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第１回鈴鹿市学校規模適正化検討委員会 議事録（要約） 

 

日 時 平成２９年８月１８日（金）１４：００～１６：２５ 

場 所 市役所１１階 教育委員会室 

出席者 

委員：１１名 鈴木（賢）委員，田辺委員，片岡委員，鈴木（美）委員 

伊藤（行）委員，南田委員，宮里委員，服部委員，中野委員 

伊川委員，伊藤（理）委員 

事務局：５名 中道教育長，森川教育次長，澤教育政策課長，足立，小島 

ランドブレイン株式会社：３名 伊藤，前田，中沢 

配付資料 

・資料１：鈴鹿市学校規模適正化検討委員会傍聴要領             

・資料２：鈴鹿市学校規模適正化検討委員会の設置等に関する条例 

・資料３：鈴鹿市学校規模適正化検討委員会名簿         

・資料４：鈴鹿市学校規模適正化・適正配置に関する基本方針の策定につ

いて（説明）               

・資料５：公立小学校・中学校の適正規模・適正配置等に関する手引（国

の概要版）                

・資料６：学校規模の適正化及び少子化に対応した学校教育の充実策に関

する実態調査（概要版）               

・資料７：検討委員会スケジュール（予定）    

・資料８：基本方針（骨子案・８月１８日現在）  

・資料９-１，９-２：児童生徒数の推計方法と推計表  

・資料１０：アンケート調査実施について（案） 

その他 会議傍聴者３名 

 

 

議事要約 

事務局 定刻により，第１回鈴鹿市学校規模適正化検討委員会を開催する。 

開催に先立ち，本市教育長より挨拶する。 

中道教育長 本市では，平成２８年３月に教育振興基本計画を策定し，基本目標の

１つに「社会の変化や技術革新に対応した教育環境の整備」を掲げ，子

どもたちが安心して楽しく学べる環境づくりを進めている。 

全国的にも大きな課題となっている少子化では，本市でも，小学校で

は平成２１年の１３，０００人，中学校では平成２５年の６，２００人

をピークに，児童生徒数は年々減少傾向である。 

昨年度，児童生徒数の中長期的な推移の基礎調査を行い，本年４月に

は，教育委員会事務局に教育政策課を新設し，基本方針を策定するため

に本格的な検討作業を進めることとした。 

学校は教育の場のみならず，防災機能や地域コミュニティの核という

機能も併せ持ち，学校規模適正化を考える上では，教育分野と併せて総

合的に検討を進める必要があるため，委員会を開催することとなった。 
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今後の学校のあり方について，様々な立場から幅広い意見を伺う場に

