
 1

 

 

 

 

 

 

両小野小中一貫教育構想取り組みレポート両小野小中一貫教育構想取り組みレポート両小野小中一貫教育構想取り組みレポート両小野小中一貫教育構想取り組みレポート    

 

 

         両小野小中一貫教育はこうして生まれた両小野小中一貫教育はこうして生まれた両小野小中一貫教育はこうして生まれた両小野小中一貫教育はこうして生まれた    

  

＝住民ニーズから先進的教育改革実現までの道のり＝＝住民ニーズから先進的教育改革実現までの道のり＝＝住民ニーズから先進的教育改革実現までの道のり＝＝住民ニーズから先進的教育改革実現までの道のり＝    

 

 

                   

  

 

 

 

 

 

 

平成平成平成平成２６２６２６２６年年年年８８８８月月月月    

    

    

編集編集編集編集・・・・発行発行発行発行    

    

両両両両    小小小小    野野野野    地地地地    区区区区    振振振振    興興興興    会会会会    

両小野小両小野小両小野小両小野小・・・・中一貫化構想懇談会中一貫化構想懇談会中一貫化構想懇談会中一貫化構想懇談会



 2

両小野小中一貫教育はこうして生まれた両小野小中一貫教育はこうして生まれた両小野小中一貫教育はこうして生まれた両小野小中一貫教育はこうして生まれた  

＝住民ニーズから先進的教育改革の実現までの道のり＝ 

 

 その時、両小野小中学校組合教育委員会は、小学校教育委員長遠藤 剛氏、

中学校組合教育委員長古田進一氏、組合教育委員岩下隆弥氏、宇治徳庚氏の何

れも民間出身者４名と、両市町の教育長を加えた６名で構成されていました。 

両小野小中学校組合教育委員会は、塩尻市教育委員会にも、辰野町教育委員

会にも属さない、独立した学校教育のみの教育委員会であり、小学校組合教育

長は辰野町教育長が、中学校組合教育長は塩尻市教育長がそれぞれ兼任してい

ます。 

平成１８年のある日、古田委員長が「我々は毎年入学式、卒業式、運動会な

どに出席し、年２～３回の会議、そして研修視察など、定例的な行事や事案の

検討に加わるだけでよいのだろうか？今や少子化や不登校などが進む中、教育

委員会としてもっとやるべきことがあるように思う」と言われましたが、誰も

それに反応するわけでもなく、古田委員長は続けて言うのに「私は自分なりに

疑問を感じて、先進的な取り組み事例をあちこちから入手してみて、最近では

小中一貫教育が始まっていることを知りましたと」言いました。 

しかし、他の３名は言葉も初めてなら、内容など全く知る由もなく、返答も

出来なかったが、古田委員長から見せられた資料をコピーして、それぞれに持

ち帰って理解を進めようということになりました。そして、改めて集まって議

論を進めた結果、子どもが少なくなり、やがて学校自体、小野の子どもは辰野

町へ、北小野の子どもは塩尻市へ分割・統合化されてしまえば、この小野の里

から学校が消えてなくなってしまうかもしれない。不登校やいじめ問題が全国

的に騒がれている中、両小野とて例外ではないのではないか、その意味におい

て、今から何らかの手を打っていく必要があるということで意見の一致を見ま

した。そこで、その方策の１つとして検討してみる意味があるのではというこ

とになり、そうした観点からさらに調査研究をしてみようという結論になりま

した。 

時には、小学校の会議室で、時には善知鳥峠の食堂に集まっては議論を重ね、

それぞれの考えを文書で持ち寄ったり、次回には古田委員長が整理・提供して

くれた資料で確認をするなど、１年近い月日が経過して、１つの構想がまとま

りました。 

それが平成１９年１月２０日付「小中一貫教育の現状について」（両小野小中

学校の一貫教育検討資料）であります。それを踏まえて、情報収集や現状分析

を行ない、最終的には両小野小中学校組合教育委員会としてまとめたものが、

平成１９年３月１日付「たのめの里小中一貫教育特区実現のために」の構想案

であります。ただし、この内容を両教育長に説明したところ、方や「賛成しか

ねる」と言い、方や「研究してみたい」との返答でした。 
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たのめの里小中一貫教育特区実現のためにたのめの里小中一貫教育特区実現のためにたのめの里小中一貫教育特区実現のためにたのめの里小中一貫教育特区実現のために    

はじめに 

豊かな自然、歴史文化の薫る「たのめの里」は郡境をはさんで１小学校・１

中学校を児童生徒が毎日往来して５０年余の歳月が流れている。 

 同じメンバーで９年間学習するいわば広義の小中一貫教育でもあるが、この

実態をさらに発展的に考え、名実ともに「特色ある小中一貫学校づくり」を進

めて「たのめの里の教育」をより進化させたいと考える。 

 少子化の流れは「たのめの里」も同様で、このままでは学校及び地域の活力

低下が危惧されるばかりか「たのめの里」から学校が消えてしまうかもしれな

い。そんな認識のもと、組合教育委員会は次のような「たのめの里の一貫教育

システムの構築」を図り、学校と地域の活性化に寄与すべき両小野の学校教育

改革を提案するものである。 

 

１． 特区の概要 

 小学校・中学校と保育園を視野に入れた“一貫カリキュラムの連携型小中一

貫教育”により、「確かな学力」「心の教育」「たくましく生きる力」を醸成し「人

間性豊かな粘り強くやりむくたのめっ子」を育てる。（別図参照） 

 

（１）一貫教育の意義                             

① ９年間一貫した「系統的・一体的」な学習指導や生徒指導の展開ができる。 

② ９年間の「長期展望の中で、少子化時代の子供の発達や興味・関心に応じ

た持続的な教育が展開できる。 

③ ９年間の「幅広い年齢」の子供たちの交流ができ、小・中学校教職員の連

携も深めることができる。 

④ ９年間を通じ「今日的な課題（いじめ・不登校・食育等）」に対応できる。

すなわち教育活動と地域との連携、そして家庭が今以上に一体となって、

豊かな人間性や社会性をはぐくむことができる。 

（２）小中一貫教育の考え方 

① 施設は既存の校舎を活用しソフト的な「連携型小中一貫校」とする。 

② 小中学校を６年・３年制としてとらえるのでなく、義務教育９年間を４

年・３年・２年制に編成する。 

③ １～９年生は各教科の内容を見直し、大胆な再編による確かな学力の向上

を目指す。 

④ 「たのめ科」を新設し、たのめの里の自然・歴史・文化等の体験的学習ス

タイルを積極的に取り入れ郷土を愛する子供を育てる。 

⑤ さらに「英語科」「コミュニケーション科」等を新設し、低学年から英語

力やコミュニケーション能力を磨く。 

⑥ 本特区のもう一つのねらいは、小学校舎内で現状分離している保育園を併

設し、幼児教育も一貫化の視野にいれる。 
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（３）小中一貫教育の目的・目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２． 小中一貫教育基本構想検討委員会（略称：一貫化構想検討委員会） 

 たのめの学校が未来永劫に存続し、多様化する社会・教育のニーズにマッチ

した学校づくりを地域・行政が一体となって出来るだけ早期にこれらの主旨が

活かされる推進計画を構築する必要がある。 

 そこでその道の専門家（行政、教師）各階層（年齢、男女等）等から人材を

選択し、一貫化構想検討委員会を設置して、答申内容を検証しながらステップ

アップさせて行く。 

 

 

推進スケジュール（案） 

  平成１９年３月～  ：両行政事務局及び地域代表組織との協議 

  平成１９年７月   ：一貫化構想検討委員会設置（組合議会提案） 

       ８月   ：活動開始 

               （必要によりアンケート、視察等実施） 

  平成２０年７月   ：第一次計画まとめ（中期教育計画等） 

      １２月   ：（住民説明会等実施） 

  平成２１年３月   ：最終計画まとめ → 内閣総理大臣への認可申請 

  平成２２年４月   ：実施目標 

幼・小・中の連携型一貫カリキュラムによるトップレベルの学力と幼・小・中の連携型一貫カリキュラムによるトップレベルの学力と幼・小・中の連携型一貫カリキュラムによるトップレベルの学力と幼・小・中の連携型一貫カリキュラムによるトップレベルの学力と

