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平成２９平成２９平成２９平成２９年年年年度度度度第第第第５５５５回回回回    

旭市旭市旭市旭市学校のあり方検討委員会学校のあり方検討委員会学校のあり方検討委員会学校のあり方検討委員会会議会議会議会議録録録録    

 

 

 

１１１１    期期期期        日日日日  平成２９年１０月１２日（木） 開会 午後６時３０分 

閉会 午後８時１０分 

 

２２２２    場場場場        所所所所  海上公民館１階第一研修室 

 

３３３３    出出出出    席席席席    者者者者   

 

会 長  伊藤 啓子 

副 会 長  齊藤 勝弘 

委 員  岩井 憲一 

委 員  平野 一男 

委 員  石橋 敬弘 

委 員  加瀬 栄一 

委 員  嶋田 太郎左エ門 

委 員  下埜 實 

委 員  林  仁志 

委 員  髙野 之 

委 員  山角 健一 

委 員  向後 依明 

委 員  平野 進 

委 員  冨田 貴子 

委 員  向後 和保 

委 員  小沼 加代 

   

   

   

教 育 長  諸持 耕太郎 

庶 務 課 長  栗田 茂 

学 校 教 育 課 長  佐瀬 史恵 

庶 務 課 副 課 長  多田 英子 

学校教育課副課長  仲條 義治 

学校教育課主幹  鈴木 益実 

学校教育課主幹  宮内 智明 

庶務課施設班副主幹  来栖 慎一 

庶務課施設班主査  亘  隆男 
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・庶務課亘主査 

 それでは、会議に入る前に、本日配布の資料について、ご説明させていただ

きます。前回ご要望がありました、児童生徒数入りの学区図の資料と平成２９

年の小中学校の児童生徒数予測の資料を一緒にご用意させていただきました。

それでは、よろしくお願いします。 

 

４４４４    開開開開    会会会会    

・伊藤会長 

皆さんこんばんは。本日はお忙しい中をご出席いただきまして、ありがとう

ございます。ただ今から第５回旭市学校のあり方検討委員会を開催させていた

だきます。開会にあたりまして、はじめに教育長よりご挨拶をお願いします。 

 

５５５５    教育長あいさつ教育長あいさつ教育長あいさつ教育長あいさつ    

皆さんこんばんは。お忙しい中、お集まりいただきまして誠にありがとうご

ざいます。私、８月１９日付けで夛田教育長の後任として着任いたしました諸

持と申します。小学校区で言いますと琴田小学区で江ヶ崎に住んでおります。

まだ、不慣れですがどうぞよろしくお願いします。さて、本日第５回目となり

ます旭市学校のあり方検討委員会にお集まりいただきありがとうございます。

また、日頃から委員の皆様には市の教育行政に対しまして、暖かいご支援ご協

力をいただきまして、この場をお借りして御礼を申し上げます。特に市民体育

祭等においては、区長様方はじめ学校のＰＴＡ関係の皆様もこの中においでで

ございますので、大変ご支援等ありがとうございました。 

さて、私自身本日初めて、あり方検討委員会に出席するわけでございますが、

今まで４回の会議があり、いろいろ資料等は拝見させていただきました。その

中で、本市も児童生徒数が年々減少しており、将来を見越して教育環境をより

良くしていくにはどのようにしていく事が一番良いのかということで大変難

しい課題であると思っております。本会議の検討事項につきましては、市とし

ても重要課題としておりまして、先月終了いたしました９月議会でも大変関心

を持っていただいておりまして、学校のあり方検討委員会の検討状況等の質問

もあったところでございます。 

第３回の会議では、子供たちにとって一定数の学校規模を確保することが重

要であることから、小中学校共に１２学級～１８学級が望ましい学級規模とい

うことで皆様方から合意をいただいたと伺っております。前回の資料を基に、

今回の会議ではこの適正規模を踏まえつつ、前回の小中学校の適正配置につい

てのご意見等を基に、統廃合の具体的な部分というよりも子供たちのより良い

教育環境のために将来学校再編をすると想定した時に、どういう状況になった

ら再編する必要があるのか、どんな方法が良いのか委員の皆様のご意見をまと

めて提言に盛り込む内容の合意をいただけたらと思っております。そして、次

回の会議では提言（案）を事務局として示してまいりたいと思っておりますの
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で、どうぞ活発なご意見等よろしくお願いいたします。 

 

