
第２回少子化における多古町学校教育問題懇談会会議概要 

 

１． 日時  平成２５年３月６日（水） １８：００～２０：００ 

２． 場所  多古町コミュニティプラザ１階 会議室 

３． 議題等 （１）会長あいさつ 

（２）少人数学級の現状 

      （３）望ましい学校教育について 

  ①学習集団・学級規模 

  ②学習活動 

  ③地域との関係 

（４）その他 

※出席者１１名、欠席者３名 会議は過半数の出席で成立 

４． 会議概要 
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 「第２回少子化における多古町学校教育問題懇談会」を開会。 

 会議に先立ち、会長よりあいさつ。 

＜会長 あいさつ（略）＞ 

― 会長が議長となり、議事の進行 ― 

事務局で資料が用意されている「少子化の学校教育におけるメリットとデメリ

ット」について、前回の復習にもなるので、事務局より説明を。 

 ＜資料１に基づき事務局説明＞ 

 ただいまの説明で何かご質問等は。 

 デメリットのなかで「無計画な学校運営に陥る危険性がある」とあるが、これ

はどういうことか。 

補足説明を。 

 ややもすると「臨機応変」という言葉で換えられてしまうような恐れがあると

いうことだ。全部がそうではないが、例えば運動会の練習などは、小さな学校で

は計画がなくてもその日の思いつきで出来てしまうような場合がある。計画性が

あればゴールがあっていろんなステップを踏んで行っていくのだが、思いつきで

やってしまうからなかなか捗らない。 

また、極端な例では、遠足が計画を立てなくても出来てしまうこともあるとい

うこと。本当はそうではなく学習上の目的があり、だからこういうところを見学

する。そのために事前の学習も行うというように計画性があるものだが、思いつ

きでディズニーランドに行くとなると非常にロスが出る。時間を浪費するし金銭

的にもロスであるという意味である。通常は、管理職はこうならないように指導

している。 

校長先生方、これに関係して何かあれば。 

 学校は、月１回の定例職員会議という校長を中心とする議決機関で大きな行事

や児童の学習活動については共通理解を図って決定する。しかし、今の説明のよ
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うに、小さな学校だと数人の先生が集まって決めたことを後で他の先生が了解す

ることで、全体の決定になるようなことが起こり得る場合があるということ。す

ると、校長を含む職員の総意で学校運営をしていくのが前提なのに、小さな職員

室の中で決めてしまうと期せずして本筋ではないことも出てくる恐れがあると

いうこと。 

無計画というと極端だが、子ども達が少ないと先生方の数も段階を追って少な

くなってくる。本校の場合は、学年単学級の他の学校より１名少ない。学級とし

ては開いて表面的には問題ないように見えるが、１名少ないことの負担はジワジ

ワと感じている。 

単学級レベルになると内輪での話になりがちなので、組織として物事を決定し

ていく指揮をきちんと取らないと寄り合いになってしまい、子どもたちにも行き

渡りやすいのでどうにかなるような錯覚に陥りやすいのだが、十分に注意を払っ

て運営している。 

 先程、臨機応変の話があったが、大きな学校になると計画を立ててやっていか

なければならないが、小さくなると職員のベクトルが同じ方向を向いていても何

か異論が出たとき、基本に立ち戻るよりも自分たちの都合の良い方に、臨機応変

という言葉の下に目的を外れてやりやすい方に走るようなことも懸念されると

いうこと。無計画ではないのだが、あまりにも柔軟になり過ぎた考え方に陥るこ

とがあることを心配し、指摘しているものと思う。 

 本校で計画を立てるときは、かなり企画会議を行って職員会議に諮る。そこで

もう一度考える必要がある場合は、みんなでその部分を考える。２１人だとそれ

ができるが、少なくなればなるほど内輪の臨機応変さが出やすいという危険性を

指摘したものと思う。 

 Ａ委員さんご指摘のとおりで無計画ではなく、計画はあるのだが大きいところ

は小回りが利かないが、少人数のところはいつでも微調整ができるということで

はないか。 

 学校運営上の問題というところは、ちょっと学校職員でないとピンとこないか

も知れない、学習指導や授業中、生活指導をしていく上での良い点や問題点がこ

こに指摘されているが、これについてはいかがか。 

 制度上は複式学級でも校長の判断で申請して学級を開くことを本年度から実

施している。経験しているのは本校だけなので、１年間の経験からデメリットを

見てみると複式学級が常態化するというのは資料のとおり、男女比が大きく異な

る学年が発生するというのもこのとおりで、実際に起きている。一人で何役も主

任をこなす必要というのは、複式ではない単学級のときに起きていたことで、そ

れが１名減少した今はより傾向が強まっている。空き教室の増加については、本

校のようにもともと単学級で校舎ができている学校では空き教室はほとんどな

いが、１学年２学級以上ある中規模の学校が単学級になると顕著である。 

 学習指導の方は、本校のような学級１０名程度の学校ではこのとおりになると
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思う。ところが、単学級でも学級２０から３０名程度いればこのようなことには

