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はじめに 

平成２４年４月現在，気仙沼市には小学校が２０校，中学校が１３校設置されている。気仙沼市の

児童・生徒数は昭和３０年代（小学校は昭和３４年度１２，８２６人，中学校は昭和３７年度  

７，０４５人）をピークとし，その後は減少を続けている。児童・生徒数の減少は今後も続くことが

予想され，それにより学校の小規模化が進み，学習や集団活動への支障が懸念されることから，今後

の教育環境の整備は，気仙沼市の重要かつ喫緊の課題となっている。このような状況から，平成２３

年１月２５日気仙沼市義務教育環境検討委員会（以下検討委員会）が設置され，下記の４点について

気仙沼市長及び気仙沼市教育委員会教育長から諮問を受けて検討してきた。 

 

「気仙沼市義務教育環境整備について（諮問）」平成２３年１月２５日付け【抜粋】 

 

     １ 学校規模及び配置の適正化に関する基本的な考え方 

２ 学習・教育環境向上のための具体的な学校配置案 

     ３ 学校規模・配置の適正化に向けた具体的な方策 

     ４ その他義務教育環境整備に向け必要となる事項 

 

検討委員会は，気仙沼市義務教育環境検討委員会要綱第２条の規定に基づき，平成２３年１０月 

３１日までに答申をまとめ提出する予定だったが，平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災

（以下震災）の影響により，協議の中断を余儀なくされた。その後，同年８月１９日に協議を再開し，

震災により甚大な被害を受けた南気仙沼小学校をはじめ，唐桑幼稚園，大谷幼稚園，また，児童数が

減少した小学校について緊急課題として検討を行った。同年９月２６日には南気仙沼小学校と気仙沼

小学校を平成２４年４月に統合すること，さらに，平成２４年７月２５日には，児童数が著しく減少

した浦島小学校と鹿折小学校を平成２５年４月に統合することを提言書にまとめ，提出した。 

その間も検討委員会では，諮問内容について検討を行ってきた。現在の小・中学校の施設面を含め，

児童・生徒数や学級数の状況と将来の予測，各校の歴史的背景や震災の影響，気仙沼市震災復興計画

等，さらに，過小規模校の学習面や生活面，学校運営面について，学校関係者からの情報も得ながら

学校の適正規模・適正配置について検討を行い，平成２４年５月，諮問事項の「１ 学校規模及び配

置の適正化に関する基本的な考え方」についてまとめ，中間報告として公表した。 

その後，中間報告で示した基本的な考え方に基づき，諮問の「２ 学習・教育環境向上のための具

体的な学校配置案」について，各学校の現況や今後の児童・生徒数の変化，地域の状況等を考慮しな

がら検討してきた。並行して，教育委員会が平成２４年６月から８月まで市内２０の小学校区で地域

懇談会を開催し，中間報告と検討委員会で検討中の学校配置案を説明しながら，保護者や地域住民か

ら意見を聞いた。検討委員会では，市民の貴重な意見を活かしつつ，具体的な学校規模・配置の適正

化に向けさらに検討を重ねてきた。 

本市は今なお，震災からの復旧・復興の途上であり，児童・生徒数の推移や居所の状況，復興の進

捗状況を注視しなければならず，先を見通すことは難しい状況ではあるものの，教育環境の整備は先

送りすることはできない。 

このたび，これまでの１５回にわたる協議により，検討委員会としての考えをまとめるに至ったの

で，答申をするものである。 
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１ 検討に当たっての基本的な視点 

学校教育の目指すところは，児童生徒に「豊かな人間性」，「確かな学力」，「健康と体力」の知・徳・

体のバランスのとれた力である「生きる力」をより一層育むことにある。 

本市は急速な少子化に加え，東日本大震災の影響があり，学校の一層の小規模化が懸念されている。

そのような状況の中，児童生徒の可能性を伸ばすという面からも学校の適正規模・適正配置を検討し，

成長に影響を与える教育環境を整備することが急がれている。 

学校の適正規模・適正配置の検討に当たっては以下を基本的な視点とした。 

 

・ 「学力の維持，向上」「社会性の育成」を確かに図るため，どのような学級・学校の規模や通 

 学距離が望ましいのかを検討し，本市立小・中学校の実態を踏まえた適正規模や適正配置の基 

 準を設定する。 

 

・ 地域コミュニティの中での学校が果たす役割を確認し，本市の歴史的背景等配慮すべき事項 

を踏まえながら，児童生徒の教育環境の整備・充実を図る。 

 

・ 本市は，現在，震災からの復旧・復興途上にあり，住宅・公共施設，事業所等の建築並びに 

三陸縦貫自動車道や大島架橋の建設を含めた道路整備など，新たなまちづくりが始まっている。

今後の気仙沼市の将来を見据え，見通しを持った学校配置計画を設定する。 
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２ 現状からみた適正規模確保の必要性 

(1) 児童・生徒数，学校規模（学級数）の推移と推計について 

① 児童・生徒数 

  昭和５３年度から平成２９年度までの気仙沼市内（旧唐桑町・旧本吉町を含む）の小学校児童数，

中学校生徒数の在籍数の推移は（図１，表１）の通りである。 
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図１ 市立小・中学校の児童・生徒数の推移

 

 

項目／年度 昭和 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 

児 童 数 9,226 9,238 9,226 9,329 9,445 9,220 9,028 8,730 8,252 8,453 8,188 7,763 7,469 

生 徒 数 4,562 4,517 4,360 4,522 4,351 4,486 4,621 4,815 4,657 4,600 4,614 4,639 4,565 

合 計 13,788 13,755 13,586 13,851 13,796 13,706 13,649 13,545 12,909 13,053 12,802 12,402 12,034 

増減(児童) 97.68 97.81 97.68 98.77 100.00 97.62 95.58 92.43 87.37 89.50 86.69 82.19 79.08 

増減(生徒) 94.75 93.81 90.55 93.91 90.36 93.17 95.97 100.00 96.72 95.53 95.83 96.34 94.81 

増減(全体) 99.55 99.31 98.09 100.00 99.60 98.95 98.54 97.79 93.20 94.24 92.43 89.54 86.88 

 

項目／年度 昭和 63 平成元 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

児 童 数 7,273 7,281 7,040 6,667 6,453 6,242 5,941 5,667 5,447 5,288 5,209 5,092 4,985 

生 徒 数 4,255 3,866 3,857 3,825 3,743 3,630 3,462 3,440 3,342 3,146 2,955 2,873 2,803 

合 計 11,528 11,147 10,897 10,492 10,196 9,872 9,403 9,107 8,789 8,434 8,164 7,965 7,788 

増減(児童) 77.00 77.09 74.54 70.59 68.32 66.09 62.90 60.00 57.67 55.99 55.15 53.91 52.78 

増減(生徒) 88.37 80.29 80.10 79.44 77.74 75.39 71.90 71.44 69.41 65.34 61.37 59.67 58.21 

増減(全体) 83.23 80.48 78.67 75.75 73.61 71.27 67.89 65.75 63.45 60.89 58.94 57.50 56.23 

児童数 

生徒数 

（小学生) 

（中学生） 

 

表１ 市立小・中学校の児童・生徒数の推移 
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※児童・生徒数は各年度４月１日現在の在籍数及び予測数。 

※表１のゴシックは，児童・生徒数が最多の年度で，昭和 54年度（小学生），昭和 57年度（中学生）。 

※児童数，生徒数，合計の単位は人，増減は各々最多となっている年度の児童数，生徒数を 100として比較した場合 

の各年度の割合（％） 

 

気仙沼市の児童・生徒数の推移を昭和５０年代以降から見ると，小学校の児童数は昭和５４年度の 

９，４４５人を境に，中学校の生徒数は昭和５７年度の４，８１５人を境に減少傾向が続いている。

平成２４年 4 月１日現在では，児童数は３，３２９人，生徒数は，２，０１０人となっており，児

童数は昭和５４年度の約３５％，生徒数は昭和５７年度の約４２％まで減少している。 

さらに，少子化に加え，震災の影響があり，児童・生徒数の減少によって学校の一層の小規模化が

懸念され，学力の維持向上や社会性の育成，学校の活力等で課題を生むことになる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目／年度 平成 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

