
「寒河江市学校施設整備計画（案）」へのパブリックコメントの結果について 

 

「寒河江市学校施設整備計画（案）」について、令和４年２月１８日から令和４年３月１７日まで、

パブリックコメントを実施しましたが、その結果は次のとおりです。 

１ 意見募集期間  

令和４年２月１８日から令和４年３月１７日まで 

２ 意見の件数 

50件（意見提出者数 30 件） 

年齢及び性別区分 

年齢区分 
性別 

男 女 合計 

30代  2 2 

40代 3  3 

50代 1 1 2 

60代 3 2 5 

70代 11 2 13 

80代 2 2 4 

90代  1 1 

合 計 20 10 30 

 

№ 意見の内容 市の考え方 

１ 
佐藤市長の選挙公約になかった学校統廃

合を容赦なく一気に進めるのですか？ 

 市長のプロフィールには、東北大学教育学

部を卒業されたと拝見いたしました。大学

で、教育について勉強された、大変優秀な方

と思っておりました。学校給食の無償化や子

育て事業に感謝しておりますが、しかし、今

回の学校の施設整備については、市長のお考

えがよくわかりません。 

 市長４期目の選挙公約では、学校統廃合の

ような項目は一切拝見しませんでした。ま

た、ホームページにアップされている「市長

の部屋」には、「市民参加から市民主体のまち

づくりへと進め、歴史を大切に、恵まれた自

然を生かし、農業、工業、商業のバランスが

とれ、人にやさしく、人が集い、賑わい、楽

しみ、豊かに暮らせる活気あるまちづくりを

めざしています。」と書かれていますが、活気

あるまちづくりに逆行するものではありま

せんか。「明日への希望を実感するまちづく

り」を公約にされておるならば、中学校１校、

新第６次寒河江市振興計画において、今後、

多くの公共施設が更新期を迎えるため、施設の

更新、統廃合、長寿命化などを進めていく必要

があり、大幅な財政負担の増加が予想されるこ

と、そして、平成２８年３月策定の寒河江市公

共施設等総合整備計画では、保護者や関係機

関、市、学識経験者による検討会を立ち上げ、

将来の児童・生徒数の推計結果等を踏まえて、

本市における適正な教育環境・規模の方向性の

検討と同時に、早急に校舎等の長寿命化の方針

を検討することとしています。 

 これらを受け、令和元年７月に寒河江市立学

校のあり方検討委員会（以下、「あり方検討委

員会」という。）を設立し、市立学校の適正規

模・適正配置及び寒河江市立学校の今後のあり

方や将来の学校像に対する本市の基本的な方

針について検討を重ね、令和３年１２月にその

答申をいただいております。 

 答申では、まちづくりと連動した形での学校

再編についても述べており、本計画は、その答

申結果を尊重した内容としておりますので、ご



小学校の将来２～３校による教育予算の大

幅削減は、全くの愚策です。市長の言動不一

致であり、大反対です。 

理解いただきたいと思います。 

 

 

