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「相模原市立小中学校の望ましい学校規模のあり方に関する基本方針

（案）」に関するパブリックコメント手続の実施結果について 
 

１ 概要 
  少子化の進行による児童生徒数の減少や市町合併など、本市の学校を取り巻く社会

状況に大きな変化が見られ、社会性を養うための一定の学校規模の確保、施設規模に

適した学校規模の維持及び更新の時期を迎える学校施設の整備などが課題となって

います。 
 以上のような諸課題を解決するため、教育委員会は平成２７年７月に「相模原市立

小中学校の望ましい学校規模のあり方検討委員会」を設置した上で、教育上の望まし

い学校規模のあり方とその実現に向けた有効な方策について諮問し、同検討委員会か

ら平成２８年１０月に「相模原市立小中学校の望ましい学校規模のあり方に関する提

言書」の形で答申がなされました。 
 教育委員会では、この答申を受け、望ましい学校規模の実現及び学校規模に関連し

て発生する諸課題を解決するための基本的な考え方や取組の進め方等を整理した「相

模原市立小中学校の望ましい学校規模のあり方に関する基本方針（案）」をまとめま

した。 
 この度、同方針を策定するにあたり、市民の皆様からのご意見を募集いたしました。 
 その結果、１４人から４４件のご意見をいただき、お寄せいただいたご意見について

の意見募集の概要、ご意見の内容及びご意見に対する本市の考え方を次のとおり公表し

ます。 
 
２ 意見募集の概要 
 ・募集期間  平成２９年１月５日（木）～平成２９年２月３日（金） 
 ・募集方法  直接持参、郵送、ファクス、電子メール 
 ・周知方法  市ホームページ、学務課、各行政資料コーナー、各まちづくりセンター

（城山・橋本・本庁地域・大野南まちづくりセンターを除く）、各出張所、

各公民館（青根・沢井公民館を除く）、各図書館、市立公文書館 
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３ 結果 
（１）意見の提出方法 

   
 
 
 
 
 
 
（２）意見に対する本市の考え方の区分 

   ア：計画案等に意見を反映するもの 
   イ：意見の趣旨を踏まえて取組を推進するもの 
   ウ：今後の参考とするもの 
   エ：その他（今回の意見募集の趣旨・範囲と異なる意見など） 
 
（３）件数と本市の考え方の区分 

 

意見数 １４人（４４）件 

内 

訳 

直接持参 ０人（０ ）件 
郵送 ０人（０ ）件 

ファクス ８人（１７）件 
電子メール  ６人（２７）件 

項 目 件数 
市の考え方の区分 

ア イ ウ エ 

① 学校と地域のつながりに関すること １２  １２   

② 小規模校に関すること ７  ５ ２  

③ 学校規模の考え方に関すること ４   ４  

④ 課題解決手法に関すること １０  ７ ３  

⑤ 課題解決の進め方に関すること ７  ５ ２  

⑥ その他 ４  ２ １ １ 

合 計 ４４ ０ ３１ １２ １ 
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（４） 意見の内容及びご意見に対する本市の考え方 

通番 意見の趣旨 市の考え方 区分 

①  学校と地域のつながりに関すること 
１ 青根小学校をはじめ、津久井地域

でこそ、地域と学校がともに地域の

担い手をしなければならない。 
 適正規模で学校の統廃合をすす

めるのではなく、地域にとって学校

が拠点としてどのような意味を持

つか、教育委員会は重点的に考える

べきである。規模以外の要因、例え

ば、地域の持続可能性なども考慮し

て欲しい。 

 

学校と地域は、連携して見守り活

動を実施するなど、密接なつながり

があり、子どもは地域との交流を通

じて成長する側面があります。学校

は地域の拠点としての機能を担っ

ており、学校規模の課題を解決する

際に、地域に及ぼす負の影響を最小

限にするための取組を「学校と地域

のつながりへの配慮」として整理し

ています。 
 また、学校の統廃合は課題解決手

法の選択肢の一つであり、地域や関

係者の皆様との十分な協議を経て、

具体的な解決手法を決定したいと

考えています。 
 
 
 

イ 

２ 旧津久井地域については、長い歴

史を持つ地域の学校という点を最

大限に尊重してほしい。せめて現中

学校区単位での小・中学校の存続が

望まれる。また、過小規模校におい

ては、小・中一貫校や、義務教育学

校といった形の方策も今後の在り

方を見通す上で、大変有効であると

考える。 

 

