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平成２６年度 第１回西伊豆町立文教施設等整備委員会会議録 

 

１ 日 時 平成２６年７月１５日（火） 午後１時３０分から２時５０分 

２ 場 所 役場本庁 ３階会議室 

３ 出欠席 委員：別紙のとおり 

      事務局：宮﨑教育長、髙木事務局長、鈴木一博係長、端山三恵子 

４ 傍聴者 １名（伊豆新聞記者） 

 

事務局  それでは、「平成 26 年度第１回西伊豆町立文教施設等整備委員会」

の開催の前に委嘱状の交付を行いたいと思います。町長からの交付に

つきましては、代表者の方１名のみとさせていただきます。他の委員

に皆様につきましては各テーブルに事前に配布させていただいており

ますので、ご了承願います。なお、委嘱期間につきましては、通知で

ご承諾いただいたとおり、平成２６年７月１日から平成２８年６月３

０日となりますので、平成２６年７月１日付けの交付とさせていただ

きます。では、藤井町長よろしくお願いいたします。それでは、委員

を代表いたしまして、仁科区長会長、前にお進みください。 

 

（委嘱状の交付） 

 

事務局  それでは、席の方にお戻りください。では、改めまして、ただいま

から「平成 26年度 第１回西伊豆町立文教施設等整備委員会」を開催

いたします。私は、教育委員会事務局の髙木と申します。よろしくお

願いします。 

     なお、本日の会議は会議録を作成します。録音もさせていただきた

いと思いますので、ご了承のほどよろしくお願いいたします。続きま

して、第 1 回西伊豆町立文教施設等整備委員会の開催にあたり、西伊

豆町長よりご挨拶申し上げます。 

 

町 長  皆さんこんにちは。本日はお忙し中、第１回西伊豆町立文教施設等

整備委員会にご出席いただきまして、誠にありがとうございます。最

初の会議にあたりまして一言ご挨拶を申し上げます。当町では、尐子

高齢化が急速に進み、生産人口も減尐していく中で、１０年後、２０

年後を見据えた行政運営をしていかなければ、様々な面で非常に厳し

い状況になることが考えられます。役場でも西伊豆町の将来を考える

プロジェクトチームを２０代、３０代の職員を集めて立ち上げまして、

これからの西伊豆町がどのような姿になるのかを想像しながら対策を
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練るようにしたいと思っています。このような状況の中で、園児、児

童、生徒数も年々減尐し、昨年度の町全体の出生数は僅か２２人とな

ました。最近、今年度の状況について福祉係に聞いたところ、今のと

ころ母子手帳を取得した方が１４名ぐらいだそうです。それを考える

と大体昨年度ぐらいかと予想をしています。そうなりますと、西伊豆

町の出生数は２５人から３０人くらいになるのではないかと思ってお

ります。また、巨大地震による津波等の災害も心配され、子ども達だ

けでなく、住民の命を守るための、防災、減災対策も急務であると考

えております。当委員会におかれましては、町内の幼稚園・保育園、

小学校、中学校の今後のあり方についてご議論いただき、町といたし

ましては、皆さんの意見を参考に、これからの整備を決めていきたい

と考えております。この問題は、当町だけでなくて、隣町の松崎町も

同じような傾向にあり、同じ悩みを抱えていると想像しておりますの

で、議員さん方と話し合って、広域行政が出来るかも検討していきた

いと思っております。今年度、県から宮﨑教育長を呼びました。思い

切った教育改革をしたいと、これからの西伊豆町、賀茂郡の教育改革

を宮﨑さんが先頭に立ってやっていただきたいという思いがあって、

知事にお願いしまして、来ていただきました。今年、松崎町で給食セ

ンターを予定しております。西伊豆町もその中に加わることができる

かどうかを、検討するように教育長にお願いしてあります。できれば

一緒にやりたいとの考えもありますが、先生方、父兄の方々とも相談

しなければならないことも沢山あると思いますが、なるべく無駄を省

く教育行政の広域化を進め、他の広域化も教育を先頭にすれば割とで

きるのではないかと思っておりますので、皆さんの忌憚のない意見を

聞きながら、将来の西伊豆町の子ども達を育てるのにどうしたら良い

かを皆様方と一緒になって考えていきたいと思っておりますので、宜

しくご審議のほどお願いいたします。 

 

事務局  ありがとうございました。町長はこの後の別の公務がございますの

で、ここで退席をさせていただきます。 

 

 （町長退席） 

 

事務局  次第続きまして次第の４委員紹介に入ります。本日は初めての会議

でございますので、各委員様から自己紹介をお願いしたいと思います。

名簿順に自己紹介をお願いいたします。それでは最初に仁科区長会長

さんよりお願いいたします。 
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 ―委員自己紹介― 

 

事務局  続いて事務局の自己紹介をおこないます。 

 

 ―事務局 自己紹介―  

 

事務局  続きまして、次第の５「委員長・副委員長の選任」ですが、西伊豆

町立文教施設等整備委員会規則第５条第１項及び第２項により、委員

長及び副委員長各１名を委員の中から互選することになっております

が、どのようにいたしましょうか。皆様にお諮りさせていただきたい

と思います。 

 

委 員  事務局で案があればお願いします。 

 

事務局  では、事務局からご推薦させていただきますが、宜しいでしょうか。 

 

 ―異議なしの声― 

 

事務局  それでは、事務局案を申し上げます。委員長に田子区長会長の山本

義通委員、副委員長に宇久須区長代表の山地正常委員をご推薦したい

と思いますが、みなさまのご意見をいただきたいと思います。いかが

でしょうか。 

 

