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・和歌山県教育委員会（関係個所抜粋）
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関係個所議事録抜粋（小見出しは添田による）

【小川主査】（前略） それでは、今日は和歌山県教育庁から、学校教育局小中校課の田村

光穂副課長と岩橋光代指導主事がいらしていますので、お二人から発表をよろしくお願い

したいと思います。それでは、よろしくお願いいたします。 
【田村副課長】 

皆さん、どうもおはようございます。今、小川先生のほうからご紹介いただきました和

歌山県教育委員会の田村でございます。本日はこのような場にお招きいただきまして、ま

ずもってお礼申し上げたいと思います。 
今回、私どもにお話をいただきましたのは、今お話もありましたように、都道府県とし

て県単位で小・中学校の適正規模化にどのような取り組みをしているのかその具体的なこ

と、特に県として取り組んだその動機とかそのメリット、そういったものをどういうふう

に考えられているのかといったことについてお話をいただきたいということでございまし

た。 
十分そのご要望におこたえできる内容になるかどうかわかりませんけれども、お配りい

たしました資料に基づきまして順次説明をさせていただきたいと思います。どうかよろし

くお願いいたします。 
【和歌山県の概況】

それでは、資料をめくって 1 枚目の資料、表紙をちょっとめくっていただきまして次の

資料でございますが、まず和歌山県というのは一体どういうふうな県なのかということを

少しお話をしたいと思います。 
和歌山県は私たちは国の事業などをいただくときに 100 分の 1 という話をよくします。

つまり、面積におきましても人口におきましても日本のほぼ 100 分の 1 の規模のつまり

1％県でございます。ですので、全国の中でも小さな自治体と申し上げてもいいのではな

いかなと思っております。 
ただ、自然は紀伊半島に位置しまして非常に恵まれた風土でございます。全体の約 80％

が森林というふうな山がちな地形ですけれども、それを生かした自然ですとか、あるい

は、世界遺産登録もありまして、歴史、文化の面でも非常に全国から評価を受けていると

ころでございますし。また、農業県として果樹栽培ではミカン、梅、カキなどは全国一の

生産規模を誇る、そういった色合いもございます。 
この和歌山県は今回の平成の大合併が進む前までは 50 の市町村で構成をされておりま

したが、現在は合併が進みまして 30 まで減少いたしました。ただ、30 あるといいまして

も、人口階級別に見ますと 10 万以上の市というのは県内でただ一つ、県北にあります和

歌山市、県庁所在地でございますが、和歌山市が 37 万人の中核市でございまして、ほぼ 4
割の人口がここに集中するという非常に人口分布では偏りがございます。市政をひいてい

る町は 9 つしかございませんで、主に海岸線と紀北の紀ノ川という川が流れている紀ノ川
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筋にそれが集中しているというところでございます。 
次にめくっていただきまして、このような和歌山県の現状の中で、先ほど述べましたよ

うに約 8 割弱が山林であるということからもおわかりのように、いわゆる国の施策で行わ

れます振興山村地域ですとか過疎地域というものは県土の約 63％から 67％を占めます。

人口比では非常に少ない割合ではございます。人はあまり住んでいないいわゆる中山間地

域の過疎化が非常に進んでいる県でございます。それが主に中央部の山間部から紀南地

方、南のほうに非常に偏ってそれが分布するということで、県内ではやはり南北のいろい

ろな意味での格差というものが発生をしてくるという実情がございます。 
【児童生徒数・学校数の概況】

次の資料へ移りまして、それで、本県の児童生徒数と小・中学校数の推移でございま

す。これは昨年、平成 19 年度までの数字をあらわした資料をここに用意させていただき

ました。これも全国の動きと同じでございまして、昭和 30 年代の第 1 次ベビーブーム時

代がピークでございまして、それ以後は第 2 次ベビーブームと言われる昭和 50 年代にピ

ークがございますが、それから一方ずっと下り坂でどんどんと子どもたちの数が減ってき

ております。 
和歌山県は平成 18 年で出生数が 8,000 人、つまり 1 万人もとうに割り込みまして 8,000

人規模でしかないという状況であります。出生率が 1.34 ということで非常に子どもたちが

どんどん地域や村から消えてきているという実情がございます。 
また、それに合わせて、これは小学校でございますけれども、学校数、学校の状況がど

んどんと減少をしてまいりました。平成 20 年現在ではこの学校基本調査で 307 と出てい

ますが、実は学校基本調査は休校も含んでおりますので、いわゆるもう子どもはいない学

校も実は含まれていますので、平成 20 年現在で休校を除きますと県内では 281 校しかも

う小学校はございません。 
また、自治体はいわゆる今まで学校統合を進めてきても廃校にせずに休校措置をとるこ

とが多くございました。これはいわゆる交付税との関係で学校として存続すれば交付税の

算定基礎に入るということでそういう措置をしていたんですが、総務省のほうからご指導

があったようで、いわゆるもう将来的に回復の見込みがない休校措置の学校については廃

止ということで少し廃校が進んだというのが近年のちょっと特徴的な部分、別の意味での

特徴的部分かと思います。 
めくっていただきまして、次に、公立中学校のほうですが、これも同じように生徒数は

第 1 次ベビーブーム、第 2 次ベビーブームで少しピークがありますが、減少をしてきてお

ります。平成 20 年現在でもそこにありますように休校を除いて 136、中学校の休校はご

ざいませんので 136 校ということで現状がそうなってございます。 
次に行っていただきまして、市町村別に、では、これは平成 19 年度の数字でございま

すけれども、小・中学校がどのような状況にあるのかということですが、市町村によって

非常にばらつきがございます。小学校の方をごらんいただきたいんですが、和歌山市は一
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番人口が集中している町でございますけれども、小学校が 55 校あります。約 2 万人の児

童数を持つという規模になります。 
しかし、一方、一番下のほうにございます東牟婁郡の北山村というところは人口が 580

人ほどしかない村で、和歌山県の中でも飛び地であって非常に小さな村が合併から取り残

されるような形で残ってしまいましたが、この北山村では学校は 1 つで子どもたちが 17
人しかいないという、そういう市町村もあります。 
ですから、市町村と一言で言っても非常に質的にも違うものがここに存在していると見

ていただいてもいいかと思います。 
また、中学校のほうに目を移しますと、やはり一番多いのは和歌山市でありまして、19

の学校に約 1 万人弱の生徒がいるということになります。次に多いのが西牟婁郡の田辺

市、ここは平成の合併で広域合併をした非常に大きな面積を持つ市になりましたが、その

ために、特徴が違うのは、和歌山市は非常に規模の大きな中学校がたくさんございます。

一方、この田辺市は同じ 16 あっても非常に規模の小さな中学校をたくさん持つという、

そういう意味でも少し性格の違う状況になっております。 
また、ここにはちょっと示しませんでしたが、いわゆるへき地校と言われるものがござ

います。県内には平成 20 年度で小学校でへき地校が 49 校、中学校が 21 校ございます。

おおよそ約十六、七％はへき地校という形で認定をして教育を行っているという学校の状

況になってございます。 
次の資料をごらんください。折れ線グラフのような資料でございますけれども、これは

いわゆる学級数ごとの学校数を示したものでございます。ブルーが小学校、赤いのが中学

校になります。 
これを見ていただいてもわかりますように、小学校では 3 つのピークがあります。つま

り、学校規模としては 12 学級、つまり 1 学年 2 学級規模というのが一つのピークとして

39 校、そして、一番多いのは 6 学級という形でいわゆる単級と私どもは申し上げますけれ

ども、各学年 1 学級しかない学校が 82 校と非常に多いのが本県の特徴です。そして、次

のピークが 3 校、つまり、完全複式の形で行われているような学校が 48 校と多くなって

いると、実は複式の割合も非常に高いのが和歌山県の特徴になってございます。 
中学校の方のピークはもう 1 つずば抜けて 3 学級、つまりこれは単級の中学校でござい

ますが、これは全体の大体 3 分の 1 ぐらいがその 49 校という形でなってございます。次

のピークはいわゆる学年 2 学級の 6 学級の学校で 18 校という程度であとは非常に少な

い。その一方、いわゆる過大規模については、マンモス校と言われるような 1,000 人を超

える学校はもう和歌山県には存在しませんが、800、900 という学校は一部ございます。

しかし、それは本当に特定の市町村に限られた問題として存在するということになってご

ざいます。 
大体これが和歌山県の学校や児童生徒数の状況としてまずご認識いただきたいと思いま

す。 

71



【適正配置の必要性】 
それでは、これからいよいよ本論に移ってまいりたいと思いますが、3「小中学校の適

正規模化の必要性」ということ、なぜ和歌山県がこういうことを考えてきたのかというこ

とをお話しさせていただきたいと思います。 
和歌山県は実は先ほど申し上げましたように非常に過疎化の進んだ県でございまして、

厚生労働省の出している国立社会保障・人口問題研究所が人口推計を出したときに全国 2
位の人口減少率ということで知事をはじめ県が非常に震えがくるような数字が出てしまい

