
調査期間  平成25年9月9日～9月17日 

回答者数  49人（対象者数100人） ※回収率49％ 

調査対象  御狩場小学校第5･6学年の児童の保護者 

資料４ｰ５ 



№ 学年 中学区 通学路の安全対策 統合先の中学校の環境整備 その他

1 5 山王 なし。 なし。 なし。
2 5 山王 教室にエアコンを早くつけてほしい。
3 5 山王 山王中の周りの街灯が少ないので、増やしてください。 冷房の設置を希望します。
4 5 山王 無し。 無し。 無し。

5 5 山王
学校から広い道路に出るまでに外灯がなく、防犯上非常に
不安である。早期整備を望む。

特にありません。 特にありません。

6 5 山王 特になし。

7 5 山王
畑の中で人通りも少なく、早朝、夕方など暗い道には不安
を感じます。

エアコンの設備を希望します。 特にありません。

8 5 山王

近年の夏の暑さは昔と違って過酷で、今年もたくさんの方
が熱中症で亡くなったとニュースで見ました。室内の暑さ
も非常に危険だそうです。つきましては早急にエアコンを
取り付けていただきたくお願い申し上げます。

9 5 山王

10 5 山王
山王中学校の周辺は住宅が少なく、部活の帰り（特に秋・
冬）は薄暗く、変質者も多く出現しています。できること
なら街灯を増やしてほしい。

教室にエアコンをつけてほしい。教室いっぱいに生徒たち
がいて、夏は出入口のドアを外し、風通しをよくしている
ようですが、生徒たちは暑そうでかわいそうです。

11 5 山王

12 5 山王
エアコンが設置されていないと聞きました。そろそろ設置
を希望します。

13 5 山王
14 5 山王
15 5 入間野

16 5 入間野
山王中になった場合、自転車通学は可能なのでしょうか。
30分以上かかるので徒歩だと大変だと思うので…。部活動
等遅くなる場合、心配です。

17 5 入間野
現在5年生なので山王中に通学することになりますが、通学
路の道が比較的狭く、暗い所が多いと思うので、街灯を増
やし、なるべく明るくしていただきたい。

今年度、入間野中1年の姉が通学していて、姉中3のとき、
妹中1になります。いま現在、5年の妹は山王中に通学を希
望していて、体育祭などの行事が重なる可能性があるの
で、考慮していただきたい。

18 5 入間野 冷房の各教室への設置の時期を明確にしてほしいです。

19 5 入間野
山王中までの道のりは遠いし、畑が多く街灯も少ないの
で、とても不安です。自転車通学できるなら、まだいいで
すが…。

特にないですが…。 自転車通学にしてほしいです。

20 5 入間野

山王中には冷房はいつ設置されるのでしょうか？統合され
ると生徒数も増えるので、設置していただきたいです。市
内の小中学校でエアコンがある学校とない学校があるのは
問題だと思います。

入間野中学校に3年生、山王中学校に1年生で在籍すること
になります。体育祭など大きな行事はもちろんですが、授
業参観や保護者会など、保護者が学校に行く機会のあるも
のは、すべて違う日にしていただきたいと思います。同時
に入間野中と山王中に在籍する家庭は少ないと思います
が、気をつかっていただけたらと思います。

21 5 入間野 特になし。 特になし。 特になし。
22 5 入間野
23 5 入間野 特に無し。 特に無し。 特に無し。

24 5 入間野 通学路がよくわかりません。

学校の統廃合、分散統合は、しょうがないことですが、全
国学力テストトップの秋田県は、その理由に少人数クラス
を挙げています。クラス編成を少人数にする方向にしてほ
しいです。

特にありません。
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№ 学年 中学区 通学路の安全対策 統合先の中学校の環境整備 その他

25 5 入間野
山王中の通学路の一つに不老川の川側が含まれている場
合、昨今のゲリラ豪雨等により川の増水が懸念されるた
め、安全面の問題から不老川沿いを外して頂きたい。

入間野中は入間基地に隣接している関係もあり、冷房完備
となっていますが、山王中は設備されていないと聞いてい
ます。近年の猛暑に対する環境整備の計画を提示していた
だきたい。

統廃合については依頼書に記載されているように既に検討
協議会の合意済みとなっています。今の時期にアンケート
調査を行う意味が解りかねます（特に要望事項につい
て）。アンケートに記載した内容がどのように今後反映さ
れるのか、具体的に提示していただきたいと思います。
「アンケートは実施した」との事実がほしいために実施さ
れているように感じますので、何らかの方法でアンケート
実施結果の公表をお願いします。

