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第４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１１月２４日（金）１４：００～１５：３０ 

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，宮里委員，服部委員，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，加藤 

配付資料 

・資料１：鈴鹿市学校規模適正化・適正配置に関する基本方針（案）             

・資料２：学校規模適正化・適正配置に関する提言（事務局案） 

・資料２：提言一覧まちづくり等学校規模適正化に関する意見（まとめ） 

 

議事要約 

事務局 

 

定刻により，第４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。 

【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 これからの議事に入るが，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「基本方針（案）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。 

【資料提示】 

第３回検討委員会，庁内協議，行政経営会議に諮り，表現や構成の修正

を行い，パブリックコメント案としてまとめた。審議後，行政経営会議を

経て，最終決定する。 

変更点を説明する。 

 第３章までと第４章以降を明確に区分した。第４章以降が，国や一般

的な内容を踏まえた上での本市の考え方となっている。大きな内容の変

更はないが，文言や図表等を挿入する箇所を変更した。 

１ページには，公共施設を抱える所管は，この主旨を冒頭にすえるべ

きとの意見があり，背景と目的の下段部分に「鈴鹿市公共施設等総合管

理計画」との関連性について追加した。 

 ７ページには，適正規模の考え方において，これまでは，学級数だけ
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の記載だったが，学級規模（１学級当たりの児童生徒数）についても本

来は考慮する旨を追加した。 

 ８ページは，国の手引から抜粋した部分だが，引用する文章が少し短

かったことから，保護者や地域等との連携体制などの表現についても追

加した。 

１５ページにも同様に，地域とのかかわりについて，地域事情を考慮

する内容を国の手引から追加した。 

 １８ページから第４章となる。ここでは，構成を変更し，これまで分

割して記載していた本市の考え方をまとめた。上段の３つの丸印の部分

が，基本方針の大きな柱としている本市独自の考え方である。適正規模

の考え方について，一部，追加した。最後の５行分となるが，学校規模

については，これまで学級数を基準に考えるのみの記載としていたが，

７ページにあるように，学級規模（１学級当たりの児童生徒数）につい

ても考慮することとした。ただし，明確な表現には至っていない。 

 １９ページの図表の一部に大きな変更点がある。一番上の図表では，

これまでは，「小規模校」の左側の分類は，「全校児童１００名未満の６

学級」とし，合川小と庄内小のみ表示していたが，１００名未満という

根拠が慣習的なものであったことや，子どもたちの学校での学習や生活

環境を考慮し，各地域での対応の必要性も大きく，保護者や地域に課題

提起するという観点から，分類を「全学年が単学級の６学級」という形

に広げるよう変更した。 

天名小や井田川小などについても，事実として単学級であることも再

認識してもらう形とした。分類変更に伴い，２１ページに「全学年で単

学級」となる小規模な学校の説明を追加した。 

 ２５ページの第５章では，教育上課題が大きい過小規模校と過大規模

校だけでなく，分類を一部変更した小規模校の対応も追加した。下段の

統廃合の部分には，「鈴鹿市公共施設等総合管理計画」に関連する表現を

一部修正した。 

 ２８ページと２９ページでも，５学級以下の過小規模校や３１学級以

上となる過大規模校のみの手順やフローチャートであるなどと誤解され

がちな表現を，先ほどの小規模校への対応と同様にわかりやすく追加し

た。 

 ３０ページでは，適正化を図る際の留意点として，公共施設等総合管

理計画との関連について追加し，行政だけでなく，地域も意識してもら

うものとした。構成もその旨を強調し，鈴鹿市公共施設等総合管理計画

との整合性をより認識できるような表現とした。 

変更点の説明については以上となる。 

鈴木委員長 質問等はあるか。 

鈴木委員長 説明にもあったが，２０ページの小規模校について，従来１００名未満
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を小規模校としてきた１００名には何か根拠があるのか。 

