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城北中学校区新統合小学校建設基本計画検討委員会 意見要望等（事前確認分） 
 

①第 1 回会議内容・資料についての質問又は意見 

役職 意見・要望等 

教育関係者 

（教育委員、学校・保

育園） 

●城北中学校区の小学校に関する教育方針・教育内容に関する資料は配布されました

か？ 

回答今回配布した城北中学校区新統合小学校建設基本計画（イメージ素案）が資料

となります。 

保護者等 

（PTA関係） 

・委員の人数が多く、元学校の先生などがいる中で、全体で意見を求められても発言

しにくいと感じた。例えば席順を変えたり、立場ごとにグループを作り、議題に対

してグループごと意見をまとめてからグループ発表し、全体共有をするのも良いの

では。 

・もう少し早く会議内容・資料が欲しかった。 

・立地条件や市の方針もありますので聞けることができてよかったです。いろんな方

面からのご意見を聞けるといいなと思います。 

●新小学校のグラウンドは、建設予定地内に入るということでしょうか。中学校と共

同で使用するということでしょうか。 

回答建設予定地内に小学校専用のグラウンドを整備する計画です。 

地域関係者 

（区長会、各小学校運

営協議会） 

・城北中学校区統合小学校が旧三中グラウンドに令和 7年度に開校、城南中学校区統

合小学校が令和 12 年に開校目標であることは理解できたが、私たちは何を検討す

ればよいのかよくわからなかった。 

・先日の会議で提言したことが信毎にも書かれていましたが、7/11 の信毎 11 面くら

しの欄に「健康と心を守る学校トイレ」「多機能・性の多様性に対応・明るい室内・

非接触式」の記事があります。大いに参考にしてほしいです。 

・それぞれの立場での参加があり、様々な意見を出していくのに大変良いと感じまし

た。 

●「委員会の進め方（案）」の地域懇談会（小学校区毎）について、 

①いつごろ、どのような内容で実施されるのか？ 

②小学校区域住民への周知方法は？（通知、防災無線 etc） 

回答地域懇談会は本年 10月頃に開催する計画です。懇談会では城北中学校区新統

合小学校建設基本計画（案）の説明やご意見等を伺うものです。開催の周知は市

ホームページ、防災無線等により行うほか、小中学校や保育園を通じ校区内の保

護者にも広く周知する予定です。 

●GIGA スクール構想では、「１人１台の端末と高速大容量の通信ネットワークを整備

する」とありますが、これは校内のみのことでしょうか。コロナ禍での高校等での

対応のように、自宅と学校を結ぶということは想定しているのでしょうか。各家庭

におけるネット環境も課題となります。 

回答コロナ禍等により休校となる場合には、オンライン授業を行うことができるよ

う環境整備を進めています。小中学校ともインターネットがない家庭が 1割程度

ありますが、学校や公共施設での利用やルーター貸出などを行う予定です。 

資料 ２ 
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その他 

（行政、その他） 

・どこかのタイミングで示されると思うが、校舎・屋体・給食棟・プール・グランド

等の配置や階数など想定される案（複数でも）を示してもらえるとイメージがわき

やすいと思います。（付属屋や駐車スペースなど十分に配置できるのかどうかなど

イメージしやすい） 

●学校づくり計画と実施工程案について、計画 P11に児童クラブ等について統合小学

校と併設するか、新たに整備するか R4に検討とあり、併設の場合には R4で小学校

の実施設計とあるがスケジュール的に間に合うのでしょうか。 

回答児童クラブを校舎に併設するか新たに整備するかは、本委員会で検討し建設基

本計画に盛り込む予定です。 

 

 