ならないと思う。 

 生徒指導上では、職員が少数でチームとしての問題対応が難しいという点につ

いては、本校のような極端に小さい学校でなくても学年単学級の学校は職員が少

数なので同様であり、担任一人が問題を抱える状態の発生についてもあると思

う。特に学校運営上の２つのアンダーラインの部分は、本校ではかなり出てきて

いる。学習指導上の部分についても極端に出てきている。 

 ただ、それ以外のことについては学年単学級の学校でも発生することであり、

ここには２つの要素が入っていると思いう。 

 学校というのは、学力をつけることが１つの大きな目標である。それで、少人

数学級は果たして学力が付くかという問題がある。今、４０人学級で３５人にし

ようとお願いしているのだが、１０人の学級だったら３０人の学級よりも学力が

付けられるのかどうか。そういうことはどうなのか。 

 少人数の先生は手隅が入ってよく見るので、それが本当に学力になるかという

と、計算や漢字は必ずできるようになる。ただ、今、日本は応用面が弱いと言わ

れているが、やはり人数が多い方がいろんな考えが出る。多様な考えが出るから

切磋琢磨する。ところが、少ないクラスで１０人以下になってくると非常に厳し

いものがある。その辺のところが問題かなと思う。やはり指導力がある先生でな

いと、なかなか多様な考えを引き出すことが難しい部分がある。だから、私立の

付属小学校では少人数よりも一斉指導で学力を上げていこうというところが多

い。計算とかドリル的なものは付けることができるが、本当の学力はというとな

かなか難しいものがあると思う。 

 少ないと子どもに話が通る。よく聞いていない子どもに対しては、先生が分か

るので注意しやすい。全体的に集中もするし、子どもが少ないから掌握して授業

が進んでいる。間違いも途中で見つけやすいし、回って行って注意しやすい。 

 それらは良いことだが、学習というのは単に基礎を覚えるだけでなく、いろん

な感覚で使ったり、国語の感情や社会科のいろんなことを気付いたり、理科の実

験をして気が付くこと、そういう多様な考えを見て自分を振り返るということが

すごく重要である。それが、人数が多い方が多様に出てくる可能性があると思う。

本校がどうしているかというと、上下の学年にお願いして学習を見てもらったり

発表したりしているのだが、学習自体は２０人程度になって良いが、すでに履修

している子どもがその考えを聞いても結論を知っているわけだから、学習として

は大変仲良くやっているように見えるが、同学年の磨き合う学習が本当にできて

いるかというと不安がある。ただ、それに近いことを実現するために連続した学

年でやっているのだが、多様な考えができているか、低学年の子は一生懸命に聞

いているが意見が言えるか。本当なら同学年で３０人いれば７通り、８通りの意

見が出て、意見を戦わせている学校もあるわけで、それでお互いが伸びていくの

だが、そこまでは望めないのが本当の姿である。 
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 難しいと思う。例えば漢字の書き取りをやるとか、そんな個人作業のものは人