２ 
国の新年度予算「公共施設等適正管理推進

事業費」など、有効に活用すべき財源や今後

の施設整備にかかる予算措置について、スク

ラップアンドビルドの内容が欠落していま

す。 

 市長公約のもう一つが「安全・安心を共感

するまちづくり」と拝見しました。学校がな

くなることによって、さらに過疎化が進み、

人口減少に拍車がかかるだけでなく、山は荒

廃し、自然災害が増加するでしょうね。現在

の学校は、地域の財産であり、とても大事な

防災・減災施設です。災害の指定避難所がな

くなったら、市民はどこに避難すればいいの

でしょうか。本市のように、山と川に囲まれ

た自然豊かなところは、逆に自然災害のリス

クが高いわけで、それに替わる施設整備をす

れば、さらにコストがかかるでしょう。１０

年ぐらいの長寿命化は、どこの自治体でもお

こなってきたのではないでしょうか。 

 国は、新年度予算で公共施設等適正管理推

進事業費を 5,800億円とし、施設の使用年数・

法定耐用年数を超えて延長させるために、長

寿命化事業を地方財政措置で出されている

のです。計画には、このような国の事業を使

った長寿命化などの方向性が欠落しており、

それを示していない整備計画案は、いかがな

ものかと思います。旧田代小学校の学びの里

のような既存施設の有効利用について、旧幸

生・白岩・高松・三泉・陵南・陵西について

も、しっかりとした方向性を示してくださ

い。これらをこれから考える予定であるとす

るならば、一旦白紙に戻して、市役所内でこ

の計画を最初から練り直してください。 

 寒河江市学校のあり方検討委員会の答申の

一つに、築 50年以上経過した老朽した校舎は、

改築を行うこととしており、長寿命化を行わ

ず、新しい教育に適応した新校舎を整備するこ

ととしているため、現施設の長寿命化の記載は

していないことをご理解いただきたいと思い

ます。 

なお、小中学校の整備については、避難所と

しての機能のほか、地域コミュニティとのつな

がりを大切にした施設を整備していく計画と

しておりますのでご理解いただきたいと思い

ます。 

既存施設の有効利用につきましては、本計画

を含めた、市全体の公共施設の整備計画を策定

していくこととしており、本計画の進捗に合わ

せて、その活用についても検討していくことと

なります。 

３ 
本市の歴史的かつ地理的な特殊性を踏ま

えていない計画ではありませんか。 

 中学校１校に統廃合することのメリット

しか記載されていませんが、デメリットにつ

いてはどのようにお考えでしょうか。２校に

よる切磋琢磨は時代錯誤でしょうか。グロー

バル時代とか、リモートのメガスクールな

ど、市民にはわかりにくい内容です。 

 陵西学区は小中学校が将来皆無になるこ

とから、地域住民が不便になり、バランスを

欠き、均衡ある市政発展に逆行します。統合

予定の醍醐小学校は、急傾斜地と浸水想定区

域の大変危険な場所に立地していることか

ら、専門家からもあまり安全とは言い難いと

助言されています。前市長時代に建設した醍

醐小学校は、あくまでも佐藤誠六記念館であ

り、比較的新しいからといって統合先に固執

 大規模校のメリット、デメリットについて

は、文部科学省通知「公立小学校・中学校の適

正規模・適正配置等に関する手引～少子化に対

応した活力ある学校づくりに向けて～」（平成

27年 1月 27 日付 26文科初第 1112号）をもと

に、答申に詳しく記載されており、それを踏ま

えた計画としております。 

醍醐小学校は、浸水想定区域には該当してお

りませんが、敷地の一部が急傾斜警戒区域に指

定されており、体育館の一部が当該区域の網掛

けに入っております。 

そのため、醍醐小学校では、土砂災害に関す

る避難確保計画を作成し、土砂災害の発生又は

発生の恐れがある場合には、児童及び職員を円

滑かつ迅速な避難の確保を図る体制を整備し

ております。 

また、当該醍醐小学校は、市防災計画で地域



するのは現実的ではありません。高松小学校

跡地のような安全なところに陵西小学校を

建設すべきではないでしょうか。 

 陵南中学校の跡地利用には、一切触れてい

ません。万一、統合中学校が陵南中学校周辺

になれば、陵東学区からのアクセスが非常に

不便になります。それは、ＪＲ左沢線によっ

て跨線橋が３本しかなく、踏切を横切るため

にスクールバスやスクールタクシーなどは

渋滞に巻き込まれるでしょう。寒河江中学校

を陵東中学校と陵南中学校に分割した歴史

的経過からもアクセス条件と均等距離を考

慮すべきです。さらに、それぞれ半世紀以上

の歴史が刻まれているのですが、先人たちの

先見の明をもっと尊重すべきです。 

 また、３つの中学校の同じ距離を条件に円

を描き、交わる箇所を地図に記してみると、

中央工業団地付近となってしまいます。子ど

もたちの学び舎を物流拠点の如く扱ってし

まいます。適地でないことは、当然です。 

の避難所として指定されており、災害の状況に

よっては、地域の避難所として対応すべく、避

難所開設・運営マニュアルを作成して対応に備

えております。 

陵西地区への小学校の整備については、学校

のあり方検討が行われた理由の一つに校舎の

老朽化への対応があり、学校施設整備計画でも

明らかなように、高松小学校の劣化状況評価の

健全度が市内では最も低く、醍醐小学校が最も

高いことから、醍醐小学校を核とした統合を考

えたところです。 

また、少子化の進行により、統合しても陵西

地区の小学校の単学級は解消できないことか

ら、中学校区をまたいでの再統合もやむなしと

する委員の苦渋の意見もあり、中学校を１校に

統合した後の陵東中学校跡地に、西根小学校と

三泉小学校の統合校との再統合もロードマッ

プに示させていただいたところです。 

統合中学校の予定地については、白紙の状態

ですので、その選定にあたっては貴重なご意見

としてお伺いします。 

４ 
マンモス中１校でなく中規模で２校にし

てください！小学校ももっと検討してくだ

さい！ 

 答申にある中学校保護者のアンケート調

査の結果、６割以上が現在の２校を望んでい

ることも十分踏まえているのでしょうか。山

形市のような都市型の９クラスのマンモス

校１校の統廃合は、かなり無理が生じます。

本市の目指すべきは、陵南中学校と陵東・陵

西中の統合中学校にする中規模校２校が、身

の丈に合った自然な集約の形ではないでし

ょうか。 

 グローバル化を理由にするのであれば、世

界の常識は、少人数学級による集中授業で

す。さらに、教育費については、ＯＥＣＤ主

要国で最下位の情けないレベルです。ベース

となる「さんさんプラン（１６人から３３人

学級）」は故高橋和雄知事時代ですので、３０

年前の偉業でありますが、時代は、もっと進

んでおり、先進自治体の規模については３０

人以下の少人数学級です。どうか、子どもた

ちの未来に先行投資して、教員を増やして、

学級数も増やして、きめ細かな対面式授業に

より立派な人間に育てていただきたいので

す。 

 また、小学校について、陵南中学校には、

寒河江中部小・柴橋小・南部小学校３校、陵

東中学校には、仮称陵西小学校（高松小学校

跡地）の新設及び寒河江小・西根小の３校で

再編してください。キッズパークをつくって

も、小学校近くの学童施設が遊び場であり、

地域で外遊びする子どもはいなくなりまし

 アンケート調査の統合に関する質問につい

ては、「お子さんの通学する（通学していたま

たは通学予定）小・中学校は、学区の見直し

や統廃合等学校の適正配置のための検討が

