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第２回 伊東市教育問題懇話会 会議録 

１ 日  時 平成３０年１０月３０日（火） 午後２時００分～午後４時１０分 

２ 場  所 伊東市役所高層棟 ５階中会議室（東） 

３ 出席委員 ７人 

４ 欠席委員 なし 

５ 会議の経過 

 会長：定刻となったので只今より第２回伊東市教育問題懇話会を開会する。事務局

より諸般の報告をする。 

（事務局から配布資料の確認及び会議時間の予定の報告が行われる。） 

 会長：前回、この会議は公開により行うことで決定しており、特別な理由がなけれ

ば本日の会議も公開により行いたいと考えているが、ご異議等あるか。 

 （「異議なし」の声） 

 会長：異議なしと認め、公開により行うこととする。 

 （傍聴者入室） 

 会長：議題⑴「視察研修を終えての意見交換」に入る。本懇話会の研修として、９

月２５日に南小学校と川奈小学校を視察したが、まずは委員がどのように感じ、考

えたのかご意見をいただきたい。なお、この後の議題でも意見として出されるかと

思うので、発言は１人３分程度でお願いする。 

 委員：所用で遅刻したため川奈小学校３・４年生の複式学級の図工の授業からの合

流となったが、少人数で先生の目が行き届き、絵を描くのも友達同士相談しながら、

助け合いながらやっていて、とてもやり易そうに見え、そこは良い部分だと感じた。

一方で、同じ図工でも学年が違うため先生の負担は大きそうであった。また、友人

との距離感が近く、輪になって他の人の物を見ながらやっているのを見ると個性と

いう面ではどうかと疑問を感じた。６年生の家庭科の授業でも少人数で先生に聞き

易く、相談しやすい環境で一人当たりの作業台のスペースも余裕があってやり易い

というところは良いところだと感じた。１年生の国語の授業も３人を対象というこ
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とで先生の指導はやり易そうに見えたが、児童に感想を述べさせるような時は、学

年が上がるにつれてもう少し他の意見もあった方がいいかなとも思った。給食の時

間も子どもたちは楽しそうにしていたが、先生が一生懸命お手伝いをしていて先生

の負担が結構掛かっていたように感じた。南小は視察出来なかったが私は南小の６

年生に娘がいるので授業参観等で授業の良さをよく見ており、ちょうど良い人数で

グループワークもやっており授業自体やり易いのではないか、ということは普段か

ら思っているところである。 

委員：南小は人数のスケールがあるので協調性が生まれると思ったのと同時に、他

の友達の行動に合わせたり、空気を読む力のようなものも感じた。それに対して川

奈小の国語の授業では自由に発言し、個性が尊重されていると思ったが、先生もこ

の子はこういう子だと分かっていて、個性が分かる反面、個性を決められてしまう

と感じた。協調性と個性のどっちもあるべきだと思うが、この先もし学校の統廃合

せざるを得ない人数のスケールになった時にどういう軸で行くのか、極端に言えば

どういう人材を輩出していきたいか、ということは伊東市としてある程度方向性を

決めてやっていった方がいいと思う。そういうものがないと、ただ単に言われたこ

とをやる、何も面白みのない学校になってしまうかもしれない。 

委員：学校は授業だけでなく、委員会活動、生徒会活動、学校行事、文化的行事、

体育行事等の特別活動もひっくるめて学校であり、ある程度の人数の中で協調性を

学び、お互い切磋琢磨していく。川奈小はきめ細かいが、この子はどういう子かと

いうことをお互い分かった中で教員も工夫してやっており問題は無いが、限界はあ

るものと感じている。 

委員：南小学校の授業はグループワークで教える子と教えられる子がいて、我々の

頃とは違って良いシステムだと感じた。一方で、川奈小の複式学級を見ても南小の

グループワークと大きく変わらず、それぞれの学校の良さを感じた。ただし、同じ

教室では難しいであろう音楽の授業など、担任一人で対応出来る限界はあると思う。

学年によって教育課程が異なるため、同じ授業を受けることはできないとのことだ
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が、ある程度流動的に運営できないものかと感じた。全校３２人規模だと授業のほ