６６６６    検討事項検討事項検討事項検討事項    

・伊藤会長 

ありがとうございました。それでは、会議に入りたいと思います。前回の第

４回会議では、旭市における小中学校の適正配置を検討事項として、皆様から、

様々な意見をいただいたと思います。今回も前回に引き続いて適正配置につい

て検討を行い、まとめていきたいと思います。前回の会議が８月のことでした

のでご記憶にもあるかと思いますが、確認させていただくと、検討事項の１つ

目が、小中学校の適正配置についての中で配置状況や通学距離についての説明

がございました。２つ目が、事務局の方から望ましい学校数のシミュレーショ

ンを行っていただきました。３つ目が、近隣自治体の適正配置の考え方につい

て参考にさせていただきました。４つ目が、近隣自治体の学校再編に係る事例

を勉強させていただきました。これらを踏まえまして今回の会議では、検討事

項の（１）として第４回会議における意見内容の確認について、（２）として

小中学校の適正配置について検討していきたいと思います。 

それでは（１）第４回会議における意見内容の確認について、事務局より説

明をお願いします。 

 

・庶務課亘主査 

それでは、第４回会議における意見内容の確認ついて、ご説明させていただ

きます。会議資料の１ページをご覧下さい。 

前回会議において、委員の皆様より適正配置について様々なご意見をいただ

きました。そこで｢小中学校全般について｣、｢小学校について｣｢中学校につい

て｣それぞれ取りまとめましたので、再確認の意味で、読み上げさせていただ

きます。 

   （会議資料１ページ～３ページ読み上げ） 

 

・伊藤会長 

   今のご説明は、前回の会議で皆さんから出たご意見をまとめて整理いただ

いたということでしたが、前回会議では欠席の方もおり、幾分時間が経って

おりますので、何か追加のご発言等ありましたらお願いしたいと思います。

いかがでしょうか。それでは、次にもう１つ説明があるようですので、また

ご意見がありましたら後でまたお願いします。 

   次の（２）小中学校の適正配置について、事務局に説明をお願いしたいと

思います。 

 

・庶務課亘主査 

それでは、小中学校の適正配置についてご説明させていただきます。それで
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は、会議資料の４ページをご覧下さい。今回の会議では、前回に引き続き適正

配置の考え方について検討いただき、最終的な提言に盛り込む内容を決めてい

ただきたいと思います。そこで、検討を進めていくうえで、近隣自治体の考え

方と対比できるよう、前回の近隣自治体の適正配置の資料に旭市の欄を設けま

した。また、これまでの会議での委員の皆様のご意見を基に重要と思われる項

目を、事務局（案）として記載してございます。この案をたたき台として、修

正が必要な箇所、追記が必要な事項等を委員の皆様に検討いただきたいと思い

ます。 

まず適正配置の欄をご覧ください。事務局（案）として、｢学校の小規模化

が進む中で、将来を担う子供たちに、より良い教育環境を提供していくことを

第一に考える｣、｢通学の負担、安全安心への配慮｣、｢遠距離通学となった場合

のスクールバス等の考慮｣、｢地理的条件、歴史的な背景の考慮｣、｢学校と地域

との関わりへの考慮｣と記載してございます。 

次に小学校の欄ですが、小学校については最低限解消しなければならないと

思われる複式学級について、｢複式学級が見込まれる場合は、その解消のため

学校再編を検討する｣と記載しました。 

中学校の欄については、最低限解消しなければならないと思われる単学級に

ついて｢単学級が見込まれる場合は、その解消のため学校再編を検討する｣と記

載しました。 

なお、小学校、中学校どちらも、｢見込まれる場合は｣と表記してありますが、

これは、複式学級及び単学級が出現する前に学校再編の検討なり、取り組みを

していかなければならないと思われるため、この表記としました。 

また、この事務局（案）では、近隣自治体のように具体的な統合の基準や許 

容できる小規模校の下限などについては記載しておりません。対比している近

隣自治体は、既に複式学級又は単学級化が顕在化し、長い検討期間を経た後の

再編方針や統合計画の段階であるのに対し、旭市においては、今のところ、複

式学級又は単学級化の問題が見込まれる状況にはないため、このような表記に

留まっております。 

この事務局（案）を基に、修正すべき箇所、追記すべき事項等のご意見をい

ただきたいと思います。 

なお、実際の提言には、今までの会議の内容や委員皆様のご意見、会議資料

についても盛り込み、まとめていく予定です。よろしくお願いします。 

 

・伊藤会長 

今の説明の中で提言に盛り込む内容を決めていただきたいとのことですが、

事務局の方からは、修正すべき箇所、追記すべき事項等があったらお願いした

いとのことですが、その前にまずご質問があればお願いします。 

次回は提言のまとめですので、私たちの名前を冠して教育委員会に提言を提

出することになるので、責任もありますので、不明な点がございましたら質問
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をお願いしたいと思います。 