学校力（人間性豊かな粘り強くやりぬくたのめっ子）を可能にする。学校力（人間性豊かな粘り強くやりぬくたのめっ子）を可能にする。学校力（人間性豊かな粘り強くやりぬくたのめっ子）を可能にする。学校力（人間性豊かな粘り強くやりぬくたのめっ子）を可能にする。    

幼幼幼幼     1111 年・年・年・年・2222 年・年・年・年・3333 年・４年・４年・４年・４ ５年・６年・７年５年・６年・７年５年・６年・７年５年・６年・７年     ８年・９８年・９８年・９８年・９

（初期）（初期）（初期）（初期）     （前期）（前期）（前期）（前期）     （中期）（中期）（中期）（中期）     （後期）（後期）（後期）（後期）     

基礎・基本の習得・定着基礎・基本の習得・定着基礎・基本の習得・定着基礎・基本の習得・定着                                                                                                    

                                                                                個性・能力（適性）の個性・能力（適性）の個性・能力（適性）の個性・能力（適性）の

〔各教科〕幼・小・中を通して各学年毎の目指す教育の実践〔各教科〕幼・小・中を通して各学年毎の目指す教育の実践〔各教科〕幼・小・中を通して各学年毎の目指す教育の実践〔各教科〕幼・小・中を通して各学年毎の目指す教育の実践     

特定分野の優れた能力の育成特定分野の優れた能力の育成特定分野の優れた能力の育成特定分野の優れた能力の育成     

〔たのめ科〕知る・学ぶ・体験する・考える・たのめっ子学習〔たのめ科〕知る・学ぶ・体験する・考える・たのめっ子学習〔たのめ科〕知る・学ぶ・体験する・考える・たのめっ子学習〔たのめ科〕知る・学ぶ・体験する・考える・たのめっ子学習     

〔英語科・コミュニケーション科〕実践に生かせる能力〔英語科・コミュニケーション科〕実践に生かせる能力〔英語科・コミュニケーション科〕実践に生かせる能力〔英語科・コミュニケーション科〕実践に生かせる能力
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                                以上 

 

平成１９年３月１日 

  提案者   ：両小野小中学校組合教育委員長 遠藤 剛  古田 進一 

        ：両小野小中学校組合教育委員  宇治 徳庚 岩下 隆弥 

 

そして、このテーマを進めるには住民とのコンセンサスが最も大切であると

いう共通の認識から、住民代表組織である「両小野地区振興会」に受け止めて

もらうのが良いとして、構想案の説明会をもって理解いただき、一体的に取り

組むことがより進めやすいという結論に至りました。 

 平成１９年５月６日の両小野地区振興会（会長：宇治徳庚⇒平成１９年４月

から辰野町議会議員）総会の席上、事前に組合教育委員会より申し入れを受け

ていた「両小野小中一貫教育構想」を全員で聞くことになり、古田委員長の資

料説明を受けて議論した結果、わからないこともあるが、進めてみてダメなら

やめればよいのでは、という声に押されて、折角だから１つのやり方として『小

中一貫化構想懇談会』を設置し、振興会・組合教育委員会が協働して進めてゆ

くことが良いとされました。そして、振興会長を座長とする懇談会が発足し、

その構成は、振興会から６名、組合教育委員４名、小中 PTA 代表８名、保育園

代表２名、振興会事務局２名の合計２２名のメンバーが承認されました。 

 

 

両小野小中一貫化構想懇談会の設置について両小野小中一貫化構想懇談会の設置について両小野小中一貫化構想懇談会の設置について両小野小中一貫化構想懇談会の設置について    

１、目的・背景 

   ・たのめの里の小中学校は少子化野中で年々減少を続けている。 

  両行政（塩尻市・辰野町）の流れは統廃合という方向に向かって両小野

小中学 

校もその中に組み込まれる状況もそう遠くないと考える。 

  ・その時に絶対反対を叫んでも、もはや手遅れであり、自らの力でこの小

中学校を何らかの形で存続させるのは私たちの意志によるところが大で

ある。 

  ・「少子化」ゆえに「地方」ゆえに今、全国レベルで学校のあり方を再構

築する市町村も出てきている。「教育特区」という新しい制度を念頭に置

き協議している。 

  ・しかし、この両小野は２つの行政にまたがる学校運営が行なわれており、

どちらがイニシアテイブをとるかも難しい実態がある。 

・そこで行政まかせでなく、地域住民が主体にこの問題を取り上げ、ボト

ムアップの施策をまとめ行政を動かしたい。その受け皿として両小野地

区振興会という格好の組織が母体となり活動することが良いとされた。 

  ・教育をテーマに活動するのは初めてのことである。   
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   塩尻市や辰野町では小学校・中学校とも 1 校であり、現に児童生徒は

同一メンバーで 9 年間一貫した教育環境に身を置いているので、この構

想には,最適条件の学校である。 

２、進め方等 

  ・両小野地区振興会及び組合教育委員海と小中学校ＰＴＡ、保育園保護

者会の代表が一堂に会する組織を両小野市区振興会の傘下に置き、幅広

い意見交換の中から、めざす一貫校の形を一定期間でまとめあげたい。 

 ・まとめた内容を両小野地区振興会として認知し、平行して塩尻市・辰野

町教育委員会及び理事者への説明を行なう。 

  ・最終的には両小野小中組合議会において両組合長のもと認証されて初

めて実行可能な推進計画・予算計画として制定されるものと判断する。 

よって、懇談会の活動期間は住民のニーズの把握とその方向付けをもって、

両小野地区振興会への報告までとし、そのためのスケジュール等は懇談会での

協議に一任する。 

 

                                         

平成 19 年 7 月 20 日 

両小野地区振興会 

 

これにより構想懇談会が毎月定期的に開催され、構想案の理解とさらなる具

体化が進展して、住民説明会に向けての資料作りが一歩一歩積み上げられて行

きました。 

平成１９年９月２１日には、小中一貫化構想懇談会の取り組み状況を踏まえ

て、その経過を携え長野県教育委員会へ出向き、御子柴義務教育課長（後の塩

尻市教育長）他を訪ね懇談会を実施する機会を戴きました。 

県としては、小中一貫校について進んだ考えは持っていないが、今後県とし

て何が出来るか検討したい。さしあたって県教育委員会職務代理者（東京品川

で一貫教育を先導）の葉養正明東京学芸大教授との接点をもって、理論付けを

した方が良いと思うので、連絡方法等を紹介します」と前向きな対応を示して

いただきました。（懇談会会議録あり） 

 平成１９年１１月６日県教育委員会職務代理者葉養教授を県庁に訪ね一貫

化構想懇談会代表メンバーとの懇談会を行ない「両小野小中一貫教育構想につ

いて」の説明をいたしました。 
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両小野小・中一貫教育構想の推進について両小野小・中一貫教育構想の推進について両小野小・中一貫教育構想の推進について両小野小・中一貫教育構想の推進について    

両小野地区振興会 

１９，１０、吉日 

１． はじめに 

 両小野地区振興会は少子化時代に直面する両小野小中学校が、今のまま何も

手を打たなければ確実に「たのめの里」から学校が消えてしまうという危機感

の中、時代を先取りする新しい学校システム（小中一貫構想）により、今の小

中学校を一本化して「たのめ学校」（仮称）とするべき提案内容を、去る６月小

中学校組合教育委員各位からお聞きした私たち振興会は地域振興の観点からも

大変結構な政策であると判断し、この方向性に添って一体的に推進することに

合意致しました。 

 

