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★小学校については、複数の統合案（裏

面参照）があることから、各委員が所属

団体等の意見を集約し、引き続き意見

交換を行う。 

 

★中学校については、秋田西中、豊岩中、下

浜中の統合の組合せとし、協議の第 2 段階

である学校統合検討委員会へ進める。 

 

★勝平中は、現状のまま、単独で存続させる。 

 
 
 
 
 
 

令和元年 1２月 1８日（水）18 時 30 分から、西部市民サービスセンターにおいて、 

第 3 回西部地域ブロック協議会を開催しました。 

  

３回西部地域ブロック協議会の協議内容 

協議会では、教育委員会から、今後の地域協議体制

のイメージ※を説明したのち、３中学校（秋田西中、

豊岩中、下浜中）の統合に向けた今後の進め方を協議

したほか、小学校の統合の組合せ（案）に対する各所

属団体等で話し合われた内容について、委員間で意見

交換を行いました。 

 

＜議題＞ 

 西部地域における学校統合の方向性について 

 中学校の組合せについて 

 小学校の組合せについて 

 

＜今回の協議で決定した事項＞ 

 

【中学校】                 【小学校】 

             

 

 

 

 

 

 

 

※地域協議体制のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１段階 

第２段階 
第３段階 

令和２年１月１０日発行 秋田市教育委員会 

秋田市学校適正配置  

西部地域ブロック協議会だより 
                                 第３号 

統合校の開校 
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組合せ)を協議・決定 

統合検討委員会 
統合準備委員会 

統合の実施に向け、

具体的な検討・準備 当該校の関係者で統

合の可否を検討・決定 
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＜小学校の組合せに関する主な意見等＞ 

 

●お問い合わせ先● 

秋田市教育委員会学校適正配置推進室 秋田市山王一丁目１番１号 

○電話 888-5812 ○ＦＡＸ 888-5804 ○e-mail  ro-edaz@city.akita.lg.jp 

https://www.city.akita.lg.jp/kyoikuiinkai/1010626/1021066.html 

 

 

 前回までの協議会で話し合われた３つの統合案に対する主な意見等は、以下のとおりで

す。 

 【４校の統合案】    【３校＋日新小一部の統合案】    【３校の統合案】 

 

       

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

  
 
 
 

 

 

 
 
  

※その他、「未就学児の保護者に対して、統合に関するアンケート調査を行ってほしい」「協議会だよりを幼

稚園、保育園等を通じて、保護者一人一人に配付してほしい」「統合後も地域の伝統芸能や特色ある学習

活動を存続してほしい」「自然いっぱいオープンすくうるに通う児童の受入先が心配である」などの意見

等がありました。 

 

 

４回西部地域ブロック協議会の開催予定                         

日 時 ： 令和 2 年 2 月 19 日（水）18 時 30 分～20 時 

会 場 ： 西部市民サービスセンター 洋室４～７ 

議 題 ： 西部地域における小学校の統合案について 等 

協議会は傍聴することができます。傍聴をご希望のかたは、直接会場にお越しください。受付は先

着順です。定員に達した場合は、入場をお断りすることがありますので、あらかじめご了承ください。 

○一定規模の集団による良

好な教育環境を確保する

ためには、４校（日新小、浜

田小、豊岩小、下浜小）を

統合するのがよいのでは

ないか。 

○４校の統合ではマンモス

校になってしまうので、３

校（浜田小、豊岩小、下浜

小）と日新小の一部を統

合するのがよいのではな

いか。 

○大規模校への統合による

児童の精神的なストレスに

配慮し、段階的に小規模

校３校（浜田小、豊岩小、下

浜小）での統合を進める

のがよいのではないか。 

○日新小の校舎は、３校の児

童を受け入れるキャパは

あるが、老朽化が著しい

ほか、周辺道路や駐車場

などの課題が多いことか

ら、新設すべき。 

○進学先となる中学校の組

合せを踏まえると、４校の

統合が最も望ましい組合

せであり、将来を見据えた

考え方に沿っている。 

○日新小の一部を統合する

場合、日新小の規模が逆

に小さくなることを危惧

するほか、学区をどこで

分割するのかなどの課題

もある。 

○小規模校３校を統合して

も、基本方針で示す適正

規模に満たないため、良

好な教育環境を確保する

という課題を解決できな

い。 

○人口減少が進行する中、

日新小から一部の児童を

分散させる案は、新屋のま

ちづくりの観点からも問題

がある。 

○小規模校３校を統合した

場合、将来的に統合を繰り

返してしまうので、その先

の子どもたちのことも考

えなくてはいけない。 

第
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★小学校の組合せは、協議の第 2 段階であ

る学校統合検討委員会※へ進める★ 

組合せ① 金足西小、下新城小、飯島小 

組合せ② 上新城小、飯島南小 

組合せ③ 土崎小、土崎南小 

★中学校は、引き続き意見交換を行う★ 

○中学校の学校統合の方向性について、引き続

き意見交換するため、各委員が所属団体等の

意見を集約し、次回も現状や課題について協

議を続ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 2年 1月 14日（火）18時 30分から、北部市民サービスセンターにおいて、 

