
平成２０年９月 

教育委員会事務局 

 

「世田谷区立小・中学校の適正規模化・適正配置に関する基本的な考え方（案）」 

に対する区民からの意見とそれに対する区の考え方 

 

平成２０年６月１０日から平成２０年６月３０日までの間に実施したパブリックコメントで

寄せられた区民の意見とそれに対する区の考え方をお知らせいたします。 

 

意見・提案･･･提出者数 １６２人、意見・提案件数 ２５６件 

 

１ 全般的事項に関すること 

No 意見・提案の概要 件数 区の考え方 

１ 区立小・中学校の適正規模化･

適正配置の推進にしっかりと

取り組んでほしい。 

１６ 

パブリックコメントでお寄せいただいた区民の皆

様のご意見等を踏まえ、「世田谷区立小・中学校の

適正規模化・適正配置に関する基本的な考え方」

については、案のとおり定めることとしました。

今後は、あわせて公表した「世田谷区立小・中学

校の適正規模化・適正配置に関する具体的な方策

（素案）」の検討を進め、区立小・中学校の適正規

模化･適正配置を着実に推進していきます。 

２ 基本的な考え方に続く具体的

な方策を早く決めてほしい。

また、各学校の状況なども明

らかにしながら進めてほし

い。 

２ 

このたび公表した「世田谷区立小・中学校の適正

規模化・適正配置に関する具体的な方策（素案）」

については、年次計画や予算等の検討をさらに進

め、今年度内を目途に計画化していきます。その

際、対応策の必要な学校については、児童・生徒

数の現状や今後の推計などを示して説明していく

予定です。 

３ 公立学校の魅力を高めること

が必要ではないか。 

４ 

教育委員会では、平成１７年３月に義務教育を中

心とした「世田谷区教育ビジョン」を策定し、「地

域とともに子どもを育てる教育」など５つの施策

の柱を掲げて取り組みを進めています。平成２０

年度を初年度とする４か年の第２期行動計画にお

いても、小・中学校９年間を見通した「世田谷９

年教育」の実現を目指すなど、公立学校の魅力を

高めるために積極的に取り組んでいきます。 

 
1 



 
No 意見・提案の概要 件数 区の考え方 

４ 学校の適正規模化・適正配置

にあたって、通学路の安全性

や出張所、町会などの地域の

事情も考慮して検討すべきで

はないか。 

１０ 

児童・生徒の通学時の安全は地域の方の見守りな

ど地域に支えられています。学校の適正規模化・

適正配置により、通学区域の見直しや学校の統合

を検討する際には、周辺の交通事情の変化だけで

なく、地域コミュニティとのかかわりも考慮する

必要があると考えています。 

５ 抜本的な解決を図るために

は、大胆な通学区域の見直し

や校舎の増築、学校の新設も

必要ではないか。 

１１ 

学校の適正規模化・適正配置にあたっては、指定

校変更による他の通学区域からの流入を制限する

ことや、通学時の安全面や地域コミュニティに十

分考慮した通学区域の見直し、あるいは小規模化

が進む学校を隣接する学校と統合するなどの方策

を組み合わせることや、増築や改築により学校の

施設規模そのものを十分なものとすることなどが

考えられます。なお、学校の新設については、予

定していません。 

６ 充実した教育活動、円滑な校

務分掌や部活動の指導など、

ある程度の大きさの学校規模

が必要ではないか。例えば、

各学年４学級程度が理想的で

はないか。 

６ 

小規模校では、児童・生徒一人ひとりの特性把握

や個に応じたきめ細かな指導ができる一方で、児

童・生徒同士の切磋琢磨の機会が少なく、活気が

低下する傾向があるなどの指摘があります。特に

教科担任制を採用している中学校においては、一

定数の教員配置により、教科指導の充実、部活動

の活性化や学校運営の円滑化を図ることができる

ようになることから、一定程度の規模の学校が望

ましいと考えています。 
７ 通学距離や通学路の安全性、

町会など地域の状況を考慮し

て、通学区域の見直しに取り

組んでほしい。 １５ 

通学区域の見直しにあたっては、通学距離や通学

時間、通学時の安全面など、児童・生徒に負担に

ならないことが重要であると考えています。また、

地域コミュニティ活動など、学校と地域とのかか

わりを考慮して、通学区域の設定では、地域の方々

の理解を得ながら取り組む必要があると考えてい

ます。 

８ 隣接する小･中学校は一貫校

にしてはどうか。 

３ 

教育ビジョンに基づく「世田谷９年教育」の取り

組みでは、施設一体型の小・中一貫教育を目指す

のではなく、小・中学校のくくりを大切にしなが

ら、小・中９年間を見通したカリキュラムによる

教育内容の充実と地域とともに子どもを育てる教

育を、地域との連携によりさらに進めていきます。
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No 意見・提案の概要 件数 区の考え方 