２． 両小野地区振興会の構想推進の考え方 

◇ 両小野小・中学校はそれぞれ組合立学校としてスタートして以来５０余

年の歳月が流れ、この間に「たのめの里」の教育基盤の確立・推進は行政・

学校・地域の連帯の中で、初期の目的は達成されて参りました。しかし  

５０年を経て新たな課題も見えて来ました。 

◇ 即ち今や少子化の波はいや応なしに押し寄せ、平成１８年度では中学校

卒業生５１名に対し、小学校入学児童は２８名と９年間で半減しており、

小中両校の総勢３７０名もこれまた２０年前の半分となっています。 

◇ 隣接する川島地区の児童館はついに３名をもって閉園の方向にあり、 

それは近い将来小学校に波及するわけであり、次は小野という見方もある

中、地域から学校が無くなるのは次代の希望が失われるわけであり、何と

かしたいといった思いだけでなく、攻めの生き残り策はないかと考える時

に、この提案は「たのめの里」に新しい風を呼ぶまさに希望の学校づくり

となり得ると考えるものです。 

◇ 同じメンバーが小・中学校９年間を通して同じ学び舎に通うという他で

は見られない特異性をより発展させる為に、今の６・３制から義務教育９

ヵ年をトータルシステムとして再構築しようというものであり、中身の充

実を確実に実践して行政間の壁をも乗り越えたモデル校に出来ると信じま

す。 

◇ また、厳しい財政事情はいづこも同じであり、この構想の原点（ハード）

は既存の小・中学校舎をそのまま活用しソフト的につながれた１つの学校

（たのめ学校）として知恵と情熱をもって運営する新学校方式であり行財

政的に見ても新築統合校よりも効果は大なるものがあると考えます。 

◇ 他の地域から「たのめ学校」に入りたい、「たのめの里」に住みたいとい

う親子がこの地をめざしてもらえる真に魅力ある学校・力強い内容で勝負

する学校になるべく目的意識をもって皆で力を合わせて前進したいと考え

ます。 
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３． 小・中一貫教育構想の概要 

◇ 施設は既存の小学校・中学校校舎を活用し、ソフト的な「連携型小・中

一貫校」とする。 

◇ 義務教育の「６年・３年制」としてとらえるのでなく、９年間一貫した

「系統的・継続的」な学習として、子供の発達段階（身体面、思考面）を

考慮して「４年・３年・２年制」（案）に編成する。 

◇ ９年間の「幅の広い年齢」の子供たちの交流を重視し、豊かな社会性や

人間性を育成する。 

◇ １～９年生は各教科の内容を見直し、大胆な再編による「確かな学力」「心

の教育」「たくましく生きる力」を醸成し「人間性豊かな粘り強くやりぬく

たのめっ子」を育てる。 

◇ もう１つのねらいは、小学校校舎内で現状分離している保育園を併設し、

幼児教育も一貫化の視野に入れる。 

（別紙の小・中学校組合教育委員会資料参照） 

 

４． 今後の進め方 

 今後、各種団体（学校の先生、小中学校ＰＴＡ、学校評議員、保護者会、住

民等）と説明会を重ねる中、最終的に住民の総意をアンケート等で数値化して、

両行政と県教育委員会に提案し、行政主導の小中一貫教育基本構想プロジェク

トとしてバトンタッチするまで全方位で「急がず、あわてず」さりとてスピー

ド感をもって展開して参ります。 

 

 

また、葉養教授には翌年２月２１日に両小野地区を訪問いただき、午前中は

矢彦神社・小野神社、小野宿問屋などを視察、午後には小中学校を訪問、授業

参観後、小中学校教師との意見交換を行い、夜はパークホテルに１泊され小学

校教育長・小学校長はじめ組合教育委員及び振興会代表メンバーを交えての懇

親会でザックバランな意見交換を実施しました。 

 そして、第４回一貫化構想懇談会では会としての構想案がまとまり、説明で

きる資料に仕上がったことで、先行してＰＴＡ等学校組織ごとに現時点の説明

会を開催することを決め実施して行きました。まず、①小学校保護者・教師②

中学校保護者・教師③小野保育園保護者・保育士④北小野保育園保護者・保育

士⑤再度中学校保護者・教師で約１５０名が参加しました。 

 これらの説明会で戴いた質問・意見を集約し、その後の一貫化構想懇談会

での意見交換の末、１３ページのＱアンドＡを作成しました。これも加えなが

らいよいよ本命の「住民説明会」へと歩を進めて行くことにしました。 

  ⇒住民説明会資料『特色ある小中一貫校を目指して』（別添カラー資料参照） 
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小・中一貫教育校についての小・中一貫教育校についての小・中一貫教育校についての小・中一貫教育校についての QQQQ＆＆＆＆AAAA    

 

Ｑ １  「４・３・２」（案）の学年区分にしたのは、なぜですか。 

Ａ １  ９年間の義務教育を従来は「６・３」の２期に分けていましたが、

発達段階を踏まえて３期に分け、それぞれの期間における指導のねらいや

重点を明確にすることによって、これまで以上に指導の充実を図ることを

目指しています。 

    また、学年の区分については様々な考え方がありますが、①思春期を

迎える５年生あたりから自尊心感情が落ち込む②５年生と７年生で問題行

動の発生率が高まる③中学入学時に不安を抱く④身体の発達や初潮を迎え

る年齢が、６・３制が制度化したときより大幅に早まっている⑤１～４年

生は具体物を通した思考が中心で、５年生から成長するにつれて抽象的な

思考ができるようになり、論理的な考えができるようになることを踏まえ

て、１・２・３・４年生をⅠ期、５・６・７年生をⅡ期、８・９年生をⅢ

期と考えています。ただし、両小野地区の児童・生徒の実態を詳しく調査

して、慎重に進めます。（詳しくは前回の説明資料をご覧下さい） 

Ｑ ２  ５年生から中学校の校舎で生活するのは、なぜですか。 

Ａ ２  ５年生から中学の校舎で生活することによって、５・６・７・８・

９年生との豊かな交流やふれあいを、日常的に深めることが出来ます。ま

た、選択学習や部活動など、学年の枠を超えた豊かな学びや体験を実現す

ることができるので、これまで以上に、思いやりや協調性、社会性などを

はぐくむことができます。さらに、５・６年担当教員も一緒に中学校校舎

へ行き、中学校の教員とともに連携して指導にあたることによって、きめ

細かく子供たちの成長を見守りながら、より適切な指導が展開できます。 

     学習面でも、５・６年担当教員による授業に加えて、中学校の専門

性の高い教員による教科ごとの授業が行われるので、これまで以上に充実

した学習が期待できます。 

Ｑ ３  現行の教育内容と変わる部分については、特に不都合は生じない 

のか 

Ａ ３  文部科学省の「学習指導要領」を基本とした小・中一貫の教育内容

を作成いたします。新にたのめ科や英語科が加わりますが、１～４年生は、

他の教科の教育内容は現行と大きく変わりません。５から７年生は、小・

中一貫教育ならではの新たな単元を検討して、加えたり統合したりする部

分がありますが、他校等のそれと大きく異なるわけではありません。８・

９年生では、選択教科が増えますので、そこで得意な分野の力を伸ばすこ

とや不得手な分野を補うことができます。 

Ｑ ４  運動会や音楽会などの学校行事は、小・中学校が合同で行う 

のですか。 

Ａ ４  一貫教育校のよさを積極的に生かし、小学生・中学生が学年の枠を
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超えて合同で学習したり、運動会や音楽会などの学校行事や部活動などを