児 童 数 4,908 4,829 4,759 4,642 4,575 4,441 4,321 4,181 4,018 3,803 3,479 3,329 3,161 

生 徒 数 2,720 2,577 2,485 2,484 2,427 2,395 2,321 2,313 2,287 2,253 2,125 2,010 1,910 

合 計 7,628 7,406 7,244 7,126 7,002 6,836 6,642 6,494 6,305 6,056 5,604 5,339 5,071 

増減(児童) 51.96 51.13 50.39 49.15 48.44 47.02 45.75 44.27 42.54 40.26 36.83 35.25 33.47 

増減(生徒) 56.49 53.52 51.61 51.59 50.40 49.74 48.20 48.04 47.50 46.79 44.13 41.74 39.67 

増減(全体) 55.07 53.47 52.30 51.45 50.55 49.35 47.95 46.88 45.52 43.72 40.46 38.55 36.61 

 

 

項目／年度 平成 26 27 28 29 

児 童 数 2,996 2,833 2,698 2,584 

生 徒 数 1,853 1,843 1,738 1,642 

合 計 4,849 4,676 4,436 4,226 

増減(児童) 31.72 29.99 28.57 27.36 

増減(生徒) 38.48 38.28 36.10 34.10 

増減(全体) 35.01 33.76 32.03 30.51 
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② 学校規模（学級数） 

文部科学省では，標準規模を小・中学校とも１２～１８学級（「義務教育諸学校等の施設費の国

庫負担等に関する法律施行令」第４条「適正な学校規模の条件」）としている。宮城県では，平成

１８年４月１９日付け宮城県教育庁義務教育課長通知の「県内市町村立小・中学校の標準的規模に

ついて」において，「標準的な学校規模の基準として，小学校においては１２学級以上，中学校に

おいては９学級以上が望ましい」と示している。 

この基準に沿って，本市の標準的な規模の学校の推移をみると表２のようになる。 

 

表２ 標準的な規模の学校の推移（平成２４年４月１日現在） 

年 度 １２学級以上の小学校 ９学級以上の中学校 

平成 18年度 
気仙沼小，南気仙沼小，九条小，鹿折小，松岩小 

階上小，面瀬小 
 気仙沼中，松岩中，条南中 

平成 19年度 
気仙沼小，南気仙沼小，九条小，鹿折小，松岩小，

面瀬小 
 気仙沼中，松岩中，条南中 

平成 20年度 
気仙沼小，南気仙沼小，九条小，鹿折小，松岩小，

面瀬小 
 気仙沼中，松岩中 

平成 21年度 
気仙沼小，南気仙沼小，九条小，鹿折小，松岩小，

面瀬小 
 気仙沼中，松岩中 

平成 22年度 南気仙沼小，九条小，鹿折小，松岩小，面瀬小  気仙沼中，松岩中，条南中 

平成 23年度 九条小，鹿折小，松岩小，面瀬小  気仙沼中，松岩中，条南中 

平成 24年度 気仙沼小，九条小，松岩小，面瀬小  気仙沼中，松岩中，条南中 

平成 25年度 気仙沼小，九条小，松岩小，面瀬小  該当校無し 

平成 26年度 気仙沼小，九条小，松岩小，面瀬小  該当校無し 

平成 27年度 気仙沼小，九条小，松岩小，面瀬小  該当校無し 

平成 28年度 気仙沼小，九条小，松岩小  該当校無し 

平成 29年度 気仙沼小，九条小  該当校無し 

 

表２に示したように，平成２４年度以降，小学校では，県の標準的な学校規模の基準に当ては

まる学校は，震災の影響で転入児童が増加した九条小学校及び南気仙沼小学校と統合した気仙沼

小学校を含む数校であり，中学校においては，平成２５年度以降，標準的な学校規模の基準を満

たす学校はなくなることが予想される。 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

昭和５９年度旧文部省助成課作成の「これからの学校施設づくり」をもとに平成２４年４月１

日現在の本市の小学校を規模別に分類してみると下記の表３のようになる。 

過小規模校とは１学級を２学年以上で構成する複式学級を持つ学校で，合計６校となっている。 

学年１学級ずつの小規模の小学校は５校あり，今後の児童数の減少によっては，複式学級を持

つ過小規模校が増加することが予想される。 

中学校については，平成２４年４月１日現在の学校を学級数により分類してみると表４のよう

になる。 

県の標準的な学校規模の基準である学年３学級の９学級以上の学校は３校である。学年１学級

の規模の学校は４校で，クラス替えが可能な学年２学級に満たない学校が６校となっており，中

学校も小規模化が進んでいる。 

 

表３ 学級数による学校規模の分類：小学校（平成２４年４月１日現在） 

学校 

規模 
過小規模 小規模 

統合の場合の適正規模 
大規模 

過大

規模 適正規模  

学級数 １～５ ６～１１ １２～１８ 
１９～

２４ 

２５～

３０ 

３１

以上 

小学校 

浦島小（２） 

白山小（４） 

水梨小（４） 

月立小（４） 

落合小（３） 

馬籠小（５） 

鹿折小（10） 

新城小（７），階上小（９） 

大島小（６），唐桑小（６） 

中井小（６），小原木小（６） 

津谷小（10），小泉小（６） 

大谷小（８） 

気仙沼小(15)

九条小（12） 

松岩小（14） 

面瀬小（13） 

 

 

   

※ （ ）数字は，学級数（特別支援学級を除く） 

   

   

表４ 学級数による分類：中学校（平成２４年４月１日現在） 

学級数 ３ ４～５ ６～８ ９以上 

中学校 

大島中（３） 

小原木中（３） 

小泉中（３） 

大谷中（３） 

階上中（５） 

新月中（４） 

鹿折中（６） 

面瀬中（７） 

唐桑中（６） 

津谷中（６） 

気仙沼中（９） 

松岩中（９） 

条南中（９） 

※ （ ）数字は，学級数（特別支援学級を除く） 
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③ 震災の影響 

 ア 学校教育施設と児童・生徒の通学動向 

  震災によって多くの施設が津波の被害を受けた。通学区域のほとんどが浸水した南気仙沼小学校

は平成２４年４月に気仙沼小学校と統合した。幸町の高所の一部と居住制限区域外の本郷・南郷地

区等に居所を戻した児童のほとんどが気仙沼小学校に通学することとなったが，近隣の九条小学校

や他の小学校に転校する児童もいた。 

唐桑幼稚園と大谷幼稚園は地震や津波の被害を受け，移転先園舎の完成までの間，それぞれ唐桑

小学校と大谷小学校の校舎の一部を使って開園する状態が続くことになった。 

児童生徒の約１割が応急仮設住宅からの通学を余儀なくされており，スクールバスを運行し，通

学の支援を行っている。 

  

イ 児童・生徒数の変化 

  平成２３年２月末の市の人口は７４，２４７人，１年後の平成２４年２月末には，６９，９８６ 

人となり，震災後約４，３００人が減少し，７万人を割りこんでいる。震災前の平成２３年３月で

予想した平成２３年４月１日の児童・生徒数と，平成２４年２月現在の児童・生徒数を比較すると，

児童・生徒数が約２００人減少している。 

  

ウ 居所の動向 

    沿岸部を中心に大きな被害を受けた住宅が多く，応急仮設住宅や借家等の住民については今後，

災害公営住宅の建設や防災集団移転などにより，居所を移動することが考えられる。関係部局が小

学校区ごとに災害公営住宅への入居や防災集団移転の希望等を取りまとめ，平成２７年の完成を目

指し用地選定・確保など作業を進めているところであり，今後，住民の居所の移動の状況を注視し

ていく必要がある。 
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（2）学校規模による教育上の一般的傾向について 

