくよう，市を中心に考えて頂ければ，それを支えていけ
るよう支援したいと思っています。調整大変だと思いますが，どうぞよろしくお願いします。

1

39 北条小学校 小1 6

40 北条小学校 小1
・二中では津波が高い場合心配である。城山も遠いし安全なのか？・三中を今ある場所より，津波や広さを考えたら違う場所の方が良いのではないか？・そもそも，給食センターやいろいろなことにお金がかかるのに，どこか
ら資金をまわすのか？・全てが急ぎすぎて，理解できない人のほうが多いのでは…・どうせ統合するなら，館山市全ての方がのちのち良いのでは？なぜ二中と三中？一中もいれてもいいのでは…

5

40-1 北条小学校 小2
・二中では津波が高い場合心配である。城山も遠いし安全なのか？・三中を今ある場所より，津波や広さを考えたら違う場所の方が良いのではないか？・そもそも，給食センターやいろいろなことにお金がかかるのに，どこか
ら資金をまわすのか？・全てが急ぎすぎて，理解できない人のほうが多いのでは…・どうせ統合するなら，館山市全ての方がのちのち良いのでは？なぜ二中と三中？一中もいれてもいいのでは… 5

40-2 北条小学校 小4
・二中では津波が高い場合心配である。城山も遠いし安全なのか？・三中を今ある場所より，津波や広さを考えたら違う場所の方が良いのではないか？・そもそも，給食センターやいろいろなことにお金がかかるのに，どこか
ら資金をまわすのか？・全てが急ぎすぎて，理解できない人のほうが多いのでは…・どうせ統合するなら，館山市全ての方がのちのち良いのでは？なぜ二中と三中？一中もいれてもいいのでは…

5

41 北条小学校 小1 館山市，教育委員会の決定に従います。統合に向かって尽力を尽くして下さい。 1
41-1 北条小学校 小4 館山市，教育委員会の決定に従います。統合に向かって尽力を尽くして下さい。 1
42 北条小学校 小1 特になし 4

43 北条小学校 小2
耐震判定の結果が出てから様々な協議を重ねてきたのでしょうが，大地震はいつ起きてもおかしくありません。子ども達の命が一番大事です。令和６年３月完成予定…だいぶ先です。地震が起きない事を願います。二中と三中
の統合に関しては将来的な生徒数減少を考えれば仕方のないことではないでしょうか。ちょうど良いタイミングなのかもしれません。館山市の方針に賛成です。

1

44 北条小学校 小2
将来の人口の減少を考えると統合は賛成です。館山の子ども達は，ずっと少ない人数のままで成長していくので社会に出た時の対応力も心配していたので，統合して人数が増えて，その内で自分というのを出せるようになって
ほしいです。しかし中学生と言う多感な時期に初めての統合という新しい環境になるので，先生方により一層の配慮を願うばかりです。私の子どもは，統合の初めの方ではないのですが，初めの方々のケアを願います。よろし
くお願いします。状況を読んで，内容は納得しています。

1

45 北条小学校 小3 児童の不安をなくせる様，先生方の指導をお願いします。 1
46 北条小学校 小3 統合するのは，まだ先で良いのでは…？と思います。統合する時は，一中，房南と一緒の方が良いような…。 5

47 北条小学校 小3
水産高校が全く使えないわけではないので，希望を聞いて三中を二中と水産高校の２つに分けたらいいと思う。特に現小６と現中１は，この「大人の事情」に巻きこまれるだけ巻きこまれて新校舎に入れるわけでもないので，
希望は聞いてあげるべき。受入れる側も受け入れてもらう側も強引で一方的な方法では不安なだけ。２つに分けて，学校行事などで交流をして，自然な形で新しい三中に移転してスタートした方が良い。

5

48 北条小学校 小4

子どもが中３になる年に新校舎が完成予定だが，受験もあるし何やら不安（環境の変化）。安全のための建設なので反対ではない。むしろなぜ受け入れない保護者が多いのが多いのか不思議。移転を機に「新中学校として開
校」するなら，その時から「制服・ウェア」等々もキチンと決めてもらいたい。（新しい学校の物で一律にした方が良いと思う）→すべき。負担がどうのこうの言っているとバラバラでおかしな事になる（現中学生は除く）→
現中学生は混在OK。先延ばしにしても同じこと。移転まで１年半以上あるのだから新中学生からは「新しい制服」に統一すべく検討していただきたい。二中も三中も私が中学の時のままの制服…。変えるのにはチャンスだと思
う。子供の安全が一番。安心して勉強できる学校にして下さい。ＰＴＡに頼らない，子ども主体の新しい学校を望みます。学校は子ども達のための場所だから，親が参加する必要はないと思っている。

1



№ 学校名 学年 意見 評価

49 北条小学校 小4
将来的な事を考え，移転，統合が良いことは理解できました。しかし，移転時の登下校の安全確保や避難方法など説明会までに準備出来ていたら，保護者としても安心したのではないかと思います。通学路となる道はほぼ歩道
もないので，早めの安全確保を望みます。中学の準備(制服等）もどのようにするかなど，早急に検討し提示して頂ければ，保護者の不安も少しは解消されるのではないでしょうか。進学はおめでたいことです。親も子も安心し
て楽しいスクールライフを送れるようお願いします。

1

50 北条小学校 小5 決定に従いますが，早急に進めてほしいです。とにかく子どもの安全優先ですね。できる限り協力します。頑張りましょう。少しでも公立中学校への進学を増やしたいです。三中校歌はなくならないで欲しいです(希望です）。 1

51 北条小学校 小5 6

52 北条小学校 小5
今後，更に少子化になっていくと予想され，統合することが望ましいと考えられます。新校舎が建てられ，よりよい教育が子供に与えられる事を願っております。新校舎建設と共に，周辺道路状況も少し改善できれば良いと思
います（歩道の狭い，又はない場所がございます。） 1

53 北条小学校 小5
将来の生徒数減少への対応，効果的な学習環境と指導者の確保，生徒ニーズに対応した部活動の在り方など，今後の教育環境の整備を見据えているのでしたら，一中なども統合した方が良いのではないでしょうか。一中も津波
が心配ですし館山市の財源がないのでしたら統合した方が良いと思いました。 1

54 館山小学校 無記入

三中の耐震改修，建て替えは分かるが，統合は必要ないと思う。将来の生徒数と言っているが今現在５クラスと３クラス…統合すると１０クラス近くなるといるということですか？こんな学校ありますか？カウンセラーなんて
絶対利用する子はいません。カウンセリングが必要になることがおかしい話しです。中学生はむずかしい時期でもあります。人数が多いことで先生の目も届かず卒業まで知らない子もいる，学校としても団結していけないと思
う。学区も将来の事を考えて決めたのに統合するなら意味がなかったと思います。学校もかなり遠くなり不安が増えるばかりです。建て替えが統合のチャンスだと思わないでほしいです。今は今です。人数が減ってきた時にま
た考えるべきです。子ども達のことを一番に考えてほしいです。

2

55 館山小学校 無記入 6
56 館山小学校 小1 年々児童数が減り，校舎も古くなって建て替えが必要とのことでしたら特に異議はありません。二中学区に住んでおり，少し通学が遠くなってしまいますが，安全な校舎で勉学が出来るようでしたらそれで構いません。 1

57 館山小学校 小3 市が決めた事なので安心してどこの中学校でも登校させます。生徒達の不安は保護者が大丈夫，心配ないと子どもに話して聞かせるのが一番の解決法だと思います。子どもたちの為，また宜しくお願い致します。2019年7月18日 1

58 館山小学校 小3 6

59 館山小学校 小4
決定事項ではなく，まず，市民に内容説明～入り今回の会を開いてからにした方が良かったのでは？館山小～三中に通学させるということが心配，７クラスになるということが不安。数年前に房南学園を作る時からこの問題が
あったはず…子供の数も減少しているのに房南学園を作ってしまって，この先，生徒数が増えないのに房南学園を作ったのはお金の無駄では？館山市として中学を1校にしたら良かったのに…一中などはどうするのか？

3

60 館山小学校 小4
子供達が学びやすく，職員の方々が働きやすい環境になる事を望みます。生徒の人数が増えるので，いじめやトラブルが起こらない様に配慮して頂きたいです。あとは，せっかく制服が変わるなら，可愛いものにして下さい。
（今のものは，二中，三中共に古臭くて好きではありません）

1

61 西岬小学校 小6 部活動がどうなるか気になります。 5
62 豊房小学校 小3 統合について特に反対する気持ちはありません。子ども達のために何が大切か考えていただいた結果なので決まったことに従おうと思っています。 1
63 館野小学校 小5 二中に三中が建設中に行くのではなく，閉校している南高，又は水産を使えば良いと思う。 3

64 館野小学校 小5

26年度の耐震結果の後，改修工事，新校舎建設についてのアンケートをなぜ先に準備することができないのかが理解しがたいです。全て(アンケート・説明会・議会）が終わった上での新聞発表だったのではなかったのでしょう
か。5年も経過している上で安全性を強調されても同意を得ることは難しいと思います。合併（統合）についても　後々　人数の減少を見ながらすべきであり今現在の人数でわざわざ７クラスの学校にしないでほしいです。ス
クールカウンセラー中心の相談体制の確保との説明でしたが今現在中学生の子供もいますが実際の現場でカウンセラー（カウンセリング）で不登校，いじめ等の解決になる事はほぼありません。もう少し今の子供達の環境に目
を向けて下さい。三中建設と統合の話は別々に説明会を設けて協議をして下さい。子供の学校です。大人の都合，忖度で話し進むことがない様，願っています。

3

65 第二中学校 中1
部活動など，統合する事により，問題が起きたりしないか不安。７クラス編成などで学習面や生活面など先生の目が行き届くのか？相談もなくこのような経緯になった事の説明文は　房南学園の時からあったのでは？どうして
館山の一つだけにしなかったのか？

3

66 第二中学校 中2
三中の父兄の中には，二中と統合する事自体が認められないと考えている方が多い気がします。現状，二中の校舎には問題がないのに，三中の改修の為に工事をし，多人数での学生生活を強制される，二中の子供達の方がいい
迷惑です。ならば，三中の改修の間，三中の生徒をそれぞれの居住している最寄りの中学校や小学校に分散させてはいかがでしょうか。二中のみで三中生を受け入れるのではなく，館山市の学校全体で分散するのが，平和な解
決方法だと思います。三中の子供の安全が最優先なのは当然です。ただ，三中の校舎の完成にあわせ，統合にしてしまう必要はまだないのではと思います。

3

67 第二中学校 中3 6
68 第三中学校 中1 6
69 第三中学校 中1 今すぐ統合する必要はないのでは…？と思います。 3

70 第三中学校 中1
ちょうど自分の子供が，３年生の時に移動と統合が決まっているので慎重になっています。統合についても，生徒数の多い２校が一緒になり，生徒の少ない房南中は今後どうしていくのかなど，考えていく余地があってもいい
気もします。工事など，いろいろあると思いますし，統合にあたって，先生の確保，部活動もどうするかわかりません。それから，３年生になって，すぐ新しい子と馴染めるかわからないため，クラス替えは，二中のみ，三中
のみで分けてみるなど考慮がほしいです。入試でも，１つになるタイミングなので，子供たちのメンタルのことを第一に考えて，少しずつ，確実に行ってほしいです。

1

71 第三中学校 中2 私はいいと思います。どうして統合に反対なのか理解できません。 1

72 第三中学校 中2
耐震がなく改修が必要なのはわかりますが，やはり一番大きい三中を次に大きい二中と統合というのはおかしいと思います。建て替えの期間だけ，二中に間借りという形が一番望ましいのでは。二中を間借りしているといろい
ろな式典や体育祭問題も出ていましたが市の体育館もあり式典は問題ないように思います。やはり，現在，在学中の小・中学校の先生方や保護者に全く話がなかった上に，統合ですと言われても，嫌という一言でしか言えませ
ん。今の状態で，三中，二中，共に残した状態での三中の耐震について考えて頂きたいです。

2

73 第三中学校 中3 車での送迎対策。学校周辺地域は車がかなり増えるのでは。統合については賛成でも反対でもないという立場（卒業してしまうので）。子どもが元気に育っていける場所となればよいと思う。 4

74 第三中学校 中3

運動部に入部した場合，朝練に間に合うようにとか，放課後練習に最後まで参加しても，バスで送迎してもらえるのでしょうか。家が遠いのでバス通学するため，朝練に出られませんとか，放課後練習の途中で帰りますとは，
中学生は絶対に言えないですよね。結果，親が送迎するとなると負担が大きすぎます。疲れ切った体で，重い荷物を背負い，自転車に乗り，遠い道のりを毎日帰宅させるのは，心配です。現在中１の子ども達は，慣れない学
校，人間関係の中，受験勉強をしなければなりません。中２の子供たちは耐震性がない現在の三中で１年過ごした後，津波の恐れがある二中に卒業まで通うことになり，とてもショックです。保護者のみなさんは仕事をしてい
て，いつでも自由に送迎できません。頼る人がいない場合，常に不安を抱えながら，子どもを中学へ通わせることになるのです。しかも年単位でです。本当にこの案が，最善の方法なのでしょうか。説明会より先に既に税金を
使い，工事を進めているとしたら，不信感しかありません。私の周りでは，統合に賛成の人はいません。皆さん不安に思っています。このまま工事が進むなら，このようなアンケートの必要性も感じられません。

3

75 北条小学校 小1

選択肢は多い方が良いと思います。どの中学校に進むか選べる環境があること，また，万が一，中学校途中で転校を考えなければならなくなった時など市内の別の中学校に転校できる中学校があった方がいいと思うので全ての
中学校を統合するのは反対です。ただ部活動の充実などから統合した中学校の生徒が集中し他の２校の生徒数が激減するようであれば考えるべきだと思います。現二中と三中の統合について反対はありませんが，生徒数の少な
い小学校からマンモス校に進むのは思春期の子供達にはかなりプレッシャーだと思います。これまでも同じような事はあったと思うのですが，何か対策を考えてもらえると良いのでは…（小学校の交流は回数を増やしたり合同
行事など…）

4

76 北条小学校 小1
①今回の話は突然だったので，どのような経緯で，そのような結論に至ったのか？が疑問でした。今回，このアンケートに同封されている資料を確認し，理解できました。決まったことは，最善と判断したのであれば，それで
良いと思いますが，まず，経緯について，知らせる事が，必要だったと思います。②現在，三中に在籍している兄弟がおり，制服，ジャージ等はそのまま使用したいと考えていましたので，下の子の入学に必要以上の出費があ
ることに経済的負担が大きいと感じます。恐らく，負担がないと感じる程，補助はないでしょう。ですが，そのような家庭もあることは，考えて頂きたいです。

1

77 北条小学校 小1 統合に至るまでの経緯を手紙等で理解できました。三中から二中の移転となると，通学距離が遠くなってしまうので，スクールバスの運行を前向きに検討して頂きたいと思います。 1
77-1 北条小学校 小4 統合に至るまでの経緯を手紙等で理解できました。三中から二中の移転となると，通学距離が遠くなってしまうので，スクールバスの運行を前向きに検討して頂きたいと思います。 1

78 北条小学校 小2

今回の建て替え，統合については将来的にしなければいけない問題として，仕方がないと思うが，決定の仕方と伝え方については，大変問題があると思います。説明会にも参加しましたが，反発を招いても当然だと思われま
す。ただし，やることが決まっている以上，子ども達にとって，最善となる方法で進めてほしいと思います。心配な点として，館山市としての津波に対する避難経路や避難場所が，三中，北条小ともにしっかりと示されていな
い事です。その上で，二中への移動や，建て替え後の三中での津波に対して，しっかりと安全確保できる事が大切ではないでしょうか？（万全ではないにしろ，市の考えがはっきりしない為，不満が残る）ともかく，今回のこ
とで，はっきりわかった事は，金丸市長の市政には大いにがっかりしている。市長選でも三中の建て替え等に一切触れていないだまし打ちのように感じられる。

1

79 北条小学校 小2 将来，安心して通学が出来る事を望みます。子供が悩み事などを相談できる生徒と先生の関係が出来ると良いと思います。建物については多額の予算がかかるとは思いますが，安全性重視していただきたいです。 1

80 北条小学校 小2
突然の方針決定となり，とても驚きました。しかし，説明会の開催内容を分かりやすくこのアンケートで知ることができ，私自身は良く理解できました。いろいろな考え方や意見があるなか，まとめていくのは本当に大変だと
思います。応援していますので，生徒の安全第一で尽力して頂ければと思います。ありがとうございます。

1

81 北条小学校 小2
子どもたちの命にかかわることなのに，Ｈ26から現在までに5年　建て直し開始までに更に2年もかかるのは遅すぎる。今後の災害対策を考えるなら，バイパスより東に建設すべきではないのか？（地域の避難場所という観点か
らも）災害に強い学校を作ってほしい。 5

82 北条小学校 小3 6



№ 学校名 学年 意見 評価
83 北条小学校 小6

直接，中２，中３でこの問題に関わる学年ですが，統合の話が急に出てきたように思ってしまいます。もう少し早めに話し合いなどがあれば，理解しやすかったのではないでしょうか？給食センタ―の件もそうですが，話が出
てからすぐには作れないのだと思いますが，その間の子供達の安全はどうなるのか，不安があります。 5

84 館山小学校 小2
・統合の方針や，経緯について同封の書面で理解しました。随時，お知らせよろしくお願いいたします。
・”統合”という事で生活していきますので方針が二転三転しないとありがたいと思います。
・ＰＴＡ検討会をするにあたって，水掛け論や集会の回数ばかり多いものではなく有意義な時間になることを願います。予定通りに進み子供達の生活が少しでも早く落ち着くといいです。

1

85 館山小学校 小2 説明会に出席したので，納得しています。遠距離通学になる為，通学が心配です。 1

86 館山小学校 小3
二中，三中と人数も少なくなり，統合することはいたしかたなく思います。二中学区の子は，やはり遠くなるのでスクールバス等，検討して頂きたく思います。また，統合することで人数が多くなるので部活動も人数が増えて
良いのではないかと思います。また人数が多くなるので教師の人数も増やして頂きたいことと，大規模な学校になるので，勉強も見てもらえるのかなど，いろんな不安点もでてきます。また，いじめなどもすごく，現代は子供
にもいろんなストレスを抱えている社会であるので少しでも，この館山という緑豊かな環境で健やかに健全に育ってほしいと思っておりますので，よろしく検討の方，お願いいたします。

1

87 館山小学校 小4
二中と三中の統合に関しては，校舎の耐震性の問題や今後の生徒数減少等を考えると仕方のない事かと思います。しかし一中や房南学園との生徒数や学校生活の環境（部活の多様性や学年，学校の行事や親密度）に差が出るこ
とは明らかだと思います。現在の住まいから三中へ通うことになると通学路の安全がとても心配です。バス通だけではなく自転車で安全に通学できる経路の整備をして頂きたいと思います。二中，三中統合により館山市で一番
大きな中学校となるわけですが，新しい中学開校に伴い，中身も是非とも新しい試みをしていってほしいと思います。千代田区立麹町中学校のように。生徒，先生，ともに良い方向へ変わって行くことを望みます。

1

88 館山小学校 小6

二中と三中統合には反対です。保護者や地域住民と協議する機会を作らずになぜ市執行部のみで決定したのか。市執行部として最善のものであると記載があった様に市執行部だけの最善であって保護者や地域住民の考えは無視
している。安全な通学方法の検討が必要など検討が多く不安でしかない。統合的に判断した上でとありますが市執行部の判断を押しつけているような感じで不快。生徒の交流する機会を設けるとか未就学児ならいいけど中学生
に意味ないと思う。スクールカウンセラーを中心とした相談体制の確保とありますが，現在でもいじめや不登校の生徒がいるのが現実で，さらに増える事がわかります。とにかく急ぎすぎる発表に大変困っている。このような
大切な事はもっと考えていくべき。

3

89 西岬小学校 小6 6
90 館野小学校 小3 6

91 第二中学校 中2

市は三中生の事しか考えてないのではないですか？統合してしまったら，三中生は人数が多いから，気持ち的に楽でしょうが，人数の少ない二中生はかわいそうです。保護者もつらいです。三中の校舎の問題なのに，なぜ，二
中生が肩身の狭い思いをさせられるのか？「三中生の安全を第一に！」とばかり発言されていますが，それに二中生を巻き込むことに全く理解できません。二中生のことを考えて下さい。統合したら，部活でレギュラーだった
子がレギュラー落ちすることもあり得ます。他にも，新校舎のあの駐車場の広さで，どう対応していくのですか？登下校時，行事の時に，学校周辺の道路は混乱し，通勤の人達に迷惑がかかります。二中と三中学区の児童の保
護者対象のアンケートですが，館山市全体の問題として，市民全員の意見を聞くべきです。統合反対です。

3

92 第二中学校 中2 市執行部だけの決定で振りまわされ大変不快です。決定前に説明会を開くのが常識であってこれからの教育体制にも疑問を持ってしまいました。今までの信頼を裏切られました。統合には反対いたします。 3

93 第三中学校 中1

説明会にも参加させて頂きましたが，同封の手紙と同じ内容でがっかりです。時間がなくて…と何度も説明していましたが，数年も前からわかっていた事を先延ばしにし，保護者・ＰＴＡ・館山市民への説明，意見を聞かずに
済ませるようとした結果なのでは？と思わずにいられません。どれも‘最善‘とは思えません。子供達を最優先といいながら，面倒な事を避けただけではないのでしょうか？他地域の統合では何度も決定前に説明，意見交換の
場があったと聞きます。私も子供も統合には反対です。スクールカウンセラーは日常生活では利用する子は少ないです。いれば良い，という考え方は少し違うと思います。部活動にしても，元々人数の多い部に関して人数が多
くなりすぎるのではないですか？二中生の子がかわいそうです。

3

94 第三中学校 中1

・統合による為の経済的負担は，やめて頂きたいです。
・受験の時期にバタバタするのは，生徒にとっても精神的に不安を持ってしまう可能性があると思います。今の時点で中学生徒は二中は二中，三中は三中でクラスを分けてほしいです。大事な時期に，（受験）二中と三中の生
徒を一緒のクラスにしてしまうと人間関係やクラスの環境など大きく変わってしまい，生徒も不安を感じることと思います。・これ以上，生徒数が増えてしまって部活や授業等，先生方は大丈夫ですか？授業も正直，ついてい
けない生徒や学校で悩みを抱えている子など多くいます。先生も大変ですが，生徒も大変です。スクールカウンセラーをおけばいいという問題じゃないと思います。今回の統合に関しては私達，保護者にとっては突然の事で，
ほとんどの人が不安になっています。

5

95 第三中学校 中1 6

96 第三中学校 中1
新校舎建設，統合共に，多額な予算，又，教育環境を整備するには色々と大変な事だとは思いますが，保護者としては，子供達が安全な環境で学校生活が送れる事が一番の希望です。又，統合にあたり，新しい友人が増えるこ
とは良いことですが，逆にいじめなどが心配です。子ども達が３年間安心して，楽しく，落ち着いて学べる中学生活が送れる事を希望します。生徒が悩み事などを，話せる生徒と先生の関係があると良いです。

1

96-1 第三中学校 中2
新校舎建設，統合共に，多額な予算，又，教育環境を整備するには色々と大変な事だとは思いますが，保護者としては，子供達が安全な環境で学校生活が送れる事が一番の希望です。又，統合にあたり，新しい友人が増えるこ
とは良いことですが，逆にイジメなどが心配です。子ども達が３年間安心して，楽しく，落ち着いて学べる中学生活が送れる事を希望します。生徒が悩み事などを，話せる生徒と先生の関係があると良いです。

1

97 第三中学校 中2

・兄弟，姉妹で，制服，ジャージ類のリユースが出来なくなり困る。
・耐震に問題があるのであれば，早急に工事を進めてほしい。
・二中・三中の統合で市内の中学校とのバランス（人数ｅｔｃ），比率が悪くなるのでは？と考えてしまうが，今後の方向性はどのようなものになっているのか？反対意見等もあったと聞き，大変だとは思いますが，最善と判
断したのであれば，早く話が進むようお願いします。

1

98 第三中学校 中2
残り１年半大地震が起きない事を願うばかりです。実際，数値が出て危険だと分かってから，対応があったように思えません。今でも崩れている場所があると聞いています。そのような学校に通わせていて，安心は出来ませ
ん。統合について，少子化等，理解する点もありますが，安全面を優先して頂きたいです。又，今年エアコンが取りつけられましたが，新校舎になる時これはまた使用するのでしょうか？経費を抑えてとなるのなら，今年のエ
アコンはもったいなかったのではないでしょうか？

5

99 第三中学校 中3 6
100 北条小学校 小1 6

101 北条小学校 小2

7月1日に開催された説明会に参加しました。印象的だったのは，質問された保護者の方が「賛同の方は挙手をして下さい。」というようなやりとりがあったという事です。煽っているというか，冷静さを欠くというか…かなり
多くの方が手を挙げておられたようですが，はっきり言って不快でした。その場にいらっしゃらない方，賛同できない者を除外するようなやり方に私は納得できませんし，そういう場でない事をしっかりとアナウンスできな
かった説明会の運営も残念に思いました。結局のところ，ＰＴＡを交えた対話集会的なものを通過してからの大きな説明会ではなかったことが，この対立を産んでしまったのかなあと思っています。草の根からスタートすれば
良かったのかな…とは言え，もう後戻りもできないわけで，しかも二中への引っ越し＆統合以外にアイデアを考えている時間もありませんよね。予算（防衛省から出るというやつ）もモタモタしていたら下りなくなるのでは？
と思っているところです。何より三中のお子さんを守らねばなりません。保護者の発言の中で，学校の質というか，先生の大変さというような話題もでましたが，それは論点がズレているのでは？と思いました。学校を選ぶ権
利は皆にあるのだから，この統合がどうしても受け入れられないのなら，私立中学，一中，房南中など，広い選択肢を持つことが唯一の対抗手段と思います。日本中，学校の統廃合は益々進んでいくでしょうし，館山も財政面
を考えれば，統合しかありえないと思います。保護者として不安が全く無いわけではありませんが，保護者だからこそ，いかに負の遺産を子ども達の世代に残さないようにするか真剣に考え，選ばねばなりません。私は統合一
択だと思っています。であるからこそ，この統合に関する説明はとにかく丁寧に保護者の心に響くよう「子どもと，全ての子ども達の世代への我々大人としての責任である。」ということをお伝え頂ければと思います。長々と
すみません。

1

101-1 北条小学校 小4

7月1日に開催された説明会に参加しました。印象的だったのは，質問された保護者の方が「賛同の方は挙手をして下さい。」というようなやりとりがあったという事です。煽っているというか，冷静さを欠くというか…かなり
多くの方が手を挙げておられたようですが，はっきり言って不快でした。その場にいらっしゃらない方，賛同できない者を除外するようなやり方に私は納得できませんし，そういう場でない事をしっかりとアナウンスできな
かった説明会の運営も残念に思いました。結局のところ，ＰＴＡを交えた対話集会的なものを通過してからの大きな説明会ではなかったことが，この対立を産んでしまったのかなあと思っています。草の根からスタートすれば
良かったのかな…とは言え，もう後戻りもできないわけで，しかも二中への引っ越し＆統合以外にアイデアを考えている時間もありませんよね。予算（防衛省から出るというやつ）もモタモタしていたら下りなくなるのでは？
と思っているところです。何より三中のお子さんを守らねばなりません。保護者の発言の中で，学校の質というか，先生の大変さというような話題もでましたが，それは論点がズレているのでは？と思いました。学校を選ぶ権
利は皆にあるのだから，この統合がどうしても受け入れられないのなら，私立中学，一中，房南中など，広い選択肢を持つことが唯一の対抗手段と思います。日本中，学校の統廃合は益々進んでいくでしょうし，館山も財政面
を考えれば，統合しかありえないと思います。保護者として不安が全く無いわけではありませんが，保護者だからこそ，いかに負の遺産を子ども達の世代に残さないようにするか真剣に考え，選ばねばなりません。私は統合一
択だと思っています。であるからこそ，この統合に関する説明はとにかく丁寧に保護者の心に響くよう「子どもと，全ての子ども達の世代への我々大人としての責任である。」ということをお伝え頂ければと思います。長々と
すみません。

1

102 北条小学校 小3

三中の耐震判定が出ての事だとは思いますが，突然の発表で‘統合します‘という決定した事の報告には驚きました。財源の確保や改修，建て替えという検討を５年間かけての結果だと思いますので，その都度，保護者には
‘現在こういうことをしています‘等の話があるべきだったのではないでしょうか？やはり統合するという事は，子どもはもちろんのこと，保護者にも大きな不安が沢山ありますので，次回からは今回のような決定した事の報
告ではなく，事前の説明をお願いしたいです。色々な方の考えもありますので，全員が納得をしてということは難しいと思いますが，これから統合に向けて一人でも多くの方の理解を得て生徒達も，もめることなく今のままの
教育，そして統合によってもたらされるプラスの教育，安心して学校生活が送れるようにお願いしたいです。よろしくお願いいたします。

1

103 北条小学校 小4 統合については今後の生徒数などの考えがあり賛成です。一番心配なことは反対意見により校舎新設の遅れや，統合の遅れが心配です。危険な建物から一早く生徒を守ることが重要に思われます。 1
104 北条小学校 小6 6



№ 学校名 学年 意見 評価

105 北条小学校 小6
正直，突然の事で驚きました。方向性が定まってなかったとしても，こういう話，案が出ている事，ここまでくる経過等，順次知らせていくべきだったと思います。説明会に参加しましたが，今更，私達が何を言っても変わら
ない印象があり，私達の方が，決定した事に合わせていくしかないのだと思っています。この事案により，少なからず子供達に影響があるのは確かです。子供のケアは親の務めでありますが，何かあった時，市や教育委員会の
方がきちんと対応して頂けるか，先が思いやられます。

3

106 館山小学校 小4 特になし 4
106-1 館山小学校 小6 特になし 4

107 館山小学校 小5
新校舎設立には，多額の費用が必要かと思います。私の子供は，設立と同時に卒業の為，新校舎へは行きませんが，本件に伴う集金など，例年と異なる出費はあるのでしょうか？新校舎を利用しないのに，費用だけ取られるの
は納得できません。又，二中と三中が二中校舎へ一時的に一緒になる上での生徒内での精神的な不安は，先生の数を増やすだけでは解決できないものと考えます。先生自身にも，今より大きな負担がかかる事は，明白です。館
山市，教育委員会含め，定期的なＭＴを実施し，現状を共有できるような流れを作り，問題解決を都度，市一体となって行っていくべきだと思います。

5

108 館山小学校 小6
・統合は反対です。説明会の時にも二中と三中の生徒の間で対立している事を知っていながら統合した時に問題，いじめが起きたら，どう対応して頂けますか？館山小の中でもいじめがあり，娘も被害を受けています。今は先
生が対応してくれていますが，中学で三中と統合するなら行きたくないと言っています。北条幼稚園を建設した時には，幼稚園から中学校までを同じ敷地内にという考えはなかったのでしょうか？決定する前に，二中学区，三
中学区の生徒，市民の声を聞くべきではなかったのではないでしょうか。

3

109 西岬小学校 小4
小規模な学校から突然大規模な学校に入学することになり，子どもも，保護者も不安です。小学校から中学校に変わるだけでも大きな環境の変化になるので，子ども達のフォローをしっかりして頂きたいです。目が行き届かな
い（人数が多くて）のでは，突然決定した統合に憤りを感じる事になります。子どもの減少などあるとは思いますが一方的な決定ではなくアンケートなど実施してほしかったです。

3

110 西岬小学校 小6
突然の事でびっくりはしましたが，市側も子ども達の事を色々と考えて下さった上での結論かと思いますので，賛成です。これから，世界に羽ばたく子ども達ですので，多感な中学の時期，色んな人の居る中で学校生活を送っ
た方がいいですし。ただ，遠方からの通学になる場合にはスクールバス等の整備はしっかりお願いしたいです。又，制服は，黒or紺のズボンorスカート，上は白シャツ，冬期はセーター，ベスト着用可みたいにすれば，お下が
りでもそのまま使えるし，新たに作る必要もないし。（女の子もズボン可になるといいです。）様々な意見があると思いますが，良い方向にまとまるよう頑張って下さい！！

1

111 西岬小学校 小6

二中と三中の統合について反対です。
・西岬から二中まで自転車で通学するのも距離があり，大変なのに，三中までとなると通えない。
・現在，二中まで朝はＪＲのバスしか出てない為，雨の日バス停から学校まで歩くのがつらいという話を聞きました。スクールバスが充実してないと，親の車で送り迎えをする事になりますが，仕事をしている親にとっては負
担が大きいです。
・少人数の西岬小から大規模な学校へ行く事に不安があります。

3

112 豊房小学校 小2 統合にあたって，スクールバスの運行を明確にしてほしい。４ｋｍではなく地名（例えば豊房の○○地区等）をはっきりして欲しい。学校へ通わせるのに際し，通学路の安全確保が心配です。 1

113 豊房小学校 小5

・姉と弟で学年カラーが同じなので，色々なものがお下がりで使えるはずだったのに，使えなくなり，困る。何万も違ってくる。
・二中だったら，単純にクラス数で割れば，同じ，小学校の子が同じクラスに入学時，何人かいたのに，８～９クラスにされたら，クラスに同じ小学校の子が誰もおらず自分１人になってしまう。子供も１人になる可能性があ
るといって心配している。統合は嫌だ。
・解答書には，全部通しで読むと，色んなところに矛盾があるのでわからない？
・館山小から入学してくる子達の中に，授業中先生に注意されても私語をやめない子が，何人もいる。これで，北条小から来た子達が更に増えたら困る。三中も館野小から入学した子の親が，北条から入ってきた人達の私語が
うるさくて授業が聞こえないと言っていた。この状態で，大規模校になっても困る。授業中，先生一人では無理。学力にも支障が出る。スクールカウンセラーを増やしたって，授業態度の改善は無理だし，現状，先生を増やし
たって，子どもが先生をなめている。二中の現状，授業中，生徒が，本棚の本を荒れて全部ひっくり返したりしても担任が全く注意なし。こんな風なのに，大規模校にしたって収拾つかないし先生の手に負えない。

3

114 豊房小学校 小6
大きい中学の統合で，問題は多々あると思います。両中学の伝統を偏ることなく，取り入れて，素敵な中学校になればと思います。今後，学力，部活動に盛り上がっていけば，子どもの将来も色々と道が拓けてくるのではない
かと思います！私は二中出身です。母校がなくなるのは寂しいですが，何かの形で，また使用できればとも思います。

1

115 館野小学校 小2 説明会での内容を読ませて頂き，今のところ特に意見などありません。子ども達の為に最善の対応をしてくれることをお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 1

116 館野小学校 小3
第２回の説明会に参加させていただきました。経緯については，ある程度理解しました。ただ，やはり保護者や子ども達が置き去りにされてしまったような感覚は，申し訳ありませんが拭いきれませんでした。今後も館山で子
育てを続けていく一人の保護者として，この先はこのような形での重要事項の決め方は，回避していただきたいと強く願うばかりです。これからも，住み易いまちづくりのため，御尽力よろしくお願い致します。

1

117 館野小学校 小6
現在館野小へは，遠い自宅から徒歩で行っています。三中に通う事になれば近くなる場所ですが，二中になると，自転車通学地域になるかもしれず，子どもにとって小・中学校両方とも，長い道のりになるのであれば，反対で
す。自転車通学限定など地域を区切らず，通学バスを希望してもいい制度になるなら合併でも致し方ないと考えます。強制自転車通学等になるのであれば大反対であります。御考察よろしくお願い致します。

