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◆第３回 住民説明会について（４月２２日～２６日開催） 

（１）参加者 

 参加者計 内保護者数 託児 主な説明内容 

1 H27 年度 144 人 49 人（34％） － 再編の必要性 

2 H28 年度 134 人 49 人（37％） － 第 1･2 次中間答申 

3 H30 年度 96 人 47 人（49％） 19人(10世帯) 基本設計内容 

                    ↑ 1～11 歳 
 ・今回の変更点 
  ①町民センターでの日程を「日曜の 14 時」に設定。（他の日程は平日 19 時） 
  ②託児所を設置（保育所、幼稚園職員に託児を依頼（各日程２人）） 

 
（２）意見要望 分類別内訳 

 
 
（３）アンケート集計 分類別内訳 
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◆第３回学校再編住民説明会出席者数集計 (H30年度)

H30.4.22(日） H30.4.23(月） H30.4.24(火） H30.4.25(水） H30.4.26(木）

町民センター 中津原小学校区 香春小学校区 勾金小学校区 採銅所小学校区

一般 18 7 4 4 16 49

保護者 10 7 10 9 11 47

合計 28 14 14 13 27 96

前回比 -20.0% -50.0% -22.2% -40.9% -12.9% -33.3%

託児 4 4 1 4 6 19
（２世帯） （１世帯） （１世帯） （２世帯） （４世帯） （１０世帯）

全体における
保護者割合 35.7% 50.0% 71.4% 69.2% 40.7% 49.0%

※ 中学生以下の子どもがいる職員は、「一般」に計上。

H28年度
実績 35 28 18 22 31 134
H27年度
実績 40 23 36 20 25 144

合計
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◆第３回学校再編住民説明会　各会場での意見・要望（質疑応答）
※分類順

場
所
番
号

分類 質問 回答

町
ｾ

1 制服
かば
ん

制服導入の件、７年生以降は制服になる
のか。また、ランドセルはどうなるの
か。

鞄については検討中。アンケートをとり
通学・学校運営支援部会に諮っていきた
い。両手があいてるほうが良い、先進地
を研究したい。

中
津
原

2 制服
かば
ん

中学生の制服はどうなるのか。 細かなデザインの検討はしていくが、香
春中、勾金中のデザインを踏まえた、新
たな制服導入で進めている。小学生は私
服である。これはアンケートで多かった
回答をもとに進めているもの。

町
ｾ

3 通学 スクールバス・自転車通学の範囲は。 今後の検討事項である。距離や地区、安
全性など考慮しながら通学・学校運営支
援部会で検討していきたい。

町
ｾ

4 通学 教室とバイパスが隣接しており、騒音で
授業が妨害されることはないか。
運動場と校舎の配置を入れ替えたほうが
良いのではないか。再編には反対。低学
年の子たちが安全に通学できるのか心
配。昭和区、新町、魚町等歩道と車道が
区別されていないようなところを通学さ
せるのが心配。問題があるのならそれを
解消してから開校してもらいたい。

交差点の改良や防音壁など県土整備事務
所など関係機関と協議している。ガード
パイプは３月に設置してもらったとこ
ろ。
危険個所は歩いて把握し、町道であれば
改善できるところは改善し、県・国道に
ついては関係機関に要望していきたい。

町
ｾ

5 通学 通学路について、３２２号バイパスは歩
道と車道は分かれていてもガードレール
がない。今でも子どもがふざけて道路に
はみ出しそうになり運転をしていヒヤッ
とすることがある。ガードレールの設置
やドライバーへの啓発など登下校中の安
全確保策について検討してもらいたい。

町としても重要なことと捉えている。特
に香春校区は国道をまたがないといけな
い。通学・学校運営支援部会などで実際
に歩いて通学路を点検しながら最善策を
考慮していきたい。
平成３２年３月に３２２号バイパスが開
通する。国交省、県土事務所に安全確保
策を申し入れていきたい。

中
津
原

6 通学 スクールバスはキロ数で判断するのか、
冬など暗くなるのが早いので心配であ
る。

一律にキロで判断するのではなく柔軟に
対応していきたい。今後、通学・学校運
営支援部会でルートなど決定し案として
提示していきたい。

中
津
原

7 通学 スクールバスが入れないようなところは
どうするのか。

実際に通学路を歩いて点検し、修復が必
要な箇所等は対応していきたい。

中
津
原

8 通学 部活動の子どもたちの帰りのスクールバ
スはどうなるのか。

部活動の子どもたち用に２便ほど検討し
ている。通学・学校運営支援部会で検討
を進めていきたい。

中
津
原

9 通学 学校横の国道３２２号バイパスはいつ開
通するのか。学校の工事の最中か。

平成３２年３月に開通する。
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場
所
番
号

分類 質問 回答

中
津
原

10 通学 中津原から柿下に抜ける道は今でもト
ラックが多い、ランドセルもひっかかり
そうになり危険。子どもたちが白線内に
入って通学していてもトラックがはみ出
してくる。トラックの通行時間帯等制限
できないか。

国道の制限は難しい。子どもたちへの安
全は当然第一である。万全の対策をとる
よう努める。

勾
金
11 通学 スクールバスは住民の意見を取り入れて

もらえるのか。
今から検討を進めることとなる。通学・
学校運営支援部会に保護者の方に入って
もらっている。事務局から案を提示し、
危険な箇所なども聞き取り、実際に歩い
てみるなどしルートを提示し、部会・審
議会で更に話し合いを進めていくことに
なる。今後、キロ数や乗降場所や時刻を
決めていくことになる。