事務局 具体的な根拠はない。本市においても２０年以上，あるいはもっと前か

ら１つの学校で１００名を下回ると，子どもが少ないため教育上の観点か

ら対応が必要ではないかとされてきたが，根拠は不明で，国においても具

体的な１学級の人数の基準はない。 

行政経営会議の中でも様々な意見があったが，特に今後の対応として，

全体として子どもの数が減っていくトレンドがあり，複式学級が発生する

過少規模校だけではなく，小規模校に対しても課題提起をしていく必要が

ある。そうした中で，基本方針を見た方にも分かってもらえるように一部

変更した。その中でも特に，各学年１学級（単学級）の学校に関しては，

さらに一段階分けたもので，明確な基準があるわけではない。 

鈴木（美） 

委員 

小規模校，単学級の表現は，各学年１学級とした方がよいのではないか。 

事務局 １９ページの表で，単学級を各学年１学級という形に変更する。各学年

１学級の方がより分かりやすい。 

片岡委員 何人になると複式という言葉は浸透しているが，新規に話をする場合は

「何人なのか」という話が出て，説明が必要かと思われる。その場合，こ

れは人数で通しているが従来の人数と異なってもよくない。 

人数の少ない南や西の人は，複式（学級になる基準）に関しての人数は

承知していると思われる。将来的には適正に統合した方がベターである。 

事務局 １９ページの表，学校の分類，基準の一番左の５学級以下の下に，カッ

コ付けで「複式学級あり」等，特記するのはどうか。複式学級ありという

ことは過少規模校の分類になり，ここに追加をすればより認識しやすい。 

鈴木委員長 事務局の提案どおり追加することとする。 

服部委員 小規模校の６学級のところに６校並ぶことで，合川，庄内と他の４校の

区別が，この表ではなくなったが，その分，学級規模・人数について留意

が必要との文が入った。ここがあることによって６学級という括りの中で

の学級人数が少ない学校に気を付けることが分かる。 

７ページの学級規模についての下の２行，単学級となる学年がある学校

というのは，６学級ではなくても７～１１学級ある学校でも単学級になる

学年がある場合についてか。その単学級になった学年の人数が多くなる心

配をしての文章なのか少々読み取りにくい。 

２１ページは，６学級のことか。 

事務局 ７ページ（３）については，国の手引によるもので，その中では，全学

年単学級６学級も含め７～１１学級であっても，単学級の学年があればク

ラス替えができないことがあるので，何らかの対応が求められている。 

この第３章自体は，国が示している基本的で一般的な考え方，表現であ

る。 
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全学年単学級とそれ以外を分けた記載にした方がいいか。 