②新統合小学校の教育方針・教育内容に関する意見・要望等 

役職 意見・要望等 

教育関係者 

（教育委員、学校・保

育園） 

・中学校に隣接するという立地条件をいかし、特徴をもっと打ち出していってはどう

でしょう。建設位置は南側より北側の方が中学校との小学校の交流（職員含む）が

時間的にも進めやすいと思います。 

・新しい環境になり、期待の半面、不安感も強く表れたり、様々なケースのお子さん

が通うことが想定されます。支援及び加配教員の十分な確保をお願いしたいです。 

保護者等 

（PTA関係） 

・現在行っているふるさと学習が統合後もしっかり継続されていくといいなと思いま

す。統合したことで、他地区の事も多く学べるといいなと思います。 

・クラス全体の学習ペースについて、一人ひとりの理解度・理解力に配慮した指導を

してほしい。 

・姉妹学級での交流や中学生との交流の機会を設けてほしい。 

・老人ホームてるさととの交流もしてほしい。発表だけでなく、お手伝いなども良い

経験になるのでは。 

・4つの小学校のそれぞれの長所を生かしてほしい。 

・とにかく不登校者“0”ゼロを目指す学校づくりを求めます。「学校は楽しい場所」

と感じることができる環境づくりに向けて、小・中学校間の交流を増やし、コミュ

ニケーション力の向上や学力 UP につながる教育方針のつながりや流れを作る。子

どもたちの心や考え方に寄り添った指導方針が今は求められていると考えます。昔

（私の時代）と今は大きく違うので・・・。 

・小学校から中学校へ入学したら不登校になる、あるいは小学校時代から不登校にな

ってしまう・・・というのを避けるべく、統合関係学年の子どもたちの他校交流の

場を増やしていくと良いのでは。4 校それぞれの地域の特色を生かして、ふるさと

学習などを通して、いずれ一緒になる子どもたちの振興を深めてほしい。不登校者

がなくなることを強く願います。 

・飯山市の特色を教育の場に取り入れた学校になっていただけるといいです。子ども

たちも先生も登校したい、勉強したいと思える環境づくりをしていけるといいで

す。 

・中学校に行っても一緒になるので、今すぐにでも同学年での交流をしてほしい（中

学入学後又は統合後に友達ができやすい、知り合いがいると安心するのでまずは
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ZOOMから） 

●学校・教室に行けない子供たちが増えていると聞くが対策は大丈夫なのですか？ 

回答幼稚園・保育園→小学校、小学校→中学校の連携接続を大事にしたカリキュラ

ムを作成するとともに、教育相談室等と連携して個に応じた対策を考えていきま

す。 

地域関係者 

（区長会、各小学校運

営協議会） 

 

 

 

 

 

 

