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Ⅵ 保護者・学校関係者自由記述 

 １ 小学校６年生保護者 

 

●電車等の通学で 電車代の補助金を見直してほしいです。スクールバスなども考えて

ほしいです。（40歳代／男性） 

●児童数と教育水準の高さが必ずしも比例するとは思わないと私は考えております。 

教育水準の向上と学校統廃合の問題は別であり、アンケートの内容そのものが私には理

解しかねます。 

質問 12で「4.そう思わない」と答えている以上、それ以下の質問に対しての答えを見出

せませんのでしたので、申し訳ございませんが 未回答とさせていただきました。 

児童数減少による学校統廃合の問題は、地域格差による人口増減問題を考えるべきです。 

どのような環境であろうと、1人 1人にきちんと理解させる教育ができれば、児童数は問

題ではないと思います。（40歳代／女性） 

●児童数が今後減ることが予想される地域である小松小学校でありますが、統廃合する

という選択は、最終の手段にしてほしいと思います。 

ただクラス 10～15 名位になった場合は、木戸小学校と統合もやむをえないと思います。

（40歳代／男性） 

●学校の規模の格差は、教育水準の格差とイコールとは一概に思えないので、むしろそ

の特色を活かすことの方が、プラスになるのではないかと思う。規模が大でも小でもあえ

て、その規模を選んで、住居地を決める.ということも.ままあるかと思います。（40歳代／

女性） 

●できれば、同じ位の規模になれば良いですが、地域の大人の方たちの中にも、学校を

見守って下さっている方がおられます。子供の人数が少ないから統廃合するのは、地域全

体の活気がなくなっていくと思います。又、先生方も人数が少ないために、行事の時大変

ご苦労されているように感じます。 

大きな学校を分離する事はとても良い事に思いますので、実施して頂きたい。 

小さな学校は、異年令交流、地域のお年寄りから学ぶなどして、学校、地域全体がかか

わり合えたら良いのではないかと思います。（40歳代／女性） 

●小学校は、そこに通う子供たちではなく、保護者や地域の方々にも開かれた学校であ

ることが望ましいと思うので、人数が少ないからといって、簡単に統廃合をすべきではな

いと思います。（40歳代／女性） 

●統廃合や通学区域の変更については、子供に対する犯罪が増加する現在においては、

子供の防犯を最大に考慮し慎重に考えるべきだと思う。 

クラスの人数や学校の規模が与える影響については良い・悪い両面があり、一概に考え

ることは難しく思う。 

地域とのつながり等も考慮し検討すべきだと思う。 

公共施設のマネジメントは必要であるが、児童の絡む問題であり、採算性等を考えるの
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ではなく特別な配慮が必要（40歳代／女性） 

●学校の規模は増えたり、減ったりするのだから、どうこう考えるより、どの学校にい

っても学力水準にあまり差が出ないようにする事が大事な気がします.（30歳代／男性） 

●統廃合や、新設、分離は将来的に児童数が変わりまた同じ問題がでてくると思います 

通学区域はこのままで 教員の数を増したり、減らして、どの学校も同じ教師、児童の

割合で学習できる環境を作ればよいと思います。（30歳代／女性） 

●小規模、大規模問わず、学校の特性として 生かしたカリキュラムを独自に組み 運

営すれば良いのではないかと思う。 

学校の取り組みを 評価する制度を設け、保ご者に選択権を与え、ある程度の競争原理

用いるべきだ。（40歳代／女性） 

●通学は出来るなら徒歩が良いと思うが、現状（少子化による児童数減少）からすると、

スクールバスを利用し、学校統廃合も良いと思う。 

通学時のキケン回避にもなる。立地上電車通学が指定となっているにもかかわらず、一

部負担はおかしいと思う（30歳代／女性） 

●少人数だったところが 吸収されることなく のびのび今まで通りに過ごせるように、

多いところは 分けて少なくする努力を。多いと目がいき届かないことがあると思う。 

田舎や少人数ということで先生方の質を落とさないように、平等に願います.（40歳代／

女性） 

●減少傾向にある地域について、統廃合し、通学キョリが長くなれば、全国で事故、事

件が起きている事もあり、親として不安が増えると思います。（30歳代／女性） 

●人口が減少している地域の学校においては、学校選択制が適応されているのだから、

少ない児童数での利点をもっと知らせたり、教師の努力を促す事により、児童数を増やし

ていく必要があるのではないでしょうか、又、１クラス 30名前後で 3クラス程度の規模で

あると、各クラスも学校全体も児童一人ひとりを把握でき、ゆとりある教育を受けられる

と思います。（30歳代／女性） 

●現在規模の小さい学校に通わせて頂いてます。デメリットは少ない人数での人間関係

かなと思います。 自分の体験から思うことですが、とても規模の大きい小学校に通って

いました。クラス替えは新鮮でしたし、色んなタイプの友人と出会いました。 

 それぞれのメリット、デメリットを考え、適度な規模の基準を設けて、統廃合あるい

は通学区域の変更という措置をとられてはどうでしょうか。（40歳代／女性） 

●統合をする場合、新しい学校を建てて頂いてまとめると良いと思う。校風や環境が新

しくなる為意欲が出る。 

今の学校選択制に、もっと多くの中身、内容がわかる各学校の情報がもらえたら、選択

枝が増えると思う。（50歳代以上／女性） 

●1学級あたりの児童数は 学校の規模にかかわらず 30人以下にすべきだと思います。 

授業だけでなく、生徒一人一人と先生のかかわりをもっと大切にしてほしいです。（40歳

代／女性） 
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●地域ごとで格差をでることはある程度しかたのないことだと思います。小学校はでき

だけ地域に密着した形で通学の負担なく通えるようにしながら学校選択制で、地域外でけ

る学校をふやすなどをして、家庭での事情にあわせた進学ができるとよいと思います。（40

歳代／女性） 

●児童数の違いに関わらずなるべく平等（同じような）な教育ができればよいと思う。

教師にとっても子供たち、親にとっても、クラスや同学年メンバーの把握ができる程度の

人数（規模）が望ましいと思います。（40歳代／女性） 

●規模等よりも、教員、教育関係者の質を向上させる事が優先ではないのか。（40歳代／

女性） 

●児童数が減少傾向にある地域は、子供の実態を考慮して一人ひとり丁寧な指導を売り

に、増加傾向にある地域については、活気もあり集団生活の中で多様な考えを身につけた

り、協調性を養ったりと、別のものとして考えればよいと思う。そして学校を通学出来る

範囲で選択できるようになれば、学区は違っても少人数で丁寧な指導を希望するなら多少

遠くても保護者は送迎してでも通わすと思う。また、集団の中で学習を希望する場合も同

様だと思う。実際引越して来た際に、学区は違うが近い学校にするかどうかを悩んだ時も、

学級数が多い方が様々な友達との関わりが出来るのではないかと思った。それぞれの学校

の特色をまとめたものを作成して現在よりももう少し広範囲で選択出来ると良いのではな

いかと思う。そうすれば、各学校もそれぞれの特色を活かすような指導を考え、さらに切

磋琢磨できるのではないだろうか。（40歳代／女性） 

●地域の特徴などから、選択性にすると、平等な生徒数にはならないかもしれないが、

規模にあまり差があると、性格や密着度などに影響が大きいと思います。統廃合で通学が

遠くなってもバスなどがあれば何とかあると思うのでバランスを保つことは必要かと・・・。

でも寝坊した時の親の負担は大きいかもしれません。 

中学校に関しては現在のような選択性は規模のバランスをよけいにとりづらくなるんじ

ゃないかと心配します。（問題が多い学校には近くでも行かせたくない人は多いと思うの

で）給食の内容や学校の特徴で選んでしまうとかたよりは出てしまうので、統廃合なら指

定にしないとむずかしそう。（40歳代／女性） 

●うちは学校が自宅から遠くバス通学をしています。習い事等で帰りはお迎えが多く、

親の負担も大きいです。でもいろんな意味である程度の生徒数がいた方が成長していく過

程でいいと思うので、通学圏が多少変わって遠くなったとしても規模的（人数）にバラン

スのとれた学校へ通わせたいと思っています。（40歳代／女性） 

●子供達の通学時間も考えた範囲に平均した生徒（人数）になる様、分離新設をし、小

学校から中学へ進学する際にも、あまり人数に差が出ない方が良いと思います。少人数の

小学校から大人数の中学になると、なかなかなじめず、不登校やいじめなどにつながるの

ではと懸念します。 

小中学は、徒歩で通える距離を強く望みます。 

電車通学の定期代を保護者が負担するのは理解できません。学校新設又は全額定期代を
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市が負担するべきだと思います。（40歳代／女性） 

●学校を駅前（近辺）にし、電車で通学させる。（30歳代／女性） 

●多数の子供がいると、子供達も先生の目をかいくぐり行動悪化する児など、不安定に

なるように思います。学力 UPには少人数が望ましいですが、行事等などは多人数の方が楽

しい事も。統廃合しつつも、他学区とのかかわりを行事を通じて増やしたりするなど工夫

があっても良いのかなあと思います。（30歳代／女性） 

●人数が少なすぎたり多すぎるのは学校行事などに色々問題があるように思います。小

学校、中学校でバス、電車での通学になるのもどうかと思います。全額交通費補助もされ

ません。人数を調整する事も大切ですが遠距離からの通学の事ももっと考えてほしいです。

（40歳代／女性） 

●規模等については実際よくわかりませんが、学力向上だけではなく道徳や人の関わり

の中で育んでいく思いやりの心、人をいたわる心などが育っていくことを望んでいます。

家庭でそのように親から子へ教えていくことがもちろんですが、多感な時期でもあり、い

じめ問題も多く取りざたされている中、学力だけでなく心も育っていける環境を子供に関

わる者皆で作っていけるといいと思っています。（30歳代／女性） 

●児童数の減少はこれから避けて通ることのできない問題ではあると思いますが、児童

数の極端な減少がないならば少ない人数ならではの特性があると思うのでできる限りの存

続が望ましいと考えます。又、人気学区における児童数の増加については、学校の新設を

図り、安全面への配慮も考慮して頂きたいと考えます。普通学校のみだけではなく養護学

校においても老朽化、人口増加に伴うことについての諸問題があるように聞こえています。

早急な対応が望まれると思います。（40歳代／女性） 

●現行の学校をいかに利用するかをもっと考えるべきでは。人口が増えている地域だか

らといって新しく学校をつくる必要性はあるのか。（40歳代／男性） 

●減少傾向にある学校のほうは、問題点もあるかとは思うけれど、ひとりひとりに目を

向けた対応をしていただけたり、友達との密な関係を築き、異年齢の子たちとも交流しや

すいといういい面もたくさんあると思います。でも、学校の規模が大きいところでは、子

どもたちの問題が見落とされやすかったり、学習面でバラつきが生じたり、など改善して

いったほうがいいところが多いように思います。学力テストで低い結果が出たこともあり、

なるべく少人数でひとりひとりの学力にそった指導をしていただけるとありがたいと思い

ます。（40歳代／女性） 

●小中一環校を目指して区（域）を広げても良いこととする。（40歳代／女性） 

●１学年１学級しかない小学校に多い学級数のある小学校からふりわければいいと思う。

小学校も選択性にして学校の特色をもっと前にだして、学校を基本選ぶようにすればいい

のでは。集団登校のもんだいもあるが、ほんらいの学校の地域も協力して、じゅうなんに

かんがえればよいのでは。（40歳代／女性） 

●うちの学区はどんどん子どもが少なくなり、１クラス３０人いません。とてもいい学

校でたてわり活動もさかんで学年関係なくよく遊んでいます。この学校を守って行きたい
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です。となりの学区を見直し、人数がふえたらよいなと思います。（40歳代／女性） 

●人口が増加している学区は通学区域の変更が必要。少人数で６年間クラスがえのない

狭い人間関係の環境の学校は、スクールバスを出すなどして隣の学区と合併、子どもが将

来社会に出ても多様な考えに負けない力をつけさせるべきである。少人数の学校は親が口

を出しすぎ、少しの事でも目立つ、全体的に各学校３～４クラスになって欲しい。（30歳代

／女性） 

●児童数に偏りがある以上、学校の規模に差があるのは当たり前のこと。大きい学校は

大きいなりの、小さい所は小ささに合わせた対応をするべきで、規模を合わせていく必要

性は感じない。無理な統廃合をするよりは小ささを生かした教育等をするべきではないか。

余っている校舎や教室に中学の分校を入れるなどもできるのではないか。中学での少人数

教育は上手くすれば学力向上にもつながると思う。学区に関しても今の区切りだけではな

く、近い学校へという対応も小規模校の人数を増やせるのであれば必要ではないだろうか。 

小規模校の児童は人の入れ替わりが無い分、問題を起こさないように、無難に過ごせる

ようにという傾向が学年が上がるにつれて強くなるように感じる。その分、自分から意見

を言ったり行動をするということに極端に消極的になるように思う。意見を言い合う授業

などではそれなりにやっているようだが、普段の学校外の活動などでは一歩前に出て行動

をおこす姿勢は見られないので、少人数だからできる活動などもっと取り入れて欲しい。

（30歳代／女性） 

●学校の規模の格差よりも、学力が全国レベルで考えた時に底辺に甘んじていることの

方が気になります。自然もゆたかで環境の良さは誇るべき所ですが、学力向上に向けての

取り組みも期待します。（40歳代／女性） 

●地域差が出るのは仕方のないことだと思いますが、あまりに少ない人数ではやはり何

らかの対策を取って頂いた方が良いのではないかとは思います。（40歳代／女性） 

●質問１３、１４にあるように隣接学区で児童数の偏りがある場合、通学距離を鑑みな

がら、児童数を調整して、学校を存続するのが第１希望。兄弟姉妹や近所付き合いなどか

ら学区変更の難しさは理解するが、新設校設置と同じようなプロセスで、ソフトランディ

ングさせるのが行政の手腕では？ 

アンケート依頼状では、東南部の大規模化をクローズアップしている気がするが、上記

のような地域もある事をご理解の上、同様に注力して欲しいと願う。 

ところで、大津市としては今般の学力テストの結果や、その他社会活動の結果の全国レ

ベルを踏まえ、どのような方向性を検討しているのか是非お伺いしたいところです。早々

にビジョンを明確にして下さい。（40歳代／男性） 

●マクロな視点で子育て、教育、格差を見て下さい。教育水準など、レベル向上は学力

考査の結果を鑑みると急務です。上位の県や、今年飛躍的に順位を上げた県を参考にする

のが案を出し易いと思います。とりあえずの対策では、壁にぶつかると思います。（30歳代

／女性） 

●少人数の学校には良い所がたくさんあります。が・・・通う子がいなかったら、閉校
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するしかないかと・・・。多人数の学校は分けた方が良いと思う。１人１人目がいきとど

く人数がベストだと思います。（40歳代／女性） 

#VALUE! 

●減少地域でも閉校させず存続させてほしい。地域と密着した小学校はとても大切だと

思います。人数や地区だけでへらして統合できることではないと思います。同級生は少な

くても、小規模校では異学年との豊かな交流ができると思う。（30歳代／女性） 

●児童数が減少しているへき地校の問題はへき地での教育の魅力を広めて人を集める事

はまだ出来ると思います。小学校生活での人間関係は自分の経験、記憶ではほんの少人数

（３～５人）のうずの中でなり立っていました。よってへき地学校での人数でも充分子ど

もたちの社会性は身につくと感じています。児童数のかたよりに歯止めをかけられるのは

特定区域の規制緩和（学区外からバスを利用して通学出来るようにする。保護者の通学を

許可するとか）かな？と思います。（40歳代／女性） 

●小学校にあっても、選択することにより、大規模、小規模校が作られていることを思

うと、もう少し厳格にするべきと思う。（40歳代／女性） 

●大津市内の小規模校、大規模校どちらにもそれぞれに特色があって良いと思います。

小規模校の生徒は１人ひとりの役割りが多い為責任をもって自分の仕事を努める事ができ

ます。親の希望は、地域の方々が子供達をあたたかく見守っていただいている学区内に、

幼、小、中学校を残してほしいと願っています。（40歳代／女性） 

●児童数が多い学校での経験が無いのでどちらがいいのか分かりませんが、少人数の学

校では、児童ひとりひとりの取り組む意識が高く、まとまりがあると思います。地域での

関わりも大きいので一つの学区に小学校は存続してほしいと思います。（40歳代／女性） 

●少子化により児童数の減少がある地域などは、統廃合や宅地開発も望ましい。（40歳代

／女性） 

●規模の格差よりも学力の格差が気になります。実際に別の小学校よりも遅れていると

感じることがしばしばあります。学級人数よりも教員のクオリティーが気になります。目

配り気配りが出来ていない、宿題やテストをきちんと見ることができていないように思い

ます。これは学級人数のせいではなく、教員のスキル、やる気の問題だと感じます。親と

しては学級人数、学級数、通学区域よりも子供が小学校で培うべき学力や教養をどこの小

学校へ行っても、どの先生に教わっても同じように身につく（子供によって個人差はある

と思いますが）環境が望ましく、そうであるべきではないかと考えます。（30歳代／女性） 

●少なくとも大規模している学校については新設分離が必要では。教員が全てとはいわ

ないが、ある程度全校の児童生徒のことを把握できる規模が望ましい。教員が子どものこ

とを知っていることで学校全体で子どもたちの成長を支えることができ、人格的にも学力

的にもプラスになると考える。まずは３０人学級が目標。特に低学年期においては２０～

２５人の編成でもよい。（40歳代／男性） 

●選択制という制度により、学区外の学校へ通うコトが可能になったのは、選択肢が広

がったという意味ではよいと思う。が、一緒に登下校できなかったり（集団登校の場合、
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その中で学ぶコトが沢山あると思う。例えば時間を守るとか、上級生の行動を見習い、自

分達が上級生になった時は、下級生に教えるとか）、家が遠いので放課後の約束ができない

など、不便な点もあるように思う。あと、地域との交流（学区運動会や子供会行事など）

も少なくなるので、特別な理由がなければ、やはり地域の学校に通わせるのが理想なのか

なと思います。 

県外に住んでいた時の学校は１学年７クラスぐらいあり、同じ学年でも生徒の顔、名前

はもちろん、先生方がいらして、「同じ学校にいるのに」と少し残念な思いもあった。が、

反面、人数が多い分、いろいろな考え方にふれるコトができ、切磋琢磨できるので、小さ

い時から苦労した分、大人になって、社会に出た時のよい経験になると思った。私自身、

今、子供が通っている学校の規模等、満足しています。（40歳代／女性） 

●転出入の多い学校の方が様々な考え方を実際に体験して学べると思う。この考えを元

に人数はある程度いる学校が良いと思う。一学年１００名はいて良いと思う。（40歳代／女

性） 

●スクールバスなど運用してはどうでしょうか？（40歳代／女性） 

●児童数にかかわらず、それぞれ地域の学校の良さがあると思うので、統廃合はよく思

いません。通学区域の学校に行く事が望ましいと思います。児童数の少ない学校に他学校

から交流に行ったり、反対にしたりともっと横のつながりに力を入れてはいかがでしょう

か？あと、先生がもっと子供と近くなれるよう事務サポートを設けるのはどうでしょうか。

１度しかない学校生活を広くて深いびわこのようなどっしりとした教育で見守って頂きた

いです。（40歳代／女性） 

●あまり少なすぎても社会性が身につかない。小学校からいきなり都会的、大人数とい

うのも適応するのが子どもが大変だと考える。少なくなった地域を集めてスクールバス等

で送迎し、統合すると良いのでは。（40歳代／女性） 

●大津市は現状のままか増加だと思われるので、学校にゆとりがなくなっていくのでは

と思われる。空いている学校への通学を、遠い距離を通学している生徒の保護者にすすめ

てはどうか。（40歳代／女性） 

●児童数が減少している小学校に、人口が増加している学区の児童を、スクールバス等

で学区外から通学させたら良いと思います。（30歳代／女性） 

●通学区域の見直し（40歳代／女性） 

●宅地の増加により一部の学校に児童がかたよりすぎている。近隣の小学区からも通っ

ている児童も多いと思う。児童の少ない学校は選択出来るのは良いが、児童が多い又は今

後増えるであろう学校は早めに選択から外すべきだと思う。 

学校を新設しても結局数年後に児童数が減って必要なくなると思う（京都がそうだと思

います）しっかりと学区割をして、今ある学校を有効に生かしてほしい。（40歳代／女性） 

●教室等も考えて、受け入れる児童数は限定した方が良いと思う。（40歳代／女性） 

●地域によって人口の増減が起こることは致し方ないので、学校の運営上統廃合せざる

を得ない学校については統廃合を進めていくべきだと思います。その変わりに教育水準を
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向上させ子供達が心身ともに健やかに育つ環境を作って頂きたいです。減少傾向の学校も

今一度見直して頂き教育面での充実を図るための努力をして通いたい学校を増やして欲し

いです。学校での先生と生徒の関係や家での親と子の関係、そして地域とのつながりがよ

り良くなるように日頃から様々な観点での取り組みが必要だと思います。（40歳代／女性） 

●現在、通っている学校は宅地開発の為、人口が増加していて、小学校もマンモス校と

なっている。もちろん仕方のない事ではあるとは思うが、子供の有人関係など、はあくで

きない部分がたくさんありすぎる。運動会などでも人数が多すぎて何をしているかよく分

からない。もう少し人数を減らしてみたりしても良いのでは？と思ったりもする事がある。

（30歳代／女性） 

●人口減の地域は、勉強やスポーツ等を特化して児童を増やす。その範囲は、選択制の

範囲にするなど。クラスは３０人位でないと先生も対応できない。（子供もゆう事をきかな

い）（しつけが出きてない）やんちゃな子の為に、他児童が授業できないのは、やめて欲し

い。（40歳代／女性） 

●坂本小、日吉台小が減少していて下阪本小が増えているので、国道から山側は坂本小

へ、木の岡（場合によっては比叡辻も）は日吉台小へ、必要であればスクールバスも利用

できるようにして振り分けてはいかがでしょうか？（40歳代／女性） 

●１クラスに４０人近くいる方が、行事とかでは盛りあがり良いと思うが、先生１人に

対して４０人を見るのは、全員同じように見れるのか不安もある。勉強面を補うために補

習とかあってもいいと思う。人口が増加している地域の学校は近い学校の方が安全なので

増築して受け入れたら良いと思う。（40歳代／女性） 

●地域やその歴史背景により、それぞれ学校によって行事や活動の仕方が違うというの

が学校の特徴だと考えています。卒業生やその地域住民から見て、残してほしい「場」で

はあると思いますが、今は校内・校外での安全を一番に求められている時代だと思います。

児童・生徒数がその学校に合わない程多くなり、安全が保てなくなるのも問題ですし、通

学がやたら不便になり、外での安全が保てないのも問題だと思います。昔から変わらない

「場」を残すことに重きを置かず、子供達と学校関係者が苦痛のない環境を作るべきだと

考えます。（40歳代／女性） 

●義務教育期間は特に、地域に根付く教育が望ましいと考えるので、大幅に異なる地区

の学校選択はあまり望ましくない。各々の地域の良さが必ずあるだろうと考える。（30歳代

／女性） 

●子どもの増減によってその都度学校の新設や統廃合をするのはかなりの税金を使われ

ることや負担などが大きくなるので、スクールバスなどの対応が望ましいと思います。（40

歳代／女性） 

●児童が少なくなれば、教員は減ると思うが、児童側からすると先生との関係が近くな

りやすく勉強等、しっかりと受けれるようになると思う。児童数が多くなるところは、新

設するのではなく違う方法がいいと思う。（40歳代／女性） 

●将来を見据えて税金を無駄無く有効に使って、より良い教育環境を調えて頂きたい。
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どの学校に通っても子供達に均等な教育が受けられる環境であって欲しい。子供達の笑顔