ました。1 位が確か秋田県であったかと思いますが、それに次いで 2 位が和歌山県だとい

うことが明らかになりました。30 年後には 70 万人の規模になってしまうという、これは

非常に震撼とするような推計でありまして、知事も地域振興に非常に熱を今入れていると

ころもここに関係してございます。こういうふうな中で、将来を見通したときに、和歌山

県は非常に人口の少ない状況が生まれてくるということを覚悟しなければいけないという

ことが一つございました。 
次に、学校の小規模化が非常に進んできているという現状です。特に先ほど申し上げま

したように複式学級が増加してきているという問題です。平成 20 年度現在で小学校の複

式学級は全部で 177 学級ございます。これは全学級数のおよそ 8％ほどでございますが、

これを学校数にしますと全部で 78 校が複式学級を持つ学校になってございます。これは

和歌山県本県の学校の全体が 300 ほどでありますので、その割合の高さというものはそこ

からおのずと想像できるところでございます。ですので、非常に多くの学校が複式教育を

さぜるを得ない実情があるということです。 
中学校の方はいろいろな配慮がありまして、現在 4 校だけが複式ということで一応は単

式の学級が通常行われている現状にございます。 
しかし、これは各市町村にとって非常に大きな問題でございます。といいますのも、こ

の複式学級が近年のいわゆる学力問題に関していろんな論争が社会問題化していく中で、

保護者の方々は子どもたちの学力は大丈夫なのかということの懸念がだんだんと表面化し

てきたのが近年の一つの特徴であるのではないかなと思っています。 
いわゆる和歌山県ではよく直間という言葉を使いますが、直接指導と間接指導を 1 時間

の中で同時並行で行うのが複式学級の特徴となっております。いわゆる一学年は先生が直

接指導して前の黒板で授業していますと、もう一つの学年は後ろで子どもたちの中にリー

ダーをつくって、その子がイニシアチブをとりながら授業をして先生が間接的にアドバイ

スをするという授業をします。 
これはなかなかなテクニックと子どものやはり力量が必要になってくるわけでして、う

まく運べばこれは非常に今日が目指す子どもの自立的な学習がつくられるという意味では

理想的な姿がかいま見れるわけですけれども、しかし、その一方で、一つバランスが崩れ

ますと学習効果が非常に落ちてしまう、それを保護者が非常に心配されるということであ

ります。 
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また、後ほども出てきますが、中学校になりますと複式なんかになると部活動の問題が

非常に大きなネックになってくるということもありまして、何とか学力の問題、まして複

式解消ということが大きな意見として地域から上がってきたのも近年の特徴であるかと思

います。 
次に 3 点目としては、市町村における学校存続の財政的負担感というものが増してきて

いるということです。これは戦後の生徒の急増期に建てた校舎の耐用年数の問題が一つは

あるわけですけれども、それに加えて、近年耐震化ということが非常に取り沙汰されまし

た。特に和歌山県は東南海・南海地震が近年にも発生するという可能性が非常に高いとい

う指摘もある以上、急がなければならないと。県立学校は平成 22 年までにこの耐震化を

完了するということで、非常に精力的に財政投資をして事業を進めていますが、市町村は

遅々として進まない部分がある。 
特に財政基盤が非常に脆弱な市町村は手がつけられない状況でありまして、近年国のほ

うからも補助率を上げていただいたりいろいろな施策の後押しがありまして、ようやく重

い腰を上げ始めた市町村もありますが、ただ、命にかかわる問題として首長さんにとって

も非常に重要なもので、首長選挙のときにもこのことは非常に大きなテーマになってくる

ということで、そのときに数ある学校の耐震化を全部するということに対して非常にしん

どいものがある。 
ならば、この機会に規模の適正化を図るということで集中的な財政投資をして、学習環

境の改善も含めて取り組めないかという議論が上がってきたというのも近年の特徴的なこ

とがございます。 
【県の役割】 

そして、もう一つは合併による新しいまちづくりの動きというものがございました。こ

れは私たちも市町村でお話をするときに、合併問題があったときに学校統廃合はタブーで

した。つまり、これを出すと合併そのものが壊れてしまう可能性があるということで非常

にこのときは静観をされたところがほとんどでございました。 
しかし、合併を成していよいよ財政的な厳しいものがある、いわゆる総務省からいろん

な三位一体改革が来て市町村としては何とかしなきゃいけないというときには、やはり学

校統廃合に手をつけなければいけないという中で、新しいビジョンとしてこういう動きが

少し高まってきたということがあるかと思います。 
この中で、じゃあ、県としての役割は一体何なのかということを私たちも自問いたしま

した。それは、よりよい学習環境の確保が一番であろうと。学力の問題、また、体力の向

上という側面からもこのことをしっかり取り組まれて、学校の活力増強のために何らかこ

の学校の適正規模に県として踏み出さなければいけないんではないだろうか。市町村任せ

にしてしまうと、市町村としてはいろんな事情の中で、地域のしがらみとか財政問題の中

で身動きがとれなくなってきているところがあると。それを県として何かアシストできな

いかということがありました。また、地方分権、市町村合併等の流れを踏まえて、ある意
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味で一ついい時期というんですか、そういうものであったということがあります。そし

て、市町村に対する具体的な助言や援助というものをやはり考えなきゃいけないだろうと

いうことがありました。 
この背景には、実は和歌山県は教育行政改革の中で平成 16 年度末で地方教育事務所を

全廃いたしました。7 つあった教育事務所を廃止して、いわゆる一極集中型に変えたとい

うことがございます。そういった中で、市町村との連携をどうするかということが県の行

政としても大きなテーマであったということが背景にございます。 
また、2 つ目には、文部科学省から小規模市町村教育委員会の広域化モデル事業という

のが地方教育行政の見直していくための事業がございまして、平成 15 年から 17 年までの

3 年間、このモデル事業を私どもは受けまして、そして、市町村の教育委員会の行政の力

をどう向上させるかということで、たくさんの市町村といろんな形の話し合いをしまし

た。 
そのときに出てきた話は様々ございましたが、一つは指導主事の配置ということが大き

な問題でございましたが、もう一つは、統合に対する考え方でした。つまり、学校統合し

ていかなければいけないんだけれども、何も裏支えがない。国からは以前、昭和 30 年代

にいろいろなものが出て、学校の適正規模も 12 から 18 とか、そういう数字が出てたりは

しましたが、それ以後、なかなか国からもお話がない。何とか動きたいんだけれども、何

を頼りに動いていいのかが分からない。そういったときに、県として何か後押しをしてく

れないだろうかというのが複数の教育長さんからの具体的なご提案がございました。 
【県独自に適正規模】 
そういう中で、それではということで、当時の教育改革の流れの中で、義務教育ニュー

ビジョン研究会議という有識者会議を平成 17 年に立ち上げました。それがお手元にお配

りしたその青い冊子ですが、それが平成 18 年 1 月にその資料を発表いただくことができ

ました。 
これは当時の中教審が義務教育国庫負担制度のことに対して非常に急ぎ足で中教審が開

かれていたのと軌を一緒にしまして並行して行いました。そして、その流れを踏まえなが

ら、県独自に適正規模の問題についても内容として入れて議論をしたということになりま

す。 
そして、その中でその冊子の 14 ページのところに書かれているわけですが、そのレジ

ュメにありますように、本県独自の適正規模基準というものを出すというお考えをいただ

いたわけでございます。 
これは結果的にはいろいろ総合的に分析をして出しました。当時、こういうことについ

て都道府県で踏み込んでいたのはたしか広島県が全国調査をしたり、あと、高知県や三重

県が同じようなことをしていたんですが、そのような県といろいろな連絡をして話をする

中でも、県でこういう数字を出すことについてはやはり越権行為ではないだろうかと。つ

まり、設置者がこういうことを論議するのはいいだろう、あるいは、国がナショナルミニ
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マムとしてそういうことをいろいろ考えていくことは大事かもしれないが、間にある県が

