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「聚富中学校の今後に関する保護者の意見を聴く会」実施報告について 

 

●開催目的 

聚富中学校は、現在、生徒数２９名による学校運営が行われており、将来さらに生徒数

の減少が見込まれ、早ければ平成２５年度には複式学級編制となる可能性が生じている。 

同校の将来の方向性について検討するにあたり、９月の教育委員会協議会での結論を踏

まえ、保護者をはじめ、地域の意見・意向をしっかりと聴き、把握することを目的に開催

した。 

 

●開催日時  平成２３年１１月２９日（火） １９：００～２０：００ 

 

●会  場  聚富小中学校 夢広場 

 

●参加者数  ２３名（保護者・１２名 地域関係者・５名 教職員・６名） 

 

●参加者の声 

①（保護者 男性 中３・小５） 

・現在の学校の環境は悪くない。 

・可能ならば複式化は避けたいが、現状では複式でもやむを得ないとも思う。 

・娘（小５）には、このまま聚富小中の環境で学校生活を送って欲しい。 

・昨年から近いうちに複式になるという予想のもとで、複式になるとどんな変化がある

か研究しており、千歳の駒里中の様子を見たり、話を聴いたりしたいと思っている。 

・中学校で、いわゆる「わたり」があるのは不安だが、主要５教科分の教員の配置があ

れば複式でもいいと思うので、教員配置をお願いしたい。主要５教科については、学

年単位の授業を、その他の教科は多少手薄（学年合同実施）でもと思う。 

・厚田区全体の将来の方向性についての市の青写真があれば聞かせてほしい。 

 

②（保護者 男性 中１・小６） 

・学校は残して欲しい。 

・勉強の面でも今のままならば問題ない。しかし、もっと減るとなれば色々考えていか

ないとならない。 

・災害の面からは、この学校は立地が良いので、緑ケ原の人たちが聚富中に通学できる

ようにしてくれたらいいのではと思う。 

・今後は広い視野での話し合いが必要なので、色々な情報が欲しい。 
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③（保護者 女性 小４・保年中（２名）） 

・主要５教科は単式の運用をして欲しい。 

・体育などは複式の方が子どもの気分転換にもなり良いと思う。 

・併置校で先生が多い状況が良いと思っており、今の形で複式でも良いと思う。別の学

校に行かせたいとは思わない。 

・なお、知人（低学年の親）は複式が良いと言っていた。 

 

④（保護者 女性 中１・小４） 

・どちらが良いかわからない。学習面では良いと思うが、人数が少ないと社会性の面が

不安だ。高校に行った時に大丈夫だろうかと思う。 

 

⑤（保護者 女性 中２） 

・今の学校は良かったので、小中のまま続けて欲しい。複式になっても、このままみん

なで通ってもらえればいいなと思う。 

・中学校が統合になると、（小学生の？）支えがなくなるので困る。 

・保護者への説明や意見を聴く機会を充実して欲しい。 

 

⑥（保護者 女性 中２・小６） 

・学校は残して欲しい。 

・何が子どもの為に良いかは、わからない。 

・少ない良さもあるが、子どもの選択肢を少なくしているかもしれない。 

・生徒数が増えることを期待している。 

 

⑦（保護者 女性 小３・小１・幼年中） 

・まだ漠然としていてわからない。 

・今の状況は学習面で充実しており、満足している。 

・他の地域の人が聚富中に通学してくれると良いのだが。 

 

⑧（保護者 女性 小６・小３・保年中） 

・３人の子どもを同じ学校に通わせたい。 

・学校は残して欲しい。 

・石狩中は近いが、厚田区に友達が多いので地元の学校に通わせたい。 
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⑨（保護者 女性 小２） 

・授業は別としても、中学校では、行事面などは生徒が少ないと不安。 

・緑ケ原など、近隣の人が、聚富中に通ってくれれば良いのだが。 

 

⑩（保護者 女性 小１） 

・今の小中併置校は満足している。 

・中学校の複式は不安。マンツーマンで手厚いというだけが良いとは思わない。大人数

の環境も必要と思う。 

・統廃合の際は、津波など一番安心な場所が良い。他の学校には行かせたくない。 

 

⑪（保護者 女性 中１・小３） 

・複式でも、このまま残して欲しい。 

・花川など、他の地域から来てもらえるような良い学校だと思うので、生振小みたい（特

認校）にできないか。 

・安全な場所（津波など）が良い。 

 

⑫（保護者 女性 中１・小６） 

・小学校の複式に反対ではないが、中学校だと行事の面や人間関係が不安。本当に良い

とは限らないと思う。 

・中学校が統合されることで、小学校に影響が出ないようにして欲しい。 

 