が絶えない学校作りをお願いします。（40歳代／女性） 

●唐崎は生徒数が多いので新しい校舎を増やして欲しかったです。でももう６年生なの

でいいですけれど・・・。生徒数が多いから学力の差がすごく出ます。もう少し出来ない

生徒のフォローをして欲しかったし、先生の人数が少な過ぎる。（40歳代／女性） 

●学校規模に格差がない方がいいと思うが宅地開発等の理由もあるので仕方がないので

はないでしょうか。（40歳代／女性） 

●１クラスに４０人弱で現在指導していただいているが、教員の力量によるクラスのま

とまりや学習能力の差が目立ちます。もう少し少人数クラスにして教員の目が子供達に行

き渡るようにしてもらいたいです。（30歳代／女性） 

●人数のわくを決めて、学業をすると子供自身も楽な気持で集中できると思います。少

人数だとその子の良いとこが伸び、直したい所を修正できると思います。（30歳代／女性） 

●現行維持が困難な場合、通学路、時間が延びて危険を伴う事もあるので、スクールバ

ス等の通学が希望されると思います。（50歳代以上／女性） 

●今の志賀小のように１学年４クラスくらいが適していると思います。あまり少ないと

合わなかった時など、逃げ場がなくてかわいそうと思います。中学校に入るまでになるべ

く多くの友人と接するのが社会性を身につける上で大切と思います。（50歳代以上／女性） 

●児童数の増減における学校の規模の格差については、それほど問題だとは思っており

ません。少人数は少人数なりの大人数は大人数なりの良い所と悪い所がそれぞれあると思

いますので、その良い方の特色をそれぞれ生かす事が重要だと考えます。その中で教育水

準の維持向上を図ることが大切だと思います。教育の機会均等においては望ましいことで

はあるのでしょうが、逆にそれぞれの学校に無理をして生徒を公平に配分すれば通学時間、

距離の不公平が出てしまい子供の負担になるのではないかと思います。（40歳代／男性） 

●児童数の多少により学校環境がかわるのは事実であると思いますが、問題（いじめ、

学力格差など）が起こる起こらないは別の問題であるように思います。家庭環境も大きな

要因ではありますが、先生方の対処法によっても状況は違ってくることを認識した上で、

機械的な作業により対応するのはやめていただきたく思います。（40歳代／女性） 

●一人一人の個性を尊重できるようなスタイルを望む（40歳代／女性） 

●難しすぎてわかりません。（40歳代／女性） 

●一時の子供の数で学校を新設したりするのは費用がかかるように思えます。また、逆

に子供の数が少ないのに無理して教員を置いて学校を成立させるより、近隣の学校に統合、

学年ごとに柔軟に対応できる体制ができれば良いかなと思います。遠いのであればスクー

ルバスを走らせる方が費用は少なくて済むのではないでしょうか？なるべく人数の格差が

ないようにして、教育にふさわしい環境で運営して欲しいです。（40歳代／女性） 

●人数が多い事だけは早急に解決した方が良いと思います。（ひとつだけ○）というので

考えて○しましたが、お金の問題や地域によってケースが違うと思いますので、区域を変

更した方が良い場合と新設した方が良い場合とあるかと思います。統一するよりその地域
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ごとで最良の事を考えるといいと思います。ちなみにうちの場合は小学校は少人数でした

がとても良い環境だと思います。中学校が大規模なので少々不安があります。（40歳代／女

性） 

●小規模小学校から大規模小学校へ入学する子どもたちへの細かな配慮など。（30歳代／

女性） 

●住所をもとに選択校をふやす。（40歳代／女性） 

●１学級の人数が少ない事よりも、多い方が様々な問題があると思います。大津市の中

の格差に問題は感じません。又、先生方にも無記名でアンケートに答えて頂いて欲しいで

す。学校にいらっしゃるのは先生方と子供たちです。色々と思う事があるのは、現場の先

生方ではないでしょうか。保護者の意見と、先生方の意見を合わせて考えて頂きたいです。

（30歳代／女性） 

●子どもは地域の中で育つのが何よりも優先される事項だと思います。小規模には小規

模の良さがありますし、大規模校の利点もあります。今、大規模になっても２０年度には

変わっているでしょう。その地域の実情にあわせ、その時々に対応しながら、その時の子

どもに与えられる最良の環境を整えることが大事なのではないでしょうか。一時的な児童

数の増加であれば、区域の変更や校舎の増設で地域の声を聞きながら対応する。児童数の

減少については、小学校は地域の中核でもあるだけに安易な統廃合はむずかしいと思いま

す。隣接の学校との交流、IT 機器を利用した合同授業などで、社会性の成長については対

応できるものと考えます。 

同時に、学区選択の自由度の確保も担保するべきです。地域が独自性のある学校作りに

協力し、保護者がそれぞれのメリットを考えながら学校を選択することができる。ひいて

はその地域を選ぶことにより若年層の移住につながるかもしれません。いずれにせよ、学

校のあり方は教育のみの視点から語られるべきではなく、今後５０年というスパンで、大

津市がどのような都市を目指していくかという根幹にも関わるのではないでしょうか。便

利な沿岸部に人口と機能を集中させるコンパクトシティを目指すのか、豊かな山間地の独

自性を守りつつ、大都市圏とは一線を画す新しい地方都市を目指すのか・・・。そこから

考えた学校のあり方のビジョンが必要と思います。（40歳代／女性） 

●その場しのぎの統廃合や分離設置は教育百年の計を見誤る。理想の学級数や人数が

BEST なのではない。地域と学校で現状にあった運営を考えることはいくらでもできる。安

易な統廃合はしないでほしい。教育にはカネもヒトも惜しんではならない。（40歳代／女性） 

●学校は地域社会の場でもあり、世代を超えた場でもあるので、（特に小さな区域では）

通学区域の変更は望ましくないと思います。それよりも学級人数をどの学校も少なくし、

そこからいろいろな集まりをつくり（合同授業など）多様な集まりをつくりそれを日常に

近いものとしていくことを望みます。他の学校との交流など、週１回でも・・・。そのた

めにも少人数学級の充実を望みます。（30歳代／女性） 

●私個人の思いでは、少人数の方が良いと思います。全校数が１０人以下などの少人数

では統廃合するなど必要かもしれませんが、マンモス校と言われるような人数であれば新
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設が必要だと思います。人数が多ければ、メリットよりデメリットの方が心配です。多け

ればその分、いじめ問題も高くなります。人数が少なければ関わる人も少なくなりますが、

その分教員、友達との関わりが密接になり、思いやり、たすけあいなど大切なことが身に

つくと思います。学力も必要ですが、それより人としての成長が一番大切だと思うので。

小学校のことではないですが、藤尾にも中学校があればいいと思います。通学に電車を乗

らなくてはいけないって・・・。遠すぎます。私立なら希望して行くのだから仕方ないで

すが、公立なのに自転車範囲にないのは厳しいです。学校近くの子にくらべ、その分早く

起き、帰りは遅くなり、生活にも影響が出ると思います。（40歳代／女性） 

●学力向上の為、休み（夏）を少し減らして欲しい。（40歳代／女性） 

●藤尾・比叡平は離れ小島で仕方ないと思いますが、徒歩で行ける距離にある区域等は

通学区域の変更は仕方ないのかと・・・。子ども達の事を考えると、できるなら藤尾・比

叡平も統廃合した方がいいのかな・・・とも思います。人数が少なすぎるのも問題なのか

と・・・。何かあった時の逃げ道が１クラスだとないので。それにのんびりすぎる（考え

が甘くなりやすい）と感じます。ある程度競争さす方が刺激になってプラスになると感じ

ます。（40歳代／女性） 

●常に子ども達のことを第一に考えて、対策を考えていただきたいです。（40歳代／女性） 

●今児童の多いところも１０、２０年後には児童減少します。新たに学校を作っても無

駄になる時がきます。今あるハードウェアを生かし、なるべく同等の教育が受けられるよ

うにするべきです。スクールバスを出すなどして、児童は通学しやすく（登下校の危険も

へります）少し遠方にも通えるようにし、児童数の調整をすればいいのではないでしょう

か。世の中、全て平等にはできません。大規模校には大規模校の、小規模校には小規模校

のよさを生かし、問題を解決しつつ教育を提供しなければなりません。税金を無駄使いせ

ず、頭を最大限に使って下さい。（40歳代／女性） 

●子供の数が減ってしまって、学校を統廃合されたとして、通学方法が極端に変わって

しまった場合。徒歩だったのが、電車・バス通学になり、学校に無事に着くか帰りも家に

無事に着くか子供の顔を見るまで心配事が増えると思います。できれば未熟な小学生の間

は、徒歩で通学できる事が良いと思います。 

あと１クラスの人数が多いのは、良くないと思います。もし多いのであれば、先生の数

を２名にする。２クラス、３クラスにできるのであれば、２０人くらいで先生の目が行き

届くようにしてもらいたい。いろんな性格の子供がいるのでわかってもらいたい。（40歳代

／女性） 

●小さな規模の小学生が中学へ入学する時、大きな規模の小学生と一緒になった時。各

クラスに少人しか同じ学校の子供がいなくて、すぐになじめる子供はいいですが、上の子

で自分の子供ではないですが他の学区の子供達に圧倒されて、ひどいケースではいじめに

あっておられる方もいらっしゃいました。上に二人子供がいますが・・・中学入学すぐは

やはりなじむのに少しかかったように思います。祖父母の近くに住んでる者の家のまわり

は子供が少なく、祖父母と離れて住んでおられる方は子供の沢山いる地域に住む・・・ど
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うしてもなってしまうのでしょうね。（40歳代／女性） 

●宅地開発も学校のことを配慮してするように大津市としてかかわっていくべきと思い

ます。（40歳代／男性） 

●学区の分離、統廃合を行いながら、各学区同数になれる様に進めていく。少数人数の

学区においても教師の適正数＋αの員数を配置し適切な教育を行えるようにしてほしい。

また「この学区には」という思いではなく新任の管理職を配するのではなく、経験のある

スタッフ、管理者を配してほしい。（40歳代／女性） 

●児童人数が少ないと先生の数も少ないが、問題のあるクラス等には先生の人数を増や

したりできるような柔軟な対応をして欲しい。（40歳代／女性） 

●小学校の場合、特に地域とのつながりが大きいと思われます。今でも学区の小学校で

はなく選択制度を利用して校区外の学校へ通っている人もいますが、PTA活動や子指連、学

区民会議、民生委員さんなど学区単位で取り組む各子どもに関わる団体との関連など微妙

なところがあると思います。地域の子どもは地域で守ると言うのであれば、地域と学区は

はずせないと思います。学区外の方が通学区の行事や地域参加ができる。又、居住学区で

ないからと参加をしぶる状況でないのであれば、大丈夫でしょうが。なかなか難しいと思

います。下校の見守りもより複雑になると思います。学校の規模については多いところと

少ないところがあるのは仕方のないことだと思います。それぞれに良し悪しがあると思い

ます。子どもによって大規模校に向いている子と小規模校に向いている子と性格によって

も違うと思います。多様な子どものニーズに対応するとすれば近くにどちらのタイプの学

校もあれば選択制を利用し、対応できるのではないでしょうか？地域の人口増減により、

又、学校維持にかかる費用などで難しい面もあってのアンケートとは思いますが、宅地開

発まかせだけでなく、大津に住みたい人は増えているということを考えて、少子化してい

る学区の空き家の売買の促進など、ちがう角度からの対応も教育委員会のわくを超えても

っと検討されてはどうでしょうか。少子化している学区は住みたいけれど土地が高い、家

賃が高いという声もききます。（40歳代／女性） 

●特にありません。（50歳代以上／女性） 

●子どもたちが通いやすいよう状況を見て学校の統廃合、新設、スクールバスの運行な

ど考えてあげればいいのではないでしょうか。（40歳代／女性） 

●先生が口うるさい親をこわがり、その子だけをかばい、口うるさくない親の子どもだ

け悪くなっている。子供が先生を信用できないと言う。（他のクラスの先生にもされている）

友達同士でもそんな話がでているようなので、担任以外にクラスに１人先生をつけてほし

い。（クラスに２名の先生が必要ではないか） 

先生がもっとしっかりしてほしい。 

人間がいや！！など小学生なのに言っているので、そんな事はどこに話せば良いか親と

してもわからない。（40歳代／女性） 

●特になし（30歳代／男性） 

●今通っている学校が、全学年４クラスで運動会等の行事をするのにちょうど良い規模
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の学校だと感じている。自分は１学年２クラス（学年で６０名程度）の小さな学校で育っ

たので、中学校で急に大きな学校に行き（１０クラス編成の学校）戸惑ったので、小学校

でも４～５クラスあったほうが、人間関係を築く上でもちょうど良いのではないかと感じ

る。（30歳代／女性） 

●自分（親）の行きたい小学校に行けるようにして欲しい。学区選択ができるならそれ

ぞれの小学校がもっと特徴を出すべきでは。他見をもっと見習って良い所はとりいれて欲

しい。小学校のフォローが（放課後の）少ない気がします。（40歳代／女性） 

●宅地開発により人口が増加しても一時的なものであり、２０年ほど経てば児童数は減

少する例が多い。むやみに学校の新設はせず、通学区域を変更したり、統廃合するべきだ

と考えます。通学距離が長いなら、スクールバスの導入をすればよい。保育園や幼稚園で

はバス通園があるのに小中学校でないのはおかしい。１年生から６年生までクラス替えの

ない学校は統廃合の対象としてはどうだろうか。せめて１学年２クラス以上は欲しいもの

です。多様な集団の中で、相手への思いやり、自分を表現する力を養っていって欲しいで

す。（40歳代／女性） 

●地域性、地域の良さもあるので、現在ある学校で存続させ月に１回でも一定人数を揃

えた授業を学校を超えて集まってできれば良い。例えば３０人を基本として、それよりも

多い学級ばかりの所は解体し、それより少ない人数の学級は他の学校を合体させ、どこか

の学校に集まって授業を行う。等 

いつも少人数しか経験のない子ども達は多人数での学習環境の経験ができ、いつも多人

数の所は少しでもゆとりある学習経験ができる。と思うのですが・・・。移動が大変です

が、理想です。（40歳代／女性） 

●極端な格差があればスクールバスを導入し、かたよりをなくす検討をしてはどうでし

ょうか？！（40歳代／女性） 

●学校の統廃合は学区の自治体等の反対で実現しにくいものと思います。教育委員会だ

けでなく市の全体的な取り組みとしていかなければならないと思います。児童数の少ない、

多いということよりも、教育の質の向上に力を入れていただきたい。差がありすぎて当た

りハズレが大きい。（40歳代／女性） 

●１学年４～５クラスの学校の方が授業の内容が充実している。子供達の学習意欲も高

いと聞いています。図書室の本も新しい本がたくさんあり、図書室蔵書の管理が出来る先

生もいると聞きます。小学校の段階で差が大きくならない様に、考えて頂きたいと思いま

す。（40歳代／女性） 

●少子化が進んでいるが、児童数が少ない学校にも教育の格差が出ないように子どもた

ちのために大津市は取り組んでほしい。学校選択制はあるものの、同じ地域の子どもたち

を通わせたい（友達関係、帰宅後の交流）と思うので、学区（範囲）の見直しがあっても

いいのではないかと思います。難しいことだと思いますが、子どもたちが良い学び、教育

が受けられますようよろしくお願い致します。（40歳代／女性） 

●マンモス区域とそうでない学校との差がはげしくならないよう平均的なクラス、人数
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にしてほしい。小学校だけではあまり感じなくても中学になるとその差を感じる。（40歳代

／女性） 

●少なすぎず、マンモス校にならない適度な規模を望みます。学区によって子どもの人

数が違うので、どうすればいいかわかりませんが、少ない学区は隣の区域まで広げ、多い

学区は制限をつけたり将来新しい学校造営に働きかけたら良いのでは・・・。学区ごとの

学校は望ましく希望しないので、統合されたり廃校になり、よその学区の学校へ行くのは

望ましくない。（40歳代／女性） 

●１学年に２クラス～７クラスまでなら現状維持で、少ない所は少ないなりに、多いと

ころは多いなりに工夫をすれば良いと思う。通学に時間がかかるようになるのでなるべく

統廃合はしない方が良いと思う。（40歳代／女性） 

●一学年３０人～４０人程の学校に通っています。少人数のメリットは教師と児童が密

になったり、特別な授業を経験できたり、個々が意見を言いやすいという点です。デメリ

ットは、クラス替えがないので、友達関係（位置付け）などが早い段階で決まってしまう

こと。運動会などの行事で高学年の仕事が多く、かなりの負担になることなどです。最低

２クラスあれば、自分にあった友達関係も築けると思うので、通学区域をみなおすなど検

討されてもと感じます。（40歳代／女性） 

●学区の変更や統廃合で、通学の距離が遠くなったり、時間がかかり子供の安全面が不

安になるような事はさけていただきたいと思います。（40歳代／女性） 

●児童数の減少傾向にある地域では、少ない人数であるからこそ、一人一人が体験でき

る事があると思いますし、規模の大きな地域では、多数である利点を生かし、出来る事が

あると考えています。児童数の多い少ないをプラスにとらえ、いい経験、体験が出来る学

校教育を希望します。（40歳代／女性） 

●特になし（30歳代／女性） 

●選択制が利用できるため起こってきている問題もあると思うので、わざわざ電車で通

うくらいなら選択制そのものを廃止した方が良いと思います。（40歳代／女性） 

●通学区域を変更してかたよりなくどの学校にも同じくらいの生徒が通えるようになれ

ばよいと思います。安全なスクールバスを使ったら距離が遠くなったとしても安心です。

元々多い平野学区に他（膳所学区）などからの受入をまずやめるべきではないでしょうか。

（30歳代／女性） 

●学校全体の児童数を均一にすることも大切かもしれませんが、学校が遠くなると事故

の危険も高くなり、ますます遊ぶ時間が少なくなってしまうので、通学距離を基準に学校

を決めてほしい。（40歳代／女性） 

●学校の規模がなるべく均等になるようにして平等な教育をうけられるといいなあと思

います！！（50歳代以上／女性） 

●地域差を特色としてあるままでそれぞれの特徴を生かした学校教育を行う。教員数、

学級数などは各校の目指すところを明確にした上で最適化していく。（児童数少ないから予

算は少ないというような短らく発想ではダメ）子供が少ないので、どうしても学校の維持
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が難しいということであれば一部校舎の閉鎖などで対応。（40歳代／男性） 

●選択制にせず、元々の学区で通う。どうしても子供が少ない地域は調整する。地域の

年配の方々の中には、昔からの学区を主張されますが、「子供の教育環境が大切」だと思う

ので、人数のバラつきができるだけない方が良いと思います。（40歳代／女性） 

●多いのに学区変更を受け入れている。それをやめればいいのではないか？６クラスは

多すぎると思う。（30歳代／女性） 

●時代により人口の増減は必ず起こりうることで、毎度統廃合や新設していたのでは予

算が追いつかないのではないか。親としては近くの小学校でも通学途中で事故や事件に巻

き込まれる心配をするより、少々遠くてもスクールバスで安全に登下校してくれた方が安

心。バス運営費と学校建設費や維持費、人件費等を考慮して、長期的スパンで計画するの

がよいと思う。（40歳代／女性） 

●大規模校の学区外受け入れを制限してこれ以上増えないようにしていただけるとあり

がたいです。（40歳代／女性） 

●このアンケートがあまり意味がない。もっと他にするべきことがあるのでは・・・。（40

歳代／女性） 

●同じ大津市内で教育に関することがあまり大差が出るのは不公平な事かもしれない。

場所、地理的に離れている場合は仕方ないこともあるが、そうでない場合は、学校の特性

を活かす教育も必要だと思う。（40歳代／女性） 

●現状のままであれば存続でよいと思うが、１クラス４０人となればクラスを増やして

いく。生徒数が１０００人超えでも、１クラスが３５人前後なら多様な人間関係に触れ刺

激を受け、成長できて良いと思う。（40歳代／女性） 

●自分で行く小学校を選択することが可能なので、児童数が少ない学校がよりレベルの

高い、ていねいな授業を受けられるのであれば、そちらを選択する家もでてきて、児童数

が増えることも考えられると思う。学校の規模よりも前回の全国テストにおける滋賀県の

レベルの低さをなんとかすべきでは？（30歳代／女性） 

●生徒が多いから子供への指導が行き届かないのでしょうか。先生もがんばっていると

アピールされますが、「塾で習ってないか？」と先生に言われたり、「家でお父さん、お母

さんにおしえてもらえ」と平気で言われます。もちろん家庭学習は必要ですが、先生にも

甘えがあると感じます。規模を調整するのも良いと思いますが、指導する力を持つ先生が

たくさんの子供を教えてもらえば、特に良いのではないかとも思います。（もちろん１人で

なくて、２人の先生を担任にしても）（30歳代／女性） 

●仕方がないと思います。（40歳代／女性） 

●生徒数と教員数の比が同じであれば、学校の規模の問題は大きくないと思います。し

かし、建物、教室数と運動場の大きさと生徒数のバランスが取れているのか？市街地にあ

る学校の拡張は困難と思いますが、越境入学の受け入れを制限すべき学校はあると思いま

す。（50歳代以上／男性） 

●学校選択制も大きな要因だと思います。学区外からの受け入れで１クラス以上増える
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こともあるとか、本来の学区から通学することで地域との交流もなく、そのまま大きくな

る子供達に近所づきあいや地域で育てることができるのか疑問です。せめて、小学校くら

いは学区選択制を廃止してもいいのではないかと思います。（40歳代／女性） 

●子供が多い学校、少ない学校、それぞれに良い所があると思います。廃校になる程の

人数でなければ、規模の格差があってもかまわないと思います。生徒に合わせた先生の数

はしっかり整えてほしいと、そちらの方を優先してほしいと思います。（40歳代／女性） 

●晴嵐学区の石山は嫌にマンションばかり増えて晴嵐小学校はマンモス校になって子供

１人ずつに関わりがあまり持ってもらえない様に思うし親として心配になる。だからマン

ションを建築される前にもう少し都市開発を考え直し、子供人口が少ない所にマンション

を増やすとか？大津市内の小学校が廃校にならない様にしてもらいたい。（30歳代／女性） 

●大規模については早急に対策をすべき。特別教室がなくなるとか、グラウンドがせま

いまどは児童がかわいそう。減少がみられる学校については、統廃合はせず現行のまま存

続させる。地域にとって学校は大切。（40歳代／女性） 

●学区の見直しが必要だと思います。又、大津市では学区選択ができますが、それによ

って学校に人数のかたまりがある様に思います。同じ町内でも同じ学校の友達がいないと

地域のつながりもなく、親、子供の未来ある人としてのつながりが持てず本当に残念です。

学校選択さえなければ・・・と思う事がよくあります。見直して頂きたいです。（40歳代／

女性） 

●規模は地域に合わせてそれぞれ差があってもいいので、校庭の芝生化をお願いします。

（40歳代／女性） 

●大規模になると教員数も増え、子供だけでなく教員管理の点にも不安が増える。規模

の少ない学校は学区をなくし、少人数で教師の目を十分にかけてもらいたい児童などを受

け入れることで、特徴ある教育の場として残すなどして欲しいと思う。本人・親が望んで

いないのに長距離通学をさせるような統廃合は反対。（40歳代／女性） 

●まだまだ子供だけでは無理な所がたくさんありすぎて、親がまず他人まかす前に、親

らしく、そして子供たちに教えていきたいから、親の身勝手な所や色々な細かな所を考え

直したいです。（30歳代／女性） 

●選択制がある事で、かえって偏りがある学校が作られている気がする。ちょうど学区

と学区の分かれ目に住んでいる為、同じ自治会でも違う学区に通う子供達。近所なのに・・・

学校が違うと関わる事がないので悲しく思います。（40歳代／女性） 

●小学生で通学区域を拡大するのは難しいと思います。一年生に３０分以上通学させる

のは体力的にも難しいし、不審者情報が多く危険と思います。（40歳代／女性） 

●学校における適切な人数を考慮し、すすめていただきたいと思います。学区により生

徒にばらつきのある事は仕方がない事だと思います。少なくなってしまった学校、多くな

ってしまった学校それぞれで教室の使用の仕方なり、クラスの人数なりを真剣に学校ごと

で考えていけるようになったらよいのではないでしょうか？人数ではなく、１人１人にし

っかりとした教育ができる環境を整えていただきたいと思います。（30歳代／女性） 
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●あまりにも少数の場合は、スクールバスなどを使ってでもある程度の人数の生徒の中

