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第２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９月２７日（水）１４：００～１５：４５ 

場 所 市役所１１階 教育委員会室 

出席者 委員： ９名 鈴木賢一委員，片岡委員，鈴木美生委員 伊藤行輝委員 

南田委員，宮里委員，服部委員，中野委員 伊藤理恵委員 

事務局：４名 廣田教育委員会参事，澤教育政策課長，足立，小島 

ランドブレイン（株）：１名 中沢 

配付資料 ・資料１：学校規模適正化・適正配置に係るアンケート調査の現状             

・資料２：新聞のコラム欄 

・資料３：鈴鹿市学校規模適正化・適正配置に関する基本方針(素案１) 

・資料４：学校施設の複合化に関する資料   

・参 考：第１回鈴鹿市学校規模適正化検討委員会議事録    

 

議事要約 

事務局 定刻により，第２回鈴鹿市学校規模適正化検討委員会を開催する。 

始めに，本会議の開催要件を確認する。 

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第７条の規定

に基づき，本日は，委員１１名中，９名が出席のため，本会議が成立す

ることを宣言する。 

開催に先立ち，事務局から挨拶する。 

教育政策課長  前回，本年度策定する基本方針について，全市的な視点での作成とい

う事と，その内容が徐々に浸透していけばという挨拶をした。その意図

は，全国的に見て，自治体ごとに少子化の状況が異なること，また，早

すぎず，遅すぎずが求められる内容とすべきことが分かってきたからで

ある。その内容は，本日，説明の中でも触れていく。そういった事も含

め，委員から意見等をもらいながら，審議いただき，本年度策定する基

本方針に反映できたらと考えているので，本日はよろしくお願いする。 

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。 

ここからの議事進行は，鈴木委員長にお願いする。 

鈴木委員長 事項書２「アンケート調査に関する報告」について，事務局から説明

を求める。 

事務局 資料１から説明する。（資料１提示） 

 学校規模適正化・適正配置に係るアンケート調査の現状について，確

認という形で説明する。第１回検討委員会での意見を踏まえ，事務局で

再考し，アンケートの送付・回収を行った。 

 １枚目は，調査時期や，調査対象について記述している。前回，未就

学児の保護者について「保育所も対象とすべき」という意見があり，そ

の意見を取り入れた。未就学児の施設については，市内２３地区に存す
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る，幼稚園・保育所・認定こども園・つどいの広場事業の中から，全地区