 ―異議なしの声― 

 

事務局  ありがとうございます。異議なしというご意見をいただきましたの

で、委員長に田子区長会長さん、副委員長に宇久須区長さんというこ

とで、よろしくお願いいたします。では、委員長・副委員長はお席を

移動していただきたいと思います。 

 

 ―委員長・副委員長移動― 

 

事務局  それでは、会議の方を再開させていただきます。ここで新しく就任

されました委員長に、ご挨拶をいただきたいと思います。委員長、よ

ろしくお願いします。 
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委員長  この様な大役は大変不慣れなため、皆さんにご迷惑をおかけすると

思いますが、円滑な議事の進行に努めさせていただきますので、皆さ

んのご協力を宜しくお願いいたします。 

 

事務局  ありがとうございました。これからの議事進行につきましては、委

員会規則第５条第３項の規定により、「委員長は、会務を総理し」とあ

りますので会議の進行の方を宜しくお願いいたします。 

 

委員長  それでは、議事に入ります。議題（１）委員会の開催にあたって事

務局より説明をお願いします。なお、議事ごとに質問の時間を設けま

すので、よろしくお願いします。 

 

事務局  それでは、会議資料の３ページをご覧ください。「（１）委員会開催

にあたって」ですが、記載のとおりでございますが、基本的な事項で

すので、今一度読ませていただきたいと思います。まず、「開催の背景」

になりますが、「当町では、尐子化の影響により児童生徒数が減尐し、

数年後には複式学級となる小学校が出現する可能性が高まってきてい

ます。 また、近い将来発生が心配される巨大地震による津波等の災

害に対応するための減災・防災対策も急務となっています。一方、町

の財政はますます厳しくなることが予想され、持続可能な行財政運営

を行うためには、将来の財政規模を見据えた施設整備も不可欠になっ

ております。」このようなことが、委員会開催の背景でございます。

次に、「検討の基本的な考え方」ですが、園・学校については、尐子化

による規模の極小化と施設維持にかかる財政負担及び津波浸水区域に

ある園・学校の安全対策を踏まえて、具体的な園・学校の整備のあり

方について検討するものであります。 最後に、「協議結果に対する町

の対応」ですが、委員の皆様からのご意見等を踏まえ、今後における

園・学校の整備方針の参考とさせていただきます。簡単ですが、「（１）

委員会開催にあたって」の説明とさせていただきます。 

 

委員長  ただいまの議事についてご意見・ご質問を賜りたいと思いますが、

いかがでしょうか。 

 

―特に発言なし―   

 

委員長  他にご意見はありますか。無いようでしたら、次へ進ませていただ

きます。（２）委員会のスケジュールについて事務局より説明願います。 
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事務局  では、「（２）委員会のスケジュール」ですが、同じ３ページの続き

をご覧ください。まず、第１回、本日の会議になりますが、「西伊豆町

の現状等の説明と全体的な質疑応答」になります。次に、第２回の委

員会では、第１回の委員会の協議を踏まえ、園・学校の整備のあり方

について意見交換を行いたいと思っておりまして、開催時期は９月中

旬と記載されておりますが、事務局案といたしましては、９月２６日

の金曜日ではどうかと考えております。次回の日程については、本日

の会議の最後に皆さんに確認をさせていただきたいと思いますので、

宜しくお願いいたします。次の、第３回の委員会は、基本的には第２

回の継続協議を考えておりまして、開催時期は１０月～１１月頃を予

定しております。第４回目以降の委員会については、進捗状況に応じ

て開催をさせていただきたいと思います。最終の委員会では、委員の

皆さんから頂いた意見やアンケート結果を基に、町としての整備方針

案を報告したいと考えております。 今年度中に最終の委員会までい

くかどうかは進捗状況によって分かりません。場合によっては来年度

も継続して協議するようになるかもしれません。委員の皆様の任期は

２年間となっておりまして、事務局といたしましては、出来るだけ来

年度も継続して委員を務めていただきたいところですが、役職等の変

更によりやむを得ず、委員の変更の申し出があった場合には、柔軟に

対応したいと考えております。 

 

委員長  ただいまの議事についてご意見・ご質問等を賜りたいと思います。 

 

―特に発言なし― 

 

委員長  他にご意見はありますか。無いようでしたら、次へ進ませていただ

きます。（３）西伊豆町の現状について事務局より説明願います。 

 

事務局  では、「（３）西伊豆町の現状について」ですが、①から⑦について、

５ページから１２ページまでをご説明をさせていただきます。ではま

ず、５ページをご覧ください。平成２６年度の乳幼児・児童・生徒数

になります。西伊豆町は一番左の欄になります。一番上が昨年度の出

生数になりますが、ご覧のとおり、西伊豆町全体でも２２人となって

おります。今後も極端に増える要因がないことから、同じような状況

が続くのではないかと思われます。縦の欄の仁科小、仁科地区になり

ますが、ここ３年間は２０人を切るような状況にあります。また、田

子小の欄、田子地区は、ほとんどが一桁台の乳幼児・園児数になって

きております。また、賀茂小の欄、旧賀茂村地区では、ここ数年は１
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０人前後になっておりまして、昨年度は４人しか生まれなかった状況