したいと考えており，子どもたちにとって，より良い学習環境が確保さ

れるよう，学校規模適正化等の基本方針を作成したいので，委員には忌

憚のない意見を頂き，十分審議していただくようお願いする。 

事務局 続いて，委員の委嘱として，机上に委嘱書を配付したので，これを委

嘱書交付に替えさせていただく。 

本委員会は，鈴鹿市教育委員会の附属機関として，平成２９年６月２

９日の市議会で承認され設置された委員会であり，本市小中学校の規模

及び配置の適正化について調査・審議を行うものである。 

幼稚園や学校教員以外の委員は，特別職の地方公務員としての職を有

することとなるため，公務としての立場で守秘義務等をお願いする。 

本委員会は，傍聴要領に基づき，傍聴者がいる中での公開会議となる。

そのため，会議内容は議事録としてとりまとめ，配付資料とともに，市

ホームページで公開する。議事における発言は，各委員名を表示し，要

点化した議事概要とする。原稿は委員長確認の上で公開する。 

次に，資料２の「鈴鹿市学校規模適正化検討委員会の設置等に関する

条例」の第７条第１項で，会議の開催要件を「委員の過半数の出席」と

定めており，本日は委員１１名全員が出席のため，会議が成立すること

を宣言する。 

また，本市の男女共同参画基本計画により女性委員を積極的に登用す

るものとしており，本委員会は，委員１１名中５名，登用率４５．５％

で目標を達成していることを報告する。 

本委員会の委員長の選出に移る。資料２「鈴鹿市学校規模適正化検討

委員会の設置等に関する条例」の第６条第１項で，委員長選出方法は委

員の互選とあるが，自薦若しくは他薦はあるか。ないようなら事務局か

ら指名する。 

（一同） （特になし） 

事務局 委員長は，名古屋市立大学の鈴木氏にお願いする。 

事務局 次に教育委員会から委員長へ諮問を行う。 

中道教育長 （委員長に対して諮問書の読み上げ） →読み上げ後に退席 

事務局 これから議事に入るが，会議終了は１６時を予定する。 

これ以降の議事進行は，鈴木委員長にお願いする。 

鈴木委員長 委員長に指名いただいた名古屋市立大学の鈴木です。大学では芸術工

学部で建築計画の研究をしています。これまで教育施設の研究をしてい

ましたが，このような形で役に立てることを嬉しく思います。 

これから鈴鹿市の学校規模適正化の基本方針を議論しますが，今後１

０，２０年と影響していくものとなるので，皆の意見を頂きながらまと

めていきたいと思うのでよろしくお願いします。 

鈴木委員長 最初に，副委員長を選出する。 
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副委員長は，私の方から指名でよいか。 

（一同） （特になし） 

鈴木委員長 今後の答申書の記述も考え，副委員長は，一般社団法人地域問題研究

所の田辺氏にお願いしたいと考えるがよいか。 

（一同） （特になし） 

鈴木委員長 では，田辺副委員長，よろしくお願いする。 

鈴木委員長 事項書に基づき進行するが，「自己紹介」について，資料３を参考に順

にお願いする 

（一同） （事務局を含め，委員各自自己紹介） 

鈴木委員長  まず概要について，事務局からの説明を求める。 

事務局 資料４から説明する。 

本年度，本市の教育環境を整えるべく「学校規模適正化・適正配置に

関する基本方針」を策定する。背景には，全国的な少子化に伴い，教育

上の諸課題が顕在化しており，国としても「公立小学校・中学校の適正

規模・適正配置に関する手引」を発行し，小規模の学校のあり方につい

て示している。 

国の手引（概要版）は，資料５のとおり。これは，各自治体で基本方針

を策定する際のモデル冊子ともされている。これを参考に，他市でも「基

本方針」を策定しており，総ページ数が３ページの自治体もあれば，２

５ページの自治体もある。現在，基本方針を策定している自治体は，平

成２８年５月現在で１７５５のうち３１１団体ある。 

 資料６は，全国自治体実態調査の結果である。国の手引が出されても，

学校規模の基本方針を取り決める「予定は立てていない」とする団体が

約半数存在している。 

 本市では，資料４にあるように，小学校は平成２１年，中学校は平成

２５年をピークに児童生徒数は減少している。ゆるやかな減少であるが，

今後，適切な集団規模の確保や楽しく安心して学べる環境を整備してい

く必要がある。そのため，本年度，基本方針という名称でのルールづく

り，ガイドラインづくりを行うために本委員会に諮問する。 

 また，この基本方針は，個別の学校や特定の地域についての個別の議

論ではなく，学校規模や配置などの考え方を全市的な視点でとりまとめ

るものである。そのため，個別の学校や地域の学校の再配置については，

本委員会ではなく，その地域の自治会や地域住民を交え，今後，再編計

画として別に進めていくこととなる。 

 資料７は，本委員会のスケジュール予定。４回程度の開催を経て，年

度末に市議会に報告する予定。また，庁内ワーキンググループ会議は，

９つの課で構成し，次回委員会の内容も検討する。表には，アンケート

やパブリックコメントの記載もあるが後ほど取り決めていく。 

 市外の委員もいるので具体的な説明の前に，本市の学校配置について
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地図で説明する。（テーブル上の鈴鹿市全図での説明） 