９ 公立学校の魅力を高めるため

に、小･中一貫教育の取り組み

に期待しています。通学区域

の見直しにあたっては、連携

する学校に進学できるよう配

慮してほしい。 

２ 

小学校から中学校への進学は、通学区域を基本と

しています。「世田谷９年教育」の取り組みでは、

小・中９年間を見通したカリキュラムによる教育

内容の充実を図ることにより、どこの区立小・中

学校に進んでも等しく質の高い教育が受けられる

ようにしていきます。 

10 学校を自由に選べるようにす

れば、子どもや保護者のため

だけでなく、それぞれの学校

も選ばれるように努力する効

果が生まれて、指定校への進

学につながるのではないか。 
１ 

長年にわたって地域と一体となり、地域とともに

子どもを育てる教育を実践している世田谷区で

は、学校選択制を採用していません。すべての区

立小・中学校がお互いに良いところを学び合い、

悪いところは改め、切磋琢磨することにより、区

立学校全体の質を高めようと取り組んでいます。

各学校では、特色のある教育活動などにより、魅

力ある学校づくりに取り組んでいます。今後は、

学校からの情報発信を充実させるなど、さらなる

取り組みを進めていきます。 

11 子どもの成長の過程では、地

域の友達とのつながりも大切

なことなので、指定校の制度

をなくさないでほしい。 
１ 

教育ビジョンでは、地域とともに子どもを育てる

教育を重要な柱の一つに掲げています。地域に開

かれた学校で、地域と一体となって豊かな教育の

場をつくりだしていくことが子どもたちにとって

も、学校や地域にとっても大切であると考えてお

り、学校選択制を採用しないこととしています。 

12 学校の安全・安心への対策に

しっかり取り組んでほしい。 
３ 

子どもたちが安全に、安心して学ぶことができる

教育環境の確保は重要なことです。学校への警備

員の配置や防犯カメラの設置のほか、地域の方の

見守り活動などの取り組みも進んでいます。 

13 特別支援学級は今後も必要性

が高まるので、学校の増築や

改築の際には、特別支援学級

の設置を検討してほしい。 
５ 

平成２０年度を初年度とする４か年の教育ビジョ

ン第２期行動計画においても、特別支援教育の充

実を取り組み項目に掲げています。その中で、特

別支援学級の新たな整備を含めて、その充実を図

ることとしています。特別支援学級の整備につい

ては、今後とも計画的に取り組んでいきます。 
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２ 大規模校への対応に関すること 