 ① 小規模と適正規模の比較 

児童生徒の学習面や生活面，また，学校運営面等から，小規模・過小規模（小学校１１学級

以下）と標準的な学校規模（小学校１２学級以上，中学校９学級以上）における教育上の一般

的傾向を整理すると次の表５のようになる。 

表５ 小規模・過小規模と標準的な規模の比較 

 小規模・過小規模 標準的な規模 

学

習

面 

 

○児童生徒一人一人に目が行き届きやすく，きめ

細かな指導が行うことができる。 

○複数の教員により児童生徒一人一人のよさを多

面的に把握することができ，個のよさを生かす

指導を行いやすい。 

○基礎的・基本的な知識や技能の習得と定着を図

りやすい。 

○多様な学び合いを通し，思考力・判断力・表現

力の向上を図りやすい。 

△多様な考えに触れる機会が少なくなり，児童・

生徒の相互啓発がされにくい。 

○多様な考えに触れ，認め合い，協力し合うなど，

切磋琢磨する機会が多くなり，一人一人の資質

や能力を伸ばしやすい。 

△多様な学習形態を取りにくい。 ○多様な学習形態が可能である。（小学校の教科担

任制，ＴＴ，習熟度別指導等） 

△中学校では免許外指導の教科が多くなる。 ○中学校では免許を持つ教員を配置しやすい。 

△部活動の設定数が限定される。 ○多様な部活動設置が可能で選択の幅が広がる。 

生

活

面 

○学校全体で交流を深める場や機会が多い。 ○同学年の交流を多く図ることが可能である。 

△男女比に偏りが生じやすい。 ○男女比や人間関係に留意して学級の編成ができ

る。 

△クラスの構成が毎年同じになる場合が多い。 ○クラス替えにより様々な友達と接する機会が増

え，豊かな人間関係の構築が図られやすい。 

学

校

運

営 

面 

○教職員の意思疎通が図りやすく，相互連携 

しやすい。 

○役割分担し相談しながら校務を遂行できる。 

△教員一人一人の校務分担が多い。 ○校務分掌の調整が図りやすく，バランスのとれ

た教員配置ができる。  

○施設等の利用調整が行いやすい。 ○施設備品の準備・片付けなどを効率的に行える。 

そ

の

他 

○保護者や地域社会との連携を図りやすい。 ○多様な人材や多くの地域社会との連携を持つ機

会が多くなる。 

△PTA 活動等における保護者一人当たりの負担

が大きくなる。 

○PTA 活動等において，保護者の負担を分散でき

る。 

○：成果が期待できる点  △：課題となる点 

 小規模・過小規模の学校は一人一人に目が届きやすく，きめ細かな指導を行うことができる。しか

し，多様な考えに触れる学び合いの場が制約されることから，学習指導要領で重視されている思考

力・判断力・表現力の向上，コミュニケーション能力の育成という面で効果を上げる工夫をすること

が難しい。また，学校の小規模化は児童生徒にとって集団的な経験が十分確保できず，社会性の育成

という面で指導の難しさがある。教職員の校務分担やＰＴＡ活動でも一人一人の負担が増える傾向が

ある。 
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(3) 過小規模校の現状と課題について 

平成２２年１２月及び平成２３年９月，１０月に実施した過小規模校（１学級を２学年以上で構成

する複式学級を持つ学校）の現場からの聞き取り調査の結果や現地視察等から，学習面，生活面，学

校運営面について具体的なメリット，デメリットを対比してみると次の表６のようになる。 

 

表６ 過小規模校のメリットとデメリット 

 【過小規模校のメリット】 【過小規模校のデメリット】 

学 

習 

面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・少人数のため個別指導の時間が確保でき，つま 

ずきに応じたきめ細かな指導が可能となる。 

 

 

・少人数のため発表の機会が多く，自分の考えを 

述べたり学習したことを使って説明したりする      

機会が多いため，学習内容の定着を図りやすい。 

 

・クラスの構成が固定化されるため，一面的な

思考に流れやすく，多様な考えに気付かせる

工夫をすることが難しい。 

 

・課題別，習熟度別学習等，多様な学習形態が

制限されるため，個に応じて思考力・判断力，

表現力やコミュニケーション能力の一層の

伸長を図る工夫をすることが難しい。 

 

・自学自習の経験が増えるため，自主的な学習態 

度の育成が図られやすい。 

 

・複式学級では，学年で指導内容が異なるため，

プリント学習等が多くなりがちである。 

 

・作文や図画工作の各種コンクール等への出品機 

会が多く，技能面の向上が図られやすい。 

・諸活動で，児童一人一人にかかる負担が増え

てしまうことがある。 

生

活

面 

 

・特別活動における個々の役割が多くなり，活躍

の場面も増える。 

 

 

・異学年交流の機会が増えることにより，学校全

体で助け合い，協力し合う関係が自然とでき

る。 

 

・少人数なので，競い合う場が少なく，他から

刺激を受け，新たなことに挑戦し，向上する

意欲を高めるのが難しい。 

 

・交流の範囲が限られるので人間関係がこじれ

ると修復するのに時間がかかる。 

学

校

運 

営 

面 

 

・教職員の共通理解や情報の共有が図りやすく，

協働的な運営を行いやすい。 

 

・保護者や地域住民との交流機会が多く，学校運

営に対する理解や協力を得られやすい。 

・教職員一人当たりの校務が多く，教育活動を

実施する面でも各教員の負担が大きい。 

 

・教職員の経験，教科，特性，性別を考慮した

配置が難しく，学習指導や学級経営が個人に

委ねられがちである。 

  

過小規模校では，学習内容の定着を図りやすく自主的な学習態度も育ちやすい。また，児童一人一

人の活躍の場が多く，地域との関わりや異学年交流が多いことから，活動意欲や思いやりの気持ちも

育ちやすいなど，少人数であるが故のメリットが見られる。しかし，人間関係が固定化し，様々な考

えに触れたり切磋琢磨したりする場が少ないため，応用力や活用力などを伸長するための工夫に制約

を受ける。教科指導に当たってもグループ学習など多様な形態を工夫することが難しい。 

このような状況から，過小規模校のもつ課題を早期に解決していくことが望まれる。 
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 （4）学級・学校規模が教育活動に与える影響について 

学校では，学習指導要領を踏まえ，豊かな人間性や確かな学力などの知・徳・体のバランスの

とれた力（生きる力）を育むことを目指して教育活動が行われている。確かな学力を身につけさ

せるためには，基礎的・基本的な知識・技能を確実に習得させること，知識・技能を活用し，自

ら考え，判断し，表現する力を育むこと，学習に取り組む意欲を養うこと，という３つの要素の

育成が重視される。また，豊かな人間性を養うためには，児童生徒の社会性を育てる必要がある。

学校生活を通して友達や教職員との多様な関わりの中で，良好な人間関係を結ぶ力や他人を思い

やる心，規範意識やモラルなど，社会生活を営む上での知識，技能，態度の基礎を身につけてい

くことが大切である。 

 以上のことから，学級・学校規模が教育活動に与える影響について，学力の向上と社会性の育

成の２つの観点から配慮しなければならない点をまとめると，次のようになる。 

 

① 学力の向上について 

・ 学級規模が小さいほど，基礎的・基本的な知識・技能については，きめ細かい指導が可能 

となり，個別学習の時間を確保しやすいため，繰り返し学習などにより定着を図りやすい。 

標準的な学校規模があれば，ティームティーチングや習熟度別指導など，多様な学習形

態や指導方法等を工夫することができ，個に応じた指導を行うことができる。 

・ 学び合いや磨き合いを行うことができる標準的な学級規模であれば，多様な考えに触れな

がら答えを導き出すような思考力・判断力を高める学習や，表現力を培う多様な学習を効果

的に実施することができる。 

・ 標準的な学校規模があれば，仲間と互いに競い合い，刺激し合うことで向上心や学ぶ意欲

を高め，主体的に活動に取り組む態度を一層育てることができる。 

・ 標準的な学校規模があれば，同一教科や同学年の教員同士の教科研修等が可能となり，教

員の指導力を向上させ，児童生徒の学力向上に結びつけることが期待できる。 

      

