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8/5  槇尾中学校区学校適正配置に関する地域説明会 

 

当日の主な質疑   参加者 50 名（横山  23 名、 南横山  17 名、 その他・不明  10 名） 

 

【横山校区】 

� 将来的に特認制度のある小中一貫校としない

と、１学年２クラスが維持できない状況で、地域

として人口減少の傾向が著しくなってきてい

る。現状では、横山・南横山地域は市街化調

整区域であるため、移住するにも移住できる環

境にない。地域の子ども達が生活利便性の高

い地域へ転出している現状である。こうした現

状を踏まえ、魅力ある学校づくりが必要であ

る。 

 

� 和泉市全体として人口が増加しているにも関

わらず、減少している地域があるということ考

えていただきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

【横山校区】 

� 自分達の同級生が、はつが野等の和泉市内に

転出しており、全体的に人口が減少している。

こうした状況なので、当然子どもの数も減少し

ていくが、それを踏まえて特認校の小中一貫校

を提案していただいていると認識しており、せっ

かく特認校という位置づけで取り組んでいただ

けるのであれば、できれば和泉市の人達が注

目する学校にしてもらいたい。 

 

� 市内には南松尾はつが野学園という小中一貫

校があるが、特認校として小中一貫校を設置

するのであれば、しっかりとその魅力、特色を

アピールできる学校にしてもらいたい。そうする

ことで、南部地域に注目が集まり、それが地域

の活性化につながるという将来性が見えるよう

な学校に取り組んでいただきたい。 

 

○ 和泉市の人口は増加を続けているわけではな

く、はつが野地区の著しい増加はありますが、

平成 27 年がピークとなっており、全国的な人口

減少は和泉市でも例外ではありません。 

 

 

 

 

 

 

○ 南松尾はつが野学園が開校して感じたこととし

て、教育の充実が子育て世代が住まいを選ぶ

際の大きなポイントになっています。槇尾中校

区においても魅力ある教育を行っていきます。

しかしながら、教育だけを充実すれば人口増加

やまちが活性化するのかといえばそうではなく

て、様々な要因が絡み合っているので、こうし

たことを踏まえて、南部地域の活性化につなが

るような施策を展開していきたいと考えていま

す。 

 

○ 特認校となると、市内全域から通学することが

可能となるので、それが一つの魅力となると考

えています。また、少人数をそのまま維持する

ことも一つの魅力となります。加えて、学校だけ

ではできないような特色ある教育活動を今後実

施していきたいと考えています。 

 

 

 

○ 魅力ある学校となるよう、市内の児童生徒が通

いたいと思える学校づくりを教育委員会としても

サポートしていきます。 
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アンケート自由記入欄 

 

教育内容について 

【横山校区 ４０代】 

� 市内の学校にはない取組み（英会話・クラブ活

動等）を目玉として、多くの児童・生徒を呼び込

む学校にしてほしい。指導面に注目している。 

 

【南横山校区 ４０代】 

� １学年の定員は４１人までとし、１クラスが２０

人未満でも２クラスにすることで、少人数と複数

クラスを実現してほしい。 

 

【南横山校区 ６０代】 

� 特認制度を選ばれたのはなぜ？南横山小学

校を選んだのか？そこのところを教育環境で

の課題としてしっかりと捉えていただき、進めて

ほしい。今教育の方向性がやや心配になって

きている。人間として成長していく為の生きる

力、考える力をしっかりと学んでほしい!!教育の

原点を忘れないでほしい。学校に行きたいと子

ども達が思える場を作ってほしい。 

 

【南横山校区 ６０代】 

� 南松尾はつが野学園と異なるのは人数確保の

ための特認学園です。特色ある教育内容で他

の地域から転入する魅力ある教育を PR する

必要があると思います。英語、音楽、科学、ICT

など教職員の力量を発揮できる先生方の採用

に力を入れて欲しい。 

 

いじめの懸念 

【横山校区 ６０代】 

� 小中一貫校に限定されるものではないが、事

件になってから初めて問題視される「いじめ問

題」について具体的な対応策を示して欲しい。

教育委員会を始め行政側としては認めたくは

ないと思うが、「いじめ問題」は実際存在すると

思う。先進的な取組みの事例があると思うの

で、是非導入し子ども達父兄が安心して通える

勉強できる環境を作って欲しい。 

 

 

 

○ 地域環境も活かし、魅力・特色のある学校像を

検討していきます。 

 

 

 

○ 少人数指導は南横山小での特認の魅力のひと

つでもありました。一定規模の確保、少人数指

導の継続に向けて取り組んでいきます。 

 

 

○ 南横山小の教育環境は他校にはないもので 

す。その継承を含め、子ども・保護者が「行きた

い」「通わせたい」と思える学校像を検討してい

きます。 

 

 

 

 

 

 

○ 小中一貫校では小中両方の免許を有した教員

の配置が原則となっております。教員の配置に

あたっては、いずれの学校においても各教員が

専門性や長所を活かせるように留意していま

す。 

 

 

 

 