蛍光ペンで色分けしたところが中学校区，青色の鉛筆で区分けしてい

るのが小学校区となる。付箋に距離数を記載しているが，これは中学校

に在籍する生徒の最も遠いと思われる居住地から学校までの距離を示し

ている。国は，小学校は４ｋｍ，中学校は６ｋｍ以内という基準をおお

よその目安としている。距離による配置の面から見ると，本市は，ほぼ

適正であるといえ，現在，子どもたちが通学している。 

 次に，昨年度実施した基礎調査のデータ等をスライドで説明する。（ス

ライドによる説明） 

グラフが示すように児童数は平成２１年をピークに，生徒数は平成２

５年をピークに減少している。人口推計では，「人口ビジョン」にあるよ

うに様々な条件設定があり，それぞれの条件でのシミュレーション結果

はグラフのとおりとなる。将来的な児童生徒数は，高位，中位，低位の

３種類の推計を行った。高位と中位は先に示したパターン３の出生率を

使用し，低位は，国立社会保障・人口問題研究所の出生率を使用した。

「推計パターンの設定」は表のとおり。次からは，それぞれをグラフ化

したものとなる。 

 本市が学校規模を検討する上で，国の手引等も参考にしながら，次の

表のとおり過小規模校から過大規模校までを分類した。 

 児童生徒数の試算結果をもとに学校ごとの問題や課題を整理し，「学校

規模適正化・適正配置に関する基本方針」を策定し，その後，個別の再

編計画等で，具体的な検討に入っていく。また，参考までに，学校ごと

の学級数もまとめた。以上が昨年度までの基礎調査の報告となる。 

 続いて，５月～８月までに事務局で基本方針策定自治体や先進地を複

数視察したので報告する。（８市のスライド説明） 

四日市市は，児童数は昭和５６年，生徒数は昭和６１年をピークに減

少した。平成１９年度に学校規模適正化計画を策定し，平成２４年度よ

り，毎年見直しを行った。１０年先までの児童生徒数と学級数を検証し，

検討対象校となった学校は，あり方について検討を開始している。実際

に，２つの小学校区で統合が行われた。統合後は，子ども同士も順応し，

保護者も理解が高く，問題なく学校活動が順調に行われた。説明会を行

った際は，未就学児童の保護者は「入学までに整備してほしい」，高学年

の保護者は「卒業までは待ってほしい」など，対象学年で考え方が異な

っていた。 

伊勢市でも四日市市と同じ年代に児童生徒数の減少が始まった。平成

２３年に，基本計画を策定し，本年度，見直しを行った。また，本年度，

新設校を開校したが，学校運営上の支障はない。旧校舎は，防災の面を

考慮し，取り壊しについては検討中であった。 

津市は，三重県初の義務教育学校を開校した。市町村合併時からの課
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題となっていたことからスムーズに意思決定が図られた。ただし，義務