必要だと思いますか。」という質問内容に対し

て、陵東中、陵南中学区の小学校及び中学校の

保護者の多くが必要ないと回答している反面、

陵西中学区の小学校及び中学校の保護者の多

くが必要だと回答しています。 

 このことは、陵西中学区の保護者の危機意識

の高さが表れており、あり方検討委員会が市全

体の課題として、適正配置と適正規模を検討す

る目的の一つとなったことをご理解いただき

たいと思います。 

 中学校の統合整備については、答申でも適正

規模を１つの方向性にまとめきれず、1 校案と

２校案の両論併記とせざるを得ず、他の施設と

の併設や財政の見通し等、市全体の将来像をも

勘案して市当局の判断に委ねる記載となって

おります。 

施設整備計画を検討していく中で、中学校２

校案とした場合、学区を分けないという答申を

踏まえた基本的な考え方から、陵南中学校区を

分割しないままでの陵東中と陵西中の統合と

なりますが、この２校統合によっても、年数を

経過するに従い、現在の陵東中と同等の生徒数

となり、陵南中との不均衡が生じることが懸念

されることや、コロナ禍で加速した ICT環境整

備をはじめ、新しい教育の推進への対応が急務

であることから、統合時の生徒数だけでなく、

その１０年先、２０年先の生徒数の減少を見据

えるとともに、未来の寒河江を担う人材育成に



た。今回の統廃合で、地域から子どもたちの

声がなくなり、子どもたちの笑顔もスクール

バスになることは、非常に残念でなりませ

ん。コミュニティ・スクールは、絵に描いた

餅になります。 

向けた統一した教育ビジョンを市民のコンセ

ンサスを基に策定し、さらには、教育資源や財

源を１つに集中し、より効率的かつ、より優良

な教育環境を構築していくため、１校案を採択

することにしました。１校案を採択すること

で、市内一律の教育水準を維持することが可能

であると思われます。 

 1 クラスの人数については、21 人から 33 人

の、教育山形「さんさん」プランの人数として

おります。国では、来年度ようやく法律で小学

校１～３年まで 35 人学級が実現しますが、山

形県では、これまでも、小学校１年から中学校

３年まで、国の基準を下回る学級編制を行って

おり、学校の規模によらず、きめ細やかな指導

が行われております。 

また、国の「小中学校の適正規模・適正配置

等に関する手引」に照らせば、統合した中学校

は、大規模校の範疇になりますが、過大規模校

には該当しないと想定しています。そして、年

数を経過するに従い、生徒数が減少することを

考えれば、将来的に１校に統合する時期が来る

ことが予想され、２校を新しく作ることは、経

済性、効率性の観点から、合理的ではないとし

たところです。 

陵南中学校の跡地利用については、今後の検

討になろうかと思います。 

本市において令和４年度に全校への導入と

なるコミュニティ・スクールは、学校と地域住

民等が力を合わせて学校の運営に取り組む「地

域とともにある学校」のことで、教育委員会に

より任命された委員が一定の権限を持ち、学校

の運営とそのために必要な支援について協議

する合議制の機関として、学校運営協議会を設

置し、学校運営を行うものです。 

本市のコミュニティ・スクールの基本理念

は、各学校の抱える課題解決や未来を担う子ど

も達の豊かな成長のために、学校と地域住民等

がパートナーとなって目標やビジョンを共有

化しながら連携・協働し、「社会総がかり」で

子ども達を育む教育を実現していくことにあ

ります。 

また、コミュニティ・スクールの導入を通し

て、本市では、学校の活性化のみならず地域活

性化も推進してまいりたいと考えております。 

本計画では放課後児童クラブや地域との連

携が可能な施設整備を行うほか、学区を一つの

コミュニティとすることから、地域に根差した

学校として、新しい学校を軸にコミュニティ・

スクールを推進していくことになります。学区

が広くなっても、コミュニティ・スクールの理

念や機能は後退することはなく、現在の取組み

がしっかり息づき、さらに発展していくものと

思っております。 



５ 
学校を統合するよりも、学校に行けない子に

対し学校内に相談室、自主学習室のようなも

のを作って欲しい。不登校の子を無くしてい

くことの方が大事だと思う。別室を設けるこ

とで、自分から教室へ行けるための道に繋が

ると思う。 

 本計画には、いじめ・不登校の未然防止への

実効ある取組みに対応した施設とすることの

ほか、児童生徒が個別最適な学習と協働学習を

十分に行うことができる施設・設備を整備する

こと、発達障がいやマイノリティに対応した施

設とすること、一人ひとりの児童生徒の人権や

多様性を尊重した施設とすることとしており

ますので、ご理解願います。 

６ 
 学校の統合には反対です。 

 子どもの数が少なくなったからといって、

地元から小学校を無くしてしまえば、子ども

たちの姿を見ることもできなくなります。 

 地域にも店、銀行なども無くなり、地域も

廃れてしまいます。 

 あり方検討委員会の答申においては、地域コ

ミュニティの活力がなくなることへの危惧も

出されましたが、結論として、まちづくりとい

う大きな枠組みの中での対応を希望する記載

となりました。 

 市としましても、今後地域コミュニティの活

性化を図っていく方向で検討してまいります。 

７ 
 学校の統合というのは、何年も前からあり

ますが、特に中学校の場合、統合する度にい

ろいろと問題が起きていました。中心地の子

はともかく、周りの地区から通う生徒の不安

や、少数で絆が強かった行事・部活などが埋

没したりと問題は多いと思います。 

 少数の地区でも、その地区の特徴を生かし

た教育があったはずです。教師達もそのこと

に留意して地区の特色を生かそうと努力し

ていると思います。それが統合によって地区

愛という意識が薄れてしまいそうで心配で

す。三泉などは、校庭に池、さくらんぼ、鮭、

田んぼなど地区の方々の協力によって父母

ばかりでなく地区の方(老人クラブも含め)

の親密の度合いが高いと思います。 

 道生、入倉、雲河原などの児童が西根まで

通うということにも不安があります。バス等

を使うことにはなるのでしょうが、複式であ

れ単式であれ、少数の児童には教師の目もよ

く届き全校生の名を知って指導できるとい

う利点があります。大きい学校は、むしろ分

割することさえ考えるべきと思うくらいで

す。 

 体験として、河北中になった時の溝延中の

実態を知っているので、統合はできるなら中

止をお願いしたいです。逆に西根の石川周辺

の児童が三泉に来てくれたらとさえ思いま

す。 

 児童生徒の不安解消に向け、統合前後の長期

にわたる対応が必要となることから、学校教育

課に学校再編整備室を設け、円滑な統合になる

よう、児童生徒の支援について配慮してまいり

ます。 

 答申においては、地域コミュニティの活力が

なくなることへの危惧も出されましたが、結論

として、まちづくりという大きな枠組みの中で

の対応を希望する記載となり、市としまして

も、今後地域コミュニティの活性化を図ってい

く方向で検討してまいります。 

 また、統合により学区が広くなっても、コミ

ュニティ・スクールの取り組みを通して子ども

たちに郷土愛の醸成を図ってまいります。 

 西根小学校学区の一部を三泉小学校にとい

うご意見ですが、あり方検討委員会の方向性の

一つに、学区は統合することはあっても、分け

ないという基本的な考え方に基づいているこ

とをご理解願います。 

 