No 意見・提案の概要 件数 区の考え方 

14 児童・生徒数が増加すると校

庭などのスペースも手狭にな

るので、通学区域の見直しな

どで学校の適正規模化を図っ

てほしい。 ６ 

児童・生徒数が増加傾向にある学校では、指定校

変更による他の通学区域からの流入を制限するこ

とや、通学区域の見直し、あるいは、学校の敷地

の形状や校庭の広さなどを考慮して、必要な規模

の増築を行うなどの方策を検討する必要がありま

す。なお、児童・生徒数の今後の推移を踏まえて、

子どもたちにとって、充実した教育活動や良好な

教育環境が確保されるよう、学校の適正規模化を

推進する必要があると考えています。 

15 大規模化する学校では、特に

学校施設の規模や学校の施設

利用の状況などを考慮して、

対応策を検討してほしい。 

２ 

児童・生徒数が増加傾向にある学校では、臨時的

措置として、他の通学区域からの指定校変更によ

る児童・生徒の流入を一時的に制限するほかに、

他の用途で使用していたスペースを整備して普通

教室として使用するなどの対応が考えられます。

また、児童・生徒数の今後の推移を踏まえて、子

どもたちにとって、充実した教育活動や良好な教

育環境が確保されるよう、学校の適正規模化を推

進する必要があると考えています。 

16 大規模化する学校への対応で

は、費用のかかる増築より、

通学区域の見直しで対応して

はどうか。 
３ 

児童・生徒数が増加傾向にある学校と周辺の学校

の状況によっては、指定校変更による他の通学区

域からの流入を制限することや、通学区域の見直

しにより対応することが適切な場合が考えられま

す。それにより難い場合では、校舎の増築などの

抜本的な対策を含めて、検討する必要があります。

17 大規模校の指定校変更の制限

は、通学区域の児童・生徒の

確実な受け入れのために必要

だと思う。 
４ 

児童・生徒数が増加傾向にある学校では、臨時的

措置として、他の通学区域からの指定校変更によ

る児童・生徒の流入を一時的に制限する方策をと

っている学校が現在小学校で６校、中学校で２校

あります。今後も、通学区域内の子どもたちを指

定校に受け入れるため必要な場合には、児童・生

徒数の今後の推移を踏まえて、このような方策を

実施していきます。 
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３ 小規模校への対応に関すること 

No 意見・提案の概要 件数 区の考え方 

18 魅力ある中学校になるよう学

校の統合や改築・改修を行い、

学力の向上や部活動の活性化

に取り組んでほしい。 

６ 

小規模校では、特に教科担任制を採用している中

学校において、一定数の教員配置により、教科指

導の充実、部活動の活性化や学校運営の円滑化を

図ることができるようになることから、一定程度

の規模の学校が望ましいと考えています。また、

教育ビジョン第２期行動計画に掲げた、区立小・

中学校の魅力をさらに高める「世田谷９年教育」

の取り組みを進めるうえでも、中核となる中学校

の適正規模化を図ることが重要であると考えてい

ます。 

19 区立小･中学校を統合して、学

校数・教職員を減らすことで、

区の支出を減らすことができ

ないか。 

２ 

区立小・中学校の統合については、「世田谷区立

小・中学校の適正規模化・適正配置に関する基本

的な考え方」の中で、小規模化傾向が続くと見込

まれる中学校で、他の学校と隣接している学校に

ついて候補校を絞り、通学区域の見直し、学校の

統合、改築・改修などの施策を組み合わせ、学校

の適正規模化に取り組みます。こうした取り組み

によって、限られた区の財源をより一層有効に活

用することができるよう努めます。 

20 多くの子どもたちと一緒に学

ぶことができるよう、小学校

も統合し、適正規模化を図る

べきではないか。 

６ 

「世田谷区立小・中学校の適正規模化・適正配置

に関する基本的な考え方」では、小規模化が進む

学校について、第１ステップ（平成２０年度～平

成２５年度）では、特に中学校について、一定程

度の規模の学校が望ましいと考えていることか

ら、小規模化傾向が続くと見込まれる中学校で、

他の学校と隣接している学校について候補校を絞

り、学校の適正規模化に取り組むこととしていま

す。小学校については、小規模校を活性化するた

めの学校間連携活動などの推進を図りながら、児

童数の今後の推移を注視しつつ、適正規模化の必

要性やその方策について引き続き慎重に見極めて

いきます。 
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No 意見・提案の概要 件数 区の考え方 

21 学校を統合する場合には、学

校の伝統や地域の事情を考慮

してほしい。また、校舎や教

室などの施設を地域で活用で

きるようにしてほしい。 
４ 

学校の統合を行う場合には、学校の歴史や地域と

のかかわりなどを踏まえ、十分な説明や意見交換

などを通して、在校生・保護者・卒業生・学校を

支えている地域の関係者などから理解を得る必要

があると考えています。また、学校の施設のその

後の活用に際しては、学校施設が地域にどのよう

に活用されているかなど、地域の事情に配慮する

必要があります。 

22 学校の統合は、通学区域の見

直しなどの対策を講じてから

考えてはどうか。 
２ 

通学区域の見直しを行うことにより、小規模校の

適正規模化を図る場合には、周辺の学校の状況に

ついても考慮する必要があります。また、学校の

統合は、通学区域の見直しや学校施設の改修・改

築などの施策と組み合わせて取り組む必要がある

と考えています。 

23 児童・生徒数が少ない小規模

校であっても、通学距離や通

学路の安全性、地域コミュニ

ティとのつながりや防災拠点

などの事情を考慮して、通学

区域の見直しや統合について

は、慎重に判断するべきでは

ないか。 

２９ 

小規模校への対応方策として、通学区域の見直し

や学校の統合を検討する場合には、第一に、通学

距離や通学時間、通学時の安全面など、児童・生

徒に負担とならないこと、また、地域コミュニテ

ィ活動や防災拠点など、学校と地域とのかかわり

や地域にとっての学校の重要性などを踏まえて、

慎重に判断することが必要である考えています。 

24 小学校は統合するのではな

く、特色のある教育を充実す

ることや、地域のコミュニテ

ィで有効活用してはどうか。 

４ 

小規模化の傾向にある小学校については、学校を

活性化するための学校間連携活動などの推進を図

りながら、児童数の今後の推移を注視しつつ、適

正規模化の必要性やその方策について引き続き慎

重に見極めていきます。学校施設の活用について

は、少人数学習や各学校の特色のある教育活動に

取り組むほかに、公共施設としての学校が地域の

中で重要な役割を果たしていることを踏まえて検

討する必要があると考えています。 
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No 意見・提案の概要 件数 区の考え方 