数が少なければ先生の目が配れますから確かに力は付く、ただ、全体を考えてい

く力はどうかというと、考え方の幅の面で問題は残るかも知れない。 

 ちょっと、学校の専門的な話だけになってしまうと話し難いかと思いますが、

地区代表の方々の時代というのは１学級４０から５０人だったのではないか。 

 自分のときは少なくても１クラス４０人から５０人の間くらい。自分の子ども

の時代では３０から４０人くらいが小学校に行った。ところが、今、孫が多古第

一小や多古中でお世話になっているが、町内学校は少ないと言っても結構な人数

だ、常磐小のような少ない人数のなかで教育させて、少ない中でもまれるという

かこれから社会に出て先があるわけだから、ある程度の人数で教育を受けるほう

がいいように思うが。 

PTA の役員さん方は、学校の授業を見る機会があると思うが、ご自分の時代と

比べて今の授業での子どもたちの様子はどんな感じを持たれるか。 

まず一つは、切磋琢磨ということがあるが、兄弟も少なく学校でも子どもが少

ない中で、兄弟の少ない子が多いクラスは意外とのんびりしているように思う。

家でも争わないし学校でも争わない。次男坊、三男坊の集まっているクラスがあ

るかどうかわからないが、自分らの時代は兄貴、弟と比べられてきた。今はどち

らかというとのんびりなのかなと思う。 

確かに兄弟が少ないと家の中でもまれるということがない。学校へ行っても小

人数でのんびりやれるということがある。 

 大きい学校と小さい第二小学校と比べると、行っているカリキュラムは同じな

のか。 

 私は、1200 人位の学校から 69 人の久賀小（統合前の）に移ってきたことがあ

る。1000 人以上いると運動場で自由にボール運動ができないから休み時間の運

動制限があった。逆に久賀小に来たら、朝、子どもたちが登校したのかと思うほ

ど静かで教室にいったら子どもたちがいた。大人数でなく少人数の中での指導は

先生の手隅も入ってうまくいと思っていたら、逆に問題があった。資料に書いて

ある子どもの序列化だ。体育であれば駆け足はこの子が一番速くて、この子が 2

番というように決まってしまうわけで、図工であればこの子が一番うまいとか、

そうなるとその教科になると力のある子供がリーダーとなってしまい、他の子ど

もたちは付いていくようになってしまう。お互いに切磋琢磨してがんばりましょ

うという気が薄れてしまっていた。こんなことは少人数学級の良さであり難しい

面でもある。 

 銚子市の銚子八中という学校が今年度閉校になった。生徒がその地区にいなく

なって最終的に 10 何人で、この地区は幼稚園、小学校、中学校とずっと同じ集

団で、生まれてから中学校卒まで同じクラスで 15 年間育ち、序列化ではないが

地域の人も先生も個々の子どものことが分かってしまい、その集団の中を変えよ

うと活性化を図ろうと思っても、それがネックになって難しいかったと聞いてい
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る。 

それともう一つ自分の同僚の話だが、小さい学校だとどうしても先生方が指導

しすぎてしまうのではないか、ある程度余地を残して子どもたちに考えさせるよ

うな幅、自主性を持たせるようなのが本来なのだが、あまりにも見えてしまう、

手隅がはいってしまうことで子どもたちは逆にそのレールの上に乗って行って

しまうと話していた。 

私も今それを感じていますし、そうしないようにどうしたらいいのかなと、逆

に千何百人と六十何人と大きい学校と少ない学校の代表的な数値を考えたとき、

果たして多古町の小学校の適正な数値とはどうなのかなと考えた場合、東庄の資

料では 1 校にするのか 2 校にするのか町民の意見が分かれていました。とりあえ

ず 2 校にしてある程度の規模を経験してから多古中に行くとか、学校の適正規模

というのは何なのかなというのが大事だと思う。児童生徒数の適正とは、施設の

大きさの適正とは、学区の広さとは、PTA 組織の規模とは職員数の適正とはいろ

んなことがあって、この会議があると思うので、この数字データから多古町の適

正規模は何なのか、どんなイメージかを考えたい。 

 先ほどから少人数教育というのがあるが、少人数校での少人数教育とある程度

の規模の学校で行う少人数教育では全然違うと思う。小規模校だと変化はないん

だが、大規模校だと学年６０人の人数で３０人、３０人の２クラスを作るのと２

０人、２０人、２０人の３クラスを作るのでは変化が違う。たとえば体育だと少

人数では競技にならないと言われるが、二つのクラス合同でやれば競技になる。

そういう意味でどのくらいの人数でやるのがいいのか、あるいは統合で一緒にな

ったとき教員を町単独で増やして少人数教育ができるのか。 

 たとえば算数の場合などは少人数でやったほうがある程度手隅が入るのは明

らかだ。久賀の場合は、二クラスから一クラスになった学年があるが、非常に担

任は苦労している。マル付けなどは時間が倍かかり、返すのにもかかる。特にで

きない子供、学力が不振の子にとっては少人数でやったほうがいいのかなと思

う。そういう面もあるので適正な人数はどのくらいなのか教科によっての人数は

どのくらいなのか、町が単独で教員を雇う体力があるのか、その辺も考慮しなけ

ればならないと思う。 

 うちは３９人のクラスがあるが、３８人から３９人になると弾力運用で二クラ

スにできる。１、２年生は３６人以上で二クラスにできるが３年生も３６人以上

でできるように要求しているが今のところは、予算的に実現できないので、３年

生以上は３９人以上でないと二クラスにできない。うちの３年と４年は当初それ

ぞれ３８人で３９人いないので二クラスにできなかったが、年度途中転入生があ

って今どちらの学年も３９人いる。このように３９人のクラスもあるし 1 年生な

どは１８人で二クラスの学年もある。どちらもクラス担任は一人ずつである。 

算数などは常に少人数のクラスであればいいが３９人のクラスですと習熟度

で半分ずつに分けてＴＴといって二人の先生が入って教えている。あるいは加配
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の先生を付けたりしている。 