津久井地域については、地域性を

十分に考慮した解決手法を選択す

る必要があります。 
 過小規模校については、施設一体

型の「小中連携校」「小中一貫校」「義

務教育学校」などの可能性を検討す

ることとしています。 
 
 
 
 

イ 
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３ 未来を担いゆく子供たちは地域

の宝物であり、子供が地域でのびの

び育つことこそが住民全体の願い

である。小・中学校がなくなるとい

うことは地域の将来性・可能性が閉

ざされ、過疎化を促進することとな

る。 

 

津久井地域については、地域性を

十分に考慮した解決手法を選択す

ることとしており、地域や関係者の

皆様との十分な協議を経て、具体的

な解決手法を決定したいと考えて

います。 
 

イ 

４ 小・中学校は各地域のコミュニテ

ィの核としての性格を有し、防災、

子育て地域の交流の場等々様々な

機能を併せ持ち、まちづくりの在り

方と密接不可分なのである。 

 

学校と地域は、連携して見守り活

動を実施するなど、密接なつながり

があり、子どもは地域との交流を通

じて成長する側面があります。学校

は地域の拠点としての機能を担っ

ており、学校規模の課題を解決する

際に、地域に及ぼす負の影響を最小

限にするための取組を「学校と地域

のつながりへの配慮」として整理し

ています。 
 
 

イ 

５ 津久井地域はどこも同じだと思

うが、小学校を中心とした地域コミ

ュニティーが形成されている。少子

化が進んで、統合されると、益々子

育てのし難い地域になってしまう。

多くの人達（子育て世代）に移住し

てもらえる環境を整える取組を進

めているところであり、現在のまま

での存続を強く希望する。 

 
 
 

津久井地域については、地域性を

十分に考慮した解決手法を選択す

ることとしており、地域や関係者の

皆様との十分な協議を経て、具体的

な解決手法を決定したいと考えて

います。 
 

イ 
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６ “青根の子は青根で育てる” 
このことばは、青根小学校のあり方

に関する青根地域住民の思いであ

り基本理念である。地域と協働・連

携することが多いために、地域の豊

かな自然や文化、伝統などの特性を

知る機会も多く、少人数と言えども

（少人数だからこそ）、むしろ学習

効果は著しい。 

学校と地域は、連携して見守り活

動を実施するなど、密接なつながり

があり、子どもは地域との交流を通

じて成長する側面があります。学校

は地域の拠点としての機能を担っ

ており、学校規模の課題を解決する

際に、地域に及ぼす負の影響を最小

限にするための取組を「学校と地域

のつながりへの配慮」として整理し

ています。 
 

イ 

７ 地域とともに歩んで来た青根小

が廃校になれば、近隣の中学校もな

くなり、そうなれば地域集落の行事

もなくなり、やがて祭事もなくな

る。祭事がなくなることは、社会学

的に言えば、集落が消滅することを

意味する。だから軽々に廃合に傾く

ことは危険である。 

 
 
 

津久井地域については、地域性を

十分に考慮した解決手法を選択す

ることとしており、地域や関係者の

皆様との十分な協議を経て、具体的

な解決手法を決定したいと考えて

います。 
 

イ 

８ 私は青根小学校の学校林の出来

る時から手助けをしてきた。今では

学校が他校と交流の場になったり、

観光の場になっている。津久井地域

をひとまとめにして結果を出さず、

地域の今を見て欲しい。 

 
 
 
 

津久井地域については、地域性を

十分に考慮した解決手法を選択す

ることとしており、地域や関係者の

皆様との十分な協議を経て、具体的

な解決手法を決定したいと考えて

います。 
 

イ 
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９ 青根小学校は地域の皆さんがと

ても大切に愛していた場所だった。

大切な学校を望ましい規模の範囲

として大まかな一括りにしないで

欲しい。  
 地域を見てそこに必要があれば

過小規模校であっても存続させる

べきだと考える。津久井を１つに考

えないで欲しい。 

 

津久井地域については、地域性を

十分に考慮した解決手法を選択す

ることとしており、地域や関係者の

皆様との十分な協議を経て、具体的

な解決手法を決定したいと考えて

います。 
 

イ 

１０ 「青根小学校」や「青根中学校」

は、青根地区にとって無くてはなら

ない存在だが、廃校にした場合、地

域の活力を削ぐのは確実である。 
また、通学距離で考えると、現在の

青根小中学校から最寄りの青野原

小中学校までは、 
道のりで７．８Kmあり、通学距離
が大幅に長くなる。 
よって、青根小学校や、青根中学校

を廃校にすべきでない。 

 