5

118 九重小学校 小2
少子化が進んでいるので統合は避けられないと思います。九重小は規模が小さいため，皆仲が良く小学校の間はあまり人間関係のトラブルが無いようです。
中学校に入り，人間関係の壁に直面しているケースが多いと聞きます。統合により，九重小と同じような小規模の小学校とも一緒になります。統合により今の現状が改善される事を願います。三中がマンモス化し同じ市内の一
中，房南中との格差（学習面，部活動）が生じないか心配です。

1

119 第二中学校 中1
近隣の中学では新校舎を建設して中学統合はもう始まっているので，館山市も今後を踏まえ統合を検討することは必然です。令和３年４月に新しい中学の開校に向けて様々な方針を肉付けしていき先生　保護者　生徒の個々に
説明ができるように専門的な知識を持つ代表者を決めて話し合って頂きたいです。私の地元でも近隣中学校舎の老朽化が進み，統合して７クラスになり，保護者説明会や意見交換会がしっかり行われたはずでしたが，生徒間の
問題は多く生徒の自殺が開校４年目，起こってしまう結果でした。必ず問題は起こります。最優先は子ども達の安全です。私の昔話が繰り返すことの無いように願います。

1

120 第二中学校 中1
統合をすることは将来的に考えるとやむを得ないのかもしれません。ただ，中学３年という大事な時期に統合しなくてはいけない事をギリギリに知らされた事には不信感を持ちました。せめて入学前にこういった話が出てくる
事を知らせて頂きたかったです。クラス数を考えると３年生でのクラス替えがあると思うのですが，せめて２年生のクラスのまま３年生の中学生活を送らせて欲しいです。修学旅行，受験という大きな行事を，不安が大きい環
境の中では過ごさせたくはないのです。楽しく中学生活を送る為にも，途中から統合する学年には配慮して欲しいです。

1

121 第二中学校 中2

中学校での学年カラーが姉弟で同じなので，ジャージとか通学カバン，体操服などお下がりで使うつもりだったのが，使えなくなるので困る。何万も違ってくる。
・大きな小学校から入学してきた子が，今でさえ，先生に注意をされても私語をやめなかったりするのに，大規模校になったらますます荒れて困る。大きな小学校から来る生徒がこれ以上増えるのは困る。
・一中や房南学園との規模が違いすぎる。部活の大会などで，ほとんどの運動部や上位成績は，統合中になると思う。
・昔，三中が８クラス，９クラスだった時代と子どもの質が違う。やる事が都会並みなってきている。今の質で，クラス数が沢山にするのは，先生が増えても，スクールカウンセラーが増えても，目が行き届かない。現状で
も，担任が荒れる生徒に対して，全くこわくて注意出来ないと不満が出ているのに。
・統合を先生達も知らなかったという噂なのに，親が教育委員会に勤めている子供が，学校で，親から聞いて統合を知っていたと発言している。
・解答書に，保護者，ＰＴＡに相談なく決めた事への答えがあるが，そこに書いてある理由から，協議する機会を作れなかったとは思えない。他の市は，統合の際，事前に説明があったのに，お粗末な話。

3

122 第二中学校 中2 6

123 第三中学校 中1

・今年の４月入学時に一言も新校舎の事を言わないのはひどい。6月27日三中で行った説明会も説明だけで相手の気持ちを分かってない。
・確かに三中校舎はボロボロだが子供たちのメンタルを心配しています。子供たちは，二中に行きたくないと言っています。両校の交流をすると言っていますが，自己主張している年齢なので親としては心配です。
・修学旅行などの行事の不安。
・クラス編成は負担（いじめや成績）の少ないクラスにしてほしい。テストの配慮が重要！！
・子どものことも一番に考えてほしい（メンタル面）。
・二中との合同は反対です。お互い学校が大きすぎる。
・通学路は道が狭すぎて事故が起きるし，学校の登下校時間も北条地区からは遠すぎる。保護者同士の車の事故も考えてほしい。
・今の中１の生徒が一番負担がかかってしまうことが残念。そして受験という大きな課題がある。親は見守ることしかできません。子どものことを一番に考えてほしい。高校入試を受けるのは子供！！
・部活も三中に戻って部活をやるのもおかしな話。
・近場の北条小を使用出来ないのか…。北条小の教室は余っている！今の中１年生が中３になった時，中３だけでも！
津波対策で城山へ避難しても700名の子供が城山に行くのは困難。地域の住民も城山に向かうと思う。700名の保護者も集まるとしたら城山の周りは渋滞する。そういう事も考えてほしい。

3

124 第三中学校 中1 移転の時期は最短で３年４月と書いてありますがその間に大地震が起きたら…と考えるととても不安です。 5

125 第三中学校 中1
統合は反対です。２年間三中で生活してきたのに最後の１年で慣れない場所で生活するのは，気持ちの面で大変なことだと思う！大人だって慣れるまで大変，子どもたちは慣れない場所で毎月テストを受け新しい仲間と気を
使った生活をするのは，相当メンタル強い子どもしか通用しない。最後の１年間は落ち着いた中学校生活を送ってほしいので仮設でも作ってほしい。あと北条小の余っている教室をかりてほしい。この学年が犠牲になるのはお
かしい。中３年は人生として大事な時期です。子どもの気持ち，ちゃんと考えて下さい！二中も大きい学校ですよ！そういう事も考えてくださいね！

3

126 第三中学校 中1
中学３年になった時に統合になる予定です。自転車通学になり，雨天の時，車で送迎する事もあるかと思います。その時の駐車スペースがあるのでしょうか？線路を越えたり車道近くを通っての通学となるので，安全面が心配
です。
制服，ジャージなどはそのまま三中のを使いたいです。受験の年に移動は精神的にも負担になるのではないか心配です。人数が多すぎるように思います。

3

127 第三中学校 中2 耐震判定を受けてから５年も経っている。早く耐震をして安全な学校生活を送れるようにして欲しい。統合に対しては仕方ないと思います。 1



№ 学校名 学年 意見 評価

128 第三中学校 中2

三中の耐震不足は，５年も前にわかっていた事なのになぜ今決定した形で話しをわかってく下さい。なんて事になるんですか？取ってつけたような言い訳ばかり並べて‘子供達の為‘みたいな言い方してますけど，船形バイパ
スを優先させて子供達を後回しにしたからですよね。この先，館山全体の子どもの数は，減る方向に向かっていると思いますが，なぜ，人数の比較的多い学校同士の合併なのですか？近いし，教室も空いているし…ってそうい
う事じゃないでしょ！‘これだけ考えてるんですよ。わかって下さい。‘の書き方もどうかと思います。中学は３年間と短いですが，心身共に不安定にもなりやすい年頃です。耐震不足がわかった時点で，地域住民や二中，三
中と話し合いをしていればもっとスムーズだったのではないですか？っていうか，一中や房南中，館山市全体で中学を２校にするなどの話し合いをしてくれれば良かったと思います。本当に必要な事には時間を使わず，不必要
なことにばかりお金や時間を使っている気がします。そんなんじゃわかってもらえるものもわかってもらえないです。将来的に館山の子供達をどうしていきたいのですか？

3

129 北条小学校 小1 市の方針でお任せします。 1
130 北条小学校 小1 三中と二中の統合は賛成できません。 3

131 北条小学校 小1
ＰＴＡ・保護者・地域住民に事前に話が全くなく話が進んでいた事が，一番納得いきません！！学区外の方が知らないのはわかりますが，該当の方々，全く知らないというのは，市に対して不信感がつのる一方です。三中だけ
でも大人数で，二中と統合したら，先生の負担，目が行き届かない，イジメ，子供達の友人関係の崩れ，学力の低下等様々，不安要素があります。確かに将来的には，人数が減少するかもしれませんが，三中と二中の統合は反
対です。役所の方は，子供，保護者の立場を考えていないと，つくづく感じました。

3

132 北条小学校 小3 説明会にも出ていますので，仕方ないのは承知していますが，でもやっぱり，二中と三中が統合することは賛成できません。 3
133 北条小学校 小4 二中と三中の統合の時点でのいじめ等が心配です。統合当初を特に色々な事，生徒の安心・安全の対応を希望します。 1

134 北条小学校 小4
全てにおいて館山市の考えに準じてまいります。ただ，今の時点で大地震が起きた時に子供達が安全かどうかが，心配です。二中と三中が統合するとなると安房で一番大きい中学になると思います。是非子供達が，ワクワクす
る様な設備だったり制服などをお考え頂けるとありがたいです。

1

135 北条小学校 小5 市の方針でお任せします。 1
136 北条小学校 小6 二中と三中が一緒になるのが心配です。 5
137 北条小学校 小6 今現在学区外から通っております。このまま二中に進学予定なのですが，学区外届けは，二中，三中統合後，再度届けでを出しにいくのでしょうか？ 1
138 北条小学校 小6 津波対策と，統合にて環境が変わることでの子供のストレスが心配です。 5
139 北条小学校 小6 二中と三中が一緒になるのが心配です。 5
140 館山小学校 無記入 6
141 館山小学校 小1 通学の距離が伸びるが，通学バス等の整備をしていただきたい。中学となるので部活動の時間を含めた運用を考えていただきたい。 5

142 館山小学校 小2
「制服等は経済的負担が大きくならないように，統合時点では混在していても問題がないと考えていますが…」とありますが，部活動のユニフォーム等に関しては統一しなければ試合の出られない等ありますので，在校生には
やはり負担はあると思います。「公共交通機関を利用した場合の運賃補助」といっても，館山駅から徒歩になってしまうので大変かと。現在，九重方面はスクールバスを運行していると思いますが，西岬方面にもスクールバス
を運行してもらえたらありがたいと思います。

5

142-1 館山小学校 小6
「制服等は経済的負担が大きくならないように，統合時点では混在していても問題がないと考えていますが…」とありますが，部活動のユニフォーム等に関しては統一しなければ試合の出られない等ありますので，在校生には
やはり負担はあると思います。「公共交通機関を利用した場合の運賃補助」といっても，館山駅から徒歩になってしまうので大変かと。現在，九重方面はスクールバスを運行していると思いますが，西岬方面にもスクールバス
を運行してもらえたらありがたいと思います。

5

143 館山小学校 小4
二中に一時統合後の避難経路の確保，災害時の最悪を想定してしっかり対応してほしい。学校だけの判断ではなく，市，消防，警察とも連携してベストの対策をしてほしい。統合を機に，二中，三中それぞれ今までの慣習，慣
例をとっぱらい，様々なことを大胆に改革して下さい。他県の公立中学でも，時代にあった教育改革がすすみ功を奏している学校もあります。（校則や，担任制度の見直し，部活動のあり方，ＰＴＡのあり方など…）教育委員
会や教育関係者はよく勉強して新しい学校モデルをつくろう！という意気込みをもって改革をすすめてほしいです。頑張って下さい。

1

144 館山小学校 小4
説明のプリントを読んでいても，統合する意味も，そのメリットも何も見えてきません。子どもが減少するからとたくさんの地域で統合となっていますが，二中，三中の場合は統合することが良いことなのでしょうか？人数が
増えれば増える程，問題も多くなることでしょうし，カウンセラーを配備すると言っても，見きれないのではないでしょうか？授業や行事等，同じ事が言えると思います。検討していきます…とおっしゃっていますが，それで
は保護者の不安や，不満は増すばかりです。実際，不安しかありません。無理やり統合しているようにしか思えません。難しい事が分からないので言いたい事ばかり言っていますが今一度ご検討下さい。

3

144-1 館山小学校 小6
説明のプリントを読んでいても，統合する意味も，そのメリットも何も見えてきません。子どもが減少するからとたくさんの地域で統合となっていますが，二中，三中の場合は統合することが良いことなのでしょうか？人数が
増えれば増える程，問題も多くなることでしょうし，カウンセラーを配備すると言っても，見きれないのではないでしょうか？授業や行事等，同じ事が言えると思います。検討していきます…とおっしゃっていますが，それで
は保護者の不安や，不満は増すばかりです。実際，不安しかありません。無理やり統合しているようにしか思えません。難しい事が分からないので言いたい事ばかり言っていますが今一度ご検討下さい。

3

145 館山小学校 小5 6

146 館山小学校 小5

現在，小５ということで，中学１年生の時に北条と館山の生徒が合同になります。一番大変なのは生徒よりも先生方のような気がします。子供たちはクラスに新しい顔ぶれが並び，今までより人が沢山いると思うのですが，ク
ラスは１～３組までが館山の生徒４組～が北条の生徒というクラスの組み方もどうでしょうか？慣れたところで，シャッフルするとか…。また一番気になるのが，二中前の道路が狭く，雨の日等で送迎する方が車同士の事故に
ならないか不安です。新中学が完成する前に卒業するわけですが，息子もそれは仕方ないよねと言っていました。合併して大変なことはあると思いますが，基本的に賛成です。最低限の中学生としての生活が守られるよう希望
します。館山は海が近いので耐震とか津波の問題はあると思うのですが，どこも資金が一番関係していると思うので，これも仕方がないと思っています。乱筆ですみません。以上です。

1

147 館山小学校 小5 6

148 館山小学校 小6
三中の校舎が危険であることは理解したので，二中に移転する，というところまでは，その方法しかないと思う。ただ，統合に関しては，将来子どもの数が少なくなるから，という理由で行うのは寂しい感じである。子育て世
代の集まる館山にし，２つの学校をそれぞれ活用する教育的予算を惜しまない，というのもこれからの館山市を考える上での１つの選択肢なのではないか。

2

149 館山小学校 小6 統合を1年遅らせることはできませんか？今，中１の子がかわいそうです。統合自体は反対しません。 5

150 館山小学校 小6

二中周辺はとても狭い上に，雨の日の登下校時はすごい数の車が来て子ども達は壁と車に挟まれそうになりながら歩いています。（海側の入口付近）雨の日に市の人に立って見てもらいたいです。これ以上車が増えたら子供の
安全確保は無理だと思います。登下校の時間帯を通行止めにするか，一方通行にしない限り解決しません。統合は「将来の生徒数減少への対応」と言いますが，生徒数が減ってから統合して下さい。１学年７クラスにもなるよ
うなマンモス校を作る必要がありますか？人数が多ければ先生の目も行き届かなくなるのは明らかです。北条小に通わせている親御さんからは，人数が多くて収集つかない，授業が崩壊している，防犯スプレーをまき散らし，
先生の言う事を聞かない等，色々な話を聞きます。市の人達は話し合いだけで決めるのではなく現状を見て下さい。毎日毎日抜き打ちで色々な学校，授業を見て下さい。人数が多いとどのようになるのか。「効果的な学習環境
の確保」と言えるのでしょうか？中学生といえば一番多感で難しい時期，ただでさえトラブルの多い時期です。他校と一緒になればケンカ，いじめ，敵対視する年頃です。スクールカウンセラーでどうにかなる問題ではありま
せん。子供達の気持ちを一番に考えて下さい。子供達が可哀想です。市の財源がない，土地がない，で子ども達の中学生活を犠牲にしないで欲しい。何を言っても変わらないであろう市のこのようなやり方に心底がっかりして
います。

3

151 館野小学校 小3

統合について賛成ですが，建て替えの場所については別の場所を検討して，いただきたいです。現在もそうですが，校内に駐車できる車の台数は限られており，毎回別の遠いところへ駐車して参観などへ参加しています。それ
は，どのご家庭も同様だとは思いますが，今後も踏まえ，車で来校するという事も視野に入れていただきたいのです。子供の数が増えれば，当然保護者の数も増えますし，雨の日の参観がとても憂うつです。一時の事ですが，
学校はなくならないわけですし，検討してほしいです。稲地区や広い田で使用していない場所を多く見かけます。安全でもありますし，スクールバスを検討して下さるなら，現在の場所にこだわらず広い敷地の取れる所が一番
良いのではと思います。

5

152 館野小学校 小5 6
153 九重小学校 小2 子ども達にとって良い方向になればいいと思います。 1

154 第二中学校 中1
子どもが３年生になる４月に統合の予定です。受験の大事な時に，子供も混乱してしまう…と言っています。おそらく，今回賛成の方は少ないのではないでしょうか？色々，出ている意見の返答を見ても，結局は統合しかない
ような答えばかりで，こちらの意見が通らないのでは？何の為のアンケートか分かりません。

3

155 第二中学校 中1
そもそも市執行部が最善策として事後説明しているが，何故事前に市民及び二中，三中関係者に説明やアンケート了承を得ないで勝手に（知らない間に），話を進めてこれが最善策ですはないと思います。三中校舎の新築費用
が既にだされているのは市執行部と建築業者との内密談合があったのではないかと疑います。もっと理解と了承を得てから計画を進めるべきです。二中校舎のＩＳ値は何故表示されないのか？改修工事もされるのか，ご解答を
頂きたい。

3

156 第二中学校 中2
二中と三中が統合した際の環境の変化によることで，学生達のいざこざなど生活面，学習面，部活動などに影響が最小限になるよう，両学校の先生達が早い時期から協力を得て作っていって欲しいです。学生達は思春期なので
イジメ問題も考えて下さい。

1

157 第二中学校 中2 6

158 第二中学校 中3
統合に関しては，子育て世代に移住してもらえるようなまちにし，将来子どもが減るから…などと言わず，もっと増えるよう市として盛り上げよう，という明るい展望を持って，二つの中学はそれぞれ残してもいいと思う。そ
れにしても，二中，三中とも周辺道路が狭く駐車場も十分でないのは改善できればと思う。２校をまとめれば経費が節約できるのだろうが，教育にかけるお金を出し渋らず，子どもたちにとって，よい環境を与えてあげられれ

5

159 第三中学校 中1 市の方針でお任せします。 1



№ 学校名 学年 意見 評価

160 第三中学校 中2

二中，三中の合併の時期が卒業後となり正直ホッとしている。合併の経緯については，納得できると思うし，良案であると思うが，新校舎ができるまでの間，二中へ通学すると仮定した場合に，最も不安に感じることは以下の
ことです。
①三中の時から感じているのですが，スクールバスを利用する場所に住んでいながら，部活動の朝練や，延長練のため，スクールバスを利用できず，自転車通学あるいは，親の自動車送迎をやむなくしている生徒がいますが，
二中に通うとなると，ますます遠くなるので，部活動の朝練，延長練を一律に止めてもらいたいです。熱心な部活動も，スクールバスに乗ることを前提に活動時間を決めてもらいたいと思います。親の送迎を当然の前提とした
部活動のあり方は誤っている。事前説明もない。
②この合併による経済的負担が増えないように配慮して頂きたい。特に部活動では，揃いのユニフォームなど，半ば強制的に販売するものがあるが，合併後に買い直さなくていいよう，配慮してほしい。制服は一時期バラバラ
でよいが，部活の試合のユニフォームは統一せねばならないと思うので，現中１，小６生が入部する際は，いずれユニフォームが変わることを見越して（三中として活動する間は）先輩から譲り受ける等，学校からも積極的に
働いかけてもらいたい。子供達が賢くなっていくためには，多少の不便や我慢が必要で，それをフォローして下さる先生方は大変な御苦労と思いますが，建替えがスムーズに進み，子ども達が安全な場所で学校生活を送れるよ
うに保護者も協力したい。

1

161 第三中学校 中3 保護者の意見を聞いてほしいです。合併，統合については，一中も一緒にして館山１つの中学にすべきだと思います。 5

162 第三中学校 中3
二中近くに住んでおります。今でも二中生徒の車での送り迎えで車を使われると思いますが，今でも朝かなり早いスピードで裏道を通っています。さらに車が増えることは，近く住む者としては不安です。今の三中の海抜や，
津波の危険を考えるともっと三芳側に建てたほうがよいのではないでしょうか。いずれ，館山市で１つの中学にすることを考えているのであれば，他の土地を検討してすべて送迎もスクールバスを利用する。今の考え方で建て
るのであれば，建設会社に儲けさせるだけだと思います。

5

163 北条小学校 無記入 6
164 北条小学校 小1 6

165 北条小学校 小2
統合については納得し，異論がありません。専門家の方が熟考された事と思いますので。また，子どもも新校舎への進学となるので，親としては何も不便を感じません。ただ，二中へ移動する子や，３年間に移動を経験する家
庭では，不安があって当然だと思います。特に受験の年の生徒には一段の配慮を希望します。混乱が起きない様，可能なかぎり，計画通り，工程が進んでほしいと願います。新学校名が何になるのかも気になるところです。 1

166 北条小学校 小2 特にありません。 4

167 北条小学校 小3

説明会に参加した保護者です。説明会の開催の手紙が学校を通して配られたのと同時に統合の方針を突如知りました。「三中生の安全を第一に考えて」と言っている割には，遅すぎると思います。この５年間，三中が無事で
あったことはラッキーとしか言いようがありません。（※この間，上の子が三中に通っていました）「この５年間，色々と検討した」とありますが，５年間１度も途中の経過報告はありませんでした。「方向性が定まらない状
況もあった」なら，それこそ生徒や保護者にも意見を聞くべきであったし，検討の過程を逐一知らせてほしかったです。「市の方針が最善」と言われてしまえば，その方針に従うしか私たちにはできません。令和３年４月まで
に大地震が起こって三中校舎が崩壊しなければ良いですね。万が一，被害者が出た場合，どう責任を取るつもりでしょうか。

3

168 北条小学校 小4 異議なし 1
169 北条小学校 小5 二中と三中の統合を初めて知ったのが子供が持って帰ってきた手紙からだったので，それはちょっと驚きました。統合して，そして３年間，二中の校舎に移る事については，特に反対の意見はありません。 1

170 北条小学校 小6
何が起こるかわからない時代ですね。統合は今現在，とても良い考えだと思いますが，今後もし，子供の数が増加したら…と思うと，どうなのかなと。とにかく子どもが増えてくれないと，この町　死んじゃいますよね。　イ
シバシ

1

170-1 第三中学校 中2
何が起こるかわからない時代ですね。統合は今現在，とても良い考えだと思いますが，今後もし，子供の数が増加したら…と思うと，どうなのかなと。とにかく子どもが増えてくれないと，この町　死んじゃいますよね。　イ
シバシ

5

171 館山小学校 小1 地震により倒壊の危険があるのであれば子どもの命に関する事なので新しい校舎を作ってほしい。自分が小学校の時，中学が統合になったが問題は起きなかった。子どもは環境に慣れるので親が心配しすぎな気がします。 1

172 館山小学校 小4
合併の事…決定したのなら反対はしませんが，どうして大きい学校2校を合わせ，人数の少ない学校を残すのか？意味が分かりませんでした。必ず毎年「二中が悪い，今年は三中が悪い」と言われ続けてきた学校を一緒にするリ
スク…という事は毎年悪い学校になってしまうのでは？という思いがあります。校歌はYOSHIkIがいいなと考えています。

5

172-1 館山小学校 小6
合併の事…決定したのなら反対はしませんが，どうして大きい学校3校を合わせ，人数の少ない学校を残すのか？意味が分かりませんでした。必ず毎年「二中が悪い，今年は三中が悪い」と言われ続けてきた学校を一緒にするリ
スク…という事は毎年悪い学校になってしまうのでは？という思いがあります。校歌はYOSHIkIがいいなと考えています。

5

173 館山小学校 小6
将来の生徒減少は現実なものなので，統合も仕方ないのでは，と思いますが，小・中一貫校という選択も説明会の時にでましたが，その事についての説明はどうなんですか？一貫となるとその前に交流は月１，２回はあった方
が良いのでは，いろいろな理由で登校拒否の生徒が多いという事も耳にします。スクールバスは是非ともあってほしいです。今でも遠いのに送り迎えが毎日ともなると仕事を持っている人にはつらいです。

5

アンケート実施して下さって，ありがとうございます。私は小学生１人と中学生２人の子供を持つ，西岬地区在住の母親です。今回の二中と三中の統合について，役所側の一方的で乱暴な決め方に，母親として戸惑いと憤りを感じています。役所側の都合
で，役所側の都合のいいように判断し，さらには時間がないと焦って，教育というとても大切な分野を扱うのは絶対にいい結果が生まれません。今まで子育てを経験してきた人なら，大人の都合や時間軸で子を扱えば，子供に歪みがくるという経験を，身を
もって知っているのではないでしょうか？まず子供達の事を考え下さい。三中の耐震問題と，統合は全く別の問題です。もしも統合を考えるのであれば，将来実際に子供が減少して，教育現場が切磋琢磨するための生徒の人数確保の必要を感じてから，検討
して下さい。今は二中も三中も十分生徒がいます。私達ベビーブームの時とは時代が変わり，一人一人がスマートフォンを持ち，家族の在り方も多様化したこの時代に，一人一人の名前を覚えるのがやっとの教育現場に，不安以外のなんの希望も感じられま
せん。まずは一刻も早い，三中生の安全確保です。三中生全員を移動する場所がないなら，学年別に分けてそれぞれ別の場所を用意し，週１回程度文化ホールなどを借りて，全校集会などを行うなどの方法をとったらいかがでしょうか？西岬地区でいえば，
西岬小学校も工夫すれば教室は何個か空きますし，耐震が大丈夫であるなら，西岬地区公民館を利用してもいいのでは？三中生を一刻でも早く移動して，将来的には統合も視野に入れた新校舎を設立し，まずは新校舎に三中生だけを入れてあげて下さい。
もうひとつお伝えしたいしたい事があります。私の子供たちが卒業し，今も下の子が通っている西岬小学校は素晴らしい学校です。ご存じの通り，1学年1クラスで，全校合わせても60人程度の小規模な学校です。子供たちは全校生徒の名前も性格も熟知し
て，先生に言われたから…とかではなく，当たり前に高学年が低学年の面倒を見ながら，学年関係なく，皆で遊んでいます。また人数が少ない分，一人ひとりの力を発揮する場面が多く，全員が主役になれる学校です。同級生の友達とは，6年間ほぼ毎日一
緒になので，最終学年になる頃は，お互いにクラスメイトそれぞれの性格を受け入れ，接し方を学び，幼いころから一緒に過ごしてきた故の，強い絆が生まれます。私自身は1学年5クラス，1クラス40人の大きな小学校を卒業していて，小学校時代に，今の
西岬小の子供たちのような深い人間関係を経験できなかったので，西岬小に通う自分の子供たちを羨ましく思います。子供のうちにこのような素晴らしい経験ができる西岬小学校を残していてくれる館山市を，私は誇りに思います。
今回の統合の話で，幼稚園や保育園の幼い子を持つお母さんが，中学に入った時に子供が対応していけるように西岬小学校ではなく大きな小学校へ入れようかなあと話しているのを何度か聞きました。それを聞いて，余計に，安易に統合ということは，避け
てほしいと願うばかりです。館山市の財政などの現実問題も大きく起因しているのでしょうが，子供たちにとって，館山市で育って良かったと思えるような町づくりを，これからもよろしくお願いします。

3

第二中学校 中1

174-2

174 西岬小学校 小2

アンケート実施して下さって，ありがとうございます。私は小学生１人と中学生２人の子供を持つ，西岬地区在住の母親です。今回の二中と三中の統合について，役所側の一方的で乱暴な決め方に，母親として戸惑いと憤りを感じています。役所側の都合
で，役所側の都合のいいように判断し，さらには時間がないと焦って，教育というとても大切な分野を扱うのは絶対にいい結果が生まれません。今まで子育てを経験してきた人なら，大人の都合や時間軸で子を扱えば，子供に歪みがくるという経験を，身を
もって知っているのではないでしょうか？まず子供達の事を考え下さい。三中の耐震問題と，統合は全く別の問題です。もしも統合を考えるのであれば，将来実際に子供が減少して，教育現場が切磋琢磨するための生徒の人数確保の必要を感じてから，検討
して下さい。今は二中も三中も十分生徒がいます。私達ベビーブームの時とは時代が変わり，一人一人がスマートフォンを持ち，家族の在り方も多様化したこの時代に，一人一人の名前を覚えるのがやっとの教育現場に，不安以外のなんの希望も感じられま
せん。まずは一刻も早い，三中生の安全確保です。三中生全員を移動する場所がないなら，学年別に分けてそれぞれ別の場所を用意し，週１回程度文化ホールなどを借りて，全校集会などを行うなどの方法をとったらいかがでしょうか？西岬地区でいえば，
西岬小学校も工夫すれば教室は何個か空きますし，耐震が大丈夫であるなら，西岬地区公民館を利用してもいいのでは？三中生を一刻でも早く移動して，将来的には統合も視野に入れた新校舎を設立し，まずは新校舎に三中生だけを入れてあげて下さい。
もうひとつお伝えしたいしたい事があります。私の子供たちが卒業し，今も下の子が通っている西岬小学校は素晴らしい学校です。ご存じの通り，1学年1クラスで，全校合わせても60人程度の小規模な学校です。子供たちは全校生徒の名前も性格も熟知し
て，先生に言われたから…とかではなく，当たり前に高学年が低学年の面倒を見ながら，学年関係なく，皆で遊んでいます。また人数が少ない分，一人ひとりの力を発揮する場面が多く，全員が主役になれる学校です。同級生の友達とは，6年間ほぼ毎日一
緒になので，最終学年になる頃は，お互いにクラスメイトそれぞれの性格を受け入れ，接し方を学び，幼いころから一緒に過ごしてきた故の，強い絆が生まれます。私自身は1学年5クラス，1クラス40人の大きな小学校を卒業していて，小学校時代に，今の
西岬小の子供たちのような深い人間関係を経験できなかったので，西岬小に通う自分の子供たちを羨ましく思います。子供のうちにこのような素晴らしい経験ができる西岬小学校を残していてくれる館山市を，私は誇りに思います。
今回の統合の話で，幼稚園や保育園の幼い子を持つお母さんが，中学に入った時に子供が対応していけるように西岬小学校ではなく大きな小学校へ入れようかなあと話しているのを何度か聞きました。それを聞いて，余計に，安易に統合ということは，避け
てほしいと願うばかりです。館山市の財政などの現実問題も大きく起因しているのでしょうが，子供たちにとって，館山市で育って良かったと思えるような町づくりを，これからもよろしくお願いします。

174-1

アンケート実施して下さって，ありがとうございます。私は小学生１人と中学生２人の子供を持つ，西岬地区在住の母親です。今回の二中と三中の統合について，役所側の一方的で乱暴な決め方に，母親として戸惑いと憤りを感じています。役所側の都合
で，役所側の都合のいいように判断し，さらには時間がないと焦って，教育というとても大切な分野を扱うのは絶対にいい結果が生まれません。今まで子育てを経験してきた人なら，大人の都合や時間軸で子を扱えば，子供に歪みがくるという経験を，身を
もって知っているのではないでしょうか？まず子供達の事を考え下さい。三中の耐震問題と，統合は全く別の問題です。もしも統合を考えるのであれば，将来実際に子供が減少して，教育現場が切磋琢磨するための生徒の人数確保の必要を感じてから，検討
して下さい。今は二中も三中も十分生徒がいます。私達ベビーブームの時とは時代が変わり，一人一人がスマートフォンを持ち，家族の在り方も多様化したこの時代に，一人一人の名前を覚えるのがやっとの教育現場に，不安以外のなんの希望も感じられま
せん。まずは一刻も早い，三中生の安全確保です。三中生全員を移動する場所がないなら，学年別に分けてそれぞれ別の場所を用意し，週１回程度文化ホールなどを借りて，全校集会などを行うなどの方法をとったらいかがでしょうか？西岬地区でいえば，
西岬小学校も工夫すれば教室は何個か空きますし，耐震が大丈夫であるなら，西岬地区公民館を利用してもいいのでは？三中生を一刻でも早く移動して，将来的には統合も視野に入れた新校舎を設立し，まずは新校舎に三中生だけを入れてあげて下さい。
もうひとつお伝えしたいしたい事があります。私の子供たちが卒業し，今も下の子が通っている西岬小学校は素晴らしい学校です。ご存じの通り，1学年1クラスで，全校合わせても60人程度の小規模な学校です。子供たちは全校生徒の名前も性格も熟知し
て，先生に言われたから…とかではなく，当たり前に高学年が低学年の面倒を見ながら，学年関係なく，皆で遊んでいます。また人数が少ない分，一人ひとりの力を発揮する場面が多く，全員が主役になれる学校です。同級生の友達とは，6年間ほぼ毎日一
緒になので，最終学年になる頃は，お互いにクラスメイトそれぞれの性格を受け入れ，接し方を学び，幼いころから一緒に過ごしてきた故の，強い絆が生まれます。私自身は1学年5クラス，1クラス40人の大きな小学校を卒業していて，小学校時代に，今の
西岬小の子供たちのような深い人間関係を経験できなかったので，西岬小に通う自分の子供たちを羨ましく思います。子供のうちにこのような素晴らしい経験ができる西岬小学校を残していてくれる館山市を，私は誇りに思います。
今回の統合の話で，幼稚園や保育園の幼い子を持つお母さんが，中学に入った時に子供が対応していけるように西岬小学校ではなく大きな小学校へ入れようかなあと話しているのを何度か聞きました。それを聞いて，余計に，安易に統合ということは，避け
てほしいと願うばかりです。館山市の財政などの現実問題も大きく起因しているのでしょうが，子供たちにとって，館山市で育って良かったと思えるような町づくりを，これからもよろしくお願いします。

3

第二中学校 中2

3



№ 学校名 学年 意見 評価

175 神余小学校 小1
三中の校舎改築のため子どもの安全のためとはいいながら，やっぱり「統合ありき」の計画なんですよね。すごいだまされた気分なのは私だけではないはず。このやり方で神余小もむりやり統合されるのではないかと不信感で
いっぱい。

3

176 館野小学校 小2

統合云々の問題よりも，三中校舎が地震でいつ倒壊するのか日々不安でならない。残り２年間で１００％の保障がない中で登校させる意味があるのか？！万が一があった時，どう責任を負うのですか？そもそも事が起こってか
らでは話になりません。
２つ目，統合により，運動部の子ども達が中学校でレギュラーや選抜に選ばれたのに１つの学校になり，さらなる選抜争い等とても心身共に崩れてしまうのでは？と思う。カウンセラーがいたとしても，なしのつぶて。そし
て，高校受験に影響が出ることしか考えられないので，どう対策するのでしょうか？

3

177 第二中学校 中1
今現在二中に通わせていますが。今の現状でもグラウンドが狭かったり，部活動をやる場所すらないのに生徒の人数が増えたらもっと出来る場所がなくなってしまうのではないでしょうか？統合，統合，言う前にそういうとこ
ろからどうにかしてほしいものです。

3

178 第二中学校 中1

二中の津波での危険性や三中の耐震性の問題を考えると統合は仕方ないと思いました。先々の人口減少のことも考えたら妥当な案だと思います。ただ，市民が置き去りにされ，話が決まっていたことに市政に対する不信感が払
拭できません。今後はせめて，統合という波にもまれる（良い事も悪い事も）子ども達への丁寧な対応をお願いします。クラスの人数も増える事も部活の人数も増える事も子ども達にとっては大きな試練でもあります。指導さ
れる先生方が一番難しいと思います。先生方へのフォローも市が真剣にして下さいますように。通学範囲が広がります。自転車では危険な道ばかりです。自転車の通る専用のレーンがあるわけではない上，高齢者ドライバーの
多さ，スピードを出す人の多さは日本の最先端を行っている館山です。将来を担う子ども達への最善の方策をお願いします。

1

179 第二中学校 中2
令和３年４月の統合という説明で，子どもは３月に卒業しますので基本的に統合に賛成の意見をもっています。津波も心配なので移動した方が良いのではとも思っていますが，統合に際して，‘二中の改修工事‘とすると，受
験をするという時（改たに制度変化）に子も親も不安をいだきます。その中工事で，気持ちも集中できなくなる状況を心配しております。その事は尚一層の配慮を望みます。

