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伊達市の小中学校における適正配置のあり方について

答 申

平成１９年２月

伊達市学校適正配置検討委員会
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１ 適正配置の検討の進め方について

(1) 答申の方向性

本委員会は、諮問された「伊達市の小中学校における適正配置のあり方」につい

て、どのような方向で答申を行うか検討した結果、個別の学校のあり方まで踏み込

んで答申を行うことまでは困難と判断し、全市的な視点における「小中学校のあり

方の基準」について検討し、その結果を「適正配置のあり方」として答申すること

としました。

(2) 小中学校の検討区分

適正配置の検討に当たり、小学校と中学校を一緒に議論するか、分けて議論する

かについて検討した結果、中学校におけるこれまでの統廃合の検討経過や実施経過

を踏まえて議論する必要があること、小学校と中学校に対する地域の考え方には大

きな違いがあると判断されること、さらには発達段階に伴う指導の違いがあること

などから小学校と中学校は分けて検討することとしました。

(3) 適正配置検討の対象校

伊達市の小中学校のうち、平成18年３月に伊達市に編入となった大滝区の小中学

、 、 、校については 既に区内での統廃合を実施しており 各１校づつとなっていること

大滝区を超えた学校の統廃合を論ずることは距離的に難しいことなどから、検討の

対象外としました。

また、平成18年４月に開校した星の丘小中学校についても、情緒障がい児短期治

療施設に伴う小中併置校であることから検討の対象外としました。

、 。このことから市内の小学校８校 中学校５校を適正配置検討の対象校としました
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２ 適正配置を考える視点について

(1) 今後の児童生徒数の見込み

児童生徒数の将来予測を的確に行うことは非常に難しいため、現在までの出生児

数から今後６年間の就学予定児童数を推計したところ、本市の児童数は、今後急激

、 。に減少することはないものの 全体として徐々に減少していく状況が見込まれます

また、これを基本に学校別の推計をしてみると、多少の増加を見込める学校もあ

るが、多くは児童生徒数が減少していく傾向にあり、適正配置の検討が必要となっ

ています。

(2) 施設の老朽化

市内の小中学校は、全体的に老朽化が進んでおり、特に小学校において建設後30

年以上を経過している学校が６校あるなど老朽化が一層進行しています。

しかし、財政的にはすぐに建て替えなどを行える状況にはないことから、適正配

置の検討結果を踏まえ、計画的に整備を行っていく必要があります。

(3) 小規模校の問題点

学校の適正配置を検討する上で、少子化が進行し、児童生徒が減少している現状

においては、学校の小規模化が問題となります。

小規模校のメリット、デメリットをまとめると、一般的には、メリットとして個

々の能力や適正を伸ばす教育、心の通う、目が行き届く教育が可能なことであり、

デメリットとして競争意識が芽生えにくく、互いに切磋琢磨する機会が減少するこ

となどが挙げられます。

このように少人数教育という観点でみると小規模校にはメリットが多く、小規模

であることの是非を簡単に論ずることは難しいと思われます。

しかし、一定規模以下の小規模校になると、教員数が不足するなど教育環境が厳

しいものとなり、特に教科担任制である中学校においては、教科指導に支障が生じ

たり、団体競技や部活動への対応などにおいて制約を受けることになるなど、子ど

もたちへの影響が大きくなることから適正配置を検討する必要があります。

(4) 地域との関わり
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学校の適正配置の検討において、数字的なものだけではなく、住民感情や地域に

