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～より良い教育環境づくりに向けて～～より良い教育環境づくりに向けて～
市内では、少子化に伴う児童数減少
によりクラス替えができない小規模な
学校から、宅地開発などにより児童生
徒が増加し大規模化している学校など
があります。学校規模の適正化・適正
配置を行うために、「鈴鹿市学校規模適
正化・適正配置に関する基本方針」を
取りまとめましたのでお知らせします。

学校教育は、子どもたちに教
科などの知識や技能を習得

させるだけでなく、集団の中で多
様な考え方や価値観に触れ、社会
性や規範意識を身に付けさせるこ
とも大切にしています。このこと
から、子どもたちが楽しく安心し
て学ぶためには、適正な集団規模
を確保する必要があります。
「鈴鹿市学校規模適正化・適正配
置に関する基本方針」 は、2017 
年に立ち上げた鈴鹿市学校規模適
正化検討委員会において、さまざ
まな立場の方からの意見をいただ
いてまとめたもので、地域におけ
る学校の役割を踏まえて、これか
らの学校のあり方を保護者や地域
の方と一緒に考えていくガイドラ
インとなるものです。

市内には市立小学校が 30 校、
市立中学校が 10 校ありま

す。2007 年度以降、小学校児童
数は 2009 年度の 13,000 人、中
学校生徒数は 2013 年度の 6,200 
人をピークに減少に転じていま
す。国立社会保障・人口問題研究
所の公表資料などを用いて、これ
から 20 年先までの人口を推計す
ると、児童生徒数は現在より大き
く減少することが見込まれます。

本市の適正配置の基準本市の適正配置の基準
通学距離　小学校　4km 以内
　　　　　中学校　6km 以内
通学時間　ともにおおむね 1
時間以内配置については全て
の小中学校が適正に配置され
ています。

本市の適正規模の基準本市の適正規模の基準
小学校　12～ 24学級
中学校　9～ 24学級

　児童生徒数の今後 20年間の
推計から、将来的に複式学級（二
つの学年を一つにまとめた学
級）がある過小規模校の発生が
見込まれる一方、現在、大規模
校（25～ 30学級）とされて
いる学校は適正な規模に推移し
ていくことが見込まれます。
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地域と共にある学校づくり

学校は子どもたちの教育のた
めの施設であるだけでなく

、それぞれの地域コミュニティの
拠点でもあり、防災、地域交流の
場など、さまざまな機能を持ち合
わせています。そのため、適正化
に向けての具体的な検討には、地
域の十分な理解と協力を得るなど
、地域と共にある学校づくりの視
点を踏まえ、丁寧な議論を行いま
す。

　鈴鹿市学校規模適正化検討委員
会は学識経験者、自治会役員、学
校長、保護者、市民公募委員など
、さまざまな立場の方で構成され
ています。子どもたちの健やかな
育ちに向けた教育環境について、
多角的・多面的に検討し、具体的
な手法などをまとめました。

学校規模適正化に向けた手法
通学区域の弾力化　
一定の条件の下、指定校以外の隣
接する学校への就学を認める制度
通学区域の見直し
隣接する学区との境界を変更する
こと
小規模特認校制度
特色ある教育活動を行う小規模な
学校の一層の活性化を図るととも
に、市内全域を通学区域として認
める制度
統　廃　合
隣接する学校同士を統合すること
によって、適正規模を確保できる
場合に実施する方法
小中一貫校制度
義務教育 9年間を連続した教育
課程として捉え、児童生徒・学校
・地域の実情などを踏まえて教育
の質を高めるため、小中学校の教
育を統合する制度