通して、異年齢の子供たちがふれあいや交流を深めることができるよう、

工夫していきます。 

Ｑ ５  転入や転出する場合、困るようなことはありませんか 

Ａ ５  転入や転出については、今までどうりの手続きで行うことが出来ま

す。今までの転校の場合でも、各地方教育事務所内や自治体で使用してい

る教科書が違いますので、転入に際して学習してきた内容の違いを埋める

必要があります。小・中一貫教育に移行しても１～４年は学習内容に大き

な差異はありませんので、ほぼ問題はありません。５～７年生については、

中学校での学習内容の一部分を早めに学習する場合もありますが、大きな

問題を生じることはないと考えています。また、先進校の事例を研究して、

スムーズに転入や転出できるようにしていきます。 

Ｑ ６  小・中一貫教育の全校実施はどのようにしますか 

Ａ ６  小・中一貫教育への移行は、初年度に１～４年生からスタートし、

５年間で移行を完了する予定です。たのめ科、英語科については初年度か

ら全学年で実施できるように準備する予定でいます。これまでの学習指導

要領の改訂にあたっても３年程度の移行期間がありましたが、小・中一貫

教育についても同様に段階的に移行していきます。例えば１年目は、中学

校の専門性の高い教員が小学校で英語等の教科毎の授業を取り入れ、２年

目は、小学校６年の担当教員が一緒に中学校校舎に移動し、３年目は、小

学校５年が移動する等、段階的に毎年その結果を検証をしながら移行して

行きたいと思います。なお、区民の賛同を得て、専門の先生や両小野小中

学校の教師が入った小中一貫教育基本構想検討委員会が設置できた時点で、

細部の検討を行い、児童・生徒がとまどったり、学習内容が抜けたりしな

いように十分配慮していきます。 

Ｑ ７  小・中一貫教育校が、少子化対策になるのか 

Ａ ７  少子化は出生率が２．０８を下回ると少子化が進んでいると言いま

すが、平成１６年度の出生率は１．２９です。少子化が進んできた理由と

して、①女性の高学歴化②晩婚化③未婚化④住環境の問題が挙げられてい

ます。また、男性の長時間勤務や高度成長期のように男性が外で稼いでく

る給料だけでは、家のローンや子供の教育費 etc.をまかなえなくなってきて

います。にも関わらず女性が勤務と家庭を両立できるような社会の仕組が

なっていない。従って国や地方自治体、企業が制度面で仕組を見直す取り

組みが求められています。少子化の進行は、子供の切磋琢磨する機会の減

少や、親の子供に対する過保護・過干渉を招きやすくするなど、子供たち

への教育面への影響が大きく、学校教育においても重要な課題です。少子

化で小規模化した学校教育のデメリットを緩和して確かな学力や豊かな人

間性・社会性をはぐくむ教育の１つが小中一貫教育と思っています。先進

事例では、一貫教育校の導入検討段階では反対意見がありましたが、設立

後は、アパートやマンションを購入して小中一貫教育校に入学させる若い
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世帯が増加していると聞いています。学校選択性になっていない両小野地

区は事情が違いますが、確かな学力や特色ある教育で他地域から集まるよ

うな魅力ある学校にしていきます。 

Ｑ ８  小・中一貫教育校になった時、学校の先生などの配属は決められる 

のか 

Ａ ８  先生の配属は、都道府県の地方教育事務所が中心ですが、一般教員

は学校長の意見、学校長・教頭は両小野小中学校組合教育委員長の意見を

反映して決められています。教育特区を国に申請し認定されると、両小野

小中学校組合教育委員や保護者、地域の意見が強く入って、松本・伊那教

育事務所に配属を御願いでき、決定承認できます。 

Ｑ ９  授業日数の問題で、英語が低学年から入って、進め方は上手く行くの

ですか 

Ａ ９  現在小学校６年、中学校３年で別々にカリキュラムを組んでいます

ので、ダブりがあります。必要なダブりは残し、ムダなダブりを省くと、

約１年早く義務教育のカリキュラムが組めますので、義務教育で実施しな

ければならないカリキュラムを９年間でゆとりを持って実施できます。ま

た、ステップ学習を取り入れて、児童生徒一人一人に合った進め方をして

いきます。 

Ｑ １０  学校形態は連携型だそうですが、設備一体型にしないのか 

Ａ １０  小規模学校では施設一体型が、より多くの異年齢の子供たちのふ

れあいや交流をふかめることができ、思いやりや協調性、社会性などをは

ぐくむことができます。現存の校舎の教室数などは充分であるが、付随設

備（低学年用・高学年用プール等）を建設しなければなりません。現時点

では、中学校の特別教室も財政面で建設できない状況であります。職員会

議等で先生の異動の負担が掛かるが、当面連携型で進めて、長期的には付

随設備計画を立案して設備一体型へ進めてまいりたいと思っています。な

お、小・中一貫教育基本構想検討委員会が設置できた時点で、細部の節減

効果と投資金額を検討してまいります。 

Ｑ １１  勉強ができる子＝エライ子にならないか 

Ｑ １１  一人一人の習熟度や能力に応じた指導を行い、基礎・基本的な内

容の確実な定着を図るとともに、個性や特性を生かし個々の児童・生徒の

学力をのばします。習熟度別学習を取り入れ、小単元の終末に診断テスト

を実施し、その結果を基に、習熟度別グループ編成による指導を２～３時

間程度行う。学習内容の習得に個人差が発生しないようにしてまいります。

また、学期中に学習した内容を復習し、基礎・基本を定着させるための補

充学習を数日間集中して行う。この際、習熟度別のグループ編成して、個

に応じた指導を展開してまいります。 

Q １２  学校名は「たのめ学校」とするのですか 
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A １２  「たのめ学校」とは仮称です。全国の一貫教育学校名の傾向は、設

備一体型は、品川区の日野学園や松本市の才教学園等が多いです。設備連

携型は、佐賀市の芙蓉小中学校や土佐郡の小川小・中学校等です。また、

設備連携型でも、中学校 １校、小学校が複数学校は、今までの学校名を

そのまま使っています。名称については、両小野区民の意見を反映して決

定していきます。 

 

Ｑ １３  新しい教育システム構築の進め方を教えてください 

Ａ １３  およそ次のような流れで進めていく予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小規模学校の最適な教育システム案のまとめ小規模学校の最適な教育システム案のまとめ小規模学校の最適な教育システム案のまとめ小規模学校の最適な教育システム案のまとめ     

☆小・中連携の強化 ☆小・中一貫教育校 

☆コミュニティースクール（都市の児童生徒との交流）

etc. 

Ｈ１８年Ｈ１８年Ｈ１８年Ｈ１８年     

１０月～４月１０月～４月１０月～４月１０月～４月 

両小野地区小中学校組合両小野地区小中学校組合両小野地区小中学校組合両小野地区小中学校組合    教育委員教育委員教育委員教育委員     

Ｈ１９年Ｈ１９年Ｈ１９年Ｈ１９年     

６月～８月６月～８月６月～８月６月～８月 

小・中一貫小・中一貫小・中一貫小・中一貫構築懇談会構築懇談会構築懇談会構築懇談会     

☆市・町議員 ☆両小野地区区長 ☆両小野地区教育

委員 

両小野振興会への説明と方向性の検討両小野振興会への説明と方向性の検討両小野振興会への説明と方向性の検討両小野振興会への説明と方向性の検討     

☆意見交換 

Ｈ１９年１０月Ｈ１９年１０月Ｈ１９年１０月Ｈ１９年１０月

～Ｈ２０年３月～Ｈ２０年３月～Ｈ２０年３月～Ｈ２０年３月 

保護者・両小野地区民説明会保護者・両小野地区民説明会保護者・両小野地区民説明会保護者・両小野地区民説明会     

☆意見交換 ☆アンケートの実施 

小・中一貫小・中一貫小・中一貫小・中一貫構築懇談会構築懇談会構築懇談会構築懇談会     

両小野小中学校組合議会で審議両小野小中学校組合議会で審議両小野小中学校組合議会で審議両小野小中学校組合議会で審議     

☆アンケート結果と予算 
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説明会は①北小野地区センター（３２名）②小野地区農民研修センター（４

６名）第２次③北小野地区（４ケ所１３０名）④小野地区（２ケ所４８名）を

３ケ月かけて終了して賛否多様な意見をいただきましたが、最終的には住民意

向調査による結論付けが必要であるとして、調査内容について一貫化構想懇談

会で煮詰め、平成２０年６月両小野地区全世帯対象にアンケートを実施するこ

とを決定いたしました。 

この間,両小野小中組合議会の席上、宇治議員（小中一貫化構想懇談会座長）

から、両小野における小中一貫教育への取り組みの経緯と進捗についての、以

下の様な報告が行われました。 

 

 

経過報告                      平成 20 年 3 月 26 日 

 

経過報告 両小野小中一貫校（構想）への取り組みについて 

小中一貫化構想懇談会 

1、今なぜ 

・平成 19 年 6 月 26 日 組合教育委員長・委員各位から 1 年前より検討して

来たという１つの提案両小野地区振興会に示されました。それは、“両小野

賞・中学校を地域ぐるみで一貫校とする構想で、新たな 9 年制の小中一貫

校づくりを目指してはどうか”というものでした。 

・・その内容を聞き議論し１つの結論に至ったのが、組合教育委員長及び委

員、両小野地区振興会代表、小・中ＰＴＡ・保育園代表者で構成する「懇

談会」を設置し、当面の受け皿組織として発足させるという決定でした。 

 ・またこの間、小・中学校教諭対象の一貫教育に関する講演会を開催し一定

の構想の理解／浸透を図っているところです。 

 