か、休み時間、登下校なども一緒になり、縦の繋がりが出来て良いという話も聞い

ている。ただし、地元の児童だけだと学校として成り立たず、川奈臨海学園からの

児童もいて、児童数の増減が読めないことについては今後どのように考えたらいい

のかと思った。 

委員：南小のドッヂボール大会を見学したが、他学年も含め児童同士が交流する環

境があるのは非常に良いと感じた。川奈小の複式学級では、先生が片方の学年に授

業内容を話し、終わったら次の学年の授業内容を話すというスタイルだったので、

先生に聞きたいことがあっても、もう一方の説明が終わるのを我慢して待たなけれ

ばならないという点では率直に子ども目線で悲しい感じがした。車で１０分も離れ

ていない学校なのに雰囲気や教育環境がここまで異なることは、子供にとって、ま

た市にとって良いことなのか疑問を抱いた。 

委員：南小については、自分が育った状況とそれほど大きな違いはなく、新たな発

見はなかった。川奈小については新たな発見があるかとも思っていたが、正直予想

の範囲を超えることはなかった。一人の先生が複数の学年を教えることについては

面白いと感じたが、家庭教師的でマンツーマンに近いので落ちこぼれは出にくいか

とは思うが、子どもが受動的になってしまわないかと感じた。仲良くアットホーム

で良い学校に見えるが、いかなる環境でも逞しく生き抜くこと、社会に貢献できる

人材を育てることを考えると、あそこまでアットホームである必要はないと感じる。

しかし、自分たちの頃は、小規模校の子が人前で話せないとか競争力がないという

印象はなかったし、大規模校で様々な経験ができる方が社会への適応力が育まれる

かというと一概に言えないため、大は小を兼ねるとも思うが、考えれば考えるほど

分からなくなってしまったというのが正直なところである。 

会長：南小の授業の様子を見ると、グループで話し合ったり、先生とキャッチボー

ルのように授業をしたり、ゲーム性のようなもので身につくように工夫されたり、

私たちの時代とは授業スタイルが異なっていると感じた。ドッヂボール大会でも大
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きな学校だからこそプレイする側、応援する側に分かれて賑やかにできることは魅

力的に感じた。川奈小はテレビで放送されている過疎地や離島での学校の様子を想

像しながら視察したが、実際は、先生が一人一人を見られる少人数の良さやお互い

が分かるという良さ、上の子が下の子の面倒を見るという校風が伝わってきて少人

数でも良い学校であると思ったが、学区というたまたまそこに住んでいるという理

由で、同じ授業を受けるのにこれほど違いがあるということは、教育の平等性とい

う点でどうなのだろうと感じた。これからどうしてあげることが子どもにとって良

いことなのか悩みながら本日の会議に臨んでいる。 

会長：委員より、川奈小の児童の中に川奈臨海学園の子が含まれているという話が

あったので現状を確認したいが。 

委員：だいたい川奈臨海学園から全体の３分の１程度の人数が通っていたと記憶し

ている。年度途中でも転出・転入はあるが毎年大きな増減はない。 

会長：次に、議題⑵「地区又は学校ごとの概況・今後の見通し」について事務局か

ら説明をお願いする。 

（事務局から資料に沿って説明） 

会長：便宜上、４つの地区に分けて、小中学校１５校の一通りの概況と今後の見通

しについて説明があった。只今の説明について、ご質問あればお願いする。 

委員：資料には 2024 年（６年後）、2030 年（12 年後）、2040 年の３つの時間軸

で児童生徒数が示されてあるが、次の議題⑶「速やかに対応すべき学校」の「速や

か」とは、いつをもって「速やか」なのか。検討が必要な学校を長い目で捉えれば

当然「全校」になってくる。いつまでに統廃合するという期限がないと議論がまと

まらないのではないか。 

事務局：事務局としては、いつまでに着手したいというようなゴールありきでなく、

そこも含めて会議の中で審議いただきたいと考えている。資料の６年後、１２年後

の数字は目安ではあるが、前回の会議でも話したとおり、５年後の 2023 年に予定さ

れている高校再編が１つのターニングポイントになるものと認識しており、そのタ
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イミングであっても決して遠い将来ではないものと考えている。 