８ 
寒河江市で計画を進めている「寒河江市学

校施設整備計画(案)」の方向性について、中

学校１校案には反対です。市内全域から１校

の統合中学校に通うことになると、登下校に

今以上に時間がかかり、部活や放課後の学び

や友情をはぐくむ時間が制約される可能性

があります。現に周辺市町村での学校統廃合

では、バス時間などで様々な活動を制約され

ている実情もあり、市内一律の教育水準を維

持することは困難だと考えます。陵西中学校

 中学校の統合整備については、答申でも適正

規模を１つの方向性にまとめきれず、1 校案と

２校案の両論併記とせざるを得ず、他の施設と

の併設や財政の見通し等、市全体の将来像をも

勘案して市当局の判断に委ねる記載となって

おります。 

施設整備計画を検討していく中で、中学校２

校案とした場合、学区を分けないという答申を

踏まえた基本的な考え方から、陵南中学校区を

分割しないままでの陵東中と陵西中の統合と



の統合はやむなしと考えますが、中学校を２

校とすることが妥当な案であると考えます。 

なりますが、この２校統合によっても、年数を

経過するに従い、現在の陵東中と同等の生徒数

となり、陵南中との不均衡が生じることが懸念

されることや、コロナ禍で加速した ICT環境整

備をはじめ、新しい教育の推進への対応が急務

であることから、統合時の生徒数だけでなく、

その１０年先、２０年先の生徒数の減少を見据

えるとともに、未来の寒河江を担う人材育成に

向けた統一した教育ビジョンを市民のコンセ

ンサスを基に策定し、さらには、教育資源や財

源を１つに集中し、より効率的かつ、より優良

な教育環境を構築していくため、１校案を採択

することにしました。１校案を採択すること

で、市内一律の教育水準を維持することが可能

であると思われます。 

また、通学手段に関する諸問題については、

通学手段としてスクールバス、スクールタクシ

ー、循環バス、企業のバス等の活用を検討する

こととし、周辺市町の状況等も参考にしなが

ら、適切な体制となるよう、検討してまいりた

いと思います。 

９ 
寒河江市の中学校が統廃合を含めて整備

計画が考えられていると聞きました。２校な

いし１校にすると聞きました。本当に子ども

たちのことを考えてのことでしょうか、単な

る行政の効率化と、学区再編成の難しさから

逃げているとしか見えません。小学校・中学

校１校などの寒河江市より小さな町や村で

も、大規模校に見られない生き生きとした学

校運営を行っているところはたくさんあり

ます。大きいことが良いことだけでなく、少

ない人数でも子どもたちのための学校運営

を考えていくべきだと思います。 

 ３校で何故いけないのか、はっきり示して

ほしいと思います。 

新第６次寒河江市振興計画において、今後、

多くの公共施設が更新期を迎えるため、施設の

更新、統廃合、長寿命化などを進めていく必要

があり、大幅な財政負担の増加が予想されるこ

と、そして、平成２８年３月策定の寒河江市公

共施設等総合整備計画では、保護者や関係機

関、市、学識経験者による検討会を立ち上げ、

将来の児童・生徒数の推計結果等を踏まえて、

本市における適正な教育環境・規模の方向性の

検討と同時に、早急に校舎等の長寿命化の方針

を検討することとしています。 

 これらを受け、令和元年７月にあり方検討委

員会を設立し、市立学校の適正規模・適正配置

及び寒河江市立学校の今後のあり方や将来の

学校像に対する本市の基本的な方針について

検討を重ね、令和３年１２月にその答申をいた

だいております。 

 その答申では、学区編成については、過去の

学区分割、再編の教訓を踏まえて、現在の学区

の合区はあっても分割はしないということを

確認しております。 

 中学校については、答申では、１校論と２校

論の長短所を記載しておりますが、あり方検討

委員会では両論併記が望ましいとし、市に判断

をゆだねることとなりました。 

 本計画は、その答申結果を尊重した内容とし

ておりますので、ご理解いただきたいと思いま

す。 

10 
市の発展・街の活性化は、多くの子ども、

学校あってのものです。将来の人口増加はど

この自治体も難しいと思います。人口増加は

望めない、減少に歯止めはかけられないと、

 全国的に進展する少子高齢化及び人口減少

社会への対応は、本市においても最重要課題の

１つとなっています。本市人口の現状に対する

理解を更に深めるとともに、本市が目指すべき



市が、市の教育委員会が諦めたら、寒河江市

の発展は望めません。寒河江市は、人口増加

(減少を抑える)政策、活性化政策を諦めたの

ですか。 

 学校の無くなった地域は過疎が進みます。

地域を守るためにもっと頑張って欲しいと

思います。ある程度の学区変更はやむを得な

いと思いますが、中学校の３校は維持しても

らいたいと要望いたします。 

今後の方向性を示すため、「寒河江市人口ビジ

ョン」を見直しております。 

本計画においても、寒河江市人口ビジョンに

基づき検討しておりますことをご了解願いま

す。 

学校再編につきましては、将来の地域を担う

子どもたちの教育のためのものであるととも

に、まちづくりやまちの活性化と連動して進め

て行くことをご理解ください。 

11 
 毎日のようにコロナウイルス感染のニュ

ースが流れている。あれから２年～３年経と

うとして、大変な泥沼です。その中で寒河江

市は町の学校のいろいろ話が出ていますけ

ど、ほんとうに寂しいものです。小中学校が

少なくなるとかで嫌な話ばかりです。私も７

０歳となりますけど、このいろいろで寂しい

ものです。 

 私たちの孫も大きくなったものの、学校は

西根小学校だった。そして陵東中学校に世話

になってありがたかった。小中、学校が少な

くなるような、小学校でせめて４校とか？中

学校は２校とか？ 

 あり方検討委員会の答申においては、地域コ

ミュニティの活力がなくなることへの危惧も

出されましたが、結論として、まちづくりとい

う大きな枠組みの中での対応を希望する記載

となり、市としましても、今後地域コミュニテ

ィの活性化を図っていく方向で検討してまい

ります。 

 本市の学校のあり方に係る課題が、一つには

児童生徒の減少と、地域による不均衡、二つ目

として学校施設の老朽化です。 

そのため、学校の適正規模・適正配置につい

て、及び市立学校の今後のあり方や将来の学校

像等に対する本市の基本的な方針について、あ

り方検討委員会でご協議いただき、その答申に

基づいて本計画を作成したことをご理解いた

だきたいと思います。 

12 
 地域の差別等、いじめの対象などの対策な

ど、中身に関しての議論と発表・提示が必要

かと思います。もちろん、デメリットとメリ

ットのそれぞれの項目が明確にされている

と、議論しやすいかと。地域活動・特色を活

かした課外活動の減少などもあるので、慎重

にしていかないと、何もない色の生徒が多く

なるかと思います。 