教育学校でも単学級であるため社会性の育成や出会いについての不安は

ある。今後の統廃合は，行政からではなく，地域からの要望が出た段階

で検討を開始していくとしている。 

瀬戸市は，まちづくりの一環として平成３２年度に複合型の施設を設

置する。こちらは，平成２６年に地域のＰＴＡから要望書が出され検討

に至った。４年前から具体的に動き出している。 

つくば市は，鉄道網の発展により，沿線では大規模な人口増加となっ

ている。しかし，地域により人口が偏在しているため，学区の見直し等，

適時行っている。また，すべての中学校区で小中一貫教育を行い，学校

段階間で生じる問題に対処している。これにより，小学校から中学校へ

の受入れもうまくいっていると聞いている。 

田原市は，学校配置計画をトップダウンで策定したが，地域の意見を

含むものとなるよう本年度から見直しを行っている。今回策定する基本

方針は，長寿命化や廃校の利活用なども考慮する予定。四日市市と同様，

保護者の意見は，学年ごとに差があった。 

宇治市は，平成４年に地方分権特例制度適用について申請し，複合型

学校施設を平成６年に開校した。空き教室を利用し，デイサービスセン

ターを併設した。これにより，児童とお年寄りのふれあいや協働につな

がっており，合同での防災訓練や，戦争体験談を児童に話すような機会

もある。 

先日訪問した流山市は，「母になるなら流山」のフレーズで政策誘導を

行っていることと同時に，つくばエクスプレスの開通により急激に人口

が増加している都市である。児童の急増により，学校の新設，増築が急

務となっており，大規模な学校が今後も必要とされる状況にあった。一

時的な人口増加の可能性も考慮して，学校はすべて複合型施設とするよ

うであった。 

以上のことから，次のようなことが分かってきた。 

第一に，手法について効果的な時期を把握することができた。例えば，

通学区域弾力化には何年必要か，統廃合には何年前から検討するのがよ

いのか等，基本方針に明示されていた。 

第二に，学校は地域コミュニティと密接な関係にあり，行政主体より

地域が主体となるものである。行政主導での統廃合等は，失敗すること

が多く，地域主導で成功するケースが多いようであった。 

最後に，今後の学校施設は，防災や文化，地域の拠点場所としての機

能が求められている。以上がスライドの内容であり，このほかにも基本

方針を策定している自治体の方針を参考とし，本市に最も適した形にし

ていきたいと考えた基本方針案が資料８となる。なお，資料８について

は本題となるので，一旦「概要説明」を終了とする。 
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鈴木委員長 質問等はあるか。 

片岡委員 大阪市で１，８００人規模の学校が３００人程度まで減少している事

例があると聞いた。そのようなケースについて視察に行くべきだと思う。 

鈴木委員長 大阪市の事例は大都会で限られた土地での事例のため，鈴鹿市とは違

った状況になるかと思う。事例紹介については，鈴鹿市と類似している

事例について，整理すれば分かりやすいと思う。 

事務局 視察先は人口規模や産業構造等，鈴鹿市に類似している都市から選ん

だ。今後，事例視察については検討委員会で行えればと考えている。 

鈴木委員長 視察に行ってみたいところがあれば，次回にお願いする。 

次に基本方針の骨子案について，事務局からの説明を求める。 

事務局 資料８の「鈴鹿市学校規模適正化・適正配置に関する基本方針の骨子

案」について，本文に入る前に，先ほどの「概要説明」でもあったよう

に，本年度は，昨年度のデータに最新の数値を入れ直し，将来起こりう

ることに迅速に対応できるガイドラインとして，全市的な視点でこの「基

本方針」を仕上げていく。 

内容については，事務局で素案を作成し，委員からの意見を反映させ

たい。なお，「基本方針」で反映できない点については，先ほど委員長か

ら「答申」という表現があったが，「答申書」の形で，別途，提示しても

らいたいと考えている。 

さて，他市で策定している「基本方針」を調査しているが，その結果，

総ページ数は，３ページで終える自治体もあれば２５ページの自治体も

あった。本市においては，市民に見てもらうことを前提に図やグラフも

交え，２０ページ前後で「基本方針」を作り上げたいと考えている。な

お，本日の骨子案の最終ページは１３ページとしているが，まだ図表な

ど書き込む箇所があるため，案として見てもらいたい。 

では，本文の「目次」を見てもらうと，本市は，５つの章での構成を考

えている。１ページの第１章では，学校規模適正化・適正配置の背景と

して，先ほどの概要説明にもあった国の手引を参考にし，本市の状況と

照らし合わせ，基本方針策定の目的をまとめている。 

２ページには，地図で見てもらった，本市の学校の配置現状，３ペー

ジに児童生徒数の過去１０年間分の推移を表示している。 

４ページには，今後の児童生徒数の推計を複数の推計パターンでグラ

フ表示している。 

 先ほどの「概要説明」のスライドで，昨年度の推計パターンを示した

が，国勢調査の平成２７年データを使用すると，住民基本台帳による基

本推計「低位推計」と変わらない結果となったため，今回は住民基本台

帳の人口をもとに対比する２つのパターンで表示した。 

 一つ目の基本推計「低位推計」では「出生率」の箇所で，統計データ

上，一般的に使用される国立社会保障・人口問題研究所の設定値を使用
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し，ここに生残率，転出等の移動率，男女等の出生性比率を変数として