1

180 第二中学校 中2
三中の耐震を何年もそのままにしておいて，今になって急に統合することまで一緒にする必要はないのでは，統合と耐震は別問題では。将来，生徒数が減少してくるなら，その時，統合すればよいのでは。今，新しい校舎に教
室をたくさん作ってもムダになるのでは。市の執行部数名で子ども達の気持ちをかき乱す事は辞めていただきたいです。もっとデリケートな問題なのではないでしょうか。

5

181 第二中学校 中3

子どもの命を守る事がまず最優先です。統合は今ある選択肢の中でベストではあると思います。ただ生徒と保護者が不安なのは当然です。
・ベテランの先生を揃える
・メリット，デメリットを説明する
・明るい未来をイメージさせる　等
誠実な対応をして下さることを願ってやみません。そこに通う子供たちのとって一生に一度の中学校生活ですから。

1

182 第二中学校 中3 制服について心配している女子の親御さんがいました。 4

183 第三中学校 中1
質問！統合してすぐに修学旅行があるのが気になります。名前を覚えるのがやっとの時期に行くことになるのでしょうか？それとも統合前に三中生のみで行くのでしょうか？統合決定を聞いた時はビックリしましたが，今後の
事を考えての事ならしょうがないと思います。安全第一なので。色々と検討してのことだったと思います…が，二中よりも一中の方が先に統合するかと思いました。ちなみにバイパス沿いの館山コンクリート跡地は無理だった
のですか？

5

184 第三中学校 中1
一番気になること。約２年間，三中へ登校させて地震やケガや倒壊して死んでしまうのではないか？正直今すぐ，子供の安全を第一に考えて欲しい。１年生は３年生で二中へ移動になるそうですが，受験する上で，マイナスし
かない。二中と三中で対立してきた部活でいじめや仲の悪さが出てしまう。勉強に集中しにくくなる。子供の人生がかかっているので本当に慎重にやってもらいたい。３年生でまたしてもクラス替え。人数も増えるとあって不
安しかない。カウンセラー以外の対策は？

3

185 第三中学校 中1

二中校舎が最善ではなく，消去法で決まったとしか思えない。通常あんなに道が狭く，かつ，津波が来たら確実に被害をうける所に，何のためにわざわざ通うのか，到底理解する事が出来ません。避難方法を改めて検討したと
ころで津波の危険から回避する事は出来ないと思います。むしろ，なぜ改めて検討したら被害を受けずに済むと思ったのか不思議でたまりません。三中近くでの移転を強く希望。現在の三中で二中への通学を賛成している人は
いないと思う。二中への通学は現小6生からにしてほしい。小６の子達はゆくゆくは二中へ通学することを承知して三中に入学しています。そうしたくないご家庭は，三中，二中以外の公立または私立に入学するでしょう。正
直，3年生から二中に通うのであれば，三中ではなく私立の中学校に行かせるべきだったと強く思っております。受験のある３年生で統合，親ですらこの動揺ですから，子ども達の動揺は大人の思う想像以上だと思います。カウ
ンセラーがいても正直，かわらないと思う。

5

186 第三中学校 中1
統合なら，統合が決まってから言われても仕方ないです。せめて卒業ぐらいに言っていただけたら（小学校）その先の方向性も違う中学校を選んだりとかできたのに。今の中１は中２で修学旅行をすませてほしいです。３年生
になった時には今の２年生が行っている様な交流学習にしてほしい。二中に全員集める様なら（ほぼ員）スクールバスにして交通面での安全性をあげてほしい。今の時代，学校を大きくするメリットはないと思う。今でさえも
生徒のケアが充分ではないのに…可能であれば仮設にして，統合はしないでほしい。

3

186-1 第三中学校 中3
統合なら，統合が決まってから言われても仕方ないです。せめて卒業ぐらいに言っていただけたら（小学校）その先の方向性も違う中学校を選んだりとかできたのに。今の中１は中２で就学旅行をすませてほしいです。３年生
になった時には今の３年生が行っている様な交流学習にしてほしい。二中に全員集める様なら（ほぼ員）スクールバスにして交通面での安全性をあげてほしい。今の時代，学校を大きくするメリットはないと思う。今でさえも
生徒のケアが充分ではないのに…可能であれば仮設にして，統合はしないでほしい。

3

187 第三中学校 中2
今回の件につきまして，今２年生には直接関係がないと思い説明会には参加しませんでしたが，生徒の安全性を一番に考えて…という教育関係者側の意見も確かに理解はできます。しかし現実今の三中の人数でさえ先生方は目
が行き届かず，うちの子のように陰でいやがらせ等をやられ困っている生徒もいます。統合までしなくていいのでは…？はっきり言って困る生徒が増えます。先生方もいろいろな業務で忙しく，なかなか保護者とゆっくり話す
時間すら取れないですよね？これ以上大人数の学校では校舎は新しくなっても中身の安全性はどうでしょうか？経験したからこそ感じます。安全とは外だけではありません。絶対，反対です。

3

188 第三中学校 中2

市執行部が今回の方針が最善のそのものであると判断したと記述がありますが，市執行部とは，何名いて，誰なのでしょうか，教えて下さい。現三中の校舎の解体，新設工事，設計等はいくつかの企業に見積りをとり，良いも
ので低価格のものなのでしょうか？何社から見積りを頂いたのか，又，社名も公表して下さい。新校舎建て替えと統合の話は別問題であると認識しているにもかかわらず，学校統合において保護者，地域の皆ともに協議をせず
に，最善のものであるとは言えない。市執行部は名前を名乗り，責任を取り，市執行部は保護者代表を入れる等改選をするべきである。館山市の方針として発表した「二中と三中を統合し，新校舎に移転する方針を固めたとこ
ろです」と「三中の現在の校舎位置に新しい校舎を建設することとしました。」という文言は撤回して下さい。そうでないと決定してしまったことに今更保護者の意見やアンケートをしても変更しないということになりま
す！！
市執行部だけで決定するな！！市執行部は名前を名乗り改選してください。
市執行部は名前を名乗り，改選して下さい。

3

189 第三中学校 中3 6
190 第三中学校 中3 館山市の方針で良いと思います。統合がうまく進みますように応援しています。 1

191 第三中学校 中3

なぜ二中と三中の統合なのか？少子化を考えて…というのであれば房南・一中も視野に入れるべき。後で房南と一中を統合させても人数差が大きい。また二中・三中とあまり素行の良くない学校を統合して今の教師に指導出来
るか？今現在まともに指導できていないのに？学校から遠方の生徒は部活に制限が出てしまう。スクールバスを出せば良いという話ではない。また送迎など親の負担が増える。地域住民，生徒，保護者があっての教育ではない
のか？事前に説明，アンケートもなく，いきなり決定事項だけを知らせるのは筋違いではないか？失礼だ。まずは経緯を説明し，住民の意見を聞くのが筋。ほとんどの方がそうだと思うが，館山で生まれ育った人間として母校
が無くなるということはとても悲しいし，残念。その上勝手に話を進められれば反対意見も多くなる。子どもの安全を考えての統合というのは分かるが，そういう点も考えて話を進めるべきだ。そんなこともわからないのです
か？

5

192 北条小学校 小1 部活もまた人数が増えて幅広く出来るのは良い事かと思います。ただ。統合時は生徒達も不安定な気持ちになりやすいと思うので，そのフォローをしっかりとして頂きたいです。 1
193 北条小学校 小1 ありません 4

194 北条小学校 小1
統合するにあたり対象となる児童と親はとても不安があることと思います。私の子が中学校に入学するころは落ち着いていると思いますので大きな不安などはありません（中学も現在の場所なので）。私たちの場合，子供の北
条小学校，三中への通学なども考えて土地を探し，戸建を買入しました。そのため二中，三中への通学などを考えそこに住まわれている方々もいるのではないかと思います。そのため，統合するにあたり児童と親が納得できる
まで誠意をもって最後まで説明や，対策を行ってほしいと思います。

1

195 北条小学校 小1

二中と三中が統合することにより，かなりのマンモス校となると思うと，一番心配なのは，人数が増えて，先生の目など届きにくくなり，イジメなどの問題が起きた時に早急に発見できないのではないかと不安があります。地
震や津波なら，あの場所でなくても三中だけ違う場所（もっと海より離れたところ）に建て替えをすることはできないのか？移転時期に受験が重なる子たちがかわいそうです。もっと慎重に進めるべきだと思います。全員賛成
とはならなくても，もっと良い意見も出たはずなのになぜ今なんでしょうか？学校が統合するということで，良い点もあると思うのでそれに期待したいです。むしろ利点について，アピールしていくべきです。今は圧倒的に反
対のほうが多いです。保護者，子供が前向きになれる点を今後は発信していくべきです。保護者や子供が置いていかれないように統合を進めてください！！

1

196 北条小学校 小1
最初は生徒達も慣れなかったり，困惑したりはあると思いますが，友達も増えるし良いと思います。ただ，いじめだったり，個々の学力だったり，きちんと一人一人に目が行き届くようお願いしたいです。大きい学校でも先生
が沢山いてしっかりみて指導して下さるのであれば大賛成です！！

1

アンケート実施して下さって，ありがとうございます。私は小学生１人と中学生２人の子供を持つ，西岬地区在住の母親です。今回の二中と三中の統合について，役所側の一方的で乱暴な決め方に，母親として戸惑いと憤りを感じています。役所側の都合
で，役所側の都合のいいように判断し，さらには時間がないと焦って，教育というとても大切な分野を扱うのは絶対にいい結果が生まれません。今まで子育てを経験してきた人なら，大人の都合や時間軸で子を扱えば，子供に歪みがくるという経験を，身を
もって知っているのではないでしょうか？まず子供達の事を考え下さい。三中の耐震問題と，統合は全く別の問題です。もしも統合を考えるのであれば，将来実際に子供が減少して，教育現場が切磋琢磨するための生徒の人数確保の必要を感じてから，検討
して下さい。今は二中も三中も十分生徒がいます。私達ベビーブームの時とは時代が変わり，一人一人がスマートフォンを持ち，家族の在り方も多様化したこの時代に，一人一人の名前を覚えるのがやっとの教育現場に，不安以外のなんの希望も感じられま
せん。まずは一刻も早い，三中生の安全確保です。三中生全員を移動する場所がないなら，学年別に分けてそれぞれ別の場所を用意し，週１回程度文化ホールなどを借りて，全校集会などを行うなどの方法をとったらいかがでしょうか？西岬地区でいえば，
西岬小学校も工夫すれば教室は何個か空きますし，耐震が大丈夫であるなら，西岬地区公民館を利用してもいいのでは？三中生を一刻でも早く移動して，将来的には統合も視野に入れた新校舎を設立し，まずは新校舎に三中生だけを入れてあげて下さい。
もうひとつお伝えしたいしたい事があります。私の子供たちが卒業し，今も下の子が通っている西岬小学校は素晴らしい学校です。ご存じの通り，1学年1クラスで，全校合わせても60人程度の小規模な学校です。子供たちは全校生徒の名前も性格も熟知し
て，先生に言われたから…とかではなく，当たり前に高学年が低学年の面倒を見ながら，学年関係なく，皆で遊んでいます。また人数が少ない分，一人ひとりの力を発揮する場面が多く，全員が主役になれる学校です。同級生の友達とは，6年間ほぼ毎日一
緒になので，最終学年になる頃は，お互いにクラスメイトそれぞれの性格を受け入れ，接し方を学び，幼いころから一緒に過ごしてきた故の，強い絆が生まれます。私自身は1学年5クラス，1クラス40人の大きな小学校を卒業していて，小学校時代に，今の
西岬小の子供たちのような深い人間関係を経験できなかったので，西岬小に通う自分の子供たちを羨ましく思います。子供のうちにこのような素晴らしい経験ができる西岬小学校を残していてくれる館山市を，私は誇りに思います。
今回の統合の話で，幼稚園や保育園の幼い子を持つお母さんが，中学に入った時に子供が対応していけるように西岬小学校ではなく大きな小学校へ入れようかなあと話しているのを何度か聞きました。それを聞いて，余計に，安易に統合ということは，避け
てほしいと願うばかりです。館山市の財政などの現実問題も大きく起因しているのでしょうが，子供たちにとって，館山市で育って良かったと思えるような町づくりを，これからもよろしくお願いします。

3174-2 第二中学校 中2



№ 学校名 学年 意見 評価

197 北条小学校 小1

二中と三中を統合するメリットがない。二中・三中統合校のみが大規模校となり他の館山市内の中学が生徒数が少ないままなのは，良くないと思う。市内でも人数の多い二中，三中が統合しなくても良いと思う。小学校も含め
た学区の見直し，小中一貫校の検討も考えるべきではないかと思う。部活動の試合ができず，安房郡市のレベルが下がる。高校入試の際に，統合校の生徒が多く他中学からの入試が難しくなるのではないか。二中，三中が統合
するにあたり他の市内の中学区からも編入があるのではないかと思う。二中，三中学区の保護者だけに意見を聞くことも間違っていると思う。館山市の問題として考える必要があるのではないかと思う。南房総市の学校統合
は，うまくいっているように思える。統合している他の市へ，統合の考え方，方法を学んではどうか？学校統合を軽く考えているのではないかと思ってしまう。

3

198 北条小学校 小1 特になく，市の決定事項に従います。人数が増えることで部活の幅が広がればいいと思います。 1
198-1 北条小学校 小3 特になく，市の決定事項に従います。人数が増えることで部活の幅が広がればいいと思います。 1

199 北条小学校 小2
令和６年中学校の入学になります。工事が遅れない事を願います。新しい中学校の制服，ジャージが気になります。姉妹がいますので統合が決まっているのだから来年度から新しいジャージ，制服にしてはどうでしょう。二中
の校舎中に２種類のジャージでは仲良くなるのに時間がかかるのではと思います。子供達がかわいそうなので。今年度の中学１年生だけでよいのではと思います（２種類が）。統合が決定なら来年度からは新しい制服，ジャー
ジ，二中，三中，同じ物にしてほしい。話をどんどん進めてほしい。でないと工事が遅れるのが心配です。

1

200 北条小学校 小2 息子が中学生になる頃にはすでに出来上がった状態だと思うので，特に大きな心配はしていません。急に出た話なので，今現在，中学生，小学6年生は大変だろうなと思います。 1

201 北条小学校 小3
耐震が不足していると言っているならば，もっと早くに検討するべき事が沢山あったと思います。子ども達の安全をと言って下さってはいますが，実際は２年後移転…と聞いたら不安になる親は沢山いるのが事実だと思いま
す，ある程度の決定権が市等にあるのもわかりますが，今回は何もかもが決定でおりているから疑問がでているのではないかと思います。人数が多ければ多いほど，不安もついてくると思います。勉強に関する事，部活動，人
間関係など…子供達が安全に楽しく，活動できる学校をつくっていただきたいと思います。よろしくお願いします。

1

202 北条小学校 小3
これから生徒数が減ってくるのはわかるがなぜ，二中と三中の合併なのか？あまりに人が増えた学校はどうなるのか？二中と三中の統合で現二中から新校舎に移動する時は，どのようにやるのか？今の３年生は中学3年の時から
の新校舎使用となるが，受験を控えているのに環境が急に変わるのはどうなのか？二中の校舎に入る時の津波・地震対策がしっかり出来ているのか？ 3

203 北条小学校 小3

統合に反対。高校教員をしていますが，小規模中学から入学した生徒の方が，生活面，学習面共に落ち着いています。地域，家庭の影響力もあるとは思いますが…７クラス規模になり，教員が増え教育活動が充実するとは思え
ません。問題行動が多発，その対応に教員が疲弊，教育の質低下が容易に予想できます。
建て替えに伴う一時移転⇒三中生のみ三中に戻る，又は敷地内にプレハブ校舎　でいかがか？
個人的には，一中，南房総市の中学，志学館中など，別の中学へ進学させる事も考えてしまいます。

3

204 北条小学校 小3

その場しのぎの対策だとしか思えない。意見，提案した所で，市側の意見が変わると思えない。今更，お考えをお聞かせくださいもただの市側の気休め，その場しのぎ。
現在の第三中学校校舎の状況を読むかぎり，直ぐにでも避難すべきだと思うし，こんな状態の学校に通わせようとは思わない。移転時期が最短で令和3年→その間に地震発生して，生徒達に被害が及んだら，どうするのか？26年
の耐震判定からなぜこんなにも時間がかかっての発表なのか？26年の耐震判定から移転出来る令和３年まで８年経過する事になります。さらに耐震性が落ちていると思うのですが！統合後のクラス数などは，どんな状況なの
か？改修後，直ぐに統合しなければいけない程に，生徒数は激減するのか？そんなに激減するとは思えない！極端な話，二中，三中⇒大規模校/房南，一中⇒小規模校が誕生してしまう様にしか思えません。26年の耐震判定が出
てから，すぐに市民に発表し，意見をきくべきだった。もと北条小，館山小，二中，三中に在籍している人の話に耳を傾けるべきだった。これでは，市民が市民でないし，蚊帳の外状態です！呆れてしまいます。

3

205 北条小学校 小3

説明会に参加させて頂きました。少人数よりは，大人数で学べる方が良いと思いますが，何も説明なく，決定通知のみは，一方通行且つ独裁的な印象しかありません。一般市民の声を聞いて頂きたかったです。残念ながら５年
生は新しい校舎に入れない事，二中まで通わなければいけないのは，親子共に負担になります。なので，別地域の進学を検討しようかと思います。子供達の安全の為と言いつつ，館山市の都合しか感じられませんでした。残念
です。合併の手紙を頂く一週間前に人伝に合併の情報が流れてきました。関係者のモラルを疑います。耐震判定受けて5年間，保護者や子供達，教員はどんな気持ちだったのでしょうか？市役所は対策されてよかったですね。保
護者アンケートも言われたから，やっている感が否めません。

3

205-1 北条小学校 小5

説明会の参加させて頂きました。少人数よりは，大人数で学べる方が良いと思いますが，何も説明なく，決定通知のみは，一方通行且つ独裁的な印象しかありません。一般市民の声を聞いて頂きたかったです。残念ながら５年
生は新しい校舎に入れない事，二中まで通わなければいけないのは，親子共に負担になります。なので，別地域の進学を検討しようかと思います。子供達の安全の為と言いつつ，館山市の都合しか感じられませんでした。残念
です。合併の手紙を頂く一週間前に人伝に合併の情報が流れてきました。関係者のモラルを疑います。耐震判定受けて5年間，保護者や子供達，教員はどんな気持ちだったのでしょうか？市役所は対策されてよかったですね。保
護者アンケートも言われたから，やっている感が否めません。

3

206 北条小学校 小4
警察庁舎の建設を先延ばしにしてもらうように働きかけをして，旧南高校を仮校舎として，利用できるようにしてほしいです。危険な校舎の三中の改修や建て替えが，どんどん遅くなるのではないでしょうか。二中より一中へ
の通学の方が家の場所的に近いのですが，一中への通学を希望する人が増えてしまうのではないかと心配しています。

5

207 北条小学校 小5
今回，４つの会場で説明会がおこなわれましたが，何もかも決定した状態で伝わっているので疑問が生じたんだと思います。耐震が不足といっているのに何年も話が進んでいなかったり，子供達の安全をと言って下さってはい
るものの…伝わってくるのが決定したのでと説得されている印象を受けました。説得ではなく，納得した話し合いだったら，受け入れ方も違ったのではないかと思います。人数が多くなることで，勉強面の不安はあります。ど
の生徒も楽しく安全に生活できる学校をつくっていただきたいと思います。よろしくお願いします。

1

208 北条小学校 小5
児童の安全と教育環境の確保が，親の最大関心事だと思います。三中は今のままでは危険とわかっているならば，できる限り早く動かないと，何かあった時に問題になると思います。移転に伴う安全への危惧としては，①登下
校距離や通学路の安全性⇒（遠距離者，通学困難者のバス通学，自転車道の確保）を希望します。教育環境の確保については，移転後に悪化したと児童が感じないような配慮をお願いします。
※人口減，児童減は必ずすすむので，新設三中はただ，校舎を作るだけではなく，市民と児童が，交流したり，シナジーをおこさせる様に工夫してみたらいかがでしょう？

5

209 北条小学校 小6
説明会で配布された資料は，統合する前の三中のみの予定の設計だったり，建設中の二中の登校ルートの整備やルートについても曖昧だったり…統合を前提とした説明会というには不明確な点が多く不安です。保護者の意見を
全て聞いていては，ムリな事は承知していますが，もう少し，煮詰めて細かなこと（安全面）を明確にしてから統合にすすめても良いのでは？と感じます。 5

3

小6

二中と三中の統合は賛成できません。３年生，受験生となる年に統合となることの子どもたちの精神的な負担は相当なものと考えます。部活動も，今まで部の中でレギュラーだった子が試合に出られなくなる。部長，副部長を頑張ってきた子がそうでなくな
る可能性など，その他にも小さな事をあげれば，たくさんあると思います。生徒数が極少数で統合がどうしても必要であるならば納得できます。しかし，多い学校同士の統合がなぜ必要なのか？生徒数（子どもの数）がどんどん減少していく事がわかってい
るのに，なぜ，大きな31億予算の統合校が作られるのか？仮設校舎に5億円かかったとしても，21億円の建て替えの方が安価な予算で済むはずです。今回，説明会の質問が出たような，災害時の拠点，避難場所とするなどのため大きな校舎が必要というよう
な将来に向けて活用できる建物となるのであれば，よいですが，それも考えていないとのこと。建て替えの方が5億も縮小でき，子供の負担も少ない。将来の子供たちに子どもが減るのに大きな箱物を建て，負の遺産を残す必要はない。この統合の話を受
け，館山市を出て，私立の中学へ行くという子どもや家庭もある（ふえている）と聞く。少子高齢化の歯止めをするためには，子育て世代の若い人たちを大事にしなければ財政は余計に悪化し，負のスパイラルにはまる。子ども達が大人になっても館山市に
住み，子どもを育てていきたいという地域にしなければならないと思う。億の金が動くことです。将来を見据えた政策を期待したい。三中での説明会に大変がっかりしました。教育長はアンケートをとる予定もないと言っていたことに失望しました。館山市
の今後の発展，未来のある地域にするための方策をとって欲しいと思います。子供たちにも統合が賛成か否かのアンケートをとって下さい！学校で全員に。二中の校舎を借りるとしても，統合せず，校庭や体育館だけ水産高を使うなどできませんか？三中校
舎は，音楽室のところがすでに崩落，落ちてきています。教室側の階段の窓は開けると窓枠が外れるので開けるな！と書かれています。なぜ5年間も放置したのか？子どもの安全のためというのなら，その時点で移動だったのではないでしょうか？または仮
設をすぐに建設するべきではなかったのでしょうか？全く理解できませんでした。説明会での話の内容では…。旧南高の校舎は利用できるエリアが限定的とは，具体的にはどのように限定されるのか？教室数は足りるのではないかと思う。仮設校舎にした時
の校庭の問題も，南高や北条小，中央公園などの広場を部活動で借りることは出来ないのか？今でもテニス部や水泳部，等々，場所をかえて練習している部活も多々ある。やり方はいくらでも工夫すれば出来ると思う。また，統合するのであれば，二中が耐
震が問題なく，教室数も確保できるのに，わざわざ，31億円を使って校舎を建てなおす理由は，そもそも何なのか？ただ，補助金が貰えるようになったからではないのか？市民の税金，国の補助金，大切なお金を使うわけです。きちんとした説明が必要と思
います。防衛省からの補助金がやっと申請が通りそうになったその理由は何ですか？大きな統合校でなければ補助金がありえないのですか？条件を知りたい。子どもの学業の環境を悪化させずに安全に過ごせる，また将来に向けての事を考えてほしいです。
将来を担う子どに負の遺産を残すことには賛成できません。今は少子高齢化がますます進みます。お金の使い方，考えて欲しい。このアンケートも学校で全生徒数の返信を必ず集めるなど，必ず意見の聞けるものにすべきと思いました。また，質問形式のア
ンケートなど具体的な回答の得られるものでなければ，本当の意向調査は不可能と考える。有効なアンケートをやってもらいたい。また，説明会の時点で，設計図まで配布されたことに驚きました。いくらかかっていますか？統合すると決定してから作るも
のではないですか？税金が使われているのですよね？納得いかないことばかりです。市執行部よりきちんと説明していただきたい。

二中と三中の統合は賛成できません。３年生，受験生となる年に統合となることの子どもたちの精神的な負担は相当なものと考えます。部活動も，今まで部の中でレギュラーだった子が試合に出られなくなる。部長，副部長を頑張ってきた子がそうでなくな
る可能性など，その他にも小さな事をあげれば，たくさんあると思います。生徒数が極少数で統合がどうしても必要であるならば納得できます。しかし，多い学校同士の統合がなぜ必要なのか？生徒数（子どもの数）がどんどん減少していく事がわかってい
るのに，なぜ，大きな31億予算の統合校が作られるのか？仮設校舎に5億円かかったとしても，21億円の建て替えの方が安価な予算で済むはずです。今回，説明会の質問が出たような，災害時の拠点，避難場所とするなどのため大きな校舎が必要というよう
な将来に向けて活用できる建物となるのであれば，よいですが，それも考えていないとのこと。建て替えの方が5億も縮小でき，子供の負担も少ない。将来の子供たちに子どもが減るのに大きな箱物を建て，負の遺産を残す必要はない。この統合の話を受
け，館山市を出て，私立の中学へ行くという子どもや家庭もある（ふえている）と聞く。少子高齢化の歯止めをするためには，子育て世代の若い人たちを大事にしなければ財政は余計に悪化し，負のスパイラルにはまる。子ども達が大人になっても館山市に
住み，子どもを育てていきたいという地域にしなければならないと思う。億の金が動くことです。将来を見据えた政策を期待したい。三中での説明会に大変がっかりしました。教育長はアンケートをとる予定もないと言っていたことに失望しました。館山市
の今後の発展，未来のある地域にするための方策をとって欲しいと思います。子供たちにも統合が賛成か否かのアンケートをとって下さい！学校で全員に。二中の校舎を借りるとしても，統合せず，校庭や体育館だけ水産高を使うなどできませんか？三中校
舎は，音楽室のところがすでに崩落，落ちてきています。教室側の階段の窓は開けると窓枠が外れるので開けるな！と書かれています。なぜ5年間も放置したのか？子どもの安全のためというのなら，その時点で移動だったのではないでしょうか？または仮
設をすぐに建設するべきではなかったのでしょうか？全く理解できませんでした。説明会での話の内容では…。旧南高の校舎は利用できるエリアが限定的とは，具体的にはどのように限定されるのか？教室数は足りるのではないかと思う。仮設校舎にした時
の校庭の問題も，南高や北条小，中央公園などの広場を部活動で借りることは出来ないのか？今でもテニス部や水泳部，等々，場所をかえて練習している部活も多々ある。やり方はいくらでも工夫すれば出来ると思う。また，統合するのであれば，二中が耐
震が問題なく，教室数も確保できるのに，わざわざ，31億円を使って校舎を建てなおす理由は，そもそも何なのか？ただ，補助金が貰えるようになったからではないのか？市民の税金，国の補助金，大切なお金を使うわけです。きちんとした説明が必要と思
います。防衛省からの補助金がやっと申請が通りそうになったその理由は何ですか？大きな統合校でなければ補助金がありえないのですか？条件を知りたい。子どもの学業の環境を悪化させずに安全に過ごせる，また将来に向けての事を考えてほしいです。
将来を担う子どに負の遺産を残すことには賛成できません。今は少子高齢化がますます進みます。お金の使い方，考えて欲しい。このアンケートも学校で全生徒数の返信を必ず集めるなど，必ず意見の聞けるものにすべきと思いました。また，質問形式のア
ンケートなど具体的な回答の得られるものでなければ，本当の意向調査は不可能と考える。有効なアンケートをやってもらいたい。また，説明会の時点で，設計図まで配布されたことに驚きました。いくらかかっていますか？統合すると決定してから作るも
のではないですか？税金が使われているのですよね？納得いかないことばかりです。市執行部よりきちんと説明していただきたい。

210-1 第三中学校 中1

210 北条小学校 3



№ 学校名 学年 意見 評価
211 館山小学校 小3 令和６年というと中学３年生になるので，受験生一番大事な時です。心配は尽きません。 5

212 館山小学校 小3 保護者やＰＴＡに相談もなく突然の統合の連絡がきて驚いた。統合したらクラスが増えるので，子どもを安心して学校に通わせる事ができなそうで不安です。保護者を抜きに，統合の話を決めないで下さい。やり方が汚い！ 3

213 館山小学校 小5

今回の統合の件は子供にとってはとってとても重要な問題です。それを保護者に何の説明も無く，事後報告で済ませた事に憤りを感じています。平成23年3月に東日本大震災があり，その後の平成26年の耐震調査で三中校舎に問
題があると判明したのに何故その時に公表せず5年後の今なのでしょうか？この5年の間に大きな震災が発生し，甚大な被害がおきていたらどうしていたのでしょうか。「今回は早急に三中生徒の安全対策を講じる必要があった
ため」とありますが，5年前に言わなくてはならない言葉です。本当に生徒の安全を考えてくれているのでしょうか？子供にも北条と館山の学区でグループも分かれ，統合後の友人関係も心配です。一中と房南の今後の方針も決
定していないのにやり方がおかしくないですか？せめて保護者を納得させてから進める話ではないですか？

3

214 館山小学校 小5
とにかく何よりも急な話の展開についていけないのと納得できるところとできないところがあります。一番はやはり子供達の気持ちのところです。特に統合になった年の受験生達のケアが不安だと感じています。集中できない
と思います。とにかく不安しか今はありません。できれば二中をなくしたくないし，母校でもあるし，今まで通りがいいなというのが，本心ですが，人数減少の問題とか，地震があった際の危険度（三中の）とかからくる建て
直しの考え，統合は仕方ないのは納得しなくてはと思いますが，問題で気持ちが追いついていけないのは急にほぼ結果を言われて‘はい‘とはみんな頷けません。

4

215 館山小学校 小6
第１回目の説明会は紛糾したと聞きました。市長，教育長始め関係者の方々は「これはまずい！」と思われたのでしょう。２回目からの説明会では，「決定」から「案」というニュアンスに移り変わっていきましたね。何かに
似ていると思いましたが，これは充分，「噂の東京マガジン」でも取り上げられる内容です！よく同じような事をやっていますよ。当時者に前もって全く説明しない。という，初歩的な大ミスによって更なる大問題へと進んで
しまっています。後で説明すれば皆さんが納得するとでも思われたのでしょうか？とてもがっかりしました。＜結論＞二中，三中，統合には反対です。小中一貫校の案で練り直して下さい！

3

216 館山小学校 小6
一中の校舎の利用は不可能なのか？また，現在，二中学区（特に西岬小学区）の生徒は，今よりも通学に時間を要し，生徒，保護者への負担が予想されるが登校時間の変更（始業時間）も考慮しているのか？統合された場合の
職員の数はどうなるのか？房南中学のような小中一貫ということには至らなかったのか？二中校舎は今後どのようになるのか？

5

217 豊房小学校 小2 6

218 館野小学校 小2
ここ数年，自然災害が多くいつ何があるかわからない。１日でも１週間でも早く着工に取りかかってほしい。将来，一中生徒との合併も考えると，三中の場所が適当ではないかと思う。事故や被害者が出てしまってからでは，
遅い。いずれ，新しい建物に建て直すのであれば，早めの着工をお願いしたいです。

1

219 館野小学校 小2
色々な意見がありますが，館山市の将来を見据えた教育改革が大事だと思います。最終的には，子どものより良い生活，安全，安心な学校保障をしていただき，「この中学校を卒業できて良かった」と思うような学校運営，体
制ができたら良いと思います。近年，地域格差や少子化という問題もあります。教育委員会の方々には，大変だと思いますが，安房の教育・館山市の教育の充実をお願い致します。

1

220 館野小学校 小2

最優先なのは，三中生を安全な環境へとにかく早く移動させ，落ち着いて勉強できるようにすることだと思います。統合は本来であれば，時間をかけて保護者の方，地域の方と協議を重ね進めていくものであり，今回のように
急に決まるものではないと思います。このまま統合を無理に進めてしまっても保護者も児童にもいい影響があると思えません。三中生の話を聞くと，水もれや壁が剥がれるなど三中校舎は危険な状態であることは確かです。と
にかく早く移動することを希望します。避難訓練をしても校舎がつぶれてしまっては意味がありません。移動と統合を切り離して考え，建て替えの間は二中の間借りでもよいのではないでしょうか？正直，急に統合といわれて
も間借りしている状況とあまり変わらないと思います。統合→間借りにすることで，先生方の変更をすることが減り，少しでも早く移動できるならその方がいいです。二中で間借りしている3年間でしっかり協議をし，新校舎に
なる際に統合した方がよい統合になるのではないかと思います。

2

220-1 館野小学校 小4

最優先なのは，三中生を安全な環境へとにかく早く移動させ，落ち着いて勉強できるようにすることだと思います。統合は本来であれば，時間をかけて保護者の方，地域の方と協議を重ね進めていくものであり，今回のように
急に決まるものではないと思います。このまま統合を無理に進めてしまっても保護者も児童にもいい影響があると思えません。三中生の話を聞くと，水もれや壁が剥がれるなど三中校舎は危険な状態であることは確かです。と
にかく早く移動することを希望します。避難訓練をしても校舎がつぶれてしまっては意味がありません。移動と統合を切り離して考え，建て替えの間は二中の間借りでもよいのではないでしょうか？正直，急に統合といわれて
も間借りしている状況とあまり変わらないと思います。統合→間借りにすることで，先生方の変更をすることが減り，少しでも早く移動できるならその方がいいです。二中で間借りしている3年間でしっかり協議をし，新校舎に
なる際に統合した方がよい統合になるのではないかと思います。

2

221 館野小学校 小5 決定する前にアンケートがあっても良かったのでは？ 4

222 館野小学校 小5
現三中校舎の場所へ建て替えで良いのか？避難訓練で館山総合高校まで徒歩で避難しているのにその場所で良いのか？であれば，もっと内陸の土地へ建てるべきなのでは？一番かわいそうなのは，北条，館野，九重の現５年
生。この子たちが新中１になった時に統合し，二中への通学。二中で3年間過ごし，卒業，現三中校舎へも通えないし、新三中校舎へも通えない。旧二中生徒は校舎での最後の卒業生という思いも持てもするかもしれないが，三
中生徒（５年生）にとっては，何のゆかりもない学校で3年間も過ごすというのはかわいそう。卒業後どこを母校と呼べばいいのですか？

5

223 九重小学校 小5

三中生徒の安全を最優先に考えるならば，統合の方向で進める事を了承するしかないと考えます。但し，耐震強度に問題があることが発覚した平成26年の時点で，行政がこの問題を重く受け止めて，迅速に行動していれば，南
高の利用などの他の選択肢も残されていたはずです。その時点で説明していれば，保護者や地域住民の理解も得られたのではないでしょうか。「これまで様々な検討を重ねてきた。」と説明されていますが，検討に5年も必要
だったのでしょうか。また，説明会では，中学校の統合をまるで「功績」や「悲願達成」のように話していたのも気になりました。これまでの対応の遅れを保護者や地域住民に謝罪して，その上で統合への理解と協力を依頼し
てはどうでしょうか。