 ご意見ありがとうございます。 

 学校再編は寒河江の新時代を築いていく、た

くましく、人間性豊かな人材を育てていくため

のものでありますので、参考にさせていただき

ます。 

13 
中学校は２校で、小学校は今のままでお願

いします。 

 中学校の統合整備については、答申でも適正

規模を１つの方向性にまとめきれず、1 校案と

２校案の両論併記とせざるを得ず、他の施設と

の併設や財政の見通し等、市全体の将来像をも

勘案して市当局の判断に委ねる記載となって

おります。 

施設整備計画を検討していく中で、中学校２

校案とした場合、学区を分けないという答申を

踏まえた基本的な考え方から、陵南中学校区を

分割しないままでの陵東中と陵西中の統合と

なりますが、この２校統合によっても、年数を

経過するに従い、現在の陵東中と同等の生徒数

となり、陵南中との不均衡が生じることが懸念

されることや、コロナ禍で加速した ICT環境整

備をはじめ、新しい教育の推進への対応が急務

であることから、統合時の生徒数だけでなく、

その１０年先、２０年先の生徒数の減少を見据

えるとともに、未来の寒河江を担う人材育成に

向けた統一した教育ビジョンを市民のコンセ

ンサスを基に策定し、さらには、教育資源や財



源を１つに集中し、より効率的かつ、より優良

な教育環境を構築していくため、１校案を採択

することにしました。 

小学校についても、あり方検討委員会の答申

内容を踏まえ、1学級当たりの児童生徒数つい

ては、教育やまがた「さんさん」プランで編制

されている２１人から３３人が望ましいとし、

児童数が複数の学級を合わせても 16 名(小学

校１年生を含む学年は 8 名)に満たずに複式学

級が生じる場合においては、早期解消を図って

いくこと、学級数については、クラス替えがで

きる複数学級、できれば国が示す小中学校の標

準学級数である１２～１８学級が望ましいこ

と、学区については、学区を合わせ統合するこ

とはあっても、学区を分けたり再編することは

控えることとしました。 

これらの方向性により、本計画となったこと

をご理解いただきたいと思います。 

14 
突然の小中学校再編計画にびっくりして

います。大胆、無謀な計画です。地域住民に

は十分知らされていません。コロナの影響も

あり、西部地区公民館での説明会が中止にな

ったと聞いています。地域づくりに直結する

問題です。市民に知らせ、時間をかけて検討

する、住民合意の慎重な対応を求めます。 

 あり方検討委員会答申の市民への周知につ

きましては、答申の重要性を考慮して、市民の

皆様への周知として、ホームページへの掲載を

はじめ、町会の回覧版配布、市内学校の保護者

等で構成する「さくら連絡網」で 4,296件の全

保護者等に送信し、3,880件の閲覧をいただい

ております。 

また、学校再編については、将来の教育の展

望や地域コミュニティのあり方とも直結する

重要な事項でありますので、審議会答申ではあ

まり例のない市民の皆様への地区説明会を開

催することにしましたが、新型コロナ感染防止

のため、残念ながら一部中止となってしまいま

した。 

学校施設整備計画案につきましても、ホーム

ページへの掲載をはじめ、「さくら連絡網」で

市内 4,430 件の全保護者等に周知しておりま

す。 

さらに、新年度から学校教育課に学校再編整

備室を設け、市民のご理解を頂きながら推進し

てまいります。 

15 
寒河江市は、県内１３市で初めて学校給食

の無償化を実現、医療費無料を高校卒業まで

など、子育てに優れた施策を実施してきたこ

と高く評価します。しかし、今回の学校再編

は、こうした施策に逆行するものです。学校

は地域の維持と発展にとってかけがえのな

い役割を発揮しています。また、非常時の防

災拠点としての役割も果たしています。陵西

学区から小中学校がなくなれば、「あり方検

討委員会」でも指摘している「若い世代が学

区から移動してしまい、過疎化がますます進

みます。地域コミュニティの活力もなくなっ

て」きます。佐藤市長の子育て大切の方向と

矛盾します。中学校は２校に。 

新第６次寒河江市振興計画において、今後、

多くの公共施設が更新期を迎えるため、施設の

更新、統廃合、長寿命化などを進めていく必要

があり、大幅な財政負担の増加が予想されるこ

と、そして、平成２８年３月策定の寒河江市公

共施設等総合整備計画では、保護者や関係機

関、市、学識経験者による検討会を立ち上げ、

将来の児童・生徒数の推計結果等を踏まえて、

本市における適正な教育環境・規模の方向性の

検討と同時に、早急に校舎等の長寿命化の方針

を検討することとしています。 

 これらを受け、令和元年７月にあり方検討委

員会を設立し、市立学校の適正規模・適正配置

及び寒河江市立学校の今後のあり方や将来の



寒河江市と同規模の市と比較 
人口   予算  中学校数 小学校数 

寒河江市 39982 人 227 億円  3 – 1    9 – 5、6 

東根市  47853 人 226 億円  5        9 

村山市  22623 人 144 億円  2        7 

長井市  25755 人 169 億円  2        6 

南陽市  30238 人 156 億円  3        8 

学校像に対する本市の基本的な方針について

検討を重ね、令和３年１２月にその答申をいた

だいております。 

 学校再編は、寒河江の未来を担う子どもたち

をしっかりと育てていくためのものです。 

あり方検討委員会では、少子化の進行によ

り、統合しても陵西地区の小学校の１学年単学

級は解消できないことから、中学校区をまたい

での再統合もやむなしとする委員の苦渋の意

見もあり、本計画は、中学校を１校に統合した

後の陵東中学校跡地に、西根小学校と三泉小学

校の統合校との再統合もロードマップに示さ

せていただいたところです。 

 中学校の統合整備については、答申でも適正

規模を１つの方向性にまとめきれず、1 校案と

２校案の両論併記とせざるを得ず、他の施設と

の併設や財政の見通し等、市全体の将来像をも

勘案して市当局の判断に委ねる記載となって

おります。 

施設整備計画を検討していく中で、中学校２

校案とした場合、学区を分けないという答申を

踏まえた基本的な考え方から、陵南中学校区を

分割しないままでの陵東中と陵西中の統合と

なりますが、この２校統合によっても、年数を

経過するに従い、現在の陵東中と同等の生徒数

となり、陵南中との不均衡が生じることが懸念

されることや、コロナ禍で加速した ICT環境整

備をはじめ、新しい教育の推進への対応が急務

であることから、統合時の生徒数だけでなく、

その１０年先、２０年先の生徒数の減少を見据

えるとともに、未来の寒河江を担う人材育成に

向けた統一した教育ビジョンを市民のコンセ

ンサスを基に策定し、さらには、教育資源や財

源を１つに集中し、より効率的かつ、より優良