適正規模というのは難しい。 

 常磐小は、少ないので今年度から体育の授業などは１，２年の低学年、３，４

年の中学年、５，６年の高学年と複数学年で実施している。サッカーなどの集団

的スポーツに関して切磋琢磨することは難しく、最小学年で８人なのでミニバス

ケットなどでは５人対５人の練習試合ができない。人数が確保できないのでどう

しても盛り上がりに欠けるし活性化に繋がらない。 

 教科によっても学級規模というのは変わりますよね。一番効果の上がる規模と

いうのがあると思う。これは何人位がいいというのは言えないと思う。 

学級規模についての研究というのをいろいろと見たが、少し前の東京都の意識調

査によると先生方の考え方として３０人以下がいいというのが概ね８割以上で、

２５人以上が個別指導にはいいというのも８割くらいとなっている。 

逆に生徒指導の上では、学級をまとめてゆく上では３０人以下がいいと７割位

の方が答えている。教科の指導でも体育や算数など教科それぞれの特性でちょう

どいい人数があると思いますね。一概に大きな学級がいい、小さな学級がいいと

言えないということだ。 

 学校の先生方は日々見ているが、区長さん方やＰＴＡの立場から学校を見てど

う感じるか。 

第二小の地区ですが、少人数でずっと６年間やってきて中学に入ってどうなん

だろうか。デメリットの面で何かあるのでは。 

 今日はたまたま中学校の校長先生が来ていないが。前回校長先生のお話があっ

たかも知れないが。 

 前回校長先生のお話では、入学当初は出身の小学校単位での集団活動が主で、

部活動に参加するようになってからは部活動の単位の仲間での集団活動が中心

となっていくため、出身小学校の大小でそのまま上に上がっていくことは無い

し、出身の小学校によって問題が起こることは無いと言っていたと思う。 

 この前区長会関係で町民大会に出たおり、学校単位での競技、球技など学年ご

とに出るリレーなどもあるが、学年が少ないということで学校ごと出場する競技

に出られなくなることが現実にあるのかなと思った。 

 体連の役員をされている校長先生から伺いたい。 

 実際にそのような学校が増えてきた。小学校同志の連合で出たりとか、男女

別々では出られないので女子を交えて出たりしている学校もある。中学校あたり

は単独では出られないので中学校同志の連合で出ている。多古の場合、それは無

いが。 

また、小学校もリレーメンバーが組めるかがある。男女別だと第二小さんなども

女子１名しかいない学年があったと思うが、いずれ男女別のメンバーが組めない

時期が来るのではと思う。 

 今は何とか出ているが、他の学校と組んで出ることはできないので、どういう
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風に組むかというと下の学年の子を励ましながら出させている。当然ながら実力