町
ｾ
12 ICT 情報教育はどうなるのか 今後のために拡張性のあるものを考えて

いる、無線LAN対応など。予算の制約もあ
るが将来的なことも考えて配線等を考え
ていきたい。

町
ｾ
13 設計 特別教室（理科室）の配置などについて

画面では見えづらかったので数などを知
りたい。

１階に家庭科室、前期の音楽室１、向か
いに多目的ルームがある。２階に前期の
理科室１、後期の理科室２、前期の図画
工作室、後期の美術室がある。３階に後
期の音楽室２、技術室がある。

町
ｾ
14 設計 各教室にエアコンはつくのか。 各教室に付いている。

町
ｾ
15 設計 中庭の地面の材質は、また、ふれあい

モールの地面の材質は。
中庭はゴムチップか人工芝か検討中。土
は管理の関係があるので、考えていな
い。ふれあいモールはコンクリートの予
定、そこでは雨の日の準備運動程度を想
定している。

町
ｾ
16 設計 体育館は２階まであるが天井の高さは大

丈夫か。
上部吹き抜けと２階小運動場とも高さは
十分確保している。

町
ｾ
17 設計 トイレの数が教室の数からして足りない

のではないか。
トイレの数は児童生徒の男女比を鑑み、
適正規模管理表に拠って決定している
が、１階の１・２年生のトイレはデンを
廃止し、便器を増設する方向で検討して
いる。

町
ｾ
18 設計 配膳室の近くにトイレがあるので衛生面

は大丈夫か。
衛生面上問題ないように設計している。

町
ｾ
19 設計 体育館と校舎を入れ替えることはできな

いのか、騒音が心配。
設計事務所と防音を考慮した設計を進め
ている、RC造、複層ガラスなど。今から
設計を変えることは予算の面からも困
難。

町
ｾ
20 設計 配置は地盤調査などを反映して決められ

たものか。
それも含めて現設計図となっている。
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場
所
番
号

分類 質問 回答

町
ｾ
21 設計 校舎は狭くないか。部活動はどうなるの

か。移行期間中に運動公園を利用する
と思うが、不審者への対策はどうなって
いるのか。

近隣でも統合が考えられている、香春町
での特徴は総合運動公園が隣接している
こと、仮設校舎を建てないこと。仮設校
舎は金額がかかる。運動公園がそのまま
学校の体育授業や体育会などで使うこと
ができる。
教育内容の話だが、６－９年生が３階、
義務教育学校では５，６年生から教科担
任制が可能となる。部活動も高学年から
加入が可能となる。現在の中学の部活で
単独でできているのは、香春中のサッ
カーと勾金中の野球のみ。それ以外は他
町村の中学校と合同で中体連に出ている
状況。人数が少なくてできない。開校に
より中学生約２５０人、小学生約５００
人の子どもが同じ学校で学ぶことにな
り、部活動やクラス編成など多様な取り
組みができるようになる。スムーズに開
校できるよう、小小連携、中中連携など
に取り組んでいきたい。あの小（中）学
校が良くないのであちらとは合併したく
ないというようなことがないよう、開校
まで３年かけてすばらしい学校にできる
よう努力していきたい。

中
津
原

22 設計 工事の際に子どもが受験生である。騒音
等で授業等に支障がないようにしてもら
いたい。

影響を少なくするため、南側から校舎を
建設していくなど留意していく。

中
津
原

23 設計 給食センターは近いのにトラックを利用
するのは費用の無駄ではないのか。

設計時に費用を計算し、コンテナで運ぶ
ことは雨天時等の対応などが問題とな
り、総合的な観点からトラックを利用す
ることとなった。費用的な面も含めて。

勾
金
24 設計 子どもたちはどこから校舎に入るのか。 図面を見ながら説明。北側のふれあい

モールの昇降口から入る。
勾
金
25 設計 プールは今のプールを使うのか。 引き続き、運動公園のプールを利用しま

す。
勾
金
26 設計 昨年夏の説明会時に地域の方は、別の入

り口があったように思うが。
来客は来客出入口がある。PTA室があり常
時開放ではないが、北側の出入口があ
る。将来的に多目的ルームや家庭科室も
あるので、地域に開放する場合は図面上
の青色の線で施錠などをし、区別をする
ことを考えている。なぜかというと、災
害時の対応で、避難スペースと授業ス
ペースを区別することを想定しているた
め。

香
春
27 設計 本日は設計にかかる説明会ということ

で、今から細かいところが決まっていく
のか。

おっしゃる通り。本日は設計についての
話。今後部会等を開催し、細かなところ
を詰めていく。必要に応じて説明会を開
催するのでご協力をお願いします。

勾
金
28 設計 学級数に対して、理科室など特別教室が

少ないのではないか。
※事務局にて各階の特別教室についてス
クリーンに投影しながら説明。

勾
金
29 設計 前期トラックには遊具はできるのか。 遊具は学童保育棟の前の低学年のグラウ

ンドに設置予定。
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場
所
番
号

分類 質問 回答

勾
金
30 設計 １年生の教室と職員室の間は屋内か。 図面で説明。中庭があります。

勾
金
31 設計 １年生が職員室に行くときは通る廊下は

あるのか。
校舎はロの字型になっている。昇降口側
からと東側からと、両方から行くことが
できる。

勾
金
32 設計 全学年男子のトイレを全部個室に変更で

きないのか。
同意見は学校施設整備部会でも出た。大
便器を恥ずかしがって入れない子どもも
がいるという意見もあったが、最終的な
結論としては、全て個室は考えていな
い。ただし、低学年のトイレについて
は、待ち時間にお漏らしをしたらいけな
い等の理由で大便器の数を増やす方向で
検討している。