1

224 第二中学校 中1 一番生徒数の多い二中と三中の統合には不安しかない。将来的に生徒数が減るとは具体的にどのぐらい減るのか？３年生になって受験で一番精神的に不安な時に統合になることにより，大変不安です。 3

225 第二中学校 中1
4ｋｍ離れた二中に通学する為，現在でもルートにより１時間近くも車中（さかなクンバス）に居なければなりません。8ｋｍ離れた三中なら倍の２時間？統合するならバスの台数を増やしこれ以上子供への負担が増えぬよう，
ご配慮頂きたいと思います。

1

226 第二中学校 中1
受験の年ですので，とても複雑です。この一年はとても大切な時期ですので，子供達の環境のサポートを徹底していただきたいです。本当の気持ちとしてはなんでこの年なんだろうと正直とてもショックです。5年後とかです
と，気持ちの整理がつきますが，2年後っていうのは急すぎて気持ちの整理がつきません。子供たちはどういう気持ちでいるのでしょうか？子供たちにもアンケートをとってみるのはどうでしょうか？

3

227 第二中学校 中1

結論から申し上げますと，統合について基本的に賛成です。これから，生徒数が減少していく中，クラスの編成もそうですが，部活動やその他の活動についても，多くの制限が伴ってくると心配していました。試合に出られな
くなるのではないか。廃部になってしまうのではないか。など。説明会でもありましたように，確かに統合当初は，生徒は落ち着かなく，「受験を控えた年に」と考えると，心配になります。生徒指導と言った部分でも，先生
の御苦労も増える事でしょう。そこで，統合にあたってのお願いです。統合前に，同じ部活動・同じ学年など，より多くの交流の場の確保に努めてください。生徒同士のコミュニケーションが図れるような工夫をお願いしたい
と思います。統合した時にはある程度顔がわかる関係になっていてほしいと思います。生徒が統合して不便になったと感じないように，わが子が楽しく登校してくれれば，それが一番だと思います。通学に関しては，これから
たくさん意見があるでしょうから，様々な意見から，教育委員会で考える最良の判断をしてください。災害や事件が頻繁に発生する昨今，教職員の方も大変だと存じますが，幅広い知識を集約して，生徒の将来のため，どうぞ
よろしくお願いいたします。

1

228 第二中学校 中1

少子化や財政困難などの問題から，考えられたことだとは思いますが，二中もまだまだ使えるし，生徒数がたくさんいたときも，あの狭い道でやってこれたのだから，今さら，考えなくてもいいと思います。それより，スクー
ルバスや市立図書館の充実などに予算を回してもいいのではと思いました。災害についても考えられることはなされたらとは思いますが，はっきり言って100%の準備など無理でしょう。津波がなくても地震，洪水，考えたらき
りがありません。教育の仕方も，変わってくるであろうなか，今のような校舎も必要なままなのか，疑問です。だから，今あるものを使い続けることにおいて，充実していく方向に考えていきたいです。この資金の流れも，裏
があると聞きました。本当に館山の将来を考えておられる方はどなたなんでしょうか？

5

229 第二中学校 中1

現在三中では，いじめや素行の悪い子が二中より多いと聞きます。二中生徒は三中生徒間の対立的な事が発生すると思います。生徒会長等の問題。部活動について，必然的に人数が増えるので活動場所（コートなど）今でも不
足しているのにまともに練習できるとは思えません。中学最後の大会等ある時期にかなり不利だと思います。駐車場について，現在でも不足しているのに，今の時代，家族の車での送迎，当たり前です。二中周辺で路駐，混
雑，絶対発生します。また，新三中へ移転した場合にも同じです。現在でも三中生は市役所で車待ちをしている様で市役所が大混雑しているのを目撃しています。新校舎を建てる際，それなりの駐車場を設けるべきです。な
ぜ，少人数の神余小や房南中の建て替えは早かったのか？疑問です。

3

230 第二中学校 中1

統合に反対です。入学前に知らされていたら他の学校へ入学する事も検討したのに，なぜあのタイミングだったのでしょうか。手紙にもありましたが，二中前はとても道が狭く車の行き違いが出来ない場所もあります。普段，
子供は自転車通学ですが，雨風が強いときのみ車で送って行っているのですが，登下校の時間帯は送り迎えの車で大渋滞しています。統合したらあの状況がより酷くなるわけですから，近隣の方にも迷惑がかかるし，傘をさし
て歩く子供たちも今より危険になると思います。また，二中の横には川が流れていますが，万が一，津波が発生し，川を遡上してきたとして，人数が倍以上に増えた二中の生徒はすんなり避難することができるのでしょうか。
「二中が館山小と合併して，今の館山小に通うことになれば，城山の上まで逃げるのも近くていいのにな」と思っていたくらいなので現在の二中に倍以上の人数が集まる…と聞き，不安，不満，怒りでいっぱいです。

3

231 第二中学校 中1

二中・三中の統合に関する館山市の方針に対して，反対です。
理由：現在，学校生活を送っている中で，統合する必要性が全く感じられない。現在1クラス34人，1学年100人程度でとても落ち着いて，充実した学習環境，部活動を送っている。統合して，1学年250人程度になってしまうと，
学習環境，生活環境が今より悪化する。（登下校時の安全，災害時の避難，子ども同士の問題，先生方の指導の目の行き届きづらさ）統合するならば，少なくとも，入学する前に話があるべき。入学前に話がなかったのだか
ら，今の１年生が卒業するまで，統合することがあってはならない。
意見：三中生徒の安全確保の話と二中・三中の統合の話は，別問題。統合の問題は一度白紙の戻して二中の場所の安全性や将来的な生徒数減少を踏まえ，館山市全体で時間をかけて検討すべき。
今回の市のやり方のついて：市としての方針を決めただけなのに，手紙やメールの文面では「決定事項」と思わせる内容だった。そのうえ，子どもを通じて手紙を渡すとは，あまりに配慮がなさすぎます。誰もその方法に対し
て‘おかしい‘と声をあげなかったのでしょうか。ましてや，当時者が全く関わらない中で，「統合」という，こんな大切なことが，決められることは，信じられません。館山市では，このようなやり方が許されるのでしょう
か？

3



№ 学校名 学年 意見 評価

232 第二中学校 中1

説明会に行く時に，子供に，統合しないように言ってよ！絶対だよ！と言われました。（同じような意見があったので自分では言いませんでしたが）それだけ先延ばしにしたのだから，統合するとしても，入学前の現6年生から
が一番よいのでは？知らさずに入学して，二中，三中それぞれ愛着を持って卒業までの希望を抱き始めた子供達にひどい仕打ちです。部活でも各々先輩とのたくされた想い等を踏みにじる行動です。自分だけがというわけでは
ありませんが，現小6だとしたら入学前なので受け入れられることでしょう。現中1だけが本当に本当に残念な学年，かわいそうな学年だと，親も子供本人も一生思い続けることでしょう。三中は本当に心配です。危ない思いを
させ続けていたのなら，全校入れないからとか関係ありません。何かあるくらいだったら，学年ごとだって良いはずです。二中だってせっかく特別ルームをお金をかけて作ったのに，教室は全く足りていないはず。それを三中
が新しくなったら使わなくなるのに，教室にする為に改修するわけですよね？何より一番心配なのは，何か聞かれたら心理カウンセラーのことと先生を据え置くしか言いませんが，今ですら悩みを言えないお子さんもいるとし
たら，統合したら相談できると思いますか？親にも言えないこともありますよ。統合したら元二中生と元三中生のいざこざがないと思うのですか？統合によって不満がいざこざを生みます。二中は使わなくなるのですか？二中
に二中生と三中がいて良いと思います。

2

233 第二中学校 中1

「館山市に裏切られた」感じがして，とても悲しいです。（教育委員会どうしちゃったの？保護者をバカにしているのか？）寝耳に水と言いましょうか，他の地区の同様のケースの場合，数年前からウワサ等でほとんどの地域
の人が知っている状況でいよいよその日がついにきたかという感じだったのでしょうが，このケースも数年前から検討していたのならせめて学校関係者（教員，校長，教頭などやＰＴＡ役員）も含めていたら保護者や地域住民
の方々のいろいろな感情も少し違っていたかと思います。初動ミスというか，第一印象が「最悪」なので，これから（紙切れ一枚でお知らせなんて非常識，本当にこれで納得すると思ったのか…）いかにスピード感をもって冷
静に話ができるのか疑問が残りますが，子ども達のために，大きな地震が来る前に，館山市の誠意ある行動に期待したいと思います。個人的には，北条小と三中の小中一貫校がいいなと感じています。元々地元にいた人は二中
と三中ってライバル校で時代によっては「統合」に拒絶反応してしまう保護者や地域の方々も少なくないと思います。特に三中学区の方々は地位と権力，財力もある人も多いと思うので二中学区が従わざるを得ない状況になる
ことも薄々感じています。説明会の時も思いましたし，わざわざ三中学区の方々が二中学区の説明会に来て強い口調で意見を言っている姿は恐ろしかったです。しかも説明会二回以上参加している人の多いこと。まだ他の中学
との統合の方が良かった…何でよりによって三中なんだろう…予定では下の子供が３年生の時に統合となります。部活等で先月までライバルだったのに今月から仲間になれるのか…部活の推薦も統合した年は活躍は難しく…将
来を踏みにじられた感じです。子供の夢を叶えてあげたかったですよ。本当に。人生終わった。何のための，誰のための教育委員なんでしょう…館山市って一体…

3

233-1 第二中学校 中2

「館山市に裏切られた」感じがして，とても悲しいです。（教育委員会どうしちゃったの？保護者をバカにしているのか？）寝耳に水と言いましょうか，他の地区の同様のケースの場合，数年前からウワサ等でほとんどの地域
の人が知っている状況でいよいよその日がついにきたかという感じだったのでしょうが，このケースも数年前から検討していたのならせめて学校関係者（教員，校長，教頭などやＰＴＡ役員）も含めていたら保護者や地域住民
の方々のいろいろな感情も少し違っていたかと思います。初動ミスというか，第一印象が「最悪」なので，これから（紙切れ一枚でお知らせなんて非常識，本当にこれで納得すると思ったのか…）いかにスピード感をもって冷
静に話ができるのか疑問が残りますが，子ども達のために，大きな地震が来る前に，館山市の誠意ある行動に期待したいと思います。個人的には，北条小と三中の小中一貫校がいいなと感じています。元々地元にいた人は二中
と三中ってライバル校で時代によっては「統合」に拒絶反応してしまう保護者や地域の方々も少なくないと思います。特に三中学区の方々は地位と権力，財力もある人も多いと思うので二中学区が従わざるを得ない状況になる
ことも薄々感じています。説明会の時も思いましたし，わざわざ三中学区の方々が二中学区の説明会に来て強い口調で意見を言っている姿は恐ろしかったです。しかも説明会二回以上参加している人の多いこと。まだ他の中学
との統合の方が良かった…何でよりによって三中なんだろう…予定では下の子供が３年生の時に統合となります。部活等で先月までライバルだったのに今月から仲間になれるのか…部活の推薦も統合した年は活躍は難しく…将
来を踏みにじられた感じです。子供の夢を叶えてあげたかったですよ。本当に。人生終わった。何のための，誰のための教育委員なんでしょう…館山市って一体…

3

234 第二中学校 中2

三中に子供を通わせている保護者の気持ちを考えると耐震は早急にお願いしたいことだと思います。色々ご検討されたことだと思いますが，何の噂もアンケートもなく合併の話がプリント配布された事は正直驚きました。アン
ケートをとったとして反対が多いとの予想もあったでしょうが，ＰＴＡや子供の気持ちをくむなら，もう少し早くこの話題を出して頂きたかったと思います。一中，二中の合併ならいざ知らず，二中，三中の合併となったら一
中はどうなるのでしょう？よくは分かりませんが，他の学校同様，三中にいながらの耐震は本当に不可能なのでしょうか。合併ありきで話が進むなら，二中にくる三中生徒，二中生徒が平和に過ごせるよう，大人の尽力を期待
します。

5

235 第二中学校 中3
統合の説明会には出席できませんでしたが，今回説明の書面を読み，統合に至った経緯が理解できました。確かに最初は学校からの手紙で突然知らされて，大変驚きました。我が家は，今年度で卒業になるので，直接影響はな
いので，やむを得ないのかなと思ったのですが，これから通う立場だったら，やはりもう少し丁寧な対応をしてほしかっただろうなと思います。

1

236 第二中学校 中3 6

237 第三中学校 中1
10年前から問題になっていたにもかかわらず，今まで市議会で話し合っている様子もなく突然の事なので驚いています。なので，基本，賛成は今の所出来ません反対！その間，幼稚園の建設，給食センター等建設しはじめてい
ましたが，北条学区で中学校再建設のご検討をしてほしかったです。残念です… 3

238 第三中学校 中1
現中１が３年生になった時の統合ということで色々と不安なことが多い。部活について：スポーツの部活，特に団体競技はレギュラー争いが大変なのでは？中２の新人戦（秋頃）からレギュラーだったのに，３年になり春から
統合して部が一緒になったらレギュラーから外される…ってこともありますよね？内申書にもレギュラー？レギュラーじゃない？関わってきませんか？統合は受験生！かわいそうなことが多いのでは？

3

239 第三中学校 中1
話が急すぎて一方的だと思います。統合するにしても多感な時期の子供達が慣れるには時間が必要です。受験もあるのに余計な不安を与えないでください。今まで出てきた意見，質問等にきちんと答えがでて，納得できないと
賛成できません。

3

240 第三中学校 中1
受験生で統合なので心配です。クラス替えするのかと担任は同じかとか。部活も心配です。統合が決定ならば部活動は今から，三中，二中，一緒になるよう，練習を一緒にやる日を作るなりして，交流をしてほしい。個人部活
はいいけど　チーム部活は３年最後。総体で泣けないような部活動やめてほしい。三中，二中が一緒になってできるよう考えて，子供の事を考えて。後，２年も三中は耐震に耐える事が出来るのかも気になります。２年ももつ
の？建物？

5

241 第三中学校 中1

中学３年受験生で統合です。かわいそう。家は一中学区から学校に行っていますのでバスをお願いしたい。二中に行くと解っていたら三中には通うという結果ではなかったと思うので。受験生なのでクラス替えをどう考えてい
るのか聞きたい。子供の事を考えてあげてほしい。担任もなるべく同じにしてほしい。同じクラスで２年間のルールは同じなのか？受験でいじめなど考えられない。運動会をあの狭い場所でやる事は避けてほしい。三中生がか
わいそう。邪魔扱いされる事を考えてしまう。あと部活動，今から統合して，総体とかどうなるの？本当にかわいそうなんだから，少し前から，考えて行動して下さい。受験生を一番に考えてこの学年を一番に考えてあげて下
さい。

5

242 第三中学校 中1

我が家は，中１，小６，小３と３人子供がいます。二中，三中の統合については，少子化を考えると，仕方ないのかなと思います。ただ，中１，小６の子に関しては，元々三中で過ごし，工事の間，二中へ移転という形になるので，途中からの人間関係がと
ても心配です。移転後のクラス編成は，二中，三中は別にした方が良いのでは？と私は思います。特に中１の子は，３年生に受験，小６の子は，２年生と特に難しくなる年頃なので…。部活に関しても，二中，三中合同となると，色々大変になると思う。な
ので，統合化は賛成ですが，今の中１，小６の子達の移転後のクラスは二中，三中それぞれ別のクラスが良いと思います。もちろん，先生も，そのままだと，子供達も安心感があると思う。その下の子達は，混合にしても，そんなに問題なく過ごしていける
のかな？と思います。

1

242-1 北条小学校 小6

我が家は，中１，小６，小３と３人子供がいます。二中，三中の統合については，少子化を考えると，仕方ないのかなと思います。ただ，中１，小６の子に関しては，元々三中で過ごし，工事の間，二中へ移転という形になるので，途中からの人間関係がと
ても心配です。移転後のクラス編成は，二中，三中は別にした方が良いのでは？と私は思います。特に中１の子は，３年生に受験，小６の子は，２年生と特に難しくなる年頃なので…。部活に関しても，二中，三中合同となると，色々大変になると思う。な
ので，統合化は賛成ですが，今の中１，小６の子達の移転後のクラスは二中，三中それぞれ別のクラスが良いと思います。もちろん，先生も，そのままだと，子供達も安心感があると思う。その下の子達は，混合にしても，そんなに問題なく過ごしていける
のかな？と思います。

1

242-2 北条小学校 小3

我が家は，中１，小６，小３と３人子供がいます。二中，三中の統合については，少子化を考えると，仕方ないのかなと思います。ただ，中１，小６の子に関しては，元々三中で過ごし，工事の間，二中へ移転という形になるので，途中からの人間関係がと
ても心配です。移転後のクラス編成は，二中，三中は別にした方が良いのでは？と私は思います。特に中１の子は，３年生に受験，小６の子は，２年生と特に難しくなる年頃なので…。部活に関しても，二中，三中合同となると，色々大変になると思う。な
ので，統合化は賛成ですが，今の中１，小６の子達の移転後のクラスは二中，三中それぞれ別のクラスが良いと思います。もちろん，先生も，そのままだと，子供達も安心感があると思う。その下の子達は，混合にしても，そんなに問題なく過ごしていける
のかな？と思います。

1

243 第三中学校 中1
説明会に行って思った事。子供達の安全を第１にと何度も言っていたわりに，建て替え完了までの安全は何一つ考えられていない！結局，予算ありきにしか聞こえない。二中との統合で他中学はどうなる？不安になる事ばかり
で，何１つ解消されなかった。今の三中生，建て替えまでの新入生，何のメリットもない。ただ，我慢，犠牲になるのは親として納得がいかない。

3

244 第三中学校 中1

統合には大反対です。説明会の時点では決定ではないはずなのに，どう言おうが，何を提案しようが，これが最善と聞く耳を持たない感じで，ただ不安ばかり残る説明会でした。このアンケートも形ばかりにならない事を願います。ちゃんと検討し直して頂
きたい。保護者だけでなく，ちゃんと子供の意見も聞いてほしい。アンケートを自由記述にしたのは賛成，反対を聞いたら，反対ばかりになるからではないのですか？仮設ではなく，本校舎をグランドに，この夏休みから建てるのはなぜダメ？早急にと言い
つつ，２年このままですか？二中は行く場合，雨の日の送迎が不安。運動会の時の駐車場も考えてほしい。新校舎になった場合も，もし，二中と統合しているならば，雨の送迎の時，門の前に駐車禁止では困る。門の中にロータリーなど作ってスムーズに送
迎できるスペースを作る必要があると思う。人数も増えるから協力して…ではムリ。ちゃんと学校が考えるべき。エレベーターは不要。メンテナンス費ばかりかかり，生徒はあまり使えないのでは。バリアフリーなら，スロープにすべき。私の卒業した学校
は将来的なことを考えてスロープを作ってました。決定する時にちゃんとＰＴＡ代表も入れてほしい。

3

245 第三中学校 中1

①これまで保護者・ＰＴＡに相談もなく突然の方針決定となった経緯の回答として，「方向性が定まらない状況もあったことから」とのことですが，「方向性」は，保護者やＰＴＡを交えて定めるべきものではなかったかと思います。これに限らず，（今回
の件に限らず），今後は当時者を交えての検討を望みます。
②現在の校舎が危険とわかっているのに，令和３年まで放置してよいのでしょうか？放置している間に大地震が発生して大惨事となった場合，市としてはどう責任をとってくれるのでしょうか？人の命なので責任はとれないと思います。しかし，危険と分
かっていながら５年もの間，放置していた市の責任は重大だと思います。中国の四川地震の際に多くの生徒が犠牲になった例もあります。1分でも1秒でも早く生徒たちが安心安全に学べる場所（他市町村の空き校舎等）の再検討を希望します。
③二中，三中の統合については，思春期の難しい時期に生徒の気持ちを考えずに進めるのはよくないと思います。

3



№ 学校名 学年 意見 評価

246 第三中学校 中1

二中と三中の統合に関する説明会の開催をありがとうございました。現在の三中の安全性について，二校の統合について，方針決定の通達方法についてなど論点が分かれる中，質問の順に返答するといった進め方は良くなかっ
たと感じています。改めて思う事をお伝えさせて頂きます。
現在の三中校舎の安全性についての不安・疑問
・Ｈ26年の耐震結果から5年経過し，現在の耐震強度はどうなっているのか。
・現在避難訓練はどのように行われているのか，方法や結果の評価はしているのか。
・子供達も安全性が低い校舎である事を知る事になったが，その後の子ども達の不安の変化はどのように捉えているのか，又その対応をしているのか。
・三中生徒の安全性を最優先の考えてほしいです。
二校の統合についての不安・疑問
・統合には反対です。統合までの期間が短く，上手く統合できると思えません。南房総市は統合に関し，期間を延長し，丁寧に進めていたことを考えると，この期間では難しいのではないでしょうか？三中のみが別の場所へ移
転をして欲しいです。
・仮校舎を使用した学校に意見を聞いていただいた事はありがたいのですが，１校のみの意見を反映するのは疑問です。そもそも仮設校舎が過ごしやすいとは考えにくいです。急遽の決定で統合により問題が複雑化している学
校より，校舎が仮であり整っていなくとも三中のまま過ごさせたいと親は願っています。
・移転先として候補にあがった南高は合同庁舎の耐震性の値はどの時点でどの位なのでしょうか。又，警察の移転と三中生徒の安全性はどちらが優先されるべきなのでしょうか。現在警察の移転が優先されている理由を知りた
いです。
新校舎建設位置について
・建築場所も検討されておりますが，現在の敷地内に建設をもう一度検討はできないのか？なぜできないのか，理由を公表してほしい。

3

247 第三中学校 中1

統合を発表するまでの経緯はわかりましたが，決定する前にその都度市民への情報を発信すべきだったと思う。そうすれば，今回のような反対意見の声も少なかったのではないでしょうか。疑問に思う事は，多々ありますが
…。一番心配している事は二中，三中と市内で１・２番目に多い生徒数の学校を統合した時に，二中周辺の道路事情を考えた時に，いくらは配慮した所でも防ぎきれない事故が絶対に起こると思う。又，渋滞も…。津波につい
ての記述もありましたが，「想定外の災害」が多く起こっている今，説明文を読んでもとても不安です。いずれは，新校舎完成後，一中，二中，三中と統合する事になるのは賛成ですが，今私が考えている中で一番いいのは，
南高の使用できる教室を三中生だけが利用（少し不便はあると思うが…）そこを県にお願いしていただけたらと思います。なので発表された年に統合せず，新校舎ができたら３校が一度に統合するのが良いと思います。
※新校舎建設の予算の見通しはしっかりできていますか？工事途中で予算が理由で一時中断する事がないようにして頂きたいです。

5

248 第三中学校 中2

１回目の説明会のみ参加しました。皆さんや市の方々の考えがかみ合ってないと思いました。うちは合併直前の３月に卒業する訳ですが，果たして引越しは卒業式，修了式後の春休み２週間程で一気に行うのか，それとも１月頃から一部準備を行うのか，そ
こが知りたいです。意見にもあったようにただでさえ高校入試が１回になる１期生の時に合併する用事でざわざわした環境で入試を迎えるのかと思うと心配です。二中以外に移転先がないとのことですが，急に決まったことで，子供達が一番困っていると思
います。統合は新校舎完成時として，その間借りている間は組織は二中，三中のままとして，ゆっくりと行事等すりあわせていけばよいのではと思います。入学式等は午前，午後の二部制にすればすむ事ではないでしょうか？北条小の耐震工事中も数年間う
るさい環境で過ごしたせいか，生徒全体が落ち着きがありませんでした。なので仮設校舎はあまりよくないかもと思っています。三中が出来る前は館山高校の校舎は南側にあったと地元の人から聞きました。今の場所にこだわるのが分かりません。完成した
ら，是非内覧会を開いて下さい。子供達は卒業後，訪れる母校がなくなってしまうので。神余小等小規校の合併も全く進まないのに，今回急に決まったことが納得できません。この際，南房総市のように次々と合併させればよいと思います。もちろん金丸市
長の地元の一中も。余った二中の活用方法を教えてほしい。川が近いので津波とか嫌ですが。今年つけたばかりのエアコンは再利用するのですか？それももったいないです。限りある財源をより有効に使って下さい。

2

249 第三中学校 中2 6

250 第三中学校 中3

あまりにも急で一方的すぎて市民からの意見が全く反映されていない。三中の耐震については何年も前からの事であり，発覚した時点での早急な対応が必要だったのではないか？にもかかわらず，今になって耐震が…というの
は，しかも統合は別問題なのでそこら辺の説明がみなさん納得できる答えが返ってきていないのでしょうか？何年も前から耐震問題は分かっている事であり，それを見過ごしてきて今になって時間がない，急を要する，だけ
で，は市民は納得しませんし，市民以上に現場の声を聞いていますでしょうか？先生たちも急に聞かされたとの声が多数でこれから中学生の子を持つ，また統合さなかの親や子供達は不安です。まず当事者となる人達の声を聞
いてもらえませんか？それを切に願います。説明会も形式ばかりで納得できる答えはありませんでした。

3

251 第三中学校 中3 館山市の方針にお任せします。 1
252 第三中学校 中3 6

253 第三中学校 中3

将来的にみて，少子化問題で児童数が減るため，二中と三中の統合は致し方ないと思います。しかしながら，今回の様な市のやり方に対しては不信感しかありません。ある程度，そういった案があったのならば各学校役員（ＰＴＡ）やら，市議会等に打診と
いうか相談があるべきではないでしょうか。いきなり統合の話をまだ幼い児童から親に通達って…考えられません。今さらむし返しても…という感じですが，市からの伝達方法，いきなり決定っぽい様な話で，不信感しかありませんでした。そして説明会に
一回行きましたが，教育委員会は丁寧に回答して下さり，好感を持てましたが，市長の面倒くさそうな対応，「だから～」などの上から目線的な対応は非常に残念でした。同じ説明で大変だったり，わずらわしい事なのかもしれません。最善策だとおっしゃ
るなら，それを理解してもらえるような対応をしてほしかったです。きっと皆さんも‘心の中で統合は仕方ない‘と思っていても，あのような対応で反発してしまうのではないでしょうか。現在，三中，北条小と通っていますが，市の中でも大きな学校，ク
ラスの人数も多い中でトラブルも多いように思います。一つにまとめる事がいいのかどうか悩みます。昔と違って，子ども達も自己主張というか，我を通せるような世の中になっているような気がするので，大人数１クラスよりも少人数１クラスで先生方の
目が行き届く様な教育現場を願っています。

1

253-1 北条小学校 小4

将来的にみて，少子化問題で児童数が減るため，二中と三中の統合は致し方ないと思います。しかしながら，今回の様な市のやり方に対しては不信感しかありません。ある程度，そういった案があったのならば各学校役員（ＰＴＡ）やら，市議会等に打診と
いうか相談があるべきではないでしょうか。いきなり統合の話をまだ幼い児童から親に通達って…考えられません。今さらむし返しても…という感じですが，市からの伝達方法，いきなり決定っぽい様な話で，不信感しかありませんでした。そして説明会に
一回行きましたが，教育委員会は丁寧に回答して下さり，好感を持てましたが，市長の面倒くさそうな対応，「だから～」などの上から目線的な対応は非常に残念でした。同じ説明で大変だったり，わずらわしい事なのかもしれません。最善策だとおっしゃ
るなら，それを理解してもらえるような対応をしてほしかったです。きっと皆さんも‘心の中で統合は仕方ない‘と思っていても，あのような対応で反発してしまうのではないでしょうか。現在，三中，北条小と通っていますが，市の中でも大きな学校，ク
ラスの人数も多い中でトラブルも多いように思います。一つにまとめる事がいいのかどうか悩みます。昔と違って，子ども達も自己主張というか，我を通せるような世の中になっているような気がするので，大人数１クラスよりも少人数１クラスで先生方の
目が行き届く様な教育現場を願っています。

1

254 北条小学校 小1 6
255 北条小学校 小1 子供を預ける親としては建て替えていただき安心して過ごせます。今後もよろしくお願いします。 1

256 北条小学校 小5

児童・生徒の減少により，統合はいつかあると思っていました。三中の耐震については，市議会で何度となく取りあげられていたのは，地元の議員さんの活動で知っていましたが，実際，学校側からその事について説明がなかった事に不信感があります。
（今まで２人の子が三中に通っていましたが，子どもが手紙を持ち帰っていなかったのかもしれませんが）この問題を先延ばしにすることも出来ない事もわかります。これから丁寧な説明や進め方をお願いします。計画通りに統合，新校舎になった場合，現
在５年生の子は近くに住んでいても一度も新校舎に通う事が出来ません。説明会では，現在中学１年生への心配される声がありましたが，どのタイミングで統合しても同じような心配はあると思います。そのため可能ならば，現時点から，統合により不安の
ある学年には配慮する機会を作ってもらえればと思います。その事によって現在担任の負担が増えるかもしれませんが，考えていただければと思います。統合によって多様な関わりが増える事は，とてもよい事だと思いますが，小規模校（九重，神余，西
岬）の子は更に不安が増すと思います。我が子は新校舎には，１度も通えない事をとても残念がっています。ムリな事とは思いますが，計画が早く進み，少しでも新校舎に通う事が出来ればと思っています。

1

257 北条小学校 小6 二中と三中の統合には，反対です。令和３年にしなくてもいいと思います。うちは，２人の子供が関わっています。「どうせ，途中で，統合なんでしょ！」と言ってやる気もなくしています。はっきり言って，大迷惑です。なぜ５年も経っても安全の確保が
できていないのか。どうしても，二中に移転するなら一つの校舎に，2つの学校をつくって下さい。子供がかわいそうです。こんなことは，言いたくないですが，みんな，三中に行くのをやめる人が，多くなっているのも，事実です。 3

257-1 第三中学校 中1 二中と三中の統合には，反対です。令和３年にしなくてもいいと思います。うちは，２人の子供が関わっています。「どうせ，途中で，統合なんでしょ！」と言ってやる気もなくしています。はっきり言って，大迷惑です。なぜ５年も経っても安全の確保が
できていないのか。どうしても，二中に移転するなら一つの校舎に，2つの学校をつくって下さい。子供がかわいそうです。こんなことは，言いたくないですが，みんな，三中に行くのをやめる人が，多くなっているのも，事実です。 3

258 館山小学校 無記入 特になし 4
259 館山小学校 小2 まだ先のことなのであまり実感はありませんが，家が遠いため，スクールバスを出してほしいと思います。 1

260 館山小学校 小3

三中の校舎の状況について今回の騒動で初めて知った。三中学区の問題に二中学区の私達まで巻き込まれ本当に迷惑だ！26年から分かっていた問題をのんびり進めてきたくせに，今更早急だと騒ぎ出し，三中の問題に二中も加
えて全てまとめて解決させて経費その他節約しようと安易に考えた結果でしょう。しかし，説明会では三中学区の保護者が毎朝子供を不安のある校舎に送り出さなければいけない悲痛な思いを知ることができた。他の土地がな
い，土地や買い取るお金がない，今の校庭に仮校舎を建てるには費用がかかる…言い訳は要らないので，無駄な経費は他にあるだろう教育の場を節約せず，さっさと三中を建て直すことを重点に進めてほしい。私は館山の環境
や人が好きで千葉県の他の郡市から移住したが，今回の騒動で後悔し始めている。やはり，自分の地元に帰る事も視野に入れたいと思う。

5

260-1 館山小学校 小6

三中の校舎の状況について今回の騒動で初めて知った。三中学区の問題に二中学区の私達まで巻き込まれ本当に迷惑だ！26年から分かっていた問題をのんびり進めてきたくせに，今更早急だと騒ぎ出し，三中の問題に二中も加
えて全てまとめて解決させて経費その他節約しようと安易に考えた結果でしょう。しかし，説明会では三中学区の保護者が毎朝子供を不安のある校舎に送り出さなければいけない悲痛な思いを知ることができた。他の土地がな
い，土地や買い取るお金がない，今の校庭に仮校舎を建てるには費用がかかる…言い訳は要らないので，無駄な経費は他にあるだろう教育の場を節約せず，さっさと三中を建て直すことを重点に進めてほしい。私は館山の環境
や人が好きで千葉県の他の郡市から移住したが，今回の騒動で後悔し始めている。やはり，自分の地元に帰る事も視野に入れたいと思う。

5

261 豊房小学校 小3
今回の中学校統合については，現状の学校施設の状況などを総合的に判断した結果であり理解できるものである。ただもう少し早く決定方針を保護者や関係者に示しても良かったのではないかと思う。また，中学校統合だけで
なく，今後の児童数の推移や学校行事運営などを考えると，むしろ小学校統合を早期に検討すべきではないかと考えている。小学校統合を順次進め，次の段階で中学を進めるという方がスムーズな統合の流れではなかったかと
思う。豊房小については，以前から西岬小・神余小との交流事業を定期的に行っていることから，３校の統合は保護者理解も得られるものと思う。ご検討の程よろしくお願いします。

5

262 九重小学校 小1 6



№ 学校名 学年 意見 評価
263 九重小学校 小6 市の方針に賛成します。安全面・子供の環境面・費用部分からもこれが最善策だと感じました。 1
264 第二中学校 中3 生徒に不安がなく楽しく行ける学校にして下さい！！（親も） 4

265 第三中学校 中2

市の方針に賛成です。
（理由）
・安全対策→三中，二中それぞれの生徒の安全対策が図られる。
・教育環境→統合により，更なる競争原理の導入，部活動での選択肢増加。説明会で　話しがあったように各学年に複数の教科担任が配置できることでの教育の質の向上。統合により，維持管理費が削減され，新たな教育備品などへの投資も可能となる（タ
ブレット機などＩＣＴ化）
・費用面→耐震改修（三中）・仮設校舎（三中）・南高など他施設への移転などよりも，一番合理的，経済性がある。
（その他/複数説明会に参加しての感想）
新たな入試への対応とか，統合校への不信感などと反対している保護者は，「自分の子供を信用していない」と感じました。新たな統合校を創り出すという通常経験できない体験をさせる事，今より多くの仲間達と知り合えるチャンスがあること，そんな環
境で高校入試に向かうこと，これまで子供と向き合い子育てをして成長をみてきたなら，そんなことは「全く大きな問題ではない！」と思います。それより大人達が考えることは，外的な要因（安全対策，教育設備や環境）が第一であり，内的部分（不安
感）は家庭で解決すべきです。
（追記）二中への保護者の自動車送迎は禁止すべき（障害者，骨折した場合除く）
スクールバスも学校から離れた位置で停車。子どものためにも甘い環境には反対です。

1

266 第三中学校 中2 6

267 第三中学校 中2

現時点で二中に移転することが最善であると（旧安房南高校舎及び館山総合高校水産校舎が活用できない事）は理解しましたが，やはり統合の話とは別問題であると考えています。将来的な生徒数に減少への対応とあります
が，現在の二中，三中の生徒数は合わせると決して少なくはありません。子ども一人一人に目が行き届いているのか疑問に思うこともある中で，これ以上人数が増える事を保護者は望んでいないと思います。生徒数の話で言う
なら他に統合すべき学校があるのではないでしょうか。それが十分でないのに，三中の校舎建設に便乗するかのような統合は納得できません。また，「市執行部」の方々の進め方にも不信感を覚えます。方向性が定まらない状
況であったからこそ，地域や保護者との協議が必要なのではないですか？ここまで話が決まってからの報告には，このアンケートすら無意味なのではないかと思います。このような状況の中で，市議会での審議が果たして私た
ち保護者の声を吸い上げて頂けるのかも不安です。生徒の不安解消にスクールカウンセラーを中心とした相談体制とありますが，隔週の勤務である上に生徒数も増えて，果たして十分に対応できるのでしょうか。書面上ではそ
れなりに聞こえますが，実際はどうなのか疑問です。