から最低１か所を調査対象として選定し，全市全地区からの意見が網羅

できるようにした。各施設５名で，全３５か所を対象とし，１７５人分

の配付を行い，回収は郵送とした。 

次に，小中学校児童生徒の保護者については，８月２５日の校園長会

で趣旨説明を行い，各校で，ＰＴＡ役員等の対象者の人選を行ってもら

い，各校１０名の保護者に配付した。本市には，小中学校が併せて４０

校あり，４００名の意見聴取となる。同時に，各校の児童生徒５名と教

員１０名にも配付した。 

最後に，本市では，全ての小中学校で学校運営協議会を設置している

ことから，その委員の２８１名に配付し，郵送で回収とした。 

２枚目と３枚目の補足説明は，意見を反映し，６の「小規模校・大規

模校対策」の説明部分を修正した。以前は，用語に関する説明であった

が，今回は対策例を提示し，その具体例を加筆した。 

最後にアンケート項目に関する変更点について説明する。 

４枚目の未就学児・小中学校保護者・学校運営協議会用の問５－４と

５枚目の教員用の問６－４は，指摘があったように「児童生徒の通学に

ついて最も重要と考えるもの」を選んでもらう形式とした。 

また，未就学児・小中学校保護者・学校運営協議会用の問６では，「学

校規模適正化・適正配置を考える上で」という文言を付記した。 

 また，教員用アンケートの「児童生徒にとってどのような教育環境が

必要だと思いますか」という問いに対しては，答えに優劣をつけるのは

困難であるという意見から，全て削除した。 

 ６枚目の児童・生徒用アンケートでは，児童生徒のよりよい理解を図

るため，国の基準等の説明書きを省いた。さらに，クラスの人数やクラ

ス数についても，以前のアンケートより細分化し，選択肢を増やすこと

とした。 

アンケートは９月２７日現在，配付数は１，４５７，回収数は１，２

８５で，中間回収率は８８．２％となっている。 

次に，アンケートの中間結果について報告する。 

始めに児童生徒のアンケート結果で特筆すべきことについて，問４の

クラス人数の設問で，「２６人から３０人」と「２１人から２５人」を選

んだ割合が７割弱となっている。 

また，問５の１学年のクラス数については，「３クラス」の回答数と「２

クラス」の回答数が拮抗した結果となっている。 

続いて，教員アンケート結果では，問３の小中学校のクラス人数は，

児童生徒の結果とほぼ一致しており「２６人から３０人」と「２１人か

ら２５人」との回答が８５％となっている。 

問４の小学校の学級数では，「２学級」が最も多く５３％となっており，
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次いで４５％の教員が「３学級以上」と答えている。 

また，問５の中学校の学級数は，「３～５学級」の回答が８４％を占め

ている。 

最後に，未就学児・小中学校保護者・運営協議会委員用について，回

答者の年齢構成は，４０代，３０代，６０代の順となっており全体のお

よそ８０％となっている。 

問２の小学校の学級数についての質問では，「３学級以上」「２学級」

がほぼ同数の結果となり，２つ併せて９５％となっている。 

また，問４の中学校の学級数については，約８割が「３～５学級」を

選択している。 

問５－４の重要な通学条件では「通学路」との回答が最も多く，時間

や距離よりも通学路の安全性の確保を求める意見が多くなっている。 

問６の学校規模適正化・適正配置を考える上で必要な教育環境につい

ては，「社会性や協調性を身に付ける機会」が必要だと考える意見が最も

多く，次いで「子ども同士が刺激し合い，学力・体力を高めること」や

「一人ひとりがきめ細やかな指導を受けられる」環境を望む意見がほぼ

同数となっている。 

問７の小規模校対策と問８の大規模校対策として，両方とも，通学区

域の変更が最良の方法と考える回答が多くなっている。さらに，大規模

校対策では，通学区域の変更と並び，学区外への通学の検討を要望する

意見も多くなっている。 

最後の問９では，地域コミュニティの核として必要とされる機能では，

児童生徒が快適に学習できる環境はもちろんのこと，防災拠点としての

安全安心な機能や子育て支援との複合的な機能を学校施設に求める傾向

が強い。報告は以上とする。 

鈴木委員長 質問等はあるか。 

（一同） （特に意見なし） 

事務局  第３回検討委員会にて，基本方針にアンケート結果を掲載し，改めて

結果を示す。 

鈴木委員長 続いて，事項書３の基本方針（素案１）について，事務局の説明を求

める。 

事務局 

では，基本方針の素案の説明に入る前に，資料２の説明をする。（資料

２提示） 

これは，第１回検討委員会が行われた３日後の８月２１日に掲載され

た地方紙のコラムである。 

内容は，名張市が，小中学校の再編と併せて，小中一貫校を導入する

「学校規模・配置の適正化計画」を立てているが，記事にもあるように，

その計画が先送りされたものである。 

他の新聞記事などにもあったが，行政主導での統合ありきの計画に対
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して，住民や教職員の反対意見が多かったことと，児童数の推計と実際