津久井地域については、地域性を

十分に考慮した解決手法を選択す

ることとしており、地域や関係者の

皆様との十分な協議を経て、具体的

な解決手法を決定したいと考えて

います。 
 なお、学校の統合に伴って通学距

離が長くなる場合には、安全な通学

環境の確保に十分に配慮してまい

ります。 

イ 

１１ これまで地域が歩んできた歴史

的経過、地理的条件による通学の問

題などを考えると、単に学校の適正

規模だけでは片付けられない問題

がある。ましてこれから人口減少で

高齢化社会が進行中で、地域の活性

化を如何に図っていくのかを考え

た場合、小中学校の統廃合の問題は

死活問題となることは自明の事で

ある。 

 
 

津久井地域については、地域性を

十分に考慮した解決手法を選択す

ることとしており、地域や関係者の

皆様との十分な協議を経て、具体的

な解決手法を決定したいと考えて

います。 
イ 
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１２ 津久井の青根地域で「あざおね社

中」として活動を続け、地域の持続

可能性を追求するために、青根小学

校での ESDの支援など協力してき
た。教育委員会も、市長部局と連携

した、津久井地域での ESD支援を
これまで以上にして欲しい。 

 
 
 
 

日頃より、本市の教育行政に御理

解・御協力をいただきまして、誠に

ありがとうございます。 
次代を担う子どもたちにとって、

持続可能な開発を実現するために

発想し、行動できる人材を育成する

ことは大切であると捉えておりま

す。青根小学校におきましては、こ

れまでのESDの取組を継続・発展す
るために、日産財団２０１６年度理

科教育助成校の認定を受けており、

今後とも支援してまいります。 
 

イ 

②  小規模校に関すること 
１ 小規模校故の諸課題はハンディ

となるが、工夫によってこれらを最

小限に抑え、余りあるメリットをさ

らに伸ばして補うのである。学校間

の交流やテレビシステムや ICTの
活用により、教育活動は今後さらに

改善できる。 

 

 小規模校について、学校規模が教

育環境に与える影響を児童生徒、教

職員、保護者や地域の各視点からメ

リット・デメリットの整理を行いま

した。 
過小規模校は学校規模による課

題が発生している可能性が高いた

め、地域性等を十分に考慮した上

で、優先的に課題解決に努めること

としています。 
 

イ 

２ 全国的な視野に立つと本県は東

京に次ぐ全国２位の人口を誇る。本

県でこそ過小規模校は目立つが、他

県に目を転ずれば、いたるところに

見られ、それぞれが元気に特色ある

教育活動を展開しているのである。 

 
 
 
 

 過小規模校は学校規模による課

題が発生している可能性が高いた

め、地域性等を十分に考慮した上

で、優先的に課題解決に努めること

としています。 
ウ 
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３ 極過小規模校には、特認校の制度

などを活用する手も考えられる。生

まれ育った地域は大切であり、本人

や保護者が自らそのような教育環

境を望むのであればその限りでな

いと考える。 

 

 
 

 望ましい学校規模の実現に向け

て、魅力ある学校づくりの視点から

特認校制を導入することにより、過

小規模校に幅広く他のエリアから

児童生徒を集める可能性を検討す

ることとしています。 
 

イ 

４ 学年の壁を超える教育をするモ

ンテッソーリ教育なども参考に、小

規模・過小規模校の教育のメリット

を生かす方策を、基本方針に加える

べきであると考える。また、小規

模・過小規模校に関しては、学校を

統廃合するのではなく、学校相互の

連携・協力による補い合いを推進す

ることで、デメリットを補えるので

はないか。 
 
 
 
 

 望ましい学校規模の実現に向け

て、学校の統合を行う場合には、施

設一体型の「小中連携校」「小中一

貫校」「義務教育学校」などの可能

性を検討することとしています。 
なお、学校全体での異学年活動や

協働学習の実施や、近隣の学校との

合同授業や合同行事の実施により

小規模校のデメリットを解消する

手法は、通学区域（制度）の変更を

伴わない手法として整理していま

す。 
 

イ 

５ 過小規模校は「社会性を養う機会

に乏しい」とあるが、「多様的な価

値観」を身につけることと同様、青

根小学校では、「社会性」を身につ

けることにも指導上の留意点を置

き、さらに「持続性」にも視点を置

いた様々な教育の取組を既に実践

して来ている。一連の活動は、デメ

リットを補い、むしろ利点となって

いる。 

 