・ICT 教育を進める。そのために各教室に①プロジェクター②タブレットの保管と充

電が 30 人程度でできる装置③人数分のタブレット④無線 LAN の設置⑤インターネ

ットセキュリティ管理、が必要 

・高学年の教科担任制を考慮すると、中学校との連携を考えて英数準備室を設けたい。 

・「答えのない問いを皆で一緒に考える場」と「GIGA スクール構想」は矛盾するとこ

ろがあるのではないか。 

・自分の居場所があり、次の日も通いたくなる学校 

・外へ自慢したくなる（児童も親も）ような学校 

・各学校ごとに地域と共に子どもの学び場を作ってきた経過（物語り）があると思い

ます。飯山市としての教育方針は示されていますが、新統合小学校における教育方

針、グランドデザインは地域性を鑑みた形での教育方針など、それら「物語り」を

加味して上手に作成してほしい。 

・学校の目指す姿には、出力系が重要視されていますが、飯山市北部地域のような特

性を活かすとすれば、小学生のうちは入力系とのバランスも重要になると思いま

す。 

・4 地区のそれぞれ特色ある小学校の統合ということで、今まで各小学校あるいは地

域で大切にされてきた教育内容などが受け継がれたり、知っていくことができる内

容であってほしい。 

・通学路の安全（特に歩いて通う子どもたちの通学路の安全）に十分な配慮をしてい

く必要があると思います。 

その他 

（行政、その他） 

・統合により節約できる経費を、思い切って市の教育の特色はこれだという教育施策

に重点配分した方が良いと思います。（全ての施策に薄く配分しても効果が薄い） 

・新たな学校づくり計画にある飯山市教育の目指す姿を具現化するため、コンセプト

に具体的な方針等が記載されていると思うが、これからの日本を背負って立つ子ど

もたちにとってどれも重要なことだと思います。施設や設備だけ整備してもこれら

のことは達成できず、すべてソフトの部分が重要であり現場の先生だけでは忙しく

やりきれないと思われるので、そのソフトの部分を組み立てる専門家や ICTの支援

員、外国語教育のノウハウを持った会社等に委託するなど最大限の効果がでるよう

にする必要があると考えます。 

・市でも以前から多くの施策を行っており、教育という分野でありすぐ効果が出るも

のではないと承知しており、効果の測定も難しいと思うが、今回統合ということも

ありこれを契機として、これまでの施策に対する分析・評価を行ったうえで、今後

の取り組みを行った方が良いと考えます。（分析・評価を行っているなら結構です） 
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③新統合小学校の施設・設備に関する意見・要望等（児童クラブ等含む） 

役職 意見・要望等 

教育関係者 

（教育委員、学校・保育園） 

・児童の安全安心について・・・転落防止のための対策を講じてほしい。 

・施設の長期快適利用のために、日常的に清掃の手が届くような（業者依頼しないで

済むような）仕様でお願いしたい。 

・冬期の暖房確保のために、空間を区切って効率よく暖房できるような仕様でお願い

したい。 

・現在市内にある小学校の施設の良さを取り入れるということも考えてみてはいかが

でしょう。例えば木島小の広い廊下、間仕切りを外すことで教室を一層広く使うこ

とができ、２クラス合同でも活動することができます。 

・昇降口の下駄箱は長靴を入れられるように。また段差を少なくしスロープも設置。 

・「通学方法検討委員会」での協議になるのかと思いますが、道路の拡張や、見通しの

面、バスの往来の安全面等改善されると良いです。 

保護者等 

（PTA関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・児童クラブの関係は小学校保護者との会議を多く開催していただけるようにしてほ

しい。 

・メンタルケアのため保健室については専門家の意見を聞きながら設置場所や内装な

どを決めた方が良いと思う。 

・トイレ床とその他の校舎床をしっかり分けてほしい。トイレに行くときも教室にい

る時も同じ上履きでは教室の床で学習を行う際に不衛生である。 

・教室の窓には網戸を付けてほしい。 

・児童クラブは学校併設が望ましい。独立した建物になった場合でも、同敷地内での

建設を要望します。 

・給食は自校給食を希望しており給食調理室の設置をお願いしたいです。可能ならば

隣の城北中の給食も調理できれば、中学生は温かい食事がとれるし、冬期などの運

搬もスムーズになるのではないでしょうか。 

・プールは屋外ではなく、屋内にできないでしょうか。地球温暖化の影響や害虫対策

としても有効かと思います。 

・飯山市の特色を生かして教育の場に取り入れた学校になっていただけるといいで

す。子どもたちも先生も登校したい、勉強したいと思える環境づくりをしていける

といいです。 

・フリースペースの確保（学年に関係なく共有できる場所） 

・地域の交流スペースのようなものを設けてほしい 

・図書館とは別に全学年で使える広場のような場所があり、本を読んだり好きなこと

ができると良い 

・無駄に大きくなく、実用性重視の校舎 

・水拭きのできる素材の床にしてほしい 

・教室に冬のヤッケ（防寒着）などがかけられるような設備 

・全室クーラーを入れてほしい（特別教室も） 

・ロッカーは人数以上に多めに作り、収納スペースを確保してほしい 

・廊下を広くしてほしい 

・車いすが通れる広い廊下 
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保護者等 

（PTA関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・廊下、教室は画びょうを刺すことができる壁にしてほしい 

