
静岡市立小・中学校の適正規模・適正配置方針（案）に対する意見と対応

No. 性別 年齢 職業 意見の内容 対応

1 女 ３０代 自営業

・山間地の小学校に子どもが通っているが、児童数は
全校で15人以下で、女子がほとんどいない。
・同じ中学校区内の小学校はどこも似たような状況にあ
る。
・また、逆に同じ地区には子ども園が一園しかないた
め、自分の子どもだけが小学校になると他の子と別の
小学校へ進学することとなった。
・このような状況は子どもたちのためには良くないので
解消してほしい。

方針(案)２ページ、『（１）一定の学校規模を確保することは学校教
育にとって非常に重要である』との考え方のもと、取組を進めてま
いります。

2 女 ６０代 専業主婦
１学年５クラスもあるような大規模校については、学校
の統合を進めるべきではない。

学校の統合については、方針（案）８ページに記載の「（２）①過度
な小規模化が懸念される小・中学校」を、可能な限り適正規模に近
づけるために進めることとしております。

3 男 ５０代 公務員

・少子化が見込まれる中での施策であることは理解でき
るが、地域の拠点である学校がなくなることにより、地
域の教育力や活力が衰えていくのではないか。
・教育予算を削って現状維持を目指すのではなく、児童
数増加を狙った画期的な施策を展開してほしい。

・方針(案)３ページ、『学校の地域コミュニティの核としての性格へ
の配慮』の考え方のもと、地域住民の十分な理解と協力を得た上
で、適正規模・適正配置の取組を進めてまいります。
・その他の意見についても、今後の参考とさせていただきます。

4 男 ６０代 その他

・小中一貫教育にはメリットだけでなく、デメリットも懸念
される。
・これまでの６－３制のメリットを十分考慮に入れて、適
正規模・適正配置を考えないと大切な学校文化を失うこ
とに繋がる危険もある。

貴重なご意見ありがとうございます。



No. 性別 年齢 職業 意見の内容 対応

5

・分離型小中一貫教育の場合、教師の多忙等が懸念さ
れる。
・学校の統合は、コミュニティの拠り所がなくなることや
教育上のハンデを負うことになるので、地元住民との真
摯な話し合いと住民の意見を尊重して一方的に決定し
ないよう望む。
・また統合によるスクールバスなどの運行は活用しやす
いシステムとすることも望む。

・方針(案)３ページ、『学校の地域コミュニティの核としての性格へ
の配慮』の考え方のもと、地域住民の十分な理解と協力を得た上
で、適正規模・適正配置の取組を進めてまいります。
・その他のご意見についても、今後の参考とさせていただきます。

6

・静岡県は子ども一人あたりの教育予算額が４７都道府
県中小中とも最下位に近い。
・日本一子育てしやすいまちを謳うのであれば、教育(学
び）を中心としたまちづくりにシフトして他市と差別化を
図ることが大切だ。

今後の参考とさせていただきます。

7 男 ５０代 公務員

・どの小中学校が施設一体型になるのか、分離型のま
ま進むのかを早めに示してほしい。
・本施策を進めるためには地域住民や保護者の納得が
欠かせないので、その地ならしをお願いしたい。

方針(案)３ページ、『学校の地域コミュニティの核としての性格への
配慮』の考え方のもと、地域住民の十分な理解と協力を得た上で、
適正規模・適正配置の取組を進めてまいります。

8 女 ４０代 専業主婦

・少子化に伴う学校の統廃合は必要である。
・跡地については地域活動の場としての活用、個人へ
の貸出し、発達障害を抱えている子どもの教育の場とし
ての活用などを検討してほしい。

今後の参考とさせていただきます。

9 男 ３０代 公務員

・施設一体型小中一貫校をどのように運営するのかを
しっかりと考えるべき。
・財政のための施策であるならば反対である。
・どのような未来を創っていきたいのか、もう少し具体的
に示してから議論を進めるべきではないか。

今後の参考とさせていただきます。



No. 性別 年齢 職業 意見の内容 対応

10 （不明） （不明） （不明）

・小学校が無くなってしまう地域が出てくることが心配。
小規模校で学ぶことの良さや地域教材を学ぶことの良
さを今後も大切にしてほしい。
・地域住民の声だけでなく、現場の先生方の声にも耳を
傾けることで子どもたちの小中一貫教育になると思う。