差は何ともしがたく、教育上は上級生と一緒に出られることが素晴らしいのだか

らと励まし本人も保護者も理解しているが、本来の競技の形としてどうなのかな

と、勝負も大事なことだから。 

 逆もある。少ないから必ず選手になれるので喜びを感じることができるが、う

まくなくても選手になれるので、多いとうまくないと選ばれないということにな

るので。そういう面も考え方としてある。 

 われわれの時代のリレーは、トップとの差があまりなかったが、今は断トツの

強さで大差がついてしまっている。あれを見ていると可哀そうだなと思う。昔は

一番と五番ではあまり差がなかった。 

 第一小は校内運動会で地区対抗リレーをやっているが昔は多かったのでよか

ったが、うちでさえも人数が減ってきているため今は地区ごとに選手の地区割り

が難しくなっている。 

 リレー以外でも問題が出てきている。たとえば町民マラソン大会で昨年まで実

施していた学校対抗だが、うちの３年女子は３人、４年の女子は２人の５人しか

いないところに、中学年で女子５人、男子５人出しなさいとなっていたのだが５

人のうち一人はぜんそくで長距離は走れない。そういう現状であった。 

盛りあがった学校対抗というのが出来なくなっていますね。体育だけでなく音

楽などにも影響しますよね。これは学習指導、生徒指導上と違った視点ですね。 

 規定で１３学級以上あると加配で、学級数の他に先生が２人増える。ところが

１２学級以下だと一人である。うちは単学級ではないが、１３学級無いので加配

は一人。３５、６人のクラスだと加配教員を少人数学習に活用している。 

 加配という言葉が出ているが、加配とは学級数によって県から学級の担任教員

の他に配置される先生のこと。第二小では複式になってしまうため正式には５学

級で５人の担任先生だが一人加配で配置されているので６学級編成が可能とな

っている。その点は、今の学校教員の配置制度が良くなったことだ。 

 子どもの数が減ってきて学校が小規模化して、また違った面での子どもたちが

ファイトをもやした学校活動が小規模化、縮小化してきているという問題があ

る。 

 もう一つ、第二小の場合男子だけのクラスに女子が一人という例があった。ま

た、逆に女子の中に男子一人の場合などで、このまま６年間一緒に過ごしていっ

てどうなるのかという問題があるが。 

 自分の経験から担任をもったクラスではないが、男子の中に女子１人のパター

ン、女子８人の中に男子２人というパターンがあった。すべてがそうだとは言い

きれないが、男子の中に女子１人の場合は、お姫様気分となりわがままになる傾

向があった。逆に女子の中に男子２人のパターンでは、どちらかというと女子の

ほうが成長が速く、ませている傾向のためその中の男子は幼児化傾向で同学年な

のだが、女子に面倒を見てもらうということが多かった。だからと言って大きな
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問題になるとは言えないし、お姫様傾向もどちらかというと家庭教育によっては

そうなるとは限らない。 

 小さな学校でなくても大きな学校でも全体の男女のバランスが偏っている場

合もある。男子５０人に対して女子７０人などだと、フォークダンスの場合いつ

も男子役とか女子役をしなければならないとかある。 

 また、違った意味での問題があるようだ。 

 また、学習指導で体育の授業では、うちも１年、２年一緒に実施しているが１

年の違いはかなり大きなものがあり、同学年でも個々の発達の差がある。跳び箱

などは幸いいろいろな種類もあるので、成長に合わせ何種類かの跳び箱を用意で

きるので、一種類の跳び箱を飛ぶ子供の数が３、４名のため何回も飛ぶことにな

り休む暇が少ないということもある。ただ本当に成長にあった用具を使うことが

でき、最善の方法をとれるよう先生方もよくやってくれているので、特に問題に

はしていないが、少人数の中での成長の差は大きなものがある。 

それから、ドッジボールをやると内野と外野の数がうまくバランスがとれない

とか、ミニバスケットなどでも通常は５対５で行うわけだが人数が１０人ぴった

りだと休む間が無いというようなこともある。 

 確かに荷重になるということもある。少人数での指導は手隅が入るのでよい面

もあるが、聞いているといろいろな問題がでてきた。まず、対外活動が制約され

てくる、男女のバランスの問題、運動であれば一人一人の回数が増えて荷重にな

ってくることだ。 

 うちの子などは、テストの結果を誰々より良かった悪かった、クラスで何番だ

ったなどと家で言っているが、あいつには負けたくないとかというような向上心

が、クラスの人数が少なくなってくるとその辺の切磋琢磨するという向上心が出

てくるものなのか？ 

 成田のかつての豊住中と豊住小の関係だが、小学校から中学校までずっと一緒

だと誰々君には勝てないからとかいう序列化が進んでしまったと聞いる。 

 序列化も差が無ければいいんだが、差が大きくなってしまうと頑張っても、も

う勝てないとか、やってもダメだとか諦めになってしまう。差が小さいと頑張れ

ば追いつけるとなるが、３点差なら何とかなるが１０点差だと僕には無理だなと

思ってしまう。 

 人間関係も固定されてしまい、上下関係が出てきてしまう。 

 序列化の他にも問題があり、学習においても自分と同じ程度の仲間がいないと

いうことがある。たとえば、算数で３０点しか取れない子がいた場合３０人いれ

ば４、５人は同じような点数の仲間はいる。ところが１０人のクラスだと３０点

の子は自分一人にだけの場合がある。そうするとその子だけ先生に注意されてい

る。他の子は普通によくやっているから、いつも自分だけ先生の注意、指導を受

けていることがある。逆に上の子はいつも一番で天狗になってしまう。３０人い

れば上位の子は４、５人いてライバル関係ができ切磋琢磨する気運が育つと考え
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られる。 

