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第４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 21年 1月 27日（火）9:30～12:00 

大財別館１－１会議室 

【出席者】 

（委員） 

大江委員、大坪委員、川上委員、岸川委員、木下副委員長、小栁委員、 

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、貞包学校教育課長、池田教育総務課副課長 他 

 

【議 題】 

（１）望ましい学校規模を考える視点（通学の視点、地域との関係の視点） 

  （２）小・中学校の適正配置に向けた手法 

 

【 議 事 概 要 】 

 

（１）望ましい学校規模を考える視点（通学の視点） 

  事務局説明 

 

［委員長］ 通学にかかる参考資料を見ると、徒歩や送迎、路線バスやコミュニティバ

スなど様々な手段で通学していることが分かる。この資料を見て、ご意見が

あればお願いしたい。 

 

［委員］ 参考資料に載せている地区以外は、全て 4㎞以内におさまっているのか。例

えば、兵庫小校区では徒歩で 50分かかる地区もある。距離だけではなく、通

学時間の視点も重要ではないか。 

 

［委員］ 三瀬の井手野地区は以前分校があったが廃校になった地域である。三瀬では、

下校時はコミュニティバスを利用しているが、合併後は運営母体が社会福祉協

議会に移り、福祉的な意味合いのバスに子どもが乗るのはどうかという意見も

あったと聞いている。 

話は変わるが、これまでの本委員会の資料をお見せして、地域の PTAの方

や教職員の方に意見をうかがった。その中で、この委員会は、標準規模に満た

ない学校や超えている学校に対して、ちゃんとした教育活動ができるようにし

ようという目的をもった会なのかと疑問の声が上がった。また、教職員からは、

メリット・デメリットの表を見ると小規模校の教育内容が不十分のような印象

を受けるが、小規模校では今の規模だからこそやれることがあり、保護者も協
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力を惜しまないという環境があるという意見が出された。保護者からは、自分

が通っていた時から 1 学級しかなかったので、自分は標準ではない規模で育

ったのか、自分達の教育環境について不具合を感じたことはないという意見も

出された。また、もしも適正規模校の教育効果が小規模校よりも高いというデ

ータがあれば、それを示してほしいということであった。 

 

［委員］ 逆に自分から見れば、北部の学校の方が優遇されているという感じを持って

いるが。 

 

［委員］ この委員会では、小さな学校、大きな学校それぞれのデメリットをどう解消

していくかということを議論できればいいのではないか。 

 

［委員］ 先ほどの意見は、適正な規模の学校ではないから、それを無理やり適正な規

模に近づけようという必要はないのではないかということを言いたかった次

第である。 

 

［委員］ 山間部の学校の通学のことを言えば、通学距離よりも通学時間の方が重要で

はないか。例えば、バスの運行時間に合わせて家を出ないといけない、乗り換

えの時間がかかってしまうという実態がある。通学手段についても、ほとんど

の保護者が送迎しているというのは問題があるのではないか。また、子どもの

安全の視点も必要ではないか。 

 

［委員］ ここでいう送迎とは、個人での送迎か、それとも何世帯か集まって送迎を行

っているのか。 

 

［委員］ 何か事故があった場合大変なので、通常は個々で送迎をしている。もちろん

急用があった場合はお願いすることもあるが。 

 

［委員］ 自宅からバス停まで送迎をしている家庭も多い。下校時は、帰りのバスの時

間まで子ども達は児童クラブで過ごしている。 

 

［委員］ いつもの時間に登下校するのであれば問題ないのだろうが、急に学校を切り

上げて子どもを下校させないといけないという緊急の場合には、送迎では対応

できない。そういう意味では、行き帰りの手立てをどう保障するかという提言

ができればと思う。 

 

［委員］ 例えば、コミュニティバスの回数を増やすとか、自宅近くのバス停まで止ま

るようにする等と言ったことを委員会で要望することもできるのではないか。 
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［委員］ 送迎については個別の家庭で対応しており、常に保護者が連絡を取り合って

綱渡りのような形でようやく成り立っている状態。兄弟で下校時間も異なり、

中学生になると部活動もあるので、今日は何時というように、連絡を取り合っ

ている。 

 

［委員長］ 送迎も含めて山間部の通学の状況が非常に厳しいことが分かった。この委

員会では、通学に対する配慮が必要なことを具体的に盛り込むことを提言して

いきたい。 

 

［委員］ 都市部の 4ｋｍ以内の地域でも問題があるので、その部分は取り扱わなくて

も良いのか。資料は主に山間部のことが中心となっているが。 

 