提言に盛り込む内容ということで、何か質問等はございませんか。第２回か

ら第４回までの３回の会議で今まで検討してきたことがございますので、それ

らについて盛り込んでいき、適正配置とは私達はこう考えますということを提

言することになると思います。では、第２回から第４回の会議をもう一度確認

していきたいと思います。資料をお持ちの方はご覧いただきたいと思います。

第２回目は、平成３４年度までの児童生徒数、学級数の推移について示してい

ただき、今後は減少していくことを確認しました。そして学校の現状、現在の

旭市の小中学校それぞれの学校規模に伴う課題について、手引きを基に説明し

ていただき、小規模校、中規模校、大規模校の校長が代表で出席していただい

ているので、現職校長からの現状について説明がありました。大規模校のメリ

ットやデメリット、小規模校のメリットやデメリットについても説明していた

だいて確認できました。第３回の検討事項ですが、この時に初めて近隣自治体

における学校の適正規模の基準について、近隣自治体はどう考えているかにつ

いて確認させていただきました。そのうえで、小学校の適正規模、中学校の適

正規模について、市内教職員へのアンケート結果をまとめていただきました。

免許外教科教授の現状や部活動の現状にも触れていただきました。それらを踏

まえ、本市では小学校は１２学級～１８学級、学年で言うと１学年２学級～３

学級、中学校の場合も１２学級～１８学級で、学年で言うと１学年４学級～６

学級ということで確認しました。このことについては、先程議会でも質問があ

り回答してくださったということでした。そして、事務局から学校数のシミュ

レーションを出していただきました。近隣自治体の適正配置の考え方を参考に

しながら、これからまとめていくことになりますが、他市の再編検討委員会と

は、明らかに異なることはあると思います。先程、教育長の話にもありました

ように、現時点では他市のように早急に再編計画の具体的な案を立てなければ

いけないと言うわけではなく、その前段階なので、私達はどういった状況とな

ったら、どういったことを進めていかなければならないかを検討するための集

まりになるかと思いますが、皆様はいかがでしょうか。どのような提言にする

かのたたき台が、この４ページのものです。おそらく最終的な提言については、

今まで私たちに示してくださった資料や委員の皆様の意見が中に盛り込まれ

たりすると思いますが。いかがでしょうか。 

 

 ・委員 

   この資料を送っていただいて最初見たときに、今まで適正配置や各学校の

人数がどのようになるのかを、少なくても現在の０歳児までのデータを基に

検討してきて、更に２０年、３０年先の予測ができる数値があればとお願い

しましたが、ないとのことで今お話があったのではないかと思います。 

私は、小学校と中学校のところの事務局（案）のところに、我々が昨年、一

生懸命考えてきた適正規模の数、学級数というものを具体的に入れて、小学校



 6

中学校が、この位の規模になった時にというものを、ある程度明らかにしてお

く必要があるのではないかと思っています。そうでなければ、何の為に今まで

やってきたのか。今、慌てなくても良いのだから、このままで良いということ

をそのまま出すのだったら、何か釈然としないものが正直あります。誰も学校

の再編を最初から望みはしません。今のままが良いのですから。だからこそ、

今一歩踏み出す必要があるのではと思います。複式学級が見込まれる場合、見

込まれるというのは出生数でわかるわけですから、その時点でスタートすれば

６年後には１年生に入る。その間に検討し再編のことを考えれば良いというこ

とでしょうが、正直なところ、それでは遅いと思います。 

旭市ではかつて、学区再編をしようとして教育委員会が説明に行って、散々

叩かれて全て駄目になってきたじゃないですか。教育委員会はそれだけの想い

をしながら学校再編を試みたわけですよね。ところが、地域住民の理解を得ら

れなかったわけですよ。丁度その頃、家の子は小学校から中学校へという段階

で、第一中学校に行くのか第二中学校に行くのか、第一中学校に行くのであれ

ば移行期間を設けて行かせてほしいと言ったが、当時回答がないままでした。

兄の方は第二中学校に行きましたが、後から線が引かれたから、弟の方は第一

中学校に行くことになると言われても、同じ家の中にいて兄弟で違う学校を指

定されても困るという話をしました。やはり時間をかけてもそういう結果とな

ったわけですよね。だとすれば、理想論かもしれないが、｢小学校はやはりこ

れ位の規模になったら、こういう夢のある学校を作っていくべきだ｣というこ

とをどこかに盛り込むべきだと思います。前回の会議の中でそういう話がたく

さん出ているわけです。子供たちにとって望ましい教育環境を提供するために

は、再編が必要であるというコンセンサス（合意）が重要で、なおかつ魅力あ

る学校を作っていかなければいけないということは多くの方が言っています。

そのことを具体的にこの中に盛り込んでいくべきだと思います。やはり、２年

をかけて会議を進めていく中で、理想論を皆で述べてきたわけですから、我々

の理想をこれに盛り込むべきだと思います。ですので、複式学級や単学級が見

込まれる時点、それからのスタートでは少し遅いことにやがてなるのではない

かなと思います。 

 