26 5 入間野 街灯を増やしてほしい。

27 5 －
部活動で帰宅時間が遅くなりすぎないよう、時間の決まり
があったらよいと思う。

全学校の冷暖房設置を希望。昔とは違い、夏の暑さは授業
に集中できないのでは。参観して感じました。

28 6 山王

29 6 山王
不老川は雨が大量に降ると増水し、流れも激しくなり危険
です。子供（生徒）だけでなく、年配の方等にも配慮し、
安全対策が必要かと思います。

近年の酷暑は異常です。暑さ対策というより、体調管理の
ためと集中して勉強できる環境にするために、すぐにでも
冷房完備をお願いします。

30 6 山王
御狩場小生徒全員が山王中に行くのは、とても良いと思い
ます。

31 6 山王 狭すぎる。 クーラーの設置をしてほしい。

32 6 山王

学校での指導はもちろん、校外役員さんの声かけや見守
り、地域の方からの情報も大切にしていきながら、常に協
力体制を保持して取り組んでいく必要があります。安全第
一でお願いします。朝の通学時間は通勤で車を使う方。夜
は季節により暗くなる時間が変わります。ガードレールの
設置が難しいところは、歩行者用道路を色付けして、夜は
発光するような塗料を使うなど、運転者にも注意を促す取
り組みができれば良いなと思います。まずは学校の近くか
らはじめてみませんか？（スクールゾーンの確立）特に危
険な所は早めに！

山王中学校も長く歴史を刻んできました。色々な所に老朽
化も見られます。一度に修理することは無理だと思うの
で、少しずつ出来ることから取り組んでいただきたいと思
います。特にトイレの改修は切に願います。外のバレー
ボールのコートやバスケットコートを昔のようにキチンと
整備してください。部屋も新設していただきたい。明るく
きれいな部屋が良いです。

・統廃合にあたって子供の数が増えると、通学範囲が広が
り、色々な問題が生じることと思います。柔軟な対応・解
決策、地域の方々との連携など、素早く対処できるような
準備をお願いします。
・子供の可能性が広がるよう、色々な体験をさせていただ
きたいと思います。部活動の新設。文武両道の精神をしっ
かり教えていただきたい。
・何事においても子供の教育環境がしっかり整っていて、
充実した中学校生活が遅れるよう希望します。悲しい辛い
過去を繰り返さないよう、多くの中学生で活気のあった山
王中学校が見られるとうれしいです。
・統廃合により、家庭によっては兄弟で通う学校が異なる
家庭も出てくるかと思います。家族の事情を考慮し、柔軟
な対応をお願いします。

33 6 山王 帰宅時の明るい外灯のある道を確保。 季節が感じられる校庭。 特になし。
34 6 山王

35 6 山王
ローソンの裏は冬になると暗い。果物の木があるからしょ
うがないけど…暗い。

特になし。
冷水器って、ありました？

36 6 山王
交通の激しい道路の横断についてはどうなっているのか。
人気のない道等はないか。

真夏の暑さ対策（扇風機、冷房設備）はあるのか。

37 6 山王

かなり遠い地区になるのですが、徒歩通学のみと聞いてい
ます。暗い所も通りますし、個別に細かく対応していただ
き、自転車通学を認めていただく等のご配慮をいただけれ
ばと思います。

あまり良くない環境ゆえ、私立を受けたいと言っているお
子さんもいるという話も聞いております。

統廃合でいろいろな部分で影響を受けるのは子供です。大
人の都合で物事が決まっていかないように切に願っており
ます。いろいろな意見を申し上げても、決まるのは一つの
結果です。例外を設ける等、柔軟な対応をもってして、子
供の心が傷つかない方法になっていってほしいと思ってお
ります。

38 6 山王
山王中の辺りの街灯（特に畑）が少なく暗いため、とても
心配です。

平野に住んでいるんですが、遠いため、自転車通学の検討
をお願いします。

39 6 山王
全くわからないので、こういう対策をしている等示してい
ただかないと、意見・要望が出せません。

左記と同じ。
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№ 学年 中学区 通学路の安全対策 統合先の中学校の環境整備 その他

40 6 入間野

現在、小学校4年生の次男は山王中になります。現在6年生
の長男は途中から（中学2年～）入間野中→山王中へ行くこ
ともできるとのことですが、それだったらはじめから山王
中へ行けるようにしてほしいです。

41 6 入間野
42 6 入間野
43 6 入間野

44 6 入間野 今のところよくわかりません。 外から見ている限りでは、とくに問題を感じていません。
色々なうわさで授業態度が気になることは聞いています。
先生方は対応されているのでしょうか？

45 6 入間野 特にありません。 特にありません。
部活動が気になります。だらけている部活や、すぐ休みに
なってしまう部活。（もう少し厳しくしても良いので
は？）全体的に盛り上げてもらうと嬉しいです。

46 6 入間野 特にありません。 特にありません。 特にありません。
47 6 入間野 特になし。 なし。 なし。
48 6 入間野 特になし。 特になし。 特になし。

49 6 － 無。
校内の家庭菜園の木がとても硬そうです。植えたままにな
らないように生徒たちがまめに手入れをしてほしいです。
また、バスケットコートを潰してしまうのは残念です。

新規にできる部活動、廃部の予定等の情報が知りたいで
す。上の子2名が長野へ林間学校へ行き、とても良い思い出
になったようです。来年度から県内へ変更とのことです
が、先生達の御苦労もわかりますが、是非存続していただ
けたら幸いです。
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