服部委員 偶然１学級になった学年は，１クラス３５人など多くなりそうな感じ

で，そうではなく少ない人数でも２クラスにするなどの配慮が欲しいし，

分けていただけるとありがたい。先生にとっても生徒にとっても学級規模

の加減を加える必要もあるのではないか。 

今の説明で理解できたが，１９ページの小規模校ということか。 

事務局 意見はいただき，文章はそのままとする。説明の時などは，誤解を招か

ないよう丁寧に説明させてもらう。 

田辺委員 第３章の（１）は，国としての適正規模の考え方，（４）は鈴鹿市のアン

ケート，１５ページの（５）は，市としての考え方か，国としての考え方

があいまいで分かりにくい。５番目はアンケートにするなりした方がいい

のではないか。 

事務局 章立てに関して，第３章は基本的に国の手引や県の考え方を入れてい

る。事実関係として（４）は学校関係者も含めたアンケートの意見も踏ま

えているが，確かに第３章の（４）アンケート（５）小規模校を入れ換え

て，流れをわかりやすく変更した方がよいので修正する。 

鈴木委員長 そこは入れ換えることにしてもらう。 

いくつか指摘はあったが，あとは事務局での修正をもって基本方針案を

了承ということにする。 

鈴木委員長 事項書３の「２０年後の推計値から見た考察に関する事項」について事

務局から説明を求める。 

事務局 開催通知では協議内容を「２０年後の推計値からみた考察（意見交換）

まちづくりや建築等の視点」と表記したが，説明不足で議論の視点につい

て理解することが難しかったため，事前に全委員に説明した。 

これまでの検討委員会での協議の場や，各委員と個別の話に様々な意見

や考えが出ていた。 

また，先進地視察や全国事例，規模の適正化・適正配置の観点，鈴鹿市

は少子化が緩やかで，複式学級の発生はまだ先になるなどの議論から，地

域に課題に気づき，考えてもらうガイドラインとした。 

その中で，基本方針に直接掲載すると，規模の適正化・適正配置からは

異なる争点に移りがちな部分，例えば学校の老朽化対策や，２０年後まで

の児童生徒数の推計から見据えるまちづくりに関することなど，学校規模

適正化・適正配置に関連した意見として，検討委員会から教育委員会に対

する「提言」として取りまとめる。 

端的に言えば，ガイドラインとなる「基本方針」と「提言」の２本立て

で，一つの「答申書」としたいと考える。 

事前の委員の意見は，内容を事務局で取りまとめ，事務局に送付された

意見と併せ，これをベースとして，提言，事務局案として取りまとめた。 

配付資料２の「提言（案）」と「提言一覧」となっている。 
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提言案は，委員からの意見を基に，事務局で一つの提言書として取りま

とめたものであり，提言一覧は，全ての委員の意見を表示した。 

これを基に，検討委員会としての提言を取りまとめていく。 

提言案は，委員の意見を基に，事務局で一旦まとめたもので，提言一覧

や，それ以外の意見も含めて協議してもらいたい。 

【提言案について説明】 

今回，教育委員会から検討委員会に対して，学校規模適正化・適正配置

についての諮問を行った。最終的には，答申書を検討委員会から教育委員

会に提出する。答申書は，２部構成で考えている。前半は，基本方針（案），

後半はまちづくりに関連すること，この２つに分けて答申書にしたい。資

料２の学校規模適正化・適正配置に関する提言（事務局案）が提言書の草

案である。 

ここから，提言案について説明する。各委員からの意見を，検討委員会

からの提言として１番から７番までまとめた。 

〇１番 学校規模の適正化等の取組について 

複式学級の発生は，ひとつのターニングポイントになるのではないか，

という意見もあった。四日市市でも小学校の統廃合は，近年２地区で行

ったが，いずれも複式学級が発生することがわかり，市民から行政に早

目に動こうという働きかけがあり，そうしたことを表記した。加えて，

基本方針は全体的なガイドラインであり，個別の事例には対応していな

いが，本市の場合，鈴峰中学校と天栄中学校区の小学校については，今

後児童数が減少する推計もあり，地域との情報共有，早期の対応をして

いこうという意見としてまとめた。 

〇２番 計画的な施設整備に向けて 

老朽化した市内の小中学校の更新問題。４０校中３校は新しいが，３７

校はほぼ築３０年を超えており，今後更新が必要。時間と財源は限られ

ているので，そうした中で効果的に整備を行っていく上では，行政で計

画を作り推進していくようまとめた。 

〇３番 学校区・行政区・自治会区について 

区域の不整合が課題となっており，また協議をしている地域もあり，今

後のこと，特に子どもたちの環境を考えた場合，柔軟な対応も必要だと

いう意見もあり，こちらに入れた。 

〇４番 特別支援教室や通級支援教室の充実について 

特に今後，施設整備も含めて特別支援教育・教室へのさまざまな配慮が

求められている。そうした中で，現状，不足する部分もあり，校舎を改

修していくのであれば，そうしたことも改善を図ることをまとめた。 

〇５番 統廃合や小中一貫校及び義務教育学校の設置について 

最近，小中一貫校の設置が全国的に増えている。本市としても，小中一

貫校ではないが，大きな教育の目標の一つに小中一貫を見据えた教育を



~ 6 ~ 
 

していくことがある。施設一体型の小中一貫校の設置の是非について，

地域とも協議することを入れた。 

〇６番 学校施設の複合化について 

今後の学校の建替え・改修，長寿命化の工事を行っていく上で，市の公

共施設総合管理計画と歩調を合わせる必要がある。実際，学校に手を加

える際には，総合計画の主旨に沿うように効果的に進めること，かつ今

一番ニーズが高い学童，放課後児童クラブなど，子育て支援の一環とし

て，学童等の併設を進める旨を入れた。 

〇７番 その他 

特に一番上は，検討委員会からの意見という形でまとめた。改修などは

必要だが，日々の修繕に関して学校はかなり苦労をしている旨の意見を

いただいた。また，学校現場の環境，ＩＣＴ環境整備，トイレの洋式化，

図書室・学級文庫の充実など，アンケートでは子どもたちからも意見が

出ている。そうしたことをその他の内容としてまとめた。 

 