  ② 社会性の育成について 

・ 学年１学級以下の小規模・過小規模の学校では，異学年との交流が多く，互いに助け合い

思いやる関係を生みやすいよさがある。 

・ 学級規模が小さいほど，人間関係が固定化しやすく，多様な考えに触れさせる機会を確保

することが難しくなる。 

・ 標準的な規模の学校においては，同年代の多くの仲間と交わることができるため，様々な

考えに触れることができる。また，指導方法の工夫次第で異学年との交流を行うことが可能

であり，社会性を育てる環境を確保することができる。 

・ 標準的な学校規模があれば，多様な人間関係の中で切磋琢磨し合う経験や共通の目的に向

かって助け合い協力し合うような集団活動を行うことが可能となり，社会の変化に主体的に

対応する力を高めるとともに，コミュニケーション能力を含めた社会性を育むことができる。                                            

・ 学年複数学級の学校規模であれば，人間関係で問題が発生したとしても，クラス替えによ

り改善させることが可能である。 

・ 小規模・過小規模の学校は，児童生徒一人一人が地域住民と関わる機会を多く持つことが

できる。一方，標準的な学校規模であれば，多様な学習形態をとることで，幅広い交流活動

を行うことが可能となり，社会性を一層育むことが期待できる。 
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（5）学校規模・学級数と教員配置の関係について 

   小・中学校に配置される教員は，「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関

する法律」第３条以下に基づき，１学級あたり４０人（第１学年の児童で編制する学級にあって

は３５人）を標準として，教職員定数の総数の標準が定められている。    

これを受けて宮城県教育委員会では学校規模（学級数）別に毎年度の教職員定数の配当表  

（表７）を作成している。 

 

表７ 平成２４年度教員配当基準表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※教頭を含む 

    

上記，表７の教員数のほかに，少人数指導や習熟度別指導など，きめ細やかな指導を行う指導法

改善の目的や生徒指導上，特別に配慮が必要と認められる児童生徒に対しての指導等の目的で，教

職員の加配が行われている。また，宮城県では小学２年，中学１年における３５人学級の実施（学

級編制弾力化による加配）や複式学級を一部解消する目的でも加配が行われている。さらに，平成 

２３年度，震災復興加配の申請が可能となり，平成２４年４月から市内の多くの小・中学校で配置

されることになった。 

学級編制弾力化による加配を除いては，教員数が今後確実に増員されるものではない。教員数

を確保し，指導の充実を図るためには，学校の適正規模化を図る必要がある。 

小学校については学級担任制のため，１学級に１教員を基本として配当される。 

中学校については教科担任制であるため，配当される教員が少ない場合には，他教科を担当する

教員が県教育委員会の許可を受けて指導することになる。各教科の学習指導の充実を図るために

は，専門の免許をもった教員を確保することが必要である。 

 

 

 

 

 

 

＜小 学 校＞ 

学級 教員数 学級 教員数 学級 教員数 

１ ２ １１ １３ ２１ ２４ 

２ ３ １２ １４ ２２ ２５ 

３ ４ １３ １５ ２３ ２６ 

４ ５ １４ １６ ２４ ２７ 

５ ６ １５ １８ ２５ ２９ 

６ ８ １６ １９ ２６ ３０ 

７ ９ １７ ２０ ２７ ３１ 

８ １０ １８ ２１ ２８ ３２ 

９ １１ １９ ２２ ２９ ３３ 

１０ １２ ２０ ２３ ３０ ３４ 

 

＜中 学 校＞ 

学級 教員数 学級 教員数 学級 教員数 

１ ３ １１ １９ ２１ ３３ 

２ ６ １２ ２０ ２２ ３５ 

３ ８ １３ ２１ ２３ ３６ 

４ ９ １４ ２２ ２４ ３７ 

５ １０ １５ ２４ ２５ ３８ 

６ １１ １６ ２５ ２６ ４０ 

７ １２ １７ ２７ ２７ ４１ 

８ １４ １８ ２９ ２８ ４３ 

９ １５ １９ ３０ ２９ ４４ 

１０ １７ ２０ ３２ ３０ ４６ 
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（6）教職員配置が教育環境に及ぼす影響について 

  ① 小学校の教職員配置について 

   ア 学級担任を持たない教務主任の配置 

学級担任が出張等で不在の場合は，教務主任や教頭が代わって授業を受け持つことにな

る。しかし，複式学級が設置されている５学級以下の小学校では，教務主任が学級担任を

兼ねるため，教頭が補欠に入らなければならない。そのため，校務に支障が生じかねず，

学校運営上，また学習指導上問題が多い。学級を担任しない教務主任を配置するためにも，

６学級以上の学校規模が必要である。 

  

   イ 学年ごとに複数教員の配置 

     各学年１学級，学校全体で６学級の場合には，学年主任と学級担任が兼任となり，各々の

学年の経営や指導技術等について共同研究する同僚がいないため，学年経営や学習指導が個

人の判断に委ねられ，十分な教育効果が得られない可能性が生じる。 

 

  ② 中学校の教職員配置について 

ア 専門教員の確保 

中学校は教科担任制のため，各教科に配置される人数に留意する必要がある。全教科で 

９教科（保健体育は男女各１人，技術・家庭は技術分野・家庭分野で各１人）となるため，

教科数を満たす教員が必要となる。宮城県では，特に指導時数の多い５教科（国語，社会，

数学，理科，英語）については，教材研究や指導法研究等が可能となるように，複数の教員

配置を行うことが必要であるとしている。表８のように，９学級以上であれば，５教科に複

数配置することができる。小学校と同様に，クラス替えが可能な学年２学級ずつ６学級を確

保すれば一部の教科に不足は生じるものの，免許外教科担任で補いながら，各教科１名の教

員を配置することができる。 

 

イ 教育活動等の充実に必要な教員数の確保 

創意ある教育課程の編成・実践や学習指導，生徒指導，部活動を充実させるとともに学校

の活力を高めていくためには，様々な経験，特性を持った教職員で構成されることが望まれ

る。 

 

表８ 学校規模の中学校教員配置例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

男 女

6 10 2 1 1 1 1 1 1 1 1

9 14 2 2 2 2 2 1 1 1 1

10 16 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1

英
語

音
楽

美
術

技
術

家
庭

保
健
体
育

学級数
学級数に応じた教
諭数（特別支援学
級担任を除く）

国
語

社
会

数
学

理
科

※教頭は含まず 
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（7）気仙沼市の適正規模の基本的な考え方について 

 本市の小・中学校の現状及び宮城県教育委員会の考え方，学校規模による教育上の一般的な傾向や

過小規模校のデメリット等から，課題を解消し教育効果を高めるためには，次のような学校規模が望

ましいといえる。 

 

 

①  学習面 

・ 児童生徒が相互に学び合う機会を大切にするとともに，学ぶ意欲を高め，習熟 

度別指導など，学力向上に向けた学習形態の工夫を行える複数の学級が編制でき 

る学校規模が望ましい。 

・ 中学校においては，教科の専門性を生かした教育が実施できるよう，教科の免 

許を持った教員が適切に配置できる学校規模が望ましい。 

・ 中学校においては，部活動などの充実も重要な意味をもつため，生徒の希望す 

る多様な部活動を設置できるような学校規模が望ましい。 

 

 

 

② 生活面 

・ 豊かな人間関係の構築や多様な集団の形成が図られやすい学校規模が望ましい。 

・ 集団生活の中で切磋琢磨すること等を通して，社会性や協調性，たくましさ等 

を育みやすい学校規模が望ましい。 

 

 

 

