
１．実施期間　  　　平成31年3月1日（金）～8日（金）

２．実施方法　　　　学校を通してアンケート用紙を配付し、児童を通して学校へ提出

３．対　　　象　　　　中小、河間小、五所小及び下館北中学校の保護者

　　　　　　　　　　　※五所小学校については、下館北中学校区のみ

４．回 収 数　 　　　３４６枚／配付４２５枚（回収率８１．４％）

５．アンケート結果

中小 河間小 五所小 下館北中 合計

回収数 132 113 30 71 346

回収率 89.8% 89.7% 83.3% 61.2% 81.4%

1 2 合計

回答数 59 12 71

回答率 83.1% 16.9% 100.0%

1 2 3 4 5 合計

回答数 36 28 12 25 5 106

回答率 34.0% 26.4% 11.3% 23.6% 4.7% 100.0%

・人数に対しての教室がせまく、テストの時に答案が見える。

・伝統ある北中学校が、廃校に追いやられる危機にある。

・良い所もあれば悪い所もある。その学校に入学させたのであれば、その学校で卒業させて下さい。（悪い所
ばかり挙げないでください！）

「その他」の意見

問１ お子さんの通学する学校はどちらですか。
　1 中小学校　　 2 河間小学校　　3 五所小学校　　 4 下館北中学校
（注）小学校と中学校に通学する場合は両方記載してください。

問① 現在の下館北中学校の生徒数を原因とした問題意識をお持ちですか。【下館北中学校のみ】
　1　持っている
　2  持っていない

問② 問①で１を選んだ方へ質問します。どのような問題意識を持っていますか。
　 ＊２つ以内で選んでください。【下館北中学校のみ】

　1　単学級でクラス替えができないため、人間関係が固定化する
　2　生徒同士で切磋琢磨したり、競い合ったりする機会が少ない
　3　運動会などの学校行事に活気がない
　4　希望する部活動に入れない
　5　その他

・部活動が充実できないことが残念です。

・希望する部活動に入っても人数が少なく不安。

下館北中学校区　学校の在り方に関するアンケート調査【集計結果】
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1 2 3 4 合計

中小 54 47 15 16 132

河間小 61 40 4 8 113

五所小 13 15 1 1 30

下館北中 20 38 5 8 71

合計 148 140 25 33 346

回答率 42.8% 40.5% 7.2% 9.5% 100.0%

1 2 3 4 5 合計

中小 64 44 78 2 3 191

河間小 69 51 83 0 1 204

五所小 20 10 23 1 0 54

下館北中 35 30 39 5 2 111

合計 188 135 223 8 6 560

回答率 33.6% 24.1% 39.8% 1.4% 1.1% 100.0%

・教科担当の先生が増え充実した指導（学習について）が期待できる。

・各教科担任がそろうことで、学力の向上が期待できる。

・統合には反対です。その前にやるべき事があるかと思います。

・生徒数が少なくなり、無理だと思うから。

・北中学校がなくなってしまうと思うと、本当に残念です。より良い活動の場として使っていただきたいです。

・子供の数が減ってしまったら、統合するのはやむを得ないこと。1～4のことを期待して2（将来的には検討が
必要）と答えた訳ではない。

問３ 問２で１又は２を選んだ方へ質問します。下館北中学校と下館中学校を統合する
    とした場合に、期待することは何ですか。
　 ＊２つ以内で選んでください。

　1  生徒同士の人間関係が広がり、協調性や向上心が育ち、コミュニケーション能力も
　　 培える
　2　クラス替えが可能となり、生徒同士の人間関係への配慮ができるようになる
　3　部活動や学校行事などが活性化する
　4　保護者や地域社会が広がり、学校の教育活動が向上する
　5  その他

「その他」の意見

問２ 下館北中学校と下館中学校を統合することについて、検討が必要だと思いますか。
　1　すぐに検討が必要である
　2　将来的には検討が必要である
　3　検討する必要はない
　4  わからない
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1 2 3 4 5 6 合計