こういうことを目指すのは少しどうだろうかというようなお話も伺いました。 
しかし、やはり何か目安が欲しいという市町村からの言葉を受けまして、私どもは小学

校で国と同じ 12 学級から 18 学級が適正だろうと、このときには一番大きかったのはクラ

ス替えができるということが一つ大きな問題でございました。 
中学校については国の 12 学級から 18 学級よりも少し下へ落としまして、本県として

の、小規模が多いということもありますので 9 学級となりました。ここにはいわゆる標準

法がありまして、教員の定数がどのように読み取るかということから学級の規模で奇数学

級というのは非常に不利な部分がございまして、偶数のほうが学校運営しやすいというよ

うな声もあったんですけれども、本県の実情に応じて 9 学級という数字を出して示しまし

た。 
このときに、小規模についてのメリット・デメリットというのをその報告の中にもまと

めておりますが、かいつまんで申し上げますと、メリットとしてはきめ細かな指導ができ

る、あるいは、子どもたちの参加意識、学習への参加意識を高めることができるというこ

とがありましたが、むしろデメリットのほうが非常に多く意見が出てまいりました。 
人間関係がうまくいってる間はいいが、一つ壊れてしまうといわゆる 9 年間ともにその

集団だけで過ごさなければいけないということの問題、あるいは、自治活動といわれる生

徒会、児童会などの活動が非常に低調になること。あるいは、競い合いの気持ちがない、

あるいは、高校へ進学するときに大きな集団の中に飲み込まれて自分を出せないことにぶ

つかっている。あるいは、部活動ができないことで子どもたちがやはり自分を活かせる場

が減少してきていると。そういうふうなことが出てきて、何らかの解決をしなければいけ

ないだろう。 
その中で、やはり学校の活力を保つためには適正な規模が必要であろうというのがこの

会議からいただいたご意見でございました。 
【 つの観点】 

次に、資料のほうへ移りまして、学校の統廃合の必要性というものについてでございま

すが、とりあえず、まず積極的に取り組む観点として 5 つの観点をご提示いただきまし

た。 
1 つは、小規模な中学校の統合をまずしよう。つまり、これは小学校よりも中学校。や

はり小学校というのは歴史が古くて、そして、昔地域の方々の篤志家がたくさんの寄附を

して学校をつくってきた経緯があります。京都なんかはかまど金などといった話をよく伺

いましたけれども、そういうふうな形がありますので、非常に密着度が高いわけですね。

ですから、非常に手をつけにくい部分があるだろうし、やはりこれも発達段階もございま

す。 
しかし、その一方、中学校の発達段階になれば、かなり遠距離の通学をしても体力的に

ももつだろうし、それに、何よりも社会性が育ったり、あるいは、多様な学習形態で学力
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向上になる、部活動もできる、そういうようなことで、まず中学校の統合。 
そして、2 つ目が複式学級の解消。3 点目が、分校というのが本県にも少しございます

ので、分校を本校へ統合するということはまずやってはどうか。そして、4 点目には、都

市中心部の小規模校の統合ということ、これは都市の空洞化の中で、中心部の空洞化の中

でぜひ進めるべきだろうと。 
そして、5 点目に、統合しても適正規模にならないケースがございます。つまり、統合

したって適正規模の学級が維持できない統合というのはたくさんできてくるわけなんです

が、1 学級 20 人規模というもの、これが維持できるという、これは何も科学的裏づけがあ

るわけじゃないですが、たくさんの市町村や校長先生方とのヒアリングの中で一定経験則

で 20 人規模という数字が出てまいりました。ですので、このような 20 人規模の学校づく

りというものを目安にしました。 
しかし、この報告の中では、ただ単に、じゃあ、機械的にこれをしていいのかという

と、そうではないと。やはり財政論議にしてはいけないということで、学校統廃合の留意

点として、地域住民の不安の解消をしなければいけない。この中には、通学時間や安全の

確保、地域文化としての学校の存在というものを大事に考えてほしいということや、統合

校の魅力ある学校づくりということでは、学力向上や子ども同士の交流というものをきっ

ちりできる学校にしていかなければ、ただひっつけただけになってしまうというふうな厳

しいご意見をいただきました。 
また、その下に、学校小規模化に対する具体的な対応等が必要と。つまり、統合という

のが全部できるわけでは絶対ないです。つまり小規模で残らざるを得ない学校が出てくる

わけなので、そういった学校についてはやはり学校間連携の促進であるとか、通学制度の

弾力化であるとか、これは小規模特認校制度なども議論の中に出たわけですけれども、そ

ういったことでの弾力化や、学習指導の充実といったことをやはり県としても主体的に支

援をしていかなきゃいけないというご意見もあわせていただきました。 
【県教委に対する要望】 
その上で、この報告の中で、県教委に対する要望というものが幾つか出てまいりまし

た。1 つは、スクールバスについて運行支援をしてあげてほしいということでした。これ

は合併、市町村合併ですとか過疎地域についてはいわゆるスクールバスの購入やスクール

ボートの購入というのが国の補助事業としてあるわけですけれども、買うだけで運行補助

はございません。ですので、これは交付税措置されているという側面もあるわけなので一

概にないというわけではないんですけれども、やはりそういった面での支援が要るだろう

と。 
2 点目に、統合後の教職員配置への配慮が必要だろうと。つまり、激変緩和をするため

の措置が要るだろうと。今は市町村合併の際の国の激変緩和でのそういう措置が認められ

ていますが、合併をしない場合はこういう措置が認められていないわけです。ですので、

それを何らか県のほうで配慮できないかということがありました。 
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それから、3 点目には、総合窓口の設置。つまり、県としてワンストップサービスをち

ゃんと実現するようにしなければ、市町村がどこへ相談に行っていいかわからないという

ことがありました。そして、4 点目には指針、県としての何か方針をきっちり文書で提示

をしてほしいと。 
このような中でのご要望、これにどう県としてこたえるかということが次の段階へ移っ

てまいったわけでございます。 
私たちはこの報告を 1 月にいただいた後、3 月に市町村教育委員会にアンケートしまし

た。この報告を受けて一体どのようなご印象でしょうかということで伺いましたが、適正

規模に関する部分についてはおおむね非常に良好なご返事をいただいてました。というこ

とは、市町村にとっても非常に有効性のある提言であったというふうに受けとめていただ

いたと思っております。ただ、都市部は非常に慎重でした。いわゆる市という、市政を引

いているところ、人口集中して空洞化がしているようなところについては非常に慎重な意

見であったことを後ほどお話をさせていただきたいと思います。 
【県としての統廃合支援策】 

では、次に 5 の「県としての統廃合支援策」でございます。 
じゃあ、どういう提言をもとに支援をしていくかということでございますが、まず、や

はり財布を用意しなければいけませんので、財政当局との議論がここから非常に厳しい議

論が続くことになります。そもそもそういうことをすることが県の仕事なのかということ

がまず財政側から出てきますし、私どもとしてはこういう報告書を後ろ盾に粘り強い交渉

をしてまいりました。 
じゃあ、県としてのメリットは何なのかという議論のときに、財政当局は結局結論とし

て財政サイドのメリットはあまりないというのがお答えでした。つまり、教員のいわゆる

何が変わるかというと、教員が減るんですね、教職員が減る。これが一番県としては県費

負担職員の数が減るわけですので財政的な効果は一番大きいわけですけれども、しかし、

これは 3 分の 1 国庫をいただいて、あとは交付税措置していますよということです。私た

ちは実は交付税は闇の世界で、一体どんな数字でどんなふうに操作されているのか全く私

たちには見えません。彼らなりに試算をしたようです。そうした結論としてあまりメリッ

トがないと。しかし、メリットはないとは言いませんでした。ですから、何らかのメリッ

トはあったということは認めましたので、一応財政拠出をすることについては一定の合意

は得ることができました。 
ただ、市町村の財政負担の軽減にはなるだろうということはこれは明らかなことで、学

校の管理運営が少なくなるわけですので、そういう意味では市町村の財政が多少なりとも

楽になることは県財政全体として見ては、マスな形でいうとそれは健全化につながるだろ

うという意見もございました。 
一方、私たちはやはりソフト面なんですね。やはり統合は教育効果が上がるんだという

こと、つまりそれが行政サービスになるということでお話をしてまいりました。 
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その結果、一応の折り合いがつきまして、平成 18 年 4 月にまず小中学校課の附置室と