会長：現状から何年後が速やかなのかは、議題⑶にて皆様からの意見を総合した上

で決定していきたい。 

委員：冒頭に各委員から出された視察を踏まえた意見が、比較的「（小規模校に

は）長所があり、それに比べ短所もあった」という内容だったので、このままの議

論では「統合しなくても良い」という結論に至ってしまうようにも感じたが。 

会長：個人の意見としては、一つの結論ではなく、様々な提言を盛り込んだ答申書

でも良いのではないかと考えている。それを教育委員会で協議してもらい、対象と

なる地域の方と意見を交わすことも必要だ。そう考えると、速やかといっても最低

でも３、４年は掛かるのではないか。 

委員：あまりにも小規模な学校にあらゆる設備を整えるよりも、ある程度の人数の

ところに設備投資し、先生の人数も増やすべきなどという議論はこれまで出てきて

いないが、その面の心配は必要ないということか。 

委員：統合すれば金銭的なコストだけでなく、先生の時間的コスト・労働的コスト

も圧縮され、余裕が生まれるのではないか。その余裕をどこに当て込むかが問題な

のであり、統合ありきで会議を進めても良いのではないか。 

委員：そもそも伊東市独自で先生の人数を余分に増やすことはできないものか。 

委員：学校の教員数はクラス数で決定する。市費で賄うとなっても、教員ではなく

支援員の形での補充となる。 

委員：中学校の部活動について、伊東市は地元の外部団体が指導していると聞くが、

実際はどうなっているのか。 

事務局：部活動指導員という制度はあるが、伊東市では設けていない。外部指導員

が入っている部もあるが、これはボランティアでやってもらっている。これらも含

めた部活動の運営については、国と県がガイドラインを示したため伊東市としても

今年度中に出す予定である。しかし、部活動指導員制度は人材や指導面で課題もあ

り、中学校のニーズ等を把握しながら制度設計をしていきたい。 
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会長：地域の方の力を借りることで、現状の学校の部活の選択肢が増えていくこと

にはならないか。 

事務局：地域の力を借りるに当たっては、地域の活動や地域の指導者の発掘の検討

などが必要であるが、まだそこまで議論が至っていない。 

委員：生徒の人数を増やすことを考えた時に、部活動に外部から優秀な指導者がい

るということも方法の一つとしてあるのではないではないかと思い質問させていた

だいた。 

会長：私立ではスポーツに力を入れている場合もある。次の⑶の議題に移りながら、

各地区の状況を重ねて考えていきたいがよろしいか。 

事務局：この議題⑶では具体的な提案をいただきたいが、判断基準もない中では意

見を出しにくいと思うので、まず議題の進め方を提案する。 

（事務局から資料のアイウの説明） 

会長：アの「目指すべき学校環境」については、事務局案の通りでよろしいか。 

委員：皆さん意見があると思うので順番に意見を出してはどうか。 

会長：それでは順番にお願いする。 

委員：事務局案で表現されている学校環境の「環境」という言葉は、規模や人数の

ことであるか。それを含めたもっと幅広いことを意味していることか。 

事務局：後者の広い意味で用いている言葉のつもりである。 

委員：規模や人数が違う教育環境で育った子が将来どのような大人になっていくの

かというような社会学的な調査は文科省などが出していないものか。兄弟がいる子

と一人っ子の違いや都市部と地方の違いとか、学校の中でも違いがあるかもしれな

い。少なくとも私の認識としては、小規模で育った、地方で育った、一人っ子で育

ったから社会に置いていかれていくというような印象は特にない。我々は今、一生

懸命、規模や人数について議論しているが、いずれの環境であってもそれなりに伸

びる子もいればフォローが必要な子も出てくるという考えに段々変わってきている。

その中で統廃合を考える方向性として私は３点の基準で考えるべきと思っている。
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１つ目は教育機関としての効果を上げること。子どもの将来的な利益を考えた上で