中小 71 63 56 37 9 8 244

河間小 47 30 68 58 7 4 214

五所小 15 11 10 5 4 2 47

下館北中 33 27 30 29 6 5 130

合計 166 131 164 129 26 19 635

回答率 26.1% 20.6% 25.8% 20.3% 4.1% 3.0% 100.0%

・部活動や受験に影響がないか不安。

・様々な生徒がいるため悪影響がないか心配。

・様々な生徒がいるため非行などが心配。

・途中で統合になった場合、制服・体操服の購入はどうなるのか。

・統合となった場合、ジャージ等はどうなるのか。

・制服やジャージ、バッグなどを下中に合わせなくてはならないこと。

・スクールバスの対応等は？

・自転車で通学するのが心配です。電車通学希望です。

・夏は暑く草が生い茂り、冬の夜道が心配です。電車通学が可能なのかを知りたいです。

・１～６すべて不安。吸収する側とされる側という立場の違いから差別やいじめにつながる。

・統合になる時期の発表となるタイミング。

・少ないからきめ細かな指導が受けられているとは思いません。すべては先生の質です。

※重複した内容については省略しています。

・学校の統合が4月、部活動の総体が6月の場合、どうなるのか心配です。統合した場合、それぞれの学校で
活躍していたが、最後にどうなるのか配慮してほしいです。

・部活動ですが、統合することによって絶対といっていいほど下館中がひいきされ、北中学校生もがんばってき
たのに試合にでられないのはかわいそう。（統合の仕方によって）

・どのタイミングで決定されるのか不安な中で進められ、過渡期になる学年への事前の確認など丁寧な対応が
されるか不安。

・通学用バスを出すなどの安全確保や、広くなるのでスクールガードなどの人員確保が難しいのでは。下中の
校舎が汚い。統合しないなら、部活など選べないので、好きな学校を選べるようにする。

問４ 下館北中学校と下館中学校を統合するとした場合に、不安なことは何ですか。
　 ＊２つ以内で選んでください。

　1　生徒同士の新たな人間関係（少人数から多人数）づくりが難しい
　2　きめ細かな指導が受けられなくなる
　3　通学距離が遠くなる
　4　通学時の安全確保が難しくなる
　5　地域の核となる学校施設が無くなる
　6  その他

「その他」の意見

・通学が遠いので自転車で登校が難しい。スクールバスなどないと困る。部活をした場合も帰りの安全を考えた
場合、フルタイムで働いていて帰りが遅い世帯ではお迎えが難しいので、そういった事も考えてほしい。
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６．自由意見（全１０４件）

小、中学校もバラつきがありすぎる。市内の方は人が増えるが、中地区や河間地区、北中学区の方は人が増
える事はほぼないと思う。早めに対応してもらえれば準備もできる。前回みたいに直前ではなく遅くても一年ぐ
らい前に決定してくれれば文句はでないと思います。少人数でもいい事はたくさんあると思いますが、今後の
事を考えると合併はした方がいいと思います。

私は統合することには賛成です。しかし、問1の問①の質問ですがそうしたのはあなたがたですよ。それをしっ
かりうけとめて上から目線で物を言うのはやめて下さい。部活の試合で小山の中学校の親から「うちは1学年2
クラスしかないですよ。」と言ったので「私達は1クラスです。」と話すととてもびっくりしていました。小山の方は
部活や友達関係などでの学区を変更することはゆるされることはないそうです。そういう所を少しみならってほ
しかったです。残念です。昨年はあなたがたはどこかの学年が犠牲にならないといけないと言いました。犠
牲ってなんですか？子供達にそんなことが言えますか？統合する時、その時は子供達の事を第一に考えて
下さい。河間方面は中地区も場所によっては防犯面や道幅など改善が必要なんじゃないでしょうか。お願い
します。

H32年度には統合がのぞましいと思います。来年度にも下中に行きたい子もいると思います。以前の説明時
には急だったこともあり反対もあったと思うが、子供の少なさは痛感していると思います。

明野地区の小中一貫とは違って、北中と下館中が統合するに当たっては、制服や体操服も統合をはかってい
ただき、保護者の経済的面もしっかりサポートしてほしいと思います。又、統合するとなると、北中学区の子供
達が孤立しないよう部活動も、統合する前から一緒に行うなどの対策も考えてほしいです。統合をする際の実
行委員には、北中学区の保護者の代表も加えていただき、率直な意見を取り入れるべきです。