勾
金
33 設計 カウンセラーやスクールソーシャルワー

カーが常駐する部屋はあるのか。できれ
ばカウンセラーも常駐してほしい。

学校の先生などに要望を受けて、保健室
の横に配置を考えている。香春町ではス
クールソーシャルワーカーを雇用してお
り現在も各学校を回っているので、開校
後に常駐かは決まっていないが、ケアは
可能と考えている。カウンセラーは県職
員で週１を考えている。

勾
金
34 防犯 防犯について聞きたい。 図面を見ながら説明。ハード、ソフト両

面が必要と考えている。職員室、地域活
動室などから見守りができるよう工夫し
防犯カメラの設置などを検討している。
やはり、ソフト面、また、先生方や地域
の方の見守りが必要となってくると考え
ている。

採
銅
所

35 防犯 １階の教室側が北側、職員室が南側であ
る。駐車場側にも近い、教室側のセキュ
リティ対策は。

ハード面では監視カメラ、ソフト面では
死角を全てカバーすることは困難であ
り、先生方や地域の方の見守りを考えて
いる。

町
ｾ
36 教育
課程

小小連携、中中連携はどう進めているの
か。

採銅所、香春で連携し外国語授業を行っ
ている、また、５年生のふれあい合宿で
中津原小と勾金小が今年度実施予定。中
中連携は今後検討していく予定。

町
ｾ
37 教育
課程

管理職の数について 現在は各学校１人の校長、１人の副校長
がいる、定数法で決まっている。義務教
育学校は平成２７年に法定化された。校
長１名、副校長１名、教頭２名の４名体
制を考えている。教員数は、法に基づき
配置となるが、開校がスムーズにいくた
めの町単独での教員採用なども考えてい
る。
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場
所
番
号

分類 質問 回答

町
ｾ
38 教育
課程

県の教諭の残業時間が多くて問題になっ
ていると広報で見た。月８０時間を超え
ることのないようにと見た。義務教育学
校になれば教員の仕事は増え、優秀な先
生が来ることができるか疑問に思ってい
る。近隣の小中一貫校の校長の記事では
「難しい、しないほうが良い」などの声
が載っていた。デメリットの話は説明会
ではしない、説明会でも若い人の声を聴
こうとしない、私は非常に危惧してい
る。

私のデータでは、義務教育学校は良いも
のだと認識している。中１ギャップの解
消、子どもたちの接触、切磋琢磨、高学
年が低学年の面倒をみる、不登校の減
少、教師の指導力の上昇など４０数項目
の文科省や県教委が調べた資料がある。
小中一貫校はあくまでも小学校と中学校
が一緒になっただけだが、義務教育学校
は９年間の義務教育を統一して教えられ
るというものである。現在、県内では八
女に一か所ある。大分県や佐賀県にもあ
る。国も国立の義務教育学校を京都府と
福井県に設置した。全国的に９年間の義
務教育をどう見据えていくのかという時
期にきている。
教員の過労死の問題については、香春町
では平成３０年４月から学校にタイム
カードを導入し勤務状況を把握するよう
にしている。また、町では産業医と連携
したメンタルケアについても導入してい
る。今後も努力していく。

中
津
原

39 教育
課程

小中それぞれの運動会はどうなるのか。 学校行事については、教育課程部会で検
討されているが、小学校は秋、中学校は
春でそれぞれ別々に実施することで進め
ている。

中
津
原

40 教育
課程

小学校の卒業式はなくなるのか。 卒業式は中学生のみとなる。しかし、私
立の中学校に進学する場合は小学校課程
の卒業証明がいるので対応する。また、
２分の１成人式というものがある。その
ことも含めて考えていきたい。

勾
金
41 教育
課程

児童会室と生徒会室はどう違うのか。 生徒会は後期：中学生、児童会室は前
期：小学生を想定している。

勾
金
42 教育
課程

９年の一貫した義務教育学校であれば、
児童会室と生徒会室を分けて考えたらお
かしくないか。

前期６年、後期３年で予定しているが、
開校後皆さんのご意見や状況を鑑み前期
後期の期間を変更することもあるが、今
の予定では前期６年の６年生のリーダー
シップが損なわれないよう、自主性をは
ぐくむという観点で分けている。
平成３２年に小学校、平成３３年に中学
校の学習指導要領が全面改訂される。そ
れから新しい９年間を見通した教育を考
えていきたい。全国的には前期４年，中
期３年，後期２年にしている義務教育学
校が多い。町としては学習指導要領の移
行を見ながら工夫していきたい。

勾
金
43 教育
課程

体育会はどうなるのか。 前期は運動会：秋と後期は体育会：春に
それぞれ実施する方向で部会で検討して
いる。
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場
所
番
号

分類 質問 回答

勾
金
44 部活
動

中学校の部活動はそのまま移行できるの
か。なくなることはないか。
グラウンドの図面を見たが、前期トラッ
ク、後期トラックとして記載がない。ど
うなっているのか。

部活動は現在単独でできている部活は香
春中でサッカー、勾金中で野球である
が、開校後は体育館が広くなるので、ク
ラブ数が増えてくると思われる。体育館
には２階部分で卓球等が可能である。弓
道場も総合運動公園にある。公式な広さ
ではないが、２５mプールもある。グラウ
ンドは前期と後期で分けているが、サッ
カーと野球は一緒にはできない。その場
合は運動公園を利用する。できるだけ運
動公園を活用していきたいと思ってい
る。

