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昨年４月から上野修一前会長の後任として就任させていただきました。浅学非才未
熟ですが今後共会員各位の御理解御協力の程よろしくお願い申し上げます。後援会組
織が設立されて以来約40年の年月が流れております。設立当初の先輩役員各位の並々
ならぬご支援に敬意を表しますと同時に、会運営の財源である会費納入にご協力いた
だいている会員各位、また会費徴収にご協力いただいているＰＴＡ地域委員・集落委
員各位に改めて心から御礼申し上げる次第です。
北桑田高校は、府内公立高校の中では小規模校ではありますが、「知・徳・体」のバランスのとれた人間像
を目指し、日々の学習はもとより文化・体育の部活動におきましても少人数の部員にもかかわらず、毎年優秀
な成績を得ています。とりわけ吹奏楽部は京都府吹奏楽コンクールで金賞、関西吹奏楽コンクールで銀賞を
受賞し、自転車競技部も全国高校総体へ出場、全国にその名を響かせています。日々の地道な練習や他校へ
の遠征による交流試合を通して常に目標意識を持ち、互いに切磋琢磨していく姿勢があるからこそと思いま
す。こうした各部の選手派遣費用を中心に皆様方からの貴重な会費が有効に生かされているところです。
今年は「北桑田高校の未来を創る会」を本校分校共生徒数の減少、とりわけ地元京北・美山からの入学者
が減少している状況を地域の皆様に知っていただき、ご意見をいただくため、さる11月24日（京北会場）・26
日（美山会場）の両日パネルディスカッション形式で開催させていただきました。両会場共多数の参加者で会
場を埋め尽くしていただき、また貴重な御提言・御意見をいただき有難うございました。今後、役員会等で集
約し今後の方向性を検討していきたいと考えています。
北桑田高校をとりまく諸問題がありますが、後援会・同窓会・ＰＴＡ・学校といっそう連携を強くし北桑田
高校の支援をしていく所存ですので、会員各位の御理解・御協力をお願いし御挨拶と致します。
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今年は暖冬かと思いましたが、厳しい冷え込みが続いております。
会員の皆様には、日頃から本校教育に御理解と御協力を賜り、厚くお礼申し上げます。
過日開催いたしました「北桑田高校の未来を創る会」におきましては、公私とも御多忙の
中、多くの方々に御出席を賜り誠にありがとうございました。当日は活発な意見交換をする
ことができ、皆様のお蔭をもちまして大変有意義な会となりましたことを感謝申し上げます。
なお、会議の席においても御依頼申し上げましたが、今後の北桑田高校発展のためにも皆様方の意見に耳を傾
けることは不可欠であると考えております。引き続き、さまざまな御提言を賜りますようお願い申し上げます。
また、当日のまとめを作成いたしましたので、御参考までに御高覧賜りますようお願い申し上げます。皆様から
賜りました貴重な御意見を参考にさせていただき、今後の活動に活かして参りたいと存じますので、引き続き、
御支援を賜りますようお願い申し上げます。
後援会からは、本年度も部活動をはじめ本校教育活動に大きな御支援をいただきました。
全国レベルで、多方面にわたって本校生徒が輝きを発揮できるのも日々後押しをしていただいている地域の皆
様、特に後援会みなさまのおかげであり、深く感謝をいたします。
私たち教職員は、素直で意欲的な、高い可能性を持った生徒たちと共に、この温かい地域環境の下で輝く教育
を進めてまいります。会員の皆様には今後とも強力なサポーターとして御支援、御協力をいただきますようお願
い申し上げて、御挨拶といたします。
−1−