2

268 第三中学校 中2 6

269 第三中学校 中3
歩いて１０分ぐらいのが，通学時間なのですが，二中になってしまうと，少し遠くなってしまうので，部活などで帰りが遅くなってしまう日もあると思います。親としては学校が，遠くなってしまうと心配です。校舎が変わっ
たりして環境の変化に，子供が対応できればいいなと思います。いろいろ心配はありますが，三中に新校舎建設はやむを得ないのかなと思います。母

4

270 北条小学校 小2
市の説明会に出席し，「生徒の安全確保」「生徒減少への対応」「費用について」等様々な面から検討していただいている事，ある程度方向性，流れが決まっていなければ発表できない事等わかりました。ただ，二中と三中の
統合に関しては，突然だったので正直とても驚きました。出来れば，今後，検討会等で決まった事を，経過を，少しずつ知らせて頂けたら幸いかと思います。

1

271 北条小学校 小3

三中の建て替えが必要であること，他施設の利用は難しく，現状では二中を利用し，建て替えを待つ事は理解できました。二中を利用するにあたって，安全対策（津波対策）について不安の声が多く挙がっていると言うことか
ら，具体的な避難方法（経路を含む）・避難場所・避難訓練（様々な状況を想定して実施）を早期段階から提示・実施してご納得をいただくのはいかがでしょうか。二中に統合するにあたり，学区の規模が大きくなります。文
科省から，スクールバス等の遠距離通学補助の基準として「４ｋｍ以上の通学者が対象」と示されていますが，統合する学校が増えてきている中，その基準も様々意見があると思います。保護者としては，「４ｋｍ以上」の基
準にとらわれず，安全な通学ができるよう，「４ｋｍ以内であっても必要と思われる者に対しては通学補助を適応」としていただきたいと思います。柔軟な対応を望みます。新校舎の規模は，現三中と同等とのことですが，具
体的な構想はなされていますか。例えば，耐震強度・避難所として活用できるシステム・環境・駐車場の確保など，学校としての機能だけではなく，公共施設として有効に利用できるような構想を検討していただき，提示して
いっていただけたらと思っています。学区統合に伴い，館山市全体を含めた学区再検討を今回を機に，具体的に検討し，検討段階についても報告していただければと思います。二中への統合→新校舎への移動・稼働までの一連
の流れを，時期を視覚化していただきたいです。具体的には，手紙，ＨＰ，説明会，広報での説明（検討内容・工期・説明会日程等）を定期的に行い，目に見える形で進行していただきたいと思います。

1

272 北条小学校 小4

三中の校舎が耐震の面で安全ではないと平成26年時点でわかっていたことから，保護者等も説明会で色々な意見が出たのだと思います。検討していたと説明されていましたが，受け手にしてみれば，既に基本設計も終わり，
「このようになります」という説明では，「いきなり」だと思うのは当然です。現段階で，ひっくり返すことなどは，とうてい無理だとは思いますが，せめて，これからは，定期的に状況を提供してほしいと思います。正直あ
の校舎にあと１年以上も生徒が通わなければいけないということは，保護者にしてみれば不安で仕方ないことです。５年も前からそのようになっていたのは行政に対して不信感しか持てなくなります。どうか，統合まではＰＴ
Ａ等を通じて，保護者の意見も聞いていただきたいと願います。

5

272-1 第三中学校 中2

三中の校舎が耐震の面で安全ではないと平成26年時点でわかっていたことから，保護者等も説明会で色々な意見が出たのだと思います。検討していたと説明されていましたが，受け手にしてみれば，既に基本設計も終わり，
「このようになります」という説明では，「いきなり」だと思うのは当然です。現段階で，ひっくり返すことなどは，とうてい無理だとは思いますが，せめて，これからは，定期的に状況を提供してほしいと思います。正直あ
の校舎にあと１年以上も生徒が通わなければいけないということは，保護者にしてみれば不安で仕方ないことです。５年も前からそのようになっていたのは行政に対して不信感しか持てなくなります。どうか，統合まではＰＴ
Ａ等を通じて，保護者の意見も聞いていただきたいと願います。

5

273 北条小学校 小5
一時，二中に通わせなければいけないという事は反対でしたが，こちらの説明をすべて読ませて頂き，致し方ないのかな，と感じました。安全面や精神面など，問題は色々あるとは思いますが，その場面，場面で先生達には
しっかりと対応して頂きたいと思います。新校舎には，現在２年生の妹が通う事になると思いますので，楽しみにしています。手紙の作成から封書まで，とても大変だったのではないでしょうか？ご苦労様です。有り難うござ
いました。

1

274 北条小学校 小5
議事録には，「今回の方針が最善」とありましたが，私が知る限り，該当校の保護者で「最善」と考えている人はいません。それで「最善」と言えるのでしょうか？市執行部の方々，皆さんのお子さんが，この方針通りの教育
環境で大事な数年間を過ごすとしたら…胸が押しつぶされるような気持ちになりませんか？大人の都合で子ども達の重要な中学生活を悪化させないで下さい。 3

275 北条小学校 小5 6

276 北条小学校 小6
居住地が二中より一中に近いため場合によっては一中に通う事も考えています。学年全体ではそのようなお子さんが何人くらいいるのかアンケートをとっていただきたいです。二中ＰＴＡ等の集まりがあった場合，駐車場が狭
く，近くに商業施設もないため車で行くのは困難ですね。統合して多人数の学校になった場合，部活でレギュラーとるのも難しくなりますね。本当に統合必要ですか？ 3

277 北条小学校 小6 御苦労様です。　国本真央　父 4

278 館山小学校 無記入

未来ある子供の人命がまずは第一と考えます。明日，起きるかもしれない地震に対し，倒壊するかもしれない校舎…なぜ明日にでも安全と判断されている二中へ移転できないのでしょうか？移転時期は最短で令和３年４月というのはなぜですか？さまざまな
調整とありますが，人命と大人たちの調整ってどっちが大切なのでしょうか？教室が余っていれば，机と椅子があって，先生がいらっしゃれば授業はできるのではないでしょうか？教育は可能なのではないでしょうか？少々乱暴で極端なことを言っているこ
とは良く理解してますが，もし仮に明日地震が起きて，三中の校舎の一部が損壊し，生徒に被害があったら…この時点で即移転となるのでは？調整も何もすべて後回しにして，即移転となることは十分に考えられますよね？移転に対してすごく消極的な印象
を受けます。ＩＳ値の話（震度６強程度の地震では倒壊または崩壊の危険があるという話）から受ける印象としても，学校の爆破予告が出ているにも関わらず，何も手を打ってくれていない，むしろ爆破予告が出てるけど，明日からも普通に登校しておいで
ね。って言っているのと同じように感じてしまいます。首都圏直下型地震が必ず来るって言われている時代に，倒壊する可能性があると言われている学校に，明日も登校しなさいって，なんかちょっと違和感があります。ＩＳ値０．３３がどれだけ危険なの
かがイメージできないのですが，橋やトンネルも危険なものは通行止めにしている時代です。それが子供達の集まる学校で，子供達を危険にさらしながら使用してもいいものなのでしょうか？使用しても許されるレベルだから２年準備期間がとれるのでしょ
うか？二中と三中の合併の話はあとからじっくりやれば良い，あーでもないこーでもない，好きなだけやれば良い。とりあえず未来ある子供達を危険にさらすことは辞めて欲しいと思います。すぐにでも移転の算段を，明日被害があるかもしれないことに，
２年もの準備が必要になることが不思議でなりません。そこに誠意や，子供たちを守るんだという意思が感じられません。子供たちの命を第一に考えてもらえない教育なんてないのでは？そんな教育に協力なんて出来ないし，共感もできないと思います。市
長が「子ども達の命を第一に考えて，まずは二中に移動します！」って言えば，誰も反対なんて出来ないのに，ぐうの音も出ないのに。移転は，合併と同時に議論する話ではないし，移転と合併を並べてしまったから，移転がまた遅れる＝子供たちの命が危
険にさらされるということが起こっているように感じます。まずは移転しましょう，可及的速やかに，他のことはそのあと決めましょうよ。以上です。

2

279 館山小学校 小1

二中と三中の統合については，最終的にすべきではないと考えています。二中と三中の生徒が合わさった人数を目の行き届く教育が可能でしょうか。私自身少人数の小学校，中学校，もしくは少人数制でのクラス編制で，まっ
たく問題ないと思っておりますのでで，統合自体に賛成ではありません。また2019年7月28日（日）付の毎日新聞を見ました。ここに書かれた記事について予算の内容やそれに関わる話は，説明会の中でなされていましたでしょ
うか？私の聞き漏らしであれば，申し訳ありませんが，なかったかと思います。このアンケートの同封の令和元年7月18日付，市長と教育長からの文書にしても，このことについての内容も一切，書かれていないのでは？未来を
創る，未来を育てる，子どもたちを育てる，そんな館山になることを。そのような市政，また教育であることを期待しています。

3

280 館山小学校 小4
三中生の安全を考えての，今回の統合という結論は説明を聞いて良くわかりました。ただ，保護者にとっては急な話だったので，困惑しました。他にいい案がなければ，市の方針に従います。また，現場の先生方の意見はどう
なのか，気になりました。

1

281 館山小学校 小5
兄が二中に通っていますが，雨の日の車で送迎が必要となっていくと道は狭いし，いつも渋滞してしまっているので周辺の住民の方にすごく迷惑をかけていると感じています。合併したら，更に迷惑をかけてしまいそうで送迎
問題も考えてほしいです。 1

282 館野小学校 小2 新校舎建て替えと統合を一緒に行わない方が良いと思います。三中校舎の使用が危険なのであれば，すぐにでも，建て替えて欲しいと思いますが，統合はもう少し時間をかけて進めた方がよいのではないでしょうか。 2
283 館野小学校 小3 6



№ 学校名 学年 意見 評価

284 館野小学校 小3
二中は一中より生徒の人数も多く，学区も広く，バス通学の生徒もいます。二中の生徒が三中に通うとなると，更に遠くなり負担が増え大変そうだと思いました。一中の方が人数も少なく，二中と比べ，那古，船形の子どもし
か通っていないので，バス通の子もいないので，統合を考えるならば，一中と統合出来れば良いのでは，と思いました。もし，二中学区に通学する期間は子どもの安全をしっかり確保していただきたいです。館野の子どもは二
中に遠い子もいます。バスを出していただきたいと思います。

5

285 館野小学校 小4
現時点で統合する必要はないと思います。昔より，子供の人数は減っているが，今はまだ統合しなくてもと思います。建て替えをしたら，すごくお金がかかります。館山市はお金がないと聞いているので，今後の生活に影響が
出るような気がします。住民税が上がったり…。給食センターもつくっているので，いろいろな面で疑問に思う事が，たくさんあります。決定する前に，アンケートなどを取るべきだったと思います。

3

286 館野小学校 小6 もう決定事項なのに今更アンケートをとっても意味がないのではないでしょうか。 3

287 九重小学校 小2
生徒の安全を考えたら，統合する事が必要だと思いますが，突然の手紙で知った時は，何が何だかわからず…。始めにアンケートを取った方がよかったのでは…？学校に通うのは生徒であり，保護者の意見や，生徒の意見は確
認されているのでしょうか…？少なくともうちは，聞かれていません。統合する事は，良いことだと思いますが，その前の説明が不足していたと思います。地域，保護者，生徒など，もう少し意見を聞き，報告し合い進めるべ
きだと思います。生徒の安全を考えて頂いている事はとても感謝しています。

1

288 第二中学校 中2

説明会に参加して改めて知る事が沢山ありました。今回の件については色々な事が準備不足だったように思います。又，急に進めていく問題ではないと思うし，こういうことは，何年か前からわかっていた事なのだから時間をかけてすすめていくものだと思
います。今子供の数が少なくなっても1学年100人近くいる二中と合併するのは今必要ではないと思う。今の子供達は心の問題をかかえている子が多いのでこれ以上人数を増やしたら子供に目がいかなくなり，先生としては仕事をこなすみたいになってしまう
ように思います。子供達が大人になるまでのとても大切な時期なので心のケアを重みを考えてほしいです。部活が人数が少なくて成り立たなくとも，部活数を少なくするとか色々な対処ができると思います。白浜中みたいに今のグランドの方に校舎を建て，
三中の子供達だけ今は過ごす。将来令和10年くらいには今の三中くらいの（二中と合併しても）人数となってから合併をしてはどうでしょうか。それまで地域の人達の心の準備もできていくのではないかと考えます。もう一度子供達の事を優先してほしいで
す。今の三中の子達の安全も，いくら講習や練習しても地震に耐えられなければ，何も役に立ちません。これで乗り切れるなら，新校舎ができるまでも乗り切れるとなるのではないか？これからの館山を担う子供達を大切にして下さい。

3

289 第三中学校 無記入
代替案はみつかりません。二中校舎の場合，次の二点が不安です。津波による避難の場合，城山まで遠いこと，移動時の道が狭く，ブロック壁等の倒壊が予想されること。また汐入川が必ず氾濫すること。事故の心配。学校前
もしくは近辺の道路が狭く，特に雨天時の交通に関しては，想像を絶することが予想されます。次の手がないことは認識しています。ただ二中と三中が統合するのは残念です。 5

290 第三中学校 無記入 6

291 第三中学校 中1
南海トラフ，房総沖の巨大地震が秒読み段階の現在において三中生を二中校舎に通わせるのは防災上絶対に反対です。避難の際，二中生だけならたすかる命も三中合同になることで難しくなると思います。とても心配です。な
るべく海岸より離れた場所に考え直して下さい。よろしくお願いします。

3

292 第三中学校 中1

3年生で合併をした中学校に通うことになります。受験がありますので，勉強，人間関係等が心配です。制服やジャージ等など1年間のため今使用しているものを使用してください。二中と三中の合併問題は，二中校舎の仮校舎は，2つの学校がある事は出来
ないとの説明ですが二中には，体育館と講堂が別に有り，玄関も複数箇所有り，教室も十分にあると思いますし数年間だけです。旧南高校舎も耐震調査が必要で，調理室等の特殊教室や男子便所が無い等問題も多いと思いますが，再度，保護者（ＰＴＡ）等
を含めての不可能が前提では無い検討会の開催を希望します。市内の人数が多い学校同士の合併の影響を受ける生徒達の将来に責任を感じる事の無いであろう市長と教育委員会幹部，市役所職員が役人判断で独断で決定した事が多くの保護者の反発をしてい
る原因だと思います。聞く気の無い良い意見が出れば採用しますや，自分達の苦労の話では，納得が出来ないのは当然です。約40年前の三中新設や鴨川の中学校合併の時代とは世情が違いますし，高校受験の制度が変わってすぐと言う微妙な時期です。ス
クールカウンセラーを増やす，教員数が増える以外に生徒保護者が安心出来る説明をお願いします。人数が増えるのだから，教員数が増えるのは当然ですが1教員当たりが見る生徒数が減る訳では無いと思いますので，教員数が増えるという説明は意味が無
いと思っています。津波の想定が千葉県からの発表で二中校舎は7.33ｍとの想定ですが，これの根拠をお教え下さい。千葉県津波予側図（http：//keihatsu．bousai．pref．chiba.lg.jp/hazadmap/trm/map-trm.html)を見ますと津波予側10ｍの想定となって
おりますが，東京新聞の記事（https：//www.tokyo-np.co.jp/article/chiba/list/201811/ck2018111702000151.html)で千葉県の予測は館山市8分間で最大17ｍとなっており，10ｍの想定より更にプラス7ｍになると思います。この想定で屋上に太陽光発電の
ある二中校舎での対策，新三中校舎は，この想定した建築をお願いします。校舎の耐震性を考えれば，2年後と言うのは，動かせないのかも知れませんが，これまで検討を秘密裏に行ってきて，期限ぎりぎりに発表をして議論の場を失くした金丸市長の責任
は大きいと思います。期限有りではなく，生徒にとって影響や負担の少ない手段や保護者が妥協できる検討の場と時間を希望するだけです。

3

293 第三中学校 中1
説明会に参加しました。説明会で言った方がいたように，決定する前にどうしてアンケートなどを取らなかったのかという疑問があります。館山市は財政難と聞いています。南房総市が合併する時も，館山市が財政困難なため
断られたというのも知っている人も多いと思います。そのような状況で，今，給食センターを造り，三中も建て替える。大丈夫なのでしょうか？市民税が上がるなど，今後起こりそうな気がしてなりません。建て替えるのでは
なく，耐震工事ではだめなのかと思ってしまいます。二中と三中は大きな学校なので，統合の必要も今はまだ必要ないかと思います。房南中は明らかに少ないので，そちらを考えるべきではないでしょうか。

3

中1は，今回の建替と統合の一番の犠牲者になります。耐震が弱い校舎でさらに２年間学び，3年になった時に移動，統合，新学習要領開始による内容増加と変化，評価法の変化となり，生徒のみならず教員の戸惑いも大きい中で，将来の基礎となる３年生の
授業を受けることになります。
入学前に今回の件を聞いていたら，他の中学校に入学という選択肢がありました。しかし，情報が与えられることはありませんでした。入学して友人もでき，何とか勉強サイクルがわかってきた矢先に建替と統合の説明会ということで，公による詐欺行為だ
と錯覚するくらい，本当に樗然としました。
今の状況を把握し，親として子供にできることを考えたいと思い，説明会にいきました。
そして，説明会。現状の建物の評価，建替の判断基準が二転三転，PTAや議会をないがしろにして今回の件を決定し，保護者に説明のない中，子供に手紙を配布した執行部の姿勢や行動に対し，会場では怒りが広がっていました。本当に，館山市の教育環
境，子育て環境が不安でしかありません。
説明会でも意見が挙がっていましたが，子供に寄り添い日々の成長を共に歩んでいる保護者の意見を全く聞かずに執行部が建替と統合を決めてしまったことは許されるものでありません。保護者のみならず生徒，家族の動揺と怒りに気づくべきです。
館山市の執行部ならば，当然，児童の権利に関する条約，教育を受ける権利をご存知でしょうが，今回の事は，児童の知る権利，教育を受ける権利を奪っている行為そのものです。このことに気がつかない，または，自覚がないのならば，そこの地位にいる
意味はありませんし，その資格はありません。
ただ，市役所に行くと担当者の方々が丁寧に対応をしてくださり，少し安堵しました。しかし，どうしても納得できない，払拭できない不安３点，不安に伴う質問２つと要望５つを述べさせて頂きます。
１．不安
１)説明会内容と今回の記載の齟齬からみる館山市の姿勢に対する不安
①説明会で執行部から説明がなかったが，本アンケートにて別内容で記載されているもの
項目 説明会(回答) 本アンケート(回答)
仮設校舎の建設について 「運動場が狭くなる」
５億円かかる 「許可が2年かかる」
※このような説明は全くありませんでした。
南高跡地の活用について 「普通教室はあるが，県が壊す予定となっている棟があり特別教室が作れない」 「使用可能なエリアは限定的であり三中生徒全員が移転することができない」
※このような説明は全くありませんでした。
②説明会で会場から意見があったが，本アンケートに記載されなかったもの
説明会での意見 市からの回答
統合までの準備が短い。教員の負担の懸念，体調を崩した際の生徒への悪影響の懸念 県と教員の配置の相談をします。
スクールソーシヤルワーカーを配置します。
他の中学校への移動が可能か 教育委員会で手続きをとれます。
入学説明会で建替や統合の話が全くなかった。新たに他の中学校に移動した場合，制服などの賠償はあるのか。 一般的に考えてありません。
中１生徒からの意見として，今いる在校生の意見をしっかり聴いて欲しい。生徒にもアンケートを取つてほしい。 検討します。
説明会において，私は，議会を通さずに，執行部三役で決めた根拠を提示してもらえると思っていましたが，判断軸もぶれていて，あやふやだったと気づかされました。
また，今回配布されたアンケード内にあった要約には，説明会で出た意見とは別の記載，削られている項目があり，きちんと説明もできない組織体であることに樗然としました。
２）危険に対する認識や対応の甘さに対する不安
公共建築物は，中学生徒のみならず，保護者はじめ色々な方が出入りする場所です。耐震の課題（２階部分はＩＳ値０．２１から０．４と弱い。ＩＳ値０．２１は倒壊の危険性が高いレベル）と建物劣化による危険個所がわかっているならば，現校舎におけ
る対応策をＰＴＡ含め取るべきものです。
しかし，５年間も一部の関係者だけが情報を握り，当事者であり，学び舎にいる中学生生徒，学び舎に行く保護者などには伝達されません。小さな子連れの方も来る公共施設ですが，現在，劣化した壁が剥落してロープが張られていても通知や注意喚起の札
もありません。

３）児童の権利に関する条約が遵守されていない館山市の教育環境に対する不安
今の建物は5年前から耐震の問題があり，さらに今後2年間同場所にて生徒が学び舎として使うということになっています。なお，本アンケートＰ２には「三中の現在の校舎を改修することが困難なため，現在の校舎位置に新しい校舎を建設」と書かれていま
す。つまり，5年前に構造的に改修することは困難だったと判断できたのではないでしょうか。
さらに言えば，文部科学省も耐震の値の低い所からの改修を推奨していましたが，耐震の低い三中を最後まで安全確保せず，取り残しました。
しかも，耐震のＩＳ値についても保護者や児童に通知をせず，知る権利を奪いました。その為，ＰＴＡで安全予防策を検討する機会さえありませんでした。
教育委員会は，児童の安心や安全を確保し，教育を受ける権利を守るため，児童生徒のために設置されているものだと認識していましたが，説明会までの経緯と説明会での釈明を聞く限り，館山市は，「主体性」を育むどころか，「大人の言いなりにする子
を育てる」教育を目指していると考えます。

２．質問と要望
「１．不安」を踏まえ，質間と要望があります。
質問１損害賠償について
議会を通さずに，三役が決定して通知したということは，生徒に何かあった場合（校舎の劣化や地震に伴うケガや死亡事故，ストレスによる心身悪化，生徒ではなく，環境の不安定さからくる学業の遅れ，いじめ等)，責任は三役が責任をとるということで
宜しいでしょうか。また，建替や統合に伴う損害は市民の税金で賄われないと言うことで宜しいでしょうか。
質問2同時期について
中学1年は，約１０年に１度の新学習要領改訂という大きな転換期が，受験期の3年に当たります。高校１年の一部メニューが中3におりてきて，プログラミングやアクティブラーニングの導入，内容増加，評価法の変化となります。生徒のみならず教員の戸
惑いや悩みも大きいのが予測されます。そんな中，移動と統合が行われます。保護者は統合と受験の戸惑いの中に突入します。それがどんな意味を成すのかわかっての移動と統合ですよね。何も考えていなかったでは済まされません。将来に影響があるのが
目に見えています。
移動，統合，受験，新学習要領改訂，新受験内容というのが５つも重なるような時期に移動と統合にしたのか教えてください。

要望１生徒の意見を真摯に聴くこと
子どもが一番被害を受けます。今も，怯えながらこの校舎で学び，部活をしています。それがどういうことなのか。子供の声にきちんと耳を傾けてほしい。アンケートも行ってください。その結果をもって，大人は最後まで，今できる最善の策がないのだろ
うか考え，行動をし続けるべきです。
要望2安全情報の共有と模索すること
主体性を育むという割には，ＰＴＡをないがしろにし，協働しない態度を続け，決まったことを守れという教育態度は，お粗末です。
判断基準，安全確保，教育態度の考え方の軸がブレ，責任の所在も暖味な状況では，ハード面，ソフト面とも館山三中は安心して学べる学び舎ではありません。
せめて，市民の健康被害がおこる可能性が高い情報をどうか共有してください。情報を得ない為に，生徒，親も何をすべきかわからない状況が創り出されています。情報が共有されたならば，現状不安の中でも，今すぐできる安全確保を検討，実施すること
ができます。
要望３正しい情報を伝えること
今回配布されたアンケート内にあった要約には，説明会で出た意見とは別の記載，削られている項目があります。意図的に変更した部分だと考えます。こうした部分は，特に重要箇所だと思いますので，ただしい表現で，配布された全ての方に再度いきわた
るようにお伝えください。
また，危険個所の２階部分は，耐震ＩＳ値が０．２から０．４になっています。しっかり，数値を入れてほしいと思います。２階は避難の方法を特に検討すべきだと思います。
要望4執行部が当事者意識を持つこと
執行部の方には，当事者意識を持っていただいです。当事者意識を持っていただく為に，市役所隣の館山三中２階で２年間過ごしていただくことを切に願います。そうすれば，生徒と保護者と同じ話し合いの場に立てる様になれるのではないでしょうか。そ
して，真摯に責任を果たす大人の姿を子どもに見せられるのではないでしょうか。
また，この文書をしっかりと三役に読んでいただき，コメントを出してほしいと思います。
要望５統合に向け，検討項目を検討→内容検討→関係機関との調整といったプロセスをしっかり踏むこと
統合に向け，検討しなればならない項目をまず出してもらい，内容を詰め，関係機関との調整をしてほしい。
この2年間，三中生徒は現校舎内での安全確保とストレス，二中生徒は工事によるストレスを抱えます。その間に校舎移転と統合の話し合いが必要です。統合後は新校舎移転の話し合いがあります。生徒，保護者，教員，市担当者が多忙になります。生徒の
メンタルケアのみならず，学力低下を防ぐ取り組みが必要になります。
長々と経過，不安，質問，要望をお伝えしました。とにかく，現状をしっかり把握し，子どもと保護者及び家族，市と学校と地域関係者が協力して，子どもの為にできることはないのか考え，行動するのみです。その気運がないならば，館山市の教育姿勢を
鑑みて，残念ながら，子どもの安全と将来を預けられず，三中にいる意味が全く見いだせません。
私も三中卒業生ですが，こんなやり方で母校がなくなる日がくるとは思いもよりませんでした。家族，親族，同級生などの卒業生も憤慨していました。本当に残念です。

最期に，子供からのメッセージです。
「説明会で親が意見を言っても何も変わらない。地震が来るとすごい揺れるんだよ。怖い校舎で学ぶのは自分たち。校舎の壁は剥がれ落ち，壁や柱にひびが入っている。大人は情報を正しく伝えてくれない。友達も自分も大人には言わないだけだけど，何も
わからないまま不安を隠しながら，我侵して過ごしている。仮設だっていい。本音は早く移動したい。落ち着いて学びたい。統合だって，自分たちの意見を聞いてくれず，ないがしろにしたまま。勝手に決めて，勝手に自分たちを動かして。自分は無力でし
かない。市役所のお偉いさんたちが三中の２階で過ごせばわかるんじゃない？もう館山市は信用できないし，三中にいたくない。」

親として，何と答えれぱいいのでしょうか。教えてください。HPで回答をお待ちしています。
以上
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№ 学校名 学年 意見 評価

295 第三中学校 中1

二中と三中の統合には，反対です。説明会に参加し，開催状況の手紙を読ませて頂きました。在校生，保護者，これから中学に入学する生徒，卒業生，館山市民の方々すべての思いを無視し，今回の複数の問題に対し，市として，教育委員会として一番楽な
解決策を決定したと感じました。説明会では各方面から様々な検討をしたと言っていましたが，統合ありきでの検討ならば意味がありません。「統合しない場合」においての最善策を検討してください。なぜ１つの校舎に２つの学校が存在してはいけないの
ですか。（教育活動に支障が生じる可能性）を排除すれば可能なのではないですか。特別教室，グランドは水産校舎に移動，部活動は現状でも安房高や別の場所へ移動して活動している部もあります。２つの学校が共存できる仕組みをできるだけ生徒の負担
の少ないかたちで検討してもらいたい。今後の館山市の生徒数の減少を考えるとＲ６に７クラス規模の新校舎を建てるより，三中だけの規模で建てても今後の二中，一中等の統合の可能性も対応できると考えます。生徒数の減少を考えると大きな学校を建設
する意味はないと思います。生徒の負担に関しては，統合すれば大きな負担と不安になるでしょう。１つの校舎に２つの学校が存在することで自分の学校に対する誇りと，もう１つの中学に対する協力や敬い等，互いに良い関係性をもてるのではないかと思
います。統合になる場合，生徒の私立中学への流出は非常に増えると予想されます。これは今後の館山市の活性においてもマイナス要因ではないでしょうか。
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295-1 第三中学校 中3

二中と三中の統合には，反対です。説明会に参加し，開催状況の手紙を読ませて頂きました。在校生，保護者，これから中学に入学する生徒，卒業生，館山市民の方々すべての思いを無視し，今回の複数の問題に対し，市として，教育委員会として一番楽な
解決策を決定したと感じました。説明会では各方面から様々な検討をしたと言っていましたが，統合ありきでの検討ならば意味がありません。「統合しない場合」においての最善策を検討してください。なぜ１つの校舎に２つの学校が存在してはいけないの
ですか。（教育活動に支障が生じる可能性）を排除すれば可能なのではないですか。特別教室，グランドは水産校舎に移動，部活動は現状でも安房高や別の場所へ移動して活動している部もあります。２つの学校が共存できる仕組みをできるだけ生徒の負担
の少ないかたちで検討してもらいたい。今後の館山市の生徒数の減少を考えるとＲ６に７クラス規模の新校舎を建てるより，三中だけの規模で建てても今後の二中，一中等の統合の可能性も対応できると考えます。生徒数の減少を考えると大きな学校を建設
する意味はないと思います。生徒の負担に関しては，統合すれば大きな負担と不安になるでしょう。１つの校舎に２つの学校が存在することで自分の学校に対する誇りと，もう１つの中学に対する協力や敬い等，互いに良い関係性をもてるのではないかと思
います。統合になる場合，生徒の私立中学への流出は非常に増えると予想されます。これは今後の館山市の活性においてもマイナス要因ではないでしょうか。
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296 第三中学校 中3
三中の校歌が消失してしまうことは，とても残念です。何か残す方法があると幸いです。三中の教室にエアコンが設置された様ですが，解体後の再利用はあるのでしょうか。二中に間借りするのは仕方ないことと思いますが，
その後の合併は（三中と一中）（二中と房南）が現実的に良いのではないかと考えています。通学路・距離とか，生徒数・試合の時の対戦相手…役員の方は充分お考えの上の決断と思いますが，納得のいく説明を頂ければ幸い
です。更に今後，子供の数が減っていってしまうのは淋しいですが，人口増加の手段も検討必要ですね…ご苦労様です。
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297 第三中学校 中1 行事のあるときの駐車場などは充分台数はあるのでしょうか。災害の際，生徒引き渡しは大変混乱すると思います。訓練は必ず実施してください。 1

298 第三中学校 中1

津波対策・避難方法の再検討・通学路通学方法の検討。生徒・教員・保護者の不安解消に，誠意をもって対応してくださることを，強くお願いしたいです。その都度，書面にして見せて頂きたい。強くお願いしたいです。それ
だけの労力を市と市民がつかうべき案件です。市と市民は敵ではなく共に歩み寄っていくべきなのに市長は二度とあんな嫌そうな表情で話し合いに出ないでください。北条小の説明会の際，父兄から「防災ずきんの確認をして
下さい」との話があり，市側は「明日確認します」とおっしゃった。ですが，三中側からも市からも，父兄に対し，何の説明もありませんでした。「確認する」という言葉の意味のすりよせが必要ですか？信じて待っていた父
兄は市の対応に誠意がなくがっかりした。「最終的にこれしかない！」というのであれば賛成しますが，誠意をもって対応してください。子ども達の為に。
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299 第三中学校 中3

二中と三中の統合についての話があまりにも急で，まして，‘決定‘のように保護者に伝わり困惑しています。校舎の建て替えは，理解できますが，それと，統合は別の問題であると思います。統合について，数年前から統合
するのかもしれない…そんな話が出ているというのであれば保護者，子どもも心の準備ができているのでしょうが，全く知りませんでした。‘二中に移転した際には１つの校舎に２つの学校が存在し，教育活動に支障が生じる
可能性がある‘とは主に部活でしょうか。学習面ではどれほどの支障があるのか…。子ども，保護者，地域，先生方にとっての一番良いのは，何なのでしょう。統合の時期まで決まっているので，その方向で動いてしまうので
しょうか。
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300 第三中学校 中2
＜統合について＞
将来的な生徒数減少を考えると統合に賛成。私の子供は2年生なので移動がなく正直なところほっとしています。下の学年の保護者の方特に移動の年が3年生になる方々は心配だと思います。子供達は意外に冷静に受け止めてい
るのでは。校舎の安全性、いつくるかわからない災害時の対応、通学路の安全確保などは適切に対応してほしい。色々な意見があり大変だと思いますが、子供達にとって良い方向になるようよろしくお願いします。
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301 第三中学校 中1 日々ご尽力を賜りありがとうございます。統合には賛成ですが，時期に関しては，早急に移転を望みます。倒壊の恐れのある校舎に毎日通学させているのは大変不安です！約2年後は長いです。再度検討願います。 5

302 第三中学校 中3
卒業してしまうので「関係ない」と思ってしまっていましたが、通わせる方，通う子供達などの事を思うと「どうなってしまうのか」という不安な気持ちなのだろうと思いました。子供達が安全で教師たちの意見もムシしない
でほしいなあと思いました。個人的には，三中卒業生なので，通っていた学校がなくなるのはとてもさみしいです。安房南校もなくなってしまったので母校は小学校のみとなりました。館山の方でそういう方とても多いでしょ
うね。市の方も大変だとは思いますが、安心・安全が一番ですね！
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303 北条小学校 小1
説明会に参加した者です。質問は違うのに，何故だか，回答ご同じで納得できませんでした。低学年の母ですが，姪っ子は中学３年（三中？）に通っており不安です。個人としては，統合するより，建て替えで話を進めていた
だきたいと思っております。房南中や第一中学の方が生徒数が少ないのに，先に統合させるのは，納得できません。統合ありきで考えるのでしたら，学区改正を求めます。スクールバスで通っている学区は距離が近い所で学区
を作り直すほうが良いと思います。
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中1は，今回の建替と統合の一番の犠牲者になります。耐震が弱い校舎でさらに２年間学び，3年になった時に移動，統合，新学習要領開始による内容増加と変化，評価法の変化となり，生徒のみならず教員の戸惑いも大きい中で，将来の基礎となる３年生の
授業を受けることになります。
入学前に今回の件を聞いていたら，他の中学校に入学という選択肢がありました。しかし，情報が与えられることはありませんでした。入学して友人もでき，何とか勉強サイクルがわかってきた矢先に建替と統合の説明会ということで，公による詐欺行為だ
と錯覚するくらい，本当に樗然としました。
今の状況を把握し，親として子供にできることを考えたいと思い，説明会にいきました。
そして，説明会。現状の建物の評価，建替の判断基準が二転三転，PTAや議会をないがしろにして今回の件を決定し，保護者に説明のない中，子供に手紙を配布した執行部の姿勢や行動に対し，会場では怒りが広がっていました。本当に，館山市の教育環
境，子育て環境が不安でしかありません。
説明会でも意見が挙がっていましたが，子供に寄り添い日々の成長を共に歩んでいる保護者の意見を全く聞かずに執行部が建替と統合を決めてしまったことは許されるものでありません。保護者のみならず生徒，家族の動揺と怒りに気づくべきです。
館山市の執行部ならば，当然，児童の権利に関する条約，教育を受ける権利をご存知でしょうが，今回の事は，児童の知る権利，教育を受ける権利を奪っている行為そのものです。このことに気がつかない，または，自覚がないのならば，そこの地位にいる
意味はありませんし，その資格はありません。
ただ，市役所に行くと担当者の方々が丁寧に対応をしてくださり，少し安堵しました。しかし，どうしても納得できない，払拭できない不安３点，不安に伴う質問２つと要望５つを述べさせて頂きます。
１．不安
１)説明会内容と今回の記載の齟齬からみる館山市の姿勢に対する不安
①説明会で執行部から説明がなかったが，本アンケートにて別内容で記載されているもの
項目 説明会(回答) 本アンケート(回答)
仮設校舎の建設について 「運動場が狭くなる」
５億円かかる 「許可が2年かかる」
※このような説明は全くありませんでした。
南高跡地の活用について 「普通教室はあるが，県が壊す予定となっている棟があり特別教室が作れない」 「使用可能なエリアは限定的であり三中生徒全員が移転することができない」
※このような説明は全くありませんでした。
②説明会で会場から意見があったが，本アンケートに記載されなかったもの
説明会での意見 市からの回答
統合までの準備が短い。教員の負担の懸念，体調を崩した際の生徒への悪影響の懸念 県と教員の配置の相談をします。
スクールソーシヤルワーカーを配置します。
他の中学校への移動が可能か 教育委員会で手続きをとれます。
入学説明会で建替や統合の話が全くなかった。新たに他の中学校に移動した場合，制服などの賠償はあるのか。 一般的に考えてありません。
中１生徒からの意見として，今いる在校生の意見をしっかり聴いて欲しい。生徒にもアンケートを取つてほしい。 検討します。
説明会において，私は，議会を通さずに，執行部三役で決めた根拠を提示してもらえると思っていましたが，判断軸もぶれていて，あやふやだったと気づかされました。
また，今回配布されたアンケード内にあった要約には，説明会で出た意見とは別の記載，削られている項目があり，きちんと説明もできない組織体であることに樗然としました。
２）危険に対する認識や対応の甘さに対する不安
公共建築物は，中学生徒のみならず，保護者はじめ色々な方が出入りする場所です。耐震の課題（２階部分はＩＳ値０．２１から０．４と弱い。ＩＳ値０．２１は倒壊の危険性が高いレベル）と建物劣化による危険個所がわかっているならば，現校舎におけ
る対応策をＰＴＡ含め取るべきものです。
しかし，５年間も一部の関係者だけが情報を握り，当事者であり，学び舎にいる中学生生徒，学び舎に行く保護者などには伝達されません。小さな子連れの方も来る公共施設ですが，現在，劣化した壁が剥落してロープが張られていても通知や注意喚起の札
もありません。