第 3回北部地域ブロック協議会を開催しました。 

  

３回北部地域ブロック協議会の協議内容 

協議会では、前回、教育委員会が示した小・中学校の

統合の組合せ（案）に対して、各所属団体等で話し合わ

れた内容について紹介していただき、委員間で意見交換

を行いました。 

 

＜議題＞ 

 北部地域における学校統合の方向性について 

 中学校の組合せについて 

 小学校の組合せについて 

 

＜今回の協議で決定した事項＞ 

 

【小学校】                  【中学校】 

             

 

 

 

  

 

 

 

※地域協議体制のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１段階 

第２段階※ 
第３段階 

令和２年２月７日発行 秋田市教育委員会 

秋田市学校適正配置  

北部地域ブロック協議会だより 
                                 第３号 

 

 

統合校の開校 

第

域  

裏面につづく 

 

地域ブロック協議会 

統合の方向性(学校の

組合せ)を協議・決定 

統合検討委員会 
統合準備委員会 

統合の実施に向け、

具体的な検討・準備 当該校の関係者で統

合の可否を検討・決定 

現在 
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＜学校統合の組合せ(案)に関する主な意見等＞ 

 

●お問い合わせ先● 

秋田市教育委員会学校適正配置推進室 秋田市山王一丁目１番１号 

○電話 018-888-5812 ○ＦＡＸ 018-888-5804 ○e-mail  ro-edaz@city.akita.lg.jp 

https://www.city.akita.lg.jp/kyoikuiinkai/1010626/1021066.html 

 

 

 前回の協議会で示した学校統合の組合せ（案）に対する主な意見等は、以下のとおりです。 

 

【小学校の組合せに関する意見】        【中学校の組合せに関する意見】 

組合せ① 金足西小、下新城小、飯島小 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組合せ② 上新城小、飯島南小 

 

 

 

  

 

 

 

組合せ③ 土崎小、土崎南小 

 

 

 

 

 
  

※その他、「統合後に使用する校舎」「スクールバスの運行」「学童保育の不足」「学校の駐車場の不足」「学

区の選択制」「情報の周知不足」「地域の衰退」などに関する意見等がありました。 

 

４回北部地域ブロック協議会の開催予定                         

日 時 ： 令和 2年 3月 23日（月）18時 30分～20時 

会 場 ： 北部市民サービスセンター 地域文化ホール 

議 題 ： 北部地域における小・中学校の統合案について 等 

協議会は傍聴することができます。傍聴をご希望のかたは、直接会場にお越しください。受付は先

着順です。定員に達した場合は、入場をお断りすることがありますので、あらかじめご了承ください。 

○上新城小ＰＴＡでは、できる限り速やかに統

合を進めてほしいと考える保護者が多い。 

○飯島南小ＰＴＡでは、現在も該当校同士で交

流活動を行っていることから、統合に不安は

ないという意見が多い。 

○飯島中ＰＴＡのアンケート調査では、現状の生

徒数や学校生活の活力を鑑みると、統合に

は理解できるという意見が大半を占めてい

るが、示された組合せ(案)については、反対

が約６割、賛成が約４割である。 

 

○飯島中と秋田北中が統合することは、地域

コミュニティ形成の観点からは良いことであ

るが、統合に伴い、学区が広域化することに

より、通学への負担が増えるという課題があ

る。 

○金足西小ＰＴＡでは、９割以上の保護者が統

合に賛成であるが、スクールバスの発着場

所等を心配する意見がある。 

○下新城小ＰＴＡの役員内では、概ね統合を

了承しているが、具体的な方向性が決まら

ないと意見をまとめづらい。 

○飯島小ＰＴＡでは、約６割の保護者が統合に

賛成であるが、学区が広域化することで安

全面に不安があるとの意見がある。 

○土崎地区の小・中学校の組合せ(案)には、歴

史的経緯からも賛成であり、学区単位で組織

する各種団体等の統合後の活動について

は、地域の中で協議することとしている。 

○小規模校の解消を目的にスタートした協議

会であるが、組合せ(案)には、適正規模に満

たない学校があることから、このような学校

を残すことのないよう、学区の再編成を積

極的に行うべきではないか。 

○統合後の中学校は、生活圏の中心となる地

域に配置するのが良いのではないかという

意見のほか、将来の人口減少を見据えると、

上限の３校ではなく、２校でも良いのではな

いかという意見がある。 
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