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第３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１０月２３日（月）１４：００～１６：００ 

場 所 市役所１１階 教育委員会室 

出席者 

委員：１１名 鈴木賢一委員，田辺委員，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 

伊川委員，伊藤理恵委員 

事務局：４名 廣田教育委員会事務局参事，澤教育政策課長，足立，小島 

ランドブレイン株式会社：２名 前田，中沢 

配付資料 

・資料１：学校規模適正化・適正配置についてのアンケート調査結果             

・参 考：学級数に関するアンケート結果の属性比較 

・資料２：児童生徒数・学級数の推計（２０年推計：低位） 

・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（原案）               

 

議事要約 

事務局 定刻により，第３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，１１名全員が出席のため，本会議が

成立することを宣言する。 

【資料確認】 

開会に先立ち，事務局から挨拶する。 

【教育政策課長挨拶】 

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「アンケート調査結果に関する事項」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。 

 アンケート結果をとりまとめたので報告する。４つに分けて結果をま

とめてある。 

 １ページが調査全体についてであり，内容は基本方針の本編にも記載

している。２ページから１１ページまでがアンケートとして配付した要

素をそのまま掲載している。１２ページから１７ページまでが今回の学

校規模化・適正配置の基本方針策定に当たって，特に関係が深い質問内

容をまとめた概要になっている。そして１８ページから最後までが属性

ごとに分けた，すべての設問結果の詳細である。 

 まず１ページについて説明する。前回の委員会で中間報告をしたが，
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最終的に１４５４人に配付し，１２８５人から回答があり，回答率は８

８．４％となった。 

 次に１２ページについて説明する。 

 まず，（１）１学級の人数について，当初の想定やほかの自治体の調査

結果と同様の傾向で，回答として１学級当たり２１人から３０人が最も

多くなった。合計して７９．１％の回答だった。 

 この設問については，アンケート案の段階から当事者の生の意見を把

握したいということで，教員・生徒のみに質問し，保護者等には質問し

ていない。 

 次に，（２）１学年の学級数だが，小学校では，１学年当たり２学級若

しくは３学級以上という回答が，併せて９５．４％，中学校では３から

５学級若しくは６学級以上を併せて９８％の回答となった。 

 この学級数については，前回の検討委員会の際に意見が出たように，

同じ回答でも小規模校の対象とそれ以外でアンケートの答えに差がある

かどうか比較したので，参考資料「学級数に関するアンケート結果の属

性比較」も見ていただきたい。 

 結果として，１学級がいいと答えた方は，表の３つ目の小学校の教員

の中では大きな変化はなかったが，１つ目の保護者の回答では１学級が

いいと回答した方が，小規模校で１３％，それ以外で０．８％。２段目

の小学校運営協議会では小規模校で１０．３％，それ以外で４．２％と

多少の差異があったが，どちらにしても１割程度という観点に変わりは

なく，また対象者数でも保護者で６７名と１３３名，運営協議会で５８

名と９５名と同数でないこと，全体のサンプル数も少ないことから，ほ

かの自治体とも同じような形で，２学級以上望むという傾向は本市のア

ンケート調査でも同様であったと認識した。 

 資料１に戻り１５ページについて説明する。 

 （３）学校までの通学時間についてだが，通学時間の目安６０分を超

えるという回答はほとんど無かった。また，通学で重要視するものは，

時間や距離ではなく，１１行目にあるように，委員の意見の予測どおり，

「通学路」の回答が５１．２％であった。 

 （４）小規模校及び大規模校への対策ということで，学校の統合や小

中一貫校の設置の意見がもう少し多くなるかと想定したが，通学区域の

弾力化や通学区域自体の変更など，通学区域の運用変更の回答が最も多

くなった。 

 ほかの自治体でも同様だが，学校区域・通学区域の弾力化を含めた通

学区域の変更というのは，自治会をはじめとした地域コミュニティとの

関係が密接に関わってくることから，慎重に検討する必要があると考え

ている。 

 次に１７ページについて説明する。 
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 （５）学校の機能についてということで，学校施設の複合化という関