して市町村支援室というワンストップサービスをする部署を設けたということです。た

だ、これは昨年度末で廃止をしました。つまり 2 年間という限定的な役割ということで、

あとは現在、私ども小中学校課本課の方にその業務を移しております。 
そして、6 月に資料 2－2 としてお渡ししております公立小・中学校の適正規模化につい

ての指針を出しました。この指針は先ほどの報告を主な基軸にしてその内容を多少行政側

で修正を加えて出したものでございまして、適正規模の基準、検討の観点、留意点、そし

て、最後に県として支援を講じるということを明言すると。ただ、この段階では財政当局

との話で具体的な数字等は入れさせていただけなかったので、非常に抽象的なものになっ

てしまいました。 
そして、平成 18 年度 1 年間いろいろな協議をした上で、平成 19 年度 4 月から財政当局

も納得していただきまして、適正規模化支援策というものを 5 年間の時限施策として実施

をいたしました。 
その内容は資料 2－3、2－4 に示す 2 つの事業から成ってございます。1 つが、財政支

援として 2,800 万円を、本年度予算化をしておりますが、小・中学校適正規模化を検討す

る協議会事業への補助、つまりいろんな協議会を設けなきゃいけない、そのための委員の

報償費ですとか旅費等のためで、2 分の 1 補助として上限、県の支出額を 100 万円を限度

としてやりました。 
また、もう一つは、小・中学校統合準備事業として、統合するに当たってスクールバス

の購入、これは先ほど申し上げましたように、2 分の 1 が国から補助はいただくわけです

が、2 分の 1 が市町村の持ち出しになります。その 2 分の 1 の半分、つまり、4 分の 1
を、県が持ちましょうということや、あるいは、議論の中でやはり子どもの体力低下とい

うのが非常に心配されましたので、遊具等の施設を学校の中につくっていったり、いろい

ろな運動機能・体力向上に向けた取り組み、そういうものについても補助をする。これは

1 件当たり上限 800 万円として補助事業を起こしました。 
2 つ目が、人的支援として、これは小・中学校を統合した場合には 2 年間に 1 名だけ県

単独で加配措置をするということを打ち出しました。そして、市町村支援室でのさまざま

なこのきめの細かいサービスをしますということをやったわけです。 
その間、実は平成 18 年から 19 年に文部科学省の新教育システム開発プログラムを受け

まして、受託研究をしていました。その報告が今コピーでお届けしていますけれども、こ

の「小中学校適正規模化にかかる事例研究」というこの報告冊子としてつくらせていただ

いたもので、この事業で得たものも非常に私たちは大きかったと思ってございます。 
では、めくって次に行きまして、その報告資料の内容はそこに挙げましたように、学校

統合の成果でありますとか、あるいは、実現への経緯、あるいは、住民アンケート、ある

いは、成果をより確実なものにしていくためにどういうことが大事であるかと、あるい

は、統合事例、つまり市町村にとって何か参考になる資料にしたいということでいわゆる
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まとめ上げたものがこの報告書になってございます。 
【小・中学校の統廃合の現状】 

次に、6 の小・中学校の統廃合の現状はどうなっているのか、つまりこういうふうな県

の取組により、和歌山県にはどのような動きがあるのかということです。 
まず、近年の動きですけれども、平成 10 年からここまでの統合のこれは件数です、学

校数ではなくて件数をあらわしていますが、今までこのように年々件数を増やしてきまし

た。 
ただ、平成 10 年ごろから統合はあったわけです。しかし、これは分校を統合するとか

そういったことで、ある意味で小規模な統合が多かったのが特徴でしたが、実は、私たち

が議論しました平成 17 年度ぐらいから少し歩みが進み始めて、平成 18 年ぐらいから数字

が高くなってまいりました。県が具体的な指針を出したり補助事業をしたのは平成 19 年

度からと考えますと、そのあたりから 20、21 と数字が上がってきている。私たちの行っ

たことは一定市町村の中でその動きを進めている流れだと。結果的には、減少校数は平成

10 年から見ますと、和歌山県で小学校で 33 校 7 分校が少なくなりました。中学校では 17
校が統合により廃止をされたというのが結果でございます。 
具体的にどういう統合が行われているのかを示すのが下でございます。紀南地方にある

串本町のある小学校の統合の例をそこに示しましたが、3 つの複式校が統合して一つの串

本西小という学校に統合した例でございます。児童数が 41 人、23 人、33 人という規模の

小学校で学級数は 5 学級、3 学級、4 学級、教職員数は 9 人、7 人、8 人という学校が、結

果的に統合しますと児童数が 83 名、学級数 7、つまりこれは 1 学年 1 学級に、プラス、

特別支援学級が 1 クラスの 7 学級ということでございますが、の学校になりまして、教職

員は 17 名ということになりました。 
単純に見ますと、教員が 10 人減ったことになるわけですので、1 人あたり 800 万とし

て 8,000 万円の人件費がこれで浮いたという見方もございますが、学校としてはそれぞれ

複式学級が解消されて、そして、それぞれ学級で充実した授業ができるようになった。そ

こへ私どもは統合加配を 1 名つけてこの中に入れておりますし、あるいは、学力向上のた

めの加配措置もして、2 名の加配を、実質は定数上は 12 名なんですけれども、2 名加配措

置をして教育の充実を支援しています。 
では、次に赤い色の地図の絵がありますが、県の統合支援を、じゃあ、どのような市町

村が受けているかを示したものですが、現在 21 年度までの間で支援を受けているのが 30
市町村のうちの半分、16 市町で支援を受けていただいております。地図であらわしますと

そのような色合いになりまして、ほぼ全県的にこの事業を受けていただいています。 
白くなっているところはもう統合をその前にしてしまったところですとか、あるいは、

一定適正規模が維持されているような、つまり 100 名を下回るような学校がないというよ

うな市町村が多くて、ほとんどの市町村はこの事業に非常に積極的に参加をしています。 
ただ、その報告書の中にもあるんですけれども、市町村の対応はやはり慎重です。市長
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選のときなどには非常に大きな問題にもなりますし、非常に慎重で、協議会や住民説明会

を開いたり、広報活動を綿密にしたりして、住民総出の問題として取り上げています。ま

た、複眼的なとらえ方として、学校だけではなしに地域というものとも結びつけながら考

えなきゃいけないという点からも非常に慎重にしております。 
ただ、この中で特に慎重なのが都市部です。いわゆる中山間地域で複式学級解消という

このテーマは非常に住民にある程度受け入れられます。保護者は賛成します。しかし、こ

れについて反発があったのは、いわゆる土地に古くからいらっしゃる高齢の方であると

か、そういう方は非常に思いが強いので反対をするというのか構図としてあるわけです。

しかし、やはり保護者の声に傾いていくということで、そういった意味での複式学級解消

が中山間地域では非常に進みやすかったという実感を持っています。逆に和歌山市のよう

な大規模市街の中心地の統合については遅々として進まない。そういう話が出ると、市議

会議員さんとか地域の有力者の方が、なぜうちがそういうターゲットになるのかというこ

とで議論がわいてくるというのが実態としてはあるようです。 
次に、その報告の中にもあるんですが、住民アンケートをいたしました。そうしたとき

に、実施した統合によってどのような懸念が変化したのかをチャートにあらわした資料を

そこに用意しましたが、それを見ますと、縦軸の上が懸念が解消していた、あるいは、下

ほど未解消です。そして、横軸のほうは解消度で、右にいくほど解消して、解消度が高

い。つまり、強い懸念があったけれども解消したというのが右上の増減になるわけでござ

いますが、新学校の生活への適応とかいうのは子どものレベルでいうとそれほど心配しな

かったけれども、うまくいったよというお答えをいただきました。 
その一方で、強い懸念が未解消のまま残っているのが通学上の安全対策で、スクールバ

スが走った場合はいいんですが、そのスクールバスが走らないケースもあります。そうい

うところで通学距離が長くなったことについては住民としては非常に納得しにくい部分が

あったということがあります。 
また、弱い懸念ながら未解消なのが、次世代育成の支援としてやはり地域の地盤沈下と

いうこと、子どもたちが地域への愛着を失わないだろうかといったところはまだまだ今後

の課題と言えます。 
次のチャートでございますが、統廃合に対する期待の充足状況ですけれども、これにつ

いては、そこにもありますように、強い期待が充足されたというのがやはり子どもたちの

社会性や協調性の向上でありますとか、あるいは、施設、設備の充実ということが挙げら

れています。 
しかし、その一方、期待の充足度も低かったのは廃校活用の利用、廃校舎の利用なんで

すね。これは非常に市町村も頭を悩めている大きな問題であります。 
一方、少し心配なのが、期待外れというわけではないんでしょうけれども、指導体制の

充実、つまり、教職員がうちも加配措置をして支援をしているんですけれども、教員の数

だけではなしに、質の問題もあわせて問われていると私たちは認識しています。というの
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は、小規模の学校が統合した学校は、どうしてもその元の学校の教員がそこへ異動してい