な教育環境を構築していくため、１校案を採択

することにしました。 

以上により、ご理解いただきたいと思いま

す。 

16 
小規模校のメリットもあります。小規模校

を地域に残して充実させ、地域づくりをすす

めることを求めます。小規模校はクラス替え

ができない、切磋琢磨がないとと統合を述べ

ています。小規模校は、子ども一人ひとりに

目が行き届くなどの優れた面があります。統

合した大規模校で学力の水準が上がったと

いう報告はないそうです。１学年単学級につ

いては「あり方検討委員会」でも意見が分か

れていました。陵西地区に小学校を残してく

ださい。 

あり方検討委員会の答申では、ご指摘いただ

いた小規模校のメリットも認めつつも、大きな

集団での子ども同士の切磋琢磨や今求められ

ている協働的な学びの重要性が多く指摘され、

小学校における１学年あたりの学級数につい

て、クラス替えができる複数学級、できれば国

で求めている標準学級数である 12～18 学級

(１学年２～３学級)が望ましいとしています。

また、小学校は、地域コミュニティの中心的な

役割を担っており、１学年単学級であっても、

複式学級が生じない場合は、安易に統合という

選択をとるのではなく、将来の児童数の推移を

見極めながら、今後の更なる検討を行うことが

望まれるとしています。 

児童数が複数の学級を合わせても 16 名(１



年生を含む学年は 8 名)に満たず、複式学級に

なる場合においては、早期解消を図る必要があ

るとしています。 

アンケートからも、積極的に小規模校にすべ

きという保護者の意見は読み取れないところ

です。 

学校の適正規模、適正配置を含めた整備を進

めるうえで、地域コミュニティとのつながりを

大切にした学校を推進することや、一人ひとり

の児童生徒の人権や多様性を尊重した施設と

することとしておりますのでご理解いただき

たいと思います。 

陵西地区への小学校の整備については、学校

のあり方検討が行われた理由の一つに校舎の

老朽化への対応があり、学校施設整備計画でも

明らかなように、高松小学校の劣化状況評価の

健全度が市内では最も低く、醍醐小学校が最も

高いことから、醍醐小学校を核とした統合を考

えたところです。 

また、少子化の進行により、統合しても陵西

地区の小学校の単学級は解消できないことか

ら、中学校区をまたいでの再統合もやむなしと

する委員の苦渋の意見もあり、中学校を１校に

統合した後の陵東中学校跡地に、西根小学校と

三泉小学校の統合校との再統合もロードマッ

プに示させていただいたところです。 

17 
学校統合のスケジュールばかりで、統合し

た場合の生徒の通学にスクールバス運行費

用、保護者の負担、また、廃校になった校舎

の維持管理費用、新校舎建設に伴う財政負

担、跡地利用の計画、地域の活性化、地域づ

くりの方向がまったく示されていません。財

政サイドからの削減・統合ありきの計画に見

えます。慎重な検討をもとめます。 

 本計画は、「第６次寒河江市振興計画」、「寒

河江市公共施設総合管理計画」及び「第２次寒

河江市教育振興計画」に即して策定するととも

に、あり方検討委員会による答申及び検討内容

との整合性を図りながら、市内 9 小学校、3中

学校を対象とした整備計画であることをご理

解願います。 

 ご指摘の内容については、今後、計画の進捗

に合わせて検討する内容であり、現在進めてい

る寒河江市公共施設総合管理計画にてお示し

することになると思います。 

18 
自分が勤務している学校(三泉小学校)に

は、寒河江学園の児童が登校してきます。い

ろいろな面で支援が必要な児童が多いため、

担任だけでなく全教職員による支援が必要

なので、統廃合するときは、(寒河江学園の児

童だけでも)大きい学校に通うのではなく少

人数の学校で支援が受けられるようにして

ほしい。 

 本計画では、多様な人間関係づくりに配慮し

た施設とすることのほか、いじめ・不登校の未

然防止への実効ある取組みに対応した施設と

すること、発達障がいやマイノリティに対応し

た施設とすることとしており、組織的に適切な

支援を受けられるよう整備してまいります。 

 再編後においても、子ども１人１人の良さや

可能性を信じ、きめ細かな支援をし、１人１人

の力を最大限に伸ばしてまいります。 

19 
中学校は、生徒数が少なくなると、「部活動

が成り立たなくなり部の数を減らさなけれ

ばならない。」「家庭科など時数の少ない教科

書の教員が減らされる。」などの問題はあり

ますが、大きくなりすぎても教員の目が届か

なくなるという問題もあるので、極端に大き

くなる中学校の統廃合は避けてほしい。ま

 教員の目が届かなくなるという懸念につい

ては、基本的に１クラスあたりの生徒数が影響

することであり、答申で出された方向性にもあ

りますが、1 クラスの人数は、21 人から 33 人

の、教育山形「さんさん」プランの人数として

おります。国では、来年度ようやく法律で小学

校１～３年まで 35 人学級が実現しますが、山



た、小学校は、生活科や総合的な学習の時間

に地域を教材にして学習したり、地域と結び

つくことも多いので、学校の機能が維持でき

るうちは残して早急な統廃合は避けるべき

である。 

形県では、これまでも、小学校１年から中学校

３年まで、国の基準を下回る学級編制を行って

おり、学校の規模によらず、きめ細やかな指導

が行われております。 

 地域との結びつきにつきましては、現在、各

学校でコミュニティ・スクールを推進しており

ます。 

これは、学区を一つのコミュニティとするこ

とから、地域に根差した学校として、新しい学

校を軸にコミュニティ・スクールを推進してい

くことになります。学区が広くなっても、コミ

ュニティ・スクールの理念や機能は後退するこ

とはなく、現在の取組みがしっかり息づき、さ

らに発展していくものと信じております。 

20 
自分の居住地は飛び地のため、大江町民だ

が子どもたちの通う学校は、柴橋小学校と陵

南中学校である。柴橋小学校、または陵南中

学校が統廃合のために学校が遠くなった場

合に、左沢小学校または大江中学校の方が近

ければそちらに通うことになると思われる。

それは、寒河江市と大江町との相談になるだ

ろうが、途中で変わった場合に児童生徒はそ

れまでの友達と離れるため、不安になるので

はないだろうか。その辺の配慮も必要になっ

てくると思われる。 

 学校の統合につきましては、児童生徒の不安

解消に向け、統合前後の長期にわたる対応が必

要となることから、学校教育課に学校再編整備

室を設け、児童生徒の支援について配慮してま

いります。 

21 
 大案には賛同するところはありますが、も

う少し時間を費やしこれまでの歴史を考え、

特に地域(各地区民)を重んじ対処してほし

い。  

 急ぐ失敗は避けるべき慎重に  

ご理解をいただきますよう、丁寧な説明に努め