連があるが，児童生徒の学習の場であるという本来の目的である回答が

最も多く，その次が地域の防災拠点機能についてという回答が多かった。 

 今後の個別地区での学校規模適正化の整備計画を検討していくに当た

って，地域や防災担当部局と協議しながら進めていくことが必要と考え

られる。 

 最後に１８ページから最後のページまでが，アンケートの３つの属性

ごとに，各設問結果の詳細を記したものになる。 

 また，１２ページから１７ページまでの（１）から（５）までの調査結

果の概要部分を基本方針の中に盛り込んで原案を作成している。 

 この部分の詳細については，基本方針の説明の中で改めて説明する。

アンケート調査結果については，以上になる。 

鈴木委員長  質問等はあるか。 

片岡委員  アンケート結果の報告で，クラスは２学級で，２クラス併せた生徒数

は４０人から５０人がいいという結果に対して，通学区域の弾力化で対

応というのは矛盾する。そもそもいずれ学校は無くなるというイメージ

だと単学級を望むし，アンケートに回答した人はどう捉えられているか。 

 クラスは大きく，生徒が多いのがいいということは分かるが，どこか

の学校を潰さないことにはそういうことにはならない。自分のところが

潰されるとなったときを想定した，整合性はどうなのか。 

事務局 確かに前回もあったように，アンケートを設計する段階では，ある程

度実績のある自治体の設問を参考にして各関係者に出し，各設問につい

て回答していただいた。一連の流れにはならず，単体での設問という形

での回答という結果の受けとめ方にした。 

基本方針の方でも織り込むつもりだが，今のような，相反する結果が

アンケート結果からみられる。１６ページのところに「弾力化を行う」

や「通学区域の変更・柔軟な運用を検討する」という回答があると分か

っていただける。しかし，２８ページを見ると学校区と行政区を一致し

てほしいという回答が多い。設問同士の関連性を理解していただくのが

難しかったように感じる。つまり，一つずつをみていくと最良の方法を

選ばれるが，整合性というと回答者も難しかったのではと感じた。 

鈴木委員長 回答する側から言えば，一つずつ丁寧に答えていった結果である。 

片岡委員 心配するのは，弾力化で校区を広げてもいいが，回答とは合わなくな

る。２学級にしたい，４０から５０人にしたいという結果をどのように

まとめていくか考えていかないと，地域がついてこない可能性がある。

「複式でもいいから残してくれ」という意見が出たら大変なことになる。 

 では複式でもいいから残す場合には，学力をどのようにして保障する

のかという事も，この場で考えて結論を出さなければいけない。 

 統廃合したいなら統廃合する、そのためには，どのような方法でやっ
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ていくか考える事が最終的な答えの気もする。 