掛け合わせ，右下の表の下の線とした。二つ目の補正推計「高位推計」

では，「出生率」を鈴鹿市の人口ビジョンのパタ－ン３，人口が増えるよ

う政策誘導した場合のデータを使用し，ここに生残率，転出等の移動率，

男女等の出生性比率を変数として掛け合わせ，右下の表の上の線とした。 

最後に，国勢調査による推計は，最新の平成２７年データを使用する

と，今回の基本推計「低位推計」とほぼ変わらない結果となったため，

下の図表では，分かりやすいよう，住民基本台帳の人口をもとに，対比

する２つのパターンのみで表示した。なお，上の表に「国勢調査推計」

と記載しているため，下のグラフには使わない理由を，次回の提案時に

は表示したいと考えている。 

５・６ページには，小・中の学校施設を建築年度の古い順に表にまと

めた。本市の４０小中学校のうち，最近１０年以内に建築された学校は

わずかに３校しかないことに気付くと思う。 

また，国においては，平成２７年４月に「学校施設の長寿命化計画策

定の手引と解説」を示し，８０年の目標使用年数を設定していることか

ら，本市においても，今後，公共施設等総合管理計画の観点から，どの

ような対策を講じるかといった検討を，別途図っていく。今回の「基本

方針」では，その正式名のとおり，学校規模の適正化・適正配置を取り

決めていく。 

次に，７ページの第３章では，学校規模・適正配置の基本的な考え方

として，適正規模とする学級数と適正通学距離及び通学時間の本市の考

え方を示している。先ほどの「概要説明」でも学級数の説明をしたが，

７ページの下に本市の考え方として，これまでの地域の実態や大規模校

が多いこと等を勘案し，小学校の適正規模を１２学級～２４学級，中学

校では９学級～２４学級と設定し，９ペ－ジにある表の形に分類した。 

この表は，今年の５月１日現在，各学校がどの規模に属するのかを普

通学級数で一覧としたもので，一番上の段の分類，右から３つめの適正

規模をベースに，国などが示す基準を，右側，左側へと示してある。現

在は，白子中学校のみ，過大規模校となっているが，すでに平成２８年

度から，本来白子中学校へ通学する区域でも，例えば天栄中学校などへ

通学できるといった「通学区域の弾力化」制度で，課題に対する対症療

法を先に進めてきた。 

１０ページのアンケートについては，現状どう考えているかを対象者

から聞き取り，表やグラフ化していくが，後ほど，具体的な内容等を説

明する。 

１１ページの第４章の学級編制では，国は，法律で標準学級編制を小

学校１年生は３５人学級，それ以外は４０人学級としている。三重県で

は，みえ少人数学級編制として，小学校１，２年生と中学１年生は３５
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人以下学級，それ以外は４０人以下学級としている。本市では，すべて