・廊下は広くて、長机等置いても十分なスペースがとれるようにしてほしい 

・手洗い場は、水やハンドソープはセンサー式にしてほしい 

・各教室に水道が必要（筆を洗ったりできるよう） 

・教室内に水道を付けてほしい 

・身障者用のトイレの確保（現状のトイレでは狭い） 

・和式トイレは少なくして、洋式を主にしてほしい 

・体育館トイレは障がい者用を設置してほしい 

・清潔なトイレ（アルコール消毒付き） 

・トイレの個室数を増やし、混雑しな仕様にしてほしい 

・図書館に畳のコーナーを設置して欲しい 

・図書館を広く作ってほしい。机・イスも木など温かな素材を使うなどゆったり過ご

せる空間にしてほしい。絨毯や畳スペースがあってもよいと思う 

・給食センターではなく学校内で作って提供してもらいたい 

・遊具の充実 

・水はけがよいようにしてほしい（東小と同じぐらい） 

・校庭に熱中症予防のためのミストが出るものを多く建ててほしい 

・プールは外から見えないようにしてほしい 

・プールのシャワーを温水が出るようにしてほしい 

・プールは小プール、大プール別に作ってほしい 

・窓に網戸を付けてほしい 

・災害時の避難場所になるのでスロープ式にしてほしい 

・地震に備えた建物にしてほしい 

・バリアフリーな校舎にしてほしい 

・地震に強い校舎にしてほしい 

・災害時にも活用できる設備にしてほしい 

・児童クラブは学校内もしくは近いところに設置してほしい 

・児童クラブは学校内に併設してほしい 

・児童クラブは 19時ごろまでやってほしい 

・児童クラブは校舎とつながっていると良いと思う。東小の様に体育館併設の 1室で

もよいですが、敷地内に児童クラブとしての建物がったらすぐ移動でき安心できる

と思う 

・児童クラブは学校隣接で希望者が全員入れる収容人数にしてほしい。また夜 7時ま

で開館をお願いしたい 

・駐車場のスペースの確保 

・立体駐車場にしてほしい 

・駐車場を広くしてほしい 

・駐車場は家庭数+来賓数+職員数の合計を考えて広いスペースを確保してほしい（城

北中は狭い） 

・生き物を飼う専用の部屋が欲しい 

・飯山の特徴や立地環境を有効に活かすことが希望です。県産材の木材をふんだんに
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保護者等 

（PTA関係） 

 