採
銅
所

45 部活
動

香春中の部活が、バスケとバレーと思う
が、開校後も体育館を半々で使うのか。

体育館は公式ではバスケ１面だが、半分
に割って使うことになる。

採
銅
所

46 部活
動

もし、男子バレー部が出来た場合、コー
トは足りるのか。

体育館はスペースが限られているので曜
日を変えて部活を行うなどの対応を考え
ている。

町
ｾ
47 予算 説明会の頻度が空きすぎている。どれく

らい予算がかかるのか。町の手出しは
どれくらいなのか。

町の予算がどれくらいかかるのか、町と
して最も重要なところ。開校が延期した
理由もそうしたところから。この学校を
香春町の財政力で建てることができるの
か、財政計画を立てている。香春町は過
疎地域に入っている。過疎債は利子部分
の７割が補填される。その活用と補助事
業、学校教育債などを利用する、そうし
たものを試算している。数字は複雑で説
明しにくいが、議会の全員協議会などの
中で了承をしてもらうなど提案をさせて
もらっている。香春町は昭和６０年から
１０年の再建団体に入った、７年で完済
したが、そうしたことにならないように
していかなければならない。よりいいも
のを作りたいが予算を考慮しながら設計
を進めているところ。

勾
金
48 予算 今から約３０年前香春町は赤字再建団体

になり、当時中津原小で私は教頭をして
いた。給食費が入らないので保護者が帰
宅するのを待ち徴収に行くなど、非常に
厳しい財政状況があった。心配するのは
平成３２年度から１年延期したのは財政
上の理由からということであれば、開校
は賛成であるが、心配である。
・南側が運動場で北側が校舎になるとい
う配置は、運動場の乾きの良さなどから
良いことだと思う。

赤字再建団体に陥ると１円も自由に使う
ことができない。そうしたことにならな
いために、財政の裏付け、過疎対策債な
ど活用しながら実施していく。当初の設
計では多くの要望を取り入れたため、当
初計画の予算を超えてしまったため、設
計の再考となった。そのため、１年延期
となった。あらゆる補助金等を活用して
いきます、議会の全員協議会でも財政の
計画も立っていますということで了承を
もらい進めているのでご理解をお願いし
ます。

8



場
所
番
号

分類 質問 回答

採
銅
所

49 予算 ２２日の説明会にも参加したが、これだ
けの施設を作って大丈夫なのか。町の財
政が５８億程。町長に回答してもらいた
い。総工費をお聞きしたい。香春町は子
ども医療費などの中学生までの導入も田
川郡で最後で、また、入学準備金などで
も遅れを取っている。

赤字再建団体に陥ると１円も自由に使う
ことができない。そうしたことにならな
いために、財政の裏付け、過疎対策債な
ど活用しながら実施していく。当初の設
計では多くの要望を取り入れたため、当
初計画の予算３８億を１０億程超えてし
まったため、設計の再考となった。その
ため、１年延期となった。先々の財政シ
ミュレーションの結果、今回この形に
なった。総額で４２億、これは香春町に
は厳しい数字であるが、過疎対策債や補
助金、財政調整基金などを活用してい
く。議会の全員協議会でも財政の計画も
立っていますということで了承をもらい
進めているのでご理解をお願いします。
香春町は福祉についてもやっていくとい
うことで、子ども医療費の拡大は遅くは
なったが水準には近づけて努力している
ということをご理解いただきたい。

50 予算 香春町の教育にかける費用は総予算の１
０－１１％である。町予算が５０億とす
ると、約５億が教育予算である。これは
高い数字である。どういうことかという
と、要保護、準要保護の生徒の支援があ
る。準要保護は要保護の１．３倍のとこ
ろで線を引いて、その枠を超えた場合。
香春町は４０％が要保護、準要保護で、
多いクラスでは６０％を超える。この分
を香春町で、例えば、給食費、修学旅行
費などを負担している。ご要望の子育て
支援をやっていこうとすれば、税金を上
げるしかない。要求はすべて取り入れた
いが財政上の困難がある。子どもたちの
貧困にどう対応していくかが町としても
大きな課題となっている。議会等で議論
をしていきながら進めていきたいと考え
ている。
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場
所
番
号

分類 質問 回答

中
津
原

51 義務
教育
学校
制度

今の学校制度と義務教育学校の違いは何
か。

義務教育学校は平成２７年に文科省が学
校教育法を一部改正し制度化されたも
の。平成２４年ごろには小中一貫校が制
度化された。東峰村にある、これはあく
までも小学校と中学校がある、校門には
東峰村立何々小学校、何々中学校とあ
り、その上に東峰学園とある、別々のも
の。
義務教育学校は小中一貫校の実態調査を
した、中１ギャップ、不登校・いじめな
どが減少した、集団規律が守れるように
なった、などメリットを取り入れて義務
教育学校ができた。この義務教育学校の
特徴は、学年の区切りがないこと。９年
間を通した義務教育を９年でやっていい
というもの。前期４年、中期３年、後期
２年でも可、もう一つは教科担任制が可
となった。５，６年生から導入しても良
い。もう一つは部活動、高学年から体験
しても良い、中体連には高学年は出られ
ないが中学生とともに活動することがで
きる。

52 義務
教育
学校
制度

６，３制の限界を感じている。数年前に
町内の学校が荒れた時期があった、９年
の一環した指導が大切だと感じている。
八女にも義務教育学校ができた、施設一
体型は県内で香春町が初めて。国も京
都、福井と国立の義務教育学校を作っ
た。京都には香春町も視察に行った。そ
うした時代の流れにそった義務教育学校
だと思っている。
平成３７年頃には、採銅所小、香春小は
複式学級になる。勾金中以外は今全て単
学級である。よく義務教育学校にしたら
９年間いじめが続くのではないかと質問
されるがそうではない、今でも単学級で
そういう環境になっている。やはり義務
教育学校が時代のニーズにあったものだ
と思っている。建物だけでなく、教育の
中身が重要である。今後も皆さんの意見
を取り入れながら進めていきたい。