 小規模校について、学校規模が教

育環境に与える影響を児童生徒、教

職員、保護者や地域の各視点からメ

リット・デメリットの整理を行いま

した。 
過小規模校は学校規模による課

題が発生している可能性が高いた

め、地域性等を十分に考慮した上

で、優先的に課題解決に努めること

としています。 

イ 
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６ 相武台地域には、もえぎ台小、相

武台小、緑台小の３校があり、緑台

も各学年２学級の小規模校である。

基本方針では、なぜか、緑台小につ

いては触れていない。 

 

小学校では普通学級数が１１学

級以下を過小規模校と定義してい

ます。 
 緑台小学校は現状及び推計でも

普通学級数が１２学級を下回らな

いため、過小規模校として記載して

おりません。 
 

ウ 

７ 津久井は小規模校が多く、少なく

とも１学年２０名の児童は教育の

ふれあいに必要と思われる。又、自

宅前までスクールバスが来れば安

心である。明治時代から伝統がある

ので、統合には困難な面が見受けら

れる。 

 

 １学級あたりの人数が原因で学

習環境に課題が生じる可能性があ

る場合には、望ましい学校規模を実

現する際に併せて解決策を検討す

ることとしています。 
 また、統合により通学環境に支障

が生じる場合には、スクールバスの

運行等により、安全な通学環境を確

保してまいります。 
 

イ 

③  学校規模の考え方に関すること 
１ １学級あたりの人数は課題解決

への要因です。４０人という枠が基

準となっているが、４０人以下、３

０人程がよいと考える。 

 

 １学級あたりの児童生徒数につ

いて、小学校１・２年を３５人、小

学校３年～中学校３年を４０人と

する現行の学級編制基準を前提に

学校規模の考え方を整理していま

す。 
 

ウ 

２ 学校の過大規模と過小規模に関

して、同列に扱っているが、問題が

多いのは過大規模校であり、その解

消の対策を優先すべきだと思う。過

小・小規模校に関しては、むしろメ

リットを生かすことのできる対応

策をまず先に打ち出すべきである

と考える。 

 

 過大規模校も過小規模校も学校

規模による課題が発生している可

能性が高いため、地域性等を十分に

考慮した上で、優先的に課題解決に

努めることとしています。 
 
 

ウ 
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３ なぜ「望ましい学校規模」が小学

校は学年３～４学級、中学校は学年

５～７学級なのか？ 理由が不明

である。また、特に過大規模校に関

しては、「望ましい」とした学級数

（小学校２４、中学校２１）を超え

れば「過大」と見做すべきではない

か。なぜ、学年２学級は「過小規模

校」なのか。実際に、学年２学級の

学校で支障や問題が出ているの

か？ 

 

 望ましい学校規模の範囲を定め

るに当たり、学習環境や学校運営に

係る様々な要素を考慮した上で、児

童生徒の学習環境に直接的に関係

する要素を特に重要な論点に定め

ております。 
 なお、過大規模校の設定について

は、児童生徒の学習環境の維持が困

難であり、また国庫負担対象外とな

る規模を基準としております。 
 また、過小規模校の設定について

は、クラス替えができない学年が発

生する規模を基準としております。 
 

ウ 

４ 相模原市には、多様な地域性があ

るため、一律に望ましい学校規模を

決める必要はないのではないか。 
実際に学校を運営し、教育していく

先生たちのことをもっと考慮する

必要がある。 
 
 

 

 市立小学校では、クラス替えがで

きない小規模校が存在する一方で、

住宅建設等による児童生徒数増加

により学校施設の利用に制約が生

じている学校も存在していること

から、望ましい学校規模を定める必

要があると考えています。 
なお、課題解決の進め方について

は、地域事情等を十分に考慮しなが

ら望ましい学校規模の実現に向け

た方策を講じてまいります。 
 

ウ 

④ 課題解決手法に関すること 
１ 都市部と旧津久井的な地域とで

は事情が大きく異なるので、合理性

のみを優先させず、各々に合った対

応をお願いしたい。 

 