ＨＨＨＨ20202020 年年年年 4444 月～Ｈ月～Ｈ月～Ｈ月～Ｈ

２２２２1111 年３月年３月年３月年３月 

運運運運    営営営営    課課課課    題題題題    のののの    検検検検    討討討討  

開開開開    設設設設    準準準準    備備備備  

Ｈ２Ｈ２Ｈ２Ｈ２０年４月０年４月０年４月０年４月 
小・中一貫教育全体構想の作成小・中一貫教育全体構想の作成小・中一貫教育全体構想の作成小・中一貫教育全体構想の作成     

☆児童生徒の詳細な意識調査 ☆両小野区民意見反映 

小・中一貫教育基本構想検討委員会小・中一貫教育基本構想検討委員会小・中一貫教育基本構想検討委員会小・中一貫教育基本構想検討委員会     

☆大学教授・小中校長、教師・教育委員・市町教育部
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２、そのねらい 

 ・全国では大都会の学校から少子化に悩む地方の学校まで、今やそれぞれ

の地域性と特異性を盛り込んだ、多種多様な一貫校が 50 校近くも進行して

おり、両小野も決して速すぎもせず、遅すぎもせずという思いがあります。 

・両小野の場合、小学校１つ、中学校１つで今でも 9 年か同一メンバーで

共同生活しているものの、6・3 制の枠組みのなかでよく言われる「中 1 ギ

ャップ」「不登校」等もないわけでわない中、新たな教育方式（９年制）で

『今を見直し』『子どもにとって良い学校を目指す』ものです。（別紙参照） 

 ・両行政のリーダーシップで進めていただければ有難いプロジェクトです

が、地域が分かれていることは、これもまた１つの課題であります。だか

らといって、手をこまねいていては過ぎ行く時間は取り戻せません。これ

は即ちボトムアップの住民活動であります。 

 

３、そしてこれから 

 ・当懇談会はこの６月を目途に「住民アンケート」を行い「賛否」を問い

かけ“賛成多数”であれば正式に両行政にその旨をお伝えして、次なるス

テップへ歩を進めたいと考えています。 

・ 元来、小中一貫教育システムは専門スタッフによって両小野に房和紙

教育内容（カリキュラム・副教材・人材配置・体制構築等）や設備の

活用を図るべきものと考え、真に行政主導の『検討委員会』の設置が

待たれるところです。 

 

平成２０年６月３０日 

両小野地区振興会 

小中一貫化構想懇談会 

両小野小・中学校一貫教育校構想の 

         住民意向調査結果について 

 

１．総括 

・ 両小野地区全戸対象に行った住民意向調査は初めての試みでしたが関係者

及び住民各位のご協力で７５％という高い回収率をもって集約することが

出来ました。 

・ その結果から見えてきたことは次の点であり、その民意を尊重した方向付

けを早急に行います。 

（１）「9 ヶ年を通した小中一貫教育の導入について」は 

   ①いいと思う（５１．２％） ②どちらかというといいと思う（２３．

０％）の数値（合計 ７４．２％）から「賛成多数」と判断致しました。 

（２）「行政主体の両小野小･中一貫教育検討委員会（仮称）の設置について」

は 
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   ①賛同する（５６．６％） ②どちらかというと賛同する（１６．

８％） ③一任する（１８．１％）という  圧倒的数値（合計 ９１．

５％）から本格的推進に向けた取り組みが求められていることも判明致

しました。 

 ・よってこの結論をもって今後の計画は次の様に進めて参ります。 

  ７／６（日）両小野地区振興会開催 

   ①意向調査の結果確認と方向付け 

   ②小中一貫化構想懇談会の発展的解散 

  ７／中旬  塩尻市長・辰野町長、両教育長に対して住民要望を踏まえた

「申し入れ書」の提出 

  以降は行政主体によるこの構想の早期実現を期待するものです。 

２．調査対象 

 辰野町小野・塩尻市北小野地区の全家庭に一枚ずつ配布して、ご家庭で話し

合った結果を記入して頂いた。 

３．調査方法 

本調査は、小中一貫化構想懇談会からの委託により、両小野地区の区長が実

施した。 

４．調査実施期間 

 平成２０年６月初旬から６月２２日 

５．回収結果（有効回収数） 

 ①辰野町小野地区（７９０戸）  ： ５８５通（回収率７４．１％） 

 ②塩尻市北小野地区（６４３戸） ： ４９４通（回収率７６．８％） 

  合計 両小野地区（１４３３戸） ：１０７９通（回収率７５．３％） 

６、 調査結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.0%0.0%0.0%0.0%

10.0%10.0%10.0%10.0%

20.0%20.0%20.0%20.0%

30.0%30.0%30.0%30.0%

40.0%40.0%40.0%40.0%

50.0%50.0%50.0%50.0%

60.0%60.0%60.0%60.0%

70.0%70.0%70.0%70.0%

子供のいる家庭（15歳以下）子供のいる家庭（15歳以下）子供のいる家庭（15歳以下）子供のいる家庭（15歳以下）

その他の家庭その他の家庭その他の家庭その他の家庭

子供のいる家庭（15歳以下）子供のいる家庭（15歳以下）子供のいる家庭（15歳以下）子供のいる家庭（15歳以下） 9.7%9.7%9.7%9.7% 6.1%6.1%6.1%6.1% 1.4%1.4%1.4%1.4% 0.8%0.8%0.8%0.8% 1.0%1.0%1.0%1.0% 0.0%0.0%0.0%0.0%

その他の家庭その他の家庭その他の家庭その他の家庭 50.1%50.1%50.1%50.1% 20.7%20.7%20.7%20.7% 3.0%3.0%3.0%3.0% 3.0%3.0%3.0%3.0% 4.0%4.0%4.0%4.0% 0.2%0.2%0.2%0.2%

あるあるあるある

どちらかというどちらかというどちらかというどちらかという

とあるとあるとあるとある

どちらかというどちらかというどちらかというどちらかという

とないとないとないとない

ないないないない わからないわからないわからないわからない 無回答無回答無回答無回答

質問１質問１質問１質問１

　あなたは、地域住民が何もせずにこのままいけば、両小野小中学校は、塩尻や辰野の学校へ分　あなたは、地域住民が何もせずにこのままいけば、両小野小中学校は、塩尻や辰野の学校へ分　あなたは、地域住民が何もせずにこのままいけば、両小野小中学校は、塩尻や辰野の学校へ分　あなたは、地域住民が何もせずにこのままいけば、両小野小中学校は、塩尻や辰野の学校へ分

離、統合され、地域から学校が無くなり、過疎化が一層進み、活力の乏しい限界集落になってしまう離、統合され、地域から学校が無くなり、過疎化が一層進み、活力の乏しい限界集落になってしまう離、統合され、地域から学校が無くなり、過疎化が一層進み、活力の乏しい限界集落になってしまう離、統合され、地域から学校が無くなり、過疎化が一層進み、活力の乏しい限界集落になってしまう

という心配はありますか?という心配はありますか?という心配はありますか?という心配はありますか?
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0 .0%0 .0%0 .0%0 .0%

10 .0%10 .0%10 .0%10 .0%

20 .0%20 .0%20 .0%20 .0%

30 .0%30 .0%30 .0%30 .0%

40 .0%40 .0%40 .0%40 .0%

50 .0%50 .0%50 .0%50 .0%

子供のいる家庭（15歳以下）子供のいる家庭（15歳以下）子供のいる家庭（15歳以下）子供のいる家庭（15歳以下）

その他の家庭その他の家庭その他の家庭その他の家庭

子供のいる家庭（15歳以下）子供のいる家庭（15歳以下）子供のいる家庭（15歳以下）子供のいる家庭（15歳以下） 8 .1 %8 .1 %8 .1 %8 .1 % 5 .3%5 .3%5 .3%5 .3% 3 .7%3 .7%3 .7%3 .7% 1 .5 %1 .5 %1 .5 %1 .5 % 0 .4%0 .4%0 .4%0 .4% 0 .0%0 .0%0 .0%0 .0%

その他の家庭その他の家庭その他の家庭その他の家庭 35 .5%35 .5%35 .5%35 .5% 19 .6%19 .6%19 .6%19 .6% 11 .0 %11 .0 %11 .0 %11 .0 % 10 .7 %10 .7 %10 .7 %10 .7 % 3 .1%3 .1%3 .1%3 .1% 0 .8%0 .8%0 .8%0 .8%