 われわれの時代は、人数も多かったのでテストで何も書かないで０点をとるよ

うな児童がクラスに何人かいたが、今の児童は人数が少ないからそのような子ど

もは居ないと思うが。 

 個別の指導ができるというメリットから、人数が少ないと下の子は先生が良く

見てくれるので１０点、２０点はとれて０点を取ることはない。しかし、一方で

５０点の子が６０点、６５点に必ず上がるかというと必ずしもそうなるとは言え

ない。ただ、下の子に関しては個別指導の効果はあると思う。 

 かつては、６年間ほとんど学校に来なくても義務教育なので卒業して中学校に

上がる子供が私の時代には２、３人いた。決していじめとかがあったわけではな

いが、私の地区などは学校まで遠かったせいもあって。 

 今は、知的に遅れがあった場合は特別支援学級などで個別に見る制度があるの

で多くなっているのかと思う。 

 昔は、同年齢であれば同じ学級で授業を受けていたが、今は発達に障害のある

子供は、特別支援学級に先生が一人ついて極少人数でみるような仕組みがある。 

 たとえば算数、国語は特別支援学級で、そのほかの音楽、体育などは通常学級

に入って授業を受けることができる。 

 ある養護学校（知的障害者施設か）の先生と話す機会があったが、入所者が先

生が足りなくなるほど年々増えていると聞いている。親の立場で、この子は今の

小学校の授業についていけないと思うと親がそちらの施設に連れて行ってしま

いクラスが足りないほどだと話していた。 

それらの施設に行くか行かないラインの子が公立の小学校に入るのは問題ない

のか。 

 今、特別支援学級というのがあったが、それは知的学級ともう一つじっとして

られないような情緒の発達に障害のある子供の情緒学級が特別支援学級にはあ

る。このような子どもはクラスに６．５％いると言われている。この子らがそれ

らの学級に入るかは就学指導委員会という会議で決めるのだが、そこで知的学級

か情緒学級か特別支援学校へ行くかを判断する。しかし、これを決めるには保護

者の理解が無ければ入れることはできない。 

 われわれ世代の親の判断で、自分の子が学習が遅れ気味で通常の学校に入った

らずっと下のレベルでいるだろうと思いながらも、特別支援学校に入れずに公立

の小学校に入れることは問題ないのか。 

 問題はない。 

 地域との関わりについて少人数だと学校運営上ＰＴＡ、地域の負担がふえると

あった。私の地域の集まりの時に学校評議員を決めるが、地区にだんだん子ども

が少なくなってきて、各地区に評議員を置いて廃品回収などに協力するわけだ

が、今後、子どものいない地区も出てきそうな中で、子どもがいなくなった地区

の評議員はどうするのか、その場合地区として学校にどう関わればいいのか、学
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校はどのように協力を求めるのかその辺の考えは。 

 中村小学校の評議員は、各学区の保護者で地区ごとに置く役員さんで、学校の

各学年に置く役員は学級委員という。中村小は地区の方に本当に良く協力いただ

いて毎年廃品回収などを行っている。廃品回収は学区全地区一斉に行うので各地

区の役員さんに協力いただかなければならないのだが、私がかつて中村小に教頭

でいた、今から１０年くらい前にすでに保護者のいない地区があった。その場合

は、地区の組の役員さんにお願いしたり、小学校に上がる前の幼稚園の保護者に

ボランティアで受けてもらっていた。 

 とにかく適正規模は、必ずしも児童の数だけではないと思う。その学区の大き

さだとかＰＴＡの規模だとか子どものいない地区の協力をどう得るかなども考

えなければならないと思う。 

 学校が小規模化するにつれて今まで無かったようないろんな問題が出てきて

いる。次回のためにも、各学校が小規模化してきている中で校長先生方が配慮し

てやっていることと逆にこんなことが問題になっていることを提示してもらえ

ないか。小規模化対策をどのように考えているのか出していただきたい。 

 小規模化しているので子どもたちの組織、ＰＴＡの組織も変えている。ただ、 

問題点としては、学校は地域コミュニティの核になるものだから、学校がなくな

ると人のつながりが薄れてきてしまう。特に高齢者が学校に来る機会が少なくな

っている。そのため子どもの様子がわからないという声がある。 

これはうちの学校だけでなく、私の町においてもいえる状況だ。組織を変えて対

応しているが、地区の人のつながりが薄れてきているのが実情だ。 

 若干変わってはきているが、学校は地域の文化センターだった。 

 今その役目が果たせなくなっている。たとえば久賀小だったら集まれるけども 

どこどこまで行くんだったら遠くて行けないというようなことになってしまう。

大きいと誰かやるだろうから行かなくてもいかと思ってしまう。逆に小さいと少

ないからみんなでやらなければという意識が起きると思う。その辺の兼ね合いは

非常に難しい。 

 そのために校長さんが努力していることは何か。 

 学校だよりを地域全戸に配るとかして、とにかく学校を知ってもらうことが、

行事のお知らせを配るとか。 

 明確な取組みは示せないが、先般のＰＴＡ総会のおりに学校の現状として話し

たことを例にとると、学校の子どもが少なくなっている。職員も少なくなってい

る。学校の中でやらなければならないことが多様化して増えている現状を話し

た。その中で、中村小学校は、とてもいいＰＴＡ活動や学校行事が少なくなって

寂しいという学校教育アンケートで書いてくれたことに関して、職員も残念なの

は同じだが、それをやっていくのに多くの労力と時間を必要とするため限界にき

ているのでやり方を変えていきたいと話した。例として全校で保護者も来てもら

って全校で親子給食をやっていた。その時は学年ごとでなく地区ごとに教室に分
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かれてやっていたわけだが、準備等が大変で一昨年から１年生の家庭教育学級で