・伊藤会長 

   ありがとうございました。それでは２つに分けて考えていきたいと思いま

す。まずデータとして児童生徒数の推計については、最も大事な部分なので

現在は平成３４年まで出していただいているが、それをもっと先まで出して

もらえないかということが一つあったので、そのことについて事務局よりお

願いします。 

 

・庶務課亘主査 

  それでは、前回会議で質問がございましたので、事務局で確認した結果を報
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告させていただきます。 

ある近隣自治体では平成４７年度までの各学校ごとの将来人口推計を示し

ているが、旭市ではどうなのかという質問でした。その自治体に確認したとこ

ろ、人口推計分析の業務委託を行っており、通常の人口推計分析に加え学校再

編のため、小学校区別、中学校区別の人口推計分析も行っており、それを基に

再編検討委員会での検討資料としているとのことです。旭市では残念ながらそ

ういった人口分析の資料がございませんので、現在提供できる最新の資料とし

ては、本日配布させていただいた平成２９年児童生徒数の予測の資料となりま

す。 

 

・庶務課栗田課長 

  人口推計についてですが、今現在あるものでしかお示しできませんが、今後

なるべく早い時期に２０年、３０年ぐらい先までの人口推計を出したいと考え

ておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 

・伊藤会長 

  ありがとうございました。そうすると、将来のスケジュールの中にそういっ

た先までの人口推計を専門的なところに委ねてということでしょうか。 

 

・庶務課栗田課長 

  はい、そうです。 

 

・伊藤会長 

  私からもお話をさせていただきます。今この検討委員会を行っているわけで

すが、現在旭市としては、平成２７年あたりから旭市総合戦略という形でホー

ムページにも掲載されていますが、その中を見ると、三つの郷ということで、

医療・福祉の郷、食の郷、交流の郷と掲げられています。教育はどこに入るの

か見ていましたが、入るとすれば医療・福祉の郷で、安心して子供を生んだり

育てたりできるような旭市をつくるということになると思います。この総合戦

略には、何々総研といった研究調査機関が関わっているかどうかは、わかりま

せんが、そういったところからの確かなデータがあるのではないかと思いまし

た。少し見ていたら小中学校の児童生徒の部分ではありませんが、市の人口に

ついての推計が平成７２年度まで出ていたと思いますので、もう少し詳しくし

てもらえれば、小中学校ごとの児童生徒数が出るのではないかと感じました。

将来行っていただけるとのことなので、できましたら旭市の総合戦略とタイア

ップした形で、確かなデータを出していくことが大事なのだと思いました。 

そして、先程委員が言われるように提言の中で更にもう少し詳しい内容を書

いていってはどうかということですが、より良い教育環境を提供してくことを

第一に考えるということは書かれていますが、今まで検討してきた具体的な中
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身を盛り込んでほしいということでよろしいですか。 

 

・委員 

  そうですね。 

 

・伊藤会長 

  各委員の今までのいろいろな想い、またアンケート結果などにもいろいろと

書かれていたので、ここに書けることは詳しくお願いしたいということが、委

員からの意見でした。他にございませんか。いかがでしょうか。 

 

・委員 

  複式学級、単学級とあるが、今の現状を見ているとそうなるとは感じられな

いですね。保護者から見れば先生１人に、生徒が少なければ少ないほうが良く

見てもらえて良いと思います。自分の頃には、１学級５０人近くいましたし、

第二中学校で１，５００人くらいでしたので、それと比べると、第一中学校と

第二中学校を一緒にして、学校名も｢第一｣｢第二｣を取ってしまい｢旭中学校｣

などにしても良いのではないかとも思える。私も小学校へ行くことがあります

が、１年生から６年生まで単学級の小学校でも先生は２０人以上います。１年

生の場合、１学級に２人の先生が付くが、それであれば１学年２組に分けて、

先生に受けもってもらっても良いのではないかとも思います。 

   

・伊藤会長 

  保護者の方、地域の方としては、率直な疑問なのだと感じました。学校には

小人数化ということで保護者の皆さんの願いもたくさんあると思いますが、定

数の問題などいろいろ難しい問題があるため、先生がいるからと、均等に分け

るわけにもいかないと思いますが、これらのことについても参考にしながら、

良い方向へと持っていければと思います。 

次回の提言に盛り込む内容、更にこういったことも入れてはどうかというこ

とで何かございませんか。 

 

・委員 

  前回の会議の後、帰って考えたこともあり再編というのは、思い切ってやる

しかないと感じました。いろいろな問題がどうしても出てきてしまうので、そ

ればかりを考えていると結局、再編も何もできないのではないかと感じました。

やはり学区割は、長い年月を経てこういう形になっていると思いますが、学区

割を大幅に変えるしかないのではないかと思います。 

小学校でも、やはり１００人を切るというのは、できることが少ないという

ことがあります。体育の授業にしても大勢の人数、１０人以上いないとできな

いことも多々あります。私はこのことを、子供時代に経験しているので、少な
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ければ少ないなりに良い面があることはわかります。しかし、子供たちがいろ