知っている知っている知っている知っている

どちらかというどちらかというどちらかというどちらかという

と知っていると知っていると知っていると知っている

どちらかというどちらかというどちらかというどちらかという

と知らないと知らないと知らないと知らない

知らない知らない知らない知らない わからないわからないわからないわからない 無回答無回答無回答無回答

質問２質問２質問２質問２

　戦後６０年が経過した今、義務教育の６３制にいろいろな問題が出現し、見直しが必要になっていま　戦後６０年が経過した今、義務教育の６３制にいろいろな問題が出現し、見直しが必要になっていま　戦後６０年が経過した今、義務教育の６３制にいろいろな問題が出現し、見直しが必要になっていま　戦後６０年が経過した今、義務教育の６３制にいろいろな問題が出現し、見直しが必要になっていま

す。全国的な傾向として小中一貫教育を導入したり、小中連携を強化したりして見直しを図ろうとしてす。全国的な傾向として小中一貫教育を導入したり、小中連携を強化したりして見直しを図ろうとしてす。全国的な傾向として小中一貫教育を導入したり、小中連携を強化したりして見直しを図ろうとしてす。全国的な傾向として小中一貫教育を導入したり、小中連携を強化したりして見直しを図ろうとして

いる地域が増加しています。長野県でも過疎化が進む小規模の菅平小中学校が４月より小中一貫教いる地域が増加しています。長野県でも過疎化が進む小規模の菅平小中学校が４月より小中一貫教いる地域が増加しています。長野県でも過疎化が進む小規模の菅平小中学校が４月より小中一貫教いる地域が増加しています。長野県でも過疎化が進む小規模の菅平小中学校が４月より小中一貫教

育を導入したり、信濃町でも導入を計画しています。あなたはこのような小中一貫教育の導入や小中育を導入したり、信濃町でも導入を計画しています。あなたはこのような小中一貫教育の導入や小中育を導入したり、信濃町でも導入を計画しています。あなたはこのような小中一貫教育の導入や小中育を導入したり、信濃町でも導入を計画しています。あなたはこのような小中一貫教育の導入や小中

連携の強化などの動きを知っていますか？連携の強化などの動きを知っていますか？連携の強化などの動きを知っていますか？連携の強化などの動きを知っていますか？

0 .0%0 .0%0 .0%0 .0%

10 .0%10 .0%10 .0%10 .0%

20 .0%20 .0%20 .0%20 .0%

30 .0%30 .0%30 .0%30 .0%

40 .0%40 .0%40 .0%40 .0%

50 .0%50 .0%50 .0%50 .0%

60 .0%60 .0%60 .0%60 .0%

子供のいる家庭（15歳以下）子供のいる家庭（15歳以下）子供のいる家庭（15歳以下）子供のいる家庭（15歳以下）

その他の家庭その他の家庭その他の家庭その他の家庭

子供のいる家庭（15歳以下）子供のいる家庭（15歳以下）子供のいる家庭（15歳以下）子供のいる家庭（15歳以下） 6 .7 %6 .7 %6 .7 %6 .7 % 5 .9%5 .9%5 .9%5 .9% 2 .0%2 .0%2 .0%2 .0% 1 .1%1 .1%1 .1%1 .1% 2 .9%2 .9%2 .9%2 .9% 2 .0 %2 .0 %2 .0 %2 .0 %

その他の家庭その他の家庭その他の家庭その他の家庭 44 .5%44 .5%44 .5%44 .5% 17 .1 %17 .1 %17 .1 %17 .1 % 3 .3%3 .3%3 .3%3 .3% 1 .8%1 .8%1 .8%1 .8% 12 .7%12 .7%12 .7%12 .7% 0 .0 %0 .0 %0 .0 %0 .0 %

いいと思ういいと思ういいと思ういいと思う

どちらかというどちらかというどちらかというどちらかという

といいと思うといいと思うといいと思うといいと思う

どちらかというどちらかというどちらかというどちらかという

といいと思わなといいと思わなといいと思わなといいと思わな

いいと思わないいいと思わないいいと思わないいいと思わない わからないわからないわからないわからない 無回答無回答無回答無回答

質問3質問3質問3質問3

　　両小野小・中の児童・生徒の心身の成長と確かな学力をさらに良くするために、9ヵ年通した目標　両小野小・中の児童・生徒の心身の成長と確かな学力をさらに良くするために、9ヵ年通した目標　両小野小・中の児童・生徒の心身の成長と確かな学力をさらに良くするために、9ヵ年通した目標　両小野小・中の児童・生徒の心身の成長と確かな学力をさらに良くするために、9ヵ年通した目標

と指導計画で系統的、継続的に指導する小中一貫教育を導入することについてどう考えますか？と指導計画で系統的、継続的に指導する小中一貫教育を導入することについてどう考えますか？と指導計画で系統的、継続的に指導する小中一貫教育を導入することについてどう考えますか？と指導計画で系統的、継続的に指導する小中一貫教育を導入することについてどう考えますか？

0 .0%0 .0%0 .0%0 .0%

10 .0%10 .0%10 .0%10 .0%

20 .0%20 .0%20 .0%20 .0%

30 .0%30 .0%30 .0%30 .0%

40 .0%40 .0%40 .0%40 .0%

50 .0%50 .0%50 .0%50 .0%

60 .0%60 .0%60 .0%60 .0%

子供のいる家庭（15歳以下）子供のいる家庭（15歳以下）子供のいる家庭（15歳以下）子供のいる家庭（15歳以下）

その他の家庭その他の家庭その他の家庭その他の家庭

子供のいる家庭（15歳以下）子供のいる家庭（15歳以下）子供のいる家庭（15歳以下）子供のいる家庭（15歳以下） 8 .6%8 .6%8 .6%8 .6% 6 .2 %6 .2 %6 .2 %6 .2 % 1 .3%1 .3%1 .3%1 .3% 1 .0 %1 .0 %1 .0 %1 .0 % 1 .7%1 .7%1 .7%1 .7% 0 .6 %0 .6 %0 .6 %0 .6 %

その他の家庭その他の家庭その他の家庭その他の家庭 48 .5 %48 .5 %48 .5 %48 .5 % 19 .5 %19 .5 %19 .5 %19 .5 % 2 .1%2 .1%2 .1%2 .1% 2 .1 %2 .1 %2 .1 %2 .1 % 8 .4%8 .4%8 .4%8 .4% 0 .0 %0 .0 %0 .0 %0 .0 %

思う思う思う思う

どちらかというどちらかというどちらかというどちらかという

と思うと思うと思うと思う

どちらかというどちらかというどちらかというどちらかという

と思わないと思わないと思わないと思わない

思わない思わない思わない思わない わからないわからないわからないわからない 無回答無回答無回答無回答

質問４質問４質問４質問４

　　小中一貫教育では両小野の子ども達は両小野地区の自然、歴史、文化、産業などについて、地　小中一貫教育では両小野の子ども達は両小野地区の自然、歴史、文化、産業などについて、地　小中一貫教育では両小野の子ども達は両小野地区の自然、歴史、文化、産業などについて、地　小中一貫教育では両小野の子ども達は両小野地区の自然、歴史、文化、産業などについて、地

域の方々の協力を得ながら、体験を通して９ヶ年計画的、系統的に学びます。このような学習は地域域の方々の協力を得ながら、体験を通して９ヶ年計画的、系統的に学びます。このような学習は地域域の方々の協力を得ながら、体験を通して９ヶ年計画的、系統的に学びます。このような学習は地域域の方々の協力を得ながら、体験を通して９ヶ年計画的、系統的に学びます。このような学習は地域

の一員としての自覚を持ち、地域に生まれ、育ったことに自信と誇り、愛着心の持てる子供を育てるの一員としての自覚を持ち、地域に生まれ、育ったことに自信と誇り、愛着心の持てる子供を育てるの一員としての自覚を持ち、地域に生まれ、育ったことに自信と誇り、愛着心の持てる子供を育てるの一員としての自覚を持ち、地域に生まれ、育ったことに自信と誇り、愛着心の持てる子供を育てる

ために必要であると思いますか？ために必要であると思いますか？ために必要であると思いますか？ために必要であると思いますか？
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0 .0 %0 .0 %0 .0 %0 .0 %