おける学校の役割、精神的なつながりなどにも十分配慮して、地域における学校の

必要性を検討する必要があります。

また、児童生徒数の推計に当たっては、現時点における児童生徒数を基本としな

がら、地域の定住政策や少子化対策など将来的展望も考慮して進める必要がありま

す。

３ 適正配置の基本的な考え方について

(1) 学校のあり方の基準

適正配置とは、少子化が進行している中で、児童生徒により良い教育環境を提供

するため学校規模の適正化を図ることです。

学校規模は、普通学級の学級数で表し、国の標準学級数を伊達市の適正規模の基

準としました。

、 、 、 、この適正規模を基本に 小中学校を過小規模校 小規模校 適正規模校に分類し

規模別による学校のあり方を検討しました。

国の標準学級 小学校12～18学級（１学年２～３学級）※

）中学校12～18学級（１学年４～６学級

(2) 適正規模化の方法

一般的な適正配置の方法としては、学校の統廃合、特認校制度の適用、通学区域

の変更などが考えられ、既に伊達市では、中学校の統廃合と小学校における特認校

制度の適用による適正配置を実施しています。

しかし、通学区域の変更は、地域の歴史的経緯もあり、困難も予想されることか

ら、本委員会としては、学校の統廃合の実施による学校規模の適正化を検討しまし

た。
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４ 小学校の適正配置について

(1) 小学校に対する基本的な考え方

小学校は、地域のシンボル、地域コミュニティの拠点で、学校の行事などにおい

て学校と地域が一体となって教育活動が展開されており、小学校の存在は地域にと

って非常に重要となっています。

また、市内の児童数は、今後急激に減少する状況にはなく、さらに児童数の少な

い地域においても今後定住政策、少子化対策等の実施により児童生徒数が増加する

期待感もあることなどから、小学校は、可能な限り地域に存続していくことが望ま

しいと考えます。

(2) 規模別における学校のあり方

小学校においては、５学級以下は 「原則学校の統廃合を検討する規模」とし、、

６学級以上を「学校存続の規模」とします。

（規模別区分における整理）

① 過小規模校は５学級以下 （原則統廃合を検討する規模）

複式学級を含む規模で、教育環境の格差是正の観点から原則適正配置を検討す

る規模ですが、小学校は地域に可能な限り存続させること、今後の事業や施策の

展開により児童数が増える期待感もあること、加えて児童数の最も少ない関内小

学校において既に特認校制度を適用していることなどから、当面現状のまま存続

し、今後の児童数の推移を見ながら検討することが望ましいと考えます。

② 小規模校は６学級から１１学級 （伊達市の実情における学校存続の規模）

１学年１学級から２学級。この規模における市内の小学校の学級数は、１学年

１学級となっています。クラス替えのできない規模ですが、小学校は地域のため

に必要であるという地域重視の視点から、伊達市の実情における学校存続の規模

とします。

③ 適正規模校は１２学級～１８学級 （国の標準学級の規模）

１学年２学級から３学級。クラス替えが可能な国の標準学級の規模です。
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５ 中学校の適正配置について