いろな事を学ぶためには、ある程度の人数が必要だと常に感じています。今、

人間関係であったり子供たちの間でも難しい問題、精神的なものもあるので、

心のケアであったりサポートしていただくという点で、先生方の人数も昔より

は多くないと、時代的に難しいのではと思います。私達が育った環境と今の子

供たちの環境が大分違うと常に感じています。ある程度、社会に出ていくうえ

で人数の多い中での経験ということが、とても大事であると思います。少人数

の中にいると仲睦まじくいくと思いますが、これから社会に出ていくことを考

えると、徐々に集団生活に慣れることも大事なことだと思うので、ある程度の

人数がいた方が良いと感じます。いろいろな地域柄があることも感じますが、

大人に対しても、子供に対しても、今の状況について納得のいく説明をじっく

りしていくことが必要であると思います。旭市で今５校ある中学校を３校ぐら

いにしないと人数的に望ましい規模にならないといった説明になるとは思い

ますが、あまり足踏みしていても仕方がないと思います。人数的に見て、減っ

ていることは、一目瞭然ですし、各学校に通っていて大幅に増えている学校は

多分、ないと思います。ですから思い切ってやることが一番大事なのではと、

この会議を通じて感じました。全ての人の意見を聞いていては、この話は全く

進まない内容なので、ある程度のところで線引きをして、はっきりした物を作

れば、何年か先にはいろいろな方々にも知っていただけるのではないかと思い

ます。 

また、きちんと人を集めて説明するということが大事であると思います。｢話

を聞きに来て下さい｣では、人は集まらないので、学校での説明や確実に大勢

の人に話ができる場所を設けて行うことが大事だと思います。それを毎年積み

重ね浸透していってもらうことが大事だと思います。理解してもらうことはな

かなか難しいと思いますが、広く大勢の人に共通した問題として、知っていた

だくことが大事だと思います。 

 

・伊藤会長 

  ありがとうございました。今のお話ですと、やる時にはやらなければならな

いというお話でしたが、この提言に盛り込む内容としては根拠となる学校規模

による課題が出されているので、検討委員会で検討した内容として１２学級～

１８学級という数は出ているので、それに至った経緯、こういうデメリットが

あるからこうしたいということが、はっきりしているので、それらの学校規模

による課題を提言の中にも位置付けてほしいということだと感じました。もう

１点、将来的には多くの方達に説明しなければならないと思うので、それは今

後のスケジュールの話なのかと思いますが、このあり方検討委員会が今年度末

には提言を提出し終えることになると思いますが、それ以降の大まかなスケジ

ュールについても示す必要があるのではと感じました。１２学級～１８学級に

なった経緯は盛り込まれると思いますが、今後のスケジュールもこの提言の中
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に盛り込むことについてはいかがでしょうか。いずれこういう事になったら、

こういうことをする等のスケジュールを示すということについては、事務局い

かがでしょうか。 

 

・庶務課栗田課長 

  スケジュールの件ですが、先程ご説明した人口推計については、なるべく早

い時期に示していきたいと考えております。人口推計の内容次第では、市とし

ては、引き続き検討していくということもあるかもしれません。どちらにして

も数字的なものを出してからという形で、今後も検討していくという盛り込み

方ではいかがでしょうか。 

 

・伊藤会長 

スケジュールではなくですか。 

 

・庶務課栗田課長 

スケジュールというか、今後も検討していくという表記ではどうでしょうか。

今回の委員さん方での委員会は、この提言を提出いただくことで終わりとなり

ますが、市としては今後も検討していくと。そのためには人口推計を出し、そ

の内容によって進めていきたいという形でいかがでしょうか。 

 

・伊藤会長 

  スケジュールということについて、いかがでしょうか。 

 

・委員 

前回の会議から参加させていただいて、いろいろと振り返りながら説明もし

ていただいているので、概要はだいたい理解したところであります。先程委員

から話がありましたが、子供たちが教育を受けるうえで望ましい適正規模とい

うことで、具体的に例を挙げていただいたが、この適正規模についてもそうで

すし、実際に今後進めていくにあたって何を根拠に更に突き詰めていかなけれ

ばならないかとなった時に、小学校での複式学級、中学校で単学級が見込まれ

る状況になった時、これはある程度の目安だと思います。これらを人口推計で

出した数字と照らし合わせながら、もしこの委員会の後に、別のメンバーで検

討が続いていくということならば、この２年間の中でここまで出来上がったと

いうものをきちんと残しておかなければいけない。それを今回の会議で詰めて

いければ、良いのではないかと思います。第４回目までの検討内容については、

報告に示されていますが、今回はどこまでそれを残しておくのか、話し合いで

まとめておけば良いのではないかと思います。根拠がきちんと示されていない

と、先々の検討においても、また元に戻ってしまうことになります。 

ですので、ここまでについては、この検討委員会で検討した結果、一番良い
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ものとして決まり、まとめられたものであると示すことが大事であると思いま