望ましい環境であること。２つ目に市内全体を見た中での通学距離あるいは学校と

学校の間の距離といった距離的なバランス。３つ目は効率性とか財政的なことを配

慮すべきだと思う。教育や福祉に対して効率を優先するとは何たることやという意

見もあるかもしれないが、質を下げてしまっては意味ないが、学校統廃合は教育の

質を下げずに効率を上げることができるはず。それに当たっては無駄遣いをしては

いけないので、効率性というのはしっかり検討していくことが必要だと考える。最

後に、イとウに触れるならば、学級数や児童生徒数は多くて損は無く、少ないと部

活の問題とか色々出てくる。また、１学級当たりの適正な人数というのは、静岡式

の３５人を目指すということでいいのではないか。 

委員：議題⑶の資料は、最終的には答申書に書かれていくという認識で読んだ。ア

の「地域やコミュニティあるいは民間事業者との協働により」という部分について

はこれまで議論した覚えがなく、どういった意味合いなのか教えてほしい。また細

かいことではあるが、イの「学校同士の統合を始め」の表記は平仮名で「はじめ」

の方が適切ではないかと感じた。 

事務局：アは議論の結果の案ではなく、前回の「適正な教育環境のあり方」の議題

の中でいただいた委員発言を基に作成した素案であり、まずはこの案に対してご意

見をいただきたい。 

 委員：アの「地域やコミュニティとの協働」というのは誰が考えても必要なこと。

学校には授業を通じた教育をしてもらい、地域や家庭では一般常識なり他の教育を

教える。我々地域側には学校規模の大小は関係ないという感覚で教えており、その

中で各地域に合った子供たちが育っていくことはとても良いことである。イの学級

数については、視察した２校を見ても教育を受ける側の子供の数の大小での差異は

見当たらないが、教育をする側の先生の拡充に繋がるということであれば、クラス

は多い方が良い。ウの１学級の適正な人数については、県が本当に３５人学級を良

いと考えているのかどうかに疑問を感じており、前回、委員が言ったように２０人
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から２６人で教えるということが先生の目が行き届き、それによってクラスが３ク

ラス４クラスになれば非常に良いことだと考える。 

委員：アについて、学校は集団の中で認め合い、協力し合う、集団として切磋琢磨

するなど集団教育の場なので、その裏返しとしてある程度の人数は必要になるもの

と考える。イの１校当たりの適正な学級数については、学校教育法施行規則だと思

うが１２学級から１８学級ということが決まっている。これは小学校も中学校も共

通している。ということは小学校では１番少なくて１２÷６学年で２学級ずつ、中

学校は１２÷３学年で４学級というのが望ましいとなっているが、そこまではなか

なか全国的にも難しく、小学校では最低でも２クラスのクラス替えができるという

のが非常に大事である。中学校では実は最低でも３クラスないと困ることがある。

何かというと先ほど出た部活動の指導もあるが、教科の指導が技術や家庭科、美術、

音楽など９クラスを切ると専門の先生の配置ができない。９学級を切った学校では

非常勤講師を何とかあてがっているが、今年は出来ても来年はやれないというよう

に限界がある。したがって中学ではある程度の規模を維持していくことが直接的に

教育に影響がある。最後にウの適正な人数だが、２５を挟んで±３くらいかなと感

じる。保護者アンケートの結果が２５人から３０人というのも分かる。先生方はノ

ートを見たり、予定帳を書いたり、テストの採点をしたり、教室の様子を見ると３

０人が限界かなということは分かる。昔は１クラス４０人ぐらいでも大丈夫だった

が、今はそういう教育環境ではない。 

委員：先にイウに関しては、他の委員も言っていたが私もよく分からなくなってき

ていて、どのぐらいが適正な規模なのかというのは自分が見たり、感じたものだけ

では判断し切れないし、県が何故３５人学級というものを推しているのかもよく分

からない。人数とか学校のスケール感の議論をするのであれば大学教授などの話を

聞いてみなければ分からないし、伊東市だけの話ではなく、他の地域の「統合した

らこういう結果になった」ということを聞いてみなければ分からない。先程指摘の

あったアの「地域やコミュニティあるいは民間事業者との協働により」という部分
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については、前回私が発言していて、OECD の PISA という学習到達度調査を引き