(1) 中学校に対する基本的な考え方

中学校は、生徒数が徐々に減少していく中で、充実した集団活動の展開、充実し

た指導体制を確立する必要があるため、適正配置の実施により学校の集約化を図る

ことが望ましいと考えます。

(2) 規模別における学校のあり方

中学校においては、３学級以下は 「原則学校の統廃合を検討する規模」とし、、

４学級以上を伊達市における「学校存続の規模」とします。

（規模別区分における整理）

① 過小規模校は３学級以下 （原則統廃合を検討する規模）

この規模における市内の中学校では複式学級がないことから、１学年１学級と

なっています。

クラス替えのできない規模であり、団体競技、部活動への対応、教科担任の確

保も難しいなど教育環境の格差是正の観点から、原則統廃合を検討する規模とし

ます。

このうち

ア １小学校＝１中学校の校区は、９年間クラス替えが行われず、人間関係が

固定化するなどの課題があるため、早期に学校の統廃合を検討することが望

ましい。

イ ２小学校＝１中学校の校区は、当面現状のまま存続し、今後の生徒数の推

移を見ながら検討することが望ましい。

ものと考えます。

② 小規模校は４学級～１１学級 （伊達市の実情における学校存続の規模）

１学年２学級から３学級。ほぼクラス替えが可能となる規模で、団体競技や部

活動への対応、教科担任の確保も概ね可能なことから、伊達市の実情における学

校存続の規模とします。

③ 適正規模校は１２学級～１８学級 （国の標準学級の規模）

１学年４学級から６学級。充実した集団活動の展開、指導体制の充実が図るこ

とが可能な国の標準学級の規模です。
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おわりに

伊達市においては、今後児童生徒数が極端に減少する状況にはないが、将来的には徐

々に減少していくことが予想されることから適正配置の計画的な実施が望まれます。

なお、学校によっては、既に小規模化が進み、現時点で教育活動にかなりの制約を受

けている学校もあるので、これについては、早期に統廃合の検討を行うことが望ましい

と考えます。

本委員会では、規模別における学校のあり方について検討を行い「学校のあり方の基

準」を示しました。学校規模の大小が教育環境に与える影響にはそれぞれメリット、デ

メリットがありますが、充実した集団活動を展開し、その中で将来の社会適応に必要な

人格形成がなされることを考えると、やはり学校は一定の規模であることが望ましいと

思われます。特に中学校においては、教科担任の確保による指導体制の充実や体育の授

業における男女共修の解消など学習面はもとより、部活動の面においても団体で行う各

種スポーツや文化活動に対応できる教育環境を提供していくことが必要であると思いま

す。

なお、本委員会の議論を進める中で、学校の実情や学校に対する地域の考え方などに

ついて具体的な意見が出されており、そのほかにも児童生徒数を確保するための要望や

新たな教育システムの検討の必要性など各委員から多くの貴重な意見が出されていると

ころであります。今後、市が進める学校適正配置計画の策定に当たっては、これらの意

見も参考としていただきたいと考えますし、具体的な実施に当たっては、保護者や地域

住民の理解を得ながら進められるよう望むものであります。



整理項目
１  適正配置の目的 ・児童により良い教育環境を提供するため、学校規模の適正化を図る
２  学校規模の基準 ・普通学級の学級数
３  適正配置の方法 ・学校の統廃合

・少人数→切磋琢磨する機会の減少
地域重視型 ・施設の老朽化→改築に伴う財政負担の増大

・小学校は、地域のシンボル、コミュニティの拠点
・定住政策、少子化対策の必要性 　
・児童数は、比較的緩やかに減少

全市型

・児童数の減少、施設の老朽化による計画的集約

適正規模校

・12～18学級（１学年2～3学級）

今後の児童数の推
移を見ながら検討

学校存続の規模

原則統廃合を検討
する規模・5学級以下(複式学級含む）

過小規模校

小規模校

・6～11学級（１学年１～2学級）

小学校の適正配置のイメージ図

国の標準学級の規模

地域

学校の集約

地域と学校 学校規模

伊達市の実情にお
ける学校存続の規



整理項目
１  適正配置の目的 ・生徒により良い教育環境を提供するため、学校規模の適正化を図る
２  学校規模の基準 ・普通学級の学級数
３  適正配置の方法 ・学校の統廃合