す。今までのものにもう少し上乗せをしながら内容を盛り込んでいったら良い

のではないかと思います。この検討は是非続けていただきたいと思います。ま

だ具体的には、どういうことをしたら良いのかというところまではいきません

が、少なくとも小学校、中学校で目安となっている複式学級や単学級にプラス

して何かがここに盛り込まれる、示されるということであれば、一歩先に進む

のではないかと思いますし、もう少し話し合いができればとも思っています。 

 

・伊藤会長 

事務局に確認します。前回までの会議で決まっていることについては、議会

で話題になった内容で、小中学校それぞれの適正規模はこれぐらいが望ましい

だろうというところまででしょうか。 

 

・庶務課亘主査 

   委員の皆様に合意を得て決めていただいたことは、小中学校ともに１２学

級～１８学級という適正規模です。適正配置については、前回の会議でいろ

いろと委員の皆様からご意見をいただいており、それを今回の資料として載

せております。決めていただいた事項というわけではございませんが、各委

員のご意見として取りまとめてございます。 

 

・伊藤会長 

   確認できている内容ということですね。そうすると適正規模は１２学級～

１８学級であることが確認できていて、その根拠についても今まで検討して

きたので明確になっています。更に小学校は複式学級、中学校は単学級が見

込まれる場合ということで、現時点ではそれらについての確認できた根拠の

ところまで提言で明記できればというところまでかと思います。いかがでし

ょうか。 

 

・委員 

   小中学校とも適正規模は１２学級～１８学級というのは国が示すものと

我々が調査したものがある程度一致しております。理由は文部科学省の資料

からも示されています。ただ、現時点で中学校一つをとってみると、下限で

ある１２学級に達しているのは第二中だけであります。下限の半数しかない

学校が２校です。校長としての立場からなんとかしたい気持ちもあり、前回

の会議の中で、５校中３校全てが単学級になったらそれは限界だろうと思い

発言しました。校長でなければ、単学級が１校でも出たら統合したほうが良

いと思います。単学級というと中学校では下限の４分の１でしかない。適正

規模の下限１２学級の４分の１、現時点でも十分統合に踏み切るだけの根拠

はあるのですが、そういったことをしっかりと提言の中に盛り込んでいただ
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きたいと思います。単学級となると限界であると、提言の中でわかるような

表記をしていただきたいと思いました。 

 

・伊藤会長 

   現状について、詳しく示していただきたいということですね。 

      その他にはいかがでしょうか。 

 

・委員 

３５年度までの推計を見ると、このままでも良いのではないかと思えてしま

います。この先、長期に渡る人口推計、総合戦略とタイアップした場合の長い

目で見た時に、適正規模から外れる、複式学級、単学級が見込まれるため、学

校再編に踏み切るという流れだと思います。学校再編は、生徒数が減ってしま

ったため統合した方が生徒達にとってメリットがあるから行うという発想で

はなく、再編した方が逆に今よりも良いことがあるという発想も必要かと思い

ます。例えば、学校の施設はものすごい施設でもあります。体育館ではバスケ

ットコートが２面あり、バレーもできる。柔道場も剣道場もあります。野球場

やプール等もあります。もし再編するとなれば、小学校も中学校も、幼稚園を

も一緒にすることで、また地域の方々にもより広く施設を使っていただくこと

で、学校が地域コミュニティーの核となる場所になるので、再編したほうが良

い、再編が待ち遠しいといった、そういう考えもあって良いのではと思います。

生徒数が減っているから再編するとうネガティブな考えではなく、再編したら

もっと良い地域になるという考え方もあると良いと思いました。 

 

・伊藤会長 

   ありがとうございます。まさに｢郷土愛からつなぐ未来 ず～っと大好きな

まち旭｣という言葉がありますが、この中に素敵な学校が盛り込まれれば、良

いと思います。 

 

・委員 

   私自身、考えがまとまっていない部分もございますが、私はどちらかとい

うと、ネガティブ的な発想でおります。こういった魅力ある学校ができます

という話を持っていくきっかけとして、複式学級や単学級が見込まれるよう

になったので、ここで素敵な学校を作りますという計画を立て、小中一貫校

など地域の実情も勘案しながら徐々に進めていけば地域の方々の理解も得ら

れていくのではないかと思います。 

 