③ 学校運営面 

・ 学年間，教科間で教員が相互に十分協議することができるなど，指導方法の工 

夫改善に向けた校内研究を充実させるために，１学年２学級以上であり，各教科 

の教員を配置できる学校規模が望ましい。 

・ 校務分掌が適切に配分され，緊急時や問題発生時に，必要な教職員の支援や協 

 力体制を組むことができる学校規模が望ましい。 
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３ 学校規模・配置の適正化に関する基本的な考え方と具体的配慮事項 

（1）学校配置の適正化について 

  ① 学校配置の現状について 

     現在の学校は，ほとんどが明治から昭和初期にかけての旧村単位で設置されており，小学校

区ごとに生活圏や文化圏が形成されている場合が多い。このうち，離島（大島地区）には，小・

中学校が隣接して１校ずつ設置されている。 

唐桑地域（旧唐桑町）には小学校３校，中学校２校，旧気仙沼市には小学校１３校，中学校

８校，本吉地域（旧本吉町）には小学校４校，中学校は３校が設置されており，小学校２０校，

中学校１３校，合計で３３校となっている。 

急速な少子化や震災の影響で一層の小規模化が進んでいる現状では，適正な学校規模を確保

するためにも，地域で果たす学校の機能に配慮しながら，適正な学校配置を検討していく必要

がある。 

 

② 通学距離の状況と通学区域の弾力的な運用について 

   小学校において，通学距離は最大でもおおむね４キロメートル前後の学校が多いものの，

通学区域内に山間地域をもち通学距離が長くなる学校が一部存在する。中学校においては，６

キロメートルを超える距離を通学する生徒が見られる。 

本市では法令の基準に準じ，通学距離がおおむね小学校４キロメートル，中学校６キロメー

トルを超える児童生徒に対して，通学の手段ごとに補助金を支給している。また，保護者の事

情により通学区域で決められた指定校以外の学校に通学する「指定校の変更」を行うことがで

きるように通学区域の弾力的な運用を行っている。 

  被災したため，応急仮設住宅や賃貸住宅などに転居した児童生徒もいる。市では，流動的な

居所の状況に配慮し，学区外から通学する児童生徒のために，平成２４年４月１日現在，５路

線のスクールバスを運行している。 

 

  ③ 適正規模と適正配置の関係性について 

    学校規模と通学距離を主な要素とする学校配置では，通学距離を重視すれば適正規模を確保

することが難しくなり，適正規模を確保しようとすると遠距離となる傾向がある。児童生徒に

とっては，安全に通学できることが大切であり，適正な学校規模を確保することを前提としつ

つも，本市の地理的特性や道路事情等を勘案しながら学校の適正配置を検討していく必要があ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

（2）適正規模・適正配置の基準について 

① 基準の基本的な考え方 

    小・中学校それぞれに①学級規模，②学校規模，③通学距離の３点について，義務教育の水

準の維持・向上及び教育の機会均等を担保するために，以下の２点を踏まえて検討を行った。  

    ○ 教職員配置・財源・各種補助制度等，学校運営に関わる全てのものは，法令等を根拠と  

すること。 

    ○ 震災の影響を含めて，気仙沼市の実態（震災の影響，人口推計や地形，交通網の整備状

況等）を踏まえること。 

 

② 学級規模 

     

 

     設定の理由 

小・中学校とも「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律」

に基づいて，小学１年に関しては，３５人，小学２年以降は４０人での学級編制となって

いる。  

県教育委員会では児童生徒一人一人に応じたきめ細かな教育活動を一層推進するため

「学級編制弾力化（少人数学級）事業実施要綱」を定め，小学２年並びに中学１年の児童・

生徒数の基準を３５人とすることができるとしている。 

多様な学習活動の展開や望ましい人間関係作りの面からもメリットが多いことから， 

３５人学級の拡大を国や県に働きかけていくことが必要である。 

 

③ 学校規模 

 

 

 

 

     設定の理由 

      これからの学校教育では，基礎的・基本的な知識・技能の習得のみならず，それを活用

する力や思考力・判断力・表現力，さらに，より良い人間関係を築くコミュニケーション

能力の育成が望まれている。多様な考えを出し合い，交流しながら方向性や新たな知識を

見つけ出していく学習活動を可能とする人数構成が望ましい。そのため，小学校において

は，クラス替えが可能となる「１学年２学級以上を基本とする」必要がある。 

中学校においては，教科研究や指導の充実を図るために，特に指導時数の多い国語，社

会，数学，理科，英語に複数の教員を配置するとともに，実技系教科に教員が配置できる

ような「１学年３学級以上を基本とする」ことが望ましい。 

しかしながら，震災の影響で居所の移動が起こり，それが安定するまでに時間がかかる

こと，また，少子化が加速していることから，中学校において１学年３学級以上を条件と

して学校の配置を図ることが難しい状況も考えられ，そのことに配慮する必要がある。 

 

 

 

学級編制に係る法令の改正状況を勘案しながら，３５人学級を順次拡大していく。 

 

【小学校】 １学年２学級以上を基本とする。 

【中学校】 １学年３学級以上を基本とする。 
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④ 通学距離 

 

 

 

 

     設定の理由 

      通学距離に関しては，基本的には法令に準拠し，小学校４キロメートル，中学校６キロ

メートルを基準とする。しかしながら，統合や通学区域の再編，場合によっては校舎の移

転等により，遠距離通学となってしまう場合には，定期券の補助やスクールバスの運行等，

市として最大限の対応をする必要がある。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法令に準じ，通学距離をおおむね小学校は４キロメートル，中学校は６キロメー

トルとし，それを超える場合には，通学にかかる支援を行う。 
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（3）学校配置における具体的配慮事項について 

    具体的な学校配置を検討するにあたり，以下に挙げる要因を踏まえる必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① コミュニティ要因 

 ア 旧市町の枠組みと歴史的な背景 

明治の初頭，現在の気仙沼市は「気仙沼村，鹿折村，松岩村，階上村，新城村，月立村，大島

村，唐桑村，小原木村，御岳村，小泉村，大谷村」の１２村で構成されていた。 

明治２２年気仙沼村が町制施行され，昭和２６年には鹿折村が町制施行された。明治２８年に

新城村と月立村が合併し，新月村となり，その後，昭和２８年に気仙沼市（気仙沼町，鹿折町，

松岩村が合併）が施行され，昭和３０年にはこれまでの気仙沼市と階上村，新月村，大島村が合

併して気仙沼市となった。 

唐桑地域は，唐桑村と小原木村が明治２２年合併して，唐桑村となり，昭和３０年に唐桑村が

町制施行された。その後，平成１８年に気仙沼市と唐桑町が合併し新たな気仙沼市となった。 

本吉地域については，御岳村が昭和１６年に町制施行されて津谷町となり，小泉村，大谷村と

昭和３０年に合併して本吉町が誕生した。その後，平成２１年，気仙沼市と本吉町が合併した。  

現在の小学校の多くは合併前の明治の頃に村の中心部に建てられ，地域コミュニティの拠り所

となってきた経緯がある。 

また，旧唐桑町，旧本吉町の地域には，自治区が設置されており，地域コミュニティの維持・

発展が図られている。そこでは，公民館や集会所が大きな機能を果たしているが，学校の役割も

大きく，今後の学校配置や施設の活用のあり方についても配慮する必要がある。 

 

イ 震災による影響 

震災により，沿岸部一帯は大きな被害を受けた。同時に，そこに形成されていた地域コ

ミュニティも大きな被害を受けることとなった。被災により，既存の地域コミュニティがそ

のまま応急仮設住宅に移転し，引き続き機能が保たれているところもあるが，住民が離散して

しまった地区もある。震災によって地域コミュニティが受けた影響を踏まえ，その維持や形成に

ついて学校がもつ機能を考慮し，学校配置を検討していく必要がある。 

 

 

 