使用し、校内は明るく開放的な空間にしてほしい。子どもたちがのびのびと学校生

活を送れるように工夫した設備が良いと思う。またこれまでの旧校舎で使われてき

たものも上手に活かしながら（リメイクするなど）大切に使ってほしいと思う。 

・玄関等お客様が見える場所に飯山市の伝統工芸や手法を取り入れてほしい（子ども

たちやお客様に飯山の伝統工芸等身近に感じてほしい） 

・防犯カメラ等で、子どもたちの安全を守れるようにしてほしい 

・小中とスクールバスになってしまい、歩くことがなくなってしまうので、ある程度

は徒歩で登校させたい（途中までバスで途中から徒歩など） 

・バス通学になる場合の見通しを知りたい 

・雨や雪をしのぐことができるようバス停を屋根付きにしてほしい 

・スクールバスの定員が超えなければ、距離だけで判断するのではなく対象者を緩和

してもよいのではないか 

・学校までの道路を広くして欲しい 

・隣接して老人ホームがあるが、子どもたちの通学時間帯と老人ホーム職員の通勤時

間が重なることが予想される。歩道がないためガードレールも設置されておらず、

特に冬期間事故がないか心配である。通学の経路と通勤の経路が重ならないよう協

議できないか。 

・新校舎周辺道路の整備拡幅 

・楽しい学校生活が送れるような校舎を期待する 

・城北中学校と同じデザインの体操服にしてほしい（中学に行ってもそのまま利用で

きるため） 

・地域や保護者、子どもたちの意向を基に検討いただきありがたい 

・自然エネルギーを活用し、冷暖房費が少なる施設を希望（夏涼しく、冬暖かい施設） 

・児童クラブは敷地内に作っていただきたいです。車いすが出入りできるような昇降

口、階段もあるといいです。スキーの手入れができるスペースもスキー置場に作っ

てほしいです。 

●動植物育成施設とは、具体的にどのようなイメージのものでしょうか。  

回答学級の畑や花壇等が想定されますが、学校の意見を聞きながら検討します。 

●スクールバスの関係は距離で決めるのか、全地区スクールバスとなるのか？ 

 回答自宅から学校までの距離により、徒歩かスクールバスかどちらかとなります

が、距離の基準等は来年度の通学方法検討委員会で検討していく予定です。 

地域関係者 

（区長会、各小学校運

営協議会） 

 

 

 

 

 

 

 

・自校給食 

・児童クラブ併設 

・基本的には賛成です。第 1回会議で出たトイレの事も大切だと思います。 

・これをどう配置するか、グラウンドはどこにするかも私達の任務なのでしょうか。 

・雪の利用、雪と遊ぶ、をどこかに入れられないか。 

・屋内プール 

・１～６年教室内水道 

・地下駐車場 

・エレベーター 

・多目的（交流教室）スペース 
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地域関係者 

（区長会、各小学校運

営協議会） 

 

・屋外の遊び場について： 

特に小学生については、身体や情緒的な発達がその後の人生に 

影響を与えるほどの重要な時期と考えます。 

自然と触れ合うなど、五感を刺激するような遊び場を作ることも重要と思います。 

・教室について： 

多様な子どもに対応した空間とするために、色・デザイン・設置する物については

刺激物となり注意集中しにくくなるため、ベースとしてできるだけシンプルにする

と良いと思います。 

・児童クラブについては、学校の生徒さんの利用だけでなく、就園前の子どもたちも

利用できる地域のお母さんたちも利用できるような、そんな内容のものも希望した

いと考えますが・・・。 

●冬季暖房などは、どのような形で設置されるのか。 

回答現段階では整備費用、維持費用、環境対応等を総合的に勘案するとエアコンが

想定されますが、今後、本委員会でのご意見や予算等を踏まえ検討していきます。 

その他 

（行政、その他） 

 

 

 

 

 

 

・既存の小学校も教室の配置や柔軟な学習スペースの設置などいろいろ工夫した建築

となっているが、今も有効に使用されていればよいがその活用実態などもよく調査

し、今後長年にわたって活用できるような施設を望みます。 

・エレベーターの設置も記載されていますが、使用しなければならない児童等がいる

のなら良いが、全然使われないということがないよう有効活用できるようなルール

化が必要と考えます。 

・地域の人と児童が交流できる空間とありますが、必要かどうかは地域での考えにも

よりますが、夜間や休日などに先生が不在でも地域の人が活用できる空間・部屋等

（多目的ホール等）があればよいのではと思います。（地域や社会教育等で利用でき

る空間） 

・災害時避難場所としての環境整備の記載がありますが、細かいことですがいざとい

う時のために WIFI、テレビや防災無線が使用できるような環境整備を要望します。

また、災害時備蓄品が十分保管できるようなスペースがあったらと思います。 

●想定施設として、スクールバス等の車庫、児童クラブや付属建物などの記載があり

ますが、スクールバスだけでも数台必要と思いますが、この想定施設全て建設予定

地に配置することは可能でしょうか。（上記(1)－②関連） 

回答第 1回会議で配布した特記仕様書資料や、今回配布した建設基本計画（イメー

ジ素案）には、現段階で想定される施設等を列記していますが、今後の検討や限ら

れた予算の中で精査をしていく予定です。 

●特別支援教室に通わないまでも、不登校であったり様々な発達障害により普通教室

に通えない子供もいると思うが、そういった子供たちのために、学校や友達に慣れ

るまでの学校の居場所（中間教室）を設けるスペースの整備は考えているか。 

回答今後検討していきます。 

●外国語教室とはどんなものをイメージしているのですか。 

回答設置の必要性や設置するとしたらどのような施設とするかについては、学校の

先生の話も聞きながら検討していきます。 
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④その他の意見・要望等 