の学校ではないが，過密解消学級編制を行いながら，少人数学級を現在

進めているところである。そのため，上から３行目にもあるが，学級数

を考慮した場合は，最大になる。 

 また，本市では，２つの学年をひとまとめとする複式学級はないが，

その基準を法律にならって記載してある。 

 （２）普通学級数の試算については，学校ごとに，先ほどの概要説明

にあった５年刻みで２０年後までの表を挿入する予定としている。その

前提となるのが，資料９の１，９の２となる。昨年度，推計データづく

りをした，学校ごとの２０年推計に実数値を入れて最新版としている。

資料９の２では，「現実論としてはこういう少子化の推移になるだろう」

と考えられる低位推計の表で，それぞれ生徒数と学級数の推移を示した。

表の赤色の過大規模校と水色の過小規模校への対応が課題となってくる

ことが分かる。この算出方法についての説明が，資料９の１の「推計方

法」となるが，一部は先ほど説明済みのため，算出，推計方法のみ説明

する。 

 本市の統計上，学校区ごとの人口データがないため，まず，地区市民

センター単位で人口推計したものを学校区単位に算出し，（４）その他の

アからエを加味して，学校別の児童生徒数を推計した。推計という名の

とおり，平成２９年の実数をベースに，毎年，アからエの変数を掛け合

わすため，１０年後などの将来的なイメージはつきやすい一方，直近の

来年，再来年にこんなに減るのかという疑問も生じる学区もあるかと思

うが，あくまで実数とは異なる推計として見てもらう。 

 表の見方として例示すると，資料９の２の表，赤色と水色は特に対応

する必要があるが，表の中ほどの赤色の１番白子中学校は，平成２９年

度をピークとして，その後は適正規模校へと推移していく。また，ひと

つ上の水色の３０番庄内小学校は，平成４３年度に過小規模校に転じる

ことから，その対応，対策が必要となる。表の真ん中あたりの２９番合

川小学校と下から三つ目の●合川小学校とを比較すると，上の方は，現

在，小規模特認校制度ありとして，市内全域からの通学が可能となって

おり，平成２９年度で普通学級生徒数９２名となっているが，本来なら

６２名となっていた。校区外から通うメリットには，三重県が指定する

教育課程特例校制度での「英語教育」と「ＩＣＴ教育」の学習がある。市

内全域からの通学が可能な小規模特認校制度についても，対症療法とし

て，平成２７年度募集（平成２８年度）から合川小学校で始まっている。 

よって，下から３つ目の●合川小学校は，小規模特認校制度自体がな

かった場合，平成３２年度から過小規模校となっており，早急の対応を

図る形となっていたが，すでに小規模特認校制度を利用する在校生もお

り，そのまま小規模特認校制度を継続した場合は，上の２９番にある合
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川小学校の推移となる。 