合いに、子どもたちには早めに地域社会の大人と関わることで、今学んでいること

が将来役に立つということを実感出来、勉学にも身が入るのではないかという話を

したと思う。今の学校単位のエリア感は地域のお祭りや行事に関わっているという

のは見え易いが、今後統廃合を進めた場合そういったエリア感が段々と失われてい

くため、伊東市として観光を主軸にするならば、前回言われていたジオパークのよ

うな観光教育をカリキュラムに入れた方がいいと思う。私は子どもたちに対し地域

愛を無理矢理持たせようとは思わないが、将来社会に出て伊東のセールスマンにな

ってほしいとは思う。ネガティブなイメージを持って、面白くない田舎というよう

なイメージでなく、良いところだということを言いふらす存在を作るくらいの軽め

な観光教育とかが入っていたら、より学習到達度の向上に繋がってくるのではない

かと思う。統廃合をポジティブに捉え、そんなカリキュラムを学校が地域や民間事

業者と協働で作れたらいいと思う。 

 委員：イの適正な学級数については、クラス替えができる学級数が必要だと考える。

「人が変わらないのは嫌だ」という中学生の声を聴くことがあり、ずっと同じクラ

ス、同じメンバーで過ごすことが生徒に負担になったり、勉強にも悪影響があった

り、ひいては不登校にも繋がるのではないかと感じる。そのため、学級数は多いに

越したことはないと考える。次にウの１学級当たりの適正な人数については、一般

的に先生が授業をやり易い規模という点でやはり３０人を超えない方がいいと思う。

ただし、池小学校のように地域性を持って学校としてこういうものをやろうと決め

ている学校で、市内どこからも受け入れ、児童生徒、保護者が選んで来るような小

規模特認校は例外だと思う。また、アンケート結果では宇佐美小と宇佐美中の保護

者は、学級数に差が生じても今の学校のままで良いと選ぶ方が圧倒的に多くなって

いるように、地域の人がこうあって欲しいというような学校を作るべきなのではな

いかということを強く感じている。今後、統合するかどうかを決めていく目安とし

てアイウのような基本線は決めてもいいと思うが、それに捉われない決め方も今後
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していくべきではないかと思う。アの学校環境については目標みたいなもので、私

は基本的にこういうことを目指して教育ができる場であって欲しいと思う。私も前

回「地域やコミュニティあるいは民間事業者との協働」ということを発言したが、

今、総合的な学習の中で学校ごとに特色を持ってやっていて、例えば宇佐美だった

ら福祉に力を入れたり、旭小は旭山のことだったり、富戸小だったらジオパークだ

ったり、学校ごとに目的を決めてそういう方向で行くというものもありなのかなと。

課外授業でもコミュニティとのつながりが必要だが、その中で学校の特色を出して

いっても良いのではないかなと思った。 

会長：一巡したが、アの事務局案に何か加えるような意見があればお願いする。 

委員：先ほど「地元愛を持たなくても、せめて地元をセールスできるような出身者

になって欲しい」という話があったが、私もそういうことに興味を持ちここ１０年

位色々な人と接してきた。結局、学生時代をどう過ごしたかによって、もう地元に

は関わりたくない、地元の同級生の集まりなんか行くものかとなったり、周りの人

から大切にされ何かの時に助けてもらったりすると、いずれは地元のためにという

人物になるという傾向は確実にあるようだ。いじめられていたけれど誰も助けてく

れなかった、大人も助けてくれなかったような経験をした子は、なかなか地元をセ

ールスできるような期待には応えられないと思う。強く逞しく社会に適応していっ

て欲しいと言っても、子どもはか弱いものなので、競争や訓練という側面だけでな

く温かい対応とのバランスの取れた環境が必要なのではないかと思う。 

会長：それは「地域やコミュニティ、民間事業者」に加えて「地元を愛せる」とい

うことが少し強調されるような表現があればということか。 

委員：地元愛というより、学校生活でなかなかうまくいかないと思っても活躍でき

るような環境はしっかり残すべきだと思う。詳しく分からないが小規模特認校とい

う制度がそういう役割であるのであれば必要だという考えはある。 

会長：その他、アに関してどうか。 

委員：「地域愛」という表現を加えるのは違うような気がする。これは私個人の考
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え方だが、例えば「地域」とは「お母さん」みたいな存在だと思っていて、たまた