の親子給食を残し、２年生以上の全校での地区別親子給食は終わりにさせていた

だいた。 

あと、６年生送る会も保護者の方に来てもらったが、これも十分な準備の時間が

取れなくて縮小することになった。そのほかにも学校と地区が一緒に活動するＰ

ＴＡ行事や廃品回収や奉仕作業についてもやっていかなければならないのでど

のようにするか考えていかなければならないのが現状。 

 同じようにやることが大変になっている。なかなかそれを止めるのは難しいか

ら、精選していかなければならない時期にきている。 

 パブリックコメントほどではないが保護者の意見要望は真摯に受けとめ、やる

こと出来ることはやって行こうと考えている。その中でＰＴＡの本部役員、学級

役員、地区役員を決めなければならないのだが、これだけ子どもが少なくなって

毎年毎年なんらかの役員をしなければならない。今年度は学級役員と地区役員を

兼ねなければならない役員がでてしまっている。運動会の準備についても本部役

員だけでなく全役員、職員総動員でやらなければならない状況だ。 

 地域コミュニティの役割を果たさなければならないけど、それも難しくなって

きている。 

 子どもたち、保護者、会員数が少ないからといって学校行事は縮小しないよう

にしようと考えている。子どもたちにとって学校の勉強以外の活動も楽しみにし

ている。特に勉強が得意でない子供にとって楽しみですから、変化があっていい

ことなので残すようにしている。ただ、やり方は少ないなりに色んな工夫をして

やっている。また、保護者の負担を軽減するようにしている。 

ＰＴＡの区割りの変更、組織の変更もした。本来的にそれがいいのかはあるが、

いまのところ支障の無いようにやっている。 

 忘れてはならないのは、学級規模とか学校全体の話が言われているが、学年複

数のクラスがあったほうがいいということが言われていなかった。仮に、友人関

係でうまくいかない場合など二学級あれば組み換えすることによってお互いに

良くなったり、また別の良さが現れたりしていいのだが。私にもその経験があっ

た。ところが一学級だと６年間ずっと一緒でそれができないので保護者も諦め

て、子どもにはみんなと仲良くしょう、保護者同士も仲良くうまくやろうという

意識が強く素晴らしいとは思うが、子どもたちにとって果たして生きる力を養う

面では、友達関係で多少のトラブルがあったりいろんな経験があってもいいのか

なと感じる。二クラスあればそういった配慮もできるので、理想だがそういった

ことが必要ではと考える。 

 先ほどの運動会の地区割りの他に、登下校班の編成についてだが、時間割や高

学年の部活によって毎日が必ず1年から６年まで一緒に登下校できるわけでない

ので、班のリーダーを５，６年から何人か決めていたが、班の人数が少なくなっ

ていつも同じ児童がリーダーをするようになってしまってきている。 
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時期と曜日によっては上級生と一緒に帰れない日があるので、そこで、今年から

は１，２，３年生だけで帰る時のために、その中からリーダーを養成するように

した。少しずつ少子化による不都合が出てきているのでそれに対応するよう取組

んでいる。 

学校の児童が少なくなってきた反動で、学校行事が精選されたり、ＰＴＡ組織

や活動を見直したり、いろんな問題がでてきているようだ。 

 とにかく、子どもが減るということは単に学習指導にかかわる問題以外に学校

の動き自体も変わっていかなければならないと同時に学校の果たす役割、地域の

文化センターとしての役割がなくなっていくということだ。子どもの数が減って

いくということは、いろんな所に影響がでてきていると言える。 

 本日、事務局から提示されている資料で説明することは。 

 

 （資料に基づき、近隣市町の学校の適正規模・配置検討の取組状況について説

明） 

 

 学校の子どもがどんどん減っていく中で、学校がどんな問題を抱えているの

か、それに対し学校はどんな対応を取りつつあるのかを確認できた。 

 次回の会議では、こんなに児童が減っているという学校現場を委員さんの目で

見ていただいたらどうかと思うがいかがか、おそらく８人、９人の人数でどうや

っているのかわからないと思う。 

 一度見たらどうか。今日、話ではいろいろ聞いたが想像のなかでの部分もある

ので現場を見るのはいいと思う。われわれはそのような経験がないので。 

 そいれでは事務局のほうで、本当の小規模になっている学校でどんな学習指導

をしているのか、どんな苦労をされているのか生の声を聴くのは大事だと思うの

で、事務局で検討願いたい。 

 学校と相談して計画したいと思う。 

 非常に難しい問題なので、学校の先生方から聞いた話と学校を外から見た委員

さんとではなかなかかみ合わない部分があったかとは思うが、今、学校がどの方

向に向かいつつあるのか、どんな悩みを持っているのかなど一端が見えた会議だ

ったと思う。 

次回は実際に学校の現場を見させていただきながら、今後わがまちの学校教育が

どうあるべきかを話し合っていただければと思う。 

以上で終了いたします。 

 