くというケースが多くあります。となると、小規模経験が長い先生が大規模の学校に勤務

するなるわけですね。そうしたときに、やはり先生側の戸惑いというものも実は生徒指導

や子どもの指導の上にはある。そういうところが少し保護者も地域にはやはり見てとられ

ているのかなということを感じております。 
【まとめ】 
最後に、もう時間がまいりましたのでまとめたいと思いますが、では、今後の課題とし

てはどういうものを今考えているのかということですけれども、これはこの報告の中でま

とめたものを整理したもので、7 つの観点を少し挙げてみました。 
（1）は、安定的・計画的な学校配置を見据えた教育独自財源ということがありまし

た。これは大学の先生からの非常に強い熱望もありまして文章として入れたわけですが、

アメリカのように公立学校が一定の財源を持つというふうなことというのはなかなか日本

ではかなわないとは思うんですが、しかし、住民はやはり学校を失うという痛みを伴うわ

けですね。その痛みへの還元ということで、やはり統合校が非常に充実した施設を持つこ

と、あるいは、新しい流れを踏まえた教育システムの中で運営されることを期待されてい

ます。そういった意味で、どうしても財政的な支援がなければ新しいものへ踏み出せない

というのが現状にあります。そういったことを一体どこが面倒見ていくのか、市町村のレ

ベルではなかなかしんどいものがやはり県もしくは国においてそういう支援がいただけな

いだろうかということがあります。 
（2）には、地域の実情に応じた学級編制基準と運用ということです。これはいわゆる

標準法のもとに学級編制基準が定められております。しかし、これは逆に標準法というの

が小規模校を守っております。学級ができれば教員は来るわけです。これが児童生徒数に

応じた教員しか来なければ非常に大変なことになってしまうわけで、これはある意味で非

常にセーフティネットになっている部分があるんですが、しかし、一律な標準を当ててい

くことがほんとうにいいのかと、そういうことが心配されるのと、それから、県が適正規

模のようなものを出したことが足かせになって、そこまで行かなきゃいけないんだという

ことがかせになると非常に過大広域な統廃合をしてしまう可能性もある。これは逆に教育

効果を下げる可能性もあるということで慎重に考えなければいけないだろう。小さな学校

が生きていくための正当性というものもきっちりと説明、担保する必要があるだろうとい

うことです。 
（3）には通学距離基準の見直しということで、特に体力低下等への対応ということで

す。ある教育長さんが言いました。体力テストをすると、田舎の子のほうが体力あるでし

ょうと私が話したことがあるんですが、一言で一蹴されました。「田舎のほうが子どもは

動かない。遊びに行こうといったって隣の家がないんだから、じいちゃん、ばあちゃんが

車に乗せて送り迎えをして遊びに行く。行っては、部屋へ入ってパソコンゲームをして、

そして、おじいちゃん、迎えに来てって携帯で電話をして、そして、迎えに来てもらう」
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と。一歩も動かない。そして、「川で、でも、たくさん泳いでるじゃないですか」、「あれ

は都会から来た子だ」と。「地域の子は川で泳がないんですか」というと、「危なくて泳が

せない」というんですね。町営プールまでおじいちゃんが送ると、こういう話を。ちょっ

と笑い話のような話ですが、実際はそういうふうなことがいわゆる中山間地域で起こって

いるわけですね。 
それにまして、スクールバスを走らせますといったら、ドア・ツー・ドアで子どもが運

ばれていくというようなことが起こったら、まさしくこれで子どもは歩かなくなってしま

うというふうなことが本当に話題として出てきたわけです。 
そういう意味で、やはりこういったことを考えなきゃいけないわけですけれども、た

だ、一方、やはりインフラが整ってきています。ですから、国のほうでは小学校 4 キロ以

内、中学校 6 キロ以内という適正的な通学距離というのが定められておりますけれども、

これを越えても非常に効果が上がる例があるわけですので、そのあたりも柔軟に考えなき

ゃいけないだろうということや、やはり先ほど申し上げた体力低下と、あと、群れ遊びと

いうのがなかなか子どもたち、小規模校でできないわけですので、そういったことのため

には、校庭の芝生化とか、あるいは、総合型地域スポーツクラブとかそういった意味での

支援も重要であろう。本県でも 8 校で、今、芝生化に取り組みまして非常に効果を上げつ

つあります。小規模校の芝生化で子どもたちがほんとうに走り回って運動場で寝ころがっ

て遊んで、そして、土日も学校へ遊びに行きたいといういろんな状況も出てきておりま

す。 
次に、（4）ですが、学校の適正配置と小中一貫教育ということです。つまり、一定の規

模をつくるということは適正配置を進める上で必要でしょうけれども、そうできない場

合、その一つの生き方として、小中一貫教育というのがあるだろう。これは京都市なんか

も非常に都市型で行われていますが、特に中山間地域で小・中学校が隣接したようなとこ

ろはやるべきじゃないかという考えを持っています。県でも小中一貫教育モデル校事業を

やっておりまして、高野山という霊場があるところに、小学校 8 人、中学校 8 人という小

さな学校が隣接してあります。その学校をモデル校に指定して、今校舎一体型に変えて、

つまり職員室を 1 つにしました。ただ、その学校であっても 3 年間かかりました。つまり

中学校、小学校のやっぱり文化の違いというのは非常に大きい。しかし、こういったとこ

ろでは導入していくというのは一つの小さな学校が生き残る一つの手法ではないかなと考

えました。 
（5）には、学校統合に向けた教職員の加配措置です。これは私どもは実施しています

が、やはり県財政が非常に厳しい中で、単独措置というのが苦しい状況があります。これ

が 5 年と切られていますのでいつまでできるかということもありますし、現に市町村から

は延長要望が出ておりまして、私どもも政府要望でさせていただいているところでござい

ますけれども、ワンストップサービスの提供というのがやはり必要で、地域の窓口として

いろんなことを総合コーディネートする役割というのが要るだろう。 
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ただ、統合後に要るというだけでなく、ニュービジョンの会議のときには、統合前にも

要るんではないかということがありました。というのは、統合する前の年はどういう状況

だったかというと、各学校は閉校式に向けて一生懸命仕事をします。つまり、閉じること

に一生懸命になる。つくることよりも閉じることに。じゃあ、つくることをだれが考える

のかといったときに、その役割を担う者がない。 
ニュービジョンの委員に入られた企業の方が言われました。企業がもしこういうふうな

組織改革をするならば、当然、準備室をつくって 1 年前から動き始めて、その準備室長が

その支社長になるというような形で動いていると。県立学校もそうなんです。県の中で新

しい学校をするときは県教育委員会の中に準備室をつくる。 
しかし、市町村は県費負担職員ですので、学校教員を行政で入れることは充て指導主事

で認められているだけですが、こういう仕事が任務ではないわけであります。そういうと

ころでは、じゃあ、どうするのか。市町村でそういう教育委員会で新たに人員を置けるか

というと置けない。一体だれがその仕事を担うのかという空洞があるというのが実態であ

ります。このあたりも非常に急所を突かれた意見だったなと思っておりました。 
（6）には国・都道府県・市町村の役割分担と、これをどうしていくかということです

が、特に国に対してやはり支援というものを強く求めていきたいというものがありまし

た。何と言っても、先ほど申し上げましたように、県はメリットを感じないというわけで

すが、国は財務省をはじめ大きなメリットを感じるところがあると思います。ですからこ

そ、このことについては非常に総合的な支援をいただきたいと思っているところでござい

ます。 
そして、（7）は地域文化を守る廃校舎跡の利活用と。これはやはりなくしたけれども生

まれたという実感を地域の中につくることが非常に重要になってくると思います。いつま

でもかぎのかかった校舎が、もう窓ガラスも割れるような状況で残っていることは、やは

り地域の衰退につながるだろうと、こういうことも非常に重要だろうと思っております。 
次にめくっていただきますと、これはちょっと手前みそですけれども、この 11 月 1 日

に和歌山県の田辺市という町に非常に小さな廃校になった上秋津小学校という校舎を利用

して新しい農業法人が株式会社をつくって、宿泊体験型の施設を廃校舎利用でつくりまし

た。この地域が生涯学習が非常に盛んでまちづくりが非常に盛んだったという背景はある

んですけれども、地域の活力になっていって、あるいは、学校を失ったけれども、地域の

自信につながっているという好事例だと私どもは捉えております。これには農林水産省を

はじめ各省庁が支援をいただいております。 
最後に、終わりになりますが、学校設置にかかわる支援は市町村からの信頼を高め、協

調を強める。今まで県と市町村の関係はどちらかといいますと人事にかかわって、あるい

は、学校指導にかかわって、指導される側とする側というふうな関係でしたが、こういう

学校設置にかかわる支援をしていく中で、共に土俵の上へ座った話ができるようになっ

た。これは私どもにとっても非常に益のあったことだなと思っております。 
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次に、先ほどから申し上げているように、メリットが見えにくいだけにやはり理念が重