鈴木委員長 アンケートの回答の矛盾した側面にも触れておくかどうか。 

事務局  相反する点については，基本方針の中にも反映しているものがある。

それについては資料３で示している。そこでもう一度議論の場を設けら

れたらと思う。 

 アンケート結果としては約４８ページあるが，地域の方や未来の保護

者に知っておいてほしいことを５から６ページ抜粋し，資料３の基本方

針の原案という形で提示をした。それも併せて後ほど説明する。 

南田委員 図表でＮ値が抜けている箇所がある。１６ページなど。複数回答など，

何人のうち４５４件なのか一見分かりにくい。 

事務局 １６から１７ページが該当するところだが，資料３の説明にも併せな

がら訂正していく。 

鈴木委員長 ほかになければ，続いて資料２の児童生徒数・学級数の推計に関する

事項について説明を求める。 

事務局  資料２で説明する。 

 前回の委員会でも説明したように，推計がより実態に即したものにな

うよう推計方法を見直した。ポイントは，これまでの推計で使用してい

なかった学校区や年齢別の人口統計を活用したこと。これまでは，今後

２０年間の児童生徒数の推計を行う上で，平成２９年度を基準年として

出生率や生残率・地域外への移動率・私立への入学等を考慮して，これ

から生まれてくる子どもの数を予測して児童生徒数を算出していた。推

計という性質上，その数値と実数の中では異なる部分が当然ある。平成

３０年度の段階でも乖離が生じてくる。 

 一方，近い将来の児童生徒数は、例えば，来年小学校１年生になる子

どもは既に生まれているので実数値がおおよそ把握できる。今回は，既

に生まれている子どもの数は実数を使っている。例を挙げると，この表

の今年度１歳になる子どもは，平成３５年度に小学校の新１年生になる。

同様に，今小学校２年生の子どもは平成３４年度に中学１年生になる。

ということで実際の子どもの数は分かっている。既に生まれている子ど

もの数を基にして，直近７年間の小学校の児童数と直近１３年間の小学

校の児童数と中学校の生徒数を算出して，この推計の表を算出した。こ

の表の太い線で囲っている部分は，今いる子どもの実数を基にして出し

た児童生徒数予測で，小学生は平成３５年度まで，中学生は平成４１年

度までとなっている。 

 他市でも，推計上の数字と実際の子どもの数に乖離があり，それが原

因で情報が錯綜した事例があった。本市では，より実態に即した推計に

する必要があると考え，この手段を選択した。 

 小学生が平成３５年度まで，中学生が平成４１年度まで，それ以降は

従来どおりの計算上の数値，つまり，今後生まれるであろうという推計
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を基にして出している。また，引用した数字の一部に誤りがあったので

再計算した部分もある。 

人口統計を考える本市の２０年推計上は，平成２９年度を基準年とし

て，出生率や移動率などの各種要因を加味した推計値をベースとしてい

るが，小学校については３５年度までが実数，中学校は４１年度までが

実数に置き換えて，それ以降は推計で残すというイメージになっている。 

 そのため，小学校の平成３５年と３６年のところで若干ズレが出る。

これは計算方法の違いのためやむを得ない。同様に，中学校でも平成４

１年度と４２年度のところで段差が生じる。これは，あくまで実数を基

にした場合と推計を基にした場合とで，もともとの手法が違うためやむ

を得ないと判断している。ただし，今後については，適宜年度が替わる

ごとに見直しをしたいと考えている。 

 以前まで提示していた推計の一覧表では，全体の表の最下部に小規模

特認校制度や通学区域の弾力化制度を仮に取り入れなかった場合の試算

もあったが，この２つの制度は現に実施されており，来年度も実施する

予定であるため，表からは削除した。仮にこれらの制度をやめるとなれ

ば，その際に改めて再計算する。 

 一つの学校の児童生徒数が増加しているのに学級数自体が減少するの

が何故かという話があったが，その点について例を挙げて説明する。 

【ホワイトボードで説明】 

３年生・４年生をベースに例を挙げる。４０人学級の場合で，３年生

が１２３人で４学級，４年生が８２人で３学級という例で，２学年合計

すると，２０５人で７学級。年度が変わり，３年生が９０人で３学級，

４年生が１１８人で３学級，２学年合計すると，２０８人で６学級にな

り，合計人数は３人増加しているが，学級数は１学級減る。 

このように，計算上，児童生徒数が増えているのに，学級数が減る、

ということがある。ほかにも，少人数教育の一環として小学校１年生は

１学級の人数を減らしているが，学年が持ち上がると基準が変わるので

クラス数も変わる。 

 児童生徒数・学級数の推計については以上だが，先ほど説明した補足

的な推計の考え方は，基本方針中にも盛り込んである。 

鈴木委員長 質問等はあるか。 

宮里委員 この出生率の差はかなり大きいと思うが，推計でいくところの３５年

度と翌年度の推計の差が大きいが，これをどのように説明するのか。 

データの推計の仕方でかなり影響あるのではないか。実数との差がか

なりある。 

事務局  この表を見た人は，今のような感想や意見が出ると想定している。学

校規模の適正化を考えていく中で，少なくとも実数推計からは６年間の

検討期間の余裕がある。近い段階ではその様に動き，２０年先までみよ
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うと思うとこのような計算になってしまう。これはやむを得ないと言い