 同じように，真ん中から少し下の，１番白子中学校と下から二つ目の

●白子中学校を比較すると，通学区域の弾力化制度を利用する生徒がお

り，平成２９年度で現在１，０６２人となっているが，天栄中学校など

に弾力化制度を利用して通学しているため本来と異なる。 

 次回提示する，１１ページの５年刻みの図表は，この低位推計のデー

タをもとに記載する予定であるが，そのままの数字を断定的に記載する

のでなく，例えば，ある年度は１２学級と記載してあったとしても，１

２～１４学級などと幅をもたせた学級数等の記載をすることを検討して

いる。（資料９－２調整） 

 １２ページ以降は，国のモデルや他市の「基本方針」事例も鑑みて，

学校規模適正化に向けた基本的な考え方や，大規模校・小規模校のメリ

ットやデメリットを，図表などで示すことを考えており，次回詳細を示

す。 

 最後に，第５章で学校規模適正化・適正配置に向けた方策では，庁内

ワーキングでの意見も参考に，複数の手法，例えば，複式学級，ＩＣＴ

による遠隔授業の実施，通学区域の弾力化や通学区域の見直し，小規模

特認校制度，統廃合，小中一貫校制度，それぞれの手法を採用した場合

のかかり始めに必要な期間，言わば，いつから地域との調整を図るかを

時間軸で明示していくことを考え，誰が担当者になっても動けるガイド

ラインづくりを考えている。 

 例えば，資料９の２で示すとおり，赤色や水色で問題となる年度の何

年か前に，地域とともに調整するというものとなる。また，これらを整

理した最終の仕上がりは，全体２０ページ前後にすることを想定してい

る。 

 先ほど説明を省いた１０ページのアンケート調査は，質疑応答の後に

説明する。 

鈴木委員長 質問等はあるか。 

伊藤（理）委員 児童生徒数は，住宅や団地の開発も関係してくるかと思うが反映され

ているのか。 

事務局 反映していない。過去５年間の不動産開発状況の調査はしたが，おお

よそ移動しても中学校区内に収まっていることに加え，また，都市計画

課からどこで開発が起きるか予測できないことや開発が進んだとしても

必ずしも人口増に繋がるとは限らないという意見等もあり，推計には加

味していない。 

片岡委員 基本方針については，委員会ではある程度事務局が作りこんだものを

提示してもらい，その案をベースに議論した上で，委員長をはじめ，事

務局がとりまとめればと思う。 

事務局 第１回の委員会ということで，顔合わせと基本方針については各委員
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の意見をもらい反映した形で進めるほうがよいと思い，今回の内容とし

た。次回の委員会では，事務局である程度入れ込んだものを提案し，議

論をお願いする。 

片岡委員 複式学校よりも幼保・小中一貫校を進める，など思い切った取組を進

めたほうがよいと考えている。そのためにもざっくばらんに多くの議論

をしていくのがよいのではないか。 

鈴木委員長 基本方針案上，具体的な校区の再編や幼小中一貫校等の扱いについて

は現段階では入っていないと思う。次回の委員会での提案以降，示して

もらえればと思う。 

ほかになければ，次にアンケートについて事務局から説明を求める。 

事務局 資料１０で説明する。 

このアンケート調査の目的は，近年の少子化に伴う児童生徒数や学級

数の減少に関する考えを実数把握するとともに，今後も減少が見込まれ

ることを現実的な社会問題と認識した上で，将来にわたった展望と段階

的な周知を狙いとしながら，少しずつ認識を高めていきたいと考えてい

る。そのため，本年度策定する「学校規模適正化・適正配置の基本方針」

において，保護者，教員，地域等関係者の意向を把握するため，抽出方

式でのアンケート調査を行うものである。 

対象者は，小中学校の利用目的は教育活動の場であり，地域活動の場

でもあるが，教育活動の方が大きいため，近い将来の直接的な受益者を

含め，保護者を中心に１,５００人程度を対象とした。１,５００人という

数字は，同じ教育委員会内で，２年前に上位計画である「第２期教育振

興基本計画」策定時のアンケート配付と同数とした。対象者もほぼ同様

である。その内訳は，未就学児及び市立小中学校の児童生徒の保護者５

５０人程度，市立小中学校の児童生徒２００人程度，小中学校教員４０

０人程度，そして地域の方である学校運営協議会委員３５０人程度を考

えている。なお，未就学児の保護者は，幼稚園，保育所，つどいの広場事

業があるが，幼稚園とつどいの広場事業の利用者を対象にしたいと考え

ている。 

また，アンケート表と内容は，庁内ワーキンググループや部長連絡会

議での多くの意見も参照し，ＡＢＣの３パターンで作成した。Ａが保護

者や運営協議会委員用，Ｂが教員用，Ｃが児童生徒用である。調査時期

は，８月２５日に市内すべての幼稚園長，小中学校長が集まる校園長会

で周知と依頼を図り，９月１５日までを期限として実施する。その後，

１か月程度で集計と分析を行い，１０月に開催予定の第３回検討委員会

で報告したいと考えている。 

 以上がアンケートに関する説明となる。なお，委員に今回の資料を事

前送付した際，当事者になったつもりで，設問と回答に不備がないかを

確認するよう依頼している。（未就学児の対象者について，幼稚園，保育
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所，つどいの広場事業のスライド） 