香
春
53 義務
教育
学校
制度

義務教育学校は平成２７年に文科省が学
校教育法を一部改正し制度化されたも
の。東峰村にある、これはあくまでも小
学校と中学校がある、校門には東峰村立
何々小学校、何々中学校とあり、その上
に東峰学園とある、これは小中の校舎が
一緒にあるだけで内容は今までと変わら
ない、別々のもの。義務教育学校は９年
間を通しての教育ということ。開校時は
前期６年、後期３年で予定している。６
年生の卒業式はなく、９年生のみであ
る。ただし、中学転学の小学課程修了証
明書は出します。
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場
所
番
号

分類 質問 回答

54 義務
教育
学校
制度

義務教育学校は小中一貫校の実態調査を
した、小１、中１ギャップ、不登校・い
じめなどが減少した、集団規律が守れる
ようになった、などメリットを取り入れ
て義務教育学校ができた。この義務教育
学校の特徴は、学年の区切りがないこ
と。９年間を通した義務教育を９年で
やっていいというもの。前期４年、中期
３年、後期２年でも可、もう一つは教科
担任制が可となった。５，６年生から導
入しても良い。もう一つは部活動、高学
年から体験しても良い、中体連には高学
年は出られないが中学生とともに活動す
ることができる。

55 義務
教育
学校
制度

平成３７年頃には、採銅所小、香春小は
複式学級になる。勾金中以外は今全て単
学級である。よく義務教育学校にしたら
９年間いじめが続くのではないかと質問
されるがそうではない、今でも単学級で
そういう環境になっている。やはり義務
教育学校が時代のニーズにあったものだ
と思っている。建物だけでなく、教育の
中身が重要である。今後も皆さんの意見
を取り入れながら進めていきたい。
　今後もその都度、説明会をやっていき
方向性を示していきたいのでよろしくお
願いします。

56 義務
教育
学校
制度

６，３制の限界を感じている。数年前に
町内の学校が荒れた時期があった、９年
の一環した指導が大切だと感じている。
八女にも義務教育学校ができた、施設一
体型は県内で香春町が初めて。国も京
都、福井と国立の義務教育学校を作っ
た。京都には香春町も視察に行った。そ
うした時代の流れに沿った義務教育学校
だと思っている。香春町の義務教育学校
は注目を浴びている。それは施設一体型
ということ。田川市の猪位金学園や頴田
学園、東峰学園は小中一貫校、八女に義
務教育学校ができた。香春は非常に古い
歴史と文化をもっている、それらを教科
で教えていきたい、郷土を愛する子ども
たちを育て、香春町に戻ってきてほし
い、そういう思いがある。管理職は、校
長１、副校長１、教頭２の４名で考えて
いる。教員数は定数法に基づきます。教
育内容で教員の数が足らないときは、町
の費用で今も２名雇用していますので、
そういうこともあります。

町
ｾ
57 跡地
利活
用

避難場所について、現在各学校は避難所
として活用されているが、廃校後はどの
ように活用されるのか。

活用するための検討委員会を立ち上げ
て、地域の方の意見を聞きながら検討し
ていきたい。
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場
所
番
号

分類 質問 回答

中
津
原

58 跡地
利活
用

統合後の中津原小の利用方法は決定して
いるのか。

今後庁内委員会を立ち上げ、地域の方に
も入っていただき意見をいただきながら
計画を立てていきたい。有効活用する、
順次地域の方の意見を聞きながら、検討
していきたい。

中
津
原

59 その
他

運動公園の活用をするというが、将来的
な活用は。運動公園はトイレがでたらめ
である。管理上ではなく、水洗でない、
場所が不利という意味で。一般住民も児
童・生徒も使うとなるととんでもないこ
とになるのでは。
また、今の運動公園のプールは規定、公
式なプールになっているのか。
サッカー場も既定の寸法ではないと思
う、全部寸足らずと思っている。
そこは開校に合わせてリフォーム予定が
あるのか。

香春町の財政力でどの規模の学校ができ
るか検討し設計を決定した。しかし、１
０億ほどオーバーしたため見直しをした
結果、やむを得ず平成３３年４月開校に
ずれた。昭和６０年から赤字再建団体に
陥った過去があるので、そうならないた
めに仮設校舎も立てず、削るところは
削って努力してきた。当然学校のプール
はほしい、５０ｍのものが、しかし財政
がないというところで我慢している。
サッカー場はやり方で公式な試合はでき
ると思う。財政的観点から総合的に現在
の基本設計に落ち着いている。やりたい
ことはたくさんあるが、現状ではあれも
これもということは難しい。
運動公園の上段２か所のトイレは汲み取
り式である。開校時の児童・生徒の使用
は、弓道場横の水洗式トイレを想定して
いる。汲み取り式の水洗への改善は今後
の検討課題としたい。

中
津
原

60 その
他

再編に絡めて工事をすれば安く済む可能
性もある。この際改修すべきでは。

上段のトイレは多目的グラウンドとして
算定されるので、浄化槽が大規模なもの
になる。野球大会等で集まる人数で算定
することになる。筒井町長が議員の時に
も要望があり同じ回答をしたことがあ
る。