ま伊東に生まれて、私にとっては恵まれたことだったが、それを「愛しなさい」と

いうのは押し付けであって、愛するかどうかは本人の問題であり、別に無理強いし

なくても、良いところも含めて本人が知識として入れた上でそれをどう解釈するか

だと思う。先ほど引用されていた宇佐美の保護者が他のエリアとの統合を求めてい

ない傾向といったアンケート結果については、単に今の状況での回答結果かもしれ

ないが、親が自分たちの地域が好きだから、学校を無くしたくないからという理由

で、たとえ２０３５年にクラス替えが出来なくなってもいい、というジャッジとな

るのであればそれは疑問を感じる。 

委員：地域の情報を知識として入れる機会として総合的な学習でジオパーク巡りな

どをやっているが、各学年１回だけの学校が多いので、出来ればもう少し回数を増

やして地域との繋がりを深める方向に持っていって欲しい。また、今、心因性の問

題で不登校となっている子が多いと聞く。そういう子の受け皿としての環境までを

含めて考えたら我々ではとても判断できない問題ではあるが、学校と地域やコミュ

ニティを含めての教育環境と捉え、一般的な情緒ある性格の子を育てるということ

は充実していかなければならないと考える。 

委員：保護者が一番気になるのは、そういった不登校といった観点での心配。逃げ

場所がある、またやり直せる環境があるかとか、今はそういう思いをしていない子

でも、この先不登校になるかもしれないということを気にしていて、だからこそク

ラスの固定化による人間関係の固定化は避けたいと思うし、子ども一人ひとりに目

が行き届くような人数の先生がいる環境に何とかならないのかと思っているので、

統廃合を進めるに当たっては、そういった対策をしっかりした方が理解を得られる

のではないか。 

会長：色々意見が出されたが、先ほどの地域との関わりという点も含め、事務局案

のままで良いか、修正が必要か。 

委員：学校と地域との関わりは、教育だけでなく安全面に関してもメリットがある
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と思う。顔を知っているとか、あの人なら安心だということでより安全が高まると

思う。 

会長：事務局案を基本とすることでよろしいか。 

委員：これを基本とするというのはどういうことか。 

会長：この考え方に基づいて学級数や人数や今後の学校の検討に入るということで

ある。 

委員：「地域やコミュニティとの協働」を入れてあるのは、おそらく統廃合によっ

て自分の地域から学校がなくなった時のことも考えてのことと思われる。「地域と

の協働」が必要だと説明することで理解してもらえるのではないか。 

委員：「体力」「学力」「人間力」とあるが先に「体力」が来るのはなぜか。 

会長：健康第一なので。 

委員：承知した。 

会長：アを基本にして次に進めてよろしいか。 

（「異議なし」の声） 

会長：今後も意見あればその都度修正していきたいと思うのでよろしくお願いする。

次にイに移る。 

委員：イの欄外に小中一貫校と義務教育学校の注釈があるが、同じ市内で従来通り

の小学校と中学校のカリキュラムとは別に、小中一貫校あるいは義務教育学校のカ

リキュラムを実施する学校が存在することは可能なのか。 

委員：義務教育学校とは、校長は１人で、６歳で入学し１５歳で卒業するまでの９

年間を、例えば小１から小４まで、小５から中１まで、中２から中３までに区切っ

て教育課程を編成することが可能になる。小学校高学年から部活動に参加出来たり、

算数は数学の先生、音楽は中学の先生というように教科の担任制の運営もできる。

その代わり先生は小学校と中学校の両方の免許を持った人でなければ基本できない

と言われており、まだあまり学校もないが今後、弾力化でどう変わるか分からない。

一方、小中一貫校というのは、例えば宇佐美小と宇佐美中をイメージしてもらうと、
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それぞれ校長はいるが、小学校の６年間と中学校の３年間で区切らず、もう少し接