にあります。西伊豆町の計では、０歳～３歳までは、４０人を切って

おりまして、小中学校基準で１クラスにしかならない状況になってお

ります。また、同じ西伊豆町の計の６歳から１１歳までの計と０歳か

ら５歳までの計の６年間サイクルで比較すると、３２０人が２２２人

となっておりまして、約３割の９８人の子供が減尐したことになり、

賀茂地区の他の市町と比較しても減尐率は一番大きくなっております。

次に、６ページをお願いします。静岡県公立小学校及び中学校の学級

編制の基準になりますが、まず、小学校ですが、「同学年の児童で編制

する学級」の１学級の基準は、１年生は３５人、２年生から６年生ま

では４０人となり、これを超えると複数の学級となります。つまり、

１年生は３６人になると２クラス、２年生から６年生までは、４１人

になると２クラスとなります。次の段の、「２の学年の児童で編制する

学級」、複式学級のことですが、１学級の基準は、１６人です。ただし、

１年生の児童を含む場合は８人となります。つまり、１年生の児童を

含む学級は８人以下、それ以外は１６人以下になると複式学級となる

ということです。ただ、表の下に記載してありますが、静岡県独自の

措置として、小学校で２つの学年を合わせて１５人か１６人の場合は、

１名の教員を加配できることから、複式学級を解消することができま

す。ただし、この措置はいつまで続くかは未定ということです。次の

段の、特別支援学級の１学級の基準は８人となります。次に、中学校

ですが、編制の区分が「同学年の児童で編制する学級」の１学級の基

準は４０人で、それを超えると複数の学級となります。先ほども申し

上げましたが、４１になると２クラスとなるということです。次の段

の、編制の区分が「２の学年の児童で編制する学級」、複式学級ですが、

１学級の基準は８人で、８人以下だと複式学級となるということです。

次の段の、特別支援学級の１学級の基準は小学校と同様に８人となり

ます。では、次に「複式学級になる可能性がある年度」ですが、７ペ

ージをお願いいたします。上の表が田子小学校区になりまして、尐し

色が濃くなっているところが複式学級となる可能性がある学年で、田

子小学校では、平成２９年度に２、３年生が複式学級となる可能性が

あり、次年度以降も複式学級が出現する可能性があります。ただ、数

名の転出入があるだけで、早まることもありましし、解消される場合

もあるような微妙な児童数ではあります。次に、下の表が賀茂小学校

区になりまして、賀茂小学校では、７年後の平成３３年度に２、３年

生が複式学級となる可能性があります。ただ、先ほどの学級編制の規

準でも説明させていただきましたが、２つの学年を合わせて１５人、

１６人の場合は県の複式解消加配の措置がありますので、２年生か３

年生のどちらかが１名増えると、複式学級にならなくてすむはずです。

次に「中学校生徒数とクラス編制の推移」ですが、８ページと９ペー

ジになります。こちらの表は年度毎に、西伊豆中学校、賀茂中学校、

その合計、参考に松崎中学校の生徒数を、現時点での生徒数で推移し
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た場合でまとめたものになります。一番右の部分が中学校になります

が、西伊豆中、賀茂中、計で、尐し色が濃くなっているところは、１

クラスとなる学年で、計のところは統合しても１クラスにしかならな

いということです。この表のとおり推移しますと、平成３３年度から

は町内全ての学年が１クラスとなり、平成３７年度からは、学校統合

しても全ての学年が１クラスになると予想されます。また、賀茂中学

校におきましては、現在、全生徒数は６７人ですが、７年後の平成３

３年度には約半分の３３人となり、次年度以降も３０人程度で推移す

ると思われます。次に、幼・小・中の設置基準ですが、１０ページを

お願いします。幼稚園、小学校、中学校の設置基準はご覧のとおりと

なっております。小学校３校を仮に統合した場合の必要面積は、この

基準に現在の児童数を当てはめると、校舎は１，９００㎡で、運動場

は３，２００㎡になり、校舎と運動場の最低必要面積は、合計で５，

１００㎡となります。また、中学校２校を仮に統合した場合の必要面

積は、この基準に現在の生徒数を当てはめると、校舎は１，５３６㎡

で、運動場は３，６００㎡になりまして、校舎と運動場の最低必要面

積は、合計で５，１３６㎡となります。もし、小中学校が運動場を兼

用する場合は、合計で７，０３６㎡が最低必要面積となります。なお、

これ以外に体育館、プール、駐車場などが必要となります。また、こ

ちらには認定こども園の規準の記載はありませんが、認定こども園の

規準で、現在の就園児数で算定しますと、保育室等の必要面積は約６

００㎡となります。また、園庭の必要面積は約５２０㎡となります。

次に、１１ページの学校施設等の一覧になります。こちらは、園、学

校毎に、建物の区分、建築年次、施設の面積、国庫補助年度、耐震補

強や借地の状況を取りまとめたものになります。表の校舎等面積につ

いては、園舎、校舎、体育館の延床面積になります。園・学校全体の

敷地としては、こちらに記載されている運動場面積と建物敷地の他に、

屋外プール、体育館、駐車場等がございます。耐震補強につきまして

は、備考欄にありますとおり、園・学校施設については、昭和５６年

の耐震基準が変更になる以前のものは既に耐震補強工事が完了してお

ります。ただ、給食施設につきましては、西伊豆中給食室と賀茂給食

センターが現在の耐震基準を満たしていない状況にあります。同じ備

考欄に借地の記載がありますが、大変申し訳ございませんが、１点訂

正をお願いいたします。ＮＯ，１１田子小学校体育館の備考欄に借地

とありますが、こちらを消していただき、ＮＯ，１５西伊豆中体育館

の備考欄に借地と記載していただきたいと思います。大変申し訳ござ

いませんでした。借地につきましては、仁科幼保の園舎、西伊豆中の

体育館、それからこちらには記載されておりませんが、仁科幼保と賀

茂小学校は駐車場が借地となっております。学校施設等の一覧につき

ましては、以上となります。次に、１２ページをお願いします。南海

トラフ巨大地震における津波高推計値になります。こちらの表は施設

毎の浸水高と建物の各フロア高を比較したものになります。こちらの
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数値につきましては、防災担当者が内閣府が公表している被害想定地