中
津
原

61 その
他

設備を良くすれば人が集まるのではない
か。グラウンド使用料を契約してとって
いるのは野球クラブの一か所ではない
か。プールも無料ではないか、監視員に
は費用が発生している、料金も田川市民
プールのように徴収しても良いのではな
いか。

今後、保健所とも協議をして何人槽にな
るかなどを調べて検討していきたい。
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◎住民説明会アンケート集計結果 

○説明会出席者数（のべ人数） 

町民ｾﾝﾀｰ 中津原小 香春小 勾金小 採銅所小 合計 

２８ １４ １４ １３ ２７ ９６ 

 

○アンケート回答者 

町民ｾﾝﾀｰ 中津原小 香春小 勾金小 採銅所小 合計 

２８ １２ １３ １２ ２３ ８８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

採銅所小

25人

28.4%

香春小

16人

18.2%
勾金小

17人

19.3%

中津原小

24人

27.3%

町外

6人

6.8%

問２．あなたの年齢はおいくつですか。 

問１．お住まいの地区はどの小学校区ですか。 

29歳以下

0人

0.0%

30～39歳

28人

31.8%

40～49歳

27人

30.7%

50～59歳

9人

10.2%

60歳以上

24人

27.3%
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 問５は３７名の方から回答がありました。 

18.2%

19.3%

8.0%

12.5%

6.8%

10.2%

12.5%

29.5%

23.9%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

小学１年生

小学２年生

小学３年生

小学４年生

小学５年生

小学６年生

中学生

未就学児（０歳～６歳）

上記以外（なしを含む）

よくわかった

19人

21.6%

だいたい

わかった

51人

58.0%

わからなかっ

た

1人

1.1%

説明不足であ

る

5人

5.7%

その他

1人

1.1%

未回答

11人

12.5%

問４．本日の説明会の進め方や内容について。 

問３．お子さんがいる場合、あなたのお子さんについてお答えください。 

問５．小中学校の再編について、ご意見等をご自由にお書きください。 



◆第３回学校再編住民説明会　各会場でのアンケート（自由意見）
番
号

会場 分類 自由意見

1 町ｾ 制服かばん 女の子でもパンツスタイルの制服を選択できると良いと思う。
2 町ｾ 制服かばん カバンの件については、ランドセルが１年で使えなくなったりしたら困る

ので早く教えてほしいです。
3 町ｾ 通学 通学路の安全が確保できなければ延期すべき。
4 町ｾ 通学 今回の説明会の質疑応答でも出ましたが、通学路の整備は期待しておりま

す。特に学校の正門付近が歩きの生徒とバスの出入りで込み合いそうなの
で。

5 町ｾ 通学 通学路が心配です。安全性をしっかり考えていただきたいです。子どもの
健康づくりを考えて歩くことも大切と思います。

6 中津原通学 スクールバスについて、距離のこともあると思いますが、小学校低学年の
子どもたちへの配慮もお願いします。今までの倍の距離があるので。

7 中津原通学 通学路の安全と確認を工事期間中を含め行ってほしい。
8 勾金 通学 子どもたちが安心して通学できる環境になればと思います。
9 採銅所通学 スクールバスなど決める前に、利用しないといけない地域の家庭の意見を

聞いてほしい。
10 採銅所通学 スクールバスは、絶対に出してください。集合場所等も子どもたちに無理

のないようにしてください。
11 採銅所通学 校区が広いところに１カ所だと、スクールバスの意味がないと思います。

とにかく子どもたちが安全に登下校できるようにお願いします。
12 採銅所通学 バス代はかかりますか。
13 町ｾ 設計 配膳室の真横は階段ではなく、真横にエレベーターの設計にできないので

しょうか？
14 町ｾ 設計 設計図は、業者任せのように思える。
15 町ｾ 設計 ふれあいモールの床面を安全面を考えて、コンクリートからゴムチップに

していただきたい。
16 香春 設計 特別支援クラスを増やしてほしい。
17 勾金 設計 障がい者用と給食用エレベーターは分けられるなら分けていた方がいいの

ではとも思いました。おつかれさまでした。
18 勾金 設計 屋外トイレが必要ではないでしょうか。
19 採銅所設計 校舎の説明でクラス配置は変えるとのようでしたが、３階の６年生を中学

生を一緒にして荒れることのないようにお願いします。
20 町ｾ 防犯 職員室がグラウンド側にあるが、防犯面は大丈夫なのか心配。
21 勾金 防犯 校舎内のロックができるのは、安心だなと思いました。
22 町ｾ 教育課程 教育分担において校長、教頭、教務の役割と協力を構築する。
23 採銅所教育課程 職員数の数の変化はどうなるのか。１クラスの人数規模の目安はどうなる

のか。
24 採銅所予算 建設費の概略を言ってほしい。
25 町ｾ 義務教育学

校制度
義務教育学校を甘く見ていては成績は伸びないという情報もあります。

26 勾金 義務教育学
校制度

説明会で再編のメリットとデメリットがあったと思う。デメリットをどう
解決していこうとしているのか。

27 採銅所義務教育学
校制度

今年３月に北九州より香春町に転入してきました。まだまだ町外の人は勾
金中学校に良いイメージを持っている人は少ないです。せっかく新しく学
校をつくるのであれば、香春町のシンボル、子どもたちが胸をはっていけ
るような学校をつくってほしいです。

28 町ｾ 跡地利活用 建設計画は良いと思います。跡地の計画もあわせてください。
29 中津原跡地利活用 旧校舎、体育館、グラウンドの有効利用を今後検討されるとの事ですが、