KITAKU WADA H IG HSCH OOL

平成27年度 第９回 キャリア教育優良学校 文部科学大臣表彰 受賞
平成26年度から、普通科の生徒を中心に総合的な学習の時間で「美山・京北まちごとキャンパス」（まちキャン）を
開始しました。本取組は「学校の周りのヒト・モノ・コトすべてが先生、すべての場所がキャンパス」という発想で、学
校と地域が一体となって、生徒の体験活動や学習支援を行うものです。「地域」と「体験」をキーワードに、この地域で
生まれ育ったことを誇りとして、北桑田高校で学ぶ楽しさや喜びを実感し、３年間の学習に意欲的に取り組む態度を育成
するとともに、将来の職業選択のみならず人生を主体的に生き抜く力と態度を養うことを目的としています。
２年間の具体的取組は以下のとおりです。
１ 地域の魅力再発見（かやぶきの里・芦生原生林研修）
６ 卒業生に学ぶ（卒業生講話等）
２ 地域の事業所との連携（秋、冬野菜の定植と収穫サポート） ７ 京都大学との高大連携
３ 地域お助け隊（地域の河川清掃や桜の手入れ等）
８ 大学・企業見学ツアー（立命館大学、オムロン等）
４ 森林リサーチ科体験（間伐作業やログハウス作り）
９ 社会人に学ぶ（消防団ハイスクール等）
５ 地域の人に学ぶ（しめ縄作り等）
10大学生に学ぶ（Kyotoカタリ場等）
これらは地域の方々のご理解ご協力があってこそ実現しています。「北桑田高校でこのようなことを計画しているので
すが・・・」と交渉に参りますと、全ての方々に積極的に御協力して頂きました。御協力をいただきました全ての皆様
に、この場をお借りして厚く御礼申し上げます。また、今後も教科書では学べない授業として学校・家庭・地域社会に関
わるこのような取組が継続的に行われることを願っているという激励のお言葉もいただきました。そしてこの度、「まち
キャン」の取組が文部科学大臣表彰されました。これもひとえに地域の方々のお力添えがあってこその受賞です。
しかしながらこの取組はまだまだ発展途上です。「まちキャン」が美山・京北地域と北桑田高校を結び、北桑田高校が
地域活性の核に、そして高校生が地域の主役となり、この地域の発展の一助となるよう努力を続けていきます。

進路状況について
《合格・内定状況》

進路指導部長

能勢 英生

日本郵便㈱ 近畿支社

縁故（家業）

27年12月現在

「就職」 １０名

㈱高崎組

鈴木造園

「公務員」 １名

陸上自衛官候補生

ハイデック㈱京北工場

柊家 賀茂川館

「進学」（数字はのべ数）
国公立大学

５名

愛媛大学

鹿屋体育大学

鳥取大学

鹿児島大学

京都府立大学

私 立 大 学 ２０名

金沢工業大学 びわこ学院大学 羽衣国際大学 朝日大学 日本大学 立命館大学 駒澤大学 龍
谷大学 京都産業大学 日本体育大学 京都光華女子大学 神戸常磐大学 京都精華大学 追手
門学院大学 京都女子大学 同志社女子大学

短期大学

京都経済短期大学

２名

専門各種学校 ２７名

川﨑医療短期大学

YIC京都工科大学校⑵ 大阪美容専門学校 大阪総合福祉専門学校 甲賀健康医療専門学校⑶京都
職業能力開発短期大学校 京都保健衛生専門学校 洛和会京都厚生学校 公立南丹看護専門学校
⑵京都福祉専門学校 京都医療福祉専門学校⑵ 日産京都自動車大学校 国際自然環境アウトド
ア専門学校 大原簿記専門学校 大阪アミューズメントメディア専門学校 大阪ビジネスカレッ
ジ専門学校 ビジュアルアーツ専門学校 京都製菓技術専門学校 大阪社会体育専門学校 奈良
きもの芸術専門学校 ヒューマンアカデミー京都校 京都建築大学校 京都芸術デザイン専門学校

美山分校の状況

美山分校副校長

山下 博史

向寒の候 後援会の皆様におかれましてはますます御清祥のことと存じます。
平素は、美山分校の教育活動につきまして、格別の御高配を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、本年度は在校生３９名と少数でスタートしましたが、分校生はいろいろな場面で一人ひとりが自分の力を発
揮し、とても少人数とは思えないような活力あふれる取組成果をみせています。
特に、運動部活動では、陸上競技部が京都府大会や近畿大会への出場や入賞のみならず、全国へと活躍の場を広げ
ております。今年も８月に東京の駒沢運動公園陸上競技場で開催されました全国高等学校定時制通信制陸上競技大会
に出場し、全国レベルを肌で感じてきたところです。
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グアム研修旅行（２年生普通科） 研修旅行担当