・伊藤会長 

   ありがとうございます。ここで休憩を取りたいと思います。 

   （休 憩） 
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・伊藤会長 

   会議を再開します。休憩中事務局と協議しまして、再度資料の４ページを

確認していただきたいと思います。これからの作業として、次回提言のまと

めを２月あたりに行うことになると思いますが、それまでに事務局で提言

（案）を作成しなければならないので、その柱になるものが、この４ページ

にある旭市の事務局（案）の適正規模・適正配置の欄、小学校及び中学校の

部分の欄になります。他の自治体に比べると、記載されている内容が少ない

ですが、柱になる部分について、このことについてはぜひ盛り込んでもらい

たいというご意見がありましたら、皆さんからお願いしたいということです。

まず適正配置のところですが、まず１つ目の柱について読ませていただきま

す。｢学校の小規模化が進む中で将来を担う子供たちに、より良い教育環境を

提供していくことを第一に考える｣。２つ目が、｢通学の負担、安全安心への

配慮｣。３つ目が、｢遠距離通学となった場合のスクールバス等の考慮｣。４つ

目が、｢地理的条件、歴史的な背景の考慮｣。５つ目が、｢学校と地域との関わ

りへの考慮｣となっていますが、追加したい柱がありましたらご意見をお願い

します。そして次の小学校の欄では、｢複式学級が見込まれる場合は、その解

消のため学校再編を検討する｣とあります。ここに追加したい柱があればご意

見をお願いします。 

ここで事務局にもう一度お尋ねしますが、複式学級云々のところですが、先

程委員より、もう少し具体的な数等を入れてはどうか、ということについては、

この記載があれば、別の柱として出さなくても足るものなのですか。 

 

 ・委員 

   では、複式学級とは何人ですか。 

 

 ・伊藤会長 

   学年によっても違ってきますが、事務局より説明願えますか。複式学級と

なる目安です。第２回会議にて説明いただきましたが、再度お願いします。 

 

 ・学校教育課鈴木主幹（管理主事） 

   複式学級につきまして、小学校１年生を含む場合は、２つの学年の合計が

８人以下ですと複式学級になります。ただし、１年生と２年生の組合せ以外

の学年の組合せの場合、どちらかの学年が４人を超える時は複式学級にはな

りません。そして小学校１年生を含まない場合ですが、２つの学年の合計が

１６人以下であると複式学級になります。ただし、続かない学年、例えば２

年生と４年生などで複式学級を行う場合は、どちらかの学年が８人を超える

場合は、複式学級にはなりません。中学校の場合は、２つの学年の合計が８

人以下で複式学級になります。ただし、１年生と３年生で複式学級を行う場
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合は、どちらかの学年が４人を超える場合は、複式学級にはなりません。 

 

 ・伊藤会長 

   ありがとうございます。そういった措置から考えると、当面はそういう状

況にはならないと平成３５年度の推計資料からも言えることだろうと思いま

す。他にございませんか。柱としては、これでよろしいでしょうか。そうす

ると次回、委員の皆様から出た意見を提言（案）としてまとめていただくこ

とになります。次回、提言（案）を提示していただき、それで皆様で検討し

た結果、まだ会議が必要ということであれば、もう一回会議を行うこともあ

りますか。 

 

 ・庶務課亘主査 

   そうなります。 

 

 ・伊藤会長 

   では、まだ猶予が残されているということであると思いますが、どうでし

ょうか。現時点でぜひ確認しておきたいこと等はございませんか。 

 

 ・委員 

   よろしいでしょうか。平成３５年までの推計が出ているわけですが、これ

でいくと、この期間、複式学級はありえませんよね。そしてその先の数値が

わからないから何とも言いようがありませんが、だとすれば、いくらここに

複式学級と記載しても、ならないのであれば書く必要もないのではと思いま

す。それよりも我々が今まで検討してきた、どれだけの学校規模が我々とし

ては望むことなのか。私が先程述べたのがそこです。学校再編を考える時に

は、こういう規模の学校でありたいということが、皆さんとの共通した認識

としてまとまったのであれば、それを適正規模としてだけ置くのではなく、

やはりそういうものを目指して行こうということが、どこかに書かれていて

も良いのではないかと思います。 

それから前回の会議でも、｢より魅力ある学校にすべきである、子供たちの

ことを第一に、新しくできる学校を魅力的な学校にすることに重点を置いてほ

しい｣など、すばらしいご意見が出ています。これはどなたも反対しないこと

だと思います。やはりそういう観点はどこかに記載すべきではないかと思いま

す。つまり我々は人数合わせでこれをやってきたのではないわけで、我々の次

にある会議でたたき台となるものを今作っているわけですから、先程も述べた

ように、ある程度、理想論があっても良いのではないかと考えます。現時点で

は複式学級はありえないわけですよね。それをここに書いてもおかしいと思い

ます。いつまでたっても複式学級にならないのではないか。 

市長は、１０年、１５年先のことを今からいろいろと検討していただかなけ
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ればならない、また５年ぐらい先にならないと統廃合はできないとおっしゃっ