地域重視型

・生徒数は比較的緩やかに減少

・施設の老朽化→改築に伴う財政負担の増大

・教科担任の確保→学級数によりほぼ充実
・団体競技、部活動→より充実 　

国の標準学級の規模

・生徒数の減少、施設の老朽化による計画的集約 ・教科担任の確保→充実
・充実した集団活動の展開 ・団体競技、部活動→充実
・充実した指導体制の確立

中学校の適正配置のイメージ図

地域と学校 学校規模

・3学級以下（１学年１学級）

過小規模校

全市型

地域

小規模校

・少人数→切磋琢磨する機会の減少
　　　　　→教科担任の確保は不十分
 　　　　 →団体競技、部活動の制約が大

学校の集約

適正規模校

・4～11学級（１学年2～3学級）

・12～18学級（１学年4～6学級）

伊達市の実情にお
ける学校存続の規

学校存続の規模

２小学校＝１中学校の
校区の学校
→今後の生徒数の推
移を見ながら検討

１小学校＝１中学校の
校区の学校
→早期に統廃合を検原則統廃合を検討

する規模



1 保護者代表 7 名

・伊達市ＰＴＡ連合会

2 地域住民代表 6 名

・伊達市連合自治会協議会

3 学校関係者 7 名

・伊達市校長会、教頭会、一般教員

4 有識者 6 名

5 公募市民 4 名

30 名

人数

合計

伊達市学校適正配置検討委員会委員構成

・幼稚園代表、保育所代表、退職教職員会、連合北海道伊達
地区連合会、伊達青年会議所、伊達市婦人団体連絡協議会

構成区分



伊達市学校適正配置検討委員会設置要綱
平成18年７月４日
教育長訓令第６号

（目的）
児童、生徒により良い教育環境を提供するため、伊達市の小中学校の適正配置第１条

のあり方について検討することを目的として、伊達市学校適正配置検討委員会（以下
「委員会」という ）を設置する。。
所掌事務）（

委員会は、教育長の諮問に応じ、小中学校の適正配置のあり方について検討を第２条
行い、その検討の結果を答申する。
（組織等）

委員会は、30名以内の委員で組織する。第３条
２ 委員は、次の各号に掲げる者の中から教育長が委嘱する。
（１）保護者代表
（２）地域住民代表
（３）学校関係者
（４）有識者
（５）公募市民
（任期）

委員の任期は、委嘱の日から答申を行った日までとする。第４条
２ 委員が欠けたときは、必要に応じて委員を補充するものとし、任期は前任者の残任
期間とする。
（会長及び副会長）

委員会に会長及び副会長１名を置き、委員の互選により選出する。第５条
２ 会長は、委員会を総括する。
３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるときは、その職務を代理する。
（会議）

委員会は、会長が招集する。第６条
２ 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
３ 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところ
による。
４ 会議は、公開とする。ただし、必要と認めるときは、委員の過半数の同意により、
会長は会議を非公開とすることができる。
（意見聴取）

会長は、検討を進めるに当たり必要と認めるときは、委員会において関係者の第７条
出席を求め、その意見、説明又は資料の提出を求めることができる。
（事務局）

委員会の事務局を伊達市教育委員会教育部学校教育課に置く。第８条
（補則）

この訓令に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、教育長が別に定め第９条
る。

附 則
（施行期日）
１ この訓令は、平成18年７月４日から施行する。
（経過措置）
２ 委員会の最初の会議は、第６条第１項の規定にかかわらず、教育長が招集する。
（要綱の失効）
３ この訓令は、教育長への答申をもってその効力を失う。