要だろうと。これがしっかりしていないと、いわゆる数合わせであるとか、経済論理でや

るんだろうということになってしまいますので、そうではないということをきっちりと説

明すること、そういうことで県としてはニュービジョンでありますとか指針を出していっ

たということがここにあります。 
3 点目は、国からの明確な支援が市町村の責任ある教育行政を進める原動力となると思

っております。平成の合併をするときに、各省庁はこぞって合併支援策を発表されまし

た。でも、学校統廃合についてもやはり農林省や総務省、経産省も文科省と同じような土

俵に立っていただいて、地域振興でありますとか、あるいは、そういう地域のまちづく

り、農業振興というような視点もあわせて、ぜひ国から手厚い支援を市町村に出していた

だきたい。そのことが市町村が自信を持って住民に説明をして、そして、この問題につい

て解決をしていける大きな突破口になるのではないかなと感じております。 
以上、非常に足らずの説明でございます。ちょっと時間を延長して申しわけございませ

んでしたが、和歌山県として今まで考えてきたことを多少意見を交えながらお話しさせて

いただきました。終わらせていただきます。ありがとうございました。 

質疑応答

【葉養国立教育政策研究所部長】 
・行政がやることは議会に条例、学校設置条例の改正案を出して通すところまでだ。それか

ら先は統合校の校長がおられるわけだから、教職員も配置されているわけだから先生方の

責任だという、そういう感覚が相当あるような気がするが、それに対して、だから、指導体

制とか、あるいは、特色ある学校づくりというそのアフターケアの側面をどういうふうにサ

ポートしていくかというのはかなり大きな課題なのか。具体的にどんなことを、指導主事の

先生がおられるんで考えておられるか 
・過疎地とか非常に厳しい状況をたくさん抱えた地域の教員養成系のカリキュラムの中に

もあまり規模対応の授業科目ってない。（中略）例えば複式校で指導をする力を身につける

ためのカリキュラムがない。だから、県もそうだし、あるいは、市区町村教育委員会もそう

だし、あと、教員養成系がこういう問題にどう対応するかという、全体的に動かしていかな

いと、ただ何か指導体制が困ったということだけで終わってしまう懸念もあるので和歌山

県としての考え方。

【岩橋指導主事】 
私のほうはこの 30 市町村すべてというわけにはいきませんが、統合加配が入っている学

校、本年度でしたら 11 校ございます、そこに集中的に学校訪問と教育委員会訪問をさせて

いただいております。ここにもありましたように、信頼関係をまず築くというのが非常に難
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しく、行かせていただいても、人事主事ではないのに何をしにという非常に警戒心をあらわ

にされるところもありますし、じゃあ、純粋な教育面での指導かというとどうもそうではな

いなということで、そのまず壁を取り払うのに同じ立場で新しい魅力のある学校づくりを

していきましょうというようなところからお話を申し上げております。 
昨年度は市町村支援室でしたのでなかなか財政的にも難しく、指導訪問もちょっと回数

が少なかったんですが、本年度は非常に充実させようということで今県内をくまなく歩い

ているところですが、統合加配を入れているにもかかわらず、じゃあ、実際どんな仕事をし

たらいいのですかと素直に聞いてこられる市町村も、今ごろというような形でもう正直な

話ございます。 
こちらから提案さしあげているのは、まずは学校のあり方そのものを加配の先生中心に

考えていただきたいということです。保護者や地域の方から苦情や意見などを待つのでは

なくて、ないからもういいというのではなくて、学校から積極的に働きかけていきましょう

と。それは広報的な活動にもなるかと思いますが、学校がなくなった地域への活発な学校か

らの情報発信というようなこと、それから、廃校になった学校のいろんな備品、それから、

今までの歴史的なものをどう保管、展示していくかというような具体的なことであります。 
あとは、スクールバスは購入しました、運用もしています、校舎も一部改築してきれいに

しています。では、中身をどうしていくか。さまざまな指導方法であるとか、学校の新しい

学校としてどんな取り組みをしていくか、小さい学校で伝統的な行事をずっと受け継がれ

ていた場合、それを統合した学校でどういうふうに反映させていくかとか、そういったこと

を、じゃあ、具体的にどうしていきましょうというようなお話をさせていただいています。 
その中で課題が出るのが、小さい学校だったときに持っていた、子どもたちの感性の豊か

さがどうも隠れてしまっているような気がするという悩みを打ち明けられることもありま

すので、そういった部分をどう引き出していくか、全体でどう育てていくかということも大

きな課題であります。 
それから、一番お願いをしているのは、さまざまな学力テスト等の結果をどうしていくか、

少しでも目に見えて上げていく。そこも大切なことでしょうが、それよりも、まず学習意欲

を、子どもたちがどう学習したいという気持ちをどれだけ盛り上げられるか、そのためには、

先生方がまず盛り上がりましょうよと。私たちは新しい学校で新しい教育を目指すんだと

いう、まず先生方が一つになって盛り上がった気持ちを子どもたちに伝えて、子どもたちに

どんどん広められたらいいですよねというようなお話をしております。具体的にこんなふ

うに取り組んでいるんですよというような報告を受けるのはなかなか数が少なくて、まだ

まだ 5 年という切られた期限ですが、まず信頼関係をつくるというところから今ちょうど

一歩歩み始めたというのが現状です。 
 
【田村副課長】 

では、今のお話を少し踏まえながら述べさせてもらいます。 
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まず、1 点目の指導体制の充実とか特徴ある学校づくりの面では、これは先ほども申し上

げましたように、教員が小規模校から集まってくるんですけれども、寄せ集め集団になって

しまうということです。つまり、自分が人事内定を早くに出して、私はあの学校へ行って学

校づくりをするんだという意識を早くから持てればいいんですが、どうも人事システムの

中では内示があるまではどこへ行くかもわからない。そういうことは、着任校が決まるまで

は他人事でいると。そして、年度末に決まって行って、さあ、やろうといっても、何か新し

いものをつくるという発想は出てこないというのがあります。 
これをどうするかというのが私どもの一つ大きな課題かなと思っておりますし、先ほど

申し上げましたように、行政側としての準備室のようなものが市町村でできないという問

題とも絡んできます。 
つまり、新しい学校づくりというものがうまく計画されないままスタートを切らざるを

得ないのが今の実情。だから、それが裏返しのように、数合わせじゃないかというところへ

住民の側がお考えになるところの要因の一点だと思う。これを大きく改善をしなきければ

いけないと私たちは問題意識を持っておりますし、そのために加配した統合加配の教員に

対する働きというものを、今、岩橋が申し上げましたように、非常に綿密に指導していって

いるというのが実情でございます。 
次に、2 点目にお尋ねがありました大学との関係ですが、和歌山大学は早くからこのへき

地複式については研究をされておりまして、附属小学校には複式学級をつくっております。

これは全国で珍しいんではないかなと思いますが、1 年から 6 年まで複式経験をする子、複

式枠で募集をしまして、複式経験をする学級をつくっています。その中で研究をするという

ことをしていますので、和歌山大学は非常に先んじている部分があるのかなと思いますが、

ただ、そのいわゆる成果が現場の複式学級へどれだけ反映しているかというと、そこはなか

なか見えにくい部分があります。 
また、和歌山大学は今、県教育委員会とジョイントカレッジという連携事業を持っており

まして、その中では、学生のへき地複式訪問を希望者を対象に、かなりの多くの数を行かせ

ています。そして、夏休み期間ではなしに、授業が行われているときに行って、そこで子ど

もたちの複式授業というのを体験するということもカリキュラムの中に入れておりますの

で、そういう意味では少しは取り組んでいるかと。ただ、それを本当に実態として教育効果

のほうへどう反映させるかということが今後の宿題であると認識しております。 
 
 
【池田委員】 
・統合が終わって一つの学校になったという感覚をもつ面での苦労 
・寄せ集め的な小さな学校から集めてきた先生たちでは集団の指導ができにくい、先生た

ちにとってはそこにその地域とのかかわりがあったり、住居の問題があったりしている

わけなんですが、そういう面をどの程度まで県の教育委員会なりがお考えになったのか 
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・社会性や協調性の向上、群れ遊ぶ場をどういう形で確保してあげているのかとか、学校