ていた。将来的にどういった方向に進めば良いのか等を検討していただきたい

と思っているところでございますと議事録に載っております。 

であるなら将来的にこういう方向に持っていくのが我々の考えですという

形でまとめていって良いのではないかと思います。他の自治体ほど切羽詰った

問題ではないということを、まず事務局がおっしゃっているわけですから、だ

とするならば、多少理想論的な話であって、より子供たちに魅力ある学校とす

るためには、こういう形で我々は提言をまとめましたという方向でしか、今ま

とめようがないのではないかと思います。どうでしょうか。 

 

 ・伊藤会長 

   ありがとうございました。適正規模では小中学校それぞれ１２学級～１８

学級と書いてありながらも実際、小中学校では現状とはそぐわない複式学級

なり単学級をそれぞれ記載することの矛盾点について、どうしていこうかと

いうことですね。そうしますと、魅力ある学校等については、以前の会議で

も意見が出ている経過がありますが、これについては、事務局いかがでしょ

うか。 

 

 ・庶務課栗田課長 

   先程の委員のご質問についてですが、まず適正規模を決めていただきまし

た。その適正規模に近づけるように努めるという記述を入れるということで

よろしいでしょうか。 

 

 ・委員 

   はい。私はそういう記述を入れる方が望ましいと思います。 

 

 ・庶務課栗田課長 

   はい。あともう一点、前回の会議の中でも委員の皆様からいろいろ良いご

意見をいただきました。これらのご意見につきましては、柱ではなく、こう

いうご意見も皆様からいただきましたという形で盛り込ませていただいて、

全体的な提言（案）としてまとめさせていただきたいと考えております。 

 

 ・伊藤会長 

   ありがとうございます。そうしますと中学校についても現状は１２学級～

１８学級が適正規模であるということを考えれば、差し迫った問題であると

いうことを追記するような形でよろしいでしょうか。他にご意見ございませ

んか。 

 

 



 16

 ・庶務課栗田課長 

   一点だけ確認させていただいてよろしいでしょうか。複式学級についての

記述についてですが、こちらにつきましては残しておいた方がよろしいでし

ょうか。それとも削ってしまった方がよろしいでしょうか。 

 

 ・伊藤会長 

   いかがでしょう。 

 

 ・委員 

   実質的には複式学級にならないことが明白ですので、この部分は削除して

もよろしいのではないでしょうか。近隣自治体の例で言えば、１学年の人数

が２０人を超えるなど、そういう具体的数字の方がよろしいのではないかと

思います。複式学級はありえないということで削除が望ましいかと思います。 

 

 ・伊藤会長 

   これは、長期的な推計を出しても、ありえないものかどうかわかりますか。 

 

 ・庶務課栗田課長 

   それがわかりませんので、３０年ぐらい先の人口推計を出すことを前提と

して、この文言を入れてございます。この先３０年先のことが、絶対ないと

断言できないためです。 

 

 ・伊藤会長 

   この記述は残す形でよろしいですか。 

 

 ・委員 

   はい、残してください。 

 

 ・伊藤会長 

   これは複式学級になったら否応無しにということですよね。 

 

 ・庶務課栗田課長 

   ここに記載してございますように、｢複式学級が見込まれる場合は｣という

ことですので、何年か先に複式学級が見込まれるということが見えてきたら、

そうならないうちに再編ができるように、その手前から検討していくという

考えでこのような記載となっております。 

 

 ・伊藤会長 

   それでは、複式学級という記述は残すこととしますが、１２学級～１８学
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級という書き方について検討いただき、提言をまとめていただきたいと思い

ます。他にはいかがでしょうか。よろしいですか。 

それでは、本日は委員の皆様全員からご意見を伺うことはできませんでした

が、これまでの委員の皆様の意見を反映した形で最終的な提言の中に盛り込ん

でいただきたいと思います。次回は、提言（案）が出されますので、それを検

討いただきたいと思います。 

本日の検討事項については以上となります。最後に事務局より連絡をお願い

します。 

 

 ・庶務課亘主査 

   事務局からの事務連絡です。今回、適正配置について委員の皆様よりいろ

いろなご意見をいただきましたので、これを反映した形で事務局の方で提言

（案）を作成した上で、委員の皆様にご検討いただきたいと思います。 

次回会議についてですが、少しお時間をいただき平成３０年２月上旬の開催

を予定させていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

 

 ・伊藤会長 

   ありがとうございます。先にも述べましたが、提言は委員の氏名を冠した

提言となりますので、私たちに責任のあることですので、次回会議までに、

今まで検討してきた内容、提示いただいた資料等、それらが根拠となると思

いますので、再度確認していただき、次回会議までにお考えを深めていただ

ければと考えております。 

それでは以上で閉会といたします。 

 

７７７７    閉閉閉閉    会会会会    

 


