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第３回『佐賀市立小・中学校施設の在り方検討委員会』議事録 

 

平成 20年 12月 25日（木）9:30～12:00 

大財別館４－２会議室 

【出席者】 

（委員） 

大江委員、大坪委員、川上委員、木下副委員長、田中豊治委員長、田中博之委員、

平野委員、森山委員、富吉委員 

（事務局） 

田部井教育長、吉村こども教育部長、入部こども教育副部長、貞包学校教育課長 他 

 

【議 題】望ましい学校規模を考える視点 

 

【 議 事 概 要 】 

  事務局説明 

 

［委員長］ 今回は、別紙１の委員から出された意見を受け、別紙２で望ましい学校規

模を考える視点を、規模に関する視点・通学に関する視点・地域との関係に

関する視点の３点に分けて総合的に審議していこうというものである。学校

規模についてある程度数値化するとともに、通学の問題や地域への影響等を

明らかにしていきたいと思う。 

 

［委員］ 複式学級がないことが望ましいという意見が出ているが、前回、松梅小学校

を視察した際には、様々な工夫をされ相応の教育効果を挙げているという説明

を受けたのだが、実際はいかがだろうか。 

 

≪事務局≫ 複式学級では、2 学年の授業を同時に進めなければならないため、45 分

の授業に対し教師の指導が 2分の 1ずつになるということは避けられない。こ

の課題を克服するために、複式学級がある学校は相応の工夫をしているのであ

って、この環境を通常の状態とは考えていない。決して望ましい在り方ではな

く、次善策だと思っている。 

 

［委員］ 私の学校では、来年から複式学級になる学年があるのだが、複式学級になっ

てデメリットが出ないよう、どう運営していくか検討しているところである。

中学校が隣接している松梅小学校や一貫校の北山小学校では、中学校の力を借

りてデメリットを克服しようとされているが、中学校の力を借りられない状況

の中、どうしていくか模索しているところ。複式学級になると教員数も減って

いくので、規模の面を考えるとやはりデメリットに入るのではないかと思う。 
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［委員］ 先日、自主校長会の中で校長先生方の意見をうかがってきた。2030 年には

児童生徒数が現在の 3分の 2に減少する、教育予算も年々減少しているという

現状を踏まえて、ハード面が子どもの教育の充実を圧迫するものであってはい

けないという意見が出された。複式学級であるために受けられない教育サービ

スがあってはならないし、大規模校では施設面でサービスを受けられないこと

があってはならない。教育サービスが阻害されない範囲を考えてもらいたいと

いう意見であった。 

 

［委員長］ 現在、佐賀市には 3校に複式学級があるということだが、やはり 1学年に

1学級あるのが望ましいのではと思う。クラス替えができるとなると、1学

年 2学級以上ということになる。ただし、あまり大規模化するとデメリット

も色々と出てくるので、両方の立場から考えていかがだろうか。 

 

［委員］ 大規模になると、修学旅行や校外活動の行き先に制限があるというデメリッ

トが挙げられているが、人数が多くなれば受け入れ先のホテル等に制限がかか

るということで、小学校では 24 学級以上、中学校では 18 学級以上に線引き

がされているのか。 

 

≪事務局≫ この学級数以上で制限が出てくると言う明確な基準ではないが、教員や指

導主事等の意見を総合して平均して出した基準である。 

 

［委員］ 例えば 1学年 4クラスで、スーパーに行って校外学習をする際、受け入れ先

から人数制限をされる場合が多々ある。また、引率の問題も出てくる。 

 

［委員長］ 現在、一番大きい学校で何クラスあるのか。 

 

≪事務局≫ 小学校では鍋島小学校の 27 クラス、中学校では鍋島中学校の 18 クラス

が最大である。 

 

［委員］ クラス替えにより人間関係に配慮できるということだが、学年 2クラスのク

ラス替えでどのような効果があるのかがよく分からない。例えば、人間関係を

クラス替えで対処しようとしても、1回程度のクラス替えでは 6年間の人間関

係が解消されないと思う。そう考えると、クラス替えができることを望ましい

規模を考える視点に挙げてもいいものだろうか。 

 