下館北中はとても良い学校ですが、部活や勉強で比べる相手がいなかったり、好きな部活に入れない点が問
題あります。

1年前に統合の話があり、その後の経過の説明がなく、統合するのかしないのか全く状況が分からず不安で
す。もう少し状況説明が必要だと思います。統合は賛成です。

2017年11月に説明会があったきり、話が進むも進まないもわからず、時間だけが過ぎてしまったように思いま
す。中止になったと言う人もいるくらいです。早く話を進め、なぜ、どうして統合するべきなのか、将来の子供達
の為であることを理解してもらう動きをしていただきたいです。中高生の時期は多くの人とかかわり、多くを学ぶ
べきだと思います。

問２で、「１．すぐに検討が必要である」と答えた人の自由意見（５７件）

北中はとてもすばらしい学校だと思います。その中で生活している北中生は皆素直に伸び伸びとしています。
しかし、一学年一クラスという今の北中の現状を考えると、中学生という多感な時期にクラス替えもなく、運動会
や合唱等も競い合う事もできず、少人数の為、部活動もままならないというのはやはり子供達にとって良い環
境ではありません。一刻も早く統合してあげてほしいです。今後の小中一貫校を目指すなら学区を見直した
方が良い。（特に五所）

少人数でとても手厚い教育に大変ありがたく思っています。又部活動でも力強いご指導、とても感謝しており
ます。ありがとうございます。部活動では入部する人数が少ない（いない）と次年度への不安は有ります。継続
する強さ、後輩を育成する頼もしさが欲しいです。登下校の不安は大きいです。夕方下校時の暗さ、通学路
の安心感、確保など課題だと思います。

子供が入学してから統合するとなると、途中で環境が変わるため不安も大きく反対意見が多くなるのは当然だ
と思います。統合の年を前もって決めて、そこにむけて不安な事柄をなくしていき保護者の理解と子供達の不
安をとりのぞいて臨んでほしいです。北中はとても良い学校ですので、生徒数が確保できるなら、できるなら存
続してほしいです。

アンケートの中に「生徒数を原因とした問題意識をお持ちですか？とありますが、逆に言えば未然に防ぐ事は
できなかったのでしょうか？市は数年前よりこの状況になる事は把握していたのでないでしょうか？また友人関
係、部活動などを理由に学区外の中学校への入学を許可してきた事、どうお考えなのでしょうか？今の状況
に納得し満足されている方もいらっしゃるかもしれませんが、不安に感じている方も多いと思います。説明会、
アンケート、保護者に聞くばかりで、具体的なプランが全然みえてきません。
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下館北中と下館中の統合について、以前から協議されているようだが、協議・検討をすぐに進めて早く結論を
出してほしい。子どもたちも進学の際不安に思うこともでてきてしまうと思う。

統合の早期実現を希望します。

姉妹で中学が重なる時期があります。妹なので、部活、友達というよりも、行事などを考えると、姉の選択した
中学校に行かざるを得ない気がします。

中学校もですが、小学校の数が多い。人のバラつきがありすぎる。PTA活動など、地域の行事などの存続も今
後難しくなっていくのではないか。下館一高が中高一貫になると聞いたが、中学のクラスが一クラスでは、北中
と変わらない為、行かせたいと思ってもメリットを感じない。合併するならする、しないならしないを早く決めてほ
しい。一昨年みたいな事をするからもめるのであって、決めるならしっかりと決めればいいと思う。

「統合する。」という話しをきいてから、約１年たちました。今の中１の子達は、まさに、まきこまれた子達です。う
ちの子は、初めから北中ときめてました。小中が統合し学園には、なれませんか？私は、学園の方が良いで
す。

多感な思春期に１クラスというのは不安。また人数の関係で部活動が選べない等活発でない。通学時の安全
面を考えると、スクールバスや電車を使用することも検討が必要。例えば、学区の小学校に希望者のみ集合し
乗っていく等。スクールバスなど。

上の子が北中に入学する為、制服・体操服を購入。下中と統合したら新しい制服等購入できない。下の子の
入学時には支給を考えて欲しい。

中学校で本来学ぶべき社会性や学習内容が、1学年1クラスでは、不十分な人数だと思います。教科の先生
が1人しかいないとその先生がだめだったら学力は低下する方向にしかいかないと思う。部活動も選択できな
いのは、かわいそう。通学はスクールバスをつくれば良いと思います。