時岡 佳正

鈴木 紀貴

京都府立高校普通科初の海外研修旅行を行いました。
１日目は恋人岬でグアムに来たと実感し、Ｋマートでは生徒自らの力
で初の海外ショッピングをしました。
２日目は現地交流がメインイベントで、最初は緊張しながら話していた
生徒たちでしたが、時間が経つごとに慣れ、言葉で足りない部分はジェス
チャーを加え、上手にコミュニケーションをとっていました。事前に準備し
てきたソーラン節で現地校生徒にインパクトを与え、全体的に良い交流に
なりました。その後、カルチャー＆エコパークでは現地人の生活を体験す
ることができました。夕食後にはアルパンビーチクラブ総支配人である青
木一美氏のキャリア講演の機会を持ち、グアムで活躍されている方の貴重
な話を聞くことができました。
３日目はグアムのビーチを楽しみ、シュノーケリングも体験しました。チーム対抗でのカヌーリレーは大いに盛り上が
りました。夕食後のポリネシアンダンスショーは見ごたえ十分で、最後には全員でステージに立って踊りました。
４日目の最終日はタモン地区内の班別自主研修を行い、自分たちの力だけでお昼ご飯を頼んだり、お土産を買ったり、
初日とは比較にならないくらい堂々とし、成長した生徒を誇らしく感じました。

中国研修旅行（2年生森林リサーチ科）

研修旅行担当

安藤 元宏

森林リサーチ科２年生は１１月２日(月)から５日間、中国研修旅行
へと行ってきました。
今年で海外研修13年目を迎える訪中団です。今回の研修目的には
環境交流会、植林活動の重要な役割を担っています。研修のメインイ
ベント、陝西師範大学日本語学科の学生との環境交流会、そのレセプ
ションはいままで継続してきた学校交流に敬意を表する感謝状の交換
からスタートしました。各国の都市部が抱える環境問題を捉えた発表
交流を行い、ひとつの課題に対してひとと人が向き合う瞬間を感じ取
ります。出会った大学生が校内を案内してもらうことから西安市街に
飛び出して、街並みを散策するなど人やものとの出会いがわくわく感
を高めます。この異なる価値観との出会いが、人との関わりの大切さ、楽しさを生徒たちは経験したことと思います。
「東の環境を良くすることは西の環境を良くする。」リサーチ科の植林活動を現地の大学生とともにコノテガシワの苗
木を丁寧に植栽しました。「環境を守る」という同じ目標のために異国で育った若者たちが協力する姿は、普段の生活で
は得がたい「なにか」が日中の生徒双方に芽生えたのではないでしょうか。
植林活動、交流会という大きな役割を終えた後は、世界遺産の見学です。秦の始皇帝を守る兵馬俑坑や北京の万里の長
城に訪れました。文明の無い太古に、人力でつくり上げた壮大な世界遺産から歴史の長さを感じ、日ごろの学習では得ら
れない体験ができました。
最終夜には北京の市街地で班ごとに分かれてたくさんお土産を買い、全員無事、帰国の途につきました。
生徒たち全員が時間やルールを守り誠実に行動をしてくれました。そのうえで、交流や植林活動、文化体験の成功があ
ると感じます。自身の力で得た貴重な体験を今後の学校生活や人生に活かして行って欲しいと思います。

文化活動では京都府高等学校定時制通信制生徒生活発表大会に参加し、分校での体験が自分の生き方に大きな影響
を与えたことを朗々と訴えました。この生徒の人生の中で美山分校での学習活動や生徒会活動が大きな位置を占める
であろうと感じます。
農業科では農業クラブ全国大会「農業鑑定競技」の部に出場しました。全国の農業科に学ぶ生徒から少なからず良
い影響を受け、次年度へ繋げてくれるものと期待しております。
体育祭・文化祭等学校行事では、多数の保護者の積極的な参加に支援され、生徒・保護者・教職員が一体となった
取組が展開されました。
このように、今後とも多面的なすばらしい環境で生徒達の個性が伸び伸びと活かされる教育を継続し発展したいと
思っています。更なる御支援・御指導を賜りますようお願い申し上げます。
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自転車競技部