体育館やグラウンドは地域の避難場所や憩いの場として残してもらえたら
と考えます。

30 中津原跡地利活用 旧校舎について、卒業した者は全てなくなってしまうのは悲しいですし、
思い出の場は残してもらいたい気持ちです。

31 香春 跡地利活用 今の実態（子どもの減少など）を考えると、この流れは仕方がないのかも
しれませんが、地域から学校がなくなるのはとてもさみしいです。

32 香春 跡地利活用 新しい学校ができた後、今使っている校舎が地域の拠点になるような使い
方をぜひしていただけたらと思います。地域のにぎわいが消えませんよう
に、よろしくお願いします。

33 中津原工事 工事中の安全を確保してほしいということが、ただただの願いです。
34 町ｾ その他 子どもに対して非常にやさしくない町。医療の補助は市郡で一番最後。

入学準備金も小学校41％、中学校49％を実施しているのに、これも一番最
後かな？
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番
号

会場 分類 自由意見

35 町ｾ その他 現状、町外の学校に比べ入学時等の事前の説明不足が多い気がしていま
す。義務教育学校の開校を機に改めていただきたいです。

36 町ｾ その他 不安なところもありますが、やると決まっているのなら、子どもたちが安
心して行ける学校をつくってほしいです。

37 中津原その他 我が地域を愛する人に。思いやりのできる人に。
38 中津原その他 工事期間中の運動公園にある設備を利用する場合に基準説明に合うように

してほしい。
39 中津原その他 これからまだまだ先が大変そうでした。
40 採銅所その他 また、夏休みのワークショップのように子どもたちを集めて意見を聞く機

会をつくってください。
41 町ｾ 説明会 資料があった方がわかりやすかった。全部メモをとらなくてはならないた

め大変だった。
42 町ｾ 説明会 事務局側の説明の仕方が少し威圧的に感じた場面があった。
43 町ｾ 説明会 新校舎等の基礎工事について説明を詳しく。しっかりした見解を持ってい

ますか？
44 町ｾ 説明会 通学路、防犯について次回の説明会ではしっかり考えてほしい。
45 町ｾ 説明会 図面を印刷して見せてほしい。
46 町ｾ 説明会 若い委員さんの意見も聞いて（行政は聞かないと嘆いていた）。
47 町ｾ 説明会 今までの説明会の中で最も具体性が感じられた。今後の説明会も期間を短

めに回数を多く実施してもらいたい。
48 町ｾ 説明会 説明会をHP、SNSなどで動画配信しても良いのでは？　生の質問のニュアン

スなど伝わると思いました。
49 町ｾ 説明会 資料（パンフレットなど）なし。持ち帰るものがない。
50 町ｾ 説明会 現職の学校の先生方の意見も複数回に渡って聞きながら進めていってもら

いたいと思います。
51 町ｾ 説明会 引き続き説明会の実施をお願いいたします。
52 町ｾ 説明会 事務局とは何の事務局ですか？
53 町ｾ 説明会 住民の皆さんの意見が反映された計画とは誰の判断？（意見の集約が少な

すぎる）。
54 町ｾ 説明会 保護者のアンケート調査とあるが、平成33年度開校予定に対して、現保護

者対象でなく、全町民にアンケートをとる必要がある。
55 中津原説明会 会議資料（第１回目の時みたいなもの）を配布してほしい。
56 中津原説明会 説明会の内容は理解できました。子どもたちのためにという事を願ってい

ます。そのための住民説明会だと思うので・・・。
57 中津原説明会 住民説明会を行っていますが、地域住民の中には知らない方が多いように

思います。各学校の体育館だけではなく、区単位で話をされるのもよいか
と思います。

58 中津原説明会 資料が少なかった。前の画面だけでは不十分。
59 中津原説明会 資料がもらえれば理解しやすい。
60 中津原説明会 説明会にはじめて参りましたが、大変良かったと思います。全国的にもめ

ずらしい学校づくりが順調にいくことを願っています。がんばってくださ
い。

61 香春 説明会 その都度、説明をしてほしいです。
62 香春 説明会 建物以外は、これから全て説明会、アンケート周知をお願いしたい。
63 香春 説明会 平面、立体図の提示があり、とてもイメージしやすく分かりやすかったで

す。
64 香春 説明会 質問や意見がある時に、ポストのようなものがあればよいと思います。
65 勾金 説明会 一度、図面などのプリントがほしいです。画面だけではよく理解できませ

ん。
66 採銅所説明会 参観日の後など、もう少し保護者が出席できる時間帯で説明会をしてほし

い。
67 採銅所説明会 決定事項ばかり説明されても、説明会に来る意味がない。
68 採銅所説明会 今回はじめて説明会に出席させていただきました。大変参考になりまし

た。
69 町ｾ 託児所 託児所助かりました。
70 香春 託児所 託児があったので、助かりました。ありがとうございました。
71 採銅所学童 学童は、中学生でも入れるのでしょうか。
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● 香春町立小中学校再編推進審議会の役割について 

香春町の各小中学校には、それぞれ歴史と伝統があり、保護者や地域住民の理

解や協力のもと、特色ある教育活動を実践してきました。 

現在、香春町には小学校４校、中学校２校がありますが、少子高齢化が進む中、

児童生徒数の減少は著しく、一部の小学校で約１０年後には複式学級になるこ

とが予想されています。また、一部を除いた学校施設の老朽化も著しく、子ども

たちにとって最良の教育環境とは言えない状況となっています。 

これらの課題を解消するため、香春町教育委員会では、平成２６年１２月の第

４次香春町行政改革大綱などを受け、教育上の観点から、４小学校、２中学校を

再編し、平成３３年４月に９年制の施設一体型の義務教育学校の開校を目指し

準備を進めています。 

この学校再編を進めていくにあたり、必要な事項を審議・検討するために、平

成２７年６月に本審議会が設置されました。 

 具体的には、３つの専門部会 [ 施設整備部会、通学・学校運営支援部会、教

育課程部会 ] で話し合った内容を本審議会に提案し、本審議会で協議を行い、

意見（中間答申）をまとめて、教育委員会に提出するという流れとなります。 

※裏面に推進体制図を掲載しています。 

 