切るしかない。ただ一番大事なことは，もともとの目的は学校と地域の

ことを考えることなので，この推計を毎年見直していきたい。 

また，マンションや大規模な宅地分譲などの開発行為を加味していな

いため，毎年の見直しの中で，その状況も考慮していきたいと考えてい

る。段差は計算上の中で必ず発生するため割り切って考えている。 

鈴木委員長 欄外に注釈をつけるという事なので分かっていただける。おそらく実

数の黒枠のところは確実性の高い数値になっているが，その先は出生率

の数字を変えることでズレの幅が出てくるという事。 

同じような確定値として捉えられてしまう誤解を招かないために，黒

枠から先は数字によって最小値から最大値まで幅があるというニュアン

スがきちんと伝わるようにしていくべきである。 

田辺委員  特に小学校区だと範囲が狭く，人口規模が小さいので推計が難しい。

既に生まれている数で毎年補正するということが大事で，正直に書くの

が一番である。ただ，宮里委員が指摘されたように子育て支援を充実し

ていく中で急に落ちるのと思われる方はいると思うが，今の政策を充実

させていけば，これほど落ちないと説明するしかないと思う。 

南田委員 逆に数値を補正しすぎると不信感に繋がるので，素直にこの推計でし

ょうがないという事を言うほうがいいと思う。 

片岡委員 ５から６年経ったら再度見直して変えていく，ただしデータが無いこ

とには５，６年で小学校・中学校を建てることは出来ないので，このよ

うなデータは必要だと皆さんに理解していただいた上で使用していく。

ものがないことには話が進まない。 

伊藤（行）委員  来年に関して，就学時健診にて入学する一年生の数が分かっているが，

その数字と表の数字が違うかと思う。うちは３０人増える予定だが，表

では６０人増える。飯野や河曲でも本当に６０人も増えるのかと思う。 

事務局  就学時検診等で人数はほぼ固まりつつあるが，地区ごとで生まれてい

る子どもの数を基に推計をしている。その中で学区外通学に関する地区

ごとの平均的な数字を掛け，進学率の平均も掛けている。行政区ごとの

数字が出ており、それを学校に当てはめて計算しているので若干のズレ

が生じる。学校で把握する数字は確定に近いが，平成３０年以降も平均

的な率と地区ごとの数字で出しているので若干ズレが生じる。学校の方

で把握している数字も把握しているが，計算上，全体を統一するにはこ

れしかないということで行った。 

伊藤（理）委員 例えば飯野小は増加傾向にある中，そこから下がっていくという根拠

にはならないと思う。全体的には下がっている。飯野小学校だけ上がっ

ているのでは，このデータはいいのかと思う。 

事務局  １３番の飯野小学校の数字は庁内やほかからも同じ指摘があり，今後

この地区の学童保育を考えていくにはどうしたらいいかなど，実数が分
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かってもその先をどうしたらいいのかと，同じような意見があった。こ