で学ぶ機会があった方がいいのではないかと思います。（40歳代／女性） 

●出来るだけ通学区域のまま通学させたいと思うが、なるべく同じ基準の教育レベルを

維持してほしいと思います。（40歳代／女性） 

●学校規模としては、６００人前後が良いと思うが、１学級に３０名以上いたり、低学

年の学級に教員が担任１名では生徒にも教員にも学校にも負担が多すぎると思います。（40

歳代／女性） 

●私が小学生だった頃、子供はたくさんいました。近所にも同級生がいっぱいで、その

兄弟も混ざってよく遊んでいました。でも息子にはその環境がありません。子供が本当に

少なくなったなあと学校の行事に参加させていただくたびに感じます。私はあのにぎやか

だった小学生時代がとても楽しくなつかしく思います。学校は少し遠くても、行けば多く

の友達がいて競争しあい、高めあえるという様な場所であってほしいと願います。より多

くの同級生に出会い、楽しい学校生活を送ってほしいと願います。（40歳代／女性） 

●各地域の人口の推移により、学校の規模に差ができるのは仕方ない事と思います。小

学生（特に低学年）はまだ体力もないので、近くの知ったお友達のいる学校に通わせたい

と思います。規模により教育に差ができると考えるのでなく、それぞれの特色を生かした

学校作りをしてほしいです。（40歳代／女性） 

●子供が多い、地区から近くの学校にふりわけるのがいいかな。学校を新しくたてても

減少した時にまたむだになったりするので、建設費も無駄にならないようにするには、そ

れが良いと思います。（40歳代／女性） 

●１クラスの人数が多すぎる（４０人程度）と授業なっでまとまりが悪く、またお互い

の関係が希薄になるように思います。そのため、１クラスの人数の上限を３５人まで（で

きれば３０人程度）にできるようにする事が望ましいと考えます。クラス規模維持のため

には、通学区域の変更といった後追いの対策だけではなく、宅地開発による人口増及び年

齢構成の変動が及ぼす影響を考慮した都市計画が必要だと思います。 

一方、児童数が減少する場合、クラスの規模にこだわりすぎて通学区域を広げすぎると、

子供（特に低学年）の負担が大きくなるため、大幅な通学区域の変更は良い方法ではない

と思います。こちらについても企業（職場）誘致を含めた宅地開発などの都市計画が必要

だと思います。クラス規模が大きすぎるよりは、小さい方がまだ良いと考えます。（40歳代

／女性） 

●学区が分かれているが実際には学区ではない学校の方が近かったり、どちらもとても

遠かったりするので、スクールバスや学区の割り振りを見直して学校によって人数の極端

な違いがないようにするというのも考えるべきだと思う。（30歳代／女性） 

●２５人学級３～４クラスの規模。先生の事務量も減るし、生徒に向きあえる気持ち的

なゆとりが生まれると思われる。いじめ早期発見につながる。（変化を見つけやすい） 

「学級」の枠をなくした教科担任制。（特に高学年）（閉鎖的な「学級」というくくりで

いじめは発生しやすいと思われる為） 
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３クラス以上にするため校区変更もしくはクラスの人数は少なくして学級数を確保する。

クラス替えがないと閉そく感が高まる。（40歳代／女性） 

●小さい枠から考えるべきだと思います。１クラス何人か～からが START です。大きい

枠から考えると子供だち１人１人ではなく、その他のファクター（政治的、経済的、大人

の意見）で決まってしまいます。（40歳代／男性） 

●少子化が進む時代の中、格差はある程度仕方のない事かもしれません。かといって簡

単に画一化、廃校などをするのではなく、地域間、学校間などで積極的な交流などをして

いき、その地域の良さ等を分かち合い、残していければと思います。（40歳代／女性） 

●私が石山中学校２年生の時に、児童数増加のため南郷中学校が新しくでき、石中は分

離することになりました。個人的には友だちと別れることがすごくさみしかったことを覚

えています。 

そして、現在、石山中学は児童数もへり、石山小の子どもがほとんど。部活も少なく、

他の中学へ行く子も多いように思います。当初、南中は将来的には老人ホームになると聞

いていました。子どもが減る中、石中と南中を一緒にしてほしいと思います。（40歳代／女

性） 

●学校の規模（大・小）あると思うが、子供はどの環境におかれても順応性があると思

う。学校や学年単位での教師のレベル均等が大切だと思う。（40歳代／女性） 

●それぞれの地域で児童数の減少や増加はある程度はしかたないと思います。市内すべ

てを同じようにそろえる必要はないと思います。それより教育内容の見なおしを希望しま

す。学校規模の格差より学力格差の方が気になります。授業時間や宿題などもっと積極的

にしていただければと思っています。よろしくお願い致します。（30歳代／女性） 

●児童生徒数が減少している学校は教員の質を良くして、学校選択制で児童数のばらつ

きをなくすことができるのでは。（40歳代／女性） 

●小学校は距離の問題もあるので統合は難しいと思いますが、中学は可能なら統合して、

クラブ活動ももっと力を入れてほしいです。（40歳代／女性） 

●小学校の基本はあくまでもおらが町の小学校であるべき。児童がいかに減少しようと

も地域に根差した存在であるべき。通学する児童の利便性、安全等を考慮すれば、少数で

もより近く、我故郷という意識を持てる小学校にすべき。自らのアイデンティティーがそ

こに在るという存在を目指すべきで、そのことがひいては、滋賀で定住し、職を求める気

持につながるのではないだろうか？地域によって児童の多い少ないが生じることはやむを

得ない。細かい対応をする技能、技術を自治体は身に付けるべき。そのことが、特異性、

特殊性を生み、地域の生き残りの鍵となると思います。（40歳代／女性） 

●すぐに学校を増設するのは無理だと思われる為、教員を増やし、教員一人当たりの生

徒数を近づけていくようにしていって欲しい。（30歳代／女性） 

●児童数が減少しつつある地域は、異学年との交流を深めやすいので、中学へのなだら

かなステップとなる様にする。（30歳代／女性） 

●とくにない（40歳代／男性） 
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●昔から同じ市内でも学校の規模の格差があったように思います。いろいろな都道府県

がその格差をどのようにしていたのか調べてみて上手くいっている所を参考にしていった

らいいのではないのでしょうか？（30歳代／女性） 

●学校の規模が大きい学校は運動会等の行事の運営なども大変であると思いますし、何

より子供達への教育の水準が難しいと思われます。しかしながら、宅地開発の進む市街化

区域と、既成住宅地の多い農村地域（市街化調整区域）の子供の数が違うのは仕方のない

事であります。減少傾向にある学校は、他にない特色のある取り組みを行うなど、個性が

必要ではないでしょうか。大津市は学校選択ができるという利点がありますし、学校独特

の取り組みで引き寄せる事も可能ではないでしょうか。（40歳代／女性） 

●ある程度ゆとりをもった学級人数で学級経営ができる方が良いと考えるので、学年で

学級数が１つとなろうとも現在の小学校区であってほしい。住民は愛着がある小学校区で

生活している訳で、宅地開発が人口増加している地域に関しては、新設校という方法もあ

りと考える。新しい歴史を迎える校区はあっても良いが、既設の校区の統廃合は無用に考

える。（30歳代／女性） 

●児童数最低でも２クラス６学年で維持していくのがよいと思うが、もしそれ以下の１

学年１クラスの少人数になると、学習の面や生活指導の面でも、１人１人の児童に目がい

きとどくが、学校全体の行事等は活気が盛りあがりに欠けると思う。（50歳代以上／女性） 

●一定の学校の定員を決めるべき区域を調整するなどして。 

一学年２クラスはさみしすぎる。バラつきがでるのはしかたないがたてわりぎょうじな

ど、もりあがりにかけてしまう。（30歳代／女性） 

●児童数が減少して、学校の規模小さくなり統廃合するなら、必ずその地域にはスクー

ルバスを導入して、人口が大規模校周辺に密集しないようにする必要がある。（40歳代／女

性） 

●児童数は単に減少、増加だけではなく、一時増加するが数年後には減少、又はその逆

等、大変複雑な動きです。そういう細かな所まで早目早目のリサーチを徹底していただき

たく思います。その上で統廃合や新設は必要ならばしたらいいと思います。子供達に大き

な格差が影響することは絶対に避けなければなりません。スクールバスなども大いに利用

し、柔軟な対応策を考えていただきたいです。大津市の学校に通う１人１人が平等に学校

生活を送れることを大津市に期待しています。（40歳代／女性） 

●１３の回答のように。地目などなくして自由に住宅が建てれるようにするべき。（40歳

代／女性） 

●今後ますます偏りは大きくなるでしょう。学校教育だけの問題ではないので、総合的

な見通しが必要です。生活圏の集約化はライフラインの維持などからも必ず必要でしょう。

今、人口が集中している理由を分析して、長期的な見通しを立て、どこに拠点をつくるか

を考えなければならないです。そして、それに向かって、今すでに少なくなっている箇所

は一時しのぎ的に、もしくは先行的に小中一貫教育に切り替えていく。それでも無理があ

る場合、将来の集約化の拠点を明らかにして統廃合を進め、スクールバスを出す。集中化
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の進む地域も、人口増加のピークを見通しながら分離新設する。とにかく教育だけは充実

していくことを一番にしなくては、今後の日本は成り立たないでしょう。教育一番です。

もちろん簡単ではありませんが、市民と共に知恵を出し合うという姿勢が大事だと思いま

す。（40歳代／女性） 

●通学が困難にならないよう配慮してほしい。安全に通学ができる程度の規模にしてほ

しい。（30歳代／女性） 

●学校選択制がありますが、減少傾向の地域にはふさわしくないかなと思います。人口

が少ないから違う学校を選択すると本来行く学校の人数もまた減る事になるのでそれはど

うかなと思います。それなら統廃合でもいいと思います。（30歳代／女性） 

●児童数が減少傾向のある学校に、人口が増加している地域の児童の子どもたちをスク

ールバスを運行してもらい、児童数の減少の学校の通ってもらうという案はどうでしょう

か。（40歳代／女性） 

●教員数を増やして、1人 1人丁ねいな学習指導をしてほしいです。（40歳代／女性） 

●児童が減ったとしても増えたとしても学校を増やしたり減らしたりする必要はないと

思う。それなら、小学校も中学校のようにえらべることができるようになれば良いと思い

ます。（30歳代／女性） 

●極端に児童が減っている場合は統合するしかないのですが、小規模なら頑張って維持

していくべきだと思います。そして規模より大事なのは学校の学力、人格育成、社会貢献

の方です。全国学力テストの実施、地域活動の参加など積極的に取り組んでほしい。（30歳

代／男性） 

●学校の規模というよりも、クラスの人数は少数で保って欲しい。私達４０代の子供の

頃は１クラス４０人程がぎゅうぎゅうに詰められて色々大変だった。今は子供達をとりま

く環境も複雑化してきている中、１クラス３０人もしくはそれ以下でもいいと思う。学校

全体の大きさは社会性等あまり関係がないのではないか。統廃合せずに、その地域で無理

なく通学できて、教員の数も充実している少人数クラスというのが理想。少子化が進むの

であれば、その少ない子供達をいかに教育して自立した大人にするのか、市も国もよく考

えて欲しい。（40歳代／女性） 

●人口が増加している地域では、新しい学校も一つの手だと思います。生徒が減ってい

る学校について、上田上小学校など校舎の余った教室や建物を養護の必要な子供たち（軽

度の障害時）が通える学校に併設、共存する形にしても良いのでは？と思います。健常者

の生徒のことばかり考えるのではなく、少なくなった生徒の学校へ、増加している軽度の

障害児も通えて、一緒に勉強できる空間を作る。空いた施設や校舎を有効に使用する方法

へ一度考えていただきたいと思います。現在の養護学校では、車イスの子供たちが勉強す

る一人当りのスペースが足りないと聞いています。生徒数の少ない学校、廃校するよりも

違う形で利用されることをお願いします。（40歳代／女性） 

●実際（減少しつつある）学校周辺の子供達が少なくなってきているのを、日々思いま

す。たぶん、一気に児童が増える事はないと思います。（なぜなら、周りの方が年齢を重ね、
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学校周辺に住むことになると、若い世代の子供達が少なくなると思ったからです。） 

減少化が進んでいくと、廃校や統合などなるのかなと思ったします。（30歳代／女性） 

●児童数の多い学校もあれば、少ない学校もあるが、その学校、学校での特色、良さが

あると思うので、いろいろな学校があって良いと思う。しかし、クラスでの人数が多すぎ

ると、担任の先生と生徒との細かな関わりができにくいと思うので、一クラスの中の人数

は、多すぎないほうがよいと思う。（30歳代／女性） 

●選択制が出来る所を限定地域だけにしてほしい。上に上がる時に良い学校、悪い学校

など色々考えてしまいました。少子化の学校ほど、ここは良い学校（例えば教育など）と

か、教育委員会、先生など努力してもらえばここの学校に行かそうかなと思う親がふえる

かと思います。親は子供が多い学校、少ない学校とかではなく、悪い学校、良い学校、特

に学力の高い学校を基準で見ています。そこの所も重視してほしいです。（40歳代／女性） 

●増加しすぎている学校では、子ども一人一人と向き合うことがむずかしくなっている

と思います。宅地開発にも一時的なものもあると思いますが、人数が増えすぎてしまった

学校は少し考えてもらった方がいい。人数が多い学校の近くを下校時間に通ると子供が左

右バラバラだったり、しっかり並んでなかったりと危ないこともあります。適度な人数で

しっかりと子供達の安全や生活、学習においても先生方が寄りそっていけるような規模に

していってほしいです。（30歳代／女性） 

●我が子供は転勤に伴い規模の大小どちらの小学校も通学させたという経験上、感じる

事は、双方に良い点、悪い点があり優劣がつけ難いということ。現在の様に学区外でも選

択して行かせることが出来る制度があれば、格差があっても納得のいく学校選びが可能に

なるとは思います。（40歳代／女性） 

●多すぎず、少なすぎずの人数でのクラス編成で、様々な考えの同世代がいることを感

じながら、学習できるようにして下さるとありがたいです。物騒な時代ですので、スクー

ルバスも良いですね。（スイミングスクールや学習塾ではあたり前ですし）子供さんたちの

居心地の良さを最優先に何事も決めて下さるとうれしいです。（40歳代／女性） 

●そもそも学校の規模や配置の適正とは何を根拠とするのか分かりかねます。ハード面

を整えるよりもまずソフト面の充実が大切ではないでしょうか？教育水準も現実的に教員

の能力によるところが大きいと感じ、大規模校、小規模校は関係ないように思います。又、

機会均等といってもすべてを均等にするのは不可能ではないかと思います。人数やクラス

数の多い少ないはそれぞれ良さもあれば悪さもあるので、それぞれの学校の良さを伸ばし

てもらい、大津市の学校選択制の制度を利用し、保護者が我が子の特性を考え小学校を考

えるということも選択肢の一つではないかと考えます。（40歳代／女性） 

●小学校の時は１クラスの児童数が少ない方が学習や人間関係が密接になり良いとは思

いますが、その一方で友達との関係が悪くなると、クラス替えがないのはちょっとつらい

部分があります。最悪の場合は転校するしかなくなるので、難しいですね。宅地開発にて

一部の小学校は児童数が増加し、先生方、大津市教育委員会も思案中だと思いますが、子

供の事を考えて良い規模や適正を検討してほしいと思います。（40歳代／女性） 
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●学区がとなりどおしであるにもかかわらず、生徒数が減少している学校と増加してい

る学校がある。通学路などに不安を感じ選択できないとの理由で格差は広がってる場合も

あるので、スクールバスの運行を始めるなど、早期に実現できそうな対策をもっと考えて

ほしい。（30歳代／女性） 

●地区で小学校を決めるのでは無く、自宅から学校までの通学距離で通学する学校を決

め、学校の数を均等にしておく事で、規模の均等化を図る様にする。（30歳代／女性） 

●通学区域を変更し、児童数の多い学校から児童数の少ない学校へ、児童数の均一化を

はかる。（40歳代／男性） 

●来年から通う中学校はもう一つ小学校と合わさっているため、人数が多くなりすぎる

のではと心配している。税収面や活性化の面からも宅地開発は必要な事なのかもしれない

が、その場合、義務教育の終える中学校までは責任をもって新設するなりの処置をとって

ほしいと思う。（30歳代／女性） 

●現在は一学年５クラスありますが行事などでは人数が多すぎて子供を見つけるのも一

苦労です。６年間通っても一度も同じクラスにならない友達などもあり、さみしい感じも

します。私自身は３クラスで過ごしていたのですが、ちょうど良い感じでした。長女は２

クラスでしたが、目は行き渡るもののそれはそれでさみしい感じもしました。人口増加地

域は遠いところから通う子の安全面も心配ですし、学校新設が望まれます。減少地域では

高齢者が学校施設を使って何かをするなど、共有し交流もあるなどしていければいいので

はと思います。（40歳代／女性） 

 

●大規模校には教員を多く配置する等、先生方が肉体的にも精神的にも余裕を持って子

供達の教育、指導が行えるよう、配慮をお願いします。（40歳代／女性） 

●生徒の人数が増えることにより先生方の目がゆき届かないことが原因なのか。何か生

徒が少し問題のある行動やけがをしたりすると、次からその行事はとりやめになったりす

ることが増える様に思います。人数が少なすぎると友人関係にゆきづまることがある様に

思います。少子化の進む学校と増加の学校が近くにあるのであれば、スクールバスを出す

などして規模を調節するのもいいかと思います。（40歳代／女性） 

●我が地域は人口が増加し、学級人数は１クラス３０人を超えています。小学校も古く、

昨年は穴だらけの机といすで一年間学びました。広い大津市の中で学校間の児童生徒数の

ばらつきは仕方のないことだと思いますので、人口が増加している地域は学校を新設する

のが良いと思います。児童数が減少している地域は、学校を統廃合して、集団の中で学校

生活を送る方が良いと思います。通学距離と時間は考えないといけませんが・・・。（30歳

代／女性） 

●通学区域の変更は、子ども達に不安をあたえると思う。子ども達が家から近い、近所

のお友達と安心して通える学校がある方が、楽しく、たくさんのことを学べると思う。（40

歳代／女性） 

●学校規模については、１学年３クラス程度が維持できればと思いますが、その地域に
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あった規模あるのではないかと考えます。規模が大きくなりすぎると、子どもたちの交流

がクラス内にとどまり、他のクラスとの交流が少なくなるのではないかと感じます。１学

年３クラス程度とし、機会あるごとにクラスを超えた交流があれば６年間の小学校生活で

もう少し豊かな人間関係が築けるのではないかと思います。人口減少地域においても一定

の学校規模が保てることが望ましいとは思いますが、小学校は地域とのつながりも重要で

あり、小規模になることもやむを得ないと感じます。クラスの人数やクラス数が１番重要

であるということではなく、もう少し順位を重視し、本人が自分自身が何が得意で人より

優れ、何が不得意で人より劣っているのか、言いかえれば努力しなければならないかとい

うことに気づかせることが重要ではないかと日々感じています。（40歳代／男性） 

●児童数が減少の地域は統合して、学校の児童数に均一化をはかり、増加の所は学校を

新設する。（40歳代／女性） 

●減少していく学校についてはスクールバスを導入して広い範囲から集めて通ってもら

う案はどうでしょうか。（40歳代／女性） 

●特になし（40歳代／女性） 

●最大で６ １学年１００人程度でとどまるよう人口急増地域では学区の分割、新設を

考えられたい。（50歳代以上／男性） 

●教師と子供が密に接して教育が出来る環境を作る。 

良い悪い事の善悪をしっかり教える事が出来る教師が必要 

PTA、教育委員会などによる、拘束で子供しつけが出来ていない教師が多く、世間体を気

にしすぎるせいで、教師が教師でなくなっている事を、行政が理解すべき教師へのストレ

スを与えない環境をする。→事件へとつながっている。 

教師へのルール、規制が多く、ダメにしてる。→子供が本当に成長しない。 

子供と正面から向き合える必要がある。本気でほめ、怒れる、昔の教育論に戻るべき。（40

歳代／男性） 

●特になし（40歳代／女性） 

●あまり多人数のクラスでは教員の負担も大きくなると思う。教員にも色々いらっしゃ

ることは経験上よくわかっているの教員のストレスが少しでも軽くなり、子供達にとって

もよりよい環境で授業が受けられるような学校造りを希望します。 

ただ通学時間等、この時代、あまり子供が一人で歩いてることが多くなってしまうのに

は不安はありますが。（40歳代／女性） 

●他学校との（1/W）間隔で 1時間位の関わりを持つ。そうすることで友達が他学区にも

でき、世界が広がる。たまに会うだけでは、誤解だけが生じ、お互いを理解するまでに至

らない。ただあまり遠いと不審者の面が気になる。しかし安全面が確保できれば、通学の

遠さは良い経験になると思う。一番大切なことは、繰り返し全ての子供に声かけ（あいさ

つだけでなく）という愛情と和を求めるよう相手の立場を説明したり、観察するよう導く

ことと思う。（40歳代／女性） 

●真野北小学校は、開発地の未来の姿だと思います。少人数の学校は、みんな同じカリ
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キュラムではなく、得意な教科を高め、苦手な教科は補えるようにクラス別ではなく、個々

に合ったカリキュラムでもいいのかと思います。 

学力の向上で生徒数が増加するケースがあると思いますが、なかなかうまくいかないで

しょうね。（30歳代／女性） 

●公共機関を使った通学等も視野に入れ、路線バス、湖西線、京阪電車等、移動手段に

ついて整備充実していただき、選択できる学校の幅を広げる。例えば、より生徒数の少な

い地域まで通学幅が広がれば、実際選択肢の一つとして検討することも可能。公共機関に

一人だけで乗せるのは心配だが、子供車両、直通バスなどがあれば良いなと思います。（見

守る大人（先生・ボランティア等）がいれば理想です。）（30歳代／女性） 

●中学校の学校選択制をやめるべきだと思います。人気のある中学に生徒が集中したり、

あまり人気のない中学には行く生徒が減っていって、廃校になっていくのでは。小学生低

学年でどこの中学に行くか悩んでいる子どももいるというのは、かわいそうだと思います。

（40歳代／女性） 

●統廃合により、人数を均等化するのも良いと思いますが、例えば学区の範囲を広げ、

一つの学区内に複数の学校を設置し、その年の人数によって、町別などで入学する学校を

指定する。少々乱暴かもしれませんが、今のように隣接する学校での在校生徒数による差

が生まれるよりは良いと思います。 

公立学校である以上、できるだけ公平な環境え学校生活を送る事が出来れば、他と比べ

ることもなく、地域のつながりも強くなるのではないでしょうか。（40歳代／女性） 

●学校の規模も、学校の特色をとらえることはできないでしょうか。その規模なりの学

校づくりを模索することはできないでしょうか。（40歳代／女性） 

●少子化になっている上、自由に学校を選べるのだから仕方ない。小規模になった学校

は、一人ひとりに丁寧な教育が受けられるかもしれないし、大規模な学校は、競争で自分

を高められるかもしれないし、それぞれ良い所、悪い所があるだろうから、自然に任せた

ほうがいい（？）かもと思います。（40歳代／女性） 

●それぞれの地域に応じた対策を考えていくべき。宅地開発等、ある程度児童数の増加

等は予測できるはず。完全に後手に回って対応しているので、問題の方が先に出てくるの

では。（30歳代／男性） 

●近いというのが一番大事だと思います。 

選択制度は問題が多いです。（堅田に住んでいますが、中学校で堅田以外の学校を選び人

が多くて、子供同士も大人同士も変な関係ができてしまいます。） 

子供の数はどうであろうと、先生がその状況に併せた指導で子供たちの強いところを引

っ張り出した輝く学校を目指せば良いと思います。（40歳代／女性） 

●規模の大小は仕方のない事だと思うので、その規模に応じた学級数、学級人数にして

いくのが良いと思う。（40歳代／女性） 

●規模について、大小どちらにも良い点、悪い点はあるので、現状で一番良い教育がで

きるように先生等の資質の向上も必要なのでは。（30歳代／女性） 
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●クラス数は多くても少なくてもいいが、一クラスの人数は少ない方が望ましい。多い