○ 和泉市では、市及びすべての小中学校におい

て、いじめ防止基本方針を策定しており、組織

的に未然防止、早期発見、事象発生時の対応

ができるよう取り組んでいます。施設一体型小

中一貫校の特長を活かし、異学年交流を活発に

する等、いじめのない今後も安心安全な学校環

境、人間関係づくりを推進していきます。 
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【横山校区 ６０代】 

� 少子化の現状なので、やむを得ない選択なの

でしょうね。異年齢で学び合うことには賛成で

すが、９年間によっていじめ問題が新たに生じ

る課題など、しっかりと取り組んでいって欲し

い。 

 

 

小中一貫校の意思決定について 

【横山校区 ５０代】 

� 本日の説明会は、今までの流れの説明が主

で、まだどこの場所にどのような学校が出来る

のか未定が多く、どうなっていくのかがわかり

にくい。市長も考えを話していたが、学校の見

直しも大切だと思うが、まずこの地域に小学

生・中学生が増える事を考えて欲しい。スーパ

ー、病院の誘致を検討して欲しい。 

 

【南横山校区 ４０代】 

� 決定方法について、何も決まっていないと聞き

ました。横山・南横山・特認それぞれに可否の

アンケートをしていただきたいです。全体で賛

成・反対の数を合算されるのでは、地域として

の意見がわかりにくい。例えば、南横山・特認

が全員反対しても横山が全員賛成ならば、数

の上で敵う訳がなく、公平性に欠けると思いま

すので。 

 

【南横山校区 ４０代】 

� 今後の説明会で、市内や他市の小中一貫校の

児童、生徒、保護者、先生の生の声（特にデメ

リットについて）を集めていただきたい。メリット

ばかりを強調するのではなく、デメリットから今

後の課題を洗い出し、より良い学校を目ざして

ほしい。 

 

【南横山校区 ４０代】 

� 南松尾はつが野学園の保護者との交流会は

予定して頂けるのでしょうか。 

 

 

 

 

○ １年生から９年生までが集う施設一体型小中一

貫校のメリットを活かした異学年交流などを通

し、児童生徒の自己有用感を高め、思いやりの

心を育み、豊かな人間関係の構築を図ります。 

 

 

 

 

 

○ 学校は地域コミュニティの核でもあります。施設

一体型小中一貫校とすることで、地域で子育て

したいという気運を高め、地域が活性化すること

につなげたいと考えます。一定の児童生徒を確

保し、地域と共にある学校のあり方を検討して

いきます。 

 

 

 

○ アンケートの実施は検討していきます。その分

析についても、審議会等に地域ごとの状況を報

告する予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

○ 今後、南松尾はつが野学園の関係者の方に、

学校生活の様子等を紹介していただくことも検

討しています。 

 

 

 

 

 

○ 今後、南松尾はつが野学園の関係者の方に、

学校生活の様子等を紹介していただくことも検

討しています。 
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設置場所について 

【横山校区 ６０代】 

� やはり現状では、子どもが増える可能性はな

いと思う。住んでみてどれだけ不便なのか、わ

かって欲しい。交通の便を考えると、どの場所

にするか難しいと思う。 

 

【横山校区 ６０代】 

� 通学の交通の便を十分考えてほしい。 

 

 

 

南横山地域の今後について 

【南横山校区 ３０代】 

� 学校がなくなる南横山地区はさらに過疎化が

進むと思う。和泉市はどう考えているのか。 

 

 

 

南横山小跡地利用について 

【南横山校区 ６０代】 

� 南横山小学校の跡地利用について、地域住民

が活用できる施設にしてほしい。 

 

 

【南横山校区 ６０代】 

� 南横山小学校跡地を災害時も利用できるよう

にしてほしい。 

 

その他 

【横山校区 ５０代】 

� 新しい時代の教育がスタートするのだと感じ

た。明るい教育で子ども達がどの様に育ってい

くのか、じっくり考えたい。今後の説明会にも参

加し考えていきたい。 

 

【横山校区 ７０代】 

� 良いと思います。進めてください。 

 

【南横山校区 ６０代】 

� 小中一貫特認校は素晴らしい取組みです。楽

しみです。これで活性化しなくては。 

 

 

○ 設置場所は様々な視点で検討してまいります。 

 

 

 

 

 

○ 路線バスの活用やスクールバスについても研

究しているところです。安全性、利便性など総合

的に研究しているところです。 

 

 

 

○ 学校跡地の利活用をしっかりと考え、より良い

住環境のあり方について、地域の方の意見も聞

かせていただきながら、共に検討をしていきたい

と考えています。 

 

 

 

○ 南横山小学校跡地の活用については、地域住

民が活用できる方策を含め、さまざまな視点で

検討していきたいと考えています。 

 

 

○ 南横山小学校跡地については、災害時の拠点

としての利用も含め、さまざまな視点で活用方

策を検討していきたいと考えています。 

 

 

○ 子どもたちにとって、よりよい教育環境を整備し

ていきたいと考えています。将来的に求められ

る資質能力を確実に備えられるよう、研究してい

きます。 

 

 

○ 地域の方の意見もいただきつつ、検討を進めて

まいります。 

 

○ 地域の方の意見もいただきつつ、検討を進めて

まいります。  