⑬（町内会 男性） 

・保護者の意見を大切にして欲しい。 

・右岸地域全体で安全面・環境面を売りにするなどを考えていくべき。 

 

⑭（町内会 男性） 

・複式は良いと思う。 

・統合するならば、聚富中をなくすのではなく、ここを地盤にして欲しい。 

 

⑮（町内会 男性） 

・子どもたちにとっての幸せを考えるのがベスト。 

・色んな人の意見をまとめていって欲しい。 
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⑯（町内会 男性） 

・自分は小学校が複式で、中学校で統合された人数の多い学校に行った経験があるが、

中学校では、大人数で過ごせたことが良かったと思う。 

 

⑰（町内会 男性） 

・地元としては、複式でも学校を残して欲しい。 
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平成２３年度 石狩市教職員研修「ウィンターセミナー」について 

 

１．目的    

市の教育目標の達成及び現代的教育課題を解決するため、専門的知識や実践的指 

導力など、教職員に求められる資質の向上を図る。 

 

２．主催 

石狩市教育委員会  

  

３．日時、場所 

平成２４年１月１０日（火）１３：００～１７：００ りんくる 

 

４．対象 

市内小中学校教職経験１０年以下の教諭（初任者は除く）及び期限付き教諭。 

 

５．内容 

講座名「よりよい学級経営を目指して」 

小、中別に開催 

形式 講話及びグループ討議 
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第１２回 石狩市民図書館まつりの実施報告について 

１ 期  日  平成２３年１１月２６日（土）／２７日（日） 

２ 場  所  石狩市民図書館（本館） 

３ 入館者数  ２６日 ２，５１０名 ／ ２７日 ２，４０２名   計４，９１２名 

（昨年度は１０月３０日（土）／ ３１日（日）の開催で ５，６４６名） 

４ 開催内容と各催事の入場者数 

11月 26 日 内容 参加者数 

9：50～10：00 オープニングセレモニー ― 

10：15～11：00 おはなし会（おはなし会 びっくりばこ） ３７名 

11：05～11：20 おはなし会（１日図書館長） ２９名 

11：30～12：15 人形劇（やまちゃん はまちゃん おはなしのはこ） １２５名 

12：30～13：15 おはなし会（よみきかせ 子っ子の会） ２５名 

13：30～14：15 マジックショー（北大奇術研究会） １５５名 

14：30～15：15 おはなし会（石狩市文庫連絡会） ４０名 

15：20～15：50 報告会（宮城県名取市図書館） ６７名 

16：00～16：45 
朗読とピアノ「へいわ・むかし」 

朗読：駒井秀子さん ／ ピアノ：谷百合子さん 
５６名 

10：00～15：00 図書館クイズ・スタンプラリー １１１名 

11月 27 日 内容 参加者数 

9：50～10：00 開始式（１日図書館長任命式） ― 

10：15～11：00 大型紙芝居（とんからりん） ６０名 

11：20～11：50 おはなし会（アイリーン＆リンジー＆ローラ） ４２名 

12：00～12：15 おはなし会（１日図書館長） ３０名 

12：30～13：00 おはなし会（藤女子大学 サークル ばる～ん） ２６名 

13：10～14：20 

親子ストレッチ（運動指導員：佐藤靖子さん） 

【第 1部】３～４才対象（２２名） 

【第 2部】５才以上 ⇒ 大人向けへ変更（１０名） 

３２名 

14：30～15：15 ＤＶＤ上映会（フロアボランティア）「トム・ソーヤの冒険」 ２６名 

16：00～16：30 トーンチャイム演奏（藤女子大学 サークル ばる～ん） ７８名 

10：00～15：00 図書館クイズ・スタンプラリー ８３名 

両日開催 内容 参加者数 

10：00～17：00 

「村山家文書からわかる石狩場所・石狩十三場所」展示 

（村山家文書を読む会） 
― 

「宮城県名取市」展示（宮城県名取市図書館） ― 

「スポーツ」-石狩にゆかりのある方のスポーツ用品等- ― 

本の特集「スポーツ」-はじめの一歩-（11月） ― 

むかしあそびコーナー（伝承あそびボランティアおてだま） ― 

10：00～15：00 

布の絵本とおもちゃであそぼう！ 

（ボランティアサークル布の絵本にじ） 
― 

軽食コーナー（石狩市食生活改善推進協議会） ― 

乳幼児休憩室（ブックスタートボランティア） ６０名 

ばるーんぱふぉーまーみか☆ ― 

 