と教室も狭く、6年生ともなると体も大きくなる。参観等で保護者が行っても見学するスペ

ースもない・・・というような事になる。（40歳代／女性） 

●宅地開発で人口増加している所も、10年 20年後に若い世代がいなくなり、児童数が減

少することも考えられるので、人口増加＝新設校ではなく、10年 20年先のことを考えて親

切するしないを決めるほうがいいと思います。（40歳代／女性） 

●学校の規模が小さいなら、小さい良さ、大きいなら大きい良さがあると思うので、規

模そのものが子供たちに影響するとは思いませんが、一クラスの人数の多さは、先生の目

が届く限界があるので、そこはよく考えていただければ思います。質問 3で 21～30人と答

えましたが、子供たちを実際指導していただけるのは先生なので、人数は先生方の意見を

尊重したいと思います。（40歳代／女性） 

●規模の格差は仕方ないでしょう。規模に応じて学校ごとにきめ細かに対応できれば、

それでよいのではないですか。近隣の少ない学校同士が交流する機会を増やす、また規模

に関わらず、大津市全体・・・は難しくても、近くの学区が集まって、何か 1 つの行事に

取り組むなど、学校間のつながりも必要ではないでしょうか。（40歳代／女性） 

●通学の道について、うちの学区はスクールゾーンの道が危険すぎます。車通りが多い

のに、歩道もある所やない所、歩道もないのにガードレールもない。最近は通学時の事故

も多いのに、もう少しスクールゾーンについて考えてもらいたいです。（30歳代／女性） 

●私自身、生徒数の多い学校生活だったが、特に不便を感じたことはなく、子供の頃は

その世界しか知らず、当たり前と思っていました。少人数が良いのか、たくさんの子供が

いて子供なりの社会を作るのが良いかは子ども次第でそれぞれだと思うので、判断する親

が選択出来る制度で良いと思います。（30歳代／女性） 

●小規模校には、少ないならではの利点もあるが、人数の多い中学校に進学した時、大

人数の中でどう過ごしていくのか、不安に思っている保護者も多いです。小規模であって

も、地域に触れ合える地元の学校というのはやはり良いもので、規模の格差は仕方ないか

と思いますが、大規模校との交流ができる行事などがあると良いのではないかと思います。

（フローティングスクールも子どもにとっては良い交流の場となったようです。）（30 歳代

／女性） 

●ある程度の人数のクラスが編成できないと、社会性や協調性が養われないし、クラス

内での立場関係が決まってしまい、仲間はずれや、いじめに発展しやすいと思う。気の合

う友達が選べない状況は最悪で、自由度がなく、子どもの逃げ道、逃げ場が確保できない

ようなクラスでは、小学生らしい生活を送ることすら難しくなるのでは・・・ 

現在の中学校の規模くらいまで、統廃合で調整することが望ましいのかと思います。（40

歳代／男性） 

●児童が減少傾向にある学校で 1 学年 1 クラスしかありません。クラスのお友達とうま

くいかなかった時、子どもに逃げ場がないのが不安です。複数クラスあることで、他のク

ラスに行くこともできるし、クラス替えでメンバーが替わることで、子どもも居場所を作
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ることができるのではないかと考えます。（40歳代／女性） 

●主人も子供達 3 人も仰木小学校でした。少ないながらも満足した学校生活が送れてま

した。地域の方とも密着でき、6 学年が協力できています。仰木くらいがいいと思います。

（40歳代／女性） 

●人数が減少している学校への通学を勧める。 

人数が減少している学校は、その独自性や魅力を発信し、通学区域外からの児童数が増

えるよう努力する。（40歳代／女性） 

●宅地開発等により、一時的に子どもの数が増えても、数 10年経てば、状況は変わるも

の。安易に学校新設ではなく、今ある学校の通学区域を見直すなどして対応すべきでは。 

単級は 6 年間同じ顔ぶれで、仲間意識は育つだろうが、競争意識は薄れると思う。小学

校で小規模（単級）であっても、中学校は、何校かの小学校が集まってとなると、中、大

規模校となることもある。その時、単級校だった子は少数派となり、色んな面で不利では

ないか。現に「人気のある学校」というのが親の間で話題にのぼったりしている。うわさ

だけが一人歩きしていると感じる部分もあり、「教育の機会均等」「水準の維持向上」とい

う言葉が空々しく聞こえる。（40歳代／女性） 

●通学区域の変更を希望します。（40歳代／女性） 

●とても難しい問題だと思います。小学生では、徒歩通学が望ましいと思います。大規

模、小規模、それぞれ良い所はあります。小規模のところは保育園、幼稚園、介護施設、

作業所等の福祉施設等に開放、交流する等、学校の建物、設備を有効に柔軟に使用すれば、

子ども達にとっても良いのではないでしょうか。42 人×6 クラスの小学校を卒業しました

が、人数が多すぎると感じたことはなく、楽しく過ごせました。（母）（40歳代／女性） 

●子どものいる学校は児童数が少なく、近隣には、さらに少ない学校とかなり、多い学

校があります。統廃合や区域変更のうわさはあるものの何も変わらず。それぞれにお友達

がいるので、学校の情報が入ってきますが、校外学習などの行事に差がありすぎると思い

ます。地域の反対など色々あると思いますが、統廃合や区域変更して、せめてクラス替え

ができるぐらいの学年人数になるようになれば・・・と思います。（40歳代／女性） 

●公共交通機関が少ない大津で通学区域を広げることに心配です。スクールバス、児童

クラブなど対策をしっかりしてほしい。こそだて世帯への住宅あっせん等、子どもに負担

がいかないよう考えて欲しい。（30歳代／女性） 

●生徒数の少ない学校の例として、地域の住民が積極的に学校や生徒たちと関わりをも

ち、少人数ならではの良さをアピールしたり、特色ある活動をしたりしているところがあ

ります。学区選択制もあるので、今すでに各学校の特色を考えた上で、自分に合う学校を

選んでいる人も多く見られます。なので、少人数でも現行のまま存続できる工夫をこらし

ていくのがいいのでは。マンモス校については、地区を区切って新設すればよいと思う。（40

歳代／女性） 

●近くに小学校があるのは理想だけれど、人口全体の減少、子ども人数の減少を考える

と、「新設」は考えられない。校区を拡げるなどして、宅地開発で増えた子ども数（だいた
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いピークは 10年～15年では）には対応。その際はスクールバスの検討もする。 

「母校」があるというのは、大人になっても心の支え。安易に統廃合するべきではない

と思う。歴史ある街、学校に地域力を育ってゆくと思う。（40歳代／女性） 

●これからますます規模格差が大きくなっていうので、対策が必要なのは必須ですが、

色々問題はあると思います。学区変更も簡単には兄弟姉妹やお友達の関係もあり、なかな

かやりにくいでしょう。ただ親切はやめておいたほうが良いと思います。すぐにまた子ど

もは少なくなると思います。それなら新しく宅地開発される際に、同時にスクールバスを

出す事を検討する・・・。 

規模的には 1 学年 3 クラスまで、1 学級 30 人くらいが理想です。多い学校に入ると、何

回かは交流で他の学校へ行かないといけないルールを作るとか。そのときも母体の学校か

らスクールバスを出す・・・色々難しい点はあるかと思いますが、少子化の今、ルール改

正が必要。（40歳代／女性） 

●限られた人間関係だけでの生活を望むことが多くなっている傾向にあるため、できる

だけ小学校生活ではたくさんの人と接する機会を望んでいます。よって通学区域の拡大や

変更をしてクラス数を増やすことを望みます。（40歳代／女性） 

●家から遠くの学校に通うことは難しいので近くの学校で良いと思う。あまりにも人数

が少ないなら統合もやむを得ない。（40歳代／女性） 

●どの規模の学校であっても、子どもたちが楽しく過ごせる学校になるよう考えて欲し

いと思う。魅力ある授業をお願いいたします。（40歳代／女性） 

●空き教室を大人や高齢の方の生涯学習の学びの場に開放し、大人も学び続けることを

見せると子どもも学ぶ事への関心にならないでしょうか。押しつけでなく、知りたい事を

学んでいる大人の本気な姿を見せるのは良いと思います。ローマ字や PCなど子ども、先生

が居てもコミュニティーになると思います。給食や掃除の時間に大人も含む学生が活動す

ると教えたり、見習ったり、同じ時間の中で自然と学ぶ言葉や行動、あいさつや笑顔など

日常から「人間力」を身につけられると良いなと思いますが、今、子どもたちを見ている

と、平気で使う言葉のこわさやあたりまえの小ささを感じ、一緒の空間にお年寄りが居た

ら、心痛められるかもと思うと、ベストな案ではないのかもしれません。（50歳代以上／女

性） 

●基本的には、1クラス 20人程度、学年 2～3クラスの小規模の学校にしていくべき。他

府県と比較して滋賀県は学力調査の結果がよくないのだから、一人ひとりに丁寧な学習指

導を行い、課題を解消していかなくてはならない。 

学校選択制を一律に実施するのには、無理があるし、無理な状態のままにしているから、

学力低下などの問題がおこっている。上述したように、児童数が減少している学校には、

学校選択制を有効に活用して、他学区から児童を招き入れればよいし、児童数が多い学校、

特に中学校については、他学区の児童を入れるべきではない。例えば、堅田小の児童が仰

木中へ進学しているが、これは仰木中にとっても堅田中にとってもよい影響はない。その

必要性もない。（40歳代／男性） 



69 

 

●地域の人数に合わせた規模の学校（塾のようなもの）を多く作り、グラウンドを共同

で使うなどするのもいいと思います。近年、児童の連れ去り等の事故も多く、極力通学方

法が複雑にならないようにすべきかと思います。（40歳代／男性） 

●学校の規模や生徒数に応じた教員数の配置ができていないと感じる。学校の運営に必

要な最低限＋αは個々の生徒数に応じて教員の数を配置してもらいたい。（30歳代／男性） 

●実際、我が子が通う小学校は規模が大きく活気を感じます。しかし一方で、生徒数が

多すぎることで、まとまりに欠けていたり、果たして生徒一人一人に目が行き届くのかな

ど不安に思うこともあります。 

隣の学区の小学校は年々規模が小さくなっており、こちらの小学校の学区を少し変更し

たら均等に近づくのではと以前より思っておりました。（40歳代／女性） 

●どうしようもないこと。人口増加が続くような地域には新設する等していくことも必

要かと思う。（40歳代／女性） 

●児童数が増えている学校については、学区外の児童を受け入れない。（40歳代／女性） 

●児童数の減少により、少人数での教育の場は目が行き届きやすいので、問題点、課題

点、傾向点など分かりやすく教員も指導しやすいと思いますが、増加傾向にある教育現場

は、現状として多様化しすぎて問題点を瞬時に解決しにくいと思います。一番やっかいな

のが、塾に通っている子は学校で授業を真剣に聞かなく、他の友達の邪魔をしても平気で

いていられるが、学校をたよりにして勉学に望んでいる子は、はた迷惑が生じていると思

います。また、集団の大きさはトラブルが多く、モラルにも欠けており、教育（勉学）が

第一優先なはずが、社会教育の方ばかりにエネルギーがいっているので勉学低下が生じて

いると思います。また学級崩壊も起こりやすいので、マンモスの学校はトラブルが多く、

授業として成立していかない場合、保護者の合意のもと、クラス編成を一年全うしていて

いなくても、「あり」として教育（勉学）を第一優先にしてほしい。 

宅地開発等で増加している地域の学校は、規模が大きくなり、トラブルも多くあると思

います。だからといって、新しく学校を建てるとかではなく、増加が落ち着き、次に減少

がきたときに校舎を閉校できるような仮校舎を増設し、運営したらいいと思います。それ

にあたってやはり何が問題なのか、課題なのか、保護者に理解を求めているのか、入項し

ている保護者全員末端まで情報が伝わり、学校がやろうとしていることを分かりやすく説

明することが大切に思います。学校の先生や経験のある人は、いろんなことを知っている

し、分かっているから簡単に慣れた説明をされていますが、多様化している保護者のレベ

ルに随時対応した情報提供に大津市の教育現場は欠けていると思います。慣れた人たちだ

けでいろんなことが取り決められ進めているので、末端まで情報は伝わっていないと思い

ます。（40歳代／女性） 

●通学途中での児童の事故や事件は増えています。通学距離や危険箇所を考慮した通学

区域を検討していただきたい。（40歳代／女性） 

●人数の多い学校には多くの先生がいますが、人数の少ない学校は先生の数が減らされ、

授業に格差ができているように思います。算数の少人数クラスがなくなったのは、大変残
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念で、子供たちの学力も低下しているように思います。生徒数の多い学校も少ない学校も、

同じ環境で授業を受けられればと思います。（40歳代／女性） 

●一人ひとりに目が届くようにしてもらうには、増加し続けるであろう学校では分離新

設も考えて欲しい。（40歳代／女性） 

●統廃合して子どもたちには切磋琢磨できるような環境が必要だと思います。（40歳代／

女性） 

●宅地開発等による人口増加地域が増加しているようですが、開発がいつまでも続くわ

けでもなく、ある時児童の大幅な減少が起こってくると思います。そのたび考える必要が

あると思います。あまりにも児童数が少なくなると、やはり統廃合する必要があると思い

ます。（スクールバス等を使用することになるかもしれませんが・・・。）学力の向上の為

には、やはり少人数で行っていただけると親としてはありがたく思います。（なかなか新し

い教育の型に子どもたちがとまどいを感じているため）（30歳代／女性） 

●地域に学校があることでまとまっていることがあり、学校も地域の協力を得て児童の

安全を守っているので、この共存関係は維持することが望ましいと思います。（40歳代／女

性） 

●人口の増減は大津市が頑張ってもどうにもできないことだと思う。学年による生徒数

を調整することは難しい。今は学校選択制があり、生徒数の少ない所を選んだり、近くの

本来の学校を選んだりできるので、多少幅はできている。それより今の問題は担任の力だ

と思う。2クラスで同じように学年通信を出したりしているが、2クラスが同じ学力がある

のか疑問がある。懇談会で 6年 2組は長い間話し合いがされ、1組は早く終わり、話の内容

を廊下から聞いていた。6年という中学に進む前の大切な時期に授業の進行に不満があると

保護者から意見が出ていることの方が、学校規模よりも早く取り組んで欲しい案件です。1

学期より 2 学期の方が良くなったらしいが、クーラーを導入するために、算数の少人数学

級をなくすのはおかしい。クーラーを導入し、草津市のように夏休みを短くしてそれがど

れくらい学力向上になるのか。学校は勉強し、友達を作るところだと思う。予算が少ない

という現実は分かるが、1クラスの規模より 1クラス分を受け持てるタンニンの指導力で人

数を考えた方が早い対応ができるのではないかと思う。クーラーを導入する予算がないの

に学校を増やしたり、増築したり、スクールバスを使って人数の少ない学校に人数の多い

学区の子どもを連れて行くことができるとは思わない。（30歳代／女性） 

●できる限りの現行の通学区域のまま存続してほしいと思っているが、すでに雄琴学区

には中学校がなく、日吉中学校へ行くことになる。電車通学になっているが、定期代等の

負担に悩んでいます。実際、徒歩通学の生徒とは差があるのに何の助成金がないのは不公

平ではないかと思います。そういう負担があるために教育にかける金額がかわってくるの

もあると思う。（40歳代／女性） 

●少子化であるにしろ、基本的には徒歩で通学できる地元の学校に行き、近隣住民の方

や PTA と深いつながりがある方が好ましいと思います。少人数の学校は学年を超えたつな

がりがあるのも心強いです。少ないからと安易に統廃合するのはやめていただきたいです。
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（30歳代／女性） 

●クラス替えもなく、同じ友ばかりでケンカをしたら一人で過ごすなど、特に高学年に

なると友達が決まってしまい、人間関係が大変相です。色々な友達と関われず、そのクラ

スが嫌でもクラス替えがないため、6年間親も子も我慢するしかないのです。児童数が多く、

クラスもたくさんあれば、ケンカしても違う子と遊べますが。（40歳代／女性） 

●小規模校ならではの良い面がある一方、（例えば、先生が生徒一人ひとりの名前や、個

性を知っている部分が多いなど）、行事や学習面でのサポートは人員不足のため、担任の器

量や判断によって、その 1 年間が大きく左右されるように思う。できることならサポート

の先生が常時いてくださると、ずいぶん違ってくると思います。が、一クラスごとに副担

任とはいわずとも、せめて一方的な授業を進めるのではなく、質問しやすい環境、中学へ

の移行をスムーズにできるような対応をお願いしたいです。（40歳代／女性） 

●宅地開発により増加（新しく越してこられた家族）したご家庭は、地域の学校、他に

考えられるでしょうが、長年居住されてる家庭は、やはり地域の学校が良いと思われます。 

学校の友達より習い事の友達の方が良いとか・・・色々選択出来るとうれしいです。（40

歳代／女性） 

●減少傾向にある地域に関して、その地域の活性化のためには、子どもは必要だと思う

し、その為には、幼稚園が小学校も必要になるので、学校を存続し、他校との交流を深め

て、中学で困ることのないように対応してほしいと思います。少人数ならではの個人の個

性を伸ばして合同での活動を通して一人ひとりが自信をつけてくれたらと思います。 

増加校に他市居ては、一人ひとりに目が行き届くように配慮も必要なので、分離新設で

きるのなら、それも必要かと思いますし、クラスの人数にも考慮が必要かと思います。 

互いの良い部分を、今ある中で活かしつつ、うまく活用してないところを他校と協力し

たりしていただけたら良いと思います。（40歳代／女性） 

●宅地開発を制限して、住宅や教育関連施設を同じ場所にまとめて、コンパクトなまち

づくりを進める必要があるのではないでしょうか。宅地開発をすることで、宅地が広範囲

になり、通学に時間がかかる、又はスクールバスが必要になります。古い住宅地は空き家

が増え、新しい住宅地は若い世代が一気に増え、一時的に大規模な学校施設が必要になっ

てしまいます。しかし現在新しい住宅地も 30年後には空き家だらけになり、児童も減少し

ていくと思われます。悪循環を繰り返すだけになるので、50 年先を見越してのまちづくり

を考える必要があると思います。（40歳代／女性） 

●市に限らず、県や国でも小規模の所へは事業削減していこうという考えがあるが、少

人数でも大規模の所と同様の対応をしていってほしいです。（30歳代／女性） 

●うちの子供が通う学校は 1 クラスで小規模です。クラスとの子とのが関係が密になっ

たり、違う学年の子とも交流する機会が増えたりして、よいところもたくさんあると思い

ます。運動会などの行事にもう少し人数がいたら、クラスごとで競ったりして盛り上がる

のになと思ったりしました。もう少し人数が増えるのが理想ですが、地域の方に見守られ、

地元の学校に通えるのが一番良いと思う。（30歳代／女性） 
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●学校図書など学校に必要な物品などについて、小さい小学校ということで予算配分も

少ないものとなってくるようです。小さい小学校だからといって、子どもたちが十分に与

えられない環境でいいはずはありません。予算格差による子どもたちの教育格差が起こる

ことのないように十分配慮してください。図書室の本が少なすぎます。（50歳代以上／女性） 

●公立小学校ならば、地域に根ざすべきであると考える。自分の足で通学し、地域の方

とのふれあいができること。多くの人の手、人の目で育って欲しい。よって、統廃合には

反対である。選択制についても、よほどの事情がない限りは居住区の定められた学校に行

くほうがよいのではないかと思う。建物が新しいから、きれいだからとか、児童数が多い

方が保護者の役を逃れられるからなどの話も実際に聴きますが、自治会（子ども会）の中

で、あちらこちらの学校に分かれていると、何かと問題が発生し、あげくは自治会そのも

のを退会されたり・・・。もとの居住区での通学が原則とするならば、若干でも人数増え

る学校があるのではないかと思います。もちろんそれだけでこのアンケートに必要なほど、

人数が動くわけではないことも承知していますが。 

これから 10年、20年後、同じような人数の偏りがあるかどうかを見据えると、今現在多

いから学校を新設というのもどうかと思いますし、また別の方向からも考えなくてはなら

ないのではと思います。人口増加が極端に偏らないような地域開発など、できないもので

しょうか。（40歳代／女性） 

●地域性や学校の質（ソフトもハードも）市で統一すべき。人気のある学校や、新築地

域は必然的に大人数になる。坂本と下阪本がその例。日吉台も含め、学校は存続しつつ、

人数と学校の質を一律になるよう、スクールバス制の導入や、地域の偏見をなくす勢力（例

えば、毎年町ごとで順番に学校を変わっていく）それにより、色んな地域を知り、出会い

が増え、中学校もスムーズに入学（公立）できると思う。ばーんと考え方変えなければ、

ちょろちょろ動かしても無理。（40歳代／女性） 

●人との関わりの中でしか学べない力というものはあると思うので、あまりにも人数が

減少してしまった場合は、統廃合も考えていかなければならないと思いますが、通学につ

いての条件、地域の学校の存在、役割等の問題等も考慮しなくてはならないと思います。 

スクールバスは必須だと思います。マンモス化した学校においては、施設面等のことも

ありますが、やはり子どもたちを見とれる「人」が一番必要だと思います。（教員の配置人

数）社会にこれだけ様々な課題が山積し、学校に求められる役割が大きく、また学校が果

たしていくしかない役割も多いため、人員は絶対増やす必要があると思います。（40歳代／

女性） 

●20 分程度で歩ける距離にある学校へ行くのが最良であると思う。学校の規模より、ク

ラスの人数の方が人数による影響があると思う。規模が大きくなるほど一クラスの人数が

増えるのであれば、規模を小さくすることで、格差を是正することも必要ではないかと考

える。（40歳代／女性） 

●宅地開発で人口増加している地域でも子どもの数が増えるのは一時的なものだと思う

ので、一学年のクラス数を増やして対応するのが良いと思います。いずれ、人口も落ち着
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くと今度は子どもの数が減少するのは分かっているので、一時的な対応をしていくほうが

良いと思います。（40歳代／女性） 

●住む場所により学校の規模に格差があるのは、ある程度仕方のない事だと思います。

大・小共に良い所、悪い所があるとは思いますが、教員の数やカリキュラムを工夫するこ

となどで対応する他ないと思います。（40歳代／女性） 

●児童数が少ない学校においては、統廃合もしくは通学区域の変更も検討されるべきだ

と思います。児童数が多い学校においても、通学区域の変更は検討してもらいたいです。（40

歳代／女性） 

●学区の境界は学校と学校からなるべく等しい距離の所に定めていただきたいです。（40

歳代／女性） 

●1,000人を超える大規模校は運動会等の行事が我が子がどこにいるのか、その一瞬を見

つけるのに必死で運動会を楽しめない。クラス替えを毎年しても、同じ学校学年でも知ら

ない子がいるのが残念だ。一人ひとりがもっともっと輝ける規模があるのではないかと思

う。できる子だけ、積極的な子だけが何かと目だって活躍する機会が多く、他の子に回っ

てこないと感じる。私自身は 1 クラス 23 人、学年 46 人、全校生徒 300 人弱の小学校から

12クラス 1000人越えの中学に入学してカルチャーショックを受けました。中 2で分離して

6 クラス。これが適正人数で非常に良かったと思ってます。（大津市出身）小規模校は先生

の目もよく届く反面、新鮮さに欠けます。競争する前から順番が決まっているようなもの

で面白くない。逆に大規模校は顔と名前が一致しない。自分がいてもいなくてもそんなに

変わらないと感じてしまったかと思います。中 2 で分離したことにより、先生とも友達と

も深く関わりがもてました。（40歳代／女性） 

●児童数の多い学校と少ない学校では様々な面でどうしても違いが出てくると思う。で

きる限り同程度の人数になるようにすべきだ。学区変更や分離も必要かと思うが、少ない

学校については公立であっても他市等から転入してくる人を獲得できるような工夫をすべ

きだと思う。（何か特色をアピールする等）（30歳代／女性） 

●児童数の減少は少子化だけではないと思います。住みにくい環境には人口は増えませ

ん。大津市内で住みやすく生活しやすい場所とそうでない場所が集中してありすぎるので

はないでしょうか。学校だけでなく、「生活しやすい地域」を増やせなければ、この差はい

つまでもなくならないと思います。（40歳代／女性） 

●住宅の増加によって学校では児童数増加→教室不足→校舎増築となっている。住宅を

増やす前に小中学校の状態を把握して欲しい。教室数の確保とともに、グラウンドの広さ

などの整備もしてほしい。（40歳代／女性） 

●学校の規模の格差は現状として致し方ない部分はあると思います。規模の平等化を図

ることで通学の便などで格差が生じるケースもあるかと思います。保護者としては「教育

の格差」がないようにしていただきたい。例えば、児童何人に対し、教師何人のような・・・

（すでにそうなっているかもしれませんが）同じ公立なのに学校によって教育のレベルに

格差が生じるのはやめていただきたい。（40歳代／女性） 
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●増加している学区は、分離新設して欲しい。（30歳代／男性） 

●学校の規模により、子どもたちの教育の差が大きくなることがあってはならない。地

域により良い点も悪い点も必ずあると思う。市内の学校で規模に関係なく、交流を持つこ

とも大切ではないかと思う。統廃合して通学時間が大きく変わり、子どもの負担になるよ

うなことは避けたい。あまりに大規模になることが予想される地域は学校を分離新設する

こともやむを得ないと思う。（40歳代／女性） 

●その時代にあった学校編成であればいいと思います。少なくなる学校においては、建

て替え等せず、統廃合も仕方ないと思います。スクールバスなど利用し、存続する学校や

建て替えや充実した施設を願いたいものです。（40歳代／女性） 

●少数人の場合、学校行事、団体活動に活気も出ないので、近隣との学校の統一、合併

等考慮すべき。登校距離など考慮し、選択校とするなど。（40歳代／女性） 

●学校の規模については、安全に通学できる距離を考えると、統廃合はよくよく考えて

いったほうがいいと思う。アンケートでは 4～5 学級あったらいいなと答えてはいるが、2

～3学級でも充分。今日いう環境としては成り立つと思います。学級数が少ないからといっ

て質が低い教育になるとは思いません。大切なのは、学校や先生方が保護者も含めて教育

の質を、教育の内容をどう充実し、高めるかだと思います。滋賀の学力が低いことの方が

よっぽど深刻に受け止めなければならない課題で、規模が小さくても教育の質が落ちると

は思いません。（30歳代／女性） 

●少子化問題よりも、一部の先生で無責任な所があることをどうにかしてほしいです。

自分のクラスの子の揉め事なのに、他人事のような言い方をされるのはどうかなと思いま

す。問題を解決できないのであるのなら、担任を持たないほうが良いと思います。幸い、

家の子の先生はすごく良くしていただけますが、友人の子の担任の先生は問題があると思

います。（40歳代／女性） 

●ない智恵をしぼって改善していくのがお宅らの仕事なのになぜ保護者の意見をきくの

か不思議. 