３）児童の権利に関する条約が遵守されていない館山市の教育環境に対する不安
今の建物は5年前から耐震の問題があり，さらに今後2年間同場所にて生徒が学び舎として使うということになっています。なお，本アンケートＰ２には「三中の現在の校舎を改修することが困難なため，現在の校舎位置に新しい校舎を建設」と書かれていま
す。つまり，5年前に構造的に改修することは困難だったと判断できたのではないでしょうか。
さらに言えば，文部科学省も耐震の値の低い所からの改修を推奨していましたが，耐震の低い三中を最後まで安全確保せず，取り残しました。
しかも，耐震のＩＳ値についても保護者や児童に通知をせず，知る権利を奪いました。その為，ＰＴＡで安全予防策を検討する機会さえありませんでした。
教育委員会は，児童の安心や安全を確保し，教育を受ける権利を守るため，児童生徒のために設置されているものだと認識していましたが，説明会までの経緯と説明会での釈明を聞く限り，館山市は，「主体性」を育むどころか，「大人の言いなりにする子
を育てる」教育を目指していると考えます。

２．質問と要望
「１．不安」を踏まえ，質間と要望があります。
質問１損害賠償について
議会を通さずに，三役が決定して通知したということは，生徒に何かあった場合（校舎の劣化や地震に伴うケガや死亡事故，ストレスによる心身悪化，生徒ではなく，環境の不安定さからくる学業の遅れ，いじめ等)，責任は三役が責任をとるということで
宜しいでしょうか。また，建替や統合に伴う損害は市民の税金で賄われないと言うことで宜しいでしょうか。
質問2同時期について
中学1年は，約１０年に１度の新学習要領改訂という大きな転換期が，受験期の3年に当たります。高校１年の一部メニューが中3におりてきて，プログラミングやアクティブラーニングの導入，内容増加，評価法の変化となります。生徒のみならず教員の戸
惑いや悩みも大きいのが予測されます。そんな中，移動と統合が行われます。保護者は統合と受験の戸惑いの中に突入します。それがどんな意味を成すのかわかっての移動と統合ですよね。何も考えていなかったでは済まされません。将来に影響があるのが
目に見えています。
移動，統合，受験，新学習要領改訂，新受験内容というのが５つも重なるような時期に移動と統合にしたのか教えてください。

要望１生徒の意見を真摯に聴くこと
子どもが一番被害を受けます。今も，怯えながらこの校舎で学び，部活をしています。それがどういうことなのか。子供の声にきちんと耳を傾けてほしい。アンケートも行ってください。その結果をもって，大人は最後まで，今できる最善の策がないのだろ
うか考え，行動をし続けるべきです。
要望2安全情報の共有と模索すること
主体性を育むという割には，ＰＴＡをないがしろにし，協働しない態度を続け，決まったことを守れという教育態度は，お粗末です。
判断基準，安全確保，教育態度の考え方の軸がブレ，責任の所在も暖味な状況では，ハード面，ソフト面とも館山三中は安心して学べる学び舎ではありません。
せめて，市民の健康被害がおこる可能性が高い情報をどうか共有してください。情報を得ない為に，生徒，親も何をすべきかわからない状況が創り出されています。情報が共有されたならば，現状不安の中でも，今すぐできる安全確保を検討，実施すること
ができます。
要望３正しい情報を伝えること
今回配布されたアンケート内にあった要約には，説明会で出た意見とは別の記載，削られている項目があります。意図的に変更した部分だと考えます。こうした部分は，特に重要箇所だと思いますので，ただしい表現で，配布された全ての方に再度いきわた
るようにお伝えください。
また，危険個所の２階部分は，耐震ＩＳ値が０．２から０．４になっています。しっかり，数値を入れてほしいと思います。２階は避難の方法を特に検討すべきだと思います。
要望4執行部が当事者意識を持つこと
執行部の方には，当事者意識を持っていただいです。当事者意識を持っていただく為に，市役所隣の館山三中２階で２年間過ごしていただくことを切に願います。そうすれば，生徒と保護者と同じ話し合いの場に立てる様になれるのではないでしょうか。そ
して，真摯に責任を果たす大人の姿を子どもに見せられるのではないでしょうか。
また，この文書をしっかりと三役に読んでいただき，コメントを出してほしいと思います。
要望５統合に向け，検討項目を検討→内容検討→関係機関との調整といったプロセスをしっかり踏むこと
統合に向け，検討しなればならない項目をまず出してもらい，内容を詰め，関係機関との調整をしてほしい。
この2年間，三中生徒は現校舎内での安全確保とストレス，二中生徒は工事によるストレスを抱えます。その間に校舎移転と統合の話し合いが必要です。統合後は新校舎移転の話し合いがあります。生徒，保護者，教員，市担当者が多忙になります。生徒の
メンタルケアのみならず，学力低下を防ぐ取り組みが必要になります。
長々と経過，不安，質問，要望をお伝えしました。とにかく，現状をしっかり把握し，子どもと保護者及び家族，市と学校と地域関係者が協力して，子どもの為にできることはないのか考え，行動するのみです。その気運がないならば，館山市の教育姿勢を
鑑みて，残念ながら，子どもの安全と将来を預けられず，三中にいる意味が全く見いだせません。
私も三中卒業生ですが，こんなやり方で母校がなくなる日がくるとは思いもよりませんでした。家族，親族，同級生などの卒業生も憤慨していました。本当に残念です。

最期に，子供からのメッセージです。
「説明会で親が意見を言っても何も変わらない。地震が来るとすごい揺れるんだよ。怖い校舎で学ぶのは自分たち。校舎の壁は剥がれ落ち，壁や柱にひびが入っている。大人は情報を正しく伝えてくれない。友達も自分も大人には言わないだけだけど，何も
わからないまま不安を隠しながら，我侵して過ごしている。仮設だっていい。本音は早く移動したい。落ち着いて学びたい。統合だって，自分たちの意見を聞いてくれず，ないがしろにしたまま。勝手に決めて，勝手に自分たちを動かして。自分は無力でし
かない。市役所のお偉いさんたちが三中の２階で過ごせばわかるんじゃない？もう館山市は信用できないし，三中にいたくない。」

親として，何と答えれぱいいのでしょうか。教えてください。HPで回答をお待ちしています。
以上

294 第三中学校 中1 3



№ 学校名 学年 意見 評価
304 北条小学校 小1 お任せします。 1

305 北条小学校 小1
中学校の統合は，少子化のため，いつの日か必要になってくる事なので，今の段階での決断はよきタイミングかと思います。しかしながら，皆さんの意見にあったように様々な心配が生じているのも理解ができます。近隣の学
校は統合していてもあまり動揺がないようすです。そちらも参考になさってはいかがでしょうか。遠方の生徒も通う学校ですので，新校舎には是非問題とならない台数の駐車場を作ってください。行事などで近隣の方に迷惑に
なるのは予想できます。北条小には駐車場がないので実際に，困っています。なので，是非，保護者用の駐車場をたくさん作ってください。

1

305-1 北条小学校 小4
中学校の統合は，少子化のため，いつの日か必要になってくる事なので，今の段階での決断はよきタイミングかと思います。しかしながら，皆さんの意見にあったように様々な心配が生じているのも理解ができます。近隣の学
校は統合していてもあまり動揺がないようすです。そちらも参考になさってはいかがでしょうか。遠方の生徒も通う学校ですので，新校舎には是非問題とならない台数の駐車場を作ってください。行事などで近隣の方に迷惑に
なるのは予想できます。北条小には駐車場がないので実際に，困っています。なので，是非，保護者用の駐車場をたくさん作ってください。

1

306 北条小学校 小2
統合案もメリット・デメリットがあると思うので，皆さんの意見をある程度聞いた上で今回のような会を開けば少し違ったのかなと思いました。噂ではかなり説明会が熱くなっていたとも聞きましたので，冷静に話し合いがで
きる様，保護者側もそういった姿勢で向き合うべきだと思いました。教育委員会の方とうまく意見をすり合せができると良いなと思った次第です。しかし，統合することで中学校の先生達の働く場所も減ってしまい，先生方か
らの意見はどんなものなのかなと少し気になりました。以上です。

4

307 北条小学校 小3 できれば建替でお願いします。まだ，子供の学年が低いですが，統合と建替は別問題だと思います。 2

308 北条小学校 小3
市は，説明会での保護者の話をちゃんと聞いていたのですか？このアンケートも実施したという言い訳ではないですか？まだ議会に承認されてもいないし，保護者（市民）は市の方針に賛成している訳ではありません。市民の
税金と国のお金を使う事の重大さを考えて下さい。1円でも無駄に使わない，市民（子ども達）の学校にして下さい。現段階での統合は反対です。校舎建設と統合を一緒に考えるのはおかしい。子供の数が減って，どこの学校も
教室が余っているのに，わざわざ統合して，大きな校舎を建てる必要はない。市も市議も市民ファーストでお願いします。保護者（市民）の声を聞き入れてください。逆に今統合しなくてはならない理由は何でしょうか。

3

309 北条小学校 小3 6

310 北条小学校 小3

平成26年の耐震判定から，既に５年が経過しています。様々な検討すべき課題があったことは推察しますが，いつ発生してもおかしくない地震，津波に対して，方針決定まで５年も要したことは，やはり，時間がかかりすぎて
いると思います。生徒の安全を考えるとき，最優先でスピード感をもって，早期に対応すべき事案であります。しかしながら，今回の決定は，私も最善の策と考え評価します。今後は早期に細部を詰め，確実に実施していただ
くことを期待します。新校舎については北条地区住民の津波避難ビルとしての役割も重要と考えます。設計にあたっては，その点の検討もお願いします。館山市として，津波等発生時の地域住民の安全確保もしっかり考えてく
ださい。今後も保護者や地域住民との話し合いや情報提供をしっかりと行いながら，着実に前進させていってください。

1

310-1 北条小学校 小5

平成26年の耐震判定から，既に５年が経過しています。様々な検討すべき課題があったことは推察しますが，いつ発生してもおかしくない地震，津波に対して，方針決定まで５年も要したことは，やはり，時間がかかりすぎて
いると思います。生徒の安全を考えるとき，最優先でスピード感をもって，早期に対応すべき事案であります。しかしながら，今回の決定は，私も最善の策と考え評価します。今後は早期に細部を詰め，確実に実施していただ
くことを期待します。新校舎については北条地区住民の津波避難ビルとしての役割も重要と考えます。設計にあたっては，その点の検討もお願いします。館山市として，津波等発生時の地域住民の安全確保もしっかり考えてく
ださい。今後も保護者や地域住民との話し合いや情報提供をしっかりと行いながら，着実に前進させていってください。

1

311 北条小学校 小3

館山市の厳しい財政状況（将来的にも）を考えれば，防衛相からの予算調達が可能だということは館山市にとっては一筋の光となり得ることだろう。巨額な予算が調達できるとなれば，当初の計画であった三中のみの建て替えの話が合理的に大きく進展した
ことも安易（容易）に推測できる。今後，異常ともいえる非常に限られた短い時間ではあるが，あらゆる調整を丁寧に進めていただきたい。５年も過ぎれば，今回の一件も過去として過ぎ去られていくことになるだろう。ただし，この５年間に関係する生
徒，保護者，教職員，さらには役所の関係者には特別な待遇，利益をもたらしていただきたい。益々，公共の建物の移転，新改案が進む中，館山市庁舎においても現在の場所を移転し新庁舎を建て，現在の場所には新しい学校の未来を見据えた広域スクール
バスターミナル，駐車場を設置していく計画としてはいかがなものだろうか。様々な方面，事柄の協議は，市，学校，生徒，保護者，地域住民の代表者を出しての新中学校の準備会を早急に設け，十分な協議をもって決定事項とされたい。今回の方針発表に
よる，生徒，保護者にはもちろんのこと，学校関係者，教職員，館山市民の動揺，不安，不信感を始め，払拭していく責任は追行（遂行？）していただきたい。未来に生きる子共たち，館山市民のために今後の成果に期待しております。

1

311-1 北条小学校 小6

館山市の厳しい財政状況（将来的にも）を考えれば，防衛相からの予算調達が可能だということは館山市にとっては一筋の光となり得ることだろう。巨額な予算が調達できるとなれば，当初の計画であった三中のみの建て替えの話が合理的に大きく進展した
ことも安易（容易）に推測できる。今後，異常ともいえる非常に限られた短い時間ではあるが，あらゆる調整を丁寧に進めていただきたい。５年も過ぎれば，今回の一件も過去として過ぎ去られていくことになるだろう。ただし，この５年間に関係する生
徒，保護者，教職員，さらには役所の関係者には特別な待遇，利益をもたらしていただきたい。益々，公共の建物の移転，新改案が進む中，館山市庁舎においても現在の場所を移転し新庁舎を建て，現在の場所には新しい学校の未来を見据えた広域スクール
バスターミナル，駐車場を設置していく計画としてはいかがなものだろうか。様々な方面，事柄の協議は，市，学校，生徒，保護者，地域住民の代表者を出しての新中学校の準備会を早急に設け，十分な協議をもって決定事項とされたい。今回の方針発表に
よる，生徒，保護者にはもちろんのこと，学校関係者，教職員，館山市民の動揺，不安，不信感を始め，払拭していく責任は追行（遂行？）していただきたい。未来に生きる子共たち，館山市民のために今後の成果に期待しております。

1

311-2 第三中学校 中2

館山市の厳しい財政状況（将来的にも）を考えれば，防衛相からの予算調達が可能だということは館山市にとっては一筋の光となり得ることだろう。巨額な予算が調達できるとなれば，当初の計画であった三中のみの建て替えの話が合理的に大きく進展した
ことも安易（容易）に推測できる。今後，異常ともいえる非常に限られた短い時間ではあるが，あらゆる調整を丁寧に進めていただきたい。５年も過ぎれば，今回の一件も過去として過ぎ去られていくことになるだろう。ただし，この５年間に関係する生
徒，保護者，教職員，さらには役所の関係者には特別な待遇，利益をもたらしていただきたい。益々，公共の建物の移転，新改案が進む中，館山市庁舎においても現在の場所を移転し新庁舎を建て，現在の場所には新しい学校の未来を見据えた広域スクール
バスターミナル，駐車場を設置していく計画としてはいかがなものだろうか。様々な方面，事柄の協議は，市，学校，生徒，保護者，地域住民の代表者を出しての新中学校の準備会を早急に設け，十分な協議をもって決定事項とされたい。今回の方針発表に
よる，生徒，保護者にはもちろんのこと，学校関係者，教職員，館山市民の動揺，不安，不信感を始め，払拭していく責任は追行（遂行？）していただきたい。未来に生きる子共たち，館山市民のために今後の成果に期待しております。

1

312 北条小学校 小4
説明会に参加したので，だいたいのお話はわかりました。ですが，５年もの間，全く何の説明もなく，突然このようなお話をされて納得できません。でも結局は，他にどうすることもできないということで納得させられてしま
うのでしょう。津波の危険のある所への移動，二中はガスタンクが近く怖い。避難方法，通学路の安全確保，道がとても狭い，自転車通学危ない，バス通学が増え，バスは確保できるのか？クラス人数が増え，目が届かない，
問題がおきやすい，スクールカウンセラーを中心とした相談体制？なんてみんな相談するのでしょうか？学校名・校歌など，この短期間でできることなのか？まずは安全が第一ですが，統合はどうかなと思います。

2

313 北条小学校 小6

二中，三中の統合について人口の減少を考えると，致し方ない事であるとは思います。ただ，私の子どもは，中２年生と小学校５年生です。まず，新校舎に入ることはないです。先日の説明会で，３年生の受験の配慮のお話は出ておりました。この年代の子
ども達は，小学校，幼稚園時には，耐震補強工事，北条小新築工事に伴い，少なからず学校生活，幼稚園生活に影響を与えていました。その上，中学校では，三中が建て替えるから何もできないといわれます。市長，教育長は三中のトイレの現状を知ってい
ますか。夏の暑い時の悪臭は，我慢できないものがあると聞きます。お金がないからと言って我慢してください。あなたたちも，そのような近くにある学校のトイレを利用してみたらいかがでしょうか。エアコンの設置…補助金が出るから…使用期間は，
２・３年，それも７月，９月だけではないのでしょうか。子供たちの必要としているものを知ろうともしない。そのような姿勢から，あのような説明会になるべきようになったのでは，ないのでしょうか。新校舎ができる前の，現在の二中に通う事となる生
徒全体への配慮をお願いします。現在の二中も登下校時の交通渋滞が，発生していると聞きます。そのうえ，三中と一緒になることで，さらに混雑するものと思われます。検討をお願いします。旧水産側は，道路も細く，夜は薄暗くなります。また，北条学
区からは正門は，不便な場所にある場合もあります。登下校時だけでも，徒歩だけでもに西門を使用出来るようにしてください。部活は，統合時には，統廃合はあるのでしょうか。せっかく，続けている部活が無くなるようなことはないようにしてくださ
い。その上で，運動場が手狭になることになります。旧水産高の運動場を使えるようにするなどして，子共たちが，十分に打ち込める環境を作ってください。新校舎，統廃合により我慢を強いられ，恩恵は受けられない生徒たちにこそ配慮すべきです。その
ことを十分にご配慮のうえ，ご考察くださいますようお願いいたします。

1

313-1 北条小学校 小3

二中，三中の統合について人口の減少を考えると，致し方ない事であるとは思います。ただ，私の子どもは，中２年生と小学校５年生です。まず，新校舎に入ることはないです。先日の説明会で，３年生の受験の配慮のお話は出ておりました。この年代の子
ども達は，小学校，幼稚園時には，耐震補強工事，北条小新築工事に伴い，少なからず学校生活，幼稚園生活に影響を与えていました。その上，中学校では，三中が建て替えるから何もできないといわれます。市長，教育長は三中のトイレの現状を知ってい
ますか。夏の暑い時の悪臭は，我慢できないものがあると聞きます。お金がないからと言って我慢してください。あなたたちも，そのような近くにある学校のトイレを利用してみたらいかがでしょうか。エアコンの設置…補助金が出るから…使用期間は，
２・３年，それも７月，９月だけではないのでしょうか。子供たちの必要としているものを知ろうともしない。そのような姿勢から，あのような説明会になるべきようになったのでは，ないのでしょうか。新校舎ができる前の，現在の二中に通う事となる生
徒全体への配慮をお願いします。現在の二中も登下校時の交通渋滞が，発生していると聞きます。そのうえ，三中と一緒になることで，さらに混雑するものと思われます。検討をお願いします。旧水産側は，道路も細く，夜は薄暗くなります。また，北条学
区からは正門は，不便な場所にある場合もあります。登下校時だけでも，徒歩だけでもに西門を使用出来るようにしてください。部活は，統合時には，統廃合はあるのでしょうか。せっかく，続けている部活が無くなるようなことはないようにしてくださ
い。その上で，運動場が手狭になることになります。旧水産高の運動場を使えるようにするなどして，子共たちが，十分に打ち込める環境を作ってください。新校舎，統廃合により我慢を強いられ，恩恵は受けられない生徒たちにこそ配慮すべきです。その
ことを十分にご配慮のうえ，ご考察くださいますようお願いいたします。

1

313-2 第三中学校 中2

二中，三中の統合について人口の減少を考えると，致し方ない事であるとは思います。ただ，私の子どもは，中２年生と小学校５年生です。まず，新校舎に入ることはないです。先日の説明会で，３年生の受験の配慮のお話は出ておりました。この年代の子
ども達は，小学校，幼稚園時には，耐震補強工事，北条小新築工事に伴い，少なからず学校生活，幼稚園生活に影響を与えていました。その上，中学校では，三中が建て替えるから何もできないといわれます。市長，教育長は三中のトイレの現状を知ってい
ますか。夏の暑い時の悪臭は，我慢できないものがあると聞きます。お金がないからと言って我慢してください。あなたたちも，そのような近くにある学校のトイレを利用してみたらいかがでしょうか。エアコンの設置…補助金が出るから…使用期間は，
２・３年，それも７月，９月だけではないのでしょうか。子供たちの必要としているものを知ろうともしない。そのような姿勢から，あのような説明会になるべきようになったのでは，ないのでしょうか。新校舎ができる前の，現在の二中に通う事となる生
徒全体への配慮をお願いします。現在の二中も登下校時の交通渋滞が，発生していると聞きます。そのうえ，三中と一緒になることで，さらに混雑するものと思われます。検討をお願いします。旧水産側は，道路も細く，夜は薄暗くなります。また，北条学
区からは正門は，不便な場所にある場合もあります。登下校時だけでも，徒歩だけでもに西門を使用出来るようにしてください。部活は，統合時には，統廃合はあるのでしょうか。せっかく，続けている部活が無くなるようなことはないようにしてくださ
い。その上で，運動場が手狭になることになります。旧水産高の運動場を使えるようにするなどして，子共たちが，十分に打ち込める環境を作ってください。新校舎，統廃合により我慢を強いられ，恩恵は受けられない生徒たちにこそ配慮すべきです。その
ことを十分にご配慮のうえ，ご考察くださいますようお願いいたします。

1

314 北条小学校 小5
統合ではなく，建て替えで進めてほしい。理由として，現在，館山市に４校ある中学校。人数の少ない学校同士の統合なら仕方ないですが，大きな学校同士だといざこざが起きる。更に，西岬在住は（神余在住）は統合するな
ら，学区を房南にするほうが学区的に望ましい。 2

315 北条小学校 小5
説明会に参加しました。「三中に通わせたい」と思っていたのですが，１年も通うことなく卒業となってしまうのが残念ですが，安全第一と言う事を考えると仕方がないと思います。二中前の道路が狭いことや，津波等発生し
た場合の避難方法や訓練を徹底してほしいと思います。駐車場スペース（送り迎え用などの）が少ないので，近隣にでも確保してほしいです。

1



№ 学校名 学年 意見 評価

316 館山小学校 小1

統合について，少子化は感じております。南房総市，鴨川市でも幼小中の統合など様々な統合があります。少子化は今現在の出生数からも読みとれる様，深刻な状況ですよね！二中，三中の合併は正しい判断でしょうか？ま
た，三中校舎を新しくし，そこへ移動は正しい判断でしょうか。二中・三中の少子化の問題だけではなく，館山小学校でも少子化をものすごく感じています。二中は幼小中一貫の統合ではだめでしょうか？地域の中学がなくな
るのはさみしいです。二中・三中と統合した時のメリット・デメリットを子供の立場，地域の立場など各人の立場で考えてほしいです。館山が活性化するようなお金を使ってほしいです。木更津市のようにアウトレットができ
たり，コストコができたり若い人が魅力を感じる街づくりをして欲しいです。

5

317 館山小学校 小4
二中と三中を統合せずに，三中だけの建替えをすればよいと思う。予算のめどがたっただけで，決定したものではないのに，なぜこの話ができるのか。もし，お金が用意できなかったら，また「お金がないのでやりません」と
なるのでしょうか？いつも学校に要望を言うと予算がありませんといわれ，何一つとして要望をききいれてもらえませんでした。本当に三中の生徒の安全のためなら，統合することは後でも，三中の建て替えだけでもよいと思
う。人数も急に増えすぎで，三年生は受験もあって，生徒のためにはならないと思う。

3

318 館山小学校 小4 できるだけスムーズに統合，移転がすすんでほしいと思います。実際に通い学ぶのは子供達なので，統合後の子供達の意見をたくさん取りあげて頂きたいです。登下校が遠くなるので親としてはそこだけが心配です。 1

319 館山小学校 小4
役員の都合の良い理由ばかり説明し，統合の話で決定した事は残念です。学区内を考慮して家を建てた為，怒りしかありません。いずれこうなります，ということもなく決定事項としての報告に館山市の役員はクソです。力を
使って市民をだまらせ，明確な返答もなくその場限りの逃げの返答ばかり。市長さんが‘数年かけて良い評ばんになり，館山市も良かったのにその下の役員達の税金。払うのもバカバカしい。統合に関わる役員を変えても同じ
ことになるのでしょうか。結局弱い立場にいる市民は税金払ってだまっているしかできないのでしょうか。【是非，ホームページに載せてくださいネ】

3

319-1 館山小学校 小5
役員の都合の良い理由ばかり説明し，統合の話で決定した事は残念です。学区内を考慮して家を建てた為，怒りしかありません。いずれこうなります，ということもなく決定事項としての報告に館山市の役員はクソです。力を
使って市民をだまらせ，明確な返答もなくその場限りの逃げの返答ばかり。市長さんが‘数年かけて良い評ばんになり，館山市も良かったのにその下の役員達の税金。払うのもバカバカしい。統合に関わる役員を変えても同じ
ことになるのでしょうか。結局弱い立場にいる市民は税金払ってだまっているしかできないのでしょうか。【是非，ホームページに載せてくださいネ】

3

320 館山小学校 小4

母の意見：説明会での質問に対して，丁寧に答えられている思います。これらのアンケートを，どうして事前にしなかったのか，それだけが不満です。統合については，今までの規模の方が，教師が丁寧に子どもを見られるの
では，と心配です。
父の意見：平成２６年に三中の耐震が危険と判明した時点では統合の話など出ておらず，四中学校維持の方針だったはず。どうしてその時点で，三中の建替をどんどん進めなかったのか。今となっては三中の安全のために移転
はやむなしだが，判断をここまで遅らせて事態を混乱させた責任をだれもとらないままでの統合は反対である。民主主義とは何かを教えるはずの学校・教育に関わることで，ちっとも民主的でない話が進められる矛盾。館山市
の行政はおかしい。

2

320-1 館山小学校 小6

母の意見：説明会での質問に対して，丁寧に答えられている思います。これらのアンケートを，どうして事前にしなかったのか，それだけが不満です。統合については，今までの規模の方が，教師が丁寧に子どもを見られるの
では，と心配です。
父の意見：平成２６年に三中の耐震が危険と判明した時点では統合の話など出ておらず，四中学校維持の方針だったはず。どうしてその時点で，三中の建替をどんどん進めなかったのか。今となっては三中の安全のために移転
はやむなしだが，判断をここまで遅らせて事態を混乱させた責任をだれもとらないままでの統合は反対である。民主主義とは何かを教えるはずの学校・教育に関わることで，ちっとも民主的でない話が進められる矛盾。館山市
の行政はおかしい。

2

321 館山小学校 小5
これまでの話の進め方については，説明会等で伝わっている通り，今後は（ＰＴＡには事後報告，後手後手）改善頂きたい。建物の老朽化，少子化は仕方無しとも思う為，最善の選択を決断したい。三中移転，合併に伴う各家
庭の経済的負担は無い様にして頂きたい。三中の耐震は危険レベルな為，速やかな決断，対応が必要である。→本当に必要な出来うるリスクマネジメントは実行出来ているのかギモンである。統合における賛否について多数決
ではないと思う。それぞれの意見を集約し‘いつ‘決定しその後のスケジュールとはどのような計画（詳細）なのか早期に周知すべきと考える。

5

322 西岬小学校 小3
スクールバスの通学についてですが，部活によって下校の時間が変わってくると思いますが，時間通り（バスの時間）に部活が終わるようになるのでしょうか。仕事をしている為，送り迎えができません。正直遠いです。ス
クールバスの本数などしっかり考えてください。ＰＴＡの協力を得るようだが，ＰＴＡの仕事が増える。

5

323 神余小学校 小4 お任せします。 1

324 豊房小学校 無記入

紙切れ１枚を子どもが学校から持ってきたかと思えば，次の日には発表…あまりにも唐突な話なので，「決まりましたから」と言われても納得できない。市民の意見，当時者たちの意見等を聞いたうえで段階を踏まえてほし
かった。当然ではないでしょうか。最終的には議会で決定するとか…まだ決定していないのに，なぜマスコミへの発表がなされているのか。アンケートを取って欲しかったという意見が多かったからなのかわからないが後付の
ようで，あからさまにやりました感しか感じず，自分達の保守の為では。三中の設計にも予算が投じこまれていると思うが，いくら掛かっているのか公表してほしい，又，合併まで結論が出た議事録等も公表してほしい。小規
模の学校の再編はどう考えているのか。二中，三中の合併以前に豊房，神余，九重，先ずは小学校の再編ではないのか。小規模の10～20人のクラスから大規模の約40人クラスへとなると不安でしかない。現在の中学への不安が
あるのに…合併のころには，市長，教育長，交代されているのではないでしょうか。無責任では…館山市には不信感しかない。

3

325 館野小学校 小6
館山三中で行われた説明会に出席しました。その際の市の説明，市長に大変不信感を抱きました。やはり，市が勝手に都合よく計画を考えていて，私たち，子を持つ親の気持ち等，一切考えていないととても強く感じました。
市が勝手に決めてしまったので，この意見を書いても，何も意味が無い様に思います。説明会ででた意見や希望が少しでも，通ればと願っています。これから，入学する子ども達，父兄が納得できる説明を得てから，実施する
べきだと思います。

3

326 九重小学校 小1 更に遠くなるので安全に登下校ができれば仕方のないことだと思います。 1
326-1 九重小学校 小6 更に遠くなるので安全に登下校ができれば仕方のないことだと思います。 1

327 九重小学校 小4

突然すぎて不安だらけです。
①通学に関しては，館野・九重地区は同じスクールバスでしょうか？だとしたら，九重地区は１時間以上バスに乗車しなくてはなりませんか？朝などは起床が早くなり，朝食から給食までの時間が長くなります。そういった面
でも体調面が心配になります。
②少人数の学校から，今の三中よりも人数の多い集団生活になるのも不安です。クラスに１人も知っている子がいなくて，同じ小学校出身でも異性の場合だと転入生のような状況になります。思春期の難しい年ごろで，交流会
を何度かして，仲よくなり，友達を作るのは難しいです。スクールカウンセラーさんの現状を見る限り，今の状況で学校生活や生徒の立場を理解して，生徒の悩みや相談や不安に寄り添えるのか？解消できるのか？とても不安
です。

3

328 九重小学校 小6

今回のアンケートについて同封されている開催状況内の館山市の方針についてを読み，平成２６年に生徒の安全確保が不十分と考えたにも関わらず，５年以上も検討を重ねた結果，「三中生徒の安全を確保するため」の最善の策として市執行部が示した二中
への移転ですが，津波の浸水域や道路狭隘等の他の危険性がすぐに想定できるところを示した事に信じられない思いと，本気で今後の市の宝となる生徒の安全を考えた結果なのかと愕然とした。今までの経緯には多く批判したいところだが，三中の危険が切
迫している中でいち早く安全策を講じてもらいたいので，まずは現状の校舎がどの程度危険なのかを再度，検証願いたいと思う。なぜなら平成１１年実施のＩＳ値１．２７，平成２６年実施のＩＳ値０．３３と両者の数値が違い過ぎているので，信用性が低
いと感じたため，再度，検証しＩＳ値及びＩＳＯ値での検証等が必要ではないかと考えます。その上で，今後の方向性やスケジュールの具体的な検討ができるのではないか。上記を踏まえ，三中校舎の危険度がより詳細に示され切迫した危険があると判断で
きれば，令和３年４月を待たずに今すぐにできること，例えば現在２階部分の危険性が高いと示されているので，２階を教室として使用しない等の安全策を講じるべきと考えます。そうした中で二中への移転が現状での最善策と判断できれば，移転について
の問題点を解決すべきだと思います。二中移転も現状のままでは保護者は納得しないと思いますので，生徒の安全を考えて通学路や避難経路の見直し，改修等を実行して頂きたいと思います。二中へ移転するのであれば，市が示しているとおり統合が妥当だ
と思いますので，まずは，現状の安心・安全，そして移転後の安心・安全を考えて検討してください。今回の説明会での話では市の生徒へ対する安全を確保するという考えに真剣に検討し，検証した結果という市の本気度が伝わってきませんでした。子ども
の安全を望むのは親として当然のことで「安心・安全」のため市がハード面を提供し，ソフト面を市，学校，保護者などが協力して成り立つものだと思います。

4

329 第二中学校 中1

子どもが中３になる年に合同になる予定です。中３は高校入試に向けて３年間の中で一番大切な時期だと思っています。その時期に友人関係でのメンタルが気になります。（良い意味で仲良くなりすぎて遊びばかりになってし
まう。勉強に集中できなくなる。悪い意味で友人とトラブルなど）
※初めの年は，クラスがえはせず，２年生のクラスの状態で３年生に上がることを強く希望します。
そもそも統合に関して大反対です。市民の意見を全く聞かずに決まった事に不信感しかないです。

3

330 第二中学校 中2 お任せします。 1

331 第二中学校 中2

三中校舎のどの部分が一番危険なのか，明らかである様ですが，今現在，在学中の生徒にはどう対応しているのでしょうか。ある方のブログで，公開されていましたよね…。騒いでどうにかなるならもっと早くどうにかするべ
きだ！何をするにもお金はかかると思いますが，どうしたら子ども達が安心安全に学校へ行けるようにするか，私達大人の責任ではないでしょうか。少子化は日本全体の問題ですが，この館山市でどうしたら住みよい，子育て
しやすい，街になるのか真剣に考えて欲しいです。統合は悪いことではないと思いますが，二中・三中がするべきかは考えて欲しいです。行政，親，子ども，住民らそれぞれの意見を出し，話しあうべきと思う。メリット，デ
メリットをパターンごとに知りたい。バイパス，ゴミ処理場の問題もどうなってしまうのでしょうか…。館山市はこの先どうなってしまうのでしょうか…。若者が住んでくれる街でしょうか。子供産み育てやすい街でしょうか
…。今回このような進め方はいかがなものでしょうか。市長さんの信頼を損なう事態ですよね。時間がなかったは後づけ理由ですよね。子供から手紙をもらった時はびっくりでした。