がどう確保しているのかとか、そのあたり、カリキュラムとのかかわりというのもかなり

あるだろうと思うんですが、そのあたりがどうなっているのか 
 

【田村副課長】 
非常に具体的なご質問で、なかなかすべての学校でそうだというふうなことがなかなか

できないところがあるんですけれども。 
まず、今おっしゃっていたように、結局は学校づくりといってもすぐぱっと新しい学校が

できるわけではなしに、みんな元の学校を引きずった人間が集まってきて、そして、年次進

行でだんだんと熟れていくというんですか、そういうものだと思っています。 
ですから、学校というのは看板を書きかえてどこか場所を変えればそれで新しいものが

すぐできるかというと、そうではもちろんないと思います。ですから、そういった意味で、

子どもたちの元の帰属した学校のよさというものをどれだけ引き継ぎながら、子どもたち

の意識改革を丁寧に図っていくかということだと思います。 
何よりもやはり小規模な学校にいる子どもたちが規模を大きくしていったときに、なか

なか人間関係や、あるいは、自分の自信というものがつきにくい部分がありますので、やは

りそういう意味では特別活動とか総合的な学習の時間等をうまく使ったカリキュラムで子

どもたちに体験を通じて自信を持たせていく、そして、やはり力強い学習に取り組めるよう

な状況をつくるということが必要ですし、私たちもそういうところをきめ細かく指導して

いきたいと思っております。 
また、教員の問題についてはおっしゃったとおりです。ちょっと表現はよくないかもわか

りませんが、小規模校に配属される先生の中には、大規模な学校では実力がうまく発揮でき

なかったようなケースの方にある意味で小規模で力を発揮していただこうという人事をす

るケースもあります。 
そういうふうな方が今度集まってくると、今おっしゃった懸念されたようなことが起こ

り、大きな規模の経営というのがうまくいかなくなってしまう可能性があるわけなんです

ね。 
ですので、そういう意味では私たち自身もやはり人事のほうときっちり連携を綿密にと

りながら、計画的な人事配当をして、そして、やはり力のある教員をポイント、ポイントに

ちゃんと配置しながら、その学校が目指す教育が実現できるようにして支援をしていくと、

これはもう人事権を持つ県のほうがやはりしっかりと責任を持たなければいけないんでは

ないかなというふうに思っております。 
あと、社会性のところは結局学校で子どもを預かるということは非常に難しい時代にな

ってきていますが、スクールバスの発車時間もあったりしてなかなか実現はできないです

が、うまく時間をつくって、マラソンや体育的な活動を入れたり、子どもたちが楽しみなが

らともに集団で活動する機会は増やしていく、こういった取組をしている学校はたくさん
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あります。そこの意識は非常に高く持ってくれていますが、もう少し充実できるようにして

いきたいなとは感じております。 
 
 
【山重委員】 
・適正規模をつくられて想定されてさらに統廃合を進めていくということで、山でいうと何

合目まで今来ているのか。 
・市町村の実は枠を超えたところで統廃合するケースというのも、そのほうが望ましいので

はないか。 
・都道府県の支援がなかったら進まなかったというような印象を持っておられるのか、ある

いは、やはりなくても進んだけれども少しお手伝いができたぐらいの感覚なのか。 
 
【田村副課長】 

まず 1 点目の何合目か。なかなか難しいですが、でも、やっぱりムードとしてはやはり 7
合目、8 合目まで来たような気がします。市町村がやはり真剣に考えていただけるようにな

ったという。それが実現するかどうかは別ですけれども、そして、大規模な和歌山市などで

もそういう協議会を設けて動き始めました。ですから、そういう意味では私たちの動きとい

うのは一定のお手伝いはできたのかなと。 
ただ、それが県が動いたからうまくいったのかどうかというあたりの判断はなかなか今

結論が出るものじゃないと思います。ただ、県が動いたことによって市町村が動きやすくな

ったことは事実です。極端に言うと、統合のために何かやるとすると、予算を取れば議会を

通さなきゃいけない。その議会でなぜこんなことをするんだという議論になる。ところが、

県が事業をするならば、県に乗っかって取り組むということであれば市町村は動きやすく

なる。国や県の事業を使うというメリットはあると思います。 
次に、市町村を越えたということですけれども、これは非常にやはり難しいと思います。

委託として一部の児童を市町村境を越えて通学させるという、ケースは県内にもございま

すけれども、やはり学校を超えて、長野県なんかは一部報道があるように中学校も委託して

しまおうというような動きがおありのようですけれども、やはりそこまではいかない。やっ

ぱり教育長さんは自分の町を守るという気持ちがありますので、そこはまだ和歌山県では

ございません。 
 
 
【大嶺委員】 
・統廃合に対する期待の充足状況というこのマトリックスの中で、「期待弱いが充足された」

という中に、「地域との新しい学校づくり」というのが入っている。具体的にどんなような

取り組みをしていく中である程度充足されていったのか。 
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・課題の 4 番目で、適正配置と小中一貫教育というところで、今、1 校で小中一貫教育モデ

ル校事業ということですけれども、こういう形態でも適正配置ですか。 
 
【田村副課長】 

地域としての新しい学校づくりと、地域性をどう生かすかと、これはある事例で申し上げ

ますと、それぞれ地域には固有の祭りとかいろいろな特性を持った行事とかがございます。 
そういうものをその学校で発表会をすると。そのことで、両地域の方に来ていただいて、

そして、地域の方と一緒に子どもの成果を発表する。それを、もとのＡの祭りをＡの子がや

るというだけじゃなしに、Ａ、Ｂ集まった子どもたちでＡの祭りもＢの祭りもやると。そう

いうふうなことで、いわゆる地域性をその一つの学校の中で統合していくようなこととい

うのは行われている例がございます。 
また、小中一貫については、教育長さんから伺ったお話の中で、こういうことに踏み出す

には勇気が要るようです。というのは、将来的に統合するだろう学校に小中一貫教育という

新しいシステムを入れていくと、やはり今度その統合するときの足かせになる可能性もあ

るわけです。つまり、小中一貫教育でこの学校づくりをしようということは、私たちの町と

してはこの学校を残していくんだということについての一定のきっちりした覚悟が要る部

分があるようなお話は伺ったことがあります。 
ですので、長期的なものも見ながら考えられているところがありますが、ただ、先日もこ

の一つの小中一貫事業で私が行きました発表会の席では、県内各地から参観においでにな

っていまして、やはりこういうシステムでの学校存続ということを考えている地域は県内

各地に多々あるなということは実感しております。 
 
 
【加藤委員】 
・3 つの学校が統合した段階で 97 名から 83 名と 14 名減になっている。17％減という減少

率はこれからも続く傾向にあるのか、底打ちするのか、人数のばらつきがあればすぐに複式

化の措置がとられるのかもしれない。 
・義務教育ニュービジョン研究会が出した確かな学力の創造ですとか、ビジョンに向けたも

のと、年度の途中ではある。この具体的な実践の効果、整合性というのはどのように評価し

ているのか。 
 
【田村副課長】 

まず、串本西小学校の例ですけれども、下の数字はですから平成 19年度の子どもの数で、

それが 6 年生が卒業して、そして串本西小ができたときにこれだけ数が減ってしまったこ

とになります。 
ちょっと細かいデータは今持っていないのですが、この傾向は今後も続いていく。ですか
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ら、今後統合しても複式ということが想定されます。県では複式解消にかかわって非常勤講