顧問

市野 育人

今年度の始まりである全国選抜自転車競技大会
では個人入賞１つと厳しいスタートになりまし
た。ある程度は想定していたものの、全国大会の
洗礼を受けました。しかし、チームの雰囲気は悪
くなく、この悔しさを必ずインターハイで晴らし
てやると意気込み、厳しい練習が始まりました。
京都府予選で４ｋｍチーム・パーシュートの制
限タイムをクリアし、落ち着いて近畿大会に望
み、優勝することが出来ました。そして、万全を
期して大阪インターハイに望みました。
４ｋｍチーム・パーシュートの走順は最終組で
「落ち着いて、自分たちの走りをすれば入賞でき
る」と前日に入念なミーティング行い本番を迎え
ました。競技が始まると昨年の先輩が打ち出した
大会記録が早い段階で更新され、メンバーは今まで感じたことのないプレッシャーと戦っていました。結果、前半から攻
め、入賞を逃してしまいました。ですが、正々堂々と攻めた北桑田高校らしい走りで、チーム一丸となり、戦った感動は
一生忘れることのない、貴重な経験となりました。
個人成績では４名の選手が全国大会で上位入賞し、日本代表として１名がカザフスタン・ドイツ・スイス遠征も経験し
ました。３年生の６名は鹿屋体育大学・朝日大学・明治大学・日本大学・日本体育大学・京都産業大学で競技を続けま
す。１・２年生は３月に熊本で行われる全国高等学校選抜大会に向け厳しい練習に精進していきます。
日頃より応援してくださる後援会、学校関係者の皆様の期待に応えるべく北桑田高校の「みがく。かがやく。」を実践
し目標に向かい頑張っていきますので今後ともよろしくお願いします。

吹奏楽部

顧問

佐橘 成彦

本年度は11名の１年生を迎え、「楽しみ
楽しませる」を目標に計25名で活動して
きました。依頼演奏の度に選曲や演出を考
え、地域の方々とのふれ合いを大切に音楽
と向き合ってきました。
その成果から第52回京都府吹奏楽コン
クール小編成の部で金賞、京都府代表とし
て関西大会出場が決まり、第65回関西吹奏
楽コンクールでは部一丸となって臨んだ結
果、銀賞を受賞しました。生徒たちのこの
ような素晴らしい活動も、後援会の皆様の
ご支援の賜物であり、この場をお借りして
感謝申し上げます。
平成28年3月21日(月・祝)にはあうる京
北 ゼミナールハウスにて周山中学校吹奏楽
部、京都市立芸術大学音楽学部管・打楽専
攻の皆様と共に、平成27年度定期演奏会を開催予定です。日頃ご支援いただいている皆様に楽しい音楽でお返しできる
よう、部員一同、一生懸命取り組んで参りますので、是非ご来場ください。
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平成27年度

部活動の状況（クラブ名・活動状況・主な成績）

夏の大会以後、１・２年生の新チームとなり現在、１年
生７人、２年生１４人の合計２１人（内マネージャー４
人）で来シーズンに向け体力トレーニングを中心に厳
しい練習に取り組んでいます。３月のオープン戦の解
禁までしっかり練習し来シーズンを迎えたいです。

本年度の夏の大会初戦は大会開幕試合で南丹高校と対戦５対０
で快勝しその後３回戦まで進出しましたがベスト８に入った同
志社高校に１対２で惜敗しました。新チームとなり迎えた秋季
大会は、一次戦で夏の大会ベスト４の乙訓を破るなど快進撃で
突破。２次戦に進出しました。２次戦では初戦敗退しましたが
来年に向け大きな可能性を感じる事のできる大会となりまし
た。今シーズンも多くの方にご声援いただきありがとうござい
ました。心より感謝申し上げる次第です。

陸上競技部

陸上競技部は、１年生５名、２年生４名の９名で活動
しています。大会に出場したときに、自己ベストを記
録した選手もおり、日頃の練習の成果を発揮すること
ができました。これからも、陸上競技部の活躍にご期
待ください。

・第48回京都府高等学校ユース陸上競技対校選手権出場
・第50回京都府高等学校ジュニア陸上競技対校選手権大会 出場
・第10回関西高等学校秋季パワーリフティング選手権大会
・女子52kg級 １位 250kg
大西翔子
・男子66kg級 ２位 392.5kg 河南文人

サッカー部

現在２年生７名、１年生６名、マネージャー２名、合計
15名で活動しています。平日は練習、土日は試合か練
習を行っています。人数は少ないですがキャプテン中心
に声を出し、一生懸命練習に取り組んでいます。

・インターハイ予選 １回戦敗退
・京都高等学校サッカー選手権大会 １回戦敗退

卓球部

４月当初３年生６名１年生２名で活動を開始しまし
た。５月のインターハイ予選で３年生は引退、１年生
２名になってしまい現在のところ団体戦には出場でき
ませんが、シングルスの試合のみ参加しています。

・インターハイ予選 団体、ダブルス、シングルス出場
・秋季新人戦シングルス出場（３回戦進出）

剣道部

剣道部は、１年生５名、２年生３名の８名で活動して
います。少人数ながら、日々の稽古や練習試合、合宿
等で多くの経験を積み、力もつけてきています。剣道
部の活躍にご期待ください。