［委員］ 子どものトラブル面からの話だったと思うが、子どもが学び合うという視点

からは多くの友だちと触れ合うことが非常に大切であり、クラス替えをして多

くの子どもと触れ合う機会を作ってあげることは重要である。 
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［委員］ そういう視点から見ると、9年間の一貫教育では子どもの集団を固定化して

しまうことになり、教育効果が少ないと言えるのではないか。 

 

［委員］ 一貫教育を行なっている学校では、同学年同士の横のつながりは固定化して

いるので、異学年同士の縦のつながりで交流や学び合いをさせようという目的

をもっている。 

 

［委員］ クラス替えができない学年では、異学年同士で交流するという方法があるの

であれば、クラス替えができるかできないかは有効な判断基準ではないのでは

ないだろうか。 

 

［委員］ クラス替えができるというのは非常に重要な要素だと思う。人間関係が上手

くいかない場合、クラス替えがないと子どもに逃げ場がない。クラス替えで一

旦、友人関係を離して、そこで新たな人間関係を築くことにより、再度同じク

ラスになった場合でも上手くいくことがある。ずっと人間関係が固定化してし

まうと子どもに逃げ場がないので、少なくとも 2クラスはほしいが、多様性と

いうことを考えると中学校の場合は 3 クラスほしい。現在の学級人数では 41

人いると 2クラス、81人いると 3クラスできるので、81人がベストではない

か。 

 

［委員長］ 子どもにとって集団の中でお互いに学び合い、育ち合うと考えた場合、様々

な子どもと触れ合うことは重要という意見だが、小規模校のメリットを考える

といかがだろうか。 

 

［委員］ 人間関係が固定化されていることはメリットもあると思う。あまり人間関係

が流動しすぎるとアイデンティティを築きにくくなるのではないか。ある程度

慣れ親しんだ環境が長期に渡って提供されていることも必要と考える。現実に、

クラス替えができない学校が多数あるので、クラス替えができないデメリット

を克服する方法も考えていった方がよいのではないか。 

 

［委員長］ 確かに、2030年には子どもの数が現在の 3分の 2に減少するという中で、

教育サービスの質を維持していくために、バックアップの方法も考えていかな

いといけない。時代や状況の変化に合わせた適正規模が必要ではないだろうか。 

 

≪事務局≫ 県レベルでは、35人学級や 30人学級が導入されつつある。佐賀県でも来

年度から中学 1年の国・数・英・理で 35人学級が導入される予定だが、この

ように学級の人数が減ってくると、学級数が 1クラスから 2クラスになる可能

性も出てくる。このような状況も加味しながら議論いただきたい。 



 4 

≪事務局≫ クラス替えのことだが、いかに仲間を共有して生きる力を身につけるかと

いうことが重要。一時的にクラス替えで離すことによって、その子が周囲の子

どもと協力できる力を身に付け、次に同じクラスになった時でも上手く付き合

えるようになる。同年代の子どもと協力する力を身に付けるためにも、クラス

替えの余地を残しておくことは必要だと思う。 

 

［委員］ 確かに同年代同士の同期生の連帯感は必要だと思う。異学年同士の交流も大

切だが、どうしても先輩、後輩の仲になるのではないか。 

 

［委員］ 中学校の自主校長会で意見が出たのだが、教職員の立場からの視点も重要で

はないか。特に中学校の場合、小規模校で教科に 1人しか担任がいないと、そ

の教員が若手の場合教えてくれる人もいない状態になる。教科に 2人教員がい

れば、お互いの連携や資質向上も期待できる。そう考えると、時間数が少ない

技能教科は 1人でも仕方ないが、それ以外の教科では 2人以上の教員を配置す

ることは重要。 

     もう 1点、財政上の視点も考えていかないといけないのではないか。合併後

は、従来の地域性にこだわらずに、大きな地域の枠組みで考えていかなければ

ならないのではないか。枠組みを大きく考えていった方が地域の活性化にもつ

ながると思う。 

 

［委員］ 高木瀬小学校から若楠小学校が分離して約 30年経つが、始めは自治会等で

とまどいもあったようだが、今ではすっかりそれぞれの学区域として独立して

いる。子どもにとってふるさとは、合併しても分離してもふるさとのまま。 

 