● これまでの審議会経過について 

・ 審議会から２回に渡って中間答申が提出されました。 

① 第一次中間答申（平成２７年１１月２４日） 

９年間を通した教育を行い、施設一体型の学校にすること、現在の勾金中学

校地を建設候補地とすること、スクールバスを基本とした通学方法とすること

が提案されました。 

② 第二次中間答申（平成２８年１２月１９日） 

義務教育学校制度を導入すること、学年段階の区切りは開校時には６－３制

とし、開校後、弾力的に検討していくことが提案されました。 

 

以降、平成 29 年 3/1、6/12、9/25、12/21、平成３０年 3/29 に審議

会を開催し、３つの専門部会での決定内容や基本設計などについて審議・検討を

重ねてきました。12/21 の審議会においては、当初開校予定の平成３２年４月

から平成３３年４月に開校が延期したことについて了承をいただきました。 

 

[今後の建設スケジュール] 

H３０年度 H３１年度 H３２年度 H３３年度 

設計 建築 建築 開校 / 解体等  

基本・実施 校舎・体育館 校舎・体育館 旧校舎（勾金中）解体・グラ

ウンド整備 

 

資料① 
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香春町立小中学校

再編推進専門部会 
① 学校施設部会 

② 教育課程部会 

③ 通学･学校運営

支援部会 

香春町議会（特別委員会） 

香春町長 

教育委員会 

香春町立小中学校再編推進審議会 

◆香春町立小中学校再編整備に関する推進体制図 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

提 案 

調査検討 

 

香春町立小中学校再編推進庁内委員会 

委員長  副町長 

副委員長 教育長 

委 員 会 
委員  各課（室・局）長 

幹 事 会 

総務・まちづくり・住宅水道・ 
教育各課の係長以上 

審議事項の提示 

教育課・学校再編準備室（事務局） 

審議事項に 

対する意見等 
・推進審議会からの意見・要望 

・その他再編に関する問題、情報 

指 示 提 案 

報 告 意見・提言 

総
合
教
育
会
議 

諮  問 
・意見・要望等に 

関する回答 

・審議事項の提示 

答  申 
・再編に関する 

意見・要望等 

協 議 

調 整 



資料②

（敬称略）

所属 氏名 新 役職 備考

1 香春小学校 西田　貴治 主幹教諭

2 勾金小学校 許斐　照美 〇 教頭

3 中津原小学校 川上　三千夫 〇 校長　 副部会長

4 採銅所小学校 宮成　努 主幹教諭

5 香春中学校 松内　隆泰 校長　 部会長

6 勾金中学校 山中　祥道 教頭

7 学識経験者等 松本　健次郎 香春町役場住宅水道課長

○香春町立小中学校再編推進専門部会委員（平成30年度）

任期：当該専門の事項に関する調査・検討が終了するまで　　

学校施設整備部会　　　　　　　
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（敬称略）

所属 氏名 新 役職 備考

1 香春小学校 森　秀二 〇 校長　 部会長

2 勾金小学校 田代　輝浩 主幹教諭

3 中津原小学校 綾部　光浩 教頭

4 採銅所小学校 西畑　真信 〇 教頭

5 香春中学校 武田　倫明 〇 主幹教諭

6 勾金中学校 重藤　公暢 〇 校長 副部会長

7 香春小学校区 水野　稔 〇 香春校区区長会会長

8 勾金小学校区 大田　重憲 宮尾２区　区長

9 中津原小学校区 大野　和広 勾金地区区長会会長

10 採銅所小学校区 大坪　松雄 採銅所区長会会長

11 香春小学校PTA 瀧川　大輔 代表

12 勾金小学校PTA 岩谷　裕子 代表

13 中津原小学校PTA 北原　正 代表

14 採銅所小学校PTA 村上　花絵 代表

15 香春中学校PTA 藤本　利枝 代表

16 勾金中学校PTA 牧　有 代表

17 香春保育所保護者会 河上　朝路 〇 代表

18 勾金保育所保護者会 田中　勝子 〇 代表

19 採銅所保育所保護者会 宮原　絵里 代表

20
社会福祉法人中津原会保護
者

山下　知子 代表

21 香春幼稚園後援会 池口　隆典 〇 代表

○香春町立小中学校再編推進専門部会委員（平成30年度）

通学・学校運営支援部会

任期：当該専門の事項に関する調査・検討が終了するまで　　　　　　
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（敬称略）

所属 氏名 新 役職 備考

1 香春小学校 近藤　義徳 教頭

2 勾金小学校 近藤　真紀 校長　 部会長

3 中津原小学校 太田　智子 主幹教諭

4 採銅所小学校 城丸　広基 校長　 副部会長

5 香春中学校 中園　仁美 〇 教頭

6 勾金中学校 有田　優子 〇 主幹教諭

7 学識経験者等 小泉　令三 福岡教育大学大学院教授

○香春町立小中学校再編推進専門部会委員（平成30年度）

任期：当該専門の事項に関する調査・検討が終了するまで

教育課程部会
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