今後の参考とさせていただきます。

11 女 ４０代 会社員

・小中連携研修による成果とはどのようなものか。
・直近の具体的な案がどのようなものか知りたい。ま
た、大人だけでなく子どもたちの本施策への理解も進め
てほしい。
・小中一貫や中高一貫など様々なくくりがあることが良
いかどうか、分からない。

・小中連携研修で教職員は「９年間で子どもたちを育てる意識の向
上」や「地域の課題解決」といったことを成果として挙げています。
・今後の参考とさせていただきます。

12 女 ６０代 専業主婦

・地域活動の場や避難所として学校は必要である。
・学校がなくなると若い世代がますます減り、老齢化が
進むことになる。
・適正規模・適正配置の考え方では地域は守れないの
ではないか。

貴重なご意見ありがとうございます。

13 女 ６０代 その他

・小学校は家の近くにある方が良い。
・小規模校の方が子どもたちの教育上は良い。
・世界水準から見て日本の教育予算は少なすぎる。
・市として優先して教育に予算をつけ、老朽化した学校
を建替えてほしい。

今後の参考とさせていただきます。

14 男 ５０代 （不明）

・今後の教育環境の在り方を検討すべきとされている小
学校７校、中学校１５校の在り方を変更するのはよくな
い。
・中学校では１学年３～４学級が生徒・保護者にとって
安心できる規模である。
・中小規模の学校を大切にして懇ろに教育することを市
の魅力として打ち出すべきだと考える。

方針(案)２ページ、『（１）一定の学校規模を確保することは学校教
育にとって非常に重要である』との考え方のもと、取組を進めてま
いります。（なお、法令上の学校規模の標準は、小・中ともに「全校
で12学級以上18学級以下」とされています。）



No. 性別 年齢 職業 意見の内容 対応

15 男 ４０代 会社員

・施設一体型でない学校の教員が対象校を行き来する
ことにより多忙になり部活動等に影響が出ることが心配
・地域の経験者の無理のない参加を促す等、システム
作りをお願いしたい。

今後の参考とさせていただきます。

16

・清水区の山間地にある子ども園について、保護者へ
の説明がしっかりとなされないうちに統合されたとの認
識がある。
・統合となれば学校が地域からなくなることに繋がるの
で、子ども園、小学校、中学校において説明会を実施
し、十分な議論する時間を設けることを望む。

方針(案)３ページ、『学校の地域コミュニティの核としての性格への
配慮』の考え方のもと、地域住民の十分な理解と協力を得た上で、
適正規模・適正配置の取組を進めてまいります。

17

山間地については、コミュニティバス推進等の話し合い
が進んでいる自治会もあることから両方が満足できるよ
うな環境（子どもが身近にいる環境）づくりをお願いした
い。

今後の参考とさせていただきます。

18 （不明） （不明） （不明）

・学校は子どもが一人でもいればそれを保障すべきで、
財政や配置などの観点で論ずべきではない。
・１人または少人数での学校教育を経てきた人たちを愚
弄しているように思える。

方針(案)２ページ、『（１）一定の学校規模を確保することは学校教
育にとって非常に重要である』との考え方のもと、取組を進めてま
いります。

19
国や総務省の公共施設管理計画や３０年ごとの人口
減、自治体消滅などの無責任な論調に批判的な姿勢を
堅持してほしい。

貴重なご意見ありがとうございます。

20 男 ３０代 会社員

・自分が住む地域の学校も過小規模小学校であるが、
早々に統合するか、若者世帯の転入を増やす施策を展
開すべき。
・子どもが幼稚園に通っているが同級生が数人しかおら
ず、社会性が身に付くか心配である。
・統合しないのであれば、農用地を転用し宅地化するな
ど人口を増やす施策を行うべきだ。

・方針(案)２ページ、『（１）一定の学校規模を確保することは学校教
育にとって非常に重要である』との考え方のもと、取組を進めてま
いります。
・貴重なご意見ありがとうございます。



No. 性別 年齢 職業 意見の内容 対応

21 女 ７０歳以上 専業主婦

・適正規模とはどのくらいの人数・ｸﾗｽ数を言うのか。
・小規模であるからと言って機械的に統合を進めるべき
でなく、学区の広さ、地域との関係、学校施設の在り方
について、子どもや住民の立場からの説明が成り立た
なくては適正配置とは言えない。