［委員］ 例えば富士町時代なら町の中心部だったところが、合併して市域が広がると

広いエリアとの相対関係となり、地域全体がマイナーになる。この状態を良い

とは思っておらず、このままでは地域は過疎になる。前回視察した松梅小学校

では一番遠い地域からどの程度かけて子どもが通学しているのか踏み込んで

視察しても良かったと思う。富士町や川副町でも遠距離から通学する子どもが

いる。物理的な距離や家族の負担もあるので、単純に人数だけで１つの学校に

集めることはできない。先日、福岡市でも提言がまとめられ、市街化地域や中

山間地などエリア毎にメニューを提案していると聞いた。佐賀市でも一律の基

準ではなく、地理的条件も考慮する必要がある。 

 

［委員］ 基準を外れた場合にどうするか、ということを意味して基準という言葉を使

っているのか。許容範囲として基準を設定するのであれば、基準を外れた場合

の支援の手立てについて考える必要がある。 

 



 5 

≪事務局≫ 具体的な手立てについての検討は、来年度審議いただきたいと考えている。

基準に外れたからといって、すぐに対策を取るというものではない。別紙２

に望ましい学校規模を考える視点として３つ挙げているが、この３つの視点

を同等に考えている。規模だけで考えるのではなく、規模と通学と地域との

関係を総合的に考えていきたいと思っている。小規模な学校については、課

題を克服するような手立てを考えていきたい。 

 

［委員長］ 一律ではなく、地域や児童生徒の立場も考慮して、ケースバイケースで考

えていくということは重要。 

 

［委員］ 1学年２クラスはあった方が良いというのは大まかに了承を得られていると

思うが、大きい方の規模をどこで線を引くか。小学校でいけば、1学年 4クラ

スの 24学級程度ぐらいが適正で 1学年 5クラスになると多すぎるということ

になるのだろうか。 

 

［委員］ 小学校では週 29 時間授業があり、例えば 24 学級の場合は、週１回程度し

か体育館を使用できないし、体育祭で雨が降った場合は何もできない状態。音

楽の授業も 4 年生以下は教室で授業をしているので、24 学級はぎりぎりのラ

イン。子ども一人あたりに対する施設面でのサービスは、大規模校では少ない

のではないか。大規模校の解消も考えてほしい。 

 

≪事務局≫ 例えば、体育館を建設する際には、児童生徒数に応じて面積を変えている。

小学 1年生入学時に学校選択制をとっているが、大規模校の兵庫小学校と鍋島

小学校には区域外からの入学を認めていない。例えば、宅地開発で兵庫小学校

の児童数が増えているが、学校選択制で若楠小学校や高木施小学校へ入学する

児童も多く、兵庫小学校は分校を建てるほど増えてはいない。 

 

［委員］ 別紙２の２ページ目ではメリットばかり記載されているが、デメリットも記

載しないと説得力をもたないのではないか。メリットとデメリットが文章化さ

れていないので、整理する必要がある。 

 

≪事務局≫ 中間報告案の中で文章化し、次回提案をしたいと思っている。 

 

［委員］ 中学校の生徒指導上の問題は、学校規模の影響を受けるのか教えてほしい。 

 

［委員］ ４学級以上になると、授業に出るのが４学級程度なので、１学年の生徒全員

を知る機会が少なくなる。例えば、33人の学級と 39人の学級を比べると、不

登校生徒の人数が多い。学級規模はこの委員会では検討しないということだっ
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たが、40人近くの学級と 35人以下の学級では、目の行き届き方や生徒指導で

のフォローの仕方は確かに違ってくる。それと同じで、生徒指導上、学校規模

が大きくなれば多様な子ども達もいるので、生徒指導の問題も多様になり、教

員がその指導に割く時間も大きい。逆に、小規模になると、生徒と先生も相性

があるので、多くの先生から学ぶ機会がある方がよい。 

 

［委員］ 国も地方も財政が厳しい中で、施設の維持管理にかかる費用等を財政的な視

点から考慮しなくてもいいのだろうか。例えば、大規模改修に直面した場合、

統廃合した方が良いのではないかという意見も出てくると思う。 

 