10 .0 %10 .0 %10 .0 %10 .0 %

20 .0 %20 .0 %20 .0 %20 .0 %

30 .0 %30 .0 %30 .0 %30 .0 %

40 .0 %40 .0 %40 .0 %40 .0 %

50 .0 %50 .0 %50 .0 %50 .0 %

60 .0 %60 .0 %60 .0 %60 .0 %

70 .0 %70 .0 %70 .0 %70 .0 %

80 .0 %80 .0 %80 .0 %80 .0 %

子供のいる家庭（15歳以下）子供のいる家庭（15歳以下）子供のいる家庭（15歳以下）子供のいる家庭（15歳以下）

その他の家庭その他の家庭その他の家庭その他の家庭

子供のいる家庭（15歳以下）子供のいる家庭（15歳以下）子供のいる家庭（15歳以下）子供のいる家庭（15歳以下） 11 .9 %11 .9 %11 .9 %11 .9 % 5 .9 %5 .9 %5 .9 %5 .9 % 0 .5 %0 .5 %0 .5 %0 .5 % 0 .2%0 .2%0 .2%0 .2% 0 .5 %0 .5 %0 .5 %0 .5 % 0 .7%0 .7%0 .7%0 .7%

その他の家庭その他の家庭その他の家庭その他の家庭 58 .4%58 .4 %58 .4 %58 .4 % 16 .3 %16 .3 %16 .3 %16 .3 % 1 .3 %1 .3 %1 .3 %1 .3 % 0 .6%0 .6%0 .6%0 .6% 3 .7 %3 .7 %3 .7 %3 .7 % 0 .0%0 .0%0 .0%0 .0%

思う思う思う思う

どちらかというどちらかというどちらかというどちらかという

と思うと思うと思うと思う

どちらかというどちらかというどちらかというどちらかという

と思わないと思わないと思わないと思わない

思わない思わない思わない思わない わからないわからないわからないわからない 無回答無回答無回答無回答

質問５質問５質問５質問５

　　少人数になってきた両小野の子ども達が異年齢で遊んだり、小・中学生が相互に交流したり、他　少人数になってきた両小野の子ども達が異年齢で遊んだり、小・中学生が相互に交流したり、他　少人数になってきた両小野の子ども達が異年齢で遊んだり、小・中学生が相互に交流したり、他　少人数になってきた両小野の子ども達が異年齢で遊んだり、小・中学生が相互に交流したり、他

校と交流したり、世代を越えて交流したり、地域の方々と交流したり、様々な体験を通して学ぶ機会校と交流したり、世代を越えて交流したり、地域の方々と交流したり、様々な体験を通して学ぶ機会校と交流したり、世代を越えて交流したり、地域の方々と交流したり、様々な体験を通して学ぶ機会校と交流したり、世代を越えて交流したり、地域の方々と交流したり、様々な体験を通して学ぶ機会

をつくることは子ども達の健やかな育成のために必要なことだと思いますか？をつくることは子ども達の健やかな育成のために必要なことだと思いますか？をつくることは子ども達の健やかな育成のために必要なことだと思いますか？をつくることは子ども達の健やかな育成のために必要なことだと思いますか？

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 .0 %0 .0 %0 .0 %0 .0 %

10 .0 %10 .0 %10 .0 %10 .0 %

20 .0 %20 .0 %20 .0 %20 .0 %

30 .0 %30 .0 %30 .0 %30 .0 %

40 .0 %40 .0 %40 .0 %40 .0 %

50 .0 %50 .0 %50 .0 %50 .0 %

60 .0 %60 .0 %60 .0 %60 .0 %

70 .0 %70 .0 %70 .0 %70 .0 %

80 .0 %80 .0 %80 .0 %80 .0 %

子供のいる家庭（15歳以下）子供のいる家庭（15歳以下）子供のいる家庭（15歳以下）子供のいる家庭（15歳以下）

その他の家庭その他の家庭その他の家庭その他の家庭

子供のいる家庭（15歳以下）子供のいる家庭（15歳以下）子供のいる家庭（15歳以下）子供のいる家庭（15歳以下） 12 .8%12 .8 %12 .8 %12 .8 % 5 .5 %5 .5 %5 .5 %5 .5 % 0 .1 %0 .1 %0 .1 %0 .1 % 0 .0 %0 .0 %0 .0 %0 .0 % 0 .4 %0 .4 %0 .4 %0 .4 % 0 .1 %0 .1 %0 .1 %0 .1 %

その他の家庭その他の家庭その他の家庭その他の家庭 57 .5%57 .5 %57 .5 %57 .5 % 18 .3%18 .3%18 .3%18 .3% 1 .3 %1 .3 %1 .3 %1 .3 % 0 .7 %0 .7 %0 .7 %0 .7 % 2 .9 %2 .9 %2 .9 %2 .9 % 0 .4 %0 .4 %0 .4 %0 .4 %

思う思う思う思う

どちらかというどちらかというどちらかというどちらかという

と思うと思うと思うと思う

どちらかというどちらかというどちらかというどちらかという

と思わないと思わないと思わないと思わない

思わない思わない思わない思わない わからないわからないわからないわからない 無回答無回答無回答無回答

質問６質問６質問６質問６

　　保護者、地域住民が手を取り合って、ボランティア活動や学校支援活動など、地域ぐるみで子ど　保護者、地域住民が手を取り合って、ボランティア活動や学校支援活動など、地域ぐるみで子ど　保護者、地域住民が手を取り合って、ボランティア活動や学校支援活動など、地域ぐるみで子ど　保護者、地域住民が手を取り合って、ボランティア活動や学校支援活動など、地域ぐるみで子ど

もの教育を支えていくことは地域の子ども達の健やかな育成のために必要なことだと思いますか？もの教育を支えていくことは地域の子ども達の健やかな育成のために必要なことだと思いますか？もの教育を支えていくことは地域の子ども達の健やかな育成のために必要なことだと思いますか？もの教育を支えていくことは地域の子ども達の健やかな育成のために必要なことだと思いますか？

0 .0%0 .0%0 .0%0 .0%

10 .0%10 .0%10 .0%10 .0%

20 .0%20 .0%20 .0%20 .0%

30 .0%30 .0%30 .0%30 .0%

40 .0%40 .0%40 .0%40 .0%

50 .0%50 .0%50 .0%50 .0%

60 .0%60 .0%60 .0%60 .0%

子供のいる家庭（15歳以下）子供のいる家庭（15歳以下）子供のいる家庭（15歳以下）子供のいる家庭（15歳以下）

その他の家庭その他の家庭その他の家庭その他の家庭

子供のいる家庭（15歳以下）子供のいる家庭（15歳以下）子供のいる家庭（15歳以下）子供のいる家庭（15歳以下） 9 .2 %9 .2 %9 .2 %9 .2 % 4 .5%4 .5%4 .5%4 .5% 1 .4%1 .4%1 .4%1 .4% 1 .3%1 .3%1 .3%1 .3% 2 .5%2 .5%2 .5%2 .5% 0 .0 %0 .0 %0 .0 %0 .0 %

その他の家庭その他の家庭その他の家庭その他の家庭 47 .4%47 .4%47 .4%47 .4% 12 .3%12 .3%12 .3%12 .3% 1 .4%1 .4%1 .4%1 .4% 2 .2%2 .2%2 .2%2 .2% 15 .6%15 .6%15 .6%15 .6% 2 .2 %2 .2 %2 .2 %2 .2 %

賛同する賛同する賛同する賛同する

どちらかというどちらかというどちらかというどちらかという

と賛同すると賛同すると賛同すると賛同する

どちらかというどちらかというどちらかというどちらかという

と賛同しないと賛同しないと賛同しないと賛同しない

賛同しない賛同しない賛同しない賛同しない 一任する一任する一任する一任する 無回答無回答無回答無回答

質問７質問７質問７質問７

　　あなたは、両小野小・中学校一貫教育の保護者及び住民説明会での意見や要望を尊重し、さら　あなたは、両小野小・中学校一貫教育の保護者及び住民説明会での意見や要望を尊重し、さら　あなたは、両小野小・中学校一貫教育の保護者及び住民説明会での意見や要望を尊重し、さら　あなたは、両小野小・中学校一貫教育の保護者及び住民説明会での意見や要望を尊重し、さら