・法令上の学校規模の標準は、小・中ともに「全校で12学級以上18
学級以下」とされています。
・方針(案)３ページ、『学校の地域コミュニティの核としての性格へ
の配慮』の考え方のもと、地域住民の十分な理解と協力を得た上
で、適正規模・適正配置の取組を進めてまいります。

22 女 ７０歳以上 専業主婦

・児童数の減少は社会の在り方が良くならないと解決し
にくい。
・子どもを育てやすい環境、働きやすい環境を整えるこ
とこそ行政の仕事である。
・子育てしやすいまちを標榜する市長には、母校をなく
さないために、これまでどおりの小中学校を存続してい
ただきたい。
・市民・地域の問題なので市民に知らせてほしい。

貴重なご意見ありがとうございます。

23 女 ５０代 公務員

・教職員の多忙を解消しないで静岡型小中一貫教育は
無理。
・小中一貫教育について、現状では小学校でも放課後
の会議等で翌日の授業準備・教材研究の時間がとれて
いない。
・教育現場に新しいことに取り組むゆとりはない。

貴重なご意見ありがとうございます。

24 女 ３０代
ﾊﾟｰﾄ
ｱﾙﾊﾞｲﾄ

・統合等により長距離通学になることに対する安全確保
についても検討をお願いしたい。
・スクールバス等安全に通学できる環境が整っていなけ
ればどこに住もうと子どもは安心できない。

今後の参考とさせていただきます。

25 女 ４０代 会社員
子どもたちの安心・安全を確保するためにも、老朽化し
た校舎の建て替えをなるべく早く行ったほうが良いと思
う。

方針(案)２ページ、『（２）学校施設の老朽化対策の推進』の考え方
のもと、取組を進めてまいります。

26 女 ６０代
ﾊﾟｰﾄ
ｱﾙﾊﾞｲﾄ

・統合の前に、学校規模のバランスを考えていただきた
い。
・規模の小さい小学校から中学校へ進学したときに戸
惑っている子どもがいると思う。

今後の参考とさせていただきます。



No. 性別 年齢 職業 意見の内容 対応

27 女 ６０代 その他

・高齢者は多いので職業を身につけた人が協力できる
ような体制にしていけばよい。
・小中学校の配置も予算の中で修理継続するしかな
い。

今後の参考とさせていただきます。

28 男 ４０代 会社員
通学距離が長くなることが予想され、歩道の整備等が
必要だと思う。

今後の参考とさせていただきます。

29 男 ４０代 会社員

・アセットマネジメントに反対はしないが、どのように統
合していくのかは慎重に進められるべきだ。
・児童数や行政の効率化をベースに統廃合を進めるの
ではなく子どもたち・保護者・地域住民に係る負担等も
考慮されるべき。
・中山間地の学校は益するところもあるかもしれない
が、メリット・デメリットをしっかり説明した上で民意を問う
ことを希望する。

方針(案)３ページ、『学校の地域コミュニティの核としての性格への
配慮』の考え方のもと、地域住民の十分な理解と協力を得た上で、
適正規模・適正配置の取組を進めてまいります。

30 男 ７０歳以上
ﾊﾟｰﾄ
ｱﾙﾊﾞｲﾄ

統合により少人数教育も効率よく行えるようになるので
はないか。

貴重なご意見ありがとうございます。

31 （不明） （不明） （不明）

・改正学校教育法に便乗して既存の小中学校を統廃合
しようとしているのではないか。
・教育は国家百年の計であり、短絡的な対処法ではな
く、慎重な審議を期待する。

貴重なご意見ありがとうございます。

32
小中一貫校の審議の前に、市民ミーティングを開催し、
市民の声が反映されることを望む。

方針(案)３ページ、『学校の地域コミュニティの核としての性格への
配慮』の考え方のもと、地域住民の十分な理解と協力を得た上で、
適正規模・適正配置の取組を進めてまいります。



No. 性別 年齢 職業 意見の内容 対応

33 団体 団体 団体

・小中一貫校化により、長年培ってきた地域の特性や
絆、学区自治会連合会の在り方が問われることとなる。
・地域防災、防犯、災害、通学路確保等を含め、関係部
局・課、関係機関との調整は進んでいるか。

今後の参考とさせていただきます。

34

・静岡気分８月号に、井川小中学校が先駆けて小中一
貫教育に取り組んでいるとの記事が掲載されたが、学
校施設の共同利用であり、小中一貫教育とは異なるの
ではないか。