≪事務局≫ この資料は、前回会議の中で、通学に時間がかかる事例をという委員から

の資料要求を受け、おおむね 4ｋｍ以上で通学時間がかかっている地域を紹介

している。4ｋｍ以内で具体的にどのような問題が出ているのか。 

 

［委員］ 例えば、4ｋｍ以内であっても通学に問題があれば、校区の見直しをすると

いう議論にならないのか。都市部にも、通学路に危険な場所が多々ある。 

 

［委員］ 小学校であれば、隣接校区選択制で自宅から近い学校を選ぶこともできる。

学区域については、別に通学区域審議会があるのだから、そちらで議論しても

らう方が良いのではないか。 

 

［委員］ 財政が厳しい中で、適正配置を考える際にはスクールバスを運行するという

提言になると思う。スクールバスを導入するには予算も関係するので、実現で

きるか不明だが、統合という話になれば通学距離はさらに遠くなるので、スク

ールバスは要求していくべき。アメリカの例を言えば、送迎とスクールバスを

併用している。この委員会での意見としては、統合するならばスクールバスが

必要ということになると思う。 

 

［委員］ 学区域と学校規模は密接に関係しており、例えば統合というのは学区域の変

更ということでもある。学校の規模に関する視点ということで言えば、小規模の

学校だけではなく、大規模の学校についても考えなくてはいけないと思う。通学

区域については、検討しても良いのではという程度であれば提言に盛り込んでも

良いのではないか。 

 

［委員］ 私もその意見に近い。 
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［委員］ 通学距離や通学時間を理由に、隣接校区選択制を選んだ子どもがどのぐらい

いるのか資料があれば教えてほしい。隣接校を選択するほど通学に不満がある

というのは相当問題がある状態だと思うので、隣接校を選択しなくても不満を

持っている保護者は潜在的にいるのではないか。 

     通学手段の手立てについて言えば、スクールバスを用意するというのは非常

にコストがかかると思うので、地区毎の人数に応じて地元のタクシーを利用す

ることも考えられるのではないか。 

 

≪事務局≫ 隣接校選択制のＨ21 年度申請者のうち、通学しやすいことを理由に隣接

校を選ばれた保護者は 40.1%、通学路が安全という理由も 28.5%程度おられ

る。 

 

［委員長］ 小規模校だけではなく、大規模校についても望ましい通学距離や通学時間

について検討していきたい。その中で学区域の変更ということも必要なのでは

ないかという意見も出てくると思う。 

 

［委員］ 大規模校にも通学に関する問題があり、兵庫小学校区から高木瀬小学校に通

っている子どもが 80人程度いるが、国道を渡らないといけない、危険箇所を通

らないといけないという児童も多数いるので、小規模校の子どもと同様のレベル

で考えてもらいたい。 

 

［委員長］ 通学時間について言えば、具体的な時間はどの程度だろうか。 

 

［委員］ 事前に委員から挙がっている意見のとおり、小学 1年生の足で 30分程度が

妥当なのではないか。 

 

［委員］ 資料を見ると今でも北部の子ども達は 30分以上通学にかかっているので、

時間だけ見ると統合ではなく逆に分割しなければならないという話になる。そう

ならないよう、スクールバスの検討も必要ではないか。 

 

［委員］ 山間部は範囲も広いし、谷や山があって一概に距離で考えることはできない。

通学距離や時間だけではなく、総合的に検討する必要がある。中心部も危険箇所

があるという話があったが、山間部では外灯も民家も無いところを独りで歩いて

帰らないといけない状態にある。 

 

［委員長］ 通学については、これまでの意見をまとめていただくことにしたい。 
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（１）望ましい学校規模を考える視点（地域との関係の視点） 

  事務局説明 

 

［委員長］ 参考資料２を見てみると、学校と地域との連携と言うことで、様々な取り

組みをされていることが分かる。住民の数、子どもの数が減少する中で、子ど

もにとって地域とは何かということを考える機会になるのではないか。 

 

［委員］ 旧市と山間部の違いは、山間部の住民のほとんどが山や田畑を所有し、農産

物の生産や観光産業に携わっているということ。今、佐賀市の人口問題対策室で、

過疎地域の定住促進に向けた取り組みが進められていると聞いているが、定住人

口を増やすためには学校の存在は非常に大きい。例えば、三瀬小では老人クラブ

との交流を行い、地域学を老人クラブの方々に学んでいる。老人クラブの方々も

自分自身の勉強になると言っている。このように、地域を支えているのが学校だ

と思う。 

 