姉妹で中学が重なる時期があります。姉は北中、妹は下中を選択した時、運動会などが心配です。逆の時も
考えられます。姉は、自分の友達、部活、妹の事など様々な事を考え中学校を選択しなければいけなくなりま
す。

中小学校、北中学校の様な人数の少ない学校で生活、授業を受けてきた子供達が、大人数の学校で一緒に
過ごすことにより、子供達が精神的に多クラスを受け入れられるかが心配です。いじめを隠す学校、教育委員
会もよくテレビで問題にされている今、なお保護者としては心配になってしまうのは、当然のことと思います。

1日でも早く統合するべきではないか。人間関係・向上心・コミュニケーション・協調性など、一番成長し、学ぶ
年代を少人数の中ですごしてしまうのは良くないと思います。子供達は多くの人とかかわり、学ぶべきだと思
う。

生徒の数が年々減っている状況で、色んなリスクが有ると思いますがより早い存廃の結果を出してくれないと
生徒や保護者の不満はもっと大きくなると思います。宜しくお願いします。

スクールバスが無理な時は道路を広げて安全にしてほしいです。（旧294）

問２で、「１．すぐに検討が必要である」と答えた人の自由意見（５７件）

自分には2人子供がいます。年が６つはなれているため、このタイミングで統合の話がなくなったら、下の子に
影響するのではないかという不安もあります。上の子は、現在中小学校の高学年に在籍していて、大人数のと
ころで生活する不安もありますが、一つの社会勉強として体験させるのも良いと思います。いつ、統合するか、
早めに決断して頂きたく思います。

前回の市教育委員会のお話により、生徒と保護者は振り回されています。統合すると市側が決定したならば、
反対意見があってもきちんと貫いてもらいたい。

統合を明確にしないと今後もっと北中への入学が少なくなると思う。
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子どもが小学生の場合、中学校生活がまだよくわからない部分が多くあると思うので、統合の賛否や北中の問
題点も分かりづらいのではないかと思う。

中学校在学中に統合となった場合に、その生徒たちには最大限の配慮が必要

合併した方が財政面や子どもたちの競争意欲etc、プラスの面が多いと思う。通学が遠くなり、男の子はなんと
か頑張れても女の子は色々と難しいのでその点を配慮してもらいたい。

北中は部活が個人のものばかりしかないので、もっといろいろな部活がある下中に行かせようと思っている。習
い事で他の学校の子ともつながりがあるので、あまり心配していない。

中学校に行っても野球をやりたいと言っているが北中には野球部がないので困っている。統合するなら早くし
てほしい。できないなら北中に野球部をつくってもらいたい。とにかく早く決めて欲しい。

部活動が限られてしまっているので残念

統合は賛成

希望の部活動に３年間打ち込める環境を整えて欲しいと思う

少人数で手厚い教育は大変ありがたい。部活動も勉強も他校に負けない頑張りを応援してもらい保護者とし
て感謝している。クラス替えできるようにしてほしい。少人数でも友人関係に悩んだときや競争心があると勉強
にも部活にも、もっと向上できると思う。部活も、人数が少ないと次年度への不安がある。継続できる強さが欲
しい。登下校の不安がある。夕方下校時間の暗さ、通学路の安心感があると良い。

勉強・スポーツ共に大勢の中で励んでもらいたい。通学の安全も考えなければならないが、中学でしかできな
いことをやらせるのが、親・学校ではないかと考える。

統合する際、クラス振り分けなど、出身小学校などで、慣れるまで配慮してもらえれば、子どもたちにとって良
いのではないか。

早急な検討をお願いする。

早急迅速な検討をお願いしたい。「北中が無くなるのは・・・」とネガティブな意見もあると思うが、現実的に考え
たとき、子どもがいない。学力の面・部活動の面、どこを見ても統合は必須。子どもの事を一番に考えた結果
（統合）を素早く出してほしい。当初説明会どおりの（H32)の統合を希望。

下館一校の中等教育がスタートするとますます北中・下中の生徒数減少が懸念される。遠距離通学になると、
交通事故・事件などの可能性も高まるので、スクールバス等の整備は必須であると思う。吸収された学校の生
徒は肩身が狭い思いをすることが多いと思う。生徒指導面での配慮をお願いしたい。