図のデータより施設付近をクリックして得た数値ですので、あくまで

も推計値であります。その辺につきましてはご承知おきを願います。

なお、こちらの表につきましては、欄外下に記載してありますとおり、

レベル２の「発生頻度は極めて低いが、発生すれば莫大な被害をもた

らす、あらゆる可能性を考慮した最大クラスの地震・津波」を想定し

ております。また、浸水高とは、平均海面からの高さで、海抜＋浸水

深になりまして、その浸水深とは、浸水域の地面から水面までの高さ

（深さ）になります。数値はご覧のとおりですが、田子小学校と賀茂

小学校については、レベル２でも津波は到達しないと想定されており

ます。また、賀茂中学校につきましては、津波は到達するものの１階

フロアまではこないと想定さてれおります。後の園・学校につきまし

ては、浸水高と建物の階層高を比較していただき、大体どの程度まで

浸水するかを見ていただければと思います。先ほど申し上げましたが、

こちらの数値は正確なものでなく、あくまでも参考程度にお考えいた

だきたいと思います。以上で説明を終わらせていただきます。 

 

委員長  ただいまの議事について、ご意見・ご質問等がありましたら賜りま

すのでお願いします。 

 

委 員  借地ってところをもう一度教えてください。 

 

事務局  NO11 田子小学校の体育館の借地を消していただきまして、西伊豆中

の体育館が借地になります。 

 

委員長  他に質問はありませんか。 

 

委 員  借地の期間はどのようになっていますか。３年で更新するのか。５

年・１０年で更新するのか。 

 

事務局  最短で３年、長いものですと１０年単位だったと思います。今手元

に資料がないので、具体的にどこが何年とは回答できませんが、よろ

しいでしょうか。 

 

委員長  他にご意見はありますか。 無いようでしたら、次へ進ませていた

だきます。（４）アンケート結果について、事務局より説明願います。 

 

事務局  では、「西伊豆町議会文教施設等整備検討特別委員会アンケート調査

結果」をご覧下さい。アンケート調査結果は、町議会が実施したアン
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ケートを基に、教育委員会事務局で取りまとめたものです。なお、最

後から２枚は、実際に配布したアンケート調査表を参考に添付してあ

ります。では、１ページをお願いします。まず、「１ 調査設計」です

が、（１）調査地域は、西伊豆町全域です。（２）調査対象は、町内に

在住の小学生以下の子供がいる家庭です。（３）標本数は、３３９世帯

にアンケートを配布し、回収数は、３０２世帯で、回収率 ８９．１％

となりました。（５）調査方法は、学校、園等を通じての配布と郵送で

行いました。（６）調査時期は、平成２６年 ５月下旬から６月９日の

間で実施しました。次に、「２ 調査回答者の属性」で、「問１ 回答

者の性別」では、９割近くが女性で、ほとんどが母親の回答ではない

かと思われます。次に、「問２ 回答者の居住地」ですが、仁科地区が

ほぼ５割、田子地区と宇久須地区が約２割、安良里地区が１割弱とな

っています。次に、「問３ 回答者世帯の子どもの人数」ですが、１人

も割合が多いように見えますが、最年長の子どもが、乳幼児の家庭は、

まだ、お子様が１人の家庭も多くなっています。最年長のお子様の年

齢が上がるほど１人の割合は尐なくなっています。次に、「保育園・幼

稚園について」の「問４ 幼稚園・保育園いずれかを選ぶ、又は選ん

だ際に保育料は影響がありましたか」ですが、約４割の家庭で影響が

あったとの回答でした。次に２ページ。「問５ 保育園は、何時から何

時まで預かってほしい又は、ほしかったか」では、今後保育園を選ぶ、

又は選んだ方にご回答いただいております。現在の保育時間は、希望

があれば、朝は７時４５分から、夕方は１７時３０分まで対応してお

ります。利用開始時刻希望では、７７．１２％の方が「８時から」よ

り遅い時間ですので、大半の利用者の希望どおりではありますが、「７

時から」と「７時３０分から」もそれぞれ１割程度あります。また、

利用終了希望時間は、「１７時まで」が最も多く、次いで「１８時まで」

となっておりますが、現在、延長保育対応している「１７時３０分ま

で」で対応できる割合は、６１．１５％の約６割になっており、もし

も延長保育を、あと３０分延長し「１８時まで」とした場合は、９３．

６３％の方の希望に対応できることになります。次に、３ページ。「問

６ 現在登園中、登園予定又は卒園した園はどこか。」では、円グラフ

のとおり、回答者の半分が仁科幼稚園・保育園で、伊豆海認定こども

園と賀茂幼稚園がそれぞれ４分の１程度であります。次の、「問７の 

現在登園中、登園予定又は卒園した園の高台移転は必要だと思います

か」では、全体では、「移転は必要」が８６．７５％ありまして、園別

では、棒グラフの比率をご覧になっていただければ分かりますが、「移

転は必要」と答えた割合が最も多かったのが、「賀茂幼稚園」の９４．

３４％で、最も尐なかった伊豆海認定こども園でも７５％の保護者の

方が高台移転が必要であるとの回答でした。次に、４ページをお願い

します。問７－１ですが、問７で高台移転が必要と答えた方に伺って

おります。「その他」を選んだ方には、意見や要望を記載していただ

きました。回答では「町内全ての園・子育て支援センターを統合し、
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１施設として移転する」が最も多くなっておりますが、「その他」も