てまいります。 

22 
寒河江市立中学校の統廃合計画の検討が

進められている事さえ分かりませんでした。 

中学校３校を、一つにして 2028 年までに

新校舎を、など年度まで入った小学校統廃合

の計画書案を見て、ここまで進んでいるの

か、と驚きました。 

少子化が進んでいることは、どこも同じこ

とと思いますが、少人数学校の生徒たちに与

える弊害がそんなにあるのでしょうか？む

しろ少人数学校だからこそ、子どもたち一人

ひとりに目が届き、地域が一体となっての文

化や、コミュニティが育てられる利点もある

のではないでしょうか。 

今、小学生や中学生が通学時に、「おはよう

ございます」と挨拶をしてくれることに気持

ちが暖かくなります。ボランティアの方々も

子どもたちの安全に気を配り、地域の子ども

達として大切に見守っています。 

私は、仕事の関係で平成２０年、岩手県の

奥州市に、少人数学級についての研修に行っ

たことがあります。そのころは岩手県も大合

併をしたころで、合併による小規模校はどう

なっているのかを研修することでした。 

新第６次寒河江市振興計画において、今後、

多くの公共施設が更新期を迎えるため、施設の

更新、統廃合、長寿命化などを進めていく必要

があり、大幅な財政負担の増加が予想されるこ

と、そして、平成２８年３月策定の寒河江市公

共施設等総合整備計画では、保護者や関係機

関、市、学識経験者による検討会を立ち上げ、

将来の児童・生徒数の推計結果等を踏まえて、

本市における適正な教育環境・規模の方向性の

検討と同時に、早急に校舎等の長寿命化の方針

を検討することとしています。 

 これらを受け、令和元年７月にあり方検討委

員会を設立し、市立学校の適正規模・適正配置

及び寒河江市立学校の今後のあり方や将来の

学校像に対する本市の基本的な方針について

検討を重ね、令和３年１２月にその答申をいた

だいております。 

 学校のあり方検討は、将来の寒河江を担う子

どもたちが、たくましく、人間性豊かに育てて

いくために必要なこととして行ったものです。 

 本計画は、その答申結果を尊重した内容とし

ておりますので、ご理解いただきたいと思いま

す。 



そのころ奥州市の小学校は２２校、中学校

は１１校と伺った記憶があります。対応して

くださった教育長は、小規模校はそのままに

して「四つ葉の学校」というネーミングで、

月に何度か、小規模校の生徒たちを一つの学

校に集めて、集団での学習や行事などを行っ

ている。といっておられました。教育長のお

っしゃった言葉が今でも私の脳裏にやきつ

いています。」 

「財政や、効率だけで小規模校をなくして

しまえば、地域が廃る」 

子どもは地域によって育てられ、地域は学校

や子どもがいるから存続するのだ、と奥州市

の教育委員会に問い合わせしたところ、今も

中学校は１１校、小学校は、１４校になって

いる、とのことでした。 

 寒河江市は、市長はじめ職員が一丸となっ

て、子育てしやすい環境整備、少子化対策に

取り組んでいます。街づくりの不均衡など

で、子どもの増える地域、減少する地域など

もありますが、表にされた学校区ごとの２０

５０年までの子どもの数の推移を見てみる

と、西部地域の減少傾向はみられますが、他

の学区の子どもたちの極端な増減はないよ

うに見受けられます。老朽化で子どもたちの

安全が、危険だというところは別として、少

人数の学校であっても、知恵を出し合い何ら

かの方法で、少人数学校も維持してほしいと

思います。学校の役割は子どもたちの、学力

と共に、人格形成に大きな影響を与えると共

に、災害時の避難場所や、自校給食設備がさ

れていることから、避難食を提供できる施設

としても、重要な役割を持っています。 

なお、小中学校の整備については、避難所と

しての機能のほか、地域コミュニティとのつな

がりを大切にした施設を整備していく計画と

しておりますのでご理解いただきたいと思い

ます。 

本県においては、１学級が２１～３３人と少

人数学級編制となり、きめ細かな指導が行われ

ておりますが、このたびの学校再編は、学年を

複数学級とすることで、より適切な学習集団を

めざすものです。 

23 
中学校を１校にするという案について 

 １校だけに、全地域からの生徒を集めるこ

とは、時には 1,000人を超える子どもたちが

集まることにもなります。どこの場所に建設

するかは別としても、違った地域から大勢の

子どもたちが集まれば、様々な問題が起こる

ことが予測されます。 

 以前にも、学区再編がなされたときは、必

ずといっていいほど、子どもたちのいじめや

荒れがおこりました。１校に集約することが

良い結果になるとは思われません。 

 中学校の統合整備については、答申でも適正

規模を１つの方向性にまとめきれず、1 校案と

２校案の両論併記とせざるを得ず、他の施設と

の併設や財政の見通し等、市全体の将来像をも

勘案して市当局の判断に委ねる記載となって

おります。 

施設整備計画を検討していく中で、中学校２

校案とした場合、学区を分けないという答申を

踏まえた基本的な考え方から、陵南中学校区を

分割しないままでの陵東中と陵西中の統合と

なりますが、この２校統合によっても、年数を

経過するに従い、現在の陵東中と同等の生徒数

となり、陵南中との不均衡が生じることが懸念

されることや、コロナ禍で加速した ICT環境整

備をはじめ、新しい教育の推進への対応が急務

であることから、統合時の生徒数だけでなく、

その１０年先、２０年先の生徒数の減少を見据

えるとともに、未来の寒河江を担う人材育成に

向けた統一した教育ビジョンを市民のコンセ

ンサスを基に策定し、さらには、教育資源や財



源を１つに集中し、より効率的かつ、より優良

な教育環境を構築していくため、１校案を採択

することにしております。 

１校に集約することでの問題については、過

去及び他の事例をも参考にしつつ、学校の規模

が大きくなろうとも、いじめや荒れを防止し、

１人１人の子どもに寄り添い、１人１人の子ど

もの力を最大限に伸ばす体制を築いてまいり

ます。 

24 
父母や、地域住民との話し合いは十分に行

われたのでしょうか。 

 回覧板で、説明会の案内が回ってきました

が、それすら気づかなかった人が多いようで

した。今年１月に４つの地区ごとの説明会が

行われたようですが、コロナ禍の中、しかも

１月という寒い夜の説明会には、どれだけの

人が集まったのか心配です。 

 学校のあり方検討は、令和元年７月から２年

５カ月間をかけ、各地区の代表、保護者代表、

各団体の代表、公募委員等により、将来の寒河

江を担う子どもたちの教育について議論して

まいりました。 

 あり方検討委員会答申の市民への周知につ

きましては、答申の重要性を考慮して、市民の

皆様への周知として、ホームページへの掲載を

はじめ、町会の回覧版配布、市内学校の保護者

等で構成する「さくら連絡網」で 4,296件の全