続を良くしよう。例えば中学の音楽の先生が小学校で授業するなど、一緒の学校で

はないが、小学校と中学校の間の段差が大きいのでそこを解消しようということ。

同じ校舎だと施設一体型で、宇佐美みたいに小学校と中学校の校舎が違うと分離形

になる。全く違う場所にあるところと組んでも運営できるが、実際は施設一体型と

隣接型が大部分である。それをやるにも色々条件があるので、すぐにという訳には

いかないが、今の関係性を持たせるという点で義務教育学校よりもやり易さはある

ように思う。 

事務局：東部管内でも義務教育学校がスタートし、まだ検証が必要な状況であり、

例えば伊東市の中で地理的に宇佐美小と宇佐美中が小中一貫校ないし義務教育学校

になるということも特に検討されていないが今後の課題としてはあると思っている。 

 委員：例えば同じ伊東市内で西小と北中は単独で、宇佐美小中は一貫校というのは

教育の均等性という点で問題はないのか。ないとすれば校長先生が１人で済むし、

先生を増やすなど効率性も図れそうなので一貫校は良いことではないか。 

委員：良いか悪いかも含めて検証を今始めたところである。 

委員：注）沼津の静浦でやっているが。 

 

注）沼津市立静浦小中一貫学校：平成 26 年 4 月開校の施設一体型小中一貫校。機能は義務教育学校

であるが、「義務教育学校」は静浦小中一貫校開校後の平成 27 年 6 月成立の改正学校教育法で

制度化されたものであるため、厳密には義務教育学校に該当しない。県内の義務教育学校は、平

成 30年度に開校した伊豆市立土肥小中一貫校が第１号となる。 

 

委員：それが良いのか悪いのかの検証も時間が必要で、３年ぐらいは掛かるのでは

ないか。専門の先生に習うことができるという利点はあるが、小中の免許持ってな

ければいけないとなると人事等の面でなかなか難しいところもある。 

会長：市議会の福祉文教委員会で大阪の義務教育学校を視察した。小学校の高学年

になると中学生のような専門の授業を入れたり、お兄さんやお姉さん、弟妹も含め

たくさんの関わりが持てており、いじめの問題も良い傾向にあるとの説明を受けた。 
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委員：そのコミュニティが嫌になったら、９年間脱出ができなくなるので、かえっ

て厳しい状況になるのではないか。 

会長：学校の方からは人間関係も良く、中一ギャップの壁もなくなるので子供にと

っては良い環境だとの説明があった。 

委員：小学校を卒業し、中学に入ることで一度リセットできるというメリットもあ

ると思うので、どっちも良い面、悪い面あると思う。膨らまし過ぎかもしれないが、

伊東市において中高一貫校ということは考えられないか。より特異性を持った特徴

のある学校になると思うが。 

委員：理屈としては可能だと思うが、かなり特殊なケースではある。近隣では沼津

に中学と高校の市立の一貫校がある。 

委員：同じ敷地内で小学校と中学校が一緒に過ごすことが大きな変化であり、小中

一貫校になるのか、義務教育学校になるのかはそこまでの高いハードルでは無いよ

うに思う。 

委員：小中一貫校というと、どちらかというと学年１クラスの小規模のイメージが

ある。 

委員：本来趣旨が違うが、実際問題としては小規模校などの手立てとして使われて

いることはある。 

会長：この会議は将来に向けた新たなスタートを切るための会議であるから、そう

いう考え方もあっても良いと思う。遠い将来とか近い将来とかいろいろ時系列ある

と思うが、いずれにしても適正な学級数はクラス替え可能な学級数という考え方で

良いか。 

委員：クラス替え可能な学級数という考え方は良いと思う。ただ、視察で川奈小学

校を見た手前「複式学級を避けるべき」という表現はなくてもいいのか。資料にも

2030 年には富戸小が「複式学級？」となっており、近い将来か遠い将来かは分から

ないが、こういうデータが出ている中で複式学級について触れておかなくても良い

のかというところは思ったところである。 
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会長：クラス替え可能な学級数というとそういう意味かと。 