25 小規模化する学校では、児

童・生徒や教員の活性化のた

めに、学校行事などで他校と

の交流を図ってはどうか。 ２ 

小規模化の傾向にある小学校では、学校を活性化

するために、学校間連携活動に取り組んでいます。

こうした活動から、子どもたちが豊かな人間性を

形成でき、集団による学習効果を得られる学びの

場を確保していくことが大切であると考えていま

す。また、教員同士の交流によって、両校の活性

化も期待できます。 

26 児童・生徒数が少ない学校で

は、学校施設を地域住民や高

齢者が利用できるようにして

はどうか。また、児童・生徒

数が増えてきた場合には、教

室として使えるようにしては

どうか。 

４ 

学校施設の活用については、少人数学習や各学校

の特色のある教育活動に取り組むほかに、公共施

設としての学校が地域の中で重要な役割を果たし

ていることを踏まえて検討する必要があると考え

ています。また、児童・生徒数が増加傾向となっ

た場合には、他の用途で使用していたスペースを

整備して普通教室として使用するなどの対応が考

えられます。 

27 

 

指定校変更を安易に認めるの

ではなく、地域コミュニティ

の観点からも、指定校への就

学を促進することを考えるべ

きではないか。 

４ 

教育ビジョンでは、地域とともに子どもを育てる

教育を重要な柱の一つに掲げています。このこと

から世田谷区では、住所地によって通学区域の学

校を定めています。指定校変更は、学校運営上ま

たは施設の受け入れ状況等から判断し、特に支障

がないと認められる場合であって、一定の事由に

該当するときに許可しています。各学校では、「地

域の宝」である子どもたちが、地域の学校で学ぶ

ことができるよう、特色のある教育活動や学校か

らの情報発信を充実させるなど、魅力ある学校づ

くりに取り組んでいます。 
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４ 校舎の老朽化への対応に関すること 

No 意見・提案の概要 件数 区の考え方 

28 学校施設の耐震補強を急いで

ほしい。 １２ 

学校施設の耐震化は、区の喫緊の課題として、平

成２１年度までにすべての区立学校の耐震化を完

了すべく、着実に取り組んでいます。 

29 子どもたちの安全・安心の確

保や、学校が地域の防災拠点

となることから、校舎の改

築・改修を速やかに実施して

ほしい。 

１４ 

校舎の老朽化への対応策として、「新たな学校施設

整備基本方針（平成１８年３月）」において、毎年

２校ずつの改築に取り組むこととしています。こ

の中では、①校舎等の老朽度合い、②地域の児童・

生徒数の変化、③整備にかかるコスト、④学校、

保護者、地域の理解、⑤公共施設整備方針をはじ

めとする区の総合的な施策などを考慮して、毎年

改築校を選定して進めていくこととしています。

また、改修についても、従来の「壊れたところか

ら直す」方式から計画的な改修への転換を図って

効率化を進めています。 

30 校舎の改修・改築では、工事

の必要性やかかる費用のチェ

ックを強化し、無駄な出費を

しないようにしてほしい。 

３ 

校舎の改修・改築については、「新たな学校施設整

備基本方針」に基づいて進めていきます。なお、

改築にあたっては、平成１８年７月に策定した「標

準設計指針・標準仕様書」に基づき、学校間にお

ける質的な格差が生じないよう、保有すべき一定

の水準を示すとともに、各学校の特性や計画条件

を生かしつつ、検討期間の短縮と工事費用の縮減

を実現をしながら、より良好な教育環境を目指す

こととしています。 

31 

 

学校を改築する際は、敷地の

広さを考慮して、校舎の高層

化や重層化（体育館とプール

や格技場など）するほか、高

齢者施設や子育て関連施設な

どとの合築を検討してはどう

か。 

５ 

校舎の改修・改築では、「標準設計指針・標準仕様

書」により、保有すべき一定の水準を確保すると

ともに、各学校の特色に応じた個性ある学校の実

現を目指していきます。また、「公共施設整備方針」

に基づき、地域の状況やニーズなど必要に応じて、

公共施設の合築も視野に入れて検討していきま

す。 

32 

 