の実数は間違いないが，計算でいくと出生率は市内一律のものを使って

おり，地区ごとに５年間ごとの人口推移の係数を掛け合わしていくとこ

ういう形になる。この地区だけ条件を変えるとほかの地区も変わるので，

ベースとなる年度があればこうなってしまいやむを得ない。 

伊藤（理）委員 減っていく前提で物事を進めていくと増加のときに対応できないのか

ということもあるので，１か所いい例があるのであればそこに目を向け

ることもいいのではないかという事で意見を出した。 

片岡委員 一律の割合で計算していかないと出ないので，やむを得ないかと思う。

それに答えられるコメントをもっていればいい。５から６年でリセット

するという方向で持って，先々を委員としてどう考えるか。 

鈴木委員長 全体としてはそんなに大きく減っている傾向ではない。ほかの自治体

と比較すると，鈴鹿市では２０年推計で大きく減るという印象はないが，

それが特徴なのかもしれない。 

南田委員 計画書では推計を５年ごとに出しているが，毎年で見るとこの狭い区

域で推計を見るのは難しいため、５年ごとでの記載がいいと思う。毎年

見るとどうしても誤差が出てきてしまう。 

鈴木委員長 見方によって様々な読み方が出来る。これは公表されるのか。 

事務局 今回の会議録と併せてホームページで公表する。これを印刷して配付

することは考えていない。 

鈴木委員長 市全体としての方向性であるため，これは全体を見るという形で，こ

こだけ落ちている所をあえてピックアップする必要はないと思う。この

段差は注意書きでよいと思う。 

事務局 注釈という形で，記載する。指摘された場合には答えられるようにし

ておく。平成２９年度の鈴鹿市の３０校を全部合わせた１０，９９９人

が基準で，最終的に２０年推計で平成４９年度は７，８４５人と段階的

に鈴鹿市でも少子化が進む中で，３６年度においても９，２８０人とな

り６から７年で落ちていくが，平成３０年度から平成３５年度について

は生まれている実数を入れることで，逆に角度が変わってくる。各地区

によって移動率が異なってくるなど考えると，指摘であったように細か

く分割していくと出てくるということは伝えていく必要がある。 

鈴木委員長 基本方針原案に関する資料３の説明を求める。 

事務局 資料３について説明する。 

前回の委員会で，意見のあった箇所と庁内ワーキンググループ会議等

で意見のあった箇所を朱書きしている。 

それでは，前回からの変更点について，順を追って説明する。 

まず，２ページの位置図を差し替えた。細い線は小学校区，太い線は

中学校区を示している。 

続いて，４ページをめくると，朱書きしてあるが，推計の見直しに伴
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い，「住民基本台帳」ベースの推計であるという説明を加えた。その理由

は，国勢調査は５年に一度で，確定値が出るには６年かかる。一方で，

住民基本台帳は毎年見直しが可能との観点から，「住民基本台帳」の数値

を採用し，定期的な見直しを図っていく。 

その下にある図表は，最初の基本方針で説明した推計表であり，再三

検討確認を重ねた結果，第１回目の委員会で提示したグラフと，大きく

変わらないことが判明したため，そのまま掲載することとした。 

５ページに移るが，表現の修正という形で，国が進める長寿命化に関

する補足説明を加えてある。 

次に，７ページから９ページの学校規模の基本的な考え方の部分にな

るが，９ページの上の表において，前回，小学校の「準適正規模校」の扱

いについて意見があったことから，事務局側で協議を行い，アンケート

結果や地域への課題提起としての意味合いもあることから「準適正規模

校」の分類を削除することとし，小規模校にまとめた。 

そのため，７ページの（２）③の「本市の考え方」の項目にあった準適

正規模校の考え方を省いた。また，８ページの図表からも同様に説明を

外してある。そして，９ページの分類についても，そこに記されている

ように５つにした。ただし，小規模校でも「６から１１学級」と「全校児

童数が１００人未満」の区切りは残すこととした。 

前後するが，８ページの図表にある「適正配置」の部分には，単に時

間や距離だけでなく，アンケート結果を重視し，通学路の安全性も確保

した中での考え方であるという一文を加筆した。 

１０ページからは，先ほどの資料１の説明どおりアンケート調査の実

施概要や主な設問の調査結果を６ページ分で掲載した。 

修正箇所は，１０ページでは対象者数と配付数，そして最終の回答者

数並びに回答率が入っていることが分かる。 

１１ページ以降では，設問ごとの結果について，文書表記のみで理解

いただけるものに関しては，グラフが外してある。 

１１ページのアンケート回答者の属性として，保護者と学校運営協議

会委員の年齢等をグラフで表記してある。世代構成としては，４０代が

３７.５％と最も多く，続いて３０代の２７.１％，次いで６０代の１５.

５％となった。なお，教員と児童生徒の年齢構成は省略している。 

１２ページの「イ １学年の学級数」は小学校と中学校の結果を未就

学児保護者等の属性ごとで記載したが，２学級以上の選択，理由として

「たくさんの先生や友だちから，多様な考えに触れる機会がある」との

意見があった。 

１４ページの「エ 小規模校及び大規模校への対策について」の結果

では，保護者も教員も「通学区域の変更や柔軟な運用，弾力化」を対策

方法として選んだ。相反するものとして，１５ページでは「学校区と行
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政区が一致するように考えること」が「重要・やや重要である」という