の児童数に乖離があったことが原因と書かれていた。 

今後については，名張市は，児童数の推移をみて再検討し，保護者や

地域住民と十分協議の上，決定していくと発表している。 

また，他市の視察を行った際，行政が示した統廃合案に対し，住民の

反対運動があった話を聞いている。委員も承知のとおり，学校の統廃合

は，保護者や地域にとって，大変デリケートな事柄であるため，慎重な

対応が必要である。 

本市では，前回の委員会でも説明したとおり，今回策定する基本方針

は，あくまでも「全市的なガイドライン」であり，個別の地域の課題に

対しては，保護者や地域住民の意見を尊重し，行政と地域が共に考えて

いくものである。 

次に，資料３の基本方針（素案１）について説明する。前回の検討委

員会で，基本方針の骨子案に加えて適正化に向けた基本的な考え方や，

方策について，事務局案を盛り込むよう提案があったため作成した。 

まず，前回からの変更点は，表現方法の一部修正，児童生徒数の推計

方法の一部変更，１１ページ以降の内容の追記，最後に，目次の一番下

にあるように，第６章に後書きとして，この基本方針の扱い方を示した

ことである。 

では，変更部分，追加部分について，順を追って説明する。 

２ページでは，地図を見やすいものに変更した。 

４ページの児童生徒数の推計では，住民基本台帳に基づき行った推計

を採用していることから，前回の国勢調査ベースでの推計についての記

載を削除した。 

また，中段より下の児童数，生徒数のグラフは，一部推計方法を変更

したため，グラフを一旦外してある。この点については調整中であるた

め，推計が整い次第，グラフを挿入する。変更後の推計の詳細について

は，１２ページ以降で具体的に説明する。 

 ７ページの下から４行目は，表現を変えて，「少子社会の現状を踏まえ

適正に準じるものとします。」とした。 

８ページ，下の図表の中も「少子社会の現状を踏まえ適正に準じるも

のとする。」と表現を変え，通学時間や通学距離を「適正配置の考え方」

と定義するよう変更した。 

１０ページは，アンケートの実施概要等を加えた。結果については，

次回の検討委員会で示す予定である。 

また，②調査の設計については，表現の追加で，①各市立学校保護者

（ＰＴＡ役員等），②未就学児保護者（保護者会役員等）と変えている。 

ここまでの部分で，委員からの意見をもらいたいと考えるが，委員長

どうか。 
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鈴木委員長 では，３章までのところで，質問等はあるか。 

南田委員 ３ページの推計の部分で，推計の仕方を修正したということだが，単

純に住民基本台帳に変えたということか。 

事務局  後ほど該当するページにて詳しく説明する。（承認される） 

片岡委員  アンケートの中間報告で，最終的に北，南，神戸地区の３つ程度につ

いて，地区によって考え方が違うと思う。補足として分析データが欲し

い。 

事務局  分析の方法については様々なパターンを考えている。提案として，次

回の委員会で分析結果を示す。 

鈴木委員長  ８ページの適正配置のところで，通学路について，安全については強

めに表現したほうがよいのでは。時間・距離だけで決めないというニュ

アンスが伝わるようにしたほうがよい。 

宮里委員  基本方針で適正数が表されているが，これはアンケートに合わせてい

るのか。 

 その中で，学級数について，１００人以上の６～１１学級を準適正に

するという表現はどう捉えたらいいのか。今後各地域で議論するのであ

れば，問題提起として，基準に合ってない地域もあるということを述べ

ておかないと，１０年後にはかなりの数の学校が当てはまってくるとこ

ろもあると思う。 

事務局  ９ページの６～１１学級が準適正規模校という表現は，アンケートを

実施する前からの表現である。表現方法を，今の所，鼓ヶ浦小から井田

川小は小規模校ではないという形で表したいと考えていた。次回までに，

表現を考えたい。 

宮里委員  早く問題が分かれば，早く対応でき，協議が出来る。注釈で入れても

らうとよい。 

事務局 基本方針策定後，各地区を説明に回りたいと考えている。課題の周知

が大事だと考えている。 

鈴木委員長  ほかになければ，続いて第４章から説明を求める。 

事務局 １１ページの下段に特別支援学級の編制について追加した。 

１２ページは，小中学校の普通学級数の推計について記載した。 

１３ページは，前回の委員会で，２０年分の児童生徒数の推計を示し

たが，今回，推計方法を一部変更したため，これについて説明する。 

前回までは，現在の住民基本台帳の人口をベースにして，これからの

出生数を予測し，転入出などの社会移動等を考慮した上で，今後の児童

生徒数を推計していた。これは出生数の予測に基づく児童生徒数の推計

であり，中長期的な人口推計を行う上では有効なものである。 

しかしながら，この推計について，平成２９年度現在で既に生まれて

いる０歳から１４歳（中学２年生）までの子どもの実数を考慮すると，

この推計の児童生徒数と，今後，入学又は進級していく実際生まれてい
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る児童生徒数との間に開きがあったことから，より現実に近くなるよう