鈴木委員長 質問等はあるか。 

鈴木（美）委員 保育所も対象に入れたほうが良いと思う。仕事をしている保護者の意

見が抜けてしまうことになる。 

伊藤（理）委員 全てを網羅できないのであれば，私立保育園を半分，市立保育園を半

分など工夫して実施してもよいと思う。 

片岡委員 保育所を入れて３つのバランスを取り，少し回収票数を増やしてもよ

いと思う。 

事務局  いくつか保育園等をピックアップして実施することになるかと思う

が，極力バランスよく回収できるようにしたいと思う。委員の意見をも

とに，これについては事務局へ任せてもらえればと思う。 

田辺副委員長 アンケートでは，政策的な判断が必要なものへの対応は難しいため，

聞き方は工夫しなければいけない。行政区など境界がはっきり分かれた

ような聞き方や，複式学級を希望するかどうか直接的に繋がる設問の設

定などはしないほうがよいかと思う。また，問７，８については専門用

語が多く，一般の方々には理解されにくいかと思う。 

南田委員 私もそう思う。また，問６については，問７，８に繋がる設問になる

と思うので，問７，８と対照となるよう項目を増やしたほうが回答する

際に分かりやすいかと思う。問６に「様々な世代との交流」「通学時間の

短さ」などの視点の項目を追加したほうがよいかと思う。 

事務局 調査票内の専門用語については，住民に浸透させるとともに，言葉を

調べるきっかけとなればと思い，そのまま記載した。また，他市の事例

で一番わかりやすい設問をベースにした。 

委員の意見もあったので表現を再考する。問５の設問の表現も再考す

る。そのあたりについては事務局に任せてもらえれば思う。また，第３

回委員会でアンケート調査結果は報告できるかと思う。 

鈴木（美）委員 中学校への通学時間を問う設問については，中学生は自転車で通う生

徒が多いため，注釈等で「自転車での時間」との記載をしたほうがよい

と思う。 

伊川委員 Ａの問５－４については，通学の時間や距離よりも，通学路の方が重

要だと思う。 

事務局 Ａの問５－４の設問を通学の時間，距離，通学路の中から，一番重要

だと思うものを選んでもらうように変えるのはどうか。 

（一同） （特に意見なく，賛成） 

中野委員 Ｂの教員への調査票の問７は，全て必須事項であるため，選ぶことは

難しいと思う。 

事務局 問７の設問自体を削除する。 

鈴木委員長 ほかに意見等はあるか。アンケートの内容以外でも。 
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宮里委員 特別支援教育についての位置付けがどのようになるのか期待したいと

思う。既存の考え方のままではなく，今後勉強していく必要があると感

じた。 

伊藤（行）委員 市全体の方針を定めるための検討という前提がある中で，具体的な校

名，地域名が議論に出るとなかなか発言しにくいという印象を受けた。 

服部委員 現場で立つ者として中々長期的な視点で考える機会がないのでいい機

会となった。短い調査期間で，急がせて回収した際に結果が偏るのでは

ないかと感じた。Ｃの調査票の問４の選択肢２「２１人～３０人」と選

択肢３「３１～３５人」では２１人と３０人では大きく違うが，３０人

と３１人は大して変わりないため，どちらの選択肢が多くなるのかなど，

子どもたちがどのように回答するのか気になるところではある。 

鈴木委員長 何か良い回答方法があれば事務局まで連絡すること。 

以上で出された意見の修正については，事務局に一任するということ

でよいか。ほかにも何か意見等あれば事務局までお願いする。 

（一同） （特になし） 

鈴木委員長 ほかに事務局から何かあるか。 

事務局 事務連絡になる。 

次の検討委員会は，第２回を９月２７日（水）１４～１６時とし，第

３回を１０月２３日（月）１４～１６時を予定している。また，諸手続

きとして，報酬，旅費，マイナンバーがあり，書類の提出をお願いする。 

鈴木委員長 （本日の議題の終了と委員への進行協力への謝意。降壇。） 

 （第１回委員会の閉会。終了時間 １６時２５分） 

 

以上 