問２で、「１．すぐに検討が必要である」と答えた人の自由意見（５７件）

統合は仕方ないという気持ちが大きい。以前の説明会で反対意見が多く出る中、統合をすすめて欲しいとい
う意見は出せなかった。現在北中に通う子どもがいるが、部活は少人数のため競争心・向上心があまりないよ
うに感じている。その一方、子どもたちは団結力は強く、仲はよいと思う。反対している市議の方・私たち保護
者は、子どもたちの将来の事を一番に考え、冷静になる必要があると思う。中心となっている市職員、保護者
の代表のPTA本部の方は大変だと思うが、統合するしないにしても責任感を持ってまとめて欲しい。

早急迅速な検討をお願いしたい。「北中が無くなるのは・・・」とネガティブな意見もあると思うが、現実的に考え
たとき、子どもがいない。学力の面・部活動の面、どこを見ても統合は必須。子どもの事を一番に考えた結果
（統合）を素早く出してほしい。当初説明会どおりの（H32)の統合を希望。

通学の距離については、バスを出してもらったり、家の送り迎えで対応できるのではないか。
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学区の再編成について考えていただきたい。五所小は西中へというように小学校単位での編成にしていただ
きたいです。

五所小は、北中と西中にわけられてしまい、少ない人数が北中に行き、今までいじめなどがおきていた現状が
ありました。五所小は西中の方が近いので、そのようにしてもらいたいと思います。

水泳部はなくなりますか？

学区の再編成を考えていただきたい。五所小は少人数なのに、中学校は２校に分かれなければいけないの
は、子どもも不安に思っている。小学校単位での編成をお願いしたい。

数年前よりこのような状況になることは把握されていたにもかかわらず、今になって「将来の在り方について」検
討を進めようというのは、少し対応が遅いように感じます。今の現状を見て、どのようなプランで、どのように進
めていきたいお考えなのでしょうか？下中と北中の統合の話の一方では、下中と館一の中高一貫の話も耳に
します。具体的なプランもない中、当事者の私達は混乱するばがりです。学区重視の一方、部活動、友人関
係を理由に学区外の学校への進学を可能にした事もそもそも納得しかねます。

北中の教室は41人では狭すぎる。38人でも狭いと思っていた。統合までの間は2クラスにしてほしい。

統合したら下の子の制服が買えません。支給をお願いします。（体操服も）

一昨年合併について説明があった後、どうやら白紙になったらしいと周りの情報から知った。どうしてその時
に、保護者に説明がなかったのか正直憤りを感じた。このようなアンケートを早めに実施してほしかった。合併
の必要性を感じているが、学校までの距離が大きな不安なので、安全確保をお願いしたい。

H31見込みからオール1クラスとなるが、クラス替えがないままの9年間という環境よりはたくさんの人と関わり人
間関係を学ぶのも必要と思う。また、部活動では、先輩と関わる大切な時間の中で上下関係や目上の人に対
する考え方や姿勢を学ぶことで、社会に出た時に役に立つと思う。その様に思う中で、人数がいないところに
３年生の引退した後、部活動ができないのも子どもたちに不安にしてしまうことと思う。クラス替えのないまま同
じだと、子どもたちの生活や態度・環境が同じだと変化のない馴れ合いになってしまうと感じている。子どもた
ちの成長の大切な３年間なので、早い検討が良い。通学時スマホを持たせてもらえたら安心かもしれない。ま
た遠方の人にはスクールバスがあると良いと思う。

少人数でも良いところはあると思うが、中学３年間という短い期間に部活動や友達との関係の中から得るもの
は大人になっていく上でかなり重要なことだと思う。もっと広い世界を知ってもらうことでさらに可能性が広が
り、優秀な人材の育成につながると思う。穏やかな環境はありがたいとは思う。

下館中でのいじめの話をよく耳にする。先生のいじめへの対応に不安があります。

問２で、「１．すぐに検討が必要である」と答えた人の自由意見（５７件）

下中・北中統合の件について保護者会が必要。今の現状の説明が欲しい。部活動を増やすにあたっての、
増やせない理由や、とにかく、北中・下中の現状の説明会等を密にしてほしい。