静岡気分８月号の記事のとおり、井川小中学校では一つの学校教
育目標のもと、９年間の教育課程を編成し、学校の教職員と地域
が手を取りあいながら子どもたちを育てる教育が展開されていま
す。

35 男 ４０代 公務員

・当地区の小学校は他に例を見ない地域と一体となっ
た小学校である。
・小学校が無くなった場合、より一層の過疎化が進むこ
とが見込まれる。
・児童の平準化や大規模校を改善した方がアセットマネ
ジメントの効果は高いのではないか。

貴重なご意見ありがとうございます。

36

・中山間地における小学校は、例えば運動会など従前
より地域とともに活動しており、その中で子どもたちが地
域の方々の前でプレゼンする機会などもある。
・学校の大規模化により逆にこのような機会が無くなり、
子どもたちの社会参画意識の高まりには繋がらないの
ではないか。

貴重なご意見ありがとうございます。

37

・中山間地の小規模校の方が、教員と子どもたちの密
接な関係が構築でき、授業も密度の濃いものとなる。
・学区という枠を一部廃止して、児童数の平準化を図る
ことにより、大規模校のデメリットを解消し、小規模校の
メリットを共有することができると考える。

今後の参考とさせていただきます。



No. 性別 年齢 職業 意見の内容 対応

38 男 ４０代 会社員

・学校の建替え等の計画を進めながら学校統合を検討
する。
・１クラスの人数は２０～３０人程度が望ましく、４０人で
は教員の限界があると思う。

・方針(案)２ページ、『（２）学校施設の老朽化対策の推進』の考え
方のもと、取組を進めてまいります。
・貴重なご意見ありがとうございます。

39 女 ７０歳以上 専業主婦
・少子化で余っている教室を有効利用する。
・保育施設やデイサービスなどとひとつにし、子どもたち
の勉強のひとつに取り入れる。

今後の参考とさせていただきます。

40 男 ７０歳以上 その他

・地域に根差してきた学校の役割りがあり、安易な統合
は反対である。
・山間地からの人口流出は市全体の荒廃に繋がる。山
間地を住みやすい環境とすることが先だ。
・学校の統合にあたっては、関係する地域の代表を交
えた検討を進めていただきたい。

方針(案)３ページ、『学校の地域コミュニティの核としての性格への
配慮』の考え方のもと、地域住民の十分な理解と協力を得た上で、
適正規模・適正配置の取組を進めてまいります。

41 男 ７０歳以上 その他

・学校の存続は地域の悲願であるが統合に賛成であ
る。
・本地区には中学生が一人しかおらず、その他の子ども
はいない。
・多くの子どもの中で生活すれば困ったこともあるだろう
が、子どもたちは成長する。
・スクールバスを用意して統合すべきだ。

方針(案)２ページ、『（１）一定の学校規模を確保することは学校教
育にとって非常に重要である』との考え方のもと、取組を進めてま
いります。

42 男 ６０代 その他

・当地区の小学校は１学年数名という状況で、目の行き
届いた教育環境にあると思うが、学校活動が限られる
ことや社会性を身につけるという点でマイナス面も大き
い。
・このことから、子どもたちの通学方法を確保した上で、
統合を進めるべきだ。

方針(案)２ページ、『（１）一定の学校規模を確保することは学校教
育にとって非常に重要である』との考え方のもと、取組を進めてま
いります。



No. 性別 年齢 職業 意見の内容 対応

43 男 ５０代 会社員
・施設の活用方法、地域活性化などを考える。
・子どもたちのためには統合すべきだ。

方針(案)２ページ、『（１）一定の学校規模を確保することは学校教
育にとって非常に重要である』との考え方のもと、取組を進めてま
いります。

44 男 ７０歳以上 その他
子どもたちの数が少なくとも教員配置、施設管理、安全
等に経費はかかるので統合等をはやむを得ないと思
う。

貴重なご意見ありがとうございます。

45 男 ７０歳以上 その他
当地区の小学校を含む小規模化が進む近隣３小学校
が統合することが良いと思う。（過去にもそのような案が
あった）

貴重なご意見ありがとうございます。

46 男 ６０代 その他

・中山間地の学校全てが統合しても適正規模には及ば
ない。
・学校が地域から無くなれば過疎化はますます進んでし
まう。
・子どもの育成には自然環境の整った中での心の教育
が重要だと思っている。
・中山間地の学校を存続させ、子どもたちを増やす対策
を検討すべきだと思う。