今回，議論した内容を基に，事務局で最終案としての修正等を行い，２

月に開催予定の第５回の検討委員会の前に，個別に最終案を送り，確認後，

第５回検討委員会で決定する。 

説明は以上となる。 

鈴木委員長  何か意見等はあるか。 

鈴木委員長 ７番目の説明で考えたが，学校施設そのものをどうしていくのか，将来

の教育環境等の話と，３番のような地域との関連，６番の学校施設の複合

化なども関係するが，今までの単体の教育施設の考え方とは異なっていく

のではないのかと思う。学校が子どもたちの教育施設というだけではな

く，地域のコミュニティの核になっていくという流れが全体としてあるよ

うに思う。地域の方々が学校に出入りして，まちづくりをする，市民活動

の拠点にする，あるいは学びの場になる，先生に代わり地域の方々が手伝

う等，教員と子どもたちだけの施設としてのイメージではなく，地域の方

が入ってくる，学校の先生が外に出ていくコミュニティ施設としての性格

を謳う項目立て，観点があってもいいように思う。 

必ず出てくる課題で，学区，コミュニティ組織の再編などの中で，学校

が中心になって町が動いていくこと，学校抜きでは考えられないこと。高

齢化，子育て，防災拠点などの課題。そのあたりが少し入るといい。 

田辺委員 委員長の指摘どおり，６番と７番を分けて地域のおけるコミュニティの

あり方について等の項目はあり得るかと思う。 

例えば愛知県の知多市立南粕谷小学校などは，市が主導して小学校区が

１つのコミュニティ組織として，皆で地域のあり方などを考えている。教

室を生涯学習の場として使っている。平日も使っているため，小学生が住

民と顔見知りになっている。子どもの安全を考えた場合，地域の方の声か
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けなどで先生も安心できる状況になっている。地域の方々の協力も必要だ