回答が多くを占める結果となったので，１５ページにそのグラフを載せ

た。 

 また，アンケート結果の掲載については，協議事項があるため，後ほ

ど示す。ここまでで前半部分の説明を終える。 

鈴木委員長 質問等はあるか。 

南田委員  アンケート問５の学校区を設定するに当たってどのように考えるかと

いう３つの問を設けていて，それを比較でみると，「学校区と行政区の範

囲が一致するよう考えること」が「あまり重要ではない」と回答した方

が３割いることで，割合が高いと感じる人がいるかもしれない。一方で

問５－２と問５－３を比較すると「児童生徒の学校生活を送る上で望ま

しい学級数になることを考えること」の方が，重要視しているのではな

いかと思った。そうすると，弾力化を考えたいという方が傾向として読

み取れる。そのような分析もあると思う。 

 そのため問５の１から３も併せて表示しておくというのもいいのでは

ないかと思った。 

鈴木委員長 問５－３も併せて載せた方が，矛盾が生じているというニュアンスが

少し変わる。 

片岡委員 学校区と行政区の違いが分かっている人はどれくらいいるのか。「やや

重要」というのもあまり意識していないのではないかと思う。 

鈴木委員長 学校区と行政区が一致すると地域づくりが進めやすくなる。 

事務局 委員の言うとおり，本当に理解して回答しているのかということもあ

る。そのため，ここの捉え方については，この部分の問について基本方

針に入れる中で，アンケート結果からはこういう事が見受けられたとい

うことが学校運営に携わらない人にも理解が深められるようにしたい。 

鈴木委員長  ５－２だけをピックアップすると，行政誘導的なイメージをとられか

ねないと思う。問５の１から４と横並びに質問しているのであれば，こ

の４つの結果の割合を示した方がいいのではないかと思う。 

事務局 参考資料に記載しているが，前回，１学年の学級数に関する設問につ

いての調査結果を、現在の学校規模の属性で比較してはどうかという意

見があった。結果表については参考資料を基本方針の１３ページ当たり

に掲載するかどうか事務局でも検討したが決定には至っていない。この

点についても委員から意見をもらいたい。 

事務局 補足説明として，１つ目は小規模校に通っている保護者とそれ以外の

学校の保護者、２つ目は小規模校の学校運営協議会・地域の方とそれ以

外の方，小学校の教員については絶対数的に少ないので除外して見ても

らいたい。一番上の保護者については，小規模校の保護者は６７人でほ

かの学校の保護者は１３３人となっている。小学校の運営協議会につい

ても５８人が小規模校の委員，ほかについては９５人の方に回答しても
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らった。普通は１００人という形で率を求めるが，数字が統一されてい