［委員］ 今から 20年後、40%も人口が減るという中で、現状を維持するということ

にはならないのではないか。地域が活性化するためにはどうするかという議論に

ならないといけないと思う。 

 

［委員］ この人口減少率は何もしない場合であって、こうならないためにも人口問題

対策室で対策をとっているのだと思っている。恐らく学校がなくなったら、こ

の減少率はもっと下がってくるのは明らか。地域活性化のためには子育て世帯

に来てもらうことが一番なので、佐賀市として取り組んでいることがバラバラ

ではないかという感想を言われた保護者もいる。 

 

［委員］ 今後人口が減っていく中で地域をどうしていくかということが非常に重要に

なっている。学校が地域コミュニティの核になっているということを踏まえて

考えていきたい。先日、勧興小学校の歴史学習の授業を見させてもらったが、

子ども達は地域の歴史や文化を学び、非常によい取り組みをされていた。この

ようにコミュニティを高めていくためにどうしたら良いかということを楽し

く考えていきたい。資料ではハード面やソフト面での学校の役割が挙げられて

いたが、精神面での役割もあり、自分の卒業した学校が無くなるというのは寂

しいものがある。今後は、地域と学校の関わりをより密接に考えていかないと

いけない。 

 

［委員］ コミュニティ・スクールというのはどういうものなのか。 

 

［委員］ 城南校区の３校で取り組んでおり、地域の方が学校運営に参画いただくとい
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うものである。先ほどの話に戻るが、地域を小さく捉えるのではなく、大きく

捉え、目を外に向けていくとまた違った見え方になるのではないか。城南校区

でも、北川副と赤松で地域性は違うが、城南校区として見ると地域に広がりが

ある。例えば、富士南小と富士小でも、富士中学校区として見ると違った見方

になるのではないか。学校が無くなるという考え方をすれば、どうしても無く

さない方が良いという考えになるので、どう広げていくかという視点を持って

議論していかないといけない。 

 

［委員］ 中学校区として考えるという見方は非常にいいと思う。中学校区としてのま

とまりは一つのキーワードだと思う。 

 

［委員］ 児童生徒数の減る中で、学校は地域のシンボル、拠り所ということが言われ

ているが、富士町では昭和 30 年代から 40 年代にかけて統廃合を進めてきて

おり、残ったのが北山東部小学校である。児童数が極端に減る中で、地元から

山村留学を始められ、他の地域から児童を受け入れている。そういった学校存

続のための努力をされていることに対して感心をしている。 

 

［委員長］ 地域の概念が多様化している。小さな集落という単位から小学校区、中学

校区というように拡大し、そういった視点からの発想転換も求められているの

ではないか。学校の活性化と地域の活性化はイコールで考えた方がよいが、今

の状況で地域の活性化を求めるのは厳しい状況である。学校を活性化させるた

めにどうすれば良いかということを考える上で、コミュニティ・スクールのよ

うに、新しい可能性に取り組むことも必要ではないか。 

 

≪事務局≫ コミュニティ・スクールは地域立学校という名称で、校区住民の方々が学

校運営協議会委員となり、学校経営方針を了承するという権限をもっている。

これに伴い、学校予算、人事についても、設置自治体すなわち佐賀市教育委員

会に意見を述べることができる。成果として上がっているのは、地域の方が各

グループに所属し、自分達で計画を立てて学校へ入ってきていること。多くの

地域の方が教育活動に参加することで、学校に対する不満や苦情が激減してい

ると聞いている。学校と地域とが対立関係ではなく、どのように学校を支えよ

うかという意識に変わってきている。 

 

［委員］ 北川副小学校でも、コミュニティ・スクールに取り組んでいるが、もともと

学校応援団としてやっていた。今は従来の活動に加えて、朝のスキルタイムの

学習補助や読み聞かせなどを行なっている。子どものためにやっているが、実

際は自分達が楽しんでやっているし、子ども達から学ぶことも多い。 
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［委員］ 兵庫小学校でも、学校の要請に応じて家庭科のミシンがけの補助に入ったり

している。兵庫小学校でも組織化できればと思う。 

 

［委員］ 学校に何を協力してほしいかと聞くと、生活指導面で協力してほしいという

話が出てくる。具体的に何をという話まではされないが、組織化して地域で子

どもを育てることも必要かと思う。 

 

［委員］ 大きい規模の学校のメリットを言うと、安全サポートに地域の 14団体が参

加してもらい、登下校時に見守り活動をしていただいている。また、公民館活

動が盛んなので、公民館のセミナーと学校の授業とをすり合わせて、子ども達

も参加したりしている。 

 