が，そういうことがあってもいい。 

鈴木委員長 豊田市の事例では，ＰＴＡが非常に硬直化しており，本来すべき内容が

なかなかできない，義務的になっているなど弊害が出ている。そうではな

く，風通しをよくしてやれる人がやるという風にしていくという流れもあ

る。現在，学校にさまざまな負担が集中し責任を負わされているので，地

域で上手く分担できるといい。適正化とは話が異なるが，この際こうした

課題も入れていくといい。 

伊藤（行） 

委員 

確かに，今学校は忙しい。学校規模適正化・適正配置に関する提言（事

務局案）のその他にもあるが，教職員は事務的な仕事も多く，パソコンも

少なく繁忙。例えば，教職員のパソコンがＬＡＮで校内，他校ともつなが

っていれば，有効活用できるし，教職員の負担も減ると思う。その分の時

間を子どもたちとの時間，授業準備などに使えたらいい。 

また，地域の中の学校としてより風通しをよくして，学校へ来ていただ

く機会を増やす。関連して，高齢者の方も学校に来ていただくようにして

いるが，問題としてトイレ（男女共同）などが未整備。そうした面の整備

も必要だと思う。空調設備は全教室に入っており，ありがたく思っている。 

片岡委員 ６番の中に，放課後児童クラブとあるが，６番の文言「改修」となった

ら，空き教室の使用とは管轄が異なるので，学校側は放課後児童クラブの

面倒は見ないということになる。そうではなく空き教室があれば問題点・

課題を整理して，地域で子どもの面倒を見る，放課後子どもが学校に残れ

るようにすることが望ましい。それをさまざまな責任の所在が出るから避

けている。これからは空いている学校も出てくるので，昔の感覚で学童ク

ラブや児童クラブなど，子どもたちが学校で遅くまで楽しく過ごせるよう

していくことが望ましい。 

適正化という課題の中で，それを検討してほしい。 

事務局 委員会からの提言ということにさせていただく。 

片岡委員 空き教室を学童保育，働くお母さんのために活用していただきたい。 

事務局 参考までに，校長会では，空いた教室についてはそうした活用を決定し

ている。 

伊川委員 ７番その他，最初の２行について。資料２提言一覧 まちづくり等学校

規模適正化に関する意見（まとめ）【学校の施設整備について】１番目の

「修繕費の使途に幅をもたせることも必要である」の文言を加えることは

できないか。例えば，７番２行目「予算配分を増額すること」に「幅をも

たせること」を加える。 

修繕の予算を積み立てれば出来ないのか。 

事務局 法制度上，予算を繰り越すことができない。 

伊川委員 また，２番の「立地状況等条件を整理し～無駄にならないよう」とある
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が，「無駄」という言葉が気になる。例えば「優位性」など，他の表現はな

いか。 

事務局 元々の趣旨は二重投資を防ぐことにあり，「無駄」は他の表現に変える。 

伊川委員 他，５番「児童の安全面から通学路の整備など～」の箇所で，この整備

とは道の整備か。合併等で学校が遠くなった場合のバス通学も含まれるの

か。であれば「整備」ではなく「確保」になる。当然道の整備も必要だが，

親にするとどう通わせるのかは気になる。 

事務局 ５番については，「通学路」ではなく「通学手段」とする。どの自治体で

も保護者は通学手段に関して心配している。 

朝は，地域のバス停を順に回るなどするが，帰りの便は学年によって帰

宅時間が違うので，便を分けるなどし，便数は増える。他市の事例では，

一部スクールタクシーを利用するところもある。中学校は元々自転車なの

でそれほど影響はない。 

７番については，基本的には，法的にも（予算の）繰り越しはできない。

ただし学校の修繕費は，学校配分という 1つの大きな裁量として決めるの

で，「修繕費相当分の予算配分」をすることなどの表現ができるかと思う。 

伊川委員 元々の割り当ての予算を増やせば，自由に使える分が増えるので，結果

的に柔軟な対応が可能，ということか。 

鈴木（美） 

委員 

２番計画的な施設整備に向けて，下から３行目「津波等の災害を考慮し

た～」の部分について。資料２提言一覧 まちづくり等学校規模適正化に

関する意見（まとめ）【施設整備内容について】では，防災拠点としての機

能を有しているとあるので，もう少し強く書いてもらいたい。 

鼓ケ浦中学校は４階まであるが，目の前が海で，台風の時も風で非常に

揺れる。防災拠点として避難者が来ると思われるのに，風で揺れるのでは

安心感が持てない。小学校は避難所指定されていないが，沿岸の高い建物

として避難者が来ることは想定されるので，「防災拠点として考える」等，

もう少し防災拠点であることを強調してもらいたい。 

鈴木委員長 意見交換はこれで終了とし，これを基に，提言の最終案を事務局で取り

まとめてもらい，事前に送っていただき確認することとする。 

事務局 次回の委員会で最終答申をいただく予定にしている。２月２３日を考え

ているが，そこから逆算して２月５日までにパブリックコメントを実施。

すぐに，事務局でまとめて，第２案ということで委員に送る予定。 

鈴木委員長  ほかにも意見があれば，次回，第５回の前までに，事務局へ意見等を連

絡するようお願いする。今回の資料があることで，基本方針に厚みとリア

リティが出てきた。 

鈴木委員長 事項書４の「その他に関する事項」について，事務局の説明を求める。 
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事務局  今後のスケジュールについて説明する。 

 基本方針の案については，今月２８日の行政経営会議に改めて諮り，年

明けの１月５日から２月５日までの期間でパブリックコメントを実施す

る予定。 

提言に関する最終案については，事務局の方で改めて取りまとめ，パブ

リックコメントの結果による基本方針の修正と共に，年明けの２月初旬ま

でには各委員に送付する。 

次回の第５回検討委員会は，年明けの２月２３日（金）を予定している。 

事務局 あと１点報告する。提言書は内部においても，委員会からとはいえ，組

織としての実行可能性を問われてくる。それも踏まえた上での最終的な表

現になる旨を理解いただきたい。 

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４回委員会の閉会。終了時刻 １５時３０分） 

 