回 開催年月日

1 H18.7.11 ● 会長、副会長の選出

●教育長から諮問

●児童生徒数の推移等資料の説明

●会議の進め方の確認

・ 学校の好ましいあり方の基準を検討

・ 小学校と中学校を分けて検討

2 H18.8.8 ● 小学校の適正配置の検討(1)

・ 児童数の推移と展望

・ 学校施設の老朽化

・ 小規模校の長所、短所

・ 地域との関わり

3 H18.9.12 ● 小学校の適正配置の検討(2)

・ 過小規模校の現状

4 H18.10.10 ● 小学校の適正配置の中間整理

●中学校の適正配置の検討

・ クラス替えの必要性

・ 集団競技、部活の必要性

・ １小学校＝１中学校の校区の問題点

・ 免許教科外教科担任の問題点

5 H18.11.14 ● 中学校の適正配置の中間整理

●全体における未整理項目の確認

・ 小学校の過小規模校のうち最低規模（下限）について

・ 中学校の過小規模校における２小学校＝１中学校の校区のあり方

●答申の原案作成方法

6 H19.1.9 ● 答申の原案検討

7 H19.2.2 ● 教育長へ答申

審議内容

伊達市学校適正配置検討委員会審議経過



-1-

学校適正配置検討委員会で出された主な意見

学校適正配置検討委員会の会議において出された主な意見は、次のとおりです。

１ 学校の老朽化と適正配置について

① 黄金小学校、稀府小学校、長和小学校、有珠小学校、伊達小学校は老朽化が激し

い。

② 施設が老朽化してもすぐに建て替えられる状況にないことから、施設の現状と児

童数から適正配置を考えていく必要がある。

③ 老朽化がひどく、経済環境も厳しい状況の中では、学校の統廃合を進めていき、

良い環境の中で子ども達が学べるようにすべきではないか。

２ 適正配置における地域的な問題について

① 関内地区は、これから優良田園住宅の事業が進めば児童数が増える可能性がある

ことから、現状の数だけで判断すべきではない。

② 現状の児童数だけで議論してもいけないのではないか。子どもを入学させる条件

として家賃を安くして親を市営住宅に入れる制度の記事を見たが、地域に色々な対

策を講じて、それでもだめならしょうがないと思うが、今の数だけで進めていって

いいものか。

③ 関内小学校を特認校にしたのは、当時児童数16名を保つために教育委員会に願い

出たもので、市街地の子どもが関内の地域性を生かした特色のある教育を受けるこ

とを期待して進めた。

④ 室蘭の人で気候の良い伊達に住みたいという人は多く、通勤に便利な黄金、稀府

に住みたいが、調整区域で家が建てられない、アパートもないのでは住めないとい

う話をよく聞く。

⑤ 農地と住宅地との区分は必要であるが、伊達の現状ではまだ住める土地が沢山あ

り、そこに人が住めば子どもだって増えるのに、線引きを境に住める住めないとい

うのは納得いかない。

⑥ 地域のよりどころとして小学校は必要である。
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３ 小規模校と適正配置

① 小規模校については、良い部分もあるが将来を見据えて検討し、まとめていかな

ければならない。このままだと児童数だけが減ってあとは何も変わらない。

② 少人数の中で成長すると引っ込みがちになる。小学校時代からもまれて育つこと

が必要ではないか。地域の問題と教育は別なのではないか。

③ 伊達市全体でみると、大、中、小それぞれあっていいのではないか。しかし、小

規模過ぎるとデメリットが大きく、15人から16人では非常に制約が大きくなる。

④ 小さい学校の児童生徒の父兄は、正直言って大きな学校に入れたいと考えている

が、地域の有力者は、地域から学校が無くなっては困ると考えている。

⑤ 地域の中では、小さくても小学校が必要だという意見と、もう少し大きな学校に

入れたいという意見と、両方の意見があることから、あとは住民がどう選択するの

かが大きな問題である。

⑥ 親とか子どもを中心に考えるべきであり、伊達市の学校という大きなとらえの中

で、伊達市のやり方として、例えば小学校を３つなら３つと決めて配置して、専門

的に検討して進めるべきでないか。

将来的に子どもがだんだん少なくなっていく中で、施設の老朽化も進んできてい

るいい時期だと思うので、伊達市の小学校を子どもの数を考えて適正に配置するよ

う広い意味で考えたい。

４ 適正規模について

① 適正配置という意味は何か。本市においては現在、小学校は適正に配置されてい

るのではないか。適正配置というより適正規模を議論するのであれば、小学校は１

学年２学級位、全体で12学級が一番いいと考えている。大きな学校も分けて12学級

にしてはどうか。

② 適正規模について、実際複式学級で教育を受けてきて、小学生だったので小規模

校とか複式がどうであったかは分からなかったが、複式では片方で先生が教えてい

てその間もう片方は自習となることから、やはり適正とは言えないのではないか。

③ 自習というのは大事な時間であり、自習の手だてをきっちりやれば子どもにとっ

て絶対時間のロスにはならない。自習を上手にさせることは教育にとって非常に大

事なことである。
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、 、④ 学校規模が一番ポイントだという話があったが やはり３学級４定員というのは