 課題解決の進め方については、地

域事情等を十分に考慮しながら望

ましい学校規模の実現に向けた方

策を講じてまいります。 
 
 

イ 
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２ 都市部に関しては、学校間の距離

が近い上に通学区域が複雑に入り

組み過ぎる個所もあるので、合理化

を図ることは賛成である。 

 

 旧相模原市の市域では、小学校

区、中学校区と自治会区等が複雑な

エリアがあり、望ましい学校規模を

実現する際に併せて解決策を検討

することとしています。 
 

イ 

３ 通学区域の境界線部分にグレー

ゾーンを設け、そのゾーン内の特に

希望する者にのみ２者の学校から

選択できるような柔軟な方策は取

れないのだろうか。 

 

 本市では、特定の地域について、

保護者の申請によって指定校を変

更することができる指定変更許可

区域制度を実施しています。 
 
 

イ 

４ 一つの小学校から複数の中学校

に進学する現状は、小中学校の連携

が十分に生かせる状況とはいえな

い。また、道を挟んですぐそこにあ

る学校に行けなくて、離れた学校に

通う子がいる状況、学校が選択でき

る地区では、別々の学校に入学する

など地域と連携した教育が困難な

状況が生じている。 
そういった状況を改善していくた

めには、本指針に沿った抜本的な改

善が欠かせない。 
 

旧相模原市の市域では、小学校

区、中学校区と自治会区等が複雑な

エリアがあり、望ましい学校規模を

実現する際に併せて解決策を検討

することとしています。 
 
 
 
 
 

イ 

５ 「地域に児童生徒が集まる様な

『魅力ある学校』をつくる必要」と

あるが、ある特定の学校に遠くから

通学する様なケースは望ましい姿

だろうか？各学校の魅力を高める

ためにはむしろ、標準的な学習内容

の向上と充実を図り、児童生徒の学

校生活を充実したものにする事で

それぞれの「特色」を伸ばす事に尽

きると考える。 

 

 通学区域外からの通学を認める

場合には、通学距離が長くなる可能

性や、地域と学校の関係が希薄にな

る可能性に留意する必要がある旨

整理しています。 
 少子化の進行により、望ましい学

校規模を維持することが困難な地

域については、学校の魅力を高める

特色ある取組に加えて、特認校制等

を併用することを検討してまいり

ます。 

ウ 
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６ 青根小学校を「過小規模校を存置

する」方法としては、従来の教育方

針をそのまま継承できる条件が整

っているので、次の二つの案がふさ

わしいかと思われる。 
① 青根小学校と青根中学校とを併
せて、９年間一貫の《義務教育学校》

とする。できることなら、特認校と

する。 
② 青根小学校を《コミュニティス
クール》にする。 
 

望ましい学校規模の実現に向け

て、学校の統合を行う場合には、施

設一体型の「小中連携校」「小中一

貫校」「義務教育学校」などの可能

性を検討することとしています。 
 
 
 
 
 

イ 

７ 小・中一貫校は倍率が高くなる学

校となりがちで、地域の「子どもた

ちが通う」という点にそぐわない

為、解決にならないと思われる。 

 

 小中一貫教育制度については、既

存の小学校・中学校と同様に、教育

委員会による就学指定の対象校で

あり、入学者選抜は実施しないこと

とされています。 
 

ウ 

８ 学校の統合（施設一体型小中連携

校・一貫校を含む） 
と記述されているが、これだけで

は、どのように考えていくのか不明

である。 

 

望ましい学校規模の実現に向け

て、学校の統合を行う場合には、施

設一体型の「小中連携校」「小中一

貫校」「義務教育学校」などの可能

性を検討することとしています。 
 

ウ 

９ 津久井地域小規模校については、

小規模校が多い状況を考えると、児

童生徒の学習環境を第一に考えて、

統廃合より「小中連携校」「小中一

貫校」「義務教育学校」等の検討を

すすめることに賛同する。 

 

津久井地域については、地域性を

十分に考慮した解決手法を選択す

る必要があります。 
 過小規模校については、施設一体

型の「小中連携校」「小中一貫校」「義

務教育学校」などの可能性を検討す

ることとしています。 
 
 
 
 

イ 
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１０  津久井地区は学校間に長い距離
にわたって人家の途絶える箇所が