鈴鹿市学校規模適正化
検討委員会委員

鈴木　美生
（鈴鹿市 PTA 連合会）

　同じ市内でも
地域によって認
識に温度差があ
ることを強く感
じました。この
基本方針がまだ
少子化を実感し
ていない地域に

も、いつかは取り組んでいかなけ
ればいけない問題であるというこ
とを感じてもらい、考えるきっか
けになってほしいです。自分たち
の地域の学校であることを意識し
、これから先どのようにしていっ
たらよいのかを、私たち保護者や
地域の方たちが当事者意識を持っ
て受け止め、考えていくことが大
切です。
　学校規模の適正化を考える際は
、行政の一方的な主導で行われて
いくのではなく、保護者や地域の
方たちと一緒に考えて動いていく
ことが必要になります。そのため
には市や担当部署からのたくさん
の情報発信や説明が必要ですし、
大人の意見だけでなく、現場の子
どもの声に耳を傾けることも大切
です。
　また、学校施設は子どもたちが
一日の大半を過ごす場所です。安
全・安心な場所であり、いざとい
うときの避難所として十分な耐震
性を持っていることはもちろん、
学校の統廃合が行われた際に、今
よりも通学時間が長くなってしま
う場合があるとしても、安全に無
理のない方法で通学できることが
必要です。子どもが卒業した後も
、保護者や卒業した子どもたちが
、地域の一員として関わっていけ
るような愛着ある学校であってほ
しいと思います。
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小規模な学校に不満はなく、
良い面も多いと思いますが、

適正化の取組みは必要ですか

小規模校では、一人一人の

状況に応じたきめ細かな指

導を行いやすい特徴がある反面、
切磋琢磨する機会が少なくなるこ
とや、多様な考えに触れ、自分の
考えを深めることが難しくなるこ
とがあります。学校生活を通して、
将来社会生活を営む上で必要な力
を育んでいくためには、適正な集
団規模を確保し、適正化の取組み
を進める必要があると考えていま
す。

適正規模ではない（児童の
数が少なくなった）学校は、

必ず統廃合の対象となりますか

統廃合はあくまで適正化の
ための手法の一つです。行

政が一方的に適正化の手法を決め
るのではなく、他の手法も含め、
地域における学校の役割や近隣の
学校の状況なども考慮し、保護者
や地域の方と共に検討していきま
す。

学校規模適正化の取組みが
実施される時期は、いつ頃

になりますか

個々の適正化の取組みは、
保護者や地域の方々と十分

な話し合いを行い、手法などを検
討する必要があると考えているた
め、明確な時期は定めていません。
適正化の手法により必要と考えら
れる期間（2年～ 5年）を考慮し
て進めていく必要があります。

大規模校の良いところ・課題

小規模校の良いところ・課題

良いところ
■グループ学習や習熟度別学習、
部活動など、多様な学習・指導
形態をとりやすい。
■クラス替えがしやすく、豊かな
人間関係の構築が図られやす
い。 など

課　題
■学校行事や部活動において、一
人一人の活動機会を設定しにく
い。
■同学年でもお互いの名前を知ら
ないなど、人間関係が希薄化す
る。　など

良いところ
■教材や教具を一人一人に行き渡
らせやすい。
■児童生徒間の人間関係が深まり
やすく、学年内、異学年間の交
流が生まれやすい。など

課　題
■集団活動に制約が生じやすい。
■男女比に偏りが生じやすい。
■人間関係や相互の評価が固定化
しやすい。
　　　　　　　　　　　　　など

より良い教育環境を目指してより良い教育環境を目指して
　さまざまな課
題を緩和できる
よう、指導方法
の工夫や他校と
の連携などに取
り組んでいます
が、少子化の進
行などにより学
校の努力だけで
の解決が難しく

鈴鹿市教育長

中道　公子

なってきています。子どもたちが
楽しく安心して学べる教育環境を
維持していくためには、学校規模
の適正化は避けて通れません。
　今年度は市内全小中学校の学校
運営協議会の場で、鈴鹿市学校規
模適正化・適正配置に関する基本
方針や児童生徒数の今後の見込み
などについて説明会を予定してい
ます。統廃合を含めた学校規模適
正化の取組みは、行政が一方的に
進めるものではありません。保護
者や地域の皆さんにもこの基本方
針をご理解いただき、学校の現状
や児童生徒数の将来予測などを共
有し、今後の学校のあり方や子ど
もたちのための最善の方策などに
ついて、一緒に検討していきたい
と考えていますので、よろしくお
願いします。

※基本方針や各学校の児童生徒数の

推計はホームページで確認できま

す。

今回の特集に関する
ご意見・ご感想は教育政策課
　382-9112　　383-7878　　
kyoikuseisaku@city.suzuka.lg.jp