推計方法を一部見直すこととした。 

１３ページの図表のうち，小学校では平成３４年度，中学校では平成

３４年度と３９年度を空欄としているが，これは，小学校でいうと，平

成３４年度に小学生となる子どもは既に生まれていることから，計算上

の子どもの数ではなく，既に生まれている子どもの数をベースに推計を

やり直すものである。同じように，中学校も，平成３４年と３９年の時

点で中学生になる子どもは既に生まれているため，実数を参考にして入

れている。ただし，児童生徒数の推移における大きなトレンドは，減少

傾向で変わりない。 

また，小学校の平成３９年度以降，中学校の平成４４年度以降につい

ては，記載のとおり従来の推計方法のままとなっている。最終的な数値

については，次回の検討委員会で示す予定である。 

１４ページでは，まず，現在の特別支援学級と通級指導教室の設置状

況を記載した。 

次に，学校規模適正化・適正配置に向けた基本的な考え方として，複

式学級がある過小規模校や，過大規模校をまずもって取り組む必要があ

ることを示している。ただし，（２）にあるように，学校の統廃合は，児

童生徒，保護者だけでなく，その地域にとっても重要な事柄であり，過

小規模校になることが予測されても，直ちに統廃合などをするとは限ら

ないことから，存続する場合について，出来る限りの配慮を行うことを

明記した。 

１５ページと１６ページは，小規模校と大規模校のメリットとデメリ

ットをまとめたものである。この内容は，あくまで一般的に言われてい

る事で，国の手引にも同様の事が示されている。先ほど，一旦，過小規

模校を存続させる場合に配慮をすると説明したが，ここにあるデメリッ

トを最小化し，メリットを最大化するような個別の取組を検討するとい

うことである。 

１７ページからは，学校規模適正化・適正配置についての具体的な方

法と手順についてである。 

基本的には，まず各学校の児童生徒の状況がどのようになっていくか

保護者や地域に情報を提供し，その後，具体的にこの地域の学校をどの

ようにしていくのかを地域と行政が共に検討していくという流れにな

る。 

また，学校規模の適正化について一般的な手法として（１）から（４）

があることを示し，それぞれの手法を行うに当たっては，１９ページに

ある通り，早い段階から地域と共に検討が出来るよう，検討開始時期と

して示した。 

特に，１７ページの（３）統廃合，（４）小中一貫校制度については，
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文字だけの説明になっているが，メリット，デメリットのような補足を