１７．２４％ありました。表の下に「その他の意見」を記載してあり

ますが、仁科、田子、安良里、宇久須の４地区に分け、更に、選んだ

項目ごとに分けてあります。本来、「その他」を選んだ方の意見欄で

したが、他の項目を選んだ方も記入してありまして、そのまま載せて

あります。また、選んだ項目と記載内容が異なっているものもありま

したが、そちらもそのまま載せてあります。「その他」を選んだ方の

主な意見としましては、「それぞれの地区ごとに移転」とか「通園距

離が遠くなることによる不安」などでありました。詳細につきまして

は、皆さん事前にご確認いただいていると思いますので、説明の方は

省略させていただきます。次に６ページから８ページをお願いします。

問７－２。問７で「高台移転が必要」と答えた方の移転先についての

意見を伺いました。それぞれ、地区や学校を特定した記載もあります

し、単にどのような場所との記載のものもありますが、地区名では「旧

洋ランセンター跡地」とその近辺の意見が多くありました。また、「津

波だけでなく、大雤による土砂崩れなどの心配のない場所」や「既存

の学校利用」などの意見もありました。次に、８ページの続きになり

ますが、問７－３。「問７で高台移転が必要と答えた方は、統合により

遠距離になった場合の通園方法はどうしますか。」を伺っています。こ

ちらは、問７で高台移転が必要と答えた方ということでしたが、問７

で「現状でよい」という方も回答しております。送迎手段のない家庭

は、１７世帯、７．２６％になっています。ただ、この問いにつきま

しては、卒園者の保護者も回答していますので、世帯数としては、も

う尐し尐なくなると思われます。地域別に見ますと、安良里地区が「送

迎手段のない家庭」の比率が大きくなっています。次に、９ページの

問７－４。問７で「現状で良い」と答えた方の意見です。主な意見と

しては、「近くに避難場所がある」、「避難訓練もしている」、「送迎が不

便になる」などの他、「新たな整備に対するコスト増」や「現状での避

難路等の整備」などの意見や要望がありました。次に、１０ページの

大きな項目、「小学校の現状と普段感じていること」になります。問８

で、「複式学級という言葉を知っていましたか」の問いに対し、約３割

の方が、「複式学級」という言葉を知らないという結果になりました。

次に、同じページの問９。「平成２９年度に田子小学校が複式学級にな

る可能性があることを知っていますか。」の問いに対しまして、全体と

して、７６．２５％の方が、田子小学校が複式学級になる可能性があ

ることを知らないとの回答でした。地域別回答の田子地区でも、知っ

ている方は３５％にとどまっており、昨年６月の定例議会の質疑でも

出ておりましたが、まだまだ保護者の皆様に伝わっていない状況であ

ることがわかりました。今後、教育委員会事務局といたしましても対

応を考えたいと思っております。次に、１１ページ。「問１０ 今後の

クラス編制について」になります。「現状のままで、複式学級になって

も良い」との回答が、３１．８２％、「複式学級になるようなら、複式
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解消のため学校を統合したい」が、６２．９４％、「その他」が５．２