あるように、学校間の距離が大きく

離れている。また、焼山麓 3校を例
に挙げれば、この 3校が合併しても
適正規模には程遠く、通学距離に伴

う安全面等々を考えると、「合併よ

りも、小中一貫・義務教育学校のほ

うがメリットもあり、はるかに効果

的で、合理的である」と、総合的に

判断できる。 

 

津久井地域の小中学校は、「通学

区域の範囲が広い」など、旧相模原

市の市域とは条件が異なる部分が

多いため、地域性を十分に考慮した

解決手法を選択する必要があると

考えています。 
 過小規模校については、施設一体

型の「小中連携校」「小中一貫校」「義

務教育学校」などの可能性を検討す

ることとしています。 
 
 

イ 

⑤ 課題解決の進め方に関すること 
１ 様々な方策で望ましい規模を実

施するにあたり、保護者、地域の

方々が学校教育や地域づくりへの

関心を高め、積極的な協働体制を再

生させる機会とする必要がある。そ

の具体の一例として、教育委員会は

学校運営協議会（コミュニティース

クール）指定を可能な学校にして欲

しい。 

 

 望ましい学校規模を実現するに

あたっては、学校、保護者及び地域

の方々の意見をしっかりと伺うこ

とを大前提とし、関係者で構成され

る検討組織の設置が必要であると

考えています。 
なお、学校運営協議会の導入につ

いては、検討を進めているところで

す。 
 

イ 

２ やむを得ず、学校の統合、廃校と

なると、地域の人に与える影響は大

きなものがあり、住民の理解が十分

されるように丁寧な協議が欠かせ

ない。廃校となった場合の後利用や

地域づくりにも不安を抱かせない

ようしなければならない。 

 

課題の解決に当たっては、学校、

ＰＴＡ、地域の方々の意見をしっか

りと伺うことを大前提とし、関係者

と一体となって、児童生徒の教育に

とって最も適した方策を選択した

いと考えています。 
 また、学校施設の跡地利用につい

ては、教育的課題を解決するめどが

立った後に、議論を行うこととして

います。 
 

イ 
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３ 協議にあたり、従来自治会役員が

「地域を代表する存在」として参加

する事が専らであったが、自治会の

役員は地域住民の意見を代表する

存在ではない。また、会合に参加す

るＰＴＡ役員もＰＴＡ役員全体の

意見を代表する存在とは言えない。 

この問題に関心を持つ地域住民

に広く呼び掛け参加を求めなけれ

ばならないと考える。卒業生なども

含めた関係者を広く参加させる必

要性を明記しておく事を要求する。 

 
 
 
 
 
 

 課題解決を進めるに当たっては、

「学校、ＰＴＡ、地域等との協議」

を行うものとしておりますが、ＰＴ

Ａ・自治会等の役員に限定すること

は考えておりません。検討組織につ

いては、学校単位を基本として、地

域の実情に応じて幅広く構成員を

募集したいと考えております。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

イ 

４ 学校施設の跡地活用について、

「ひとまず後回し」という形を取る

事になっているが、廃校が決定する

段階である程度の方針が無ければ

ならないのではないか？ 

 

 過小規模校は、学校規模による課

題が発生している可能性が高いた

め、優先的に教育的課題を解決する

必要があります。 
教育的課題を解決するめどが立

った後に、仮に学校の統合により廃

校が生じる場合には、学校と地域の

つながりへの配慮として、学校施設

の跡地利用の議論を行うこととし

ています。 
 
 
 
 
 

ウ 
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５ 学校規模を考えるにあたって、

「子どもの視点・眼差し・感じ方」

からの、学校の適正規模を考察する

という態度・姿勢が欠如していると

思われる。子どもの権利条例の実践

としても、子どもの意見表明と参加

の機会の確保は、義務的な必要事項

だと考えるべきである。最低限、ア

ンケートという形ででも、これから

子どもたちの意見を聞き、取り入れ

て、基本計画（案）を見直すべきだ

と考える。 対応策を検討する際に

は、子どもも含めて、住民（学校保

護者だけでなく、自治会関係者だけ

でもなく）の参加に十分な配慮をす

ることが求められることを、基本方

針に明記してほしい。           

 
 
 
 