［委員長］ 全国の先進事例があれば教えていただきたいが。 

 

［委員］ 佐賀市の取り組みは、全国的にも先進的な事例だと思う。今回の議題に引き

寄せて考えると、北部の学校で今何ができていて、これからどういう可能性が

あるのか、どこから先が限界で、どこからが手立てが必要かということを考え、

学校の配置について考えていければと思う。 

 

［委員長］ 山間部でも様々な取り組みがなされている中で、山間部の学校と地域との

取り組みをどのように考えていけばよいか。 

 

［委員］ 山間部で特徴的なのは、組織立てしなくても、子どもの顔を見れば、その子

の家族が分かり、何かについて詳しい人をと頼まれた場合でも全世帯のことが

全て分かるという状況にあること。山間部では、地域振興の担い手となる家族

が、生産活動をし、環境保全活動も行っている。地域を学校が牽引する役割も

非常に大きい。旧市の方も山間地の問題を自分達のこととして考えていただき

たい。山間部の学校は特認校に指定されているが、地元の学校になじめない子

どもが通ったりしており、山間地の学校にはセーフティネットのような役割も

あると思うので、できるだけ残していただきたいと思っている。 

 

［委員長］ 残し方については色々な方法があると思うので、次回からの議題として話

し合っていきたい。システマティックに参画できる住民参加型の学校の在り方

を提案できればと思う。 

 

［委員］ 地域の活力を学校に生かすという取り組みが上手くいっているのは、学校が

近くにあるからではないか。何か学校に手伝ってもらいたいと思っても、山間

部の学校では学校までの距離が遠い。地域の力を上手く学校に活用していく、
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学校の教育力を地域に還元していくためには、広域化している校区では何らか

の手立てを取っていく必要がある。校区よりも小さい単位で地域の方に集まっ

てもらえる機会を設けていかないと、難しい。システムづくりをしていく上で、

旧市のシステムをそのまま導入するのには地理的にも難しい。 

学校があるということが若い世代を呼び込むためには必要という意見があ

ったが、学校はあっても何の手立ても無いという状況よりも、きちんと手立て

をとっていることをアピールしていくほうが効果的だと思う。学校の有る無し

に関わらず、通学にしろ、地域との関係にしろ、手立てをとっていくこと、そ

れをアピールしていくことが必要だと思う。 

 

 

（２）小・中学校の適正配置に向けた手法 

 事務局説明 

 

［委員長］ 現段階において、どういう方法論があるのかということを考えていきたい。

例えば、規模に関しては、学校統廃合や特認校制度の活用、通学の問題ではスク

ールバスの運行といった手立てが考えられると思うが、いかがだろうか。 

 

［委員］ 今までの議論で３つの視点について協議してきたが、学校規模と通学、地域と

の関係について、小規模校、標準規模校、大規模校毎に現状と課題をマトリック

スに整理してみると、論点が見えてくるのではないか。 

 

［委員］ 前回、学校規模に関する基準の議論を行なったが、あまり現実的ではない数字

が出ていると思う。望ましい規模に届かなくても、これくらいは大丈夫という準

じる基準があってもいいのではないか。前回はせめて複式学級は解消したいとい

う話が出ていたが、例えば 6学級から 11学級まではグレーゾーンとしての取扱い

をしてもよいのではないか。せっかく決めた基準が意味を成さなくならないよう、

少しでも近づける準じる規模を考えてもよいと思うが。 

 

［委員］ 学校の規模に関してあれだけ審議をしたので、通学や地域との関係はその次に

くる議論ではないかと思う。子ども達の教育環境を第一に考え、規模を大事にし

ながら、その次に通学や地域との関係が出てくるのではないか。 

 

［委員］ それでは、今後どういった形で議論を進めていった方がよいのか。 

 

［委員］ 望ましいのは 12学級～24学級だが、許容範囲はこれくらいという議論があって

いいと思う。 
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［委員］ 学校規模と通学、地域との関係の３つの視点には優位性は無いという話が事務

局からあった。校区図を見ると、市街地と山間地では面積が全く違うので一律に

考えるのは無理がある。これからの論議では、学校規模を最優先にするのではな

く、グレーゾーンや特殊な地域性を考慮することも必要ではないか。 

 

［委員長］ 今後、ケースバイケースで話し合っていくことになると思うが、それを考え

ていく上での手法を考える必要があるのではないか。次回、もう少し詳細に議論

していきたい。 