４％でした。半数以上の方は、複式解消のため学校統合を望んでいる

状況であります。地区別回答では、宇久須地区の約４割の方が、「現状

のままで、複式学級になっても良い」と回答しております。ただ、ア

ンケートでは「賀茂小が平成３３年に複式学級になる可能性がある」

ことには触れていませんでしたので、その辺の記載があるともう尐し

違った結果になったかもしれません。「その他の意見」としましては、

「現状のままで、複式学級にしてほしくない」との意見もありました

が、先ほど、西伊豆町の現状の学級編制基準でも説明をいたしました

が、基準を下回ると複式学級は避けることはできないということにな

ります。その他は、複式学級に対する賛成、反対の意見が多く、次の

「問１１の複式学級についての意見」と被りますので、次の、１３ペ

ージ「問１１ 複式学級についての意見」を説明します。複式学級に

なることによる「学力の低下や授業の遅れなど学習面での心配」や「同

級生が尐ないことによる競争意識の低下」などのマイナスの意見が多

くありました。また反対に、複式学級賛成のプラスの意見としては、「単

に複式学級の良さもある」という意見や、「先生に丁寧に教えてもらえ

る」などの他、「他地区へ通学するより複式学級の方が良い」などの意

見もありました。次に、１５ページ。大きな項目の「これからの小学

校施設について」になります。「問１２ 現在の小学校の場所は津波の

不安があるか。」ですが、全体としては、「不安がある」と回答された

方が、７３．８１％となっています。地域別回答では、こちらは地区

によって傾向が大きく異なりまして、安良里地区は回答者のすべての

方が「不安がある」と回答し、田子地区は、「不安がある」と回答した

のは２７．４２％と低くなっています。ただ、このアンケートは、西

伊豆町の防災マップが配布される前にご回答いただいている方が殆ど

だと思いますので、防災マップで学校の浸水域を確認した後では、回

答傾向も今回とは異なる可能性もあるのではないかと思っております。

次に、１６ページ。「問１３ 通学している又は予定の小学校施設の高

台移転は必要と思うか。」ですが、全体としては、「現状でよい」が「高

台移転は必要」を多尐上回りましたが、ほぼ半々でした。地域別回答

では、田子地区が「現状でよい」が「高台移転は必要」を大きく上回

っていますが、他地区は、逆に、「高台移転は必要」が「現状でよい」

を上回りました。ただ、問１２の「津波の不安についての問い」と比

較して見てみますと、津波の不安はあるが、現状で良いと考えている

方が結構いらっしゃることが分かります。次に、１７ページ。問１３

－１です。こちらは、問１３で「高台移転が必要」と答えた方にご回

答いただきました。地域別回答では、「１施設として新設する」割合が

多かったのは、宇久須地区と田子地区で、仁科地区と安良里地区は、

宇久須地区、それから田子地区と比べると割合は尐し低くなっており

ます。その他の意見では、「高台移転が必要」と答えた方以外も回答し

ていましたが、そのまま記載してあります。次に１８ページ。問１３
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－２。「問１３で「高台移転が必要」と答えた方で、移転先についての

意見」です。それぞれ、地区や学校を特定した記載もありますし、単

にどのような場所が良いとの記載のものもありましたが、地区名では

幼稚園・保育園同様に「旧洋ランセンター跡地」とその近辺の意見が

多くありました。また、「津波だけでなく、土砂崩れも考慮して」や「幼

保・小・中を同じ場所に移転」などの意見がありました。次に、１９

ページから２１ページ。問１３－３。「問１３で「現状でよい」と答え

た方で、現状でよい理由」ですが、仁科地区では、「裏山に避難できる

から」が一番多く、「避難場所や避難路の整備が必要」との意見も多く

ありました。その他、「日頃の避難訓練が大事」や「屋上の高さが確保

されているから」などが主なものになります。田子地区では、「高台に

ある」と「津波浸水区域でないから」という意見が大半でした。安良

里地区は、「不安が尐ないから」などの意見がありますが、突出した意

見はありませんでした。宇久須地区は、「現状の高さで大丈夫」とか「山

や３階に避難できる」などの他、「他に良い場所がない」などの意見が

ありました。次に、２２ページ。大きな項目、「小学校が統合された場

合について」になります。「問１４の 統合されることにより期待でき

ること」ですが、こちらは、複数回答可として答えていただいており

ます。全体としては、「多くの交友関係ができ、社会性向上に期待が持

てる」が最も多く、次いで「良い意味での競争意識による学力向上」

となっています。地区別の回答でも、その２つの割合はどの地区でも

大きくなっておりますが、宇久須地区では他地区と異なり、「スポーツ

や文化活動がより充実する」の占める割合も大きくなっています。次

に、２３ページと２４ページ。問１４の「統合されることによる不安

について」です。こちらも、複数回答可として答えていただいており

ます。全体では、「登下校時の安全」と「通学にかかる時間や距離が増

える」の占める割合が他と比べても大きくなっています。地区別回答

でもどの地区もこの２つは突出していますが、特に仁科地区は、この

２つの比率が大きくなっていて、田子地区と安良里地区では、「地域が

衰退することの不安」も比較的多くの方が選んでいます。次に、２５

ページからの問１５をお願いします。質問は 「小学校を統合した場

合のＰＴＡ活動にどのような影響があると思いますか」ですが、こち

らも、地区毎に分けてあります。意見を見ますと、肯定的なものより

も、不安があるなど否定的なものが多く見受けられます。肯定的な意

見としては、「ＰＴＡ活動の充実」や「役員負担の軽減」などです。否

定的な意見としては、「意見がまとまらない」や「地域性の違いによる

不安」、「人数は増えるが他人任せになる心配」などがありました。ま

た、直接的ではありませんが、「行事の時などの駐車スペースの心配」

などもありました。次に、２８ページ。大きな項目の「中学校施設の

津波に対する不安について」になります。問１６「現在の中学校の場

所は津波に対して不安はありますか」ですが、全体としては、「不安が

ある」と回答された方が、７８．７２％で小学校よりも大きくなって
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おります。学校区別では、「不安がある」と回答された方は、西伊豆中

学校区が、７６．５％、賀茂中学校区が８４．１５％と賀茂中学校区

の方が不安に感じている方が多くいる結果となりました。ただ、こち

らも小学校同様に、西伊豆町の防災マップが配布される前にご回答い

ただいている方が殆どだと思いますので、防災マップで学校の浸水域

を確認した後では、回答傾向も今回とは多尐異なるのではないかと思

っております。次に、２９ページ。大きな項目、「中学校が統合された

場合について」で、問１７「統合されることによる期待」ですが、複

数回答可として答えていただいております。全体としては、「スポーツ

や文化活動（部活動）がより充実する」が最も多く、次いで「多くの

交友関係ができ社会性向上に期待がもてる」、「良い意味での競争意識

による学力向上」となっています。小学校との違いは、「スポーツや文

化活動（部活動）がより充実」することへの期待が中学校では大きく

なっております。次に、３０ページ。「問１７ 統合されることによる

不安」ですが、こちらも、複数回答可として答えていただいておりま

す。全体ですと、「通学にかかる時間や距離が増える」と「登下校時の

安全」の占める割合が他の項目と比べても大きくなっております。小

学校と同様の傾向にあります。地区別回答では、安良里地区以外は、「通

学にかかる時間や距離が増える」が一番大きく、特に宇久須地区での

比率が大きくなっています。最後に、３２ページから３７ページは、

自由意見ですが、説明の方は省略させていただきます。アンケート調

査結果説明につきましては以上となります。 

 