委員：確かにそこに含まれる内容ではあるが、建議書には「複式学級は子どもの為

にもなるべく解消すべき」との提案もあり答申には明記しておかなくてもいいのか。 

会長：同じイの中にクラス替え出来ない状況となった時の対策として「小規模特認

校の指定」とも記載されており、表現としては事務局案のとおりでよろしいか。 

（「異議なし」の声） 

会長：それではウに移る。 

委員：先ほど２５人前後という話があったり、前回では低学年は２０人ぐらいとい

う話もあった。学校現場の先生がおっしゃることなので、例えば表現を「学年に応

じて」などとした上で、人数は２６、７人でどうか。 

委員：現実問題、学年に応じた特性があり、特に小学校では１年生と６年生では同

じ環境ではない。低学年あたりでは極力２０人に近い方が。高学年だとある程度多

くて２５～２８人の方がメリハリある。「学年に応じて」という表現と「２０人か

ら３０人」という範囲でどうか。 

委員：私自身は２０人と３０人でどっちがいいのかというのは分からなくて、細か

いことを言うと一長一短あると思って、私たちは１クラス４５人でずっと小中学校

を過ごして教育を受けてきたので、２５人とか３０人とかは少ないなと思うし、割

とみんな一人一人が授業に参加しているイメージはあるわけで、２０人だとより一

層イメージが強くなるということならば、勉強の機会が増えるということで、ただ

それだけじゃなくて、いろいろ人間関係の集団という多様な個性や競争の中、関わ

りの中で割とこじんまりと固定化されるような気もする。２６人から３０人という

幅を持たした事務局案でもいいのかなとも思う。 

 会長：適正な人数の示し方としては、事務局案のままでよろしいか。 

委員：学級編制とは直接関連しないが、教育を考えた時には、教員側も子供たちの

側もこのぐらいの人数が良いのではないか。 

会長：先々子供の人数は減少していくということもあり、懇話会としては事務局案
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通りでよろしいか。 

（「異議なし」の声） 

会長：それではそのようにさせていただく。アイウまで進めてきたので、次にエの

「検討の必要な学校」に入るが、会議時間も過ぎており、このエについては本日の

意見を踏まえ、改めて次回の議題としてもよいか。 

（「異議なし」の声） 

会長：それではそのようにさせていただく。次回以降の予定について事務局からお

願いする。 

事務局：アイウについては本日、事務局案どおり決定したが、決定に至るまでに

色々なご意見が出されたので、もう一度本日の意見を確認し、次回修正案としてお

出しできるものがあれば改めてお出ししたいと考えている。本日、どういう環境を

目指していくのかということが共有でき、１学年当たりはクラス替えが出来るよう

な規模を適正だということが確認できたので、次回は市内全体の状況を見た中で、

その見直しを検討していく必要がある学校について、ご意見いただけたらと考えて

いる。第３回は１１月１５日（木）午前９時から地下会議室にて、第４回は１２月

１１日（火）午後３時から４階中会議室にて予定をしているので、よろしくお願い

する。また、次回までに必要なデータ、資料等があったら用意するので事務局に申

し出て欲しい。 

会長：次回は具体的な学校の検討を進めていきたいと思うので、資料が必要であれ

ば前もって事務局に申し出るように。最後に教育長から一言お願いする。 

教育長：本日は長時間に渡り様々な視点からご審議いただき感謝申し上げる。伊東

市の将来に夢が持てるような話し合いを今後もお願いし、教育委員会としても答申

を基に確実な一歩を踏み出していければと考えている。学校の適正規模・適正配置

というものは、子供たちにとっても市民にとっても大きな問題であり、しっかりや

っていきたいと思う。ご協力ご指導のほどよろしくお願いする。 

会長：以上で第２回教育問題懇話会を閉会する。 