保護者等に送信し、3,880件の閲覧をいただい

ております。 

また、学校再編については、将来の教育の展

望や地域コミュニティのあり方とも直結する

重要な事項でありますので、審議会答申ではあ

まり例のない市民の皆様への地区説明会を開

催することにしましたが、新型コロナ感染防止

のため、残念ながら一部中止となってしまいま

した。 

学校施設整備計画案につきましても、ホーム

ページへの掲載をはじめ、「さくら連絡網」で

市内 4,430 件の全保護者等に周知しておりま

す。 

さらに、新年度から学校教育課に学校再編整

備室を設け、市民のご理解を頂きながら推進し

てまいります。 

25 
今、公立小中学校の再編が、あちこちで取

り組まれているようですが、子どもたちにと

ってはもちろん、地域にとっても大事な問題

です。先進例なども参考に、もう少し時間を

かけ、生徒、父母、地域の意見等も大切にし、

合意を得ることがまずは必要と考えます。 

 学校再編は、子どもの教育と地域づくりとも

連動する重要な問題であり、新年度から学校教

育課に学校再編整備室を設け、市民のご理解を

頂きながら推進してまいります。 

26 
新校舎建設にあたっての財政面について 

 この計画書（案）によれば、2028年の中学

校新校舎をはじめ、2031 年２校、2032 年に１

校と、短期間の中に４校もの新校舎と、土地

の購入など、多額の予算が必要になります。

国からの補助もあるのでしょうが、多額の債

務は、後々の寒河江市に大きな負担となるこ

とと思います。 

 このような観点から、是非再検討していた

だくようお願いいたします。 

 本計画の作成にあたっては、財政面も含め、

庁内の調整を済ませております。 

 ご指摘のとおり、計画の実施については、本

市において大きな負担となりますが、学校施設

の老朽化への対応も急務となっておりますの

で、計画的な整備が必要であることをご理解い

ただければと思います。 

27 
この件の始まりは、2014 年全国の少子化問

題にて始まった国の政策だそうですが、現在

新第６次寒河江市振興計画において、今後、

多くの公共施設が更新期を迎えるため、施設の



はコロナ対策での、そして、ウクライナ侵略

による、先の見えない物価上昇が多大で生活

にも不安ばかりで、国のやることは、原発問

題、年金問題、更に以前、車社会を重視、バ

イパス道路より市街地は静かなシャッター

街など、行政は大いに反省して、少しは国民

に希望のもてる社会にしていただきたい。 

 学校の老朽化のためなら、耐震補強をし

て、少しでも長持ちして使いたいものだ。こ

れが昔からいまでも最大の教育だと思いま

す。 

 是非、計画を中止して、先の見える社会に

していただきたい。 

更新、統廃合、長寿命化などを進めていく必要

があり、大幅な財政負担の増加が予想されるこ

と、そして、平成２８年３月策定の寒河江市公

共施設等総合整備計画では、保護者や関係機

関、市、学識経験者による検討会を立ち上げ、

将来の児童・生徒数の推計結果等を踏まえて、

本市における適正な教育環境・規模の方向性の

検討と同時に、早急に校舎等の長寿命化の方針

を検討することとしています。 

 これらを受け、令和元年７月にあり方検討委

員会を設立し、市立学校の適正規模・適正配置

及び寒河江市立学校の今後のあり方や将来の

学校像に対する本市の基本的な方針について

検討を重ね、令和３年１２月にその答申をいた

だいております。 

 学校のあり方検討は、将来の寒河江を担う子

どもたちが、たくましく、人間性豊かに育てて

いくために必要なこととして行ったものです。 

 あり方検討委員会の答申で示す方向性の一

つに、築 50 年以上経過した老朽した校舎は、

改築を行うこととしており、長寿命化を行わ

ず、新しい教育に適応した新校舎を整備するこ

ととしていることをご理解いただきたいと思

います。 

 

28 
①市内の各小学校の設立年月とその当時の

児童数 

②現在の地域住民と学校のかかわり。その利

点は。 

③小・中学校を統廃合した場合の利点と欠点

（問題点）は。 

④６年後に市内の三つの中学校が一つに統

合され大きな中学校が実現するわけですが、

最大の利点は。不登校やいじめ等への指導は

現在より徹底できるか。 

⑤１４～１８学級が適正規模という根拠、理

由は。 

以上、多くの市民がわかるように、その機会

をぜひつくって下さい。 

①明治時代からの統廃合を踏まえると、資料が

残っていないところもありますので、市制施行

以降についての回答とします。 

寒河江小学校（S29.8、1497名） 

寒河江中部小学校（S55.4、702名） 

南部小学校（S29.8、388 名） 

西根小学校（S29.8、634 名） 

柴橋小学校（S29.8、783 名） 

高松小学校（S29.8、605 名） 

醍醐小学校（S29.8、306 名） 

白岩小学校（S29.11、560名） 

三泉小学校（S30.4、412 名） 

 

②現在、各学校ではコミュニティ・スクールを

推進しており、令和４年度には、市内全ての小

中学校でコミュニティ・スクールを実施してい

くことになります。 

コミュニティ・スクールとは、学校と地域住

民等が力を合わせて学校の運営に取り組む「地

域とともにある学校」のことで、教育委員会に

より任命された委員が一定の権限を持ち、学校

の運営とそのために必要な支援について協議

する合議制の機関として、学校運営協議会を設

置し、学校運営を行うものです。 

本市のコミュニティ・スクールの基本理念

は、各学校の抱える課題解決や未来を担う子ど

も達の豊かな成長のために、学校と地域住民等

がパートナーとなって目標やビジョンを共有



化しながら連携・協働し、「社会総がかり」で

子ども達を育む教育を実現していくことにあ

ります。 

また、コミュニティ・スクールの導入を通し

て、本市では、学校の活性化のみならず地域活

性化も推進してまいりたいと考えております。 

③あり方検討委員会の答申に大規模校の利点

として、授業や教育活動において切磋琢磨でき

る集団ができるという項目のほか、計 11 点の

記載があり、反面、その課題として、学校行事

等において、係や役割分担のない生徒が現れ

る可能性があるなど、一人一人が活躍する場

や機会が少なくなる場合があるという項目

のほか、計７点の記載があります。 

 

④本計画では、今後、デジタル化やグローバ

ル化により、県内だけでなく国内を意識した

切磋琢磨の環境が想定され、こうした新しい

教育の推進に対応するため、教育資源を１つ

に集中し、未来の寒河江市を担う「さがえっ

こ」を育成するための統一的なビジョンを策

定し、効率的かつ優良な教育環境を構築して

いくこととしています。また、いじめ・不登

校の未然防止への実効ある取組みを行うとと

もに、それに対応した施設とすることとしてい

ます。