5

332 第二中学校 中3 市の方針におまかせします。 1

333 第三中学校 中1
統合については，教育委員会などで最善策という結論だと思っていますので，賛同いたします。良い学校をつくっていくべく頑張って頂きたいです。耐震をかくしていたことには，もっと早く言ってほしかったし，対策をとっ
てほしかった。いつ地震がおこるかは誰にもわかりませんが，できる限りの補強，生徒達の避難訓練の徹底，（自転車にのる時のヘルメットは必ず教室へ持ってきておいてほしい）にお金を惜しまず，取り組んでください。二
中，三中を統合して誰もが子どもを通わせたいと思う学校をつくっていきたいという決意を示して頂けたらいいと思いますが。

1

334 第三中学校 中1
統合する時に３年生になるので，その時に３年生のクラスは二中，三中をまぜないでそのままのクラスが良い。（例えば：１組から５組は三中，６，７組は二中など）１，２年はどのみちクラスがえがあると思うので，二中，
三中がまざっても良いと思う。 1



№ 学校名 学年 意見 評価

335 第三中学校 中1
旧安房南高の校舎を使わせていただければ，安心感があります。解答には使用可能ではないとの事ですが，警察庁舎，安房合同庁舎の建設の期日と，図面上での範囲を教えていただきたいです。もう少し納得のいく説明が欲し
いです。また，二中に移った場合，今の二中の現状や送迎時の道の狭さにも不安があります。今後考えていくとの事ですが，道幅は変わることはないと思います。最近の雨の降り方や，地震時の避難などを考えると不安です。
一番は入学前に説明があったのなら，考えて，選択ができたという事です。市内の他の中学の転校というのも考えて良いのでしょうか。

3

336 第三中学校 中1
三中の新校舎は，いいのですが，統合については，手紙を配布する前に事前説明や色々な方との話し合いが必要だったと思います。順番がきちんとしていないので，今回のような事が起こりみんなが不信感を持ってしまったと
思います。

5

337 第三中学校 中1
だいたい，今までほったらかしにして，５年も経って，統合して新しい学校にすると，補助金がでるからって，建て替えをするって，おかしい。子供の安全もまったく考えてないし、未来のことも考えてない。最悪。これで
は，若い人もいなくなるわけだ。このアンケートで何か変わりますか？ 3

338 第三中学校 中1
４月に入学し，いきなり統合の手紙がきて，子供も親も不安でしかありませんでした。入学説明会に話があれば，気持ちもまだ違ったかと思う。学校生活で緊張している所に統合は不安でしかなかった。通学の負担が大きい
（時間，安全，体力）。スクールカウンセラーの相談では全ての子ども達のケアはできないのでは？入試の年に統合は本当に嫌だ。対策等あるのですか？耐震が心配で最短で令和３年４月なのも不安。

3

339 第三中学校 中1 中学３年（受験）時に統合になるため，環境が変わり不安です。 3

340 第三中学校 中1
中学校の統合には反対です。たてかえはしかたないと思いますが。二中は津波が心配です。人数が多くなれば避難するにも時間がかかります。安全面を考えて，対策がとれるとは思えません。館山総合高校へは移転できません
か？教室は大分あいています。冷房をつければ，使えると思います。通学も問題なく良いと思います。県と市のもちもので使えないでしょうか？県にきいてみてください。二年後と今，決めずに，ＰＴＡの話し合いをしっかり
して意見をまとめてから，次に進んでほしいです。

3

341 第三中学校 中2
二中と三中の統合はするなら市民にとって大きな問題なので時間をかけて理解を得ていってほしい。しかし，安全上早く改修しなければならない。県警察庁舎と合同庁舎が南高跡地に建ったのちに，それらのあった所へ三中を
将来統合を見すえて建設してはどうか。また，新三中建設までには，市民の理解を得てはどうか。これを機に，小・中学校の今後の統合計画について，中長期的見通しを立てて，その中で本件を示して欲しい。房南学園のよう
に小中一貫の形で学校を地域に残すのか，それとも小・中の市内統合をそれぞれしていくのか，教育全体の方針が分からない。場当たり的な感じが否めない。

3

342 第三中学校 中2
説明会，書面読み終わった後の感想「何これ…」三中の現状に驚きました。地震がきたり，天井が落ちる可能性。ここ最近，震度３・４関東でも起きています。夏休み中，三中の一部立ち入り禁止になっているそうですが，子
供たちの安心と安全第一に，その言葉につながるものが何一つありません。今回の統合は，別問題として，三中の建て直しを第一に一つ一つやるべき事だったのでは。決まる前に説明会。それが当たり前です。うちは来年も１
人三中に行きます。２人の子どもを建て直し完了まで三中で…責任は誰が。まず今できること。三中の建物の再検（再検査？），二中は津波きたときの安全性，いろいろ課題は沢山あります。

3

343 第三中学校 無記入
今回，説明会にも参加し開催状況についての資料も拝見しましたが，残念ですがこの情報量では考えを集約することは出来かねます。結果も重要ですが，その結果に至った詳細な経過を説明することも必要なのではないでしょ
うか？平成２６年度からこれまでに検討された議事録を公開してください。新校舎建て替えに係る予算案の内訳（国・県からの補助が各々何割等）をわかり次第公表してください。以上，よろしくお願いします。

5

344 北条小学校 小1 現在１年生なので新校舎に入れますが，今の生徒や５年生，６年生等移転に関わる生徒達がかわいそう。 5

345 北条小学校 小1

まだ小学校へ入学したばかりなので，中学のことまで考えられていなかったのですが，新校舎と生徒数減少を考えての統合という考えは良いなと思いました。ただ，移転の際，三中学区から二中への送迎・登校が大変だろうな
と思います。正直，我が子が中学生になる頃には新校舎ができているのではないかと思い，少しは安心しています。将来的には生津数は減少するかもしれないですが，たくさんクラスがあると，行事のときに自分の子どももな
かなか見つけられないのが残念です。たくさんの意見をまとめるのは大変なことと思いますが，せっかく新しく校舎を建てるのであれば，より良くなるよう願っています。駐車場の確保についても考えていただけると幸いで
す。

1

346 北条小学校 小2
子ども達は「どこで」ではなく「何を」学べるかなので大きな学校になり人数が増える事により，あたり前のことですがどの子も平等に学校生活が送れる環境を築いていただきたいです。どのような学校になっていくのか今後
の責任の方が大きいのではと思います。

1

347 北条小学校 小2

北条小での説明会に参加しました。急に統合の手紙をいただいた時は，正直驚きましたが，子どもの数が減ってきている現状をみれば，いつかはこのような状況になるであろうことは考えられました。説明会では反対意見や本
題と関係ないようなことでいろいろ発言している方がいましたが，私の考えとしては，三中の校舎が耐震の問題があるならば，速やかに改善の方向へ進んでいってもらいたいです。館山市としてこの件に関わる皆様が，調査を
重ね，検討した結果，校舎建設，統合となるのであれば，とにかく１日でも早く安心できる学校生活を送れるようにしていただきたいです。二中に移転することにも問題はあるかと思いますが，今ある環境の中で，多少の我慢
は必要だと思います。良い方向へ進んでいくのであれば，協力することも必要です。良い結果になることを願っています。

1

348 北条小学校 小2
なぜ人数の多い所どうしを統合するのかなと思う。一中も房南も人数は，多くないのに。１クラスにつめつめで１学年の人数が多いと，友達関係も大変だろうし，集団についていけなかったりと一人一人に目がいき届かなくな
るのではと思う。なにより，突然でた話でビックリしたのも事実である。

3

349 北条小学校 小3 6
350 北条小学校 小3 親の意見は大事だと思いますが，子どもの意見もきいてみてもよいのでは…。小学校の１・２年生には難しいかもしれませんが高学年，現中学生が，直近で関わってくるので。その子たちはどう思っているのでしょうか。 5
351 北条小学校 小3 6

352 北条小学校 小3

二中・三中の統合については，反対ではありませんが，二中へ移動する件については説明会でもでたように通学路の問題です。大変狭い道路，三中は歩きの子は雨の日だと親が送ってあげることが多いのが現状です。三中の近
くには市役所，おどや，宮沢と１点集中することがないのですが，二中はどんな感じなのでしょうか？最近ちょこちょこと地震があるので，もしも津波が来たらと思うと倒壊が心配です。大変狭い道路しかない，二中の通学路
も心配なんです。今は三中の子供達をお願いです！安全な建物へ移動させてあげてください。今回の方針決定は議会や学校関係者への事前の説明が無かった事が，とても残念です。議員の方の役割は何ですか？市民の声は聞い
てもらえないのですか？市民に関係ない！と思っているのかと感じガッカリと不安でいっぱいです。今後の進め方について，隠さず，正直に市民に分かる様話し合って最善の選択だと市民が思える行動をよろしくお願い致しま
す。

5

353 北条小学校 小4
説明会に参加させていただき，市の方針について理解できました。三中生徒の安全確保が最優先ということですが，最終的な判断（市議会の審議）までどれくらいの期間がかかるのかが気になりました。移転時は令和３年との
ことですが，最近地震が多いので早急に審議していただき，移転を少しでも早められたらいいのではと思います。三中学区の生徒が二中までの通学するにあたって（通学路がわからないので）２ｋｍ超えの自転車通学の生徒さ
んはどのくらいなのでしょうか。自転車が駐輪場に入りきるのでしょうか。部活の朝練などで徒歩通学でも自転車で通学す生徒さんも多いと思います。

1

354 北条小学校 小4 色々と反対等，意見があると思いますが，子供達のために早急に話を進めてもらいたい。我が子が新校舎で中学生活を１年でも過ごしてもらいたい。工事等，計画通りに進めてもらいたい。 1

355 北条小学校 小4

今回の中学統合・新校舎建設について唐突過ぎるお手紙での報告に大変驚きました。説明会へも出席しましたが，納得のできるお話は何ひとつありませんでした。今後の児童数減少における統合をお考えでしたら市内全域統合
で進めるべきだと思いますし，もっとも子供達のことをお考えでしたらこの５年もの間に子供達の安全を最優先に多方面にわたり調査・話し合いが公に行えていたのではないでしょうか？県に掛け合い警察や安房支庁を優先に
ではなく児童の安全を確保すべきだったのではないでしょうか？我が家には２人の子供がおり，二中移転に関わる予定です。二中へ移転中に起こるかもしれないおおきな地震・津波…当時者の保護者だからこそ，三中であれば
回避出来たのかもしれない，万が一，津波に子供が巻き込まれてしまったら，悔やんでも悔やみきれないという思い…あえて災害の危険の高い学校に通学させたくはありません。市長さんをはじめ関係者の方々，親の立場から
今一度お考え頂きたい。

3

356 北条小学校 小4
この先の少子化を考えると，二中と三中の統合は自然の流れだと思います。一番心配なのは，耐震が行われていない三中の校舎に入る事です。うちの子供は，現二中校舎に入るのですが，来年入学する子供や，今の在校生は心
配ですね。

1

356-1 北条小学校 小5
この先の少子化を考えると，二中と三中の統合は自然の流れだと思います。一番心配なのは，耐震が行われていない三中の校舎に入る事です。うちの子供は，現二中校舎に入るのですが，来年入学する子供や，今の在校生は心
配ですね。

1

357 北条小学校 小4

三中校舎の建て替えは早めにした方がいいと思います。これから少子化でそのために統合していかなければいけないと思います。でも，今すぐというのはどうかと思います。私の子供達もちょうど移転や統合の年に関係するこ
とになります。まず，子どもが不安定になる事です。下の子は色々と問題行動などがあり，ようやく落ち着いてきたところで，また中学で不安定になるのではないかと心配しています。事前にもっと情報があればよかったので
すが，保護者・生徒などに何も話がなかったのはどうだったのかと思います。統合はもっと準備（体制）が整ってからにした方が不安がない状態にしてからにしてほしいです。できたら，他に仮校舎などで三中は移動して建て
替える方向にしていただけたらと思います。子供達もその方が安定すると思います。ただカウンセリングを受ければすぐに安定するわけではないので，もう少し，いい考えを出してください。

3

357-1 北条小学校 小6

三中校舎の建て替えは早めにした方がいいと思います。これから少子化でそのために統合していかなければいけないと思います。でも，今すぐというのはどうかと思います。私の子供達もちょうど移転や統合の年に関係するこ
とになります。まず，子どもが不安定になる事です。下の子は色々と問題行動などがあり，ようやく落ち着いてきたところで，また中学で不安定になるのではないかと心配しています。事前にもっと情報があればよかったので
すが，保護者・生徒などに何も話がなかったのはどうだったのかと思います。統合はもっと準備（体制）が整ってからにした方が不安がない状態にしてからにしてほしいです。できたら，他に仮校舎などで三中は移動して建て
替える方向にしていただけたらと思います。子供達もその方が安定すると思います。ただカウンセリングを受ければすぐに安定するわけではないので，もう少し，いい考えを出してください。

3

358 北条小学校 小5
平成２６年の耐震判定結果が出ているにも関わらず，なぜ速やかに対応をとらないのか？令和３年４月までに地震があり，倒壊したらどうするのか？なぜ一中は単独なのか？一中も一緒にするべきなのでは？金丸市長と県議の
地元だから，優遇しているのではないかと疑問するところです。

5

359 北条小学校 小5

日頃より，市長様を始め，市行政に関わる皆様におかれましては，市政へのご尽力に敬意を表します。今回の統合に関わる件については以下のように考えます。三中の校舎建設と二中との統合問題は別問題です。三中の新校舎
が建設できないことは，市の財政難からくるものです。生徒の減少は，新校舎が建設できないことの裏付けの理由でしかありません。市の財政状況の逼迫した状況を広く市民に伝え，その中でどのような形で三中の新校舎を建
設することが妥当なのか広く議論することが大切だと考えます。関係者の多くが納得する形での事態の収拾を望みます。子供たちが安全で気持ちよく学校生活を送ることができるようにと願っております。どうぞよろしくお願
い致します。

3



№ 学校名 学年 意見 評価

359-1 第三中学校 中2

日頃より，市長様を始め，市行政に関わる皆様におかれましては，市政へのご尽力に敬意を表します。今回の統合に関わる件については以下のように考えます。三中の校舎建設と二中との統合問題は別問題です。三中の新校舎
が建設できないことは，市の財政難からくるものです。生徒の減少は，新校舎が建設できないことの裏付けの理由でしかありません。市の財政状況の逼迫した状況を広く市民に伝え，その中でどのような形で三中の新校舎を建
設することが妥当なのか広く議論することが大切だと考えます。関係者の多くが納得する形での事態の収拾を望みます。子供たちが安全で気持ちよく学校生活を送ることができるようにと願っております。どうぞよろしくお願
い致します。

3

360 北条小学校 小6

意見：ＨＰに載せて頂きたい！！
①二中と三中の統合には絶対反対です。
②市の対応が遅すぎる。「三中生徒の安全確保を最優先している」とあるが，今回の説明では，とてもＨ２６年から検討してきたとは思えないほど，説明の準備が出来ていない。南高校使用に関して，県にも問い合わせをせずに，二中と統合が最善の策とす
るのは怠慢でしかない。
質問：以下の質問とその回答を，ＨＰに載せていただきたい！！
①いきなり子ども経由で統合の手紙を出し，Ｈ２６年から１度も保護者の意見を聞いていない。「協議する機会を作れませんでした」とあるが，このアンケートには，「賛成・反対・どちらでもない」などの意見を聞く項目がない。市は意見を聴く気持ちが
あるのか？
②今回送っていただいた，「説明会での意見，質問」に載っている内容は，そちらの都合の良い部分しか載っていないのはなぜか？（これでは，説明会に参加していない人，できなかった人への説明になっていない）
③旧安房南高校の校舎使用に関して，県に確認をしていない事が載っていないのはなぜか？
④今後，旧安房南高校の校舎使用に関して，県に要望を出すのか？出さないのであれば，なぜか？「県が決めたことだから」という説明があったが，本当に子どもの命を守る気があるのか？
⑤城山への避難が約３０分という説明もあったが，「生徒が増えることにより，避難時間もかかるのではないか」という意見もあった。それらの準備不足の面も載せていないのはなぜか？
⑥「避難方法を新たに検討する」とあるが，走って逃げる以外に方法があるのか？また，中パン前の道は狭く，有事の際にはブロック塀の倒壊も考えられ，避難に時間がかかる。生徒が増えた場合，安全性に欠けると思う。道を拡張するなどの方法は検討し
ているのか？（していないのであれば，有効な方法などないと思うが…）
⑦「三中生徒の安全確保を最優先している」とあるが，子どもたちの安全よりも先に，市役所の耐震を行ったのはなぜか？市職員の方を優先していますよね。
⑧三中のＩＳ値は載っているが，旧安房南高校のＩＳ値はいくつなのか？
⑨旧安房南高校の校舎の使用可能なエリアは全体の何％なのか？
⑩また，使用可能でないエリアはどのような理由から使用不可なのか？
⑪そして，その判断は誰のものなのか？
⑫男子トイレも必要だと思うが，必要数のトイレを新たに設置するのにかかる費用は？
⑬建築士などの専門家の意見を聞いたのか？聞いていないのであれば，それはなぜか？
⑭千葉県警へ，理由を説明し，工期を遅らせてもらうよう，要望は出したのか？また，出していないのであれば，それはなぜか？
⑮二中・三中統合は「将来的な生徒減少への対応」とあるが，館山一中や房南中の将来的な生徒数減少への対応はどのように考えているのか？
⑯説明会では統合後，「荒れることが心配」と言う意見に対して「１つの学年の授業を２人の教職員が受け持ち，生徒は切磋琢磨するので荒れない」という答えがあった。昔の二中や三中でも同じように１つの学年の教科を２人の教師が受け持っていたこと
もあった。が，荒れていた事実がある。今回の説明と矛盾する。「荒れてない」という理由のさらに深い説明をいただきたい。
⑰二中と三中の保護者で何％の方が賛成しているのか？（今回のアンケートで分からなければ，再度アンケートをとっていただきたい）

3

361 館山小学校 小1 6
362 館山小学校 小1 結果に従いますが，登校距離が長くなるの方の対処方法が気になります。 1

363 館山小学校 小2

三中の生徒の事を考えれば，安全第一，命に関わる事なので，統合は良いかと思います。ただ，そこに至るまでの過程に親に何も説明もなく決定してしまった事に，皆さんは怒っているのです。家は二中学区で統合となる年に
入学になります。統合になる年までには，制服，ジャージなどは統一してほしいです。（２・３年生は致し方ないのですが）クラスも増えるようで，絶対にいじめのない学校にしてください。通学するにあたって，何ｋｍ以上
とか，関係なくスクールバスを運行してください。新しく変わるなら，親の意見も入れてください。雨の中，自転車に乗り，ずぶ濡れになりながら，通学するお子さんを良く見かけます。全ての生徒が使用できるようにスクー
ルバスをお願いします。

1

363-1 館山小学校 小5

三中の生徒の事を考えれば，安全第一，命に関わる事なので，統合は良いかと思います。ただ，そこに至るまでの過程に親に何も説明もなく決定してしまった事に，皆さんは怒っているのです。家は二中学区で統合となる年に
入学になります。統合になる年までには，制服，ジャージなどは統一してほしいです。（２・３年生は致し方ないのですが）クラスも増えるようで，絶対にいじめのない学校にしてください。通学するにあたって，何ｋｍ以上
とか，関係なくスクールバスを運行してください。新しく変わるなら，親の意見も入れてください。雨の中，自転車に乗り，ずぶ濡れになりながら，通学するお子さんを良く見かけます。全ての生徒が使用できるようにスクー
ルバスをお願いします。

1

364 館山小学校 小5
統合ありきでアンケートを実施し，意見が反映されるか疑問です。娘の学年は，統合のごたごたの中入学し，新しい校舎も使えず卒業します。何も良いことがありません。親としては統合は反対です。せめて，私達に賛否を問
う機会があっても良かったのではないでしょうか。一方的な統合の話に不信感ばかりです。子どもの意見も聞いてみてはいかがですか。とにかく統合には反対です。どの学年の子も平等になる配慮をしてください。お願いしま
す。今の案のままで，娘を市立の中学に入れたくはありません。少しでもこの声が届くような賢明な判断を期待します。

3

365 館山小学校 小5
学年的に新校舎を利用することはなさそうですが，現在の二中周辺の道路は狭く，駐車場も少ない状態で学区が広がり，生徒数も倍以上になるので登下校や学校行事の時に混乱が起きない様，しっかり考えていただきたいで
す。中学入学と統合の時期が一緒なので不安に感じるところはあります。子供達が落ち着いて勉強できる環境作りを優先して検討していただきたいと思います。

5

366 館山小学校 小6 6

367 館山小学校 小6

現在，二中に３年の長女，館小に６年の次女がいます。次女が中学２年の時に統合することになります。６月２９日の説明会でも，書面に記載されている様に，統合と三中校舎の建設は別問題だと思います。まず，個人的なことにはなりますが，現在長女（中３）は不登校です。何故そうなったかは友人関係，学校の先生に対し
ての不信感です。ＳＮＳの問題もあり，ある生徒から「死ね！」「部活にくるな」「学校にくるな」など，校内でも言われた事がありました。担任の先生も相手の生徒と話し，謝るようにしてくれましたが，一時だけで，またくりかえすばかりでした。学校側は当時者同士で話し合わせ，謝れば終了。形だけの様に思え，実際は
解決したわけでもなく，結果，ほぼ学校に行くこともなく夏休みに入りました。長女は小学校までは学校大好きでしたが，精神的にも病み，学校が大嫌いな所になりました。二中の先生に対して信用ができないのです。長女以外でも，現在の二中は問題がありだと思います。サッカー部の集団リンチ（３年），１年生は入学早々
から女子のメガネを取って海に投げる男子生徒，バツゲームで女子に抱きつく男子，ＳＮＳ問題からのイジメ（授業中，教科の先生以外に嫌がらせをする生徒を見張る先生がいる）があったり，１年男子同士のケンカから全治１週間のケガをする事態，他にも三中生徒（短ラン，ボンタン姿）が平日の昼間に二中へ来るなど，平
穏な学校生活が送れる環境とは思えません。家庭にも問題があるのかもしれませんが，学校の先生の対応もしっかりしていないのも現状だと思います。はっきり言ってこんな状況の二中に来年に来年次女が入学すると思うと不安でしかありません。教育委員会で，二中の起きている状況は把握しているのでしょうか。そして，来
年入学予定の次女はＨＳＣ（ひといちばい敏感な子）という特性があります。小３で不登校になりましたが，病院でのケア，リハビリにより，回復しつつ現在は行き渋りがありながらも精一杯の気持ちで通っています。無理やり通わせることが本人の為にはならないと思っていますが，館山小の次女に関わってくれた先生達は
（当時の教頭先生，養護教諭の先生，支援学級の先生など）次女の担当医，リハビリの先生にお話を聞き，どのように対応したら良いのかなど，次女だけではなくだけではなく，これからの生徒のためにも学びたいと考えて下さり，次女のＨＳＣという特性を理解してくれました。だからこそ，館小の先生達が信頼できるので泣
きわめいたり，大騒ぎをしても学校へ連れていく様にしています。理解し，迎え入れてくれて，受けとめて配慮してくれることがとてもありがたく，感謝しています。そんな先生達がいるからこそ，長女も館山小の先生が大好きです。中学になれば，小学校とは違うのでここまで手厚くみてくれることはないのかもしれません
が，不登校児童が全国で隠れ不登校も含め４４万人いるこの現状の中で，中学を統合することは生徒に対する先生の向き合い方もしっかりしていただきたいと思います。長女の学年ですら，３クラスに１～２名の生徒が不登校，教室に入れずレインボークラスに入って別室登校しているのです。学校の先生達全てに原因があるわ
けではないのかもしれません。ですが，さまざまな理由により不登校の生徒がいるのは事実です。しっかりと各学校で起きている問題をヒアリング，抜き打ちで学校訪問などして知ってほしいです。学校関係者の方々には，「ＨＳＣ」ハイソ―センシティブチャイルドの存在を理解してほしいです。新しく統合する中学校は「ひ
とりひとりが主役になれる学校」と書いてありました。保護者としては，「ひとりひとりを尊重し，理解しあえる先生と生徒の学校」になってほしいです。今の状況で統合して生徒数が増えて，ちゃんと娘が学校生活を送ることができるのか，とても不安です。三中校舎の建設についてですが，三中に通う生徒の安全は第一だと
思います。仮設でも良いから別の場所へと思うばかりです。新校舎の場所は現在の場所では通学面に関しても西岬，豊房，神余方面の生徒達には大変だと思います。生徒が平等に登校することが困難だと思います。（定期の必要性，時間，保護者の送迎も絶対必要）例えば，建設地をもっと安全な場所（元ＵＭＣ跡など）にし
て，各方面からのスクールバスを用意して登校できるようにするなどは検討出来ないのでしょうか。制服，ジャージ，校風の違う生徒を今の１年生達が３年になった時に二中で一緒に学校生活を送る事になるよりも，新校舎が完成してから各中学校を統合，移転した方がスムーズのようにも思います。もちろん今のまま三中校舎
で過ごすが危険なのも分かっています。長く書いてすみません。ですが，知っていてほしい，伝えたいと思いました。館山市にある学校の中から，自殺する生徒が二度とない様に。新しい学校になるのなら，建設の問題もとても大事なことですが，社会問題にもなっている不登校，教師の体罰などの不祥事もしっかりと考えてい
ただきたいと思います。お互いが思いやりを持って，優しい先生と生徒になれる学校作りをしてください。私自身も館山小・二中は母校なのでなくなってしまうのはとても悲しいですが，よりよい学校になってほしいと思うので，さまざまな方面からの話に耳をかたむけてください。よろしくお願いします。※無記名ですがＨＰ
に載らないようにお願いします。

3

368 西岬小学校 小4
令和３年4月の統合，新校舎完成して，そちらに移転したら，二中校舎は，どういった施設として利用するのか？令和３年４月に統合して，１学年のクラス数は？二中の校舎を令和６年３月まで使用している間，クラス数に合う
教室は確保できるのか？ 5

369 豊房小学校 小6

基本的に今回の方針の統合には反対します。今後の子供達の人数を考えれば，方向性は合っていると思いますが，その考えであれば，一中までも含めて検討すべきです。また，本来は方針を出して，地域への説明会を開いて意
見を聞きパブリックコメントを行ってから方針の変更，決定をするべきです。今回の説明会も，二中，三中，北条小，館山小で開催しただけで，全ての小学校区の中で実施すべきものと考えます。特に小学校区が重要と考えま
す。これから入学する可能性がある方達も参加しやすくすべきと考えます。三中校舎の建設は，千葉県警察庁舎，安房合同庁舎の建設にともなってできる空きスペースの活用を検討すべきと考えます。二中校舎は津波想定エリ
ア内ですので，大規模改修をしなくても使用可能とありますが，一時的でも現状の体制では大人数の避難は困難と考えますので，使用するべきではないと思います。三中校舎を急いで対応しなくてはならない理由はわかります
が，時間をかけて進めていく必要があると思います。

3

370 館野小学校 小2 子供たちが過ごしやすい学校生活が送れるようによろしくお願い致します。又，館野地区も新しい家が建ち，子供も増えています。館野小もだいぶ古くなってきています。今後が心配です。 1

371 館野小学校 小2
統合に関しては，今回学校からの手紙で知り，驚きました。物理的な理由もわかりますが，実際学校へ通う生徒や親の気持ちも考えた上で，最良の方向へ持って行ってほしいです。（安心して通わせたいですので）中学校の先
生方の意見も聞いてもらいたいです。

5

371-1 館野小学校 小5
統合に関しては，今回学校からの手紙で知り，驚きました。物理的な理由もわかりますが，実際学校へ通う生徒や親の気持ちも考えた上で，最良の方向へ持って行ってほしいです。（安心して通わせたいですので）中学校の先
生方の意見も聞いてもらいたいです。 5

372 館野小学校 小6 6



№ 学校名 学年 意見 評価

373 九重小学校 小2

とにかく，突然の発表で驚いた。特にうちは子どもが小さい為，そういった話も全く情報として入ってこなかったため，将来的に統合を検討していますよという通知を各学校にもっと以前よりお知らせしてくれていたらよかっ
たのではというのが，最初の印象でした。（心の準備というか…）ともかく，統合すると決定している為，統合した後，どのくらいの生徒数になるのでしょうか？ただでえ，九重小から三中へ上がるという不安も大きい中，さ
らに，二中学区まで増えたら，先生の目が行き届かなくならないか？子供が中学に行きづらくならないか？などという不安が浮かびます。うちは子どもが中学へ上がるのが，まだまだ先の話なので，どうしても，そういう不安
というか，ばく然としたことしか浮かばず，まだイメージもできません。うちの子が，中学に上がる頃には，落ちついていて，学校生活が充実できる，新中学校になっている事を祈ります。

5

374 九重小学校 小4

二中と三中の統合など考えもしませんでした。小学校ならわかりますが…。子どもが誕生する前から，学区のことを意識しながら育ててきました。中学へ行って友達のことで悩まないようにと，習い事やイベントなどにも積極
的に関わってきました。こうやってじっくり先を見ながら未来に希望をえがきながら過ごしてきたところへ，ほんの少しの検討中の話題すら知ることもできず，手紙一枚の決定連絡には本当にびっくりしました。しかも，統合
までの期間もなく，大慌てです。学校は安全で，落ちついて，学習できる場であってほしいです。どんな環境整備ができ，職員は誰なのかもわからない中に，大きな学校，小さな学校の子が一緒になり，引越しを２度すること
になります。不安定としか言いようがなく不安で一杯です。せめて，早いうちに小学校同士の交流をたくさん持って，仲間ができたから大丈夫だと思えるような楽しみのある，学校作りをしてほしいものです。

5

375 第二中学校 無記入

全てにおいて，「なぜもっと早く動いてもらえなかったのか？」その思いでいっぱいいです。ここ数日をみても小さいとはいえ，地震が多発していて，いつ大きな地震に繋がるのかわからない不安。その中で耐震が危ぶまれて
いる学校に子供を送りださなくてはならない不安。親の立場から言えるのは，まず，子供達の安全ありきであって，統合とはその次のものにしか思えません。三中の校舎に不安をかかえているのが今回よくわかりました。また
説明会に出て，新たに知ったのが，二中生の津波対策の為の避難ルートです。学校で行われているので安全だと思い，確認していませんでしたが，川沿いを通って城山へ避難していると聞き，驚きました。これえでは河川津波
に対応できていないので，非常に危険だと思います。これで三中生も一緒に避難となったら…大勢の子供達が危険にさらされてしまいますよね。まず，これは統合以前の問題で，各学校の避難ルートを大至急で確認，再検討す
べきだと思います。統合ありきで考えても安全確保まで数年かかるのでは，安心して子供達を学校に出せないのだと実感しました。「安全」を第一に考えるなら，学区などの見直したりして，今ある既存の耐震済の校舎をもつ
学校に一時避難も必要だと思います。ただ，その場所に移った事で，安全面に問題が出てはならないと思います。今，話すべきなのは「統合」ではなく「安全確保」が第一ではないでしょうか？また，これまでの流れや説明を
聞き，この５年の間に新たに「房南学園」を設立した事にも先を考えての事だったのか？疑問に思いました。学校施設を整えることは容易ではありませんので，一時しのぎな形にならないようにしてほしいです。そういった中
で今の段階でみたら，統合と言う形には納得がいきませんので反対です。

3

376 第二中学校 中1
統合する予定の時期が子どもの受験を迎える年でもあり，３年生にとっては大事な時期なので，３年生のみ統合させず，二中は二中で三中は三中でクラスを別々にするとことは可能なのでしょうか。交流や教員数を増やした
り，スクールカウンセラーを行っていくと話されていましたが，一体どの時期にどのくらいの間隔で行っていくのですか。授業も部活にも影響はないのですか。中学校最後の学年で嫌な思いをして卒業するのだけは，絶対にさ
せたくないので十分な配慮をもって，今後も検討していただきたいと思っております。

5

377 第二中学校 中1

統合に関して，経緯にはいささか疑問に思うところはありますが，個人的には賛成です。いつかしなくてはいけない事が，たまたま我が子の時に，なっただけだと思います。説明会に参加しましたが，まるで，反対集会のよう
な雰囲気で（反対意見に拍手をあおるような），正直賛成の人がいてはいけないのかなと気まずく感じました。なので，このようなアンケートをとることは，とても良いと思います。子供達が皆，不安に感じているような意見
がありましたが，我が子は全く不安でも嫌でもないと言っています。反対する意味がわからないと…。何かする時は，必ず反対意見が出るものです。すでに大筋の方針は決まっているのでしょうから，予定通りに進めたら良い
と思います。子ども達の未来のため良い統合になることを期待しています。

1

378 第二中学校 中2
決定する前に各学校で説明会やアンケート等を行ってほしかったです。二中と三中の交流会等を行った上で移転や統合を決めても良かったのではないでしょうか？大きい学校同士の統合ではなく，小さい学校と大きい学校との
統合の検討はしなかったのか？

5

379 第二中学校 中2

私は館山小での説明会に足を運びました。ここまで沢山の話し合いを（説明会になるまで）重ねてのことと思いますが，「突然」と言うのが理解できません！今後ですが，今回の問題‘耐震‘三中生徒の安全を第一に考えて頂
いて，建て替え中の間など先生や生徒の意識を一段と高いレベルにしてもらいたいです。家族でもそうですが，親がある程度どっしり愛ある態度を示して行動すれば，子供もみてくれてます。学校の先生も同じ事が言えると思
います。先生方のストレス対策も考えて生徒への風当たりを減らして欲しいです。現在，相当なレベルなストレスが子供達へ向けられています。最近，保健室登校の話を耳にします。その方の特別室と，体調の悪い方の部屋は
分けた方が良いような気がします。そういう説明も聞きたいです。

1

380 第二中学校 中3

少子化で児童が少なくなっていくことを考えれば，統合することはしかたなく，行く行くは二中，三中のみならず，他の２校も統合の視野に入れていく必要が出てくると思います。もちろん，幼稚園や小学校も同じです。二中
は津波の心配があるので，そこの対策をしっかりと考えてあげて欲しいです。（津波避難タワーを周囲に作るのはムリ？市民も利用できるし）母校が統合によってなくなってしまうというさみしさをこれから子ども達（保護者
も）が味わうことや，統合によって友達関係が変化することなどに不安がありますが，デメリットだけではなく，部活動も選択肢がまた増える（レギュラー入りが厳しくなるが）友人関係が広がるなどメリットも多いと思う。
Ｒ３年までに（三中生が移動してくる前までに）大規模地震があった場合の三中生が心配です。そこはどんな対策を考えているのか？そのままなのか？が気になっています。市の方針は信じています。子供達のことを第一に考
えて検討し進めて行って欲しいです。よろしくお願いします。