①  コミュニティ要因 

ア 旧市町の枠組みと歴史的な背景 

イ  震災による影響 

②  地理的要因 

  ア 幹線道路 

  イ 大島地区 

③  教育的配慮要因 

ア  小規模特認校 

④  復旧・復興に関する要因 

ア 居所状況 

イ 通学状況 
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② 地理的要因 

ア 幹線道路 

気仙沼市は沿岸部や中山間地域が多く，幹線道路については南北に縦断する国道４５号を主

として，国道２８４号や国道３４６号など，一本道となっているところが多いが，バイパスが徐々

に整備されてきた。 

しかしながら，震災により沿岸部の道路は著しく損傷を受けた。幹線道路につながる道路の

整備なども十分でなく，移動に時間がかかる地域も見られる。歩道を含め道路の整備に関係機関

が連携し，総力を挙げて復旧に取り組んでいるところであり，三陸縦貫自動車道や大島架橋など

の早期完成に向けた事業もが進められていることから，道路状況は今後改善が見込まれる。  

 

イ 大島地区 

大島地区は離島という点から，児童・生徒数等に関わらず，斟酌すべき要因があるものと考え

られる。しかし，大島架橋の整備目標年次が平成３０年度に設定されていることから，将来的に

は地理的要因が大きく変化する可能性が高い。 

 

③ 教育的配慮要因 

ア 小規模特認校 

月立小学校の新築に合わせて，「自然環境に恵まれた，特色ある教育活動を展開する小規模学

校で，心身の健康増進を図り豊かな人間性を培う」ことを目的とし，小規模特認校として指定し，

平成１９年度から他通学区域の児童の通学を認めている。 

本制度を利用した児童は平成２３年度までの５年間で１名に留まっている。 

       

④ 復旧・復興に関する要因 

ア 居所状況 

津波によって大きな被害を受けた沿岸部に居住していた児童生徒は，保護者とともに応急仮設

住宅や見なし仮設の賃貸住宅，親戚や知人宅などへ転居している。これから建設が進められる災

害公営住宅への入居や防災集団移転によって，通学する学校も流動的な状況である。学校の適正

配置を検討するに当たっては，今後の児童生徒の居所の動向を注視する必要がある。 

 

イ 通学状況 

平成２４年４月現在，児童生徒のおよそ１割が応急仮設住宅から通学している。現在，五右衛

門が原の応急仮設住宅をはじめ気仙沼市総合体育館，本吉大名広場等からスクールバスを運行し，

学区外からの通学者に対して支援を行っている。スクールバスを利用していない児童生徒は，保

護者が送迎している状態である。スクールバスについては，今後も継続して運行する予定である

が，送迎する保護者や児童生徒の通学に係る物理的・精神的負担に配慮しながら，適切な学校配

置を行う必要がある。 
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４ 学習・教育環境向上のための具体的学校配置案 

(1) 将来を見通した学校の配置について 

具体的な学校配置を検討するに当たっては，本市を４地域（①唐桑・鹿折・大島，②気仙沼・新

月，③松岩・面瀬・階上，④本吉）に分け，学校規模・配置の適正化に向けた具体的な基準と配慮

事項を踏まえ検討を行った。学校配置案については，１０年先の見通しをもって計画を立て，平成

２４年から３年間を第１段階，次の３年間を第２段階，残り４年間を第３段階として段階的に統合

を進めていくこととした。 

※ 図２ 気仙沼市立小学校の配置図・４地域の区割り 

  図３ 気仙沼市立中学校の配置図・４地域の区割り 

  図４ 小学校の学校配置について（年次計画） 

  図５ 中学校の学校配置について（年次計画）参照 

 

① 第１段階：緊急性のある統合（平成 24年度～平成 26年度） 

１学級に２つの学年が在籍して学習活動を行う複式学級の解消は急務であり，過小規模校の抱え

る課題は早期に解決する必要がある。 

・ 浦島小学校については，震災の影響で児童数が著しく減少したことから鹿折小学校との統合を

行う。 

・ 落合小学校については，震災前から児童数が１０人台と少ないことから統合を行う。 

・ 白山小学校については，今後も児童数が２０人台で推移することから，通学の安全や災害時の

避難等安全対策への保護者の理解のもと，近接する鹿折小学校と統合を行う。 

 ・ 小原木中学校については，小規模化が著しくなることから，学習活動や集団活動を充実させる

ために唐桑中学校と統合を行う。 

 

② 第２段階：複式学級の解消，規模の小さい学校の統合（平成 27年度～平成 29年度） 

  第２段階の３年間で複式学級の解消を目指し，平成２９年度までの６年間で過小規模校は統合を

進める。 

・ 小原木小学校については，通学の安全や災害時の避難等安全対策を講じながら，複式学級が生

じる場合，唐桑小学校との統合を進める。 

・ 月立小学校については，通学の安全が確保されるよう対策を講じ，保護者や地域住民の理解の

もと，複式学級を解消するため新城小学校との統合を進める。 

・ 水梨小学校については，複式学級解消のために松岩小学校と統合を進める。その際，水梨小学

校区は，震災後，住宅建設や農地の宅地化が進んでいることから，居所の動向が見えてくる平成 

２７年度に児童・生徒数の状況を踏まえる。 

・ 馬籠小学校については，平成２９年度には児童数が２０人となることから，過小規模校の課題

を解決するため津谷小学校との統合を進める。その際，平成２７年度の見直しを踏まえる。 

 ・ 小泉中学校については，平成２８年度から生徒数が４０人を割り込むことから，学習活動や部

活動，集団活動の一層の充実を図るため津谷中学校との統合を進める。 
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③ 第３段階：適正規模・配置化（平成 30年度～平成 33年度） 

  第３段階では，学校規模・配置の適正化に向けて，本市の状況を踏まえながら着実に取り組む必

要がある。児童・生徒数の減少や道路状況の整備などの変化を見ながら，気仙沼市の学校規模の基

準を満たすことを目指すが，無理なく通学できるかどうか距離や状況を確認し，統合が児童生徒の

教育機会の保障につながるかどうか，十分見極めた上で検討する。 

 ・ 中井小学校については，複式学級が生じる場合，できるだけ早い時期に唐桑小学校との統合を   

検討する。 

・ 小泉小学校については，複式学級が生じる場合には，児童数や居所状況等を踏まえながら，津

谷小学校との統合を検討する。 

・ 大島小学校については，平成３０年の大島架橋完成後，道路の整備状況や人口動向等をみて，

複式学級が生じる場合には鹿折小学校との統合を検討する。 

・ 面瀬小学校，階上小学校，大谷小学校，津谷小学校については，必要があれば，「面瀬小学校

と階上小学校」，「階上小学校と大谷小学校」，「大谷小学校と津谷小学校」など，通学区域の再編

も視野に統合の組み合わせを考慮した上での統合を検討する。 

・ 大島中学校については，平成３０年の大島架橋完成後，道路整備の状況等を踏まえ，鹿折中学

校との統合を検討する。 

・ 大谷中学校については，生徒数の減少が続く場合は，津谷中学校もしくは階上中学校との統合

を検討する。 

・ 気仙沼中学校，条南中学校，新月中学校や松岩中学校，面瀬中学校，階上中学校については，

平成３０年以降も学年２学級は確保できるが，統合して学年３学級の規模とすることも検討する。 

・ 面瀬中学校，階上中学校，大谷中学校は，必要があれば既存の通学区域の見直しを検討する。 

 

（2）平成２７年度の見直しについて 

復旧・復興の途上にある現時点では，人口動向や居所状況等予測しにくい状況がある。今後，義

務教育の環境整備を行うに当たっては，災害公営住宅や防災集団移転など住宅整備が進む平成２７

年度に見直しを行い，人口，居所動向等，復興状況を確認し，本答申の学校配置等を変更する大き

な状況の変化が生じたときには，具体的な学校配置について検討を行うこととする。その際には，

地域住民との意見交換を行いながら，住民の理解と合意・協力が得られるよう努める必要がある。 

 