２０：００ 
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第２回少子化における多古町学校教育問題懇談会資料

「少子化の学校教育における メリットとデメリット」

平成２５年３月６日（水）

メリット デメリット

・職員が少人数であることから、意思の ・複式学級発生の可能性が常態化する。

疎通が密になる。 ・男女比が大きく異なる学年が発生する。

・計画立案から実行までの時間が短い。 （男子８名、女子１名の学級など）

（迅速な対応が可能） ・一人で何役もの主任をこなすことが必

学 ・学校組織が実態に応じた対応が可能。 要。（職員の多忙化）

校 （臨機応変の対応） ↓

運 ・保護者、地域との連携が図りやすい。 子どもたちの勉強に振り向ける時間や

営 ・児童数に対して、施設・設備に余裕が 労力が減少する。

上 ある。 ・無計画な学校運営に陥る危険性があ

る。また、非効率的になりやすい。

（個人に頼りすぎた運営の危険性）

・学校の空き教室の増加

・ＰＴＡ活動、保護者への負担が増加する。

・個人の発達や、興味関心に応じた丁寧 ・児童が序列化される可能性。

な指導が可能となる。 （切磋琢磨の雰囲気が醸成しにくい切磋琢磨の雰囲気が醸成しにくい切磋琢磨の雰囲気が醸成しにくい切磋琢磨の雰囲気が醸成しにくい）

学 ・一人ひとりの授業における活躍の場面 ・教科や学習内容によっては実施できな

習 が確保できる。 いものが生じる。

指 （例：理科における一人一実験など） （例:サッカーなどのチーム競技）
導 ・学校行事、各種大会への参加に支障が

上 生じる。

（廃部となる部活動も生じる）

・学年の異なる「タテ」の交流で上下の ・様々な人とふれあう機会が減少する。

関係を学べる。 したがって、様々な考え方に触れる機

・児童生徒と教師あるいは児童相互の人 会が少なく、考えの視野が広がらない。

間関係が密になることが期待できる。 ↓

生 （信頼関係の醸成も期待できる） コミュニケーション能力不足の懸念

徒 ・生徒指導上の問題の、早期発見・対応 ↓

指 が可能になる。 「自分の思い、考えを表現しにくい子ど自分の思い、考えを表現しにくい子ど自分の思い、考えを表現しにくい子ど自分の思い、考えを表現しにくい子ど

導 もたちが多発する危険性もたちが多発する危険性もたちが多発する危険性もたちが多発する危険性」

上

・職員が少数であることから、チームと

しての問題対応が難しい。

（担任一人が問題を抱える状態の発生）

・教師への依存傾向と自立心が育ちにく

い。また担任も児童生徒を溺愛し、適

切な対応ができない危険性をはらむ。

 
資料１ 



 

近隣市町の学校問題への取組近隣市町の学校問題への取組近隣市町の学校問題への取組近隣市町の学校問題への取組    

 

 多古町周辺の市町も同様に少子化による学校問題を抱えており、時代の変化

に対応した学校教育にあり方や学校の適正規模、適正配置に向けた検討や取組

を進めています。 

 

○芝山町○芝山町○芝山町○芝山町    

 「芝山町立小学校統合問題検討委員会」平成 24 年 4 月設置 

  ・町立小学校 3 校を１校に統合の予定 

○東庄町○東庄町○東庄町○東庄町    

 「教育行政諸課題検討委員会」平成 23 年 9 月設置 

  ・町立小学校 5 校の適正配置、学校給食センター老朽化対策について検討 

○香取市○香取市○香取市○香取市    

 「香取市学校等適正配置検討委員会」平成 20 年 4 月設置 

  ・旧栗源町の小学校 3 校を統合、現在も幼稚園、小学校の統合について検

討中 

○銚子市○銚子市○銚子市○銚子市    

 「銚子市小・中学校等再編検討委員会」平成 20 年 2 月設置 

  ・望ましい学習集団の形成や健全育成、教育環境の見直しによる学校再編

を検討 

○匝瑳市○匝瑳市○匝瑳市○匝瑳市    

 「匝瑳市学校教育問題懇談会」平成 18 年 1 月設置 

  ・市内幼稚園、小学校、中学校の環境整備、統廃合等について意見聴取 

○○○○成田市成田市成田市成田市    

 「学校適正配置調査報告書」平成 20 年 3 月に策定公表 

  ・小中学校の統廃合を推進、（旧成田市小中学校の統廃合・新設、旧下総町 

   小学校 4 校を１校に統合、旧大栄町小学校 5 校の統合検討） 

資料２ 