追加したいと考えている。次回示す予定である。 

この検討開始時期については，現在の本市の状況を鑑み，また，様々

な自治体の視察や情報収集を行った結果を基に設定したものである。図

表の一番上にあるように，いずれの手法を検討するに当たっても，影響

のある年度の５年前から地域の方に説明会等を行い，保護者等関係者に

状況を説明する。 

なお，１８ページの下から４行目には，注意点として，これからの児

童生徒数については試算であり，必要に応じて，適宜，見直すことを明

記した。 

２０ページは，適正化についての留意点として４点示した。特に（３）

（４）にあるように，今後の学校施設について，地域等と協議を行いな

がら，より有効に利用が図れるよう検討する旨を明記した。 

最後，２１ページに第６章の後書きとして，この基本方針の扱い方を

示した。前段でも説明したが，下から５行目にもあるように，学校規模

の適正化については，行政主導で手法を出すのではなく，地域・保護者

と情報を共有しながら，子どもたちにとって，最も良い選択が出来るよ

う，共に考えていくことを示し，締めの文章としている。 

以上で基本方針素案の説明を終わる。 

鈴木委員長 先ほどの南田委員からの質問についてはよいか。 

南田委員 数字に疑問があると，どうしてもそこから不信感につながる。数字の

乖離が出た理由をしっかりと説明できれば安心感につながって，納得出

来ると思う。 

事務局 今日，欠席の田辺委員から，事前に意見をもらったものを伝える。１

８，１９ページで，検討開始から５年間かけて検討すれば，５年で子ど

もも年齢を重ねるので，未就学の親にも関心を持ってもらうことが大事

である。表現的にも「既に本市で取組中の学校運営協議会の意見を把握

するとともに，地域の意向や発意を踏まえた保護者･地域等からなる検討

組織の工夫，幼児の保護者に対して，幼稚園・保育園を通じた情報提供

や意見の把握など就学前保護者の意見把握について留意する事が必要」

といったイメージで入れてはどうかという意見。事務局としてもＰ２０

の（２）辺りに入れたいと考えている。 

片岡委員 アンケートの扱いだが，学校のデータでは，４割が１学級の学校であ

る。４対５で１学級では存続しないとなると，データが変わる。２学級，

３学級が理想として書いている人がいると思う。いざ自分の学校が無く

なるとなれば１学級でもいいから存続してほしいとなるはずである。６

対４で４割が反対のアンケートになると思う。気をつけないといけない

と思う。 

事務局 理想的な形で保護者も答えたのだと思う。１０ページ以降，分析の点
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で委員が言われたことは納得性がある。次回まで時間をいただきたい。 

鈴木委員長  オール鈴鹿で見ると，見えなくなる部分がある。３地区程度に分け、

特色のある分析が必要かと思われる。 

事務局 ２１ページに「第６章 おわりに」を入れた。 

 基本方針が出来上がるのが年度末で，新年度から，この基本方針を持

って，各地区で説明会をすることを考えている。説明会の際，活字ばか

りでは関心を持ってもらえないので，今回のアンケート結果と，１３ペ

ージの人口推計の試算について留意してもらうようにする。説明会をし

た上で，１９ページにあるとおり，５年前から始める事が大事であり，

地域の方に理解をしてもらいながら進めていく事が一番ゴールに近いや

り方だと考える。 

鈴木委員長  概ね基本方針が見えてきたところであるが，地域に対する配慮が強い

のが特徴ととれる。他の自治体では，財政的理由を前面に押し出す所が

多い中，丁寧である。出来るだけ早く地域等に知らせる事はいい事であ

る。 

南田委員 １９ページの図表は住民の意見を反映している事がよく分かる。この

４つの中から選ぶ際，地域の方が選ぶという事が大事である。 

宮里委員 何か地域で，地域地区適正化協議委員会というような協議する場を作

成するような計画はあるか。 

事務局 他自治体では作っているところもあるが，組織を作ると，実施するこ

とが前提で進みがちである。新しい組織を作るのではなく，まずは学校

運営協議会や地区の自治会に相談した上で，そのような組織を作った方

がやりやすいのではという事になれば，作るのもよいとは思う。 

鈴木委員長 「図表」という表現はあっているのか。 

事務局  昨年度の基礎調査報告書作成時に，「図表」と使用していたため，継続

して使用した。 

南田委員  ほかの報告書でも，一般的に「図表」という表現を使用している場合

が多い。 

鈴木委員長  それであれば構わない。 

鈴木委員  １３ページの一番下にある※印について，推計であると書いてあるが，

平成３４年度は出生した人，平成３９年度は机上の推計であると２つ表

記した方がいいのでは。 

事務局  説明を入れていく。 

伊藤委員  早い段階での地域との話し合いや情報共有は，その通りだと考える。

１８ページの（注）の「速やかな解消」という表現が気になる。 

片岡委員  過小規模校は学校を無くすというイメージ，過大規模校であれば解消

へ努力するといったイメージとなってしまう。 

事務局  事務局で表現を検討し，次回再提案する。 
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鈴木委員長  他に質問等はあるか。 