◇ 見直しの観点と具体的方策 【調査項目等】  

 ア 出生数と児童・生徒数の変化 

   ・ 人口や出生数，児童・生徒数を把握し，今後の推移を予測する。   

   【人口や出生数，全市及び学校ごとの児童・生徒数と推移】 

 

イ 地域コミュニティの変化 

   ・ 居所の状況や地域コミュニティの状況と変化を把握する。 

     【災害公営住宅，防災集団移転等の状況，児童生徒の居所状況，自治会組織等の状況】  

 

  ウ 復興の状況 

   ・ 気仙沼市震災復興計画の進捗状況，公共施設や道路などの社会基盤の整備状況を把握する。 

     【三陸縦貫自動車道，大島架橋等道路整備状況，交通網の変化，公共施設の整備状況】 
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図４ 小学校の学校配置について（年次計画） 
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図５ 中学校の学校配置について（年次計画） 
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５ 学校規模・配置の適正化に向けた具体的方策 

(1) 統合を実施する上での留意点について 

① 通学路の安全確保 

   統合や通学区域の再編を行うことで，これまでと異なる通学路を利用する場合，安全確保につ

いて十分な検討を行う必要がある。また，震災により被害を受けた通学路についても，児童生徒

が不安なく安全に通学できるよう最善の策を講じる必要がある。 

安全対策が必要である箇所については，歩道の確保，横断歩道や信号機などの整備，防犯対策

など，市長部局及び保護者，地域住民，関係機関が連携を図り，対策を講じていく必要がある。 

 

 ② 通学に係る支援 

   現在は，学校配置の基準として通学距離が小学校はおおむね４キロメートル，中学校はおおむ

ね６キロメートル，それを超える場合はスクールバスや定期券の補助金を支給するなど経済的支

援を行っている。 

今後，統合や通学区域の再編を行うことによって通学距離が長くなった場合には，安全性や利

便性を考えれば通学区域内を走るスクールバスの運行が望ましい。その際，日常の学校生活に支

障が出ないよう，学校の登校時刻や下校時刻，さらに放課後の部活動等にも対応し，遠距離を通

学する児童生徒が学校生活に不利益を被ることのないようにしなければならない。また，保護者

の経費負担が通学距離によって不公平とならぬよう配慮する必要がある。 

  

 ③ 地域の理解と協力 

   本市では，学校は地域コミュニティの拠点としての役割を果たしている。また，保護者や地域

住民の協力によって地域に根ざした教育活動を展開し，学校教育の充実が図られている。そのよ

うな状況にあって，地域住民は，統合や通学区域再編によって学校が閉校したり，地区が分かれ

たりすることに不安を感じると思われる。 

しかしながら，統合や通学区域の見直しによって通学区域が広がることは，これまで築いてき

た地域コミュニティをさらに広げることであり，大切にしてきた学校と地域の関係性を拡大・発

展することにもつながる。また，児童生徒の教育環境を整備することは，地域を担う人材をより

広い視野で育てることにつながるということについて，保護者並びに地域住民の理解と協力が得

られるように，様々な機会を捉えて努力していくことが肝要である。 
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(2) 地域懇談会で寄せられた意見・要望に係る検討について 

教育委員会では，平成２４年６月２７日から８月９日まで，全小学校区２０か所で地域懇談会を

実施した。地域懇談会のねらいは，検討委員会がまとめてきた小・中学校の適正規模・適正配置の

考え方について説明し，保護者・地域住民の理解を図るとともに当委員会で検討中の学校配置案に

対して，意見を聞き，その後の検討に活かすことにあった。 

検討委員会では，地域懇談会で得られた子ども達の環境を大切にしたいという保護者・住民の願

いと地域の拠点となってきた学校に対する思いを受け止め，望ましい教育環境について慎重に検討

を行い答申に活かすように努めてきた。特に，以下のことに留意することが肝要である。 

 

① 複式学級の解消への理解 

  複式学級は本来一つの学年で構成する学級を，人数が一定以下のためにやむを得ず二つの学年

で編制する学級である。少ない人数のために，一人一人に目が行き届き，基礎基本を身につけや

すいこと，保育所・幼稚園など幼い頃から温かい関係が活かされるなどのよさが見られる。また，

一人一人の活躍の場が多いこと，地域との関係も密になり，地域全体で子どもを見守ることがで

きるよさもある。 

しかしながら，少ない人数であるが故に関わり合う人間が限られることから生じる課題も少な

くない。学習指導要領は一定の集団を前提にしている。学力面でみると，集団学習やグループ学

習などの学び合いや磨き合いなどを通して身につける活用力や応用力を養うことが難しくなる。

特に集団での体育や合唱，合奏，学校行事，部活動などは，少人数では活動の幅が狭くなり，単

調になりがちである。 

社会性は発達段階に応じて，行事や当番活動，遊びなどの集団生活を体験して身につけていく

ものである。コミュニケーション能力の育成が望まれる現在，その能力を高めていく上でも一定

の人数の集団が必要である。 

このように，学力や社会性は一定の集団活動を通して培われる。「集団活動を通して人生に必

要な物事や態度を学ぶ」という学校の機能を果たすためには一定の規模は必要である。 

複式学級の解消は検討委員会での一致した考えであり，保護者・地域から理解が得られるよう

粘り強く説明していくことを要望する。 

 

② 統合による地域コミュニティへの影響 

  学校，とりわけ小学校は地域コミュニティの中心であり，心の拠り所でもある。震災時も人々

は学校に避難し互いに励まし合った。また，本市では地域に学校が積極的に関わって学習活動を

展開することが多く，特色ある学校づくりが盛んに行われてきた。地域の人々が児童生徒と交流

することを通して力づけられてきた経緯もある。 

統合を行うことは，児童生徒が関わる地域が広がることを意味する。互いに自分の住む地区に

ついて紹介し合ったり，他の地区に行ってそのよさに触れたりするなど，より豊かな体験活動が

可能となる。 

このように，児童生徒が地域と関わることによって地域が活性化され，地域コミュニティが豊

かになっていくように支援を行うことを要望する。  
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③ 通学路の安全確保 

  統合や通学区域の再編等に当たっては，児童生徒の安全な通学路を確保することが大切である。

安全且つ安心して登下校できる道路の整備，また，自宅から学校まで距離が遠い場合には，スク

ールバスの運行は必要である。児童生徒が安全に通学する手段を確保することは最優先に行うべ

きことであり，保護者との連携を密にして実施する必要がある。 

震災では，通学路が浸水区域になったところもある。通学途中に避難できる安全な待避場所の

確保と周知，スクールバス等に乗車している際の安全の確保なども含めて，児童生徒の命を守る

手立てを講ずることを強く望む。 

 

④ 施設等の条件整備 

  統合先の学校施設は単に人数の増加に対応するだけでなく，より充実した学校生活を送ること

ができるように配慮するべきである。そのためには，校舎，体育館，駐車場等，これまでの設備

を十分に活用した上で，改善が必要と思われるものについては適切に対処するように努めなけれ

ばならない。 

 

⑤ 災害への対応 

  各学校とも，学校規模や地理的状況等に応じて，防災指導の徹底と防災教育の充実，避難訓練

の充実に努めている。今後も，その継続と一層の危機管理体制の充実，防災教育の推進を図り，

外部に発信していく必要がある。また，スクールバスの運行についても，災害時のマニュアルを

整備するとともに様々な状況の中で最善の避難態勢を組むことができるよう運転の際の危機意

識の高揚や訓練を行っていく必要がある。保護者や児童生徒の不安を解消し安心して通学できる

ような条件整備を行うことを望む。 

 