6年ともなればこの先小学校がどうなろうと関係ないのになぜアンケートをとるの？ 

そもそも学校が選択できるようになったりとおかしなことだれけ。 

やはりいろんなことがブレてるような気がするけど…（40歳代／女性） 

●小学校区は地域とのつながりも強く、なんとか現状を維持してほしいのが本根である。 

人口増加している地域も、10 年後も同じかといえばそうではないことから非常に難しい。 

子供がいることが地域活動性化につながっていることからも校区は活してほしい（40 歳代

／女性） 

●○マンモス校には教員の補充 設備の補充 

○    〟    地区別に こんだいん会など PTA 活動においても手薄にならない

ように学校も働きかける（40歳代／女性） 

●どの様な環境で育ったかによって、価値感や人間性に影響があると思います。一日の

大半を占める学校生活が豊かであるかどうか、それは学習内容だけでなく、やはり運動場
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や校舎、教室といった、当然あるべきものに左右される事もあると考えます。 

たまたま、増築中の仮設校舎で過ごすのも一年、新築の使い易い校舎が出来た後に過ご

すのも一年、運の良し悪しで片付けられない気がします。まずは地域から、市全体に向け

て少子化を他人事と思わないで、今あるものを有効に活用しつつ、共存共栄の精神で運営

していけばいいと思います。 新しくつくったり、壊したりするのは無駄が多いと思うの

で、ある程度、先を見越して学区を変更するのがまず、格差を少なくする第一歩だと考え

ます。（40歳代／女性） 

●学級数が増えても良いので学級人数を 21～30人までにしないと、話を聞きとれない子

供は大人数に話をされてもわからないまま 次へ進んでしまっている。 

算数だけは少人数制を取り入れているが、他教科についていけない子もいるはず。担任

の目が届いていない。（30歳代／女性） 

●可能な限り、一学年 100 名程度で、教育が受けられる環境の整備を推進することが望

ましいと思います。（30歳代／女性） 

●学校のあるべき規模とは、どのようなサイズなのでしょうか？どの立場で考えるので

しょうか？子供が多すぎて、又は少なすぎてどうにもならない地区もあるのかもしれませ

んが、子供が自宅から近所の友達といっしょに、徒歩で通学できる学校があってあたりま

えだと思っていましたし、今後もそうあって欲しいと思います。（40歳代／女性） 

●学区の見直し（40歳代／男性） 

●かたまった地域にマンションばかりできないように規制するべき（30歳代／女性） 

●・校区によって差がないように、通学区域（範囲）を再考したり、学区外通学をさら

に推進したりして、平等に教育が受けられようにしてほしい。 

・学校間で、教育内容や、教師の構成に格差がないようにしてほしい。 

また、幼少連携や地域での教育活動など、児童にとって、意義のある教育の展開が望ま

れる。 

そのことが、学校への信頼や、特色ある学校経営につながるものと期待される。（40歳代

／女性） 

●増加している校も減少している校も格差がないようにバランスよくすべきと思う. 

クラス人数は 30 人前後にし、多いとそれだけ先生の負担も多くなると思う.（40 歳代／

女性） 

●格差がうまれるのは しかたないし 一時的な物で、 大きな改革は不要と思う. 

なるべく 同学区内の学校へ通学するのがのぞましいとは思うが、 青山のように 大

きいとことは、近隣校への越境を推進するのもよいと思う（40歳代／女性） 

●宅地開発を.計画的に進めるべき。 

一期間に.進めてしまうと.入学前の引越しが多い為.同じくらいの年齢の子供達が増え

ると思う。（40歳代／女性） 

●我が子の地域は宅地開発により、児童数が増加し続けています。 

一度は、学校が新設される案があった様ですが 将来的には減少することもあり廃棄と
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なった様です、通学距離が長い為、心配な事もあります。 

学校行事の時などは、人数が多い為じっくり学校の様子を見たり、我が子の姿を見るこ

とができないのが少し残念です。 活気があり、良い面もありますが、一人一人に目が行

き届かないか 何か問題があった時不安に感じることもあります。（30歳代／女性） 

●学力だけの話ではない。 

宅地開発の進む地域に在住しているが、非常に住みにくい地域（市・県含む）だなぁと

感じる。 

教育委員会も、いじめ関係の件に振り回されすぎている。（そもそも、いじめは行政で何

とかなるものではない.）確実に結果が出る 学力向上対策、教員の質向上等、 オリジナ

ル対策をとる等の、思い切った行動をとって欲しいと思います。 

格差が生じるのは仕方のないこと。つまらない所に人は集まってはこないのですから。

（40歳代／女性） 

●適性なクラス数や学級人数を守るため、統廃合を考えることも一つの案ですが、小学

校が家から遠い学校で通うのは負担が大きいと思われます。（特に低学年） 

現行の通学区域を尊重しつつの統廃合を考えてもらうようお願いします。（40 歳代／女

性） 

●マンモス校もあれば少人数校もあり、少人数校に選択できても通学手段がない。（40歳

代／女性） 

●今、子供が通っている学校は人数がとても多い.（1000人以上） 同学年の子供でも顔、

名前の分からない（親が）状態で、少し不安になることがあります。先生も目のいき届か

ないことも多い様な気もしますし、今思えば、もう少し人数の少ない、おちついた環境で

学習する方が良かったのかと思うことがあります。（人数が多いといじめやトラブルが多い

のも事実です。）人口が増加している地域では特に良い教育環境を整備してほしいです。（40

歳代／女性） 

●教育はひとりひとり平等であるべきで、大規模校は分離新設すべきです. 

一人一人の子どもにていねいに指導できる環境を整えることが大切だと思います. 

宅地開発で人口が増加することがわかっているのにもかかわらず、新設校の予定を中止

し、1000 人をこえる大規模校にしたことをどう責任をとるのか。今いる子どもたちの教育

をどう考えているのか. いじめ対策で全国的にも率先してとりくんでいる大津市だから

こそ、ひとりひとりの子どもにとっての教育環境をもっと考えてほしい.（40歳代／女性） 

●通学区域制をなくし、私立のように通いたい学校を選択できるようにしてはどうか。 

そのためには、スクールバス導入も必要だと思うが、それは保護者も負担するべき.（マ

イカー送迎は認めない.） 

過疎地域学校においては、山村留学制度導入してはどうか。（大阪高槻市では成功してい

るようです.） 

人気のある学校・学校間学力差も生じると思うが、教育の平等の枠を出ない範囲で各学

校のカラーを売りにして切磋琢磨したら滋賀の教育水準も上がるのでは。（40歳代／女性） 
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●日本には様々な問題がありますが、「子供を心身共に健康な大人に育てる」というのが

何より大切な事ではないかと考えています。 その子供が、多くの時間を過ごす幼稚園、

小中学校の環境は、大人が真剣に考えなければならないものです。 

あまりに一学級の人数が少なければ、子供同士で与え合う刺激が少ない、遊びや活動の

幅が狭まるということもあるでしょう。 先生の力量にもよるとは思いますが、1 クラス

20～25人位が、1人の先生がみるにはいいのではないでしょうか。 

そうすれば、先生に作文や日記の返事もきちんと心のこもった文章をかいてもらえるの

ではないでしょうか。一生懸命かいてハンコ 1 つという事もあって、親としてもうちょっ

と励ましてやってほしいと思ったことがあります。 

話はそれますが、子供の宿題や課題に日記や作文が少ないように思います。日記は添削

が大変かもしれませんが、子供が自分の気持ちを言葉にして伝える、気持ちを整理する、

その子の状況を知る、先生と心を通わせる、とてもいい宿題だと思います。そこから、イ

ジメや家庭の状況などに問題が深刻になる前に気づいてあげるきっかけにもなると思うの

です。ぜひ小学校の先生方に宿題の 1つとして加えてほしいなあと思っています。（40歳代

／女性） 

●学校の規模が大きくなると 児童数に対する先生の数が減り、丁寧な指導が受けられ

ないのではという不安があります.学級数が多くても、1 学級の人数は少なく 担任の先生

の負担を軽減し、さらに一人一人を大切に見てくださるよう 先生の増員をしていただき

たいです.（40歳代／女性） 

●学校を選択する制度はあっても、実際には友達と離れたくないや通学距離が長くなっ

て、保護者が送迎せざるをえないなどの不便さが 6 年間も続くことを思えば、どれだけ小

さな規模、大きすぎる規模の学校であっても、現区域の学校を選ばざるを得ない状況だと

思います。 

となると、「現行の通学区域のまま学校を在続する」しかない。よって児童の数に合わせ

た教師の数、が必要となると思います。教師（クラス）を増やすのが むずかしくても一

クラスに 2人教師を入れてもらうなど、全学年で対応してほしいです。（40歳代／女性） 

●1 学級 30 人まで、4 学級ぐらいが、学習面、その他指導面において一人一人に目がゆ

き届く、適度な規模だと思います。（40歳代／女性） 

●学校を新設しても他の学校が児童数減少により均等が保てないのは、現状で大変難し

い問題であると思う。 

クラスの人数が多いのであれば、教師の数を 1クラスに 2～3名にする等、児童ひとりひ

とりに目が向けられる対応を望む。授業でわからないところを放置したまま、先に進むこ

とのないように。（30歳代／女性） 

 

２ 中学校３年生保護者 

●中学は徒歩で通える距離にあることが望ましいと思います。又、通学定期代は保護者

負担ではなく全額市が負担して頂きたいです。徒歩通学できる場所に分離新設し人数に差
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が少ない様にして頂きたい。（４０歳代／女性） 

●現在人口が増加している地域であっても、１０年スパンで考えれば、少人数化してい

くことは十分に考えられる。一方、学校があることで、それが地域の中核となり、まちづ

くりの拠点になっていくことは、あると思うので、現在ある学校は、地域の核として、通

学区域を変更してでも存在の方向性を考えた方がよいと思うし、生徒数の増加により新設

を余儀なくされるところについては、生徒数が減った後にその校舎を別のもの（社会教育

施設等）に使えるように、はじめから計画だてて建設すべきだと思う。（５０歳以上／女性） 

●一クラス３０人を越えると、教師が生徒一人一人の顔を観て、関わることが難しくな

ると思います。生徒の声が届きにくくなり、いじめの問題解決や丁寧な学習指導も厳しく

なると考えます。狭い教室に詰め込まれるように余裕なく座らされている子ども達は、気

持ちも余裕ない状況になってしまうのも心配です。多人数にならざるを得ない場合は、教

室を広くしたり、教師を２人体性にするなどの配慮が必要ではないでしょうか。アンケー

トの回答が複数の場合もあるので、それも考慮してほしいです。（４０歳代／女性） 

●教師が全生徒を覚えられる程度の規模が望ましいと思う。 

具体的に、どこの学校がどのような状態になっているのかわからないので、わかりませ

んが、一学年に数人しかいないような学校は、生徒にとっても、学校運営の上でも統廃合

するしか仕方がないのでは・・・。一方、増加している学校については、周辺に分散でき

るようなら学区を変更して分散させると良いのでは・・・。過疎の学校は廃校にして増加

の地域には新設というのはどうかと思う。（４０歳代／女性） 

●学校が単なる学力を身につけることだけを目的とするのではなく、社会との様々な人

との関わりを経験する場であるため、ある程度の規模（大きすぎず小さすぎず）を維持す

る工夫（努力）は必要だと思います。どのような規模が望ましいからはその地域のかかえ

る事情により異なると思います。（５０歳以上／女性） 

●地域による学校の規模の格差は、教育内容や社会性を見につける上で大きな影響があ

ると思います。ただ、地域によっては、今後増加する学校もあれば、減少する学校もある

と思うので、新しい学校を作るのではなく今ある学校の中で調整していくべきだと思いま

す。親として心配があるのは、学校の規模によって学習内容（学力）に格差がでないのか

というところが気になります。（３０歳代／女性） 

●子ども達の学力面、精神面の発達のことを考えた時に、ある程度適度な規模の学校で

あるのが理想的である。そのため、市にはそれに向けた整備（学校の新設又は、スクール

バス等）をしていただきたい。（４０歳代／女性） 

●統廃合になれば、交通手段を考えてほしいです。（４０歳代／女性） 

●生徒数が減少している中、学校や教員数はたもたれているのだから、もっと手厚い学

校運営や教育が可能なのではないかと思うが、現状は程遠いと感じる。教員について、正

規であれ非正規であれ、生徒・保護者から見れば同じであり、新規採用の教員や、臨時講

師だからといって、他の教員と明らかな能力の差が出てしまうのは防ぐべきではないか。

その為には常に先輩教員や同僚などからの指導がなければおかしいのではないか。どうも、
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その様子がみられない。 

教員の能力向上も、今もっとできる状況にあるのではないかと考える。教員としての自

覚がみられなかったり、学生気分の抜けていない教員がみられるが、指摘しても生徒や保

護者への対応に変化がなく、言い訳に終始する、かばう、上司や学校側が適切な指導をと

っている様子はない。資質の問題なのかもしれないが、それなりの処分が必要と思う。 

少人数の学校である事を理由に、部活動の顧問が毎年変わり、しかも新任の講師で、指

導経験がなかったりするのでは、ただでさえ先輩の少ない学校では、部活動がスムーズに

できず、子ども達は毎年戸惑いを持っている。（伊香立中学校 音楽部の例）（４０歳代／

男性） 

●生徒数が少ない中学に通っています。あまりにも少ないと、気の合う友人を見つける

のも困難で、力関係もハッキリと出て、非常に厳しい毎日のようです。逃げ道もなく、又、

競争心もできません。やはり、多すぎず、少なすぎない人数というのが大事だと感じます。

又、先生と特定の生徒との距離が目立ったりすることも気になります。少ないと、えこひ

きと取れるような言動も目立ってきます。大切にされていない生徒は、傷つきやすくなり

ます。（５０歳以上／女性） 

●選択制があるため他学区の中学校に行く子供さんが多く、少人数しかいない学校に通

っている子供を持つ親として、しかたのない事だとわかっていても納得できない事は、少

人数しかいない田舎の学校なので他学区で「いじめ」にあっていた子、まわりにとけこめ

なかった子がこられるので、その子達に逆にふりまわされ、まともな学生生活を送れてい

ないのが現状です。大津市は「いじめ」に取り組みすぎ（他学区から問題があって来た子

供達に先生が気を使いすぎだと思います。）地域の方々も学校を残したいと思って努力をし

て頂いてますが、子供達には少人数でよかったか？わかりません。それなら統廃合しても

らった方がと思ってしまいます。ただ子供本人が自分で選んで行った地元の中学校である

事、信頼できる先生達に出会えた事には意味があるんでしょうね。（４０歳代／女性） 

●生徒数の多い所も少ない所も自然等を守って健康で安全な教育が出来れば良いと思い

ます。（４０歳代／女性） 

●子供が体も心も健康に、強く優しく、育つためには、それを見守る大人の存在と、色々

な性質の同世代の仲間の存在が大切だと思いますので、学校で共にすごす、生徒の数は、

ある程度いて欲しいです。ただ、学校は地域の文化や繋がりの中心であると思いますので、

「生徒数が少なくなったから廃校にする」と簡単には決められない問題です。（４０歳代／

女性） 

●規模の格差が見られる事は仕方がないとは思いますが、増加している地域は学級、教

員を増やすなどして子供達に影響のないように対応を！！ 

減少する地域などは通学になるべく負担にならぬように統廃合できれば良いかと思いま

す。（４０歳代／女性） 

●学校の選択制が良し悪しだと思う。まず義務教育の小・中で学校を選択する意味があ

まり理解出来ない。（４０歳代／女性） 
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●生徒増加傾向の学校は他区域からの受け入れをストップさせる。反対に減少傾向の学

校は、他区域からの受け入れを認める。その際通学距離に応じて、徒歩で遠い場合、通学

手段に自転車を認めるなど幅を持たせる。自転車は許可のある者のみとして目印等をつけ

て徒歩の者と区別する。（４０歳代／女性） 

●近隣の学校で統合や学区変更などにより一定水準の生徒数を確保し、生徒が集団で活

動できる機会を与えてほしい。（５０歳以上／女性） 

●学校までの距離は遠くなると危険も多くなり、寄り道なども多くなると思われます。

ただ、生徒数が少なくなると充実した部活動には疑問が・・・。クラブチームなどとうま

く係り合い子供の運動能力向上なども考慮するべきだと思う。（４０歳代／女性） 

●難しすぎて、よく分かりません。すみません。（４０歳代／女性） 

●学区制について見直しても良いかと思います。（５０歳以上／女性） 

●通学距離が長すぎたり、パンク状態の学校がいくつかあると聞きます。まんべんなく

学校が建てばいいのに・・・と思います。（４０歳代／女性） 

●大津市がこのような調査をし、学校の規模や配置の再編に取りくもうとされているこ

とを知り、大変喜んでいます。ここ平野学区は、まだまだ子供が増える傾向にあり、小学

校・中学校がパンクすんぜんだと思います。住宅地の開発も進み、昔とは全く状況がかわ

ってきたので、早急に解決していただけたらと思います。（自分の子供は来春中学を卒業す

るので関係なくなりますが）（５０歳以上／女性） 

●学区により学校の規模の差があるが、学校施設などの設備はそれに対応しておらず、

今後も生徒数の増加がある学校については選択制限をもっとするべきだと思う。（４０歳代

／女性） 

●地域活性化すべき行政の問題。（５０歳以上／男性） 

●小・中学校とは地域と密接にかかわり合っており、その土地固有の特色や歴史を持っ

ていて、ある時期それは合理的ではない、とされてきましたが、私は必ずしも悪い事とは

思いません。子どもが学齢期になってから、今の土地に引っ越してきて、身の廻りに、お

父さんもお母さんもこの学校出身という方が何人もおられ、おどろくと共にほほえましく

も、またうらやましくも感じます。それらの人々にとって学校とは決して今現在の生徒だ

けのものではなく、自身の人生や家族の歴史を包み込んだかけがえのない存在であるのだ

と思うのです。そんな周囲のあたたかいまなざしこそが、教育や子育てに不可欠であり、

今や未来のある時期人数が少ないとか、荒れているとか、成績が悪いとかいう理由で、安

易に地域から学校を取り上げるべきではないと考えます。また我が子の学校はまさに人口

が増加し続けている大規模校でありますが、すぐれた先生方の努力と地域のあたたかい見

守りによって、１人１人にきめ細やかに学習機会が行き届いていると感じています。人材

と工夫と地域の理解、そして予算さえあればどの学校も等しく子どもたちのよりどころと

なり得ると思います。多少の調整（学区の変更など）は仕方なくても、今あるものは今あ

るままで、存続していって欲しい。そのためにお金を使って欲しいと思います。一番沢山

使ってほしいのは、設備や安全対策よりも人件費です。（５０歳以上／女性） 
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●中学生はとても多感であり成長時の為、ムズかしくかつ大切な時期です。少なすぎる

生徒数は逃げ道を失います。大規模になることに関しては良いと思いますが各学級人数は

３５人を過ぎると学問の伸びを防げると思います。色んな友、先生に出会い楽しく思春期

をのりこえる為、少ない学校全体人数はさけるべきです。（３０歳代／女性） 

●子どもたちにとっては、自分たちが住んでいる地域の学校に通うことが生活に無理が

なく望ましいことだと考えますが、地域によっては大規模化、もしくは小規模化している

ときいています。人口増加地域については、将来多目的に使えるような構造をした校舎の

学校を増やしたり、生徒が集まりにくい学校は（例えばやりたい部活動がないなど）は、

魅力のある学校にする工夫が必要なのかなと考えます。（４０歳代／女性） 

●学校は子供たちが平等に学習を行う所だと思っています。また、非常の時の避難する

場所でもあります。人口の増加が多いと学習の面と安全の面からしても違うと思うので、

まずその地域にとっての学校の規模が合ってるかは調査してほしいとは思います。 

また、１クラスの人数が多いと、ついていけない子はいつまでもついていけなくなるの

で、教室で座るか寝るかだけにならないかも心配になります。結果、じゅくが必要になり、

たくさんの子供が産めない、お金がかかりすぎるということにならないかと思います。 

話はかわりますが、今後学校が増設されるのであれば、文化ゾーンのように図書館、体

育館、一部教室も町内開放型にするのは難しいでしょうか？今の子供たちはあいさつしな

くゲームやケイタイの中で育っています。（３０歳代／女性） 

●石山のようにひとつの小学校がどことも統合せずにそのまま中学にあがるというのは

子供の人間関係を形成するという経験をさせてやれないという意味で大変マイナスである

と思います。人間関係がただでさえ希薄な今、こういうことにもっと市は目をやってほし

い。改善を望みます。（４０歳代／女性） 

●所得格差による教育水準（全体的なムードも含めて）の差が気になる。（４０歳代／女

性） 

●状況に応じて対応すべきだが、あんに統廃合は希望しない。（４０歳代／女性） 

●少子化ではありますが、その為より子供たちに重点をおいた対応をしなければならな

い。財政難を理由に教育現場の状況をみるのではなく、子供達にとってよりよい教育環境

をつくるにはどうあるべきかという事を大津市は念頭においてやるべき！！子供達の教育

にお金をかけれない市に未来はありません。学校を統合すれば、交通時間（通学）が大幅

に増え、親の送迎や子供の安全にも支障が出るものと考えます。安全、子供優先、教育第

一の視点で！！行政、市政を運営する事があなた方の仕事です！！何をやっているのか実

体のわからない天下りの教育委員会は必要ありません。よって現在の学校数をへらす必要

はありません。児童が１人でもいる限り学校は運営すべきと考えます。（４０歳代／女性） 

●とても難しい問題だと思います。問１２では、学校の規模は社会性を身につける上で

は重要と答えながら、問１３、１４の回答にはとても悩みました。やはり通学範囲は毎日

のことなので限界があると思います。（４０歳代／女性） 

●出来るだけ同規模で勉強のペースも同様になっていることが望ましいと思います。（４
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０歳代／女性） 