硬式野球部

２年生３人ですが、今の時期は基礎練習を中心にがん
ばっています。

11月21日（土）に南丹高校で京都府高等学校ソフトテニスイ
ンドア大会北西ブロック予選がありました。１ペアが出場し亀
岡高校と対戦しました。大変よい試合をし、接戦の末、惜しく
も負けてしまいましたが、今後の春の試合に向けてがんばりた
いと思います。
京都府高等学校総合体育大会ブロック3位
口丹バレーボール選手権大会3位

男子バレーボール部

京都府高等学校総合体育大会において2年連続ブロッ
ク3位に入賞し、この勢いを持ってインタハイ予選リ－
グに臨みました。チ－ムも高い目標を持ち、選手各々
が予選に合わせてモチベ－ションを高めて試合に臨み
ましたが、惜しくもリ－グ戦で惜敗をしました。10月よ
り新チーム8名で練習を重ね1月末に行われる新人戦
に向けチーム力を上げています。

女子バレーボール部

３年生が引退し、１年生６人、２年生５人の合計１１
人（内マネージャー２人）で日々の練習に取り組んで
います。自分たちで練習メニューを考え、ミーティン
グをし、２月の公式戦に備えています。

・平成27年度全国日本バレーボール高等学校選手権大会京都府
南部予選リーグ、ブロック第三位。

女子バスケットボール部

二年生三人で活動しています。各々の長所を伸ばし、
短所を改善できるよう、練習内容を工夫し、少人数で
の練習に日々励んでいます。また、須知高校と合同練
習会を開き、合同チームで大会出場しました。

・平成27年度第47回京都府立高等学校（市部）バスケット
ボール大会
須知高校と合同チームで出場
・インターハイ予選は予選敗退。

ワンダーフォーゲル部

１年生２人、２年生４人、３年生は引退してからも登
山に参加してくれます。最近は科学的なトレーニング
とトレーニングの意義について学んでいます。特にタ
バタ式トレーニングを導入して、肉体改造と持久力、
集中力アップに取り組み、冬山に備えています。

放送部

１年生２名、２年生３名の計５名で、校内外を問わず
様々な放送分野で活動しています。校内では文化祭での
音響操作や体育祭でのアナウンス。校外では、地域のお
祭りの司会や保育所での絵本の読み聴かせをしました。

「地域活性化策コンテスト『田舎力甲子園』
奨励賞

１年生３名、２年生5名、３年生３名 計11名
４月の新入生歓迎作品展と９月の文化祭での作品展に
向けて、毎日作品制作をしています。

・第９回京都丹波美術工芸教育展(府立学校 平面の部)
「校内風景」(絵画)
２年 笹壁 愛里
・第12回もみじ遊山「新・北桑展」京都新聞賞
「友人像」(絵画) ２年 中林 良磨

陸上競技部は美山分校唯一の部活動として行ってい
ます。現在５名の部員にて活動中しています。
高校に入ってから陸上を始めたという選手がほとん
どですが、週４日の活動で近畿大会や全国大会を目指
して練習に取り組んでいます。大会への参加を通じて
自信につなげ、それぞれが大きく成長を遂げていま
す。今後は部員全員が全国大会に行けることを目標と
して日々練習に励んでいきます。

今年度の結果（京都府内3位までと主な成績）
第16回 京都府高等学校定時制通信制陸上競技大会
円盤投 岩嵜 空 2位
阿戸 勇貴 3位
砲丸投 岩嵜 空 1位
髙林 俊
2位
阿戸 勇貴 3位
第55回 京都府高等学校定時制通信制陸上競技選手権大会
3000SC 益田 太朗 1位
円盤投 岩嵜 空
2位
阿戸 勇貴 3位
砲丸投 岩嵜 空
1位
髙林 俊
2位
阿戸 勇貴 3位
走幅跳 萩田 和樹 2位
第50回 全国高等学校定時制通信制総合体育大会陸上競技の部
砲丸投・円盤投 岩嵜 空
出場
第67回 京都府高等学校定時制通信制総合体育大会 陸上競技の部
1500m 萩田 和樹 2位
3000SC 益田 太朗 1位
円盤投 岩嵜 空
2位
阿戸 勇貴 3位
砲丸投 岩嵜 空
1位
髙林 俊
2位
阿戸 勇貴 3位
走幅跳 萩田 和樹 3位
第51回近畿高等学校定時制通信制課程体育大会陸上競技
5名出場
砲丸投 岩嵜 空
7位