役職 意見・要望等 

教育関係者 

（教育委員、学校・保

育園） 

・図書館、保健室、音楽室、理科室については、現場の先生方の声を聞いて進めてい

ただきたい。できれば基本的な設計に活かしてほしいことを事前に聞き、設計がで

きたところでそれを見てさらに意見を聞いていくようにすると良いのではないで

しょうか。 

保護者等 

（PTA関係） 

・新小学校は避難所にもなるということですので、グラウンド、体育館の設置場所等

あまり歩かないなど、一緒に考えていただけるとありがたいと思います。 

・児童クラブではなく、児童センターの形の方が利用しやすいと思う。 

・児童クラブは併設の方が各地区の中間点に近く、親の送迎負担が少なくて良いので

は。 

・通学路（特に北側）が狭いため、道路を広くしたり、スクールバスと徒歩の児童の

安全確保をお願いしたい。特に冬が心配。 

 

地域関係者 

（区長会、各小学校運

営協議会） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・職員の駐車場は積雪の事を考えて屋根つきの駐車場が望ましい。 

・灯油はパイプにより各教室に配ることが望ましい。 

・通学はスクールバスということですが、戸狩・小泉・上野・戸狩新田・大塚といっ

た地区は当てはまるのでしょうか。１年生があの坂を登下校するのは体力的にどう

か。南側からの道路の拡幅、歩道の設置をお願いしたい。 

・統合に伴い不公平感のない学校 

・小、中、高齢者の交流、イベントの実施 

・小学校、中学校そして老人施設などとの交流も実施していってほしいと考えます 

●会議の進捗状況等住民への周知・広報について 

 学校運営協議会を代表しての出席ですが、かなり駆け足での議事進行のため、地域

のコンセンサスを得ながら意見を述べるには大変難しい状況です。前回の会議で

も、「各々の立場で持ち帰って説明して・・・」という言葉がありましたが、対象が

広すぎて意見集約は出来かねます。今年度内に地域懇談会も開催される予定となっ

ていますが、その時が地域の具体的な意見交換の場になると思われます。こちらと

しても、情報の周知を図っていきますが、事務局としても、会議の進捗状況が分か

るように、HPや広報などで情報を得やすくしていただけるとありがたいです 

回答各委員さんが関係する団体等の皆さんには可能な範囲で情報の周知等していた

だければ結構です。市でもホームページ等を通じ広く情報を発信していく予定で

す。 

その他 

（行政、その他） 

 

 

 

 

 

 

・保護者の関心が高い通学方法ですが、千葉県八街市の事故や頻繁なクマの目撃情報

などにより児童の通学の安全確保が大きな課題となっており、政府や自民党でもス

クールバスの導入の検討などが始まっているようです。児童の安全確保が一番です

が、児童の体力づくりや歩くことの重要性など総合的に判断し通学方法を決定する

しかないと思います。個人的な意見としては、普段歩くことも少ないのである程度

の距離は歩く必要があると考えます。 

・通学路については、皆さんも承知していると思いますが、北へ行くにも南へ行くに

も市道が急こう配かつ幅員が狭いので歩道を含めた市道整備が必要と考えます。広
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範囲な地域での学校統合でもあり、スクールバス通学は必須であり周辺には集落、

中学校、老人福祉施設などがあり、車や徒歩の児童生徒が混在するので冬期におい

ても徒歩やスクールバスの児童生徒の安全が十分確保できるような市道整備が必

要と考えます。 

 

 