委員長  ただいまの議事について、ご意見・ご質問等はありますでしょうか。 

 

委 員  いろいろな資料が出ていますけれども、田子小で心配しているのは

崖崩れです。今日配布されている防災マップには、崖崩れが載ってい

ませんが、崖崩れの危険度はわかりますか。 

 

事務局  土砂災害のハザードマップがありますので、そちらの方での確認が

できるかと思います。田子小学校の上ですと急傾斜の崩壊危険の恐れ

がある区域ということで載っております。 

 

委 員  仁科小学校の裏山はどうですか。 

 

事務局  裏山は急傾斜地崩壊危険個所になっています。 

 

委 員  他にご意見はありますか。 無いようでしたら、その他事務局から

お伝えすること等はありますか。また、委員の方からもご意見等はあ

りますでしょうか。 
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事務局  今日の説明をさせて頂いたあと、２回目には幼稚園・小学校・中学

校それぞれについて、複式・災害に対応するために、どういうふうな

整備の在り方がよいのかをお伺いしたいと思います。ですので今日、

分からない部分については充分ご質問をいただけたらと思います。事

務局でもわからない部分は、今日は PTA の方、学校の先生方もいらっ

しゃいますので、より詳しい説明も出来るかと思います。どうしても

今日回答できない部分については、皆さんから御質問を受けた後で全

ての委員の方に文書で回答したいと考えております。今後の統合に向

けた大事な会議になりますので、出来ましたら忌憚のない御意見・御

質問をいただけたらと思います。 

 

委 員  保護者のアンケートの中で旧洋ランセンターへという意見もあるよ

うなんですけど、旧洋ランセンターの現状がよくわからないので、急

傾斜地等いろんな資料があれば併せて必要になるのではと思います。 

 

事務局  出来る範囲で揃えたいと思いますが、地質調査とか壁のクラック等

の調査も、まだ実施しておりませんので、今後具体的に調べていかな

ければならないのかなと思いますが、出来る範囲で出させていただき

たいと思います。 

 

委 員  今防災マップが添付されていますが、やはり地震のことを考えると

津波災害が主体となっているけども、町内には急傾斜の指定地域、あ

るいは土砂災害の危険地域が１００箇所以上あるので、出来ればその

あたりのマップを添付することが出来たらお願いしたいと思います。 

 

事務局  わかりました。 

 

委 員  教育長にお聞きしたいのですが、先ほど町長が給食センターを松崎

にというようなお話もありましたが、出生率をみると松崎も同じよう

な感じだと思いますが、文教設備整備委員会の中に町の方としては２

町一緒にというようなことも視野に入れて考えているのか、それとも

これは町単独で考えたいということでしょうか。 

 

町当局  現状では松崎町については、小学校・中学校が既に１校ずつで統廃

合は終了していますので、なかなか松崎町も一緒に統廃合するという

ような考えは持っていないと思います。ですから長期的な視野ではそ

のような考えは必要になると思いますが、現段階では今松崎町へ声を
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掛けていませんので、西伊豆町内をとりあえずどうしようかと考え方

になると思います。 

 

事務局  今、給食センターの話が出ましたので、給食センターの統合につい

ては今松崎町教育委員会の方と場所も確認しながら、その場所に面積

的に入るものかどうか検討しております。現状としては細長い形状の

土地なので今の人数ですと厳しいのかなということもありますが、今

後減っていく中でどこまで対応できるのか今詰めているところです。

来週、伊豆市の方の同規模のところへ一緒に視察へ行く予定です。ア

レルギー対応や認定こども園への配送もやっているので、その辺まで

対応できるかも含めて検討していきたいと思っています。 

 

委 員  質問ではなく意見なんですけど、複式学級の運営のことについてで

す。私前々任校の南伊豆町立南上小学校で平成１６年度に複式学級の担

任をしていました。そこで複式学級の実態について御紹介した方がいい

かなと思いましたのでお話しいたします。７ページの複式学級になる可

能性がある年度の田子小学校区をご覧になっていただき。それを基にお

話しさせていただきたいと思います。まず複式学級のメリット・デメリ

ットを考えると条件が二つあります。一つは人、そしてもう一つは複式

学級になる学年。まず教科ですけども国語・算数・理科以外は、教える

内容が低学年・中学年・高学年にまとめられています。体育とか音楽と

かそれから社会これはこういうことをやりなさいよという学習指導要

領に定められていますが、１・２年、３・４年、５・６年と別れていま

す。ですから体育ということにつきましては、跳び箱という単元であれ

ば、複式学級で３・４年で一緒に指導しても違う内容を指導することに

は至らないです。それから社会科も子どもさんの教科書を見ていただけ

るとわかると思いますが、３・４年上、３・４年下となっています。つ

まり、社会科はやる内容が一緒に固められていて、それの内容を上・下

となっているので、その内容を組み替えてもいいとなになります。だか

ら３・４年の複式であれば社会の教える内容を組み替えて、その順番を

例えば３年生とあれを分ければ同じ内容を教えてもいいことになりま

すので、３・４年の場合、やはり同じ内容を指導できることになります。

問題となるのが、国語と算数です。国語と算数の場合、私が複式学級を

担任した場合も、どうしても内容が違うことを同時に教えるというのは、

どうしても定着が下がるということで、これを二つに分けました。二つ

に分けて私の時には３・４年生だったんですけど、３年の算数・４年の

算数・３年の国語・４年の国語というように分けました。同じ一つのク
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ラスを分けてもいいのかという御意見もあるかと思いますけど、いろい