今の河間の人口からすると合併は必要だと思う。遅かれ早かれやるべきだし、一番は子どものために最善を
尽くして、一番いい状態で合併できることが大切だと思う。大変なことだと思うが頑張ってほしい。
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統合して実際に戸惑うのは子供達です。地域の関係者や父兄に説明はもちろんですが、子供達にも、しっか
りと説明する場を設けて欲しいです。子供達の不安が無くなるよう（子供達が納得）何度もです。行政が決めた
（教育委員会）事については、誰も何も言いませんが、ちょうど一年前に、突然の手紙一枚で、現中1の学年を
親も子供も混乱させた件は、ちょっと許せないです。「段階的」な進め方をお願いします。統合するなら、せめ
て1年前には告知が必要です。

進めるにあたり、保護者の意見を十分に聞いてほしいです。前回のように何の前ぶれもなく決定されると不安
です。統合時期、その後北中への入学者はどのタイミングで下中へ行くのか（在学生など）スクールバスや安
全面など、安心して通うことができるようきちんとしてほしいです。

統合するなら無料のバスを出してもらいたい。

北中に入学した生徒は卒業するまで在籍させて欲しい。

子どもの気持ちを取り入れて欲しい。少人数でも不登校の子がいるという事実。話し合いには、学校に通学し
ている子をもつ保護者も参加できたり、きちんとした対策、対応ができてないと。行政だけではないということも
考えて頂きたいと思います。

統合について話を進めるのであれば、定期的に保護者や場合には子供達にも進歩状況等を教えていただき
たい。又、統合が決定した際にはその後の具体的な事を決めたうえで発表するタイミングを考えてから行って
欲しい。

明野地区などは、実際に統合されていると思いますが、統合後の生徒さんのお気持ち、親御さんが普段のお
子さんを見て感じられる事を生の声で聞いてみたいです。（小学校）通学距離が遠くなってしまう子達への配
慮はどこまで考えて下さっているのでしょうか？親は統合について、いろいろと考える事（期待や不安）は出来
ますが、子供は実際どの程度まで統合の考えが追いついている？（「自分は○○中学へ行くんだ。」）が心
配。少子化により統合はさけられないと思うので市のほうから、例えば「あと3年後に統合になります」とはっきり
期限を決めて下されば、各家庭でも、「そうだよね…。人数少ないものね」と思えると思いますし（実際、統合の
発表もされていることですし）29年度に？30年度？心の中では、皆心がまえはしていると思います。そして、家
族の中で、そういう話題を出して話をしていけば、徐々に浸透していけるのではないかな…と思いました。どこ
の家庭でも、子供の通学、学校生活など心配しないご家族はないと思います。ですので、スクールバスや統
合後は、「こんな変化があります」というのを具体的にお聞きしたいなあと思いました。

いずれ統合が必要かもしれませんが、今の所、1クラスだとしても下の子は北中に入れる予定です。

文部省では、少人数の学級編制を行うため、中学校では40人と定めております。平成31年度入学する生徒は
41名のため2クラスを解しますが、何故1クラスの編制になるのかご教示願います。特別支援の生徒を含め40
名以上になるのであれば2クラスにすべきではないのでしょうか。中学生ともなると体も大きくなり教室も狭いた
め、かなり窮屈な思いをしているようです。

人間関係が固定化すると言う事が本人が学力に関してもその位置に居る事が固定化している気持ちが出て
いる様に思える。本人の問題ですが環境で少しでも変化につながるのではないかとも思います。

部活動を理由に指定校の変更が認められているようですが、不公平に思います。運動が苦手でも大勢の生
徒の中で、競争しながら学ばせたいと思っている保護者もいるのではないでしょうか？部活動以上に大切な
事だと思います。統合が難しいのであれば、小規模校に通う生徒に不公平が生じないよう、配慮してほしいと
思います。議員のなかでは総合に反対している方もおられるようですが、保護者の意見に耳を傾け、子供たち
の将来を一緒に考えてほしいと思います。

統合しなければいけない時は、何年も前から時間をかけて行ってほしい。いきなり「統合します」となると、子供
も不安になってしまうので、大人たちの都合で動かないでほしい。