ないという事と，黄色の部分，小規模校の「１学級」と回答した保護者

は，６７人中９人いて１３．４％の約１割，ほかの学校の「１学級」と回

答した保護者は，１３３人のうちの１人で１割未満。運営協議会では，

小規模校で５８人の内，６人の１０．３％で「１学級」，そのほかの学校

では９５人中４人の４．２％で，１割程度が「１学級」と回答し，大きな

差異はない。やはり，２学級以上が保護者にしても運営協議会にしても

理想として望んでいる結果になった。これを資料３の基本方針原案へ入

れるかとどうかお伺いしたい。これについては意見がないようであれば，

削除する方向で進めたいと思っている。 

（一同） （特に意見なし） 

鈴木委員長 これは記載しないという事にする。続いて資料の説明を求める。 

事務局 それでは，１６ページから説明を再開する。「過密解消学級編制」につ

いて，前回から補足説明を行っている。 

１７ページには，先ほど，資料２の推計表での説明したように，１８

ページに記載する５年ごとの図表「小中普通学級数の試算」の算出方法

の詳細について加筆した。１７ページの内容は，児童生徒数の推計方法

や学級数の試算方法の注意書きになる。 

１８ページには，見直しをして完成させた推計表より，児童生徒数と

学級数を５年間隔で提示した。また，それぞれの分類についても記号で

表示した。課題となるのは，▲の過小規模校について，３０番の庄内小

学校で平成４４年度，実際には平成４３年度だが，今から１４年後に生

じてくるということで早い段階で提示した。 

また，資料２での説明と重複するが，これまでの推計には「弾力化制

度」「小規模特認校制度」に関する推計もあったが，これらの制度は，今

後も継続することが考えられることから削除することとした。仮にこれ

らの制度に変更等があった場合に限り，推計を見直し，周知していくこ

ととしたい。 

２２ページだが，ワーキンググループ会議で，意見があり，自治会活

動や地域づくり活動に本市では力を入れているので「地域づくり協議会

活動」という語句を足した。 

２３ページには，国の手引からの抜粋ではあるが，「統廃合における期

待される効果と想定される課題」の図表を，また，２４ページには「小

中一貫校制度における期待される成果と想定される課題」の図表をそれ

ぞれ挿入することにし，地域住民，関係者の理解を深められるものとし

た。 

 また，同２４ページの下の図表では，準適正規模校の分類の削除に伴

い，「学校規模の適正化を図る手法」の図表を変更した。 

 ２６ページには，前回，委員会で意見があったように，４つのそれぞ
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れの手法の下に，枠組みとその中に「保護者や地域等と意見交換し，方

向性や適正化に向けた手法を検討」という文言を加えた。また，このこ

とについて，２７ページの「（２）保護者や地域等との連携」にも具体的

に加筆した。「（４）の施設の複合化」には，前回意見があったように，文

部科学省の関連するホームページのＵＲＬを載せた。 

 最後になるが，２８ページの「第６章」では，児童生徒アンケートの

自由記述の欄にあった主要な意見をまとめ，学校規模適正化だけでなく

学習環境の整備改善についても検討していくという本市の考え方を示し

た。この考え方はおそらく本市独自のまとめ方になったと思う。 

 基本方針原案に関する説明は以上となる。 

 なお，今回，審議して決定した原案は，今後，庁内の行政経営会議に

諮り，市としての最終案を確定の上，市議会との協議を経た後，年明け

の１月からパブリックコメントを実施する予定である。 

 詳細スケジュールは次回提示する。 

鈴木委員長 質問等はあるか。 

宮里委員 特別支援学級について説明を聞きたいが，８人を超えれば特別支援学

級を増設すると，法令でなっているのか。実際に適正規模を考えるとき

には特殊学級なども配慮すると，別項目で書いてもらえるという理解で

いいのか。 

事務局 法令で決まっており，別項目で記載しているものである。 

ほかに，１８ページで，３０番目の庄内小学校については，４４年度

で▲となっており過小規模校になってしまうと見えがちだが，これは５

年単位での表記のため，資料２の表で見ると正確には平成４３年度にな

る。その場合にこの▲５のところに※印等で実際は平成４３年度からと

入れていったほうがいいのかどうかという点の確認も含め，意見をもら

えればと思う。 

伊川委員 あくまでも減っていくという事実の認識。どれくらいの規模で危ない

のかという事。推定値であれば特に必要ないと思う。大事なのは減って

いくという事の認識ではないか。 

片岡委員 記載しないままでいいのではないか。 

鈴木委員長 原案通りとする。 

片岡委員 ２６ページの赤字の表現について，法律上で何人減るとどうなるかを

地域の方は気にする。地域の方は法律に詳しくないため，法律を盾にと

って複式や廃校にするイメージになるので，そこだけは気をつけてほし

い。 

事務局 あくまで地域や将来の保護者の方と一緒になって考えて提案していく

という形をとっていく。 

鈴木委員長  ほかに意見等なければ先ほどのアンケートの部分を修正の上で承認と

するが。 
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（一同） （特に意見なし） 

事務局 アンケートの方を修正し，表現も最終確認する。その上で，修正点は

朱書きし，最終的に１週間以内に郵送する。この場で承認いただいた形

のものには，このような最終版になったということで示す。最終の確認

をしていただき，修正があれば事務局に連絡をお願いしたい。 

鈴木委員長 その他に関する事項について事務局からお願いする。 

事務局 事務連絡になる。次回の検討委員会は１１月２４日(金)１４時からを

予定している。次回は協議いただいた適正規模適正配置の基本方針の策

定，これとは別にまちづくり上などの意見を委員から伺いたいと考えて

いる。事務局からは以上である。 

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３回委員会の閉会。終了時間 １６時００分） 

 

以上 