●器（学校）の大小というより、教員を増やしたり、質の向上の方が必要だと思う。中

学では地域とのかかわりも大事なので、大きな通学区域の変更もむづかしいが選択できる

学校を増やしたりして対応できないものか・・・。（５０歳以上／女性） 

●規模がどうとかではなく、いかに一人一人に向きあい勉強するかである。（２０歳代／

男性） 

●子供ども１人１人が同じように学び、楽しく通学でき、安全が保たれることを一番に

考え、大津市の学校が地域に応じた良い環境を配慮したものとして存続、あるいは新設さ

れていかれることを望みます。（４０歳代／女性） 

●規模！？より、減少している学校やレベル（学力）の低い学校の教員の質を、上げる

人事を行ってほしい。（４０歳代／男性） 

●ある程度のクラス編成（１学年４クラス程度）数は維持出来ることを前提に、生徒数

の少ない学校は多い学校に比べて部活や学力が不利になりやすいと思われますので、格差

をうめる独自性を出したカリキュラム等あればと思います。また他校との交流を多くする

ことで、情報交換や切磋琢磨出来ると思います。（４０歳代／男性） 

●学校選択制が一部導入されており、実際その制度を利用している子も見受けられます。

立地的に微妙な場所に住んでおられる方も、なかにはおられると思いますが、魅力的な学

校にはどんどん生徒が集まり、反対にそうでない学校は廃れていく傾向にあるのはどうか

と思います。質問事項から逸脱しているかもしれませんが、義務教育でありながら、公共

交通機関による登校をせざるを得ない現状、交通費半額補助ですが、残りは実費負担とな

っている点など、改善見直し等お願いしたいです。（４０歳代／女性） 

●少子化対策としては現学校を小規模にし、全体の行事などは近隣校との合同行事を行

うなどし、交流と活性化を計り、そして、現在の学校教育の（通学範囲）生活範囲を維持

しながら、細かく一人一人への丁寧な学習指導が出来る事が望ましいと考えます。少人数

の利点と第人数で生活する利点をそれぞれ継続して行ける事が理想です。マイナス点は何

度でも話し合い変化を重ねる事でより良い人格形成と学力向上して行く事が出来れば、子

供達の成長をより育成して行けるのでは？と思います。（４０歳代／女性） 

●教育の機会均等を最優先に考えた上で、越境通学（他の市町村へも含む）や統廃合を

考えて欲しい。少子化を考えると分離新設には反対です。いずれにせよ対象となる地域へ

の十分な説明を徹底して欲しいです。（５０歳以上／女性） 

●生徒数によって、学校によって、できる事できない事があると、同じ中学生でありな

がら、不平等さを感じる。生徒数が多くなってきても、多いのに、小さい規模のまま、飼

い殺しのようになっている学校もある。それぞれの学校が、それぞれの特色を生かした教

育をしてもらえると、不平等と感じなくなるのではないかと思う。ただし、部活動などは、

宅地開発などでできた新設校などは、人数のわりに数も少なく１つの部に人があふれてい

る状態であるし、生徒数の少ない学校は廃部、休部になると聞く。合同にするなど、子供

達が選択できる幅がほしいと思う。学校選択制も自由でないので、住んでいる地域によっ
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てはとても不平等であると感じる。（４０歳代／女性） 

●私は５０歳ですが、市内に中学校が２校しかなく、１学年は１２～１６組もありまし

た。同じクラスにならないと、わからない人も意外に多く、今の子供はめぐまれている様

に思います。ただ、今の「ゆとり教育」に賛成という訳ではありません。世の中が便利す

ぎるというのが、問題なのかもしれません。 

今、子供が通っています中学校は環境も良く、先生方も通っている生徒さん達も良く感

謝の気持ちで一杯です。統廃合するというは、なかなかむずかしい問題のように思います

が・・・。それに関わるものの気持ち等・・・。乱筆乱文失礼致します。（５０歳以上／女

性） 

●現在私達の地域の小学校では生徒数が１０００人を超えるマンモス校となっています。

生徒数が多いため、休み時間のグランド遊び、遊具に制約があり伸び伸びと思いきり遊べ

ないようです。安全面でも心配です。中学校は１つの小学校がそのままスライドするので

あまり多さは感じませんし、適当な規模だと思います。ただし１つの小学校からなので９

年間変わりばえのないメンバーとなってしまいます。中学校の校区は複数の小学校にした

方がいいと思います。（４０歳代／女性） 

●学校が地域の状況に合わせていく事も重要ですが、生徒数が減少している地域に関し

ては、学校に特色を持たせて遠距離からでも通学できる様な環境にすることで地域の活性

化にも繋がるのではないかと思います。＜学校選択制＞ 

中高一貫校の誘致、英語や化学など特色ある授業を主体にする事、子供を持つ家庭が学

校を自由に選べるシステムを格差なく出来る様になればと思います。遠くても通いたい学

校、格差のない住み良い地域を作ることで、自然に人が集まってくるのではないかと思い

ます。自由に選択出来、転校も自由に出来る様になれば、固執した環境で中学校３年間を

過ごす事もなく、自分にあった学校でのびのびと学校生活を送る事が出来る様になるので

はないかと思います。昔からの人口増加の地域は今は、高齢化地域となり、幾度となく繰

り返している事です。今増加している地域もいずれは同じ状態をたどる事になります。日

本全体の少子化に対応すべく、特色ある学校作りを考えて頂きたいです。（小、中学校、幼

稚園、保育所すべて含む）※大津市は子育てにもっと力を入れて下さい。 

教育委員会や教職員の方々は、子供の学業の過程をただ事務処理の様にこなしておられ

ませんか？一人一人家庭があり、家族の歴史があり、その地域に住む理由もあります。人

数が多いから少ない所へ移動とは簡単にはいかないと思います。今の時代の家庭や家族の

あり方やニーズに合わせて、もっと考えて頂きたいです。もっと子供も、地域も育んで頂

きたいものです。このアンケート内容（質問１５まで）で、いじめ事件を含め、改善され

る内容ではないと思います。とても残念なアンケートでした。（４０歳代／女性） 

●公立である限りは平等が原則。学校間格差は絶対に認められない。迅速かつ柔軟な対

応が必要である。他の税金のムダ使いは省いても、教育経費は削るべきではない。子供は

社会の宝である。（５０歳以上／男性） 

●通学区域を変更して、少なくとも隣接する中学校間の生徒数格差を少なくするべきだ
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と思います。（４０歳代／男性） 

●地域差が生じるのは仕方ない現象だと思いますが、形にあてはめた対策ではなく、各

地域に応じて保護者、生徒、先生方の希望をとり入れ、柔軟に対応していただきたいと考

えます。（４０歳代／女性） 

●地域によって環境や考え方の違いなどがあるため現行の通学区域のまま学校を存続さ

せてほしいです。（４０歳代／女性） 

●現在、選択ができる為、通学しやすい学校を選べるが、自転車が使えない為、通学が

困難であったり、学力的な差がある為、特定の学校に人気が集まり、本来の学校の生徒数

が減り、部活が減少するなどして、より他の学校へ生徒が流れていくなどの問題が起こっ

ている。 

学校間に差が出ないように（部活、学力共）先生方に取り組みをしていただきたいです。

あまり差が出ると統廃合をしたり、選択制に条件をつける（通学が近い方、いじめられて

不登校の心配があるなど）など考えて欲しいと思います。（４０歳代／女性） 

●通学区域を変更して学校を存続する。（４０歳代／男性） 

●学校選択制をやめるべき。（４０歳代／女性） 

●通学区域を変更すると、姉妹が別の学校になってしまうことがある。区域でやってい

るスポーツ、野球やサッカーチームが姉妹で同じチームに入れないことがある。（５０歳以

上／女性） 

●小規模校では、部活も思うようにできず、クラス替えもなく、人間関係が硬直しがち

であると思う。学校を統廃合、または通学区域を変更し、ある程度同じような規模の学校

にそろえるべきである。その結果として、人件費の節約にもなると思う。（４０歳代／女性） 

●人口が増加する地域については、市が交通費を一部援助して他校へ生徒を振り分ける、

もしくは通学バスを設ける等、極端な学級数の増加を避けるべきではないかと思います。

逆に生徒数が減少する学校は廃校にしていくべきと思います。（４０歳代／男性） 

●人口が増加した地域に新しい学校を建て、減少している地域の学校は存続が無理なら

統廃合するしかないのか・・・ 

だが、そうなるとますます地域差に拍車がかかるので、現実的には問題点がたくさんあ

る。非常に難しい問題だと思う。（５０歳以上／女性） 

●なるべき均等に、生徒が通える学校にしていってください。（４０歳代／女性） 

●学校の規模の大小に関わらず、学校によって学力の差がすごくあると思います。規模

が小さいから先生の目が届く、規模が大きいから先生の目が届かないという事があっては

ならないと思います。全国的にも学力が下から数えたほうが早かったので、全体に学力が

向上する指導を目指して欲しいと考えます。（４０歳代／女性） 

●学力向上や協調性当を考えるのであれば、統廃合し、お互いを刺激するのは良い事だ

と思うので、人間性、社会性も含め、大人数が希望です。 

公立の中学校なのに、現在学力の格差があり、優秀な地域へ引越しする家庭もあります。

塾等でも把握されており、テスト問題のレベルも全く違うのはおかしいと思います。規模
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だけではなく、教師のレベルや規模も考えて頂きたいです。 

こちらのアンケートには関係ありませんが、もっと保護者に対して強くなれるほどの教

育をして欲しいです。（保護者の顔色ばかり見ないで欲しいです。） 

（４０歳代／女性） 

●子供を 2 人中学校に通わせています。隣の学区どちらもうちの学校通う中学も宅地開

発により、人口が増加していく方向（現在増加中）だと思います。もう 1 校なり中学校が

増えるとクラス数、学級人数もバランスがとれるのではないかと思いますが、社会全体的

には少子化・・・この人口増加も年代が変われば、きっと今だけが多いという結果となり、

新設には無理があると思われます。現中 3 は大津市全体的に人数が多く、競い合う分には

刺激になりますが、教室いっぱいに生徒がいて、とても狭く感じられます。ざわついてま

す。 

1クラス 20人～30人位であるほうがまとまりやすいし、いいかと思います。5～6学級が

ベストだと思います。その為にはどうすべきか簡単には書ききれないし、考えがまとまり

ません。（３０歳代／女性） 

●極論になりますが、小規模校に入りたいと願う親も少数ではない気がします。人口減

少している地域は農村部が多いですし、自然たっぷりのゆったりした場所で育てたい人も

多いはずです。国内留学のような動きもありますし、小中一貫のようにじっくり学べ、自

然ともふれあえるなら、それはその学校の魅力であると思います。ですので、一概に小規

模校を統合することは惜しいと思います。（４０歳代／女性） 

●学校の規模に大きな格差があることが、それほど大きな問題とは思いません。とはい

え、中学校で 1学年 1クラス、1クラスの人数が少ないのはどうかとも思います。中学時代

に多くの自分と違う考えを持つ人と触れ合う機会は大切なことだと思うからです。 

問題は学校間の格差ではなく、小規模校における子供たちの体験が少なくなることだと

思います。現在でも、大規模校には多くの先生がおられ、部活動の指導にも熱心にあたっ

てくださっているように感じています。通学時間を考えなければ、大規模校の方が子供は

様々な人と触れ、体験も豊かなものになると思います。（５０歳以上／女性） 

●学校選択制の導入により、自分に合った学校を選べるメリットがある反面、生徒数に

偏りが生じている傾向を感じています。（生徒数の多い学校はクラブ数も多いため） 

学校の規模に大きな地域格差が生じていますが、内容（学習の進度や習熟度）について

は、格差が生じないよう、タテ、ヨコのつながりを蜜にして取り組んで頂きたいと思いま

す。 

そして、できるだけ今まで通り家から歩いて通える範囲に学校があるのが理想ですが、

どうしても生徒数が減った学校は通学区域の変更や統廃合も致し方ないと思います。通学

に多少差が生じますが、学校での学習や生活の面で大きな差が生じないことを希望します。

（４０歳代／女性） 

●人口が増加している地域があるのであれば、学校が増えることが望ましいですが、廃

校となると、その跡地活用の問題（放置すべきではない）や通学手段の確保など問題が出
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てくるかと思います。そのような場合、通学する学校を選べることができるとよいかと思

います。（４０歳代／女性） 

●中学は誰しも通えるので学区を区切る等すればいいと思うが、高校に関しては大津以

外でも受験できるようになったりしてますが、他から受験される人数分、学年によっての

増減分等は考えて、学校の受け入れ人数は変えられているのでしょうか。（４０歳代／女性） 

●学校の規模より、規則を守らない子どもを放っておく先生方が理解できません、（親が

最も悪いのですが）規模が大きくても小さくても子供は育つと思います。大人がしっかり

していれば。（４０歳代／女性） 

●生徒数が減少しようと人口が増加しようと、今までと同じ教育をして頂ければいいの

ではないでしょうか。（４０歳代／女性） 

●学校の規模以前に、地域なのか、教員の意欲の差なのか、学力レベルに差がありすぎ

る。学力レベルがどこの学校においても差がないのなら大規模学校だろうと何ら問題ない。

もう少し学力がアップを計る努力をしてほしい。（４０歳代／女性） 

●子ども自身が無理なく通学出切る様に学校が選べたら良いと思う。減少している学校

については、少人数でも、しっかり勉強する（出来る）環境が整えられれば存続も可能で

は。 

生徒に対し、教員が甘い様に思います。（４０歳代／女性） 

●小学校の規模が大きいため、中学校もそのまま持ち上がり、単一学校となっている。

規模は大きくなると、他の弊害もあると思うので難しいが、複数の小学校区からの中学校

となることを希望する。（４０歳代／女性） 

●学区変更ができるようになり、選択肢が増え、良い反面、学校による人数の差が出来

ていると思う。学級数が少なくても多すぎてもあまりよくないと思うので、多すぎる学校

は、学区内のみ受け入れるようにし、適正な学級数と人数を決めたほうがよい。基本は学

区内に行くようにするほうがよいのではないか。 

多すぎる学校は、管理が大変で行き届かないこともあると思うので、先生を多くしたり、

クラス人数は 35 人以内の方が良いと思う。どの学校でも子どもの行動をきちんと把握し、

あらゆるフォローができるような体制をとっていただけたらと思います。（４０歳代／女

性） 

●現行の通学区域のまま学校を存続する。（ただし、人間関係において、生徒本人が希望

すれば、選択理由に含めてもよいと思う。）（４０歳代／女性） 

●地域性を考慮した対策が必要（４０歳代／女性） 

●学校の統廃合を進めて経費削減をし、その分施設の充実や教員数の十分な確保、先生

方の事務的な仕事の負担軽減、質の向上（教員の）などに予算を充ててほしいです。学校

が遠い地域にはスクールバスなどを導入してほしいです。 

スクールランチは現在の希望制ではなく、小学校と同じように全員強制で給食にして下

さい。今のままだとスクールランチの意味がないです。全員にすればコストも下がるので

はないでしょうか。給食業者の雇用創出にもなると思うのですが・・・（４０歳代／女性） 
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●一度学校を廃校にしてしまうと、地域に転入して来る若い世代がますます減り、地域

格差がますます広がる。自分が不動産物件の広告を見るとき、やはり通学面の情報に目が

行く。学区を変更し、大規模校は近くの小規模校に生徒を振り分けるべきだ。（４０歳代／

女性） 

●学校が選べるようになっても、安全面からか、学区がちがうというだけで、自転車通

学などできない。学校によっては部活のある、ないによって選ぶこともあり、ある程度の

部活はあるべき。 

人気のある学校に、学区が違っても行く理由は多々あるので、学校側も小学校 6 年生の

保護者などからアンケートをとるなど、何を求めているか知るべきである。（４０歳代／男

性） 

●安易に統廃合するのではなく、なるべく地域に密着した学校として残して欲しい。（４

０歳代／女性） 

●中学校の選択制度があることも人口の格差の一つの要因になると思います。 

学校規模に差があっても、生徒数に対する教員の割合がきちんと整っていれば問題ない

と考えます。（４０歳代／女性） 

●現行の自治会による小学校区域指定を弾力的に改め、ある一定の規模（部活の運営が

できる等）が保てるようにするのが現実的である。（５０歳以上／男性） 

●私自身、小学校は学年で 50 人程の小規模で、中学校にあがったとたん 10 クラス（た

しか学年 400 人前後）になり、小さな小学校の友達がいつもかたまって、なかなか他の集

団に入っていけなかった思い出があります。粟津は大きい方で 5 クラス。子供の為に小さ

い人数で先生の目が届くようにとよく言われますが、5クラス、いやそれ以上あっても、子

供はその中でいろんな考え方を勉強して、たくましく育っていくような気がします。子供

の為にと、いろんなことを親や大人がおせっかいのように考えますが、きっとそれは大人

の目線で考えていることであり、本当は子供の目線に立っていない、立てていないことが

多いように思います。 

クラスの人数が 40人～50人というように大きすぎると、どうかなと思いますが、クラス

数が多いとか、学校の規模が大きくなるのはそんなに問題には思いませんが・・・ 

どっちみち現在開発されている住宅地もあと 20年もすれば年寄りが増えて、子供が減り、

分離新設した学校も空いてくるのではないでしょうか。何億もかけて建設するのはもった

いないと思います。（４０歳代／女性） 

●減少学区については、学校・学区を整理し、増加学区への組み込む等が必要と考える。

学校数自体は増やさず、一人ひとりに対する教育を充実させる事が出来る規模、クラス構

成を考えていただきたい。（３０歳代／男性） 

●こういう内容は保護者に問うべき内容として相応しくない。責任逃れでしかないと思

う。行政で考えるべき内容。無駄です。 

課題のある地域については、行政がしっかりと説明し、方針をしっかり伝えるしかない。

むずかしい問題だとは思うが、一保護者に聞いても仕方ないと思います。（４０歳代／女性） 
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●本来、子供は教育の機会、環境等平等であることが望ましいと思う。しかし、地域に

より人口数が違うため、全く平等ということは現実的には難しい。そう考えると、’平等な

機会’という観点からすつと、個人が自由に自己の教育の場・環境を選択できるようにす

ることが良いと思う。遠近関係なく、自分が通いたい中学を選択できるようにすることで、

学校自体も内容向上に努める結果となることと思う。（４０歳代／女性） 

●規模が学区により異なるのならば、教育の質の均等に力を入れてもらえる方が良いの

であれば。規模の均等は難しいと思います。（４０歳代／女性） 

●一校が代替先生方含め、500人前後の学校が市内にまんべんなくあるのがよいのではな

いかと思う。（４０歳代／女性） 

●小学校とは違い、中学生は自立してできる事がふえていっている（いってほしい）年

代です。しかし、個々の特性の差異も大きくなっています。 

大規模で力の伸ばせるタイプの子、まだまだ個別に近い形でじっくり学べる環境の必要

な子等、状況は様々です。通学地区に弾力性を持たせて選択の幅を広げ、本人に少しでも

あっていそうな学習環境を選べるとよいのにと思います。（４０歳代／女性） 

●近くの学校に行くことが望ましいが、あまりにも人数が少ないときは統廃合もやむを

得ないと思います。小さい学校 1 つを存続させると、人件費等もかかるし、子供の人間形

成にも影響があるように感じます。スクールバスなどで対応できるかと。 

大規模校は、学区変更して人数調整を。やがて世代が変わると人数も落ち着くので。（４

０歳代／女性） 

●適正規模を超えるような学校では、きめ細かな学習指導や教育の維持向上が難しいの

で、十分な職員の人数配置を要望します。（４０歳代／女性） 

●多少の通学区域はしかたないと思う。なるべく均一化をめざす。（４０歳代／女性） 

●大津市も広いので、人口減少地域、開発によって密集地となっている地域が増えてき

ているのは事実だと思います。しかし、宅地開発により、学校増設しても、子供の成長に

伴い、空き校舎ができてくる様になると思います。ただ現状により校舎を増やすのではな

く、今後の利用も考えてのプラン作りが必要になると思います。子供の数や規模で子供の

社会性が左右されるとは思わないし、学校の雰囲気が教師と生徒の関係を良くする努力、

魅力ある学校を作りあげていくことのほうが大事ではないかと思います。この調査の意図

があまり見えてこないし、市がどういう方向性を考えているのかが分からないのが残念で

す。（３０歳代／女性） 

●現在の一学級の人数では、担任教師が一人ひとりの子供の様子（特に内面）の把握は

かなり難しいと思う。理想は 10名～20名まで。難しい年の子供たちのかかわりを蜜に取れ

る規模であってほしいと思う。教師と生徒の密な関わりを持てるのが理想です。（５０歳以

上／女性） 

●できるだけ近くの学校に通いたいと思うが、通える範囲であれば選択することができ

れば良いかと思います。（３０歳代／女性） 

●人口の増加、減少は一時的な場合があり、統計等で見極める必要がある。場当たり的
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な対応で増設等をするのではなく、変更する等で対応し、1学年 400人以下で調整するのが

望ましい。（４０歳代／女性） 

●人口の増加、減少は一時的な場合があり、統計等で見極める必要がある。場当たり的

な対応で増設等をするのではなく、変更する等で対応し、1学年 400人以下で調整するのが

望ましい。（４０歳代／女性） 

●減少傾向にある地域は、殆どが交通の便が悪く、通学の悪く、通学区域の変更に応じ

にくいと思われる。その場合の通学手段を家庭に負担のない形で考えて欲しい。 

規模だけでみると、5～6 学級/学年あれば、教員数も確保でき、多岐において対処でき、

部活動の種類も多くなり、帰宅部の人数も減り、健全な中学生活が送れると思う。 

学校選択制度を廃止し、学区の見直しをして規模の均等化をするべき。人気のある学区

への偏りは選択できるからだと思う。（４０歳代／女性） 

●学校の規模によるというよりも、魅力のある学校かどうかが大きいと思います。また

学区を選べるというのははたしていいのか、小学校であれば、選択して近い学校を選ぶと

いうのはよいと思いますが、中学校で魅力のない学校だと流出してしまい、ますます人数

が少なくなり、活気のない学校になってしまうと思います。（４０歳代／女性） 

●宅地開発で人口が増えている地域であっても、通学時間が 1時間位かかってしまうと、

子供たちも苦痛になり、疲れたりして勉強に力が入らなくなる。選択制で学校を選べるほ

うが良いと思う。 

人数の多い学校には、教員を増やし、一人ひとりにちゃんとした指導ができるようにし

てほしいと思う。（学力向上）（４０歳代／女性） 

●私の家庭は中 3 のこの子で最後なのですが、同じ条件で学習していくとなると、違っ

た方法も考える必要があると思います。 

スクールバスも必要かと思います。（４０歳代／女性） 

●生徒数が減少すると予想される学校についても統廃合はしてほしくない。現在でも自

転車通学をしているが、統廃合するともっと遠方になる可能性もあるし、自転車通学にす

るには、交通量の多い道路を通ることにもなるので、危険が伴う。また、大規模化の学校

については、学校を分離新設するなどして少しでも通学距離を短くしてあげたい。 

昨今全国的に凶悪な事件が増加しているので、通学距離は少しでも短いほうが良いと思

う。（５０歳以上／女性） 

●英語の運用能力の向上が課題となっている中でクラスサイズが 1クラス最大 20人クラ

スが理想的である。1クラス 20人であることを最大の要求項目にしてください。（４０歳代

／女性） 

●増加している地域については、限界まで維持し、限界人数になったら分校するしかな

いのでは。（４０歳代／女性） 

●大規模化、小規模化について、疑問に感じたことはありません。物理的に無理がある

のなら、分離、統合は仕方のない事と思います。（５０歳以上／女性） 

●人数が増える学校については、教員の増員等でしっかり目が届くように配慮を。人数
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が減る学校については、教員、生徒も閉鎖的にならないように配慮していただきたく思い