中野委員 当事者の保護者へどう浸透させていくかと考えると，協議を多くやら

ないと，なかなか当事者に伝わらない。１９ページの表があれば，きち

んと当事者として保護者にも捉えられると思う。また，パンフレットな

ども考えられるが。 

事務局 中野委員が言われるように，実際にこの表を見ることで，具体的に分

かると思う。 

服部委員 今回のアンケートを子どもたちが受けて，２学級か３学級で拮抗して

いると聞いたが，地域性を考えて分析しないといけないと思う。 

 １５ページの小規模校の場合，例えばＩＣＴ機器の事も進めていると

は思うが，１学級であれば１つの学級に置いておける。ＡＬＴの先生が

来たときは全学年回ってもらえる。そういう意味で言うと，指導の形態

に工夫の余地があって，先生方も頑張られるのではと思う。それを子ど

も達が小規模校の方がいいと思う子もいるのでは。小学校と中学校では

実態が違うと思う。 

片岡委員 今回の集計は幼小中全部合計されている。委員会では分析を分けたデ

ータもあった方がよい。小規模の学校もいいという考えもある。現実を

踏まえたデータで答えられないといけないのでは。 

伊藤委員  １３ページの図表の見方だが，平成４４年度に児童数が増えるのに，

学級数が減っていたり，その逆もあるが，理由はあるのか。 

事務局 学級数は，学年ごとに計算したものを合計するため，全体が同じ児童

数でも，学年が変わると学級数が変わる場合があるためだと思われる。

次回，その点の報告をする。 

鈴木委員長 他に質問等はあるか。 

無ければ資料４について，事務局から説明を求める。 

事務局 （資料４提示） 

基本方針素案の２０ページにもあるが，学校施設の複合化についての

資料となっている。平成２６年に行われた，「第２回学校施設と他の公共

施設等との複合化検討部会」で配付された資料である。 

複合化された学校とは，社会教育施設や児童福祉施設等を同一敷地内

に併設したり，一体の建物として整備したりしている学校を意味してい

る。このアンケ－トは，公立小中学校の設置者を対象とし，１，７８３

の都道府県や市町村からの回答を得たものである。 

１枚目は，複合化の学校数の推移が記されており，２，０００年代に

著しく増加している。 

また，公共施設の種類や平成８年との比較が２枚目以降となっている。 

その次の資料「学習環境の向上に資する学校施設の複合化の在り方に

ついて（概要）」は，文部科学省が，平成２７年に報告書として公開した

ものである。 
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最後の２枚は，世田谷区立砧南中学校と京都市立京都御池中学校の現

地調査の視察報告としてとりまとめられたものを一部抜粋したものであ

る。 

これらの資料は，今後策定する基本方針と関連あるため，複合化の関

連資料として配付した。 

また，資料４の３ページ目，複合化した公共施設等の種類別学校数と

いう項目があるが，少子化に伴って，存続しながら，空き教室を使って，

様々な施設をという取組である。 

この中で，社会福祉施設の中の放課後児童クラブが６，３３３施設あ

るという事と，文教施設・社会福祉施設以外の施設の中の地域防災用備

蓄倉庫が５，５５３施設あり，昨今の防災拠点という観点から空き教室

を使っているという点，公民館が４４３施設，老人デイサービスセンタ

ー等が１１１施設あるという点，こういう事例があるということを踏ま

えて現地視察の資料を見てもらいたい。 

説明は以上である。 

鈴木委員長 質問等はあるか。 

国のホームページに載っている内容であるため，ＵＲＬを載せてはど

うか。 

教育委員会参

事 

１１ページの学級編制の設定だが，過密解消学級編制の人数について

書かれているが，これは鈴鹿市独自にやっているものである。他市では

やっていないものである。基本方針の中にもその旨を記載できればと考

える。 

事務局 いずれもそのように記載する。 

委員長 ほかにも意見等あればお願いする。 

事務局 事務連絡になる。 

次回の第３回検討委員会の開催日は，１０月２３日（月）１４時から，

場所が５階に変更となる。 

 次回委員会は，調整中であった推計やアンケートの詳細等を記載し，

基本方針の素案について検討いただく。 

 また，第４回検討委員会を１１月に予定しているが，「基本方針」とは

別に，委員からの意見，答申，提言という形で，例えば，まちづくり，社

会福祉，地域づくりといった観点から意見をもらいたいと考えている。 

次回の資料についても，約１週間前に事前送付をする。 

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２回委員会の閉会。終了時間 １５時４５分） 

 