≪事務局≫ 平成 26年度までに耐震診断に基づく校舎改築は行っていく。そういった

時に、全面改築するならば、将来を見越して学校を統廃合した方がいいのでは

ないかという意見が地域から出てくるかもしれない。一応、全ての学校につい

て年次計画で改築していくという計画は持っている。 

 

［委員］ 財政規模の話でいくと、1クラス 40人が基準ではあるが、山間地は 1クラ

ス 30人にして 2クラスにするという議論は、この委員会でできるのだろうか。 

 

≪事務局≫ 県への要望という形になる。しかしながら、せっかく議論いただいている

ので、理想かもしれないが、望ましい方向性を出していただきたい。 

 

［委員長］ クラスの人数に関する研究はあるのだろうか。 

 

［委員］ 日本には、クラスサイズ研究はあまり行われていない。外国の研究を参照し

ようとすると、テストの点数で結果を見てしまうので、日本には当てはめにく

い。日本では、集団形成や生徒指導など、学校の機能が勉強を教えることだけ

ではないので、日本の教室の役割に合った研究というのはなかなか無い。以前、

自分が関わった研究で、教員に「実際に何人だと指導しやすいか」というアン

ケートを取ったことがある。その市が単独で 35人学級を導入していることも

あり、実際にどう効果が出たかというよりも指導感触として尋ねたアンケート

では 35人程度が望ましいという結果が出た。 

 

［委員長］ 例えば 20人や 25人の学級などは研究の対象になっていないのか。 

 

［委員］ 勉強を教えるだけならば研究もあるのだが、ただ結果に関しては議論が分か

れていて、効果が出るという研究者もいれば、それほど出なかったという研究

者もいる。一方で、効果は出ているが投資には見合っていないという結論もあ

り、定説めいた研究は確立されていない。 
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［委員長］ そろそろまとめに入りたいが、これまでの皆さんの意見をまとめると、小

学校では 12学級から 24学級、中学校では 9学級から 18学級が望ましい規模

ということで提案してはいかがだろうか。 

 

［委員］ 先ほどの生徒指導上の話を聞くと、18 学級はいささか多いのではないかと

思うがいかがだろうか。1学年 4学級の 12学級程度が望ましいのではないか。 

 

［委員］ 運営の効率から言えば、1学年 5学級も 6学級も大差はない。そうすると、

1学年 6学級までは許容範囲だと思う。5学級だと奇数で中途半端になるので、

6学級の方が良い。 

 

［委員］ 中学校だと、各学年に 5教科の教員がいた方が良いので、逆に 6学級だと教

員の配置上、教科に 1人の教員ということになるので厳しい。また、学年の活

力という点からも1学年3学級あった方が部活動の面等でもメリットが大きい。 

 

［委員］ 2クラスだと厳しいというのは、学級数に応じて教員の配置が決まってくる

からという理由からか。そういったことは、学校関係者でないと分からないの

で、ぜひ報告書では、地域住民にも説明しやすいよう、複式学級やクラス替え

のメリット・デメリットを分かりやすく記載してほしい。 

 

［委員］ 9学級になると、5教科に 2人教員を配置することができるので、やはり 9

学級は必要だと思う。 

 

［委員］ 参考資料の他市の事例を見ると、大体 1学年 4学級の 12学級から適正規模

としている自治体が多いが、これには何か理由があるのか。 

 

［委員］ 例えば体育では選択肢が広がるよう 2学級合同で行う場合が多いが、3学級

合同だと人数が多くなるので、そういった意味で偶数の 12学級としているの

かもしれない。 

 

［委員長］ 中学校に関しては、教員の配置という面から 9学級以上とし、1学年偶数

の学級数が望ましいという面から 18学級以下を望ましい規模と提案したいが、

いかがだろうか。（委員承認）それでは今回の結論として、望ましい学校規模

を、小学校では 12学級～24学級、中学校では 9学級～18学級としたい。 

     次回は、通学に関する視点、地域との関係に関する視点を審議していきたい。 

 

［委員］ 通学に関する視点を審議する上で、実際にどの程度通学時間がかかっている

のか、実態調査をお願いしたい。 