ます。（４０歳代／男性） 

●地域との交流を第一に考える。行事など、幼・小・中との連携がとれていない。（４０

歳代／女性） 

●学校規模の格差が今後どう変化するのかがわからないので、何とも言い難い。学校を

新設するよりも、現在ある老朽化した校舎をうまく建て替えて、生徒数の変化に対応して

いくのがよいのでは。（４０歳代／女性） 

●学区のはじが何度も変更されているので困っている。自由に学校が選べるようになっ

たら良いのではないかと思う。（学区廃止）（４０歳代／女性） 

●小規模校、大規模校、どちらにもメリット、デメリットはあると思います。実際に通

う生徒、保護者、先生の意見を、新設、統廃合も考えに入れて聞いていただきたいと思い

ます。（４０歳代／女性） 

●平等な教育を受けられる様に、生徒が増加する地域には教員を増やす・1クラスの人数

を増やしすぎない等、配慮していただきたいです。地域で規模の格差があることは仕方が

ありませんが、生徒一人一人の関わりは格差があってはならないと思います。（４０歳代／

女性） 

●大津市瀬田北中学校の距離は範囲が広すぎる。近い方に行けるようにした方が良い。

（４０歳代／女性） 

●通学できる学校を大津の中ならどこでも入学できるようにすれば少しは変わるのでは。

（４０歳代／女性） 

●財政的には、地域や時期で生徒が集中することなく、均衡することが望ましいが、生

徒のことを考えると、生活圏内に学校が必要と思う。（５０歳以上／男性） 

●生徒の人数の多いところは顕著に多くなっている。生徒のための学力向上にも中学校

を新設していただきたいし、県立高校も上位校等は今よりも定員を増やして欲しい。その

方がよより多い人数の生徒に高等教育が出来るのではないか。（４０歳代／女性） 

●大規模校に通う我が子は、大人数の中での人間関係に時には揺れ動いているように思

うが、そのことによって社会性が身についていると思う。 

学校を訪れると活気がある。その反対に、小規模校に通う子供たちがいることを考える

と、かわいそうな気がする。問題に直面した時に、逃げ場がないような気がする。例えば、

クラス分けで楽しくない状況になっても、来年解消されるという希望があれば、今の状況

を我慢できるが、また同じクラスでと思うと、くじける。というようなこと。（４０歳代／

女性） 

 

３ 小学校関係者 

●一クラス 20～30人、学級数一学年 2～3の学校が望ましい。（40歳代／男性） 

●大規模校で勤務したこともあったが、児童同士、児童と教師との人間関係の密接さが、

とくに小学校での育ちを見守る上では必要なのではないかと感じた。小学生には、心身す
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べての面でていねいな関わりが大切だと思う。（40歳代／女性） 

●それぞれの住民の意向を尊重して頂きたい。（50歳代以上／男性） 

●各学年.2～3学級がよいと思われる。 35人学級が望ましい。（50歳代以上／女性） 

●学校の統廃合は、学区が広くなることで不便になったり、学校文化の消失、地域文化

の衰退を招いたりする。しかしながら、学校自体が複式学級でないと運営できないような

状態になった時は統廃合もいたしがたないように思う。（費用対効果のことも考えて）ただ、

統廃合を考える時は十分な説明が必要に思う。 

また、現状増加している地域についても、いずれは減る可能性が高いと思う。だから、

現行のまま存続していくとよい。（40歳代／男性） 

●小規模、少人数が必ずしもベストだとは思いません。社会そのものが希薄化している

中、社会性を身につける場は残念ながら学校だけのように思います。多様な人間関係の中

で社会性は育つと思います。そういう意味では思いきった区域の再考も必要なことだと思

います。（50歳代以上／男性） 

●１０００人近い大規模校では、児童の活動時間の保障や内容の充実が難しい面があり

ます。他方、少人数の学校では単級となり、固定した人間関係の中、親子とも悩みを抱え

ておられるケースも多いです。少子化の中、大津市はそれでも今のところ児童数の大はば

な減少は見られませんが、今後のことを考え、通学区域を検討して適性規模の学校を編制

していくことが大切であると考えます。（50歳代以上／女性） 

●新興住宅地の学校は一時的に児童数が急増するが、その後減少傾向をたどり、地域も

少子高齢化が進んでいくと予想される。適正規模を維持していくことは難しい。 

昨今の情勢から児童の通学路の安全確保が必要である。 

学級数としては２～３学級、２５人以下の学級が望ましい。特別支援の必要な児童も今

後ますます増加することが予想されるので。（50歳代以上／男性） 

●適正な規模になるよう学校の統廃合や分離新設が望ましいとは思うが、地域の文化や

特色、地域ならではの伝統などを考えると難しい問題もたくさんあると考えられる。両方

の良さを生かしていけるよう地域の協力をいただくことが不可欠だと思う。（50歳代以上／

女性） 

●本校は大津市唯一のへき地校であります。へき地校のかかえる課題は、一般校と同じ

でないことを十分にご理解いただきますようお願いします。たとえば、統廃合により登下

校時における負担が出てきます（時間、安全性、保護者）また、地域と共にある学校であ

るが故に、学校がなくなることは、地域そのものの存続ともかかわってきます。そのため、

地域の声や将来展望を十分に聞きとっていただき、進めていただくことが必要かと思いま

す。（50歳代以上／男性） 

●この回答は、２級へき地校に勤務する教員が、大津市全体の学区を俯瞰した立場で回

答したものです。しかし、現在校の置かれた状況から考えると、①～④という単純に回答

できない難しい課題があります。親の思い、子どもの思い、地域住民の思い、仕事をする

教員の思いと、大津市教育の今後の進むべき方向と、学区の将来像をしっかりととらえ、
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見据えて基本的な方向を探っていただきたいと考えます。（50歳代以上／男性） 

●現在、私は２級へき地の小規模校に勤務しています。今の現状から考えることをアン

ケートで答えさせていただきました。ですが、今までの勤務校であれば、学級の人数や学

年のクラス数など違った答えを選んでいたと思います。ですので、同じ大津市内の学校で

あっても、周りの環境や地域の人口などを考慮し、一律に考えることは難しいのではとの

思いがあります。（50歳代以上／男性） 

●オール大津で考えていかなければならない大きな問題であると思うが、規模の大小だ

けでは語れない、地域の願い、保護者の願いがそこにはある。１クラス２０人前後、学年

３クラス程度の規模が良いと考えるが、小規模校は小規模校なりのやり方もある。個々の

学校の話にならないようオール大津としての考えを地域住民にも周知していくことが重要

であると考えている。（50歳代以上／女性） 

●単級で人数が１０人以上確保できれば、現状維持が望ましい。（50歳代以上／男性） 

●子どもの人数や学級数だけを判断材料にして規模等を考えるのではなく、地域の方の

思いを最優先にすべきではないかと思います。（30歳代／女性） 

●小規模になるからといって、統合することにより通学時間の問題やその地域の住民の

願いとちがった形になるという問題もでてくる。 

大規模になりすぎて、教育課題が多くなることについては、分離新設することによりあ

る程度、対応が可能になるかもしれない。しかし、学区の分離についてもやはり地域住民

の理解のもとに進められなければならないと思う。（50歳代以上／男性） 

●学校規模やその統廃合を考える時、学校を核とした学区（地域）住民の結束や連帯感

も重要な要素で、各自治会の意向をくみ取る必要があると考えます。（50歳代以上／男性） 

●学校選択制及び学区の見直し（50歳代以上／男性） 

●長期的展望に立った学区の統廃合をすすめる必要がある。（50歳代以上／男性） 

●子供たち一人一人が均等に学びの機会があたえられるように今後とも配慮していただ

きたい。（30歳代／男性） 

●市内大きい学校や小さい学校があることは仕方のないことで、それぞれの規模の中で

子どもが育ってくれればと思います。「教室が足りない」ということがないように、校舎を

つくっていただければ、とは思います。（宅地開発については、予想がつきにくいと思いま

すが）（40歳代／女性） 

●極めて難しい課題です。今までにない発想をしていく必要を感じます。たとえばスク

ールバスを出すなどして広範囲の通学区域にすることで減少傾向の学校でも選択できるよ

うにする方法です。ただ、予算面等での問題をクリアすることが難しいとは思います。（50

歳代以上／男性） 

●教育環境は地域、学校規模等によって異なるのは、仕方ない部分もあるが、行政が可

能な部分は努力してサービスの維持、向上を目指すすべきである。市として、教育予算を

もう少し増やして、教育的サービス向上を図ることができないものか。また、教員自身も

配置校やクラスの児童数（担任の場合）によって、負担が全然違う、必要な手当て等を出
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すなどして、モチベーションを高めることは、教育の質の向上につながると考える。（40歳

代／男性） 

●学校（特に小学校）は学区の人々のコミュニティーセンターとしての役割を担ってい

る。学区の運動会は学区住人の全員が参加できる祭的要素があり、だれもが自由に参加し

やすい場となっている。単に学校という教育機能だけでなく地域づくりの核としてある意

味支所、公民館以上の役割をはたしていると考える。統廃合はその意味で地域づくりをそ

うづるかというビジョンをまず示し、その上ですすめる必要がある。数だけの問題ではな

い。一方学校教育が担う役割も大きく変化しており、教育水準の向上にはある程度の人数

も必要である。又、いじめや生活習慣といった人間を育てる役割りがどんどん家庭から学

校へ担わせているのも事実であり、その対応は従来の学級内の人数で判断できるものでは

なくなっていることも事実である。大きな町づくり人づくりの視点なしに人数合せの統廃

合には反対である。今どんな教育を提供するのかを明確に示すことがまず必要だと考える。

（50歳代以上／男性） 

●学校は単に子供が通う場所だけでなく、地域における重要なコミュニティセンター的

な存在である、児童数の増減だけで統廃合をかんがえるべきではない。 

児童生徒の増減に関わることとして、「学校選択制」が大きく影響を及ぼしている。学校

選択制実施後１０年も過ぎたので、本来の主旨から目的がずれ、クラブ数や進学率、友達

関係や兄弟関係からの選択も多く課題も多い。学校選択制は廃止すべきである。（50歳代以

上／男性） 

●各学年３～４クラス、５００人～７００人程の規模がいいと思います。（50歳代以上／

男性） 

●学校という視点だけでなく地域のある分野の核としての役目も考えて適切な人数を検

討して頂きたい。（50歳代以上／男性） 

●学校ごとの児童数を均等に近づけるには、統廃合や分離新設が考えられるが、校舎の

問題、通学距離の問題など課題が多く実現は難しいと思われる。しかし、地域による格差

はますます大きくなると思われるので、慎重に対策を考えていかなければならないと思う。

（50歳代以上／女性） 

●人口増加によって児童数が増える学校があることは仕方がないと思います。しかし、

学級増加したために本来学級に１台ずつや１人１つずつあるものがなくなってくることは

あってはならないと思います。教育環境、備品をしっかり整えてもらいたいです。（30歳代

／男性） 

●統廃合や通学区域の変更にしても実際には難しい面があると思う。小規模は小規模な

りの良さがあるし、大規模ならではの特色もあると考えられるので、規模をあえて同じに

しなければならないことはないのではないか。教育は効率の面だけでは測れない部分があ

ると思う。（50歳代以上／女性） 

●適正規模の学校が望ましい。しかし、分離・新設や統廃合には住民の理解は得られず、

予算もかかるので今の校区のまま存続させるしかないだろう。（50歳代以上／男性） 
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●他府県との越境通学が出来れば良いと思います。（20歳代／女性） 

●小規模校特有の課題等が多くあっても小学校では地域との関わり、通学時間等も考え

ていかなければならないので、区域変更や統廃合はよくないと考えます。学校のあるべき

規模は理想であって現実的には無理であると思うので、規模うんぬんより学校施設の整備

や予算、教職員数、教職員の質等、規模にかかわらず充実していただけたらと思います。（50

歳代以上／男性） 

●藤尾は大津市であるが、新聞や TVは京都の情報が多い。昨年、今年についても台風時

に大変困っている。※学校（職員室）には台風時の情報を得るための手段は PC しかない。

TV によるタイムリーなニュース（情報）が得られるように考えていただきたい。（50 歳代

以上／女性） 

●規模が大きいところについては新しい学校をたてることで対応できると思う。小規模

校については通学きょり、時間等がかかわってくるので、少ないながらも今までどおりの

形でいくことが望ましいと考える。（50歳代以上／男性） 

●ある程度の児童数、学級数は教育上必要であると考える。しかし、地域に根づいた学

校でもあるので、統廃合ではなく、通学区域を変更して学校を存続する方向が望ましいと

思う。（50歳代以上／男性） 

●特になし（50歳代以上／男性） 

●通学区域を一部変更した方が大規模校と近隣の小規模校が互いに適正な教育環境とな

るだろうと思われる所は英断すべき。（例 青山小、上田上小） 

どのように区域変更しても適正化が困難な地域（例 瀬田４学区）は早急に新設を検討

すべき。 

小規模校についてはなかなか統廃合はむずかしい。近隣校との合同学習、行事の合同開

催等を工夫し、適正な集団学習の機会を設定する事も一考すべきかと思う。（50歳代以上／

女性） 

●１０００人を超える超大規模校においては施設面や児童の安全面の課題が大きく、学

校新設などの対策が望まれるところです。（ただし、人口推計によっては今後減少の可能性

がある場合もあり難しい部分も）ただ、安易な統廃合には賛成しかねます。なぜなら、日

本社会において（小学校は子どもたちの教育の場であり、生活の場であると同時に地域の

拠点としての機能も担っているからです。今、世界中の流れとして「小さな学校、小さな

クラス」がグローバルスタンダードとなっています。そのことが意味する教育的意義、社

会的異議を地域とともにじっくりと議論していく必要があると考えます。（50歳代以上／女

性） 

●小規模校は小規模校ならではの教育ができる。しかし、大規模校は施設面でも改善が

望ましいと思う。（40歳代／男性） 

●＜減少の場合＞近くに学校がある場合は統廃合すればよい。なければ通学の安全確保

が難しい。 

＜増加の場合＞新しく建てるのが望ましいが、実際はハード面で無理である。土地開発・
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住宅開発を計画的に許可する。学校と町づくりの一体化を図る。（50歳代以上／男性） 

●大規模小規模ともにメリット、デメリットはあると思う。 

デメリットを補う対策を各学校で考えられれば、特に統廃合は急務ではないように思う。 

ただ、学級の人数については多くなりすぎないように配慮して頂けるとありがたいです。

（20歳代／男性） 

●児童数の少ない学校は、子どもたちがゆったりと過ごせ、学校としてもきめ細やかに

指導でき、良いと思うが児童数が増加し、教室に多人数の子どもがいて、教室もないよう

な学校は４学級以内になるよう調節する方が良いと思う。（50歳代以上／女性） 

●質問６、９で答えたとおりです。規模には限界があると思うので、その調整する為に

も一定のラインを設けることが求められる時期だと思います。（40歳代／女性） 

●学校選択制、区域外就学等を含めて、総合的に今後の方向性を考えていかなればなら

ないと考えます。「大津市の教育のビジョン」「教育振興基本計画」とも大きくかかわって

くる事と思います。（50歳代以上／男性） 

●学級や学校の規模についてどの程度が望ましいと考えるかについては個人差があるだ

ろうが、複式や単級を選ぶ人はいるのだろうか。 

規模がどの程度が望ましいかという問題と統廃合とは別問題である。 

小学校と中学校と分けて考えたらどうかと思う。 

小学校は地域とも密着度が強く、そのことのメリットがあり、可能なかぎり区域変更な

どで存続させた方がいいと思う。 

中学校はやはりそれなりの規模によってもまれることが大切であり、統合していくべき

と思う。もっとはっきりエリアを明示して、多→少～奨励したらいいと思う。（50歳代以上

／男性） 

●学校選択制が学校の人気による通学変更に使われている現状がある。学校選択制のあ

り方も見直し、偏りなく教育の機会均等と、教育水準の向上をはかるべき。（30歳代／男性） 

●児童数が減少傾向にある地域については、学校を統廃合するなどして、教育の機会均

等と教育水準の維持向上を図る。人口が増加している地域については、新設となると予算

的に厳しいため、通学区域を変更するなどがいいと思われる。また、小中学校に特色を持

たすことで、少し遠い地域からも児童・生徒が集まることが予想される。（｛進学、野球や

サッカーなど強いなど）（40歳代／男性） 

●地域住民と話し合い、地域の中の学校ということを大切にしてほしい。（50歳代以上／

男性） 

●学校規模だけでなく、学校の設備面においても均一化が望ましい。 

学校規模については、学区の再編等を積極的に行う。（50歳代以上／男性） 

●大規模校では学校運営等に支障があるため、適正規模（２～３学級）が望ましい。（50

歳代以上／男性） 

●人口増加に伴う学校の新設が予定され、用地も確保されていたにもかかわらず、財政

が悪化したということで既存の学校の増設で乗り切ろうとしている事例がある。特別教
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室・運動場・体育館の割り当ての不足、校外学習の受け入れに制限がある等、教育の機会

均等の面からも大きな損失が見られた。「教育は国家百年の計である」国の将来を考えたら、

一時的な予算のやりくりよりも子ども達の教育に重きをおくべきである。（50歳代以上／男

性） 

●コミュニティースクールをおしすすめるには、地域の「おらが学校」という意識を大

切にしていく必要があると思います。地域のみなさまが大切に思って下さっているからこ

そ、児童の安全や子どもの見守り等に協力して下さっているのだと思うと、児童がへって

も学校はその地域の要としてのこすべきかと思う。大規模校については通学区域の調整を

しながら、分離新設すべきと思う。（50歳代以上／女性） 

●通学区域の変更や分離新設の問題は大変難しいものであるが、図書室等の特別教室を

普通教室に転用するような事態は極力避けるべきであると考える。また、規模が大きくな

ればなるほど、組織としての統制がとりずらくなり、組織的な対応が十分できなくなるこ

とも心配である。したがって、学年３学級程度の学校づくりを考えた施策を望みます。（50

歳代以上／男性） 

●少子化が進み、学力向上がいわれている今、質の高い教育、指導が求められている。

１つの可能性として少人数指導や学級定数の削減など１人あたりの子どもに接することの

できる時間を物理的に増やして欲しい。子どもの教育に力を入れているというアピールも

必要で、目に見える形で実現していくべきだと思う。（40歳代／男性） 

●地域の理解が得られることを前提に、通学区域の再編が必要であると思う。（40歳代／

男性） 

●適正規模がいいですが、昔からの人間関係（地域の大人の）の中で、人間性を育てた

り、磨いたりする方が人数以上に大切だと思います。（50歳代以上／男性） 

●通学区域の柔軟な変更ができるようにしてほしい。 

１０年先を見通した校舎の改築を進めてほしい。 

都市計画と連携した地域の学校の役割を地域住民と協議していただきたい。（50歳代以上

／女性） 

●単級のよさもありますが、たくさんの子どもにふれ、多様な考えにふれられるという

意味では、複級のクラスがいいように思います。（40歳代／女性） 

●現状３７校（小学校）は多すぎる。規模格差が大きすぎる。できれば学年３～４学級

の中規模になるよう統廃合や新設を人口推移を見極めて推進してもよいのではと感じる。

適正な規模でゆとりがありつつ切磋琢磨しながら子どもたちを伸ばしてやれる環境が整え

られればと思う。（40歳代／男性） 

●学校は心のふるさとです。小さな学校の廃校はできる限りさけたい。（40歳代／男性） 

●地域の子どもは地域で育てるという気風は大切にしたいし、学校は地域とともにある

べきだと考える。児童数の増減は当然のこととしてあるが、どの程度の規模が望ましいか

と、一概に言うことはできない。（上記の回答から矛盾するかもしれませんが）（50 歳代以

上／男性） 
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●小規模校、大規模校それぞれに良さがあると思うが、できる限り格差がなくなるよう

な対策をしていく必要があると思う。（30歳代／男性） 

●学年 3 学級程度がベストな規模だと思います。格差が大きくならない対策をし、また

各校の特色を出した学校づくりをしていくべきだと思う。（50歳代以上／女性） 

●学校運営や教育水準の維持、財政負担等を総合的に考えると、小規模校をそのまま残

すことはマイナス面が大きくなってくると考えます。ただ、地域の住民感情や通学の時間

や距離と安全面、交通手段等を考えると周辺部では難しく、中心市街地（逢坂と中央）や

隣接する住宅地域がある学校間（小野と真野北や真野、仰木の里と仰木の里東等）の統廃

合にとどめた方がよいと思います。（50歳代以上／男性） 

●大津も地域によっては、統廃合を考えなければならない時期かもしれません。また、

選択制についても再考しなければならないと思います。1 学年 1 学級でしかも 10 人以下で

は、きめ細かく指導は出来ても、集団生活（社会）に充分対応できる＝生活力が身につく

か、つけられるか、課題も多くあるように思います。（50歳代以上／女性） 

●児童数の減少により、学校の存続を危惧する保護者の声があり、不安感を持っている

こともある。小規模校、大規模校それぞれに良い面、又課題があるが、ある程度（複数の

グループ活動が成立する）人数は確保したい。また、子供の社会性、適応力を育てる上で

も、固定的な人間関係に刺激を与える環境づくりが望まれる。反対に、大規模になりすぎ

ることで、施設面、時間面、人的な面など制限が生じやすくなる。今後の人口変動を考え

ると、分離新設するよりも、学区の再考が良いように思う。また各校の伝統、特色は継続

し、母校をなくしたくないと思う。（50歳代以上／女性） 

●学校のあるべき規模については、ただ単に児童数だけでははかれない要素が多いよう

に思われます。ただ、1 学年が 10 人以下となった場合は、十分な審議がなされ、地域との

絡みもしっかりと組み込まれなければいけないと思われます。（50歳代以上／男性） 

●人口の増加に伴い、学校を新設せねばならない地域もあるだろうが、費用や児童数の

長期的展望の面から、なるべく新設は避けたい。したがって、スクールバスを準備し、近

隣の学校へ通学させる方法がよいだろう。 

一時期の急激な人口増加により新設された学校の多くは、20～30 年後には、児童数が極

端に少なくなる場合が多い。全校児童数はおよそ 600～700名程度にできると望ましいと考

える。（40歳代／男性） 

●現在の学校選択制では、本来の目的である過大校、過小校の解消につながっていない

ばかりか、各学校で様々な問題を抱えることになっている。学区外通学制度で十分対応で

きる上、保護者の認識としては 2 つの制度の差違は伝わっていないように思える。また、

大津市が推進しようとしている地域の学校で地域の子供たちを育てる考え方と相反する。

学力テストとからみ、選択制が地域や子供にとって有益になることも懸念される。ですか

ら、学校選択制や規模等を検討する委員会を機能させ、通学区域の再編に向けて本気で取

り組んでいただきたい。（40歳代／男性） 

●歴史と伝統のある学校は地域の人々の思いが強く、できる限り存続することを現場に
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いる私も願います。 