師を措置するような制度をしたりしておりますけれども、今後こういうふうに統合校が統

合したのにまたかということにならないように、どういうふうな対応があるかを私たちが

考えていくのも一つの宿題であろうと思っております。 
あと、義務教育ニュービジョンのほうで学力の問題が出ました。先ほど指導主事の岩橋の

ほうからも言いましたように、どうしても小さい学校というのは楽しく子どもたちが元気

にというふうなところがやはり一番にきまして、学力問題というのは個別の問題になって

きてしまうところがあるわけです。そこを、そうではないですよと。そして、統合したとい

うことに対するメリットはやはり学校の活力であり、学力の向上ということが一つの柱に

なる。 
そういう意味では、私どもが先ほど 7 合目、8 合目と言ったのは、いわゆる統合を進める

という市町村の動きについてはそうですけれども、いわゆる統合をした効果がどうかとい

うあたりについては正直まだ 5 合目もいっていないというふうに思っています。そこは切

り分けて考えなければいけないかなと。 
そういう意味では、私たちもやはり統合した学校がほんとうに学力向上につながってい

ったのか、子どもたちのいろんな体力やいろんな面で教育効果が上がったのかがどうかは

これから検証をしていく必要があるととらえております。 
 
【貞広委員】 
・適正規模になっている学校と複式になっている学校の間で、どの程度この県の指針が出る

ことによって実際に統合が促進されたのか 
・統廃合に関する期待の充足状況のところで、「指導体制の充実」や「特色ある学校づくり

の推進」といういわゆるリレーに相当する部分の解消度がそれほど期待したほど高くはな

い。ただ、串本西小などについては県費の加配が統合加配 1 名、学力向上で 1 名、2 名もつ

いているというのは非常にかなり無理をして加配をつけている。広報活動やモデルケース

の提示はあるのか。 
 
【田村副課長】 

1 点目の、そうなんですね。複式であれば非常に理解をされやすいけれども、危険水域で

いっている学校は今でもいいじゃないかという意見がある。 
けれども、やはり教育長さん方や校長先生方の中に、学級 20 人の規模というのは先ほど

ちょっと経験則的に申し上げましたが、やっぱり 20 人学級はつくりたい、つまり 20 人の

大体掛け算 120、つまり 100 人を割りたくないと。100 人を割ったときにはちょっと危険

水域に入っていた。それが複式になっていない、あるいは、一学年、一部だけ複式であるよ

うな、あるいは、なり得るような状態であってもそれについてはやはり統合を考えなきゃい

けないということは多々伺いますし、今まで統合を進めてきた学校の中にもすべてがそう
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いう完全複式の学校ではなしに、複式になっていない学校同士の統合ということもありま

す。 
ですので、そういう意味ではやはり適正規模といいますか、やはり学校の活力維持のため

の集団づくりということについては非常に関心をお持ちになって取り組まれていると認識

しております。 
次に、加配がこれだけ入っているということなんですが、それを県が広報するというのも

あるんですけれども、なかなか理解はしていただけない。住民にとっては、やはり先生 1 人

来てくれたという喜びは一方あるんですけれども、教員にも誰が加配ですよという看板を

つけているわけではありませんので、なかなかそれは見えにくいし、時限的なものでもある

ということもありますので、県からここを広報するということは難しいのかなと。 
ただ、私たちとして願うならば、校長先生や教育長さんはやはり地域にこのことをやはり

言ってほしいなという、ちょっと甘えた考えかもわかりませんが、そこを住民にも理解して

いただく、県は頑張ってやっていますよということを見せていきたいなとは思っておりま

す。 
あと、統合加配が一体どのような働きをするかということは、岩橋が先ほど申し上げまし

たように、思ったような動きをしていないケースがやっぱりあるわけなんです。つまり、加

配を入れたとしても、それはいわゆる 1 人先生が増えたというだけの認識であると。それ

は先ほどの統合校づくりというところとつながってくるところがあって、校長先生も、とも

かく仲よくみんなで動いていければいいということが先になっていて、その統合加配をも

らったんだから新しい学校づくりをするんだというところになかなかたどり着けてないケ

ースがある。それをどのように教育委員会として支援をするかと。 
そういう意味では、先ほどおっしゃっていただきましたように、そういう指針のようなも

のをきっちりつくって、こういうふうな学校づくりをしていきませんかということをやは

り私たちが提案していくということは非常に重要なキーワードではないかなというふうに

は思っております。 
 

 
【中西委員】 
・県で独自に適正規模を設けられて中学校を引き下げられている。将来的な見通しも含め

て、この引き下げたことによるリアクション、あるいは、どういうふうに見ているか。 
 
【田村副課長】 

ニュービジョン会議の中での議論があったのは、実は和歌山県は国の基準でいうと中学

校は適正規模を下回る学校の割合が 8 割になります。この 8 割にある学校をそのままこの

基準を使っていくことが市町村にとっての何か非常に強い圧力やプレッシャーにならない

だろうか。あるいは、空数字というんですかね、何か理念だけが先行していて実態に即して
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ないじゃないか、そのあたりで 6、そして、9 とか、いわゆる割り切れる数ですけれども、

その中でいろいろな議論が揺れました。 
その中では、県としてはやはり現状の中でより認識されて取り組みやすい、それでいて、

一定小規模でも国の基準を下回っていても各委員からいいと言ってくださっているという

ところの数字で 9 としました。 
このことがどういうふうに動いているかと。実は中学校の統合というのがまだ数がそれ

ほどありませんのでなかなか実証的なことは申し上げられませんが、特に教育委員会のほ

うからはそのことで何かご意見があったりということはないというのが実情でございます。 
 
 
【岩﨑委員】 
・人事にかかわる問題。加配の先生をどういうふうに選ぶのか。 
・余剰の教職員、特に管理職をどのようにされたのか、活性化のために、採用についてどの

ような考えがあったのか。 
 
【田村副課長】 

統合加配の人選は非常に重要な観点でありまして、突然行っても地域性がわからない人

間がなかなかこういう働きはできない。ということは、統合前の学校の中で核になっていた

先生がそういう役割を担うということで加配枠になって、そして、他の先生が入るというケ

ースが多くあると思っております。 
また、教員の余剰についてはこれは定数のほうでそれを読みながら採用枠をどうするか

ということを見ながらやっておりまして、今のところ、非常に混乱した状況はありません。 
あと、管理職についてはこれは一番人事のほうから意見がありまして、こういうふうに学

校が減っていったら管理職を降格できない中で、ポストがなくなってどうするのかという

ことで、管理職登用のことについては非常にいろいろな議論があって、市町村の中では学校

減によって待機組が増えていることについて少し懸念する意見をされるケースがあります。 
若い教師の採用については積極的にこういう統合校へも入れるということも視野に入れ

ながら実施しております。 
 
 
【小川主査】 
・今後の課題（2）で「地域の実情に応じた学級編制基準と運用」について、県が今の法制

度のもとでも自由にできる部分と、やっぱりそれでも統廃合を進めていく上で県の今持っ

ている裁量の権限だけではどうしても対応でき切れないということ。具体的にどういうこ

とを考えられているのか。 
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【田村副課長】 
今言われたように県もかなり裁量権を持っていますので、学級編制について非常に弾力

的に考えることはできますが、ただ、一つ懸念をするのは、じゃあ、そこが統合するからい

ろいろ弾力的にしていきましょうとか、統合の可能性があるから対応しましょうというよ

うなことをなかなか制度として打ち出しにくい部分があります。 
というのは、生徒の数というのはそういう小規模校ですので年次によって非常に揺れが

あります。ですから、そういった中で一たん制度として入れてしまうとその学校が特別の学

級編制が認められるような学校になるというような認識を持つケースもあるのかなと思い

ます。 
ただ、ここで書かせていただいているのは、いわゆる 12 から 18 とか 9 から 18 というよ

うなそういう学級編制の規模を適正化の基準に置くということが、その基準まで達するま

で統合を進めていかなければいけないということを市町村が思ってしまわないかというこ

とへの懸念であります。 
つまり、当時この新教育システムで議論したときの大学の先生方からのご提言の中で出

てきたものですけれども、いわゆる統合というのが優先されて学校規模を大きくすること

が何でもいいわけではなくて、やはり地域やそういう子どもたちの実情に応じた中でこの

規模を下回っていてもいい状況がやはりあるわけなんです。基準を出すことによって、いわ

ゆる機械的にそこへ近づけるために物事が動いていくことは非常に危険性があると。その

ことについての戒めというんですか、そういう制度というものに縛られた形になると形骸

化しますよと。ですから、そこは慎重に考えてくださいというご意見のもとに、私たちもそ

ういう考えは持たなきゃいけないということで書かせていただいた部分でございます。 
 
 
【小川主査】 
・例えば、学級編制の権限を市町村に下ろすとその辺のところはかなり市町村独自で考えて

状況に対応するということでよろしいんですか。 
 
【田村副課長】 

ただ、そう下ろした場合にそれだけ人がついていくかということがありますね。つまり、

うちがそうやって下ろしたから、だから先生をたくさんくださいといったときに、はい、ど

うぞといって県が出すかというと、国へ出すときにはそういうことではなしに法定数のも

とに数が来るわけでして、その中でそれをいろいろ運用しながら配っていく中でそういう

ことが実際できるかと。 
市町村にそういう人事権なり任用権なりが下りていけば、それは独自にいろいろのお考

えの中でやっていけるのかもわかりませんが、現行制度の中であっては市町村がそういう

ふうな独自性を持つということはやっぱり非常に難しいんではないかなと思います。 
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配布資料 2-1 和歌山県における小中学校適正規模かの取組（抜粋） 
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