⑥ 児童生徒の心のケアへの対応 

 学校は児童生徒が安心して通うことのできる場でなければならない。特に少ない人数で慣れ親

しんできた小規模・過小規模の学校が統合する場合には，統合への期待のほかに不安も大きいと

考えられる。事前に合同行事や授業，合同参観，合同研修会など，児童生徒や保護者，教職員間

の交流を積極的に行うことや統合後，早く学校生活に慣れ，不安が解消できるように心情に寄り

添う指導を心がけることが必要である。統合にかかわる教職員の加配申請やスクールカウンセラ

ーの配置等を行うよう，関係機関に働きかけていくことも要望する。 
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⑦ 統合の賛否，統合後の校舎の活用についての意見への対応 

地域懇談会では，統合を検討する学校としてあげられた地域では，検討中の学校配置案に対す

る受け止め方がおおむね次の三つに分かれている。 

   一つ目は，おおむね理解し，統合に前向きな地域，二つ目は，統合を受け入れがたいとする地

域，三つ目は，統合に理解は示しているが，児童・生徒数の推移をみたいとする地域である。 

   過小規模校の解消は検討委員会で議論を重ねて得た結論である。しかしながら，学校配置に関

わる統合は地域住民にとっても大きな変革である。理解を十分得られていない地域については，

保護者・住民との懇談の機会をもち，復旧・復興の状況と将来を見通した児童・生徒の教育環境

整備の必要性について理解と協力が得られるよう努めることを強く要望する。 

また，施設利用や跡地利用については，地域コミュニティの中での学校の役割を踏まえ，教育

委員会と市長部局で協議し，地域住民の意見を聞きながら有効に活用されることを望む。 
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 (3) 統合する際に配慮すべき事項について 

 検討委員会の審議並びに地域懇談会で出された意見等を踏まえて，以下のことを要望する。

その際，教育委員会は統合が円滑に実現できるよう必要な支援を行うことが肝要である。 

 

① 児童生徒に対して 

   ・ 児童生徒が伸び伸びと過ごせるような体制づくり（悩み相談等）に配慮すること。 

・ 統合に至るまでに交流授業や交流活動を実施できるよう教育課程を調整し，児童生徒が触

れ合う場を設定すること。 

・ 統合前や統合後の児童生徒の不安な気持ちに対応できるように教職員の配置や学級編制に

ついて配慮すること。 

 

  ② 保護者・地域住民に対して 

   ・ 統合や通学区域の再編に当たって，保護者や地域住民の理解と協力は不可欠である。地域

懇談会や統合準備会等，話し合う機会を設け，保護者・地域住民の不安や要望に真摯に向き

合い，新たな学校づくりに意欲をもって前向きに取り組むことができるように努めること。 

   ・ 地域に伝わる伝統文化を継承し，地域住民と児童生徒が交流しながら，地域コミュニティ

を広げていくことができるよう支援を行うこと。 

 

④  学校に対して  

・ 教育課程の編成や学校行事の検討等，学校教育計画の作成について，該当校教職員同士が

互いに協力し合うとともに，保護者同士も連携し，協力しながら統合後の新たな学校づくり

を確実に進められるよう配慮すること。 

・ 児童生徒が地域社会の担い手となって成長できるように，学校が地域と関わり合う活動

を多く取り入れ，地域の特色を活かした持続発展的な教育活動（持続発展教育：ＥＳＤ）を

積極的に展開できるよう支援すること。 

・ 閉校に係わる記念事業（記念誌作成等）の準備に可能な限り支援を行うこと。 
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６ その他義務教育環境整備に向け必要となる事項 

   児童生徒の教育環境の整備に向け，学校規模・配置の適正化について検討し，具体的な学校配置

について，検討委員会としての考えを述べてきた。重複する部分もあるが，義務教育環境整備に向

けて必要となる事項を，改めて強調しておく。 

 

(1) 施設設備の改善について 

  統合に当たって，学校施設は児童生徒にとって安全で学習しやすい環境であるべきであり，保護

者・地域住民も施設設備の充実を望む声は大きい。また，統合を検討している学校の中には地理的

に離れた学校もある。今後，児童生徒の教育環境の一層の改善のため，状況に応じて校舎新築も視

野に入れ施設設備の充実を図ることが必要である。 

 

(2) スクールバスの運行について 

  統合することによって通学区域が広くなるため通学距離は長くなる。一方，学校配置の基準で示

した小学校４キロメートル，中学校６キロメートル以内であっても，震災による影響，防犯上の理

由からより安全な通学手段としてスクールバスを望む声もある。スクールバスを使用することによ

る体力低下を懸念する声もあるが，道路整備途上の現状においては，慣れない通学路を通る安全面

への配慮を優先し，スクールバスを運行することは欠かせない。運行に係るコースや停留所，時刻

等の決定については，保護者・地域住民の意見を十分聞いた上で実態に即したものを策定し，適宜

改善を図ることができるよう配慮する必要がある。 

 

(3) 閉校後の学校の記録や歴史の保存，学校施設や跡地利用について 

学校は，地域コミュニティの重要な公的施設であることから，統合により閉校となった場合，地

域に与える影響は大きい。地域住民の学校への思いは強く，その歴史は地域コミュニティの歩みと

重なる。統合に伴って閉校する学校には，それまで受け継いできた歴史と伝統，卒業生の思いが込

められている。統合先の学校には，閉校した学校の足跡が後々にも残るように，写真や各種記念誌

等を保存することやその歴史を振り返ることができるような場を確保することを望む。 

学校施設については，地域の活力や地域への愛着が低下することのないように生涯学習の場とし

て使用することなどが考えられる。学校は，地域の伝統文化を継承していく活動の場としても重要

な役割を担ってきた。保護者や地域住民の意見も聴きながら，将来的な見通しのもと，これらの施

設や跡地を有効に活用されることが望まれる。 
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おわりに  

 少子化により児童・生徒数が減少する中，急速に変化する２１世紀を支え，生き抜く児童生徒に，

豊かな人間性と確かな学力を培うには，知・徳・体のバランスのとれた教育とそれを支える適切な教

育環境が必要である。児童生徒の教育環境を整備することは大人の責務であり，時宜をとらえ着実に

実行していかなくてはならない。  

 本市は東日本大震災の惨禍に見舞われた。児童生徒の教育環境においてもその影響は小さくはない。

本市の将来を担う児童生徒が夢と希望をもって豊かに学び，たくましく成長していく教育環境はどう

あるべきか，また，児童生徒が生活する地域が，コミュニティとしての結びつきを回復し，さらに広

がり続けるように，そして，その復興の後押しをするにはどうすればよいか，総合的な視点に立って

検討を行ってきた。  

 検討委員会は答申に至るまでに，学校現場を視察し，校長をはじめ現場の教職員の声も聞いた。ま

た，会議は公開とし，検討の過程は逐次公表してきた。さらに，教育委員会がすべての小学校区にお

いて，検討中の具体的な学校配置案に基づき，適正規模・適正配置について説明し，保護者や地域住

民の意見を聞いた。厳しい意見や要望もあったが，学校を愛し，子ども達の幸せを願う保護者や地域

住民の思いの表れとしっかりと受け止め，検討を重ねてきた。今回，その結果を答申としてここにま

とめることができた。  

 

 言うまでもなく，義務教育環境の整備は震災からの復旧・復興とまちづくりに深く関わっている。  

 震災からの復興は市民全体の願いであり，それを一つ一つ実現していくことが新たな意欲・活力を

生み出す。気仙沼市震災復興計画「海と生きる」の実現と将来を担う子ども達の教育環境の整備を一

層図っていくためには，若者がまちに住み，気仙沼に誇りがもてるようなまちづくりを行うことが急

務である。そのためには，人口減少を食い止めるためのたゆまぬ努力，雇用の場を新たに創り出す工

夫や雇用環境の一層の改善などが図られなければならない。また，子育て世代の定住化を実現するた

めには，保護者が安心して働けるような学童保育の充実や少子化対策など，全市を挙げた取組が必要

である。  

 気仙沼市並びに教育委員会は，今後，保護者や地域住民の理解と協力のもと，児童生徒の教育環境

の整備を一層推し進め，本答申の具現に向け努力されることを心から期待するものである。 

 

 