保護者、住民の理解と協力あってこそ子どもは健やかに育っていくものです。統廃合は

慎重に、地域住民の声を聴いて欲しいと思います。（50歳代以上／女性） 

●現勤務校は、地域とのつながりが大変強い学区であり、学校に対する期待は非常に高

い。児童数は徐々に減少傾向にあり、1 学年 10 名以下の学年もあるが、地域とのつながり

や期待を考えると統廃合は難しいと考える。学校には、地域を活性化させ、文化的拠点と

しての役割もあり、児童数が減少しても存続する方向で検討していくことが望ましいと考

える。（50歳代以上／男性） 

●大変難しい問題ですが、できるだけ今の学校を残して区域の組み換えで対応すべきだ

と思います。それぞえの学校には伝統があるので廃止はさけてほしいです。（50歳代以上／

男性） 

●現存の施設を存続し、地域の特性をたとえ人数が少なくなっても伝えていくべきだと

思います。学校をなくすことにより、その地域の人口減少をさらに進めていくことになる

ので、通学区域の変更や学校選択制などで児童数を調整する方が良いのではないかと思い

ます。（30歳代／女性） 

●1 校あたりの児童数の上限は 500～600 に抑えるべきである。その程度の規模で学校を

建てていると思う。そういう施設の中で 900～1000 人以上の児童が特別教室もない中で学

習している学校へは、もうすぐ減少するから増設なしで数年・・・。今その中で学習して

いる子たちの教育機会の均等は・・・（50歳代以上／男性） 

●人数が少なければ少ないほど、教師と児童との関わりは蜜になり、丁寧に関わること

はできるように思います。ただ、小学生という多感な時期は、多くの考えや様々な感性に

触れ合うことがより大事であると考えます。クラス編成でより多くの友達の輪を広げたり、

学校全体を活気づけたりするためにも、1 学年 60～70 人、3 学級程度が望ましいように思

います。（20歳代／男性） 

●それぞれの規模に長所も短所もあるように思うが、子どもたち一人ひとりにきめ細か

な教育をするためには、1 学級の人数を 30 人以下にしたり、教師 1 人の仕事を軽減し、子

どもたちとゆとりをもって接することができるよう、各校の教師の人数を増やしていった

りする必要があると強く思う。（30歳代／女性） 

●基本は徒歩通学が望ましいが、バス等の交通手段を準備して、通学範囲を広げ、ある

程度の児童数を確保して、学校規模を確保すべきである。（50歳代以上／男性） 

●1 学年 3 学級程度、学級児童数 25 人程度というのが理想ではないかと思います。ただ

規模というより職員数に目をやるべきかと。学校の実情は現有職員数では対応しきれない

部分も多くなっています。支援系ボランティア、図書や ICT のボランティア等、人員増が

学校教育の質を上げることにつながると思います。（40歳代／男性） 

●小学校においても様々な場面で複数の指導が可能なら、子どもたちにもっと有効な学

習が保障できると思います。特別支援を要する子への対応は、20 人という規模の学級でも

一人の担任では難しいことも多々あります。学級数や人数も大切ですが、学校を運営する



99 

 

にあたっては、教員数の確保も小規模であっても十分に考えていく必要があるように思い

ます。（50歳代以上／女性） 

●ゆるやかな学区設定で調整する必要あり。 

大・中・小規模校の長所、短所を詳しく知らせていくことが必要。（50歳代以上／男性） 

●何十年か先の人口等を考える必要はあると思うので、今多いから、少ないからといっ

て学校を増やすとか減らすなどはやめた方が良い。 

学校選択ができるようになり、それが必要な一部の児童生徒にとってはよかったと思う

が、登下校の安全面の問題や地域や子供会等、所属する場のない子どもたちの問題、また

それが一因で子ども会活動等、地域のつながりの希薄化を招いた。また、入学者が減り、

存続の危機を招いた。（50歳代以上／男性） 

●大規模校も小規模校もそれなりの課題はあり、どの人数が適正かとは言いにくい。地

元の学校も大切にしなくてはと思うし、あまりにも人数が少なすぎると育ちに影響を与え

ると思うので、判断が難しい。（50歳代以上／女性） 

●地域によって人数の差があるのは仕方がないが、そのまま見過ごすのではなく、多い

学校は減らし（他学区に）、少ない学校は増やす（他学区から）努力をすべきであると考え

ます。（30歳代／男性） 

●学校が各学区や地域の文化的、精神的なよりどころである現状を考えると、統廃合の

困難だと思う。それよりも通学区域の再編成の方に支店を向けるほうが良いのではと考え

る。学校規模の格差によって生ずる課題をさらに明らかにする必要がある。（50歳代以上／

男性） 

●通学区域に柔軟性を持たせ、児童数をできるだけ均等になるように配慮すべきと思う。

（40歳代／男性） 

●選択制の再考（人口が増加しているところに児童は集まる蛍光にある） 

学校規模は児童数 500～600人、3学級ぐらいが望ましい。（50歳代以上／男性） 

●学校選択制の見直しをお願いしたい（あるべき規模に合うように）（50歳代以上／男性） 

●児童数の減少や増加に伴い、統廃合や分離新設を考えていく必要はあると思うが、大

津市の場合、1学区に 1小学校がある現状を考えると、小学校は地域コミュニティの核であ

るので、統廃合は学区民等の相当の議論が必要であり、難しい課題であると感じる。（50歳

代以上／男性） 

●市内において、地域による格差がひじょうに大きい。適正な数もあろうかと思うが、

地域性、地域とのつながりを考えていくと、地域の子どもが地域の学校に通うのが良いと

思う。小規模であろうと、大規模であろうと、その状況の中でこその学びの展開があると

思う。もちろん、人員や施設等では配慮すべきことは多々あるに違いない。（30歳代／男性） 

●理想的には、1 クラス規模は 30 人以下、全校は 800 人以下だと思う。特に、児童数が

多すぎると教師の個々への関わりや支援が希薄になることにも加え、教材教具もゆとりが

なくなり学習に支障をきたす。（50歳代以上／女性） 

●クラス数としては、1 学年 3～4 学級が適切だと思う。大きすぎても小さすぎても活動



100 

 

に制約が出てしまう。（50歳代以上／男性） 

●･学校は地域連携を大切にしており、地域に密着した学習にも取り組んでいる。 

子どもは地域の人たちに見守られ、学校は地域に支えられている。 

人数調整のために学校選択制を取り入れるべきではない。 

・一人ひとりの子どもの多様なニーズに対応するために学級人数を減らすことが必要。

（40歳代／男性） 

●地域住民のアイデンティティーを考えると統廃合は簡単にはできない問題であるが、

教育の機会均等、水準維持向上という大義と大切に考えていく必要がある。 

また財政的な問題も大きくのしかかってくる。福祉、公的事業全体をみて バランスの

とれたものにしていかないと、他の事業にしわよせが行きかねない。 

学校の統廃合については、時間をかけて将来を見すえて進めていくべきことと思います。

（50歳代以上／女性） 

●500～700名程度が適正規模であるが、地域によって偏りがあるのはやむをえない。 

しかし、過密化したマンモス校は、いろいろな面において、子どもの活動に制約がでて

くる。 

スクールバスの運用を真剣に検討し、隣接の学校へ通学可能にする等 柔軟な対応を考

えてはどうか。（50歳代以上／女性） 

●児童数が 1000人を超える学校に勤めているが、問題行動、不登校、特別支援を要する

子の絶対数が多く、教員はその対応（保護者への連絡も含む）におわれ、本来業務である

授業作りのための時間がとれない. 

また、精神的不安を抱える保護者の数も多く、教育相談担当だけでは対応できない. 

校舎も 500人規模を見直した構造になっており、環境面でも悪条件である. 

ぜひ分離新設を望みます.（50歳代以上／女性） 

●青山小学校は現在、児童数 1074 名で 35 学級の規模となっており、児童には大変窮屈

な思いをさせていることが、校長として心苦しく思っております。平成 20 年から平成 21

年頃に分離新設すべきであったと思います。 

学校新設に多大な費用がかかるというのであれば、プレハブ教室をリースしたり、オー

プンスペースにまじきりをして仮設のような教室を作るのではなく、増築（運動場に向け

て）すべきであったと思います。 

1000 人の児童に対して、音楽室、理科室、家庭科室は各 1 室しかなく、図工室を転用し

ていることを含めて、体験を通した教育の軽視がされていると言えます。特別支援学級も

すべて、パーテーションをきった仮設教室であり、このことも大きな問題であると思いま

す。 

上記のことを補うべき措置（学校配算備品費等の増額・特別支援教育支援員の増員等）

を取っていただくことが具体的な地域への説明責任につながると考えます。 

さらに、予算要望の内容について 1 つでも 2 つでも実現していただきますよう、よろし

くお願いいたします。（50歳代以上／男性） 
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●特に大規模校では、生徒指導上諸問題、教育相談、特別支援の件数が多いのが現状で

す。その割合で人的配置の再考を願いたいところです。予算的なことも分かりますが、草

津市のように教育にもっとうるおいをと感じます。規模的にも 5 クラスを超え、しかも 40

人近いクラスが大半です。やはり 3 クラスが一学年の理想だと思います。 ありがとうご

ざいます。（50歳代以上／女性） 

 

 ４ 中学校関係者 

 

●学級規模を議論するより規模にふさわしい教員配置に努めるべき。（４０歳代／男性） 

●中学校の場合、学習面だけを考えると、少人数で適当に人間関係をつくれる学級規模

が望ましいと考えます。ただ、部活動を考えると小規模では、多くの部を運営できないた

め、統廃合を考える際には、部活動のあり方をどうするかも含めておかんがえいただきた

い。（５０歳以上／男性） 

●へき地の学校においては、学校教育活動と地域社会との結びつきが大へん強く、生徒

の学習支援や行事参加等により学校は地域に支えられている。また、運動会、文化祭等、

地域の行事や活力を出すために学校が大いに役立っている。へき地の将来の担い手として、

又、特色あるへき地教育（少人数指導、自然や地域の伝統を生かした教育）を充実させ、

地域に根ざした教育を充実させ、へき地に適した教育をすすめるために、絶対に近隣と統

合することは認められない。学校単独でなく、地域住民の意向も大切にしてほしい。（５０

歳以上／男性） 

●本校は大津市唯一のへき地校であります。へき地校なので生徒数はごく少人数であり

ます。しかし、へき地の生徒たちにも教育の機会均等と教育水準の維持向上をめざし、へ

き地教育が行われています。実際に統廃合となると、登下校における負担（時間、安全性、

保護者）がともないます。また、学校がなくなることで、地域そのものの存続ともかかわ

ってきますので、地域の声を十分に聞きながらの慎重な進め方が必要かと思います。（５０

歳以上／男性） 

●まだまだ日本にはへき地校と呼ばれている小中学校がたくさんあります。へき地教育

という一つの教育課題の柱が存在している以上は、いかに一人ひとりに寄り添い、支援し

ていくか地域も含めて推進していく必要があります。へき地教育で進めてきた、保小中連

携、小中の一貫的なカリキュラムの研究、小中の教員と交流などその成果は見られます。（５

０歳以上／男性） 

●過密な学校がある一方、減少傾向の学校があるのは、悩ましい問題です。学校選択制

も、この問題の解消には効果がないようです。ただ、大津市の場合は、全国的なほど少子

化も進んでいない気がしますので、通学距離も考慮しながら、なるべく現行学区を維持す

る方向で行ければと思います。（５０歳以上／男性） 

●ある程度の生徒数は教育現場で大切である。地域の現状はあるものの、配慮が必要。（２

０歳代／男性） 
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●スクールバス等の予算を確保し、適切な生徒数での学校運営を図るべき。（４０歳代／

女性） 

●地域の特性を考えた施策を検討する必要がある。（４０歳代／男性） 

●大津市が南北に長い実状と地域の利便性から、人口の増減はしかたないこと。だから

こその対応がもっと以前から計画的に対応してくるべきだった。また、それぞれの地域の

特性や地域の協力等で中学校ができる工夫等のよって、中学校をアピールしていけるもの

を打ち出すような（本校では伊香立特区構想）かたちで、大津市も支援していったり、通

学の制限を緩和するなどの施策も大変重要と考えている。（５０歳以上／男性） 

●学校規模の検討も大切であるが地域の特性や歴史等無視できないつながりがどこの地

区にも存在するはずです。現行の通学区を越えた学校選択も５年、１０年先のビジョンを

持たなければ、その学区で卒業し地域に大人として参入し、自ら地域の街づくりに必要な

貢献者の育成において不安な要素が少なからずあります。先を見通したビジョンを提案し、

地域を活性化し、ひっぱっていけるコーディネーターが必要であると考えます。（５０歳以

上／男性） 

●多過ぎたり少な過ぎたりするのではなく、普通が一番良いと思う。調整の仕方につい

ては非常に難しいが、検討していく必要があると思う。（２０歳代／男性） 

●中学校の場合、部活動や学力面が学校選択制において他校を選択する理由となってい

る。部活動の面から言えば生徒数の減少→部活動の縮小→選択制によるさらなる流出とい

う悪循環に陥ることになる。学力面についても風評を拭い切れず流出（特に上位層）の拡

大に陥ることとなる。実際には、両校をしっかり見学して決められる家庭は稀である。教

員の質（指導力に極めて課題の問題も大きい。あるべき規模に近づけるためには、小規模

化の悪循環に陥る可能性のある学校にこそ手厚い教員配置をして、これらの課題（部活数

の確保や設置、学力補充）を解消できるようにすべきである。少なくとも学校選択制は規

模の格差に拍車をかけているのが現状である。 

現実に流出している学校は様々な工夫や苦労を重ね、流入している学校は対応に苦慮し

ている状況がある。（５０歳以上／男性） 

●学校間の統廃合も考えられるが、地域の学校として今日に至る歴史を考えると、財政

面の問題はあるかと思うが、少人数の規模となっても、特色ある学校づくり等で、存続さ

せるべきと考える。また、大規模校は教育の機会均等の面からも、是正されるべきで、適

正な規模にすべきと考える。教育は日本の未来をになうものである点、大津市に於いても

十分考慮いただいて対応してほしい。（５０歳以上／男性） 

●概ね、標準学級数は１２学級から１８学級が適正とされ、５００人～７００人の生徒

数の規模が教育課程実施上望ましいと考えている。しかし、大津市では現状、この規模を

下回る場合や大きく上回る場合など、互いに切磋琢磨することに難しい状況や部活動等に

支障がでていたり、一方大規模校では多くの生徒が集中する余り、教職員の数の多さも含

め、教育の徹底や人間関係に課題が生じている場合がある。しかし、財政状況も考慮しな

ければならないことから判断すると通学区域の調整は避けて通れない対応策であると同時
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に統廃合や新設校の設置など市民の教育に対する絶対的な保障をする必要がある。このこ

とを踏まえると今後の大津市の街並をどのように発展させ、住みよい街づくりを進めるか

という都市計画をしかりと立案した上で学校教育の在り方を考えるべきであり、スクール

バスに限らず本市の交通網の在り方も視野に入れ、地域の特色等鳥瞰的な対策が必要であ

る。単なる地域の子どもの数だけを考えた小手先の対応は将来汚点を残す。（５０歳以上／

男性） 

●適正規模を柔軟に考えるとともに、小中連携の更なる進展が可能となるような配慮が

必要である。（５０歳以上／男性） 

●学校選択制については、問題点がこれまでにあげられているが、小中学校までは地元

で地域とのかかわりと重視しながら、育っていくことが望ましいことから、選択制は中止

又は改正すべきと考えています。（５０歳以上／男性） 

●児童生徒の増加により収容が困難な学校から、児童、生徒数の少ない小規模な学校へ

児童・生徒が移れる方法を検討する。 

例えば、小規模校は、その特徴を生かしてゆったりとした教育がすすめられる環境づく

り、学校づくりを行う。（図書館や学びスペースの充実など） 

大規模校はその人数を生かしたダイナミックな教育活動をすすめられる工夫を行う。そ

して、学区間の移動、通学の便を補償する。（スクールバス等）大規模→小規模へ主体的に

人数が移る条件づけを考えるべきではないか。（５０歳以上／男性） 

●大規模校で仕事をしていた経験からすると、教師の手をかける席数、行事の運営、生

徒の交流、様々な視点から限界があるように思われる。学年２００名程度を超える学校で

は手厚い教育に限りがあると思われる。（５０歳以上／男性） 

●大津市のようにたいへん細長い地形で、昔から町村合併をくりかえして大きくなって

きた市では、改善はむずいかしいことだとは思うが、学校によってあまりにその規模がち

がいすぎるのは問題だと思う。（５０歳以上／女性） 

●特に生徒数が減少傾向にある中学校では、部活動の存続が大きな課題である。（教員

数・生徒数減による）また、大石学区の生徒は路線バスを使っての長時間通学を余儀なく

されているので早期に対応していただきたい。（大石学区に中学校新設する or スクール

バスを用意するなど）（５０歳以上／男性） 

●大津市が財政的に厳しいのは分かるが、近年問題になっている「いじめ対応」のため

にも、適正な学級人数、適正な学校規模を目指してもらいたい。外国語学習の重要性もあ

るだろうが、それ以上に大切な事だと思う。（５０歳以上／男性） 

●生徒数が減っても統廃合は極力回避すべきだと思う。ただし、逆のパターンで増加に

より生徒であふれかえるような状況では、安全面が確保できない。どんなにお金がかかっ

ても安全・安心は不可欠であると思う。（４０歳代／男性） 

●まず現行の学校選択制を見直す必要がある。（５０歳以上／男性） 

●1 学年 4～6 学級の中規模が望ましいことは言うまでもない。それよりも原稿の学校選

択制の廃止、もしくは一部に制限を課すことにより、バランスのとれた学校群が形成され
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ることが望ましい。（５０歳以上／男性） 

●新校舎を建設することが難しい中、古い校舎を修繕利用を続けている現状で、規模が

ふくらむ学校では、教室数が足りない中で、ゆとりのある教育ができない。かと言って、

分離したり、余裕のある学校への振り分けも難しい。判断が難しく、答えは出せないが、

子どもの少なくなっていく中で、子どもの心が健全に育っていくことのソフト面での工夫

や配慮については、常に考えられ、予算措置としても十分な対応をのぞむところである。（５

０歳以上／男性） 

●統廃合は、地域の住民感情や地域性、自治会等との連携をとるうえで望ましくない。

学校選択制によって学校間格差が広がる中、統廃合によってこの傾向が一層助長されると

思われる。（５０歳以上／男性） 

●校地や予算の問題はあるが、大規模校は分離新設して適正な規模にすべきと思う。小

規模校については、地域の生活、つながりがあり、地域の学校という考え方は重要だと思

うので、小規模のままでも維持すべきだと思う。（５０歳以上／男性） 

●生徒指導においても、あまりクラス数が多くなると、その生徒と関わっていることも

なく指導しなくてはいけないことが起こってくる。あまりクラス数が多いのは生徒一人一

人に目が届かなくなる。（３０歳代／女性） 

●年度によってクラス数の急激な増加がある一方、教員の数が規模に合わせた型どおり

の配置でしかないので、減少傾向にある学校の格差もあるが、それだけ問題行動等に対す

る指導や取り組みが増えるので、配置に配慮が欲しい。人員の確保などは小中連携で行え

ないか。（３０歳代／女性） 

●一定規模の確保がないと、学校の活性化は難しい。 

一学級 30人程度が好ましい。 

教職員定数の改善が必要（国へ）（５０歳以上／男性） 

●基本的に自分の住む地域の学校で学ぶことが重要だと思う。大津市あ行っている学校

選択制を見直すべきである。宅地開発が進む地域は新設の学校を作れば良い。（４０歳代／

男性） 

●学年 120人ぐらい、学校 400人ぐらいが良いと感じている。（５０歳以上／男性） 

●地域とのつながりを第一に考え、安易な合併をすべきではない。（４０歳代／男性） 

●学校教育のあり方を考えるのは大事なことである。どういう視点からこのことを考え

るかによって施策や計画は変わっていく。子どもの人数が増加しているところでは、分離

新設を求めるが、設置者からすると、過去の例から見ても 20 数年後には生徒数が減少し、

学校規模も縮小していくことが予想されるとなれば、窮屈だけれども現状でいってほしい

と考えると思う。これは予算や計画段階でこれまでも議論されてきたと推察するが、現行

の学校制度を維持すればこの問題は継続する。 

学区制を外していくことは現状からはできないので、敷地や予算確保の問題はあるが大

規模については 15 から 18 学級になるように分離する。小規模については他の施設（福祉

的）などと合築型にしていて運営していく。地域のコミュニティーセンター機能や生涯学
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習機能をもった学校も検討してみてはどうか。（５０歳以上／男性） 

●学校選択制も含めて抜本的な見直しが必要な時期に来ている。（５０歳以上／男性） 

●通学区域を柔軟に変更し、適正規模の学校にしていくべきである。大規模化すぎると、

行事等、様々な部分において運営が難しい。例）修学旅行のホテル確保、2年生チャレンジ

ウィークの訪問先の確保等（５０歳以上／男性） 

●生徒数の減少地域では、地域性に配慮しつつも統廃合も必要と考える。一方で増加地

域では分離新設が必要だと思う。（５０歳以上／男性） 

●地域により生徒数の増減の違いが出てくることは仕方ないが、その地域に学校がある

ということは、とても重要なことと思う。統廃合はできうる限りさける努力をすべきであ

り、論議の先に統廃合があるということはあってはならない。（５０歳以上／男性） 

●学区を考えるべき 

学校選択にした時点で学校によって差が出るのはわかっていたのでは。学校規模の格差

は少子化問題や宅地開発などの問題だけではないと思う。 

大規模校では部活動の指導が大変。ある程度の人数が 1 番良いと思うので、分離するな

り、学区を変えるなりの調整が必要になってくるのかと思います。（２０歳代／女性） 

●学校ごとに、クラス数の規模に差があるのは、仕方ないし、その規模ごとにできる教

育活動があるはずなので、必ずしも悪いことではないと思う。 

公立の中学校なので、その地域の子を、地域と連携しながら育てていきたい。その点で

も学校選択は現状のままの形態でよい。学校選択が増えすぎるのはあまり望ましくない。

（２０歳代／男性） 

●1～6 学級がちょうどよい規模であると思います。きめ細かな生徒指導、教科指導を行

うためには、1学級あたりの生徒数を少し減らすべきであると思います。複担任制もできる

と思います。（２０歳代／男性） 

●地域にあった規模（生徒数）、十分な教員数が必要である。（４０歳代／男性） 

●自分が考える中学校の適正規模は 6 クラス（学年）である。学業、部活等、様々な活

動を切磋琢磨の中で行うにはその程度が必要だと考える。生徒数が減少傾向（1 クラス～3

クラス）にある学校は、統合していくのがよいと考える。京都市等は、それにより活性化

している。（４０歳代／男性） 

●選択制の廃止、通学区の整理（５０歳以上／男性） 

●財源（財政）の問題はあるものの、児童・生徒数など、数だけで線引きするのはどう

かと思う。（統廃合のように）教育施設・設備等については、将来的に不使用となった場合

は、他への転用（公・民問わず）などで対応できないものか。 

教育は今、前にいる子供たちを主体として考えることが大切だと思う。それが、教育費

の無駄遣いのように見えるかもしれないが、教育とはそういう一面があると思う。したが

って、大規模校については、学年 6学級までにとどめることがよいのではと考えます。（５

０歳以上／男性） 

●人の増加は一時的なものであることから、また新設は費用面で困難であることから、
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通学区域の変更はやむを得ないと思う。（４０歳代／男性） 

●クラス数に関しては、1 学年 4～6 クラスの規模が適当ではないかと思います。通学時

間、距離が長くなりすぎるのは、生徒の安全、健康面を考えると良くないと思いますので、

可能な範囲での通学区域の変更や学校の新設？が必要になってくるかもしれないと思いま

す。（４０歳代／女性） 

●1000人を超える学校、それに近い学校については、解消できる手立てをお願いします。

これから先、10 年後には減少するからという理由ならダメだと思います。学年の生徒数が

多いというのは、様々な課題があります。例えば、学年主任はひとりで 9 学級の生徒を把

握するのは難しいこと、会議ひとつとっても長時間にならざるを得ないことなどは簡単に

想像できます。生徒数が多いほどい、それにあわせて課題も多くなり、その対応に教師が

振り回され、本来やるべき活動まで時間が割かれることが多いのです。 

「適正規模」という言葉が 30 年近く前に大津でいわれていました。600 名近くの学校の

ことです。それまで起こっていた問題行動が激減しました。学校規模が大きければ、いじ

め、不登校、様々なことが起こりがちです。それは昭和の時代に学んできたことです。今、

大津は再びその時代を繰り返そうとしています。「適正規模」を意識していただいているこ

とに感謝しております。（５０歳以上／男性） 

 

 