 基本方針の策定に当たっては、平

成２７年７月から平成２８年１０

月まで開催した「相模原市立小中学

校の望ましい学校規模のあり方検

討委員会」の提言書の内容を尊重し

ています。 
 同検討委員会では、学識経験者、

地域団体代表者、ＰＴＡ代表者、公

募市民及び学校代表者を委員とし、

それぞれの立場から、望ましい学校

規模や学校規模に関連して発生す

る課題、課題の解決手法等を議題と

し、小規模校及び大規模校の学校長

からの意見聴取や現地視察による

現状把握を行っております。 
 子どもたちからの意見聴取につ

いては、課題解決に向けた学校単位

を基本とした検討の場において、必

要に応じて検討してまいりたいと

考えております。 
 
 
 

ウ 

６ 青根小学校は校舎焼失後中学校

で不如意を来している現状に照ら

しても、学校関係者、PTA、地域住
民、行政の四者協議の場が《短期》

期間に持てるよう対応して頂きた

い。 

 

津久井地域については、地域性を

十分に考慮した解決手法を選択す

ることとしており、地域や関係者の

皆様との十分な協議を経て、具体的

な解決手法を決定したいと考えて

います。 
 
 
 
 

イ 
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７ 小学校１１学級以下の過小規模

校（中学校５学級）、１学級１０人

未満の児童生徒数の学校について

は、今後、どのような方針でこの問

題に対していくのか、もっと踏み込

んだところまで議論しながら進め

ていく必要を感じる。そして、少な

くとも１０年～２０年後を見据え

て議論が必要だと思える。 

 

過小規模校や、１学級あたりの人

数が原因で学習環境に課題が生じ

る可能性がある学校については、概

ね５年以内をめどに優先して対応

することが望ましいと考えていま

す。 
課題解決に当たっては、地域や関

係者の皆様との十分な協議を経て、

具体的な解決手法を決定したいと

考えています。 
 

イ 

⑥ その他 
１ パブリックコメント募集の広報

が不十分だと感じる。市の広報 1月
号 2面、市ホームページ（トピック
スに、パブリックコメント募集のみ

で内容はさらに開かないと分から

ない。）公民館やまちづくりセンタ

ー、出張所に配架されているが、見

えづらいところにあったり、声をか

けないと出してもらえないなどの

現状だった。 

 

 パブリックコメント募集の広報

につきましては、現行の手段に加え

て、ソーシャル・ネットワーキン

グ・サービスなど、様々な手法の活

用につきましても検討してまいり

たいと考えております。 
また、公民館等での配架におきま

しては、各施設のスペースなどの状

況も踏まえながら、配架方法や表示

を工夫するなど、今後とも市民の皆

さまが意見を提出しやすい環境を

整えていきたいと考えております。 
 

エ 

２ 教職員人件費の県から政令指定

都市への移管は、各々の都市で特徴

ある教育が出来る反面、費用がかか

る。厳しい財政状況のなかで教育を

どのように考えるか、他市に遜色が

ない教育内容と地域性を加味した

学校としてほしい。 

 

 厳しい財政状況の中でも、相模原

市教育振興計画に基づき、さがみは

ら教育を着実に推進することが必

要であり、県費負担教職員の給与負

担等の権限移譲を生かし、児童生徒

が主体的、協動的に学べるよう本市

の実情に応じた取組を進めてまい

ります。 
 

ウ 
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３ 留意すべき事項に、教員について

の展望を描く必要がある。学校生活

は、子どもたちにとって、先生がど

れだけ集団として丁寧に活き活き

と関われるか、指導が切羽詰らずに

できるかに左右されていくと考え

ている。 

 

 児童生徒の学習環境にとって望

ましい学校規模に含まれる要素と

して、教職員が児童生徒一人ひとり

を把握し、適度な距離できめ細かな

指導ができる規模など、教職員に関

わる事項が含まれており、望ましい

学校規模に近づけるように努める

ことで、学校規模による課題を解決

し、教職員に与えるデメリットを軽

減できるものと考えています。 
 
 
 
 

イ 

４ 少子化対策のために、東京からの

移住促進をうながす為の方策とし

て各方面に要望をしている現在、そ

れでも少子化に歯止めが掛からな

いのであれば、ここで掲げる最良の

対応を採っていただければと思い

ます。 

 

 今後も少子化が進行することを

考慮すると、過小規模校で学ぶ児童

生徒のために、多様な考え方に触れ

ることができる学習環境を整備す

ることが重要と考えています。 
 
 
 
 
 
 

イ 