ろな学校で尐人数指導ということで一つのクラスを定着度別に分けて

指導しているので、法的には全く問題はありません。ただそれだけの人

数がいないので、その辺の時間数のところが苦しくなるんですが、国語

と算数、週に１２～１３時間分の授業を担当する教頭等の空いている職

員にやってもらうかたちにしました。そうしますと国語・算数は別の先

生により実施可能となります。次にもう一つの課題ですが、複式学級に

なる学年ですけれども、先ほどの７ページ、平成２９年度の田子小の場

合２年生と３年生が複式学級になっていますが、これは２年生と３年生

が１４人となっているわけなのですけど、この２年・３年生の複式学級、

あるいは４年・５年生の複式学級が一番問題になります。その内容は先

ほど申しましたように、内容が１・２、３・４、５・６に分けられてい

るので、１年生と２年生の体育の内容は同じだけれども、２年生と３年

生の内容は違っているので、同じ体育でも違うことをやらなければなら

ないということになります。さらに、２年生と３年生に限っては、１・

２年生は生活科、３・４年生は生活科が分かれて３年生からは理科・社

会になるわけですので、片一方が生活科をやって、もう片一方が理科を

やっているこの辺は苦しくなります。次に平成３０年度の複式が２年生

と３年生が組んであるわけなのですけど２年生・３年生が１３人なので

複式学級。ですけども上の学年の３年生・４年生を足して１４人なので、

複式学級の対象となりますので、両方ともなるのですけども県教委・事

務所の指導では、下の学年とくっつけるよう、あるいは尐ない方とくっ

つけなさいと指導があります。ただ特例で何らかの理由があるのでと申

請すれば、これはいろいろ可能なようです。例えば、平成３０年度の場

合は２年・３年生の複式なのですが、これを３・４年生にすると。そう

すると、平成２９年度は大変なのですけど、平成３０年度、平成３１年

度は国語・算数だけ分けて他は内容的に一緒なので、一緒にできる。同

じように平成３２年度も４年・５年になっていますが、先ほどの理由で、

５・６年の複式にします。複式で田子小学校が大変なのは、平成２９年

度で平成３３年度までは比較的イメージするよりも複式学級のデメリ

ットはないように思われます。さらに平成２９年度に町で何らかの支援

をして頂いて、教員を１人付けると。法改正によって町単独の新学級編

成も可能となりましたので、その辺のところをここだけクリアしていけ

ば比較的思っている以上に複式学級になるデメリットが生まれないと

思われます。これくらいの人数ですと、いろいろ序列化などの課題もあ

るんですけども、学校側にしてみますと尐ない人数を集中して指導する

ことができるので、とらえようによっては統合して大人数になるよりも
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学力の向上が見込まれる可能性が高いように思います。これはあくまで

私個人の意見になりますけども、そういうような状況がありますので、

複式イコール学力の低下につながる。子どもたちの学習条件がよくない

環境となるというのは若干違う考え方もあるのかなと思います。これは

あくまでも私が前々任校で複式学級を担任した体験上のお話です。 

 

委 員  今３・４年生のグループよりも５・６年生の方がいいという話があ

りましたけども、どうしても４・５年生でやらなければならない年度

がでてきますよね。平成３０年度で一緒にやった子たちが平成３１年

度には下のクラスの子たちと一緒に勉強することになった時に、学習

内容は一緒なんだろうけど前年度にやったこと、次の年にやることが

変にならないか。また変になりませんでしたか。 

 

委 員  Ａ年度とＢ年度に分けたので大丈夫です。社会科の場合は、Ａ年度・

Ｂ年度に実施します。ただ転校してきちゃうとマズイですよ。それが

一番怖いことです。 

 

事務局  今複式学級のお話も出ましたので、一般的な複式学級のメリット・

デメリットについてもまとめて、次回の会議前までに皆さんにお渡しで

きればと思います。一概に悪いことばかりではないということですので、

事前にそのあたりもお渡しできればと思います。 

 

委員長  他に無いようでしたら議事の方は終了させていただきたいと思いま

す。ご協力ありがとうございました。  

 

事務局  長時間にわたるご審議、ありがとうございました。１点事務局から

の相談ですが、次回の委員会は、９月２６日（金）に開催したいと思

います。また、今回は開催時間を午後１時３０分からとさせていただ

きましたが、午後７時からの方が都合が良い委員の方もいらっしゃい

ますので午後７時からにしたいと思いますが、特に都合が悪い方はお

りますでしょうか。 

 

 （特に発言なし） 

 

事務局  次回につきましては、皆さんからそれぞれ、幼稚園・保育園、小学

校、中学校の統合等に関するご意見を頂くようになると思いますので、

宜しくお願いします。 
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事務局  では、最後に閉会を副委員長にお願いいたします。 

 

委 員  長時間にわたりまして、委員会ありがとうございました。今回は西

伊豆町の現状、或いはアンケート結果を報告していただきましたが、

やはり我々といたしましても、子ども達のより良い環境の下で学習を

していただきたいと思っております。今後、皆様からより一層の厳し

い意見も出ると思いますが、この委員会の中で活用していきたいと思

っております。本日はご苦労様でした。 

 

以上 