学校施設は、安全・安心とい

うだけでなく、みどりのある

学校、親しみやすい学校にし

てほしい。 
６ 

校舎の改修・改築については、「新たな学校施設整

備基本方針」及び「標準設計指針・標準仕様書」

に基づき、安全・安心の施設整備を進めるととも

に、「みどりとみずの基本計画」及び「みどりとみ

ずの行動計画」等に基づき、みどりの学校づくり

の取り組みなどもあわせて進めていきます。 
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５ 教育内容や部活動等に関すること 

No 意見・提案の概要 件数 区の考え方 

33 

 

学校の適正規模化・適正配置

も必要であるが、教育内容の

充実も重要ではないか。 

１４ 

教育ビジョンでは、「未来を担う子どもを育てる教

育」を重要な５つの施策の柱の一つに掲げて取り

組みを進めています。平成２０年度からの４か年

の第２期行動計画においても、豊かな人間性の育

成や、教科「日本語」の充実、小・中学校９年間

を見通した「世田谷９年教育」の実現を目指すな

ど、子どもたちや保護者の期待に応える質の高い

教育の推進に取り組んでいきます。 

34 学校の適正規模化・適正配置

も必要であるが、教員の質の

向上も必要ではないか。 

６ 

教育ビジョンでは、「信頼と誇りのもてる学校づく

り」を重要な５つの施策の柱の一つに掲げて取り

組みを進めています。平成２０年度を初年度とす

る４か年の第２期行動計画においても、教員の資

質能力の向上に取り組むとともに、学校関係者評

価制度を推進し、信頼される学校経営や学校の情

報公開にも積極的に取り組んでいきます。 

35 先生の目が子どもたちに行き

届くよう、１学級の人数を減

らすことや、1学級に複数の教

員を配置するなど、検討して

はどうか。 
１３ 

個に応じた、きめ細かい指導を充実させるため、

小・中学校へ講師を配置して、複数の教師による

ティームティーチングや少人数による学習、習熟

度別学習を実施しています。また、小学校１・２

年生への講師配置などにも積極的に取り組んでい

ます。今後とも、指導方法の一層の工夫改善、教

師の資質向上にも努め、少人数教育の取り組みを

推進していきます。 

36 中学校では、学校の活性化や

豊かな人間性の育成のために

も、部活動の充実が必要では

ないか。 

７ 

中学生にとって、部活動はスポーツや文化などへ

の関心や素養を高める場であるとともに、協調性

や社会性などの人間形成の貴重な場です。中学校

の部活動を活性化するために、地域や大学生など

の協力を得て、補助的指導を行う人材を確保し派

遣する「部活動支援員制度」を活用しています。

生徒たちに多様な部活動の機会を用意するために

は、支援員の活用も含めて、一定数の教員が配置

される、一定程度の規模の学校が望ましいと考え

ています。 
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No 意見・提案の概要 件数 区の考え方 

37 部活動を活性化させるため

に、外部指導者を活用しては

どうか。また、外部指導者の

確保についても工夫が必要で

はないか。 

２ 

中学校の部活動を活性化するために、地域や大学

生などの協力を得て、補助的指導を行う人材を確

保し派遣する「部活動支援員制度」を活用すると

ともに、学校長、保護者等で組織する「部活動連

絡協議会」を開催するなど、部活動支援を充実し

ていきます。 

    

＜その他の意見や要望＞ 

・大規模な未利用地に小・中一貫校を整備し、高齢者施設を併せてつくってほしい。 

・父兄やシニア層を補助教員として活用してはどうか。 

・学童保育を４年生まで延長することはできないのか。 

・小学生の登下校時のマナーが悪いので指導してほしい。 

・学校給食を充実してほしい。 

・学校が地域の誰もが利用しやすい施設となるよう望む。 

・学校と新ＢＯＰや学童クラブとの連携を円滑にして、もっと利用しやすくしてほしい。（２件）

・学校の運営に民間人や地域の人材を活用してはどうか。（３件） 

・日本にいる外国人の子どもたちの受け入れを考えてはどうか。 

・学校適正規模化・適正配置の問題だけではなく、「いじめ」や「不登校」などの現実の重要な

問題に取り組むべきではないか。 

・通学路の安全対策を充実してほしい。 

・部活動は運動系と文科系それぞれ充実してほしい。 

・教育ビジョンをもっと区民に周知すべきではないか。 

・家庭教育の充実にも取り組んでほしい。 
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