統合について、話を進めるのであれば定期的に保護者（場合には子供達）にも進歩状況を教えていただきた
い。又統合が決定した場合には今後の具体的な事を決めたうえで発表するタイミングを考えてから行って欲し
い。

問２で、「２．将来的には検討が必要である」と答えた人の意見（３６件）
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統合する事については、少子化の為しかたがないと思いますが、通学距離が遠くなる為、心配です。その為
朝、帰りの定期時間でスクールバスを走らせてもらえたら安心なのになあと考えたりします。

北中を閉校にする際の在校生への配慮は十分にする必要があると思います。五所小は西中地区にした方が
良いと思います。統合が決まった際は年度始めなど、できるだけ早く話してほしいです。入学前に子供が北中
に在学中に統合になることがわかれば、どちらの学校に入学するか、親子で十分に話合い、決めたいです。

生徒数の減少により将来的に統合という話も出てくると思いますが、以前あったように何の説明もなく話をすす
められてしまうのも問題だと思います。学年途中で学校が変わった場合の学用品や制服等もどうするのか、そ
こまで明確にしてほしいです。制服も安いものではないので、簡単に買いなおしてくださいといわれても困るか
らです。

途中からの移動だけは、辞めて頂きたい。

将来的には統合が必要になるとは思いますが、通学路の安全確保（道路が狭く、危険、帰りも遅くなる）が難し
くなるのかと思うと不安です。スクールバスが走ってくれれば（時間で、中方面、河間方面）いいのにと思いま
す。また、入りたい部活がなかったり、現在も習い事をしているので入らなくてもいいなら、習い事に集中させ
たいです。

下中と統合される場合、通学距離が遠くなることが一番心配。通学手段（スクールバス等）を検討することが必
要。

毎日の通学が心配なので、中学校統合ではなく、小中一貫教育で検討してほしい。

統合するとしたら遠方の生徒の安全の確保、通学手段等配慮が必要。（スクールバスを運行する等）下中に統
合するようにしていますが、北中へ生徒がもっと進学できるように部活動を工夫すべき。（部活動がないのが一
番の原因では？）

保護者の意見だけではなく、実際に通うことになる子供たちにも意見を聞く必要があると思います。

統合するのであれば、2、3年前にいきなり伝えるのではなく、何度も説明会などをし、考えていく時間をもてる
ようにした方が良いのではないでしょうか？自分の子が統合する時期にあたってしまう場合、前もってわかって
いれば、考える時間があると思います。前回の北中をなくすという発表は、いきなりすぎて、不安材料でしかな
かったです。もっと、子どもの親のことを考えて発表すべきだったと思います。

ある程度どうするか決めてほしい。

統合するしないは別として何事もきちんと説明を行って下さい。

問２で、「２．将来的には検討が必要である」と答えた人の意見（３６件）

北中の様な少ない人数でも生徒同士がより良い関係が結べ、保護者の輪が強くなり、学校行事など活性化し
て行くと思う。

部活も少なくクラス替えも無い北中学校。そろそろ統合の時期だと思います。通学は少し遠くなりますが、真岡
線、自転車でどうにかなると思います。

小学校の時から中学校が統合する前に子供たちの合同の授業や週一からの統合をするなら学校と人になれ
る準備などをする。ほぼ100％イジメの問題がでてくるので、かぎりなくなくすための教員の勉強と1クラスにた
いしての教員を3人～4人で。学校帰りの事故なしの徹底。

学区外でも他の中学校に行きたい理由は、ほとんどの人が部活動が原因なのではないでしょうか？学区外に
行くことをくいとめられるように対策をたてることは、できないのでしょうか？
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今の中学一年生が６年生の時に「合併になります」と具体的な対応案もないまま突然の説明があった。いつか
あるかもしれないこの合併話にずっと子どもは不安でいるし、親も振り回されている部分もある。きちんとしたス
パンの中での計画と対応策を示してほしい。急ではなく計画的に。合併の良い点ばかりでなく、不安な点を具
体的にどう解消するか示してほしい。成長の中に不要な不安を与えないでほしい。

親としてこれから単学級よりは多くの友人をつくり視野を広げてもらいたいという思いがある一方、他中の様子
を伺うと、他を受け入れない仲間同士のつながりがあり、新しい仲間づくりが難しいと聞いた。統合を希望する
一方、かなり不安は親子共にあります。