方針(案)２ページ、『（１）一定の学校規模を確保することは学校教
育にとって非常に重要である』との考え方のもと、取組を進めてま
いります。

47 女 ７０歳以上 専業主婦

・小規模な学校を運営していくにはリスクもあるがそれ
以上に良い面も多々ある。
・子どもたちの笑顔を地域から奪わないで、現状を維持
してほしい。地域全体の人たちの願いだと思う。

貴重なご意見ありがとうございます。



No. 性別 年齢 職業 意見の内容 対応

48 男 ２０代 学生

・子どもの力を伸ばすために一定の学校規模が重要と
いうことは分かるが、小学校は地域の核として存在して
いる。
・小学校が廃校になることで地域の過疎化が加速する
ことが想像できる。
・自身も小規模校出身だが、小規模校でしかできない経
験も多くい。何をもって適正と言えるのか、十分な教育
とは何か。

・学校では、子どもたちに単に知識や技能を習得させるだけでな
く、集団の中で多様な考えに触れ、認め合い、協力し合い、切磋琢
磨することを通じて、思考力や表現力、判断力、問題解決能力など
を育み、社会性や規範意識を身につけさせることが重要です。
・方針(案)２ページ、『（１）一定の学校規模を確保することは学校教
育にとって非常に重要である』との考え方のもと、取組を進めてま
いります。

49 男 ７０歳以上 その他

・少子化対策は国の構造的な問題であり一自治体で対
応できるものではなく、単なる数合わせの学校の統廃
合をしても意味はないと思う。
・現実的な対応としては管理職の近隣校との兼務で良
いと思う。
・小中学生は将来を担っていく者であるが、学級担任を
務める新人教員が６割とのこと。退職した教員の再任
用、特に小学校についてはベテラン教員の方が良いと
思う。

貴重なご意見ありがとうございます。

50 男 ５０代 公務員

・アセットマネジメント視点での提案は残念である。
・子どもの育ちは一時たりとも途切れないが、市では保
健福祉センター、子ども未来局、教育委員会とがそれぞ
れ施策を進めている。
・子ども子育てプランではつなぐというキーワードを使い
ながら、子どもの育ちを継続的に支える点が不十分だと
思う。
・小中一貫教育について、他部局とも連携し、一貫した
子育てプランに位置づけて説明してほしい。

今後の参考とさせていただきます。
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51

・学校の地域コミュニティの核としての性格への配慮に
ついて、誰が、いつ、どのようにやるのかが不明確。
・説明を子ども園や学校が担うのではなく、行政が積極
的に関わるべきではないか。
・またその際にはメリットだけでなく、懸念される課題も
明確にしておくべきだ。
・子育て・教育政策の全体像の中での位置づけも併せ
て理解していただくことも効果的かと思う。

・方針(案)３ページ、『学校の地域コミュニティの核としての性格へ
の配慮』の考え方のもと、地域住民の十分な理解と協力を得た上
で、適正規模・適正配置の取組を進めてまいります。
・その他の意見についても、今後の参考とさせていただきます。

52 女 ５０代 その他

・小中一貫校の設置にあたっては、住民との話し合いを
納得のいくまで行ってほしい。
・教育はお金がかかるものだと思うが、かけてこそ、これ
からの未来を担う子どもたちが十分成長できるようにな
る。
・一つ一つの年齢を丁寧に超えていくために、教育にお
金をかけてほしい。

方針(案)３ページ、『学校の地域コミュニティの核としての性格への
配慮』の考え方のもと、地域住民の十分な理解と協力を得た上で、
適正規模・適正配置の取組を進めてまいります。

53 男 ４０代 会社員

・各地域により学校の重要性や価値観が異なると思う。
・地域によってはシンボルや憩いの場になっている。
・特に山間地では学校が無くなれば過疎化が進むので
はないか。
・地域にとって学校が持つ存在価値をもう一度見直して
ほしい。

貴重なご意見ありがとうございます。

54 (不明) (不明) (不明)
近隣の学校であれば進学できるよう柔軟な対応にして
いただきたい。

今後の参考とさせていただきます。
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55 女 ６０代 その他

・今の子どもたちは親も働き、兄弟もおらず、祖父母もい
ないという状況の子が多くいる。
・そのような場合には、指定の学区ではなく、通いやす
い学校を選択できるようにしてほしい。

今後の参考とさせていただきます。