大変ひどい環境という点が理解できた。したがって伊達市では16人以上の学校が望

ましいなどについてこの委員会で報告することがいいのではないか。

１学級３人いないと人間関係がうまく育たないと言われており、１学年３人で、

全校で18人が最低規模なのではないかと考える。

５ クラス替えの必要性について

① 現在１クラスでやっている学校もかなりあり、是非必要かとなるとどちらとも言

えない。クラス替えがなくても縦割りで色々な行事をやったり、同じクラスでも班

編成で役割を担うことができるので一概には言えない。

② クラス替えはあまり関係ないと思う。市内にはクラス替えのできる学校が２校し

かなくあとの学校は１学級しかないが、それぞれに工夫され、教育活動がなされて

いるのでそんなに問題がないのではないか。刺激がないのも事実だが、形を変えて

子どもに接していけば心配はいらないと思う。

③ 部活だけではなく、色々な面で選択肢は広い方が良く、できるならクラス替えは

あった方がいいと思う。校区にしても単独の校区よりも地域の子ども達が交流でき

る環境が必要である。中学校の教育環境を本当に真剣に考える必要があると思う。

６ 集団競技、部活の必要性について

① 自我に目覚め、自分のやりたいことがはっきりしてくる時期に、選べるというこ

とが大事である。自分にあったものを追求し、訓練する時期でもある時に選べる環

境にあることが幸せだと思う。

② 部活のことを考えると当然ある程度統廃合して近い規模の学校がお互いに競い合

う形が望ましい。単独の学校ではできないので、複数校でクラブチームを作ってい

るが、できることならそれぞれの学校がきちんとした形でできることが望ましいの

ではないか。

③ 部活については、部員がいること、施設、設備があること、指導者がいることが

条件であり、それぞれの学校が独自に工夫をしてやっているのが実態である。

個人で出場するもの、引率者だけ付ければいいというものについては可能である

が、チームとして出なければならないバレーとか野球とかは問題となる。
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④ 男子バレー部員は３名しかいないことから、女子の中に入って一緒にバレーをや

っている。クラブチームとして週に１回だけ何校か集まって練習している。

⑤ 人数が少ないことから男女共修といって小学校と同じように男女が一緒に体育の

授業をやっている。

個人種目なら良いが、集団競技で男女が一緒にやる場合は３年生位になると男子

の方が体力的にも、技術的にも向上し、レベルの高いものを求める傾向にあり、女

子との差はかなり大きくなるという問題がある。

⑥ スポーツにしろ、何にしろ中学時代の自分が置かれている環境は、将来に向けて

影響が大きいと思う。スポーツについても中学時代にいかにいい環境の中で運動が

できるかということが、そのあとの競技生活に非常に大きな影響があると思う。

７ １小学校１中学校の校区の問題点について

① 将来的にはマイナス面が多い。１小学校１中学校でも以前のように１クラス30人

以上いれば色々な競技も成り立ったが、今はその半分になり、将来的には問題であ

ると思う。

② 人数が多ければ問題ないと思うが、今のように人数が少なくなってくると１小学

校１中学校は教育活動を行う面では集団競技もできず、文化活動にしても選択肢が

狭まってくる。したがって人数の少ない状態での１小学校１中学校というのはかな

り問題がある。

③ 20年前に長和中と有珠中の統合の話があったが、どっちに建てるとかでもめて結

、 、局立ち消えになった経緯があるから 長和に建てるとか有珠に建てるとかではなく

今度は光陵中に行くことになればある程度親は納得できるのではないか。

④ 学校の統廃合は、軽々しくは言えない問題である。地域で色々話をする中におい

て、雰囲気としては主な方々も中学校は止む得ないという感触はある。ただし、小

学校は？と言われると話は別である。

⑤ 小学校は、地域重視型であると思うが、中学校はそれとは別に考えていいのでは

ないか。地域は、今まで学校中心であったが、コミセンが中心に変わっていく状況

において、未だ小学校を無くすわけにはいかないけれど、中学校だったら最終的に

は統合ということになると思う。

⑥ 学校の統合問題について、地域だけで解決しなさいと言われると地域住民の対立
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が生じ、地域が分裂する危険も考えておかなければならない。行政が主導となり住