に両小野の児童・生徒の実態や地域の実情に対応した小中一貫教育を実現するため「両小野小・に両小野の児童・生徒の実態や地域の実情に対応した小中一貫教育を実現するため「両小野小・に両小野の児童・生徒の実態や地域の実情に対応した小中一貫教育を実現するため「両小野小・に両小野の児童・生徒の実態や地域の実情に対応した小中一貫教育を実現するため「両小野小・

中学校一貫教育検討委員会」(仮称）を設置していただくことに賛同しますか？中学校一貫教育検討委員会」(仮称）を設置していただくことに賛同しますか？中学校一貫教育検討委員会」(仮称）を設置していただくことに賛同しますか？中学校一貫教育検討委員会」(仮称）を設置していただくことに賛同しますか？
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住民意向調査の結果は、回収率７５，３％（１０７９通）で、 

（１）９ケ年を通した小中一貫教育の導入について『賛同する』が５１，２％、

『どちらかといえば賛同する』２３、３％、合計７４，５％で『賛成多

数』と判断されました。 

（２）行政主体の両小野小中一貫教育検討委員会（仮称）の設置については、

『賛同する』５６，６％、『どちらかといえば賛同する』１６，８％、『一

任する』１８，１％、合計９１，５％であることが判明しました。 

 

また、意向調査にご協力いただいた住民に対しても、回覧にてアンケート結

果の報告を行い、併せて行政への本格的推進の申入れを行なう旨を、ここに表

明致しました 

 

 7．主な意見・要望（自由記述）7．主な意見・要望（自由記述）7．主な意見・要望（自由記述）7．主な意見・要望（自由記述）

　・小中一貫校が学力偏重のために導入されるものではないことを希望します。子供達のためになる義務教育

　　として十分な成果を上げるために機能することを最大の目的にして欲しいと思います。（６２才男／小野）

　・小中一貫教育は大賛成です。しかし相変わらず組合立というのは何かと都合が悪いのでは・・・教育だけで

　　無く、今こそ両地区が過疎化対策とか種々の課題に積極的に取り組む。これが足がかりとなる事を希望し

　　ます。（３６才男／小野）（７６才男・６２才男／北小野）

　・小中一貫校になって上級生が下級生をイジメることなくタテのつながりを一層強くして、楽しい学校になります

　　様に希望します。（６４才男／小野）

　・学校支援活動は必要と思うが行き過ぎて学校や先生の負担が多くならない活動を考えて下さい。

　　　（８２才男／小野）

　・両小野の卒業生は立派に成長・活躍されています。これは両小野の教育のたまものだと思います。学校を

　　無くさないで下さい。（８６才女・７３才女／小野）

　・各家庭用の資料にはメリットしか書かれていないがデメリットはないのか。隠さず公表してほしい。それらを

　　協議する検討委員会であれば賛成です。（３２才女／小野）

　　　　（注）その通りですが教育ではあまりデメリットという言い方はふさわしくないとして資料中では「課題」と

　　　　　　　して明記したつもりですので改めてご覧下さい。

　・小中一貫教育構想を機会に未来を背負う大切な子供達の将来を見据えて意見を出し合い豊かな心を育

　　むたのめの学校にして欲しい。形でなく中身が大切と思います。（54才女／小野）

　・今の中学生・高校生・20才台の若い人たちの考えや意見を聞いて欲しい。（５２才男／北小野）

　・小中一貫教育でなくとも同じ様な学習はされていると思います。それが計画的、系統的であるかないかの

　　違いだと思いますが、中学になれば自分たちで考えて行動させることも大事だと思うので、その点で一貫

　　が必ずしも必要かどうか、まだ理解できません（４０才台男・女／北小野）

　・小中一貫教育は良い面が多いと思うが、あまり地域の特性を出した9ヶ年のカリキュラムだと親の都合で

　　転校したりする子供のことも考慮した子供の目線からの検討もお願い致します。（６６才男／北小野）

　・異なる行政の一貫教育に対する進め方・方策がハッキリしていない。保育園の扱いはどうするのか。一貫

　　教育ありきの質問が多く住民の意向に添ったものになるのか疑問です。（６８才男／北小野）

　　　　（注）意向調査ですので、この集計結果をもって新に行政主体の取り組みが始まります。今後保育園の

　　　　　　扱いも含めてハッキリした進め方・方策が示されると考えます。

　・「今なぜ小中一貫校か」の講演をお聞きして、その必要性を今まで以上に強く感じました。一日も早い実現

　　希望します。（７８才男／北小野）

　・地域の教育を真剣に考える取り組みは賛成ですが、小中一貫校といっても校舎が別々では効果はあまり

　　期待できないと思うし、一貫校にすれば人が集まるという期待は控えた方が良いと思います。

　　　　５６才男・４４才男／北小野）

　・小中一貫校にしないと学校がなくなるという合理的な説明ができるのなら賛成します。（４４才男／北小野）

　・特色ある両小野地区を考えて転入者を増やし児童数を確保することが先決、小中一貫校は過疎化対策に

　　は成り得ない。少人数では部活もままならない、他。（４８才女・４２才女・４０才男／北小野）

　・一人一人の力は小さいが、素晴らしい「たのめの里」になる様意見を出し合い協力し、実行しなくてはなりま

　　せん。その意味において小中一貫校は絶対実現を！！（４７才男／北小野）
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回 覧                       平成２０年７月７日 

両小野地区住民各位 

 両小野地区振興会 

 会  長  宇 治 徳 庚 

 副会長   小 野 光 明 

   

     両小野小・中学校一貫教育構想の住民意向調査結果について 

「賛成多数」で行政に本格的推進の申入れを致します。 

日頃は両小野地区振興会の活動にご理解ご協力いただき厚くお礼申し上げます。 

また、このたびは大変お忙しい折、各区長、常会長、組長（班長）そして調査

内容にご記入いただきた住民各位に厚くお礼申し上げます。 

両小野地区全対象１、４３３戸に対して」回収数１，０７９枚（回収率７５％）

という大変高いご協力をいただき感謝しております。結果は別紙の通りであり

ますが、特に質問３，７につきまして以下にまとめました。 

 第一に「９ケ年通した小中一貫教育の導入について」は、 

   （１）いいと思う（５１，２％）（２）どちらかというといいと思う（２

３，０％）     

    の数値（合計７４，２％）から、『賛成多数』と判断いたしました。 

 第二に「行政主体の両小野小・中一貫教育検討委員会（仮称）の設置につい

て」は、 

   （！）賛同する（５６，６％）（２）どちらかというと賛同する（１６，

８％） 

   （３）一任する（１８，１％）という圧倒的数値（合計９１，５％）か

ら本格的 

    推進に向けた取り組みが求められています。 

 以上の結果から、正式に両市町に申入れを行なうことを７月６日両小野地区振

興会の席で決定いたしました。従いまして、早速辰野町長（小学校組合長）塩

尻市長（中学校組合長）及び両教育長に対して『両小野賞・中一貫教育推進に

ついての申入書』を提出いたします。 

 これにより、両行政にはスピーデイにこの構想の早期実現に向けた取り組み

を開始いただき、地域住民の移行に添った新たな教育行政の推進を期待するも

のです。 

 

 一方で、私たち一人ひとりのより関心を高めて、たのめの里の教育の発展の

ため真摯にそして力強くバックアップする新たな責任が生じて参りますので、

今後行政からの呼びかけ等に対しても、より一層のご理解ご協力をお願いし、

取り急ぎお礼と結果のご報告と致します。 

  

 

平成２０年６月３０日の第１２回一貫化構想懇談会の席上、座長から住民意
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向調査の結果の報告があり、全会一致で結果を受け入れることを決め、その旨

を両小野地区振興会に申し入れることとして構想懇談会は発展的解散といたし

ました。 

これを受けて、７月１５日は辰野町町長、７月１７日には地尾尻市長、教育

長に対し、両小野地区振興会及び組合教育委員会の連名『両小野小中学校一貫

教育推進について』の申入れ書を手渡し受理されました。 

 そして、平成２１年４月から２ケ年を掛けて、行政主導の『両小野小中一貫

教育検討委員会（小野貢委員長）』の活動が展開され、当初の見通しより２年遅

れの平成２３年４月から待望の『両小野小中一貫教育（両小野学園）』がスター

トしました。  

 

以   上 

 

 