ソフトテニス部

美術工芸部

美山分校陸上競技部
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北桑田高校の未来を創る会タウンミーティングを開催
昨年度10回の節目を迎えた「北桑田高校の未来を創る会」（後援会、同窓会、PTA、学校４者共催）ですが、本
年度は内容や方法を変更し、パネルディスカッションをとりいれたタウンミーティング形式で開催しました。
京北・美山の２会場に分け、京北会場は、平成27年11月24日（火）に右京区役所京北出張所で、美山会場は11月26日
（木）美山文化ホールで開催しました。夜19時からの開会でしたが、参加者は京北会場74名、美山会場50名でした。
２会場とも武田修後援会長の挨拶と大舘健司校長より学校の状況についての報告の後、卒業生や北桑田地域の
小・中学校ＰＴＡ関係の方、あるいは都市部より転居されてきた方などの皆様をパネリストとしてお願いし、それ
ぞれの立場から、北桑田高校についての思いや意見、要望などを語っていただきました。その後のフリートークで
は、会場の参加者の方々からも発言していただき、北桑田高校の現状や課題を共有し、学校の今後について考える
契機となりました。
１

大舘校長の報告概要
①過疎化・少子化により生徒数が減少しており、各学年とも70数名で全校生徒数222名の京都一の小規模高校である。
（各学年とも森林リサーチ科20数名（定員30名）１クラス、普通科約50名（定員80名）で２クラスである。）
②地元中学（周山中・美山中）の卒業生のうち北桑田高校に入学する生徒の割合（入学率）が低下している。
（入試制度の変更や、町村合併によるバス路線等交通事情の変化なども要因の１つと考えられる）
③今後の中学卒業者数も減少傾向が続き、学校を維持していくためには、他地域からの生徒の流入が必須である。
（平成26年度の出生数は、京北15名、美山18名であり、全員が入学したと仮定しても大きく定員割れとなる。）
④寮（有山寮）は改築後の年数が経過し老朽化が進み、入寮生徒数もほぼ収容人員の限界となっている。
（約50名が入寮しているが、１学年あたり入寮可能数は男女合わせて10数名である。）
⑤京都府教育委員会では、７月に生徒減少期における府立高校の在り方検討会議を設置し検討を始めている。
（今後北部各地域（口丹、中丹、丹後通学圏）における府立高校の在り方・学科改編等を検討予定である。）

２

パネリストや参加者のみなさんからの御意見の概要
①学校を是非とも存続してほしい。
・北桑田高校開校当時の地元の人々の思いや努力の歴史を忘れないようにしてほしい。
・地域活性化のために学校は必要である。
②学校の魅力づくりを進めてほしい。
・地元中学生が進学したくなる魅力ある高校づくりが必要である。
・普通科の特色化（例えば大学進学指導の一層の充実・カリキュラムの工夫等）を図ってほしい。
・森林リサーチ科は、京都府唯一の林業系学科であり大切にしてもらいたい。
・部活動の種類を確保しないとやりたい部活動のために他校へ進学していくことになる。
③北桑田地域以外からの生徒の募集が必要である。
・新しい学科・コースを設置して広く生徒を募集する。
・寮の新築もしくは改築が絶対必要である。
・地元住民によるアパートや下宿先提供ができないか。
・公共交通機関が不便なのでバイク通学を許可することも検討してはどうか。
・外国からの留学生を受け入れたらどうか。
④市や地域と連携した取組が必要である。
・空き家活用などを含めて移住促進による人口増がまず必要である。
・隠岐の取組など他県の先進事例に学ぶ必要があるが、いずれも地元自治体のバックアップが大きい。
・通学バスの利便改善もしくはスクールバスの運行を検討するべきである。
⑤その他
・学校の存続の前に町の存続が危ぶまれるのではないか。
・京都市内の祖父母の家等から市内の高校に行かせたい。
・子どもの夢や可能性を伸ばす観点からは、地元の学校以外の選択肢も尊重してやりたい。
・中高一貫教育の検討も必要なのではないか。
・少人数で教育できるのが北桑田のよさなので大事にしてほしい。

紙面の都合上十分ではありませんが、概要は以上のとおりでした。北桑田高校の未来を創る会として、今後も地
域の皆様の御意見を踏まえながら各共催団体の連携強化を図り、よりよい方向に向けて継続した取組をしていきた
いと思います。
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