問２で、「２．将来的には検討が必要である」と答えた人の意見（３６件）

統合するなら無料バスを出してほしい。

早くはっきりさせてほしい。北中に在学してから転校となると大変。

通学が遠くて自転車で通うことが難しいので、スクールバスなど対応をよく考えて欲しい。部活に入った場合、
帰りが遅くなるときの迎えができない世帯もあると思うのでスクールバスは必要だと思う。制服・体操服などすべ
て統一しないといけないと思う。

北中に入学した学年は途中で下中に変わることなく、卒業まで北中に通わせてほしい。河間小・北中の小中
一貫も検討してほしい。

初めて統合の話が出た時には平成32年度からというような説明だったが、そのままの予定なのか、近い将来
に延期になったのかはっきりしないのでとっても不安。子どもを預ける保護者としては、早めに知り、それに応
じて対応する十分な時間が欲しい
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下館中学校は、統合して人数が増えても影響がないのでしょうか。義務教育で、通学に時間と危険を費やす
のは疑問があります。

明野地区（小中一貫教育）と下館中、北中合併は同じ筑西市教育委員会内でどの様に決定したのか、経緯を
しっかりと説明すべき又、現中学一年生が部活等の理由で学校を選択可となったが、今年度も含め、今後同
条件での扱いとなるのか。その場合、北中生徒減は加速する一方だが、今後のスケジュールはどうなっている
のか。保護者だけではなく、地域の住民の声も聞くべき事案と考える。

統合ありきの検討だけでなく、統合しないという検討も含めてよく考えるべき。各学年で２学級以上になるなら
統合しなくてよいと思う。1学級なら統合もアリと思うが、一人ひとりにきめ細やかな指導ができるような学校にし
てほしいと思う。下館一高の中等部のような少人数をいかした学校にもできる可能性はあると思う。

小中一貫という方向〈小学生で遠い子はバス〉下館中の別校舎（分校）〈部活動の問題は解決〉下館北中を選
んで来ている子供達がいる事を忘れないで下さい。北中の人数が少なくなった背景に他の学校への入学を
認めてしまっている事があります。本来通うべき所に通っている子達が守れない事に憤りを感じます。また入
学させたのであればきちんとその場所での卒業をさせて下さい。どちらも良い所悪い所があるという事はわ
かっていますが、子供達ファーストの教育である事を望みます。

部活の活動があまり出来ないのなら部活動だけ北中と下中合同で活動が出来ればいいのではないかと思い
ます。

統合の話が持ち上がり、正直な所、色々な面で希望よりは不安の方が大きく、北中から下中に途中の学年で
統合となる事には反対です。統合せざるを得ない場合には、途中からではなく、北中に入学をした年度の学
生は卒業まで面倒を見て頂きたいと願っています。そして、下の学年は一年生から下中に入れて頂きたく願
います。

問２で、「４．わからない」と答えた人の意見（５件）

今更おそい。元々、越境を認めなければ、北中がここまで人数減ることはなかった。認められる人と認められ
ない人もいるのはおかしい。部活がないと言いつつ、北中にある部活に入っている人もいる。

ここ最近、先生に対する不満を口にする子供の声（自分の子だけではなく）を聞く様になりました。そのあたりも
一度見直して欲しいと思います。

問２で、「３．検討する必要はない」と答えた人の意見（６件）

生徒数の減少は学区内の子供の数の減少だけでなく、学区内から下館中への流出も原因にあると思います。
先般の教育委員会殿からの先行情報流布や今回のアンケートにより、今後一層の流出が増えるものと思いま
す。効率最優先と思われる教育委員会殿の誘導に思えてなりません。最初から統合（吸収）ありきで検討され
ています。

すぐに統合の必要は、ないと思う。統合する場合は、親も子どもも心の準備が必要なので、この前にあったよう
な、2年後に統合しますといわれても困ります。

他学区への変更は、基本的に認めないようにしなければいけないと思う。現在変更している方は、北中でも問
題ないと思われる。中3の受験学年となる時の統合は好ましくない。学習の他の人間関係にも気を配らなけれ
ばならなくなる。子供たちの心情を第一に考えなければならない。
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