民へ説明を行いながら、地域住民がある程度やむを得ないと思うような形で進めて

ほしい。親とか、ＰＴＡとか、学校の先生方の考えをきちんと把握していけばそん

なに間違いないのではないか。

８ 免許教科外教科担任の問題点について

① 中学校は、１学年３学級位の規模で、職員が20人位いないとバランスがとれず、

１人の先生が学年の教科全部を持つと十分な研究もできない。１学年３学級、全

体で９学級、20人位の職員だとバランスがとれる。

中学校で部活やクラブ活動を指導できる特色のある先生が採用される条件を作

るためには、伊達市内は２校とし、スクールバスで運ぶのが良いのではないか。

② 免許外を好き好んで持つ人はいない。３学級の学校である達南中、有珠中、長

和中では一般の先生は７人しかいない。技術家庭を２つに分けると10教科になる

から、どうしても複数免許を持っていない限り３つは免許外になる。１学年が３

学級位あれば解消できるのであるが、光陵中だって免許外があり、伊達中程度の

規模でなければ解消されない。

③ 伊達ばかりでなく、北海道全部、日本全国を考えても全校で３学級という学校

が多いのではないか。免許外というのは光陵中でもあるのだからどこの地区へ行

っても免許外という問題を抱えていると思う。だからこのことで伊達の中学校を

２つにすべきだという極論は未だ早いのではないか。

④ 美術、家庭、音楽とかが専門教科外となっているが、ここが問題だと思う。

確かに主要科目は受験があるから一生懸命やらなければならないが、子ども達に

とっては、これらの科目は本当に楽しんでやれる部分、救われる部分なのに軽視

されていると思う。

９ 小学校の過小規模校のうち最低規模（下限）の設定について

○ ３学級４定員は厳しい状況であると思うが、下限の人数まで決めなくてもいいの

ではないか。児童数がかなり減少すれば自ずと議論が出てくるのであって、下限を

決めてしまうと判断はしやすいだろうが、それに縛られてしまい、逆に柔軟性がな

くなるので敢えて決める必要はないのではないか。
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10 中学校の過小規模校のうち２小＝１中の校区のあり方について

① ２つの小学校から行っているからいいという考え方もあると思うが、教科指導や

部活などに支障があることから、３学級以下をどうするかという視点で考えてはど

うか。

② １学級20人を下回る状況になれば問題であると思われる。

達南中は、当面、１学級30人位なので合唱、体育、技術などにおいても問題が

。 、 、 。ない ただし 20人以下になると 体育においてチームを組む種目ができなくなる

部活の問題では、例えば長和中と有珠中と光陵中が統合したとしても、全ての

部活に対応できるわけではない。

③ 部活の問題より教育活動、授業がきちんと成立するかということの方が大切であ

ると思う。例えば体育、技術、家庭、音楽とかが成立するかどうかの方が部活より

優先するのではないか。

④ 適正規模は12～18学級となっていて、どの辺が適正かは難しいが、伊達中の状態

を見ていくと、あの施設の中できゅうきゅうとしているのではないかと感じる。

例えば市内３校をなるべく均等の学校になるように、校区を再編することなどは

考えられないか。

⑤ 部活も、教科指導も、含めて教育活動として捉えなければならないのではない

か。部活の中で育っていくことも、互いに磨き合っていくことも相当あるのではな

いか。

達南中の２小＝１中の校区の問題は、未だ早急に統合しなければならない状況で

、 。はないが いずれ生徒数が減少したら話し合いをしなければならないのではないか

11 その他

○ この会議の方向性が今ひとつ分からなかった。適正配置を考える時、市全体とし

て財政的な議論はなくていいのか。

、 、 、また ９年間を見通して子どもの力をつける方法として小中一貫があり 例えば

達南地区においては黄金小学校と稀府小学校と達南中学校は小中一貫校の検討がで

きないだろうか。

この検討委員会では、小中一貫のことや財政的なことなど色々な角度から議論し

なくていいのか。