1

381 第三中学校 無記入

統合と耐震とは別問題であって，耐震に悪いとわかった時に，説明がなかったのは，おかしいです。責任問題であり，今，統合より先に耐震に対して，先に行動をするべきです。１日も早く，生徒達を安心，安全な所で勉強さ
せるべきであって，統合は後のことです。まして，説明会に出席させていただきましたが，耐震ということを中２，３年生の親達は知らなくて，出席が少ないです。耐震に対しての説明をはっきりと，親達にもっと説明してか
らのことであって，１日も早く生徒を安心させて，勉強させるべきです。市役所の方，市長さん，教育長さん達は，自分の，あなた方の子供を１日も通学させられますか，それが出来ますか，よく考えていただきたいです。耐
震をかくして，今さらなんで，とおかしいです。

2

382 第三中学校 無記入

今回都合がつかず会場へ行けなかったので，アンケートという形で意見を述べる機会をつくってくださった事に感謝致します。保護者としての意見は既出だと思うので，省きますが…とにかく情報の公開が遅いと感じました。
個人的な金額の話で恐縮ですが，入学にあたり制服の購入，いずれ下の子にも使える様に…と値の張る方を購入したので，統合の話を聞いた時は驚き，まず金銭的にショックでした…。肝心の子供たちは思春期真っ只中です。
自分もその頃は他中学の生徒が怖く，また部活動では中学同士のライバル心むき出しでとがっていた時期だったなぁ…と思いました。とは言え，誰もがわかる少子化が進む中，統合もやむを得ない事であると子供たちにもわか
ると思います。ですが，子供たちには特に気持ちの準備期間が必要だと思います。自分達の在学中に統合するという突然すぎる情報…しかも受験も控えている時期です。子供たちも，その保護者も，とても不安で心配なので
す。統合を検討始めた段階で，情報の公開をすべきだったのでは…と不満がでてしまうのも無理ない事だと思います。現在入学前の学年からの統合であれば，説明した上で納得して入学，そして統合までの準備期間も受け入れ
られるのではないでしょうか？又，建物の老朽化に対する安全策として，生徒の移動には賛成ですが，わざわざ距離のある二中ではなくて，北条小ではどうにかなりませんか。富山では幼，小，中同じ建物だと聞きました。北
条小なら部屋数もあり，土地の広さもあるので移動や手入れ工事，プレハブ設置など何かしらの工事は必要と思いますが，低コスト，低リスク，低クレームで可能ではないでしょうか…。北条小なら，子供たちの精神的にも，
距離的にも（元北条小でなくても）又，保護者としては安心できるのはではないかと考えます。どうぞご検討，よろしくお願い致します。アンケート実施有り難うございました。

3

383 第三中学校 中1
統合するという事は，わかりました。これから先は，子供のことを考えていただきたいと思います。部活動ほ，統合した４月に一緒に練習を始めて，３年生は，７月末には，総体予選があり，となってしまいます。スクールバ
スは４ｋｍではなく，館野地区にも出してほしい。校歌は，三中卒業生のＸジャパンのヨシキさんに頼んでみてはどうですか？ＰＴＡ役員など，保護者の役員はどうなりますか？他にもたくさんの事を決めなくては，ならない
と思うので，子供達，先生方，保護者の意見をきちんと聞いてもらいたいです。小さな学校でも，説明会を開いて頂きたいです。よろしくお願いいたします。

1

384 第三中学校 中1 平成２６年に，耐震判定を受けた時点で，関係者へ報告し，どうするべきか話し合えたのではないでしょうか。５年も経過し，現在，地震も増えているので心配です。早急に生徒の安全を考え対応をしてほしいです。 5

385 第三中学校 中1
館山市は，本当に子供の事を考えて行動していますか。統合した時のクラス数は，２０年前よりも多いクラス数ですよ？早急に安全対策を本当に考えている対策とは思えず，一番館山市にとって都合のいい形を取っている様に
しか思えません。子供がこれから館山市を守っていかないといけないのに子供に対して考えていないと思います。きっと将来，館山市に残りたいと思う子供は減ると思います。とても残念だと思います。

3

386 第三中学校 中1 より良い方法を検討しての結果と思います。統合に関して，子供はそれ程，不安と感じてはいないと思います。（我が子に関しては全く）私自身（親）も特に不安はありません。市の方針に従います。 1

387 第三中学校 中1

統合に関する説明会を開催していただき，ありがとうございました。現在，三中校舎の安全な場所はどこなのでしょうか？平成２６年の耐震判定を受けて，検討を重ね方向性が定まらないまま，年月だけが経過し保護者やＰＴ
Ａと話す機会が作れないまま，この結果だけ話されても，はい分かりましたとは言えない状況です。今１年生なのですが，３年のタイミングで二中へ通うことへは反対です。受験生という事もありますが，統合していろいろ手
探りでおこなっていく年になると思うので，３年という大切な時期なので，変わらぬ環境で過ごさせてあげたいです。２年３年でクラス替えをおこなわないのには理由があると思いませんか？修学旅行の準備を２年から進めた
りと，環境を変えないことが必要だからじゃないのでしょうか。あと３年最後の総体。統合で二中と三中が１チームになるのですか？そんな簡単なものではないと思います。子供同士は知っている子も多いのですが，１年から
力を合わせて頑張ってきた仲間で最後の試合をしたいのではないでしょうか？三中へ入学したので，三中で卒業をさせてあげたい，二中に途中から行くのであれば最初から二中に入学させるべきです。最終的に納得した上で，
統合という結果になった場合ですが，決定した時点で、新１年生は二中に通うという，移行期間は必要だと思います。やはり途中からですと，より問題も多くなるのではないでしょうか？子どもの安全がまず第一ですので，建
替は少しでも早く進めていただきたいのですが，建替=統合は別問題ですし，個人的には３年での二中統合はやめていただきたいです。引き続き，意見を伺う検討会を開いていただき，話し合いの場を作り，双方が歩み寄り，口
だけではなく，本当の意味での子供達の為にと！思える決定をこれからしていきたいと思います。

3

388 第三中学校 中1

今回の中学統合・新校舎建設について
我が家の子供は３年生の時に統合予定なので，高校入試制度変更後２回目の受験の年にあたります。ただでさえ初めての受験という事で精神的にも落ち着かないところで新しい仲間との生活…先生方は多感な時期の子供達のケ
ア，そしてしっかりまとめていける力があるのだろうかという心配が頭をよぎりました。説明会で現職の先生が‘無理です‘とおっしゃっておりました…そんな不安定になる事が分かっている中へ子供を通わせたいと思います
か？特に我が子は社交的な方ではないので，新しい環境に馴染むのに時間がかかります。市長さんや教育長さんは人生を左右する高校入試の時期に突然の予期せぬ統合…子ども達の将来の責任を持てますか？また，安全面にお
いても，津波の危険性の高い二中へ移転することはどうしても納得することができません。どこから見てもデメリットだらけの今回の案に賛成することは不可能です。

3

389 第三中学校 中1
統合に関して反対ではないが，移転と統合を同時に考えるのではなく，分けて考えるべき。三中は危険なのだからすぐに移転すべき。統合と同時に考えなければ，学校名や，生徒指導，カリキュラムの協議・調整が不要とな
り，より早い移転ができるのではないか。運動会，入学・卒業式は同日合同でやれば良いのでは。統合は，統合の必要性，道すじを館山市内全中学校に関して考え進めるべき。館山市内全中学校統合という最終形が決定してい
ない状態で二中・三中のみ統合して，三中校舎を建て替えるのは場当たり的な対応だと思います。

2
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389-1 第三中学校 中3
統合に関して反対ではないが，移転と統合を同時に考えるのではなく，分けて考えるべき。三中は危険なのだからすぐに移転すべき。統合と同時に考えなければ，学校名や，生徒指導，カリキュラムの協議・調整が不要とな
り，より早い移転ができるのではないか。運動会，入学・卒業式は同日合同でやれば良いのでは。統合は，統合の必要性，道すじを館山市内全中学校に関して考え進めるべき。館山市内全中学校統合という最終形が決定してい
ない状態で二中・三中のみ統合して，三中校舎を建て替えるのは場当たり的な対応だと思います。

2

390 第三中学校 中2 6

391 第三中学校 中2

①二中と三中の統合は必要になってくる事はわかっていますが，タイミングが早すぎると思う。
②千葉県の学級編制を見ると，１クラス４０人（→多すぎです）を上限としていますが，１人の担任ではとてもきびしいと思う。田舎で児童の数が少ないのは学力向上，密度ある教育ができるメリットですが，４０人という多
い人数では子供達の生活がゆたかではなくなると思う。学力の差も広がり，勉強しなくなる児童もふえてしまうのではと思う。
③統合の前に二中と三中が一緒できるイベント等を企画し，子供達がスムーズに１つの学校で生活が出来るようにする事も大事だと思う。

3

392 第三中学校 中2 まだ納得はしていません。子供もなんで二中と三中が統合するのか不思議にしていますが，現在，中２の為，二中には通いませんが，母校が無くなってしまうのに悲しがっています。 3

393 第三中学校 中2
三中の耐震工事の難しさ，よくわかりました。直接，我が子は関係ないと思われますが，今どきの子供達は適応能力もあるので一緒になってしまえば案外楽しくやれるのでは？と思います。勉強でもスポーツでも能力のある子
が集まって，今まで以上に切磋琢磨して，高みを目指してほしいです。今後の進行がスムーズにいくことを願ってます。

1

394 第三中学校 中3

説明会の１回目に出席しました。私が最も気になる事は，耐震の事です。５年前にわかっていて，生徒，保護者に知らせる事をせず，今になって「時間がない」とは無責任すぎではないでしょうか？５年間何もなかったから，
いいようなものの，我が家は三中をこの５年の間に卒業した子もいます。市の教育委員長や，市長は「子どもの安全を第一に考えて」としきりに言っていましたが，本当に考えているのでしょうか？ご自身のお子さんが今，三
中に通っている状況だったら，というスタンスで物事を考えてほしいと思います。あなたの子どもは，他の土地の学校に安全に通っていて，私たちの子どもは，いつ，何どき倒壊するかもしれない場所へ日々通っている。おか
しくないですか？人の命の重さを考えられない人が，市を動かしている事にがっかりしました。冷静な判断を求めます。今，あなたたちが大事にしないといけないのは，未来の館山を担う子どもたちの命ではないでしょうか？
のど自慢大会などで無駄使いせず，校舎をどうにかして下さい。

5

395 第三中学校 中3
二中と三中を統合し，新校舎を現在の三中校舎の地に新しく建て替えるという事に疑問を感じます。今の三中校舎の場所は地盤に難があり，昔は葦が生えていたとの事。又，昨今の地震の恐ろしさには津波の恐れも考えられま
す。できる事なら，新しい建設予定地を再度考え直し，より安全な場所へ子供達を通わせたいと思いますが…（市場？を建てようとしていた場所は狭いのでしょうか？二中からは遠すぎですか？）

3

396 第三中学校 中3 6

397 第三中学校 中3

６月２４日に文書を郵送した者です。改めて同封いたします。また，群馬県桐生市の市役所ＨＰに，中学校統合に関する事柄が詳しく書かれていました。ページ番号１００１５４１（統合に伴う不安や要望・中学校の学校適正
規模・適正配置説明会結果）
今後，説明会に行けない方でも，このＨＰの様にわかりやすく残して頂きたいです。
一番の不安は，移転期間に中学３年（受験生）となる，子供達をどのように支えて頂けるか，です。色々と書いてしまい申し訳ありませんが，どうぞよろしくお願い致します。
１．統合のタイミングで中学３年（受験生）となる生徒へのメンタルケア・配慮をして欲しい。
【生活環境の変化，問題点として】
・受験のタイミングでクラス替えがあるのか
・信頼できる先生への生活相談・進路相談ができるのか
・部活動（引退の年に，レギュラーメンバー変更等）はどうするのか
等への不安が上がっています。
【要望として】
・二中・三中の3年生徒の担任教員の考慮（統合前の各学校の生徒を熟知した教員を希望。スクールカウンセラーも希望ですが，対応不可な面があると思います。）
・統合時もクラス替えはしない。（いじめがあるクラスの生徒は個別で要相談）
・部活動については生徒の意見を確認。
２．生徒達に統合に関する不安などのアンケートを実施して，生徒の意見を確認。先生方と生徒で話し合いの場を設けてほしい。
教育総務課は先生方と連携し，統合の指針を決めてほしい。
３．通学の問題
三中生徒は二中への通学は遠く，また雨の日は送迎が必要になります。その際，保護者の仕事の関係で送迎できない場合が多くあります。統合後のしばらくの数年，三中エリアの通学バスを，どの地区にあたる生徒でも利用で
きるよう要望したい。
４．統合に関する情報の開示
統合に関する情報，説明会等での内容を市役所のホームページに都度載せてほしい。二中の耐震は確認いたしましたが，災害時の避難方法を見直してほしい。三中が耐震不足で倒壊するほどの地震が起こった場合には，二中へ
津波が来るのではないでしょうか？避難場所への通路は，安全なのでしょうか？

1

398 北条小学校 無記入
北条小での説明会に参加しました。なぜ南高がダメなのか，仮設校舎ではダメなのか，等，あらかじめ，今回，同封してあった資料のようなもので説明があれば説明会が，もう少しスムーズに進んだのではないかと思います。
統合案については不安でいっぱいですが，中１が中３になってから統合なので考えられる不安点は山ほどありますが，今後は情報・資料の経緯を入手しやすくしていただけたらと思います。ただ私の唯一の救いは，うちの息
子，統合は楽しみでもあると言っています。よろしくお願い致します。

1

399 北条小学校 小1

三中の場所ではなく新たな土地に中学校を建てるべき。スクールバスの活用，親の送迎など広大なロータリーが必要となり，密集地である三中は生徒数が増える前提なら不便この上なくなる。自分の子供は統合後，中学生にな
るが，もし，当時者なら，現在のかたちは不安しかない。この時代にマンモス校となり，教育が行き届くのか，そもそも生徒数それなりにいる二中と三中の統合ではなく，一中の再編が先では，また房南中はそもそも必要だっ
たのか，二中・三中だけでなく館山市の学区見直しが必要では。同じ学校に二中・三中が混在してはいけないのか。安房西高の一部を借りる事はできないのか。出来ない言い訳ばかりで，どうしたら生徒ファーストになれるの
か考えておらず，水産・南高の活用も含め，出来るにはどうしたら良いかを考えず，結論ありきで，責任ある対応をとっていないと考えます。

3

400 北条小学校 小1
三中学区，二中学区での小中一貫の考えはなかったのか？今後の少子化により，廃校になる小学校はふえると思う。新中学校が出来るのであれば，校歌は‘ｙｏｓｈｉｋｉ‘に依頼してみては？三中卒業生であるｙｏｓｈｉｋ
ｉが校歌を作れば館山の地名度ＵＰにもつながる。 5

401 北条小学校 小2
将来生徒の数が少なくなることを考えると，二中と三中の統合より，三中と一中，二中と房南中を統合させる方がよいのでは？三中と二中が統合前，三中生徒が二中に通学する時にスクールバスｏｒ送り迎えなど親の負担が大
きくなるので何かしら補助があるのか？新しく三中校舎が完成して，三中，二中生が統合された後，二中校舎は，どう活用していくのか？

5

402 北条小学校 小2 子どもの減少，三中の校舎の建て替え，財源の確保等，市，議会の判断でこの機会にされたわけですので，支持致します。 1
403 北条小学校 小3 遠距離通学の補助の基準が，４ｋｍ以上というのは遠すぎないでしょうか。 5

404 北条小学校 小3
保護者や地域の人たちに相談に相談もなく統合というのは納得いきません。反対です！三中でも海抜が高くないので心配なのに海が近い二中に行かせるのは不安です。一中の生徒の方がとても少ないのに人数の多い三中を二中
と統合させるのはどうなのか。保護者たちや地域の人たちが校舎建設と統合が別問題だと反対しても，市は受け入れてくれないだろう… 3

405 北条小学校 小4

息子には発達障害があります。急な変更などに対応できるようになりましたが，本人はやはり不安があります。年度始めでの移動なら納得ができると思いますが，半端な時期での移動となると気持ちが落ち着かなくなると心配
しています。二中・三中が統合すると，人数が多くなり，やんちゃな生徒も増えるのではないかと心配しています。スクールカウンセラーを確保すると書いてあるが，北条小では相談したくてもなかなか予約が入らない状態で
す。統合問題がでて，一中や房南中，南房総市の中学へ入学する事を考えている親もでてきている。私立へ流れていく生徒も多くなりのではないか…。ますます館山の若年層が減少する事も予想できると思う。説明会を夜の時
間だけでなく，昼間の時間も行ってほしかった。幼児のいる家庭では夜の時間は参加が難しいです。

3

406 北条小学校 小4 6

407 北条小学校 小5
安全を優先に考え統合という形になることは，しかたないことだと思います。将来的に子供の減少，少子化は国の問題でもありますが，市として若い人達が，働ける企業の誘致などで，若い人達が，館山市から出ていかないよ
うな政策が必要だと思われます。 1

408 北条小学校 小5 移転・統合の考え方については賛成。３年間に中に通うことになるので，スクールバスなど検討してほしい。 1

409 北条小学校 小5
説明会に参加しましたが，「統合」について急に決定したとの事で，子供たちの安全については保障されていないことがわかりました。（通学方法，通学路，地震対策等）
北条幼稚園の一部を耐震工事したのに（６００万程かけて）すぐに壊し,新園舎の建築。三中校舎は何も手つかずで予算がどうのこうの仮校舎の場合，お金がもったいないようなことを言っていましたが，税金の使い方に疑問を
覚えました。「建替ついでの統合」ではなく，よく考え，時間をかけてください。

3
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410 北条小学校 小6

・市執行部として回答した表現がはっきりと書面に記載されていないです。今回示した方針は決定ではないと回答していましたが，しっかりと書面に書いていただきたい。とり方では異なる表現となっています。・平成２６年
の耐震判断時に市の方が全員「念のために再度行った」と口をそろえて言っていたのが，なぜ「三中は念のため」に再度行ったか，他の中学，小学校全て行ったのか？・三中の子供達の安全性を確保するなら，すぐにでも移動
すべき。安全第一を考えてほしい（子供たちの），子供たちは地震がくると不安を感じている。様々な調整事項とあるが何が一番大事かはっきりとさせ行動して下さい。・市役所裏側の労働基準監督所跡地（現駐車場）に仮校
舎を建設し，その後は市役所で利用する考えはどうか。・校舎建設と統合は別問題として考えてほしい。統合してあまりにもアンバランスな生徒数の学校ができるのもおかしい。学校建設も将来を踏まえているならば統合も校
舎建設ありきではなく将来を踏まえて考えていただきたい。・説明会でも意見があったように執行部の方は教育現場の状況をよく見て，現場の意見に耳を傾け，最善の判断をしてください。
※このアンケート（意見）は執行部の方達が大変ですが，全て目を通すことがよいと考えています。

3

411 北条小学校 小6 移転まで現在の校舎に通わすことが心配です。 1
412 館山小学校 無記入 １７億５千万円も経費は掛かるのはどうかと思いますが…。 5
413 館山小学校 小1 特にありません。 4
414 館山小学校 小3 統合についてのお手紙，読んでいる分では，もはや三中…三中…三中のための統合にしか，聞こえません。統合について，反対とかじゃないんです。手紙の文章…読んでいても，気持ち良くありません。 1

415 館山小学校 小4

とりあえずの統合には反対です。統合するのであれば，館山市全部の学校を統合すべき。目先の‘建て替えかかる金額‘を提示しているが，「将来の館山市」を考えた時，どの学校でも生徒不足や建て替えがその都度必要にな
るのは困る。全て，将来の事を考えて，今統合するのであれば，６０年後の生徒数も考えて行ってほしい。建て替え６０年は設っていられるのでしょう？必要なくなる可能性のあるものへは，お金を支払いたくない。
とりあえず，今すぐ，安全を…というのであれば，将来の事を考え出た結論で仮校舎を建てれば良いと思う。改修で２０年もつなら，将来の館山の子どもの学び場のあり方については２０年程（行動に移すまでずいぶんかかる
でしょ？館山市って。）熟考してもらって結論（二中，三中のみの統合なのか？統合しないのか，全部統合するのか。二中，三中それぞれなのか。私達を納得させられるデータ，数字を持って，結論を出して。）を出せば？と
思う。
南房総市の方が子育て環境が整っていると思う。南房総市を参考にしてもいいんじゃないか？館山の人口の減少，子どもの数の少なさを考えてからお金の使い方を考えて欲しい。とりあえず，２つを一緒にすりゃあいいっても
んじゃないと思うし，市民へ一言もなく決定っつーのもそもそもおかしい。そんなに勝手に行いたいならワンマンで全部やれば？私はこの市に何もしてあげたくないし，暮らすのも嫌。皆言わないだけで，内心，腹立たしいっ
て思っていると感じる。まずは，統合云々よりも，将来６０年後の子育て，子どもの状態を提示して「良い館山のために」って話を進めるのが筋でしょう？そもそもアンケートを行った所で，何も変わらず，アンケートをやっ
た分税金を余計に使って終わりでしょ？

3

416 館山小学校 小5
平成２６年度に耐震判定を受けてから５年も経過している…「どのような方向性か定まらない状況であった」だから保護者や地域の方々との協議する機会がなかった，という経緯については，子供を預けている親として，非常
に残念な気持ちです。ひとまず耐震判定の状況を，分かる範囲で知らせることから，はじめるべきだったのではと考えます。子供の安全を考えていたら，まずそこは大切ですよね。今回の，突然の統合，新校舎の建てかえの知
らせは，順序が違ったのではないでしょうか…そこだけは残念です。子供が少なくなり，統合は致し方ないと私は思っています。今後は，その都度，説明をして頂き皆が納得できるようにして頂けたらと思います。

1

417 館山小学校 小6
いきなり二中と三中が統合しますと言われても困ります。ＰＴＡ会長（統合する各学校の）くらいには話をしていても良かったのではないでしょうか？私の個人的な意見であれば，反対です。何も聞いていないのにプリント１
枚配られて統合しますは，ないと思います。三中の耐震対策もそうですが，遅すぎます。統合するのは子どもたちです。説明がたりなくはないでしょうか？

3

418 西岬小学校 小4 統合には反対です。その前に，三中の校舎を直してあげてください。それからでも，統合の話は遅くないと思います。 3

419 館野小学校 無記入

正直，館山市への不信感しかありません。今回の事だけではありませんが，事後報告が多く，市民の声を聞いているとは思えません。将来的に統合ならば，その時に統合でよいのではないでしょうか。小さな小学校から，大人
数のいる中学に行くだけでも不安なのに，さらに人数が増えるとなると，中学進学へ不安しかありません。子育て世代の方で話した結果でしょうか？もっと声を聞くべきだと思います。順番が違うのでは，耐震も遅いと思う
し，「安全第一」と何度も聞きましたが，そんな事当たり前の話です。取り組みが遅いと思います。東京からこの市に帰ってきましたが，本当に子育てしずらいと感じていますし，市の教育の取りくみは力を入れていないと感
じます。おとなりの南房総市はとても力を入れていてうらやましく思う限りです。耐震は遅い，統合は今じゃない。これが，ほとんどの保護者の方が思っているのでは。これでは本当に館山市の人口が減っていくばかりだと思
います。私立中学を考える方が多くなるのでは…？もう少し保護者や子供達の目線で決定して頂きたいと思います。

3

420 館野小学校 小5

日頃より，お世話になっております。今回の統合に関して，以下に感想を述べさせて頂きます。
①保護者が統合を初めて知ったのが，子どもが学校から持ち帰った手紙でした。これだけ大きな案件ですので，やはり事前に周知されていないと，なかなか受け入れられないのではないでしょうか。もちろん，予算等の関係で
やむを得ない事情であったことも重々承知なのですが…。南房総市の千倉小や富山小などが統合された際も，かなり早い段階から保護者や地域と協議や説明を重ねていったと聞いています。丁寧な手順を踏んでいれば，ここま
で各保護者や地域の方々から反発はなかったのかもしれない，と思います。
②二中からしてみると，今回は巻き込まれた感があります。津波対応に関しても寝た子を起こしてしまったような気がします。もし二中と三中を統合するのであれば，いっそ，館山市内の全中学校区を見直して再編するほう
が，後々を考えると良い気がします。一中や房南中の人数も少ないので…。あくまで一意見です。
③現三中生徒の安全を考えると，大地震等に備え，仮設校舎等すぐに対応した方が良いと考えます。予算がかなりかかってしまうことはデメリットですが，安全には代えられません。体育や部活動でグランド等が使えなくなる
のであれば，近隣の安房高校，館山総合高校，北条小学校等のグランドをお借りする，というのも一つではないでしょうか。
④どうしてもそういった学年が出てしまうとは思うのですが，現在５年生の保護者としては，現三中校舎にも新三中校舎にも入れないのは，なんとも寂しいというのが率直な感想です。特に保護者が三中出身者であれば，なお
さらその思いは強いのではないでしょうか。
以上の理由から，二中と統合と言う形ではなく，三中として単独で存続させていってほしいというのが，率直な感想です。もちろん，最終的には市や教育委員会のお方針に従いますが，もし可能であれば，今からでも再度，今
回の案件について検討し直していただき，より良い形を目指していただけると幸いです。よろしくお願いいたします。

3

421 館野小学校 小6
子どもたちが安心して穏やかに学校生活を送る事が，できればどのような形でも構いません。大きなプロジェクトだと思うので，始動してからも様々な難題が降りかかると予想されるのでその様な時も，ひとつひとつ丁寧に真
摯に向き合って頂ける様お願いしたいです。

1

422 豊房小学校 小2
何の説明もなく統合の話が出ましたが，二中と三中の統合は反対です。豊房小は，人数も少なく，館山小や，他の小学校と一緒になるだけでも，クラスで1人か，２人位しかいなくて，慣れるまでに時間がかかるのに，はるかに
多い人数と，いきなり，統合は過酷すぎる。子供たちもすごく不安だと言っています。

3

423 豊房小学校 小5 人数が９人しかいないのに，いきなり，統合は子供たちが，かわいそうすぎる。統合は反対です。７クラスでクラスに1人か２人はかわいそう。まわりは友達がたくさんいるのに，仲間に入れるかと，親としては不安です。 3

424 豊房小学校 小6
人数が少ない小学校から二中へ進むことだけでも親として不安がある。さらに大人数になることで子供のトラブル，いじめへの対応をしっかりとお願いしたい。よく耳にする学校は知らなかった，気が付かなかったというよう
なことがないように…。ＰＴＡ活動がどうなるのか気になります。誰かがやらなくてはいけない役員を中１の時に引き受けるべきかどうか？統合したら，何人の役員，役割が必要なのか？ 5

425 第二中学校 中1
子供が，３年の受験の時に，統合になるので，生活面や，今までと違う事があったり，部活もどうなるのかなど，卒業を前に，大きな変化は，やめてほしいです。楽しみな，修学旅行だったり，今まで，きずいてきた仲間，離
れ離れになり，新しい友達作りなど，少し変わることが多すぎて不安です。二中と三中が統合しなくてすむように，考えなおしてほしい。

3

426 第三中学校 中1
三中校舎が危険ならば，すぐにでも生徒の安全を最優先に確保してほしい。津波の危険のある，二中へ移転するのではなく，館野小と九重小を合併させて（いずれ，三中として一緒になるのだし）館野小に一時的に三中生徒を
通わせたらいいのではないかと思う。校舎の小規模などいくつか問題もあるかもしれないが，数年間は多少，窮屈な思いをしても危険な校舎から，さらに危険な場所へ移転するよりは全然ましだと思います。

3

427 第三中学校 中1

旧南高等学校が利用できない理由は理解できました。現在，部活の朝練や雨の日の送迎で市役所の駐車場を利用している事は職員の皆様周知していると思います。市役所利用者（訪問者）にとって信号待ちの時間が長いと感じ
ているでしょう。二中と合併した場合，さらに保護者の車での送迎が増え，市役所，中学前の寺の駐車場，宮沢書店駐車場への乗り入れが考えられます。混雑から交通事故の発生が予想されます。三中は住宅地としても立地が
良いので売地として保健所や警察庁舎等，他への移転はできないでしょうか。又房南の合併で新たに建設した体育館が湿気がひどく壁がぬれていて生徒が滑る様だと保護者が言っています。同じ建設業者になると思うので，
チェックした方が良いと思います。

5

428 第三中学校 中1
遅くなりすみません。５年も経過（耐震判定）しているのに，昨年度から移転先を検討は遅いと思います。４年の間でもっと話をすすめて，その都度（年に数回でも）保護者，地域住民の皆に少しでも話し合いの場を作ればよ
かったのかなと，大事な事なので，事後報告は一番良くないです。子供達が不安なく安心安全な学校生活が送れる事が願いです。子供達の意見もしっかりと聞いてあげて下さい。

5

429 第三中学校 中1

先日，説明会に行きました。本来なら，説明会をする前にアンケートが来るべきところと思っています。その前の説明会についての手紙も同じく，話の順番が違っているのでは…？統合自体は仕方がないのかなと思っていま
す。ただ，統合の予定時期が受験と重なるという予定なのが反対です。カウンセラーでどうにかならなかったらどうするのかと思います。その前に不登校になる子がいたり，そんな話が出ているなら，最初から二中に入学する
生徒が増えたら，三中はその間どうなりますか？統合の方法を＜二中に移動＞反対です。別なやり方を考えてほしいです。ちなみに，この話が子供の耳に入った時に「やだなー，二中と統合するの」と，子供から聞きました。
※手紙より先です。

3

430 第三中学校 中1 やはり受験を控えた大事な時に，この二つ学校を一緒にするのは生徒への負担が大きすぎます。間借りする案は不可能なのでしょうか？「生徒を第一に」考えて欲しいです。 2
431 第三中学校 中2 6
432 第三中学校 中2 卒業した後の統合なので，実感がないのですが，耐震性の少ない建物に子供を託すのは親として心配である。１日も早く安全な建物で学校生活を送ってほしいです。 4

433 第三中学校 中2

入学当時から，耐震のことについては，学校評価等で説明をお願いしていましたが，説明が得られないまま，このようなお話で驚いています。統合そのものには，関わらないわけですが（卒業後のことなので）現在の校舎に生
活させることはとても不安を感じています。子供の声の中にも不安の声を聞くことがあります。先日の地震の際も‘とてもこわかった‘他のクラスで‘耐震工事～‘と叫んでいる子もいたと聞きました。親にとして，大きな地
震が起きない事を祈るばかりです。個人的には他市で教員をしておりますので，教育施設にかける経費等，館山市との差を感じています。我が子は耐震もままならない校舎で生活し，一方でもっと環境の整った中で生活してい
る中学生が近隣の市にいます。この格差は，どうにかならないものか…と考えます。現在，どこでも小中の連携・統合等を行っています。北条小と三中を学園として，一時，北条小のグランドに仮校舎（プレハブ等で）を建て
る等，二中・三中の統合にこだわらず考えていただけませんでしょうか…。どうぞ，もう一度，ご検討をおねがいします。

3



№ 学校名 学年 意見 評価
434 第三中学校 中3 6

435 第三中学校 中3
二中，三中の子たちの地域差，育ってきた環境などの違いで子供達同士のケンカ，イジメなどが起こらないか。通学の距離，時間が増えることで親の送迎，部活などに影響がでないか。立場，駐車場の確保（運動会など）。地
震発生時に城山まで逃げられず，被害する可能性が高くないか。引渡しや避難した後の親との子供の安全確認（引き渡し）。避難場所への不安は？城山以外に近くで避難場所の確保。 5

436 第三中学校 中3 6

437 第三中学校 中3
急な統合の話で大変驚いています。我が子は，卒業してしまいますが，これから入学される子供達，保護者の方の気持ちは不安でいっぱいでしょう。建て替え時期の間の移転は二中しかないのなら仕方ありませんが，統合する
必要があるのかな？と考えてしまいます。生徒数が多くなりすぎるかな。それだったら，一中と統合がいいのでは。将来的に生徒数が減ってきてから，二中と統合したほうがいいと思う。

2

438 北条小学校 小6

最優先にしていただきたいのは三中生の安全確保です。地震による倒壊の危険があるのであれば，令和３年といわず，すぐに南高グランド跡地等にプレハブを建てる等すべきかと思います。また将来的な統合（一中，房南を含
め）を視野に入れるのであれば，器（校舎）は防衛省の補助も仰ぎ，その大きさのものを建設しておくという手もあると思います。今回のことに違和感を感じる人がいるのは，「早急に三中生徒の安全対策を講じる必要」と言
いながら「移転が令和３年４月」となる矛盾と様々のお話の中に未だお話になられていない部分（金銭的部分とか合理性の部分）が感じられるからであるように思います。昨今の報道を見ても，隠している部分があるのは得策
とは思いません。表現方法は難しいかもしれませんが，全てをオープンにして話し合える街づくりを願います。

3

439 第三中学校 中2 6

440 北条小学校 小6

統合については反対です。
①7/28付の新聞にも今回の件のっていましたので拝読しました。市執行部の中で話がまとまりそうになる時点で保護者，地域の方々に話がなかったのはとても残念です。移転先も関係各所に案を求めても良かったのでは…？②
学区外から中学（三中）に入る予定です。三中の場合は車での送迎を考えています。しかし，二中に移転した場合，スクールバス，公共交通機関とありますが，バス停が近くになければ親の負担（ガソリン代，時間）も大きい
と思います。補助→無償ではないのでしょうか？
③三中だけでも生徒が荒れている（一部）中で，統合して問題が起きるのではないでしょうか？
④高校受験もあることを考えて下さい。中学生では一番難しい時期です。スクールカウンセラーがいたとしても子供は相談しないのではないでしょうか？
⑤現時点で市議の方の意見も伺いたいです。

3

441 第二中学校 中1
二中の改修工事はいつやるつもりですか？現在の中１，小６の子ども達は改修中，うるさい思いをして，三中生徒がきてガヤガヤして，新校舎に入れないまま卒業。中１，小６の２学年がかわいそうすぎる。説明会の新校舎の
設計図なんて必要ない。その前の段階では？納得してない人ばかりのなか，まさか工事着工しないでしょうね？
ＰＴＡを含めたところで‘０‘から話し合いするべき！

3

442 北条小学校 小1 6
443 館山小学校 小2 人数が増え，人間関係が良くも悪くも心配。 3
444 館山小学校 小3 人数が増え，色々な人との出会いは良いと思う。その反面，教員の目の行き届くかが心配。素行不良に対する指導等が心配。 5

445 館山小学校 小6
もうほとんど決定している状況で意見を言うつもりはないのですが，もう少しＰＴＡ等しかるべきところで検討してからでも良かったのではないでしょうか？
私は地元の人間ではないのであまり思い入れはありませんが地元の方には大きな問題だったのではないでしょうか？
二・三中だけでなく，一中・房南中との全体での統合の方がよいような気がします。

5

446 第二中学校 中2 三中生を受け入れるための工事がいつから，どのような形で行われるかを具体的に知りたいです。子供の持病のぜん息が悪化しないか心配です。 1
447 北条小学校 無記入 6

448 第三中学校 中3

今後，子どもの数も増えそうにないのだから館山市1つの中学校にすることを検討したらどうか。
場所についても街中でなく九重，館野方面なら墓所も検討しやすいのでは。
地震・津波の事を考えたり，道路のことなど考えたら　あえて三中跡地でなくてもよいのでは。
二中・三中の合併については　そもそも二中が多くて三中ができたくらいだから統合は問題ないと思う。

5

449 館野小学校 小6 6
450 北条小学校 小6 二中に自転車通学すると道幅が狭くてあぶないので北条地区にも通学バスがあると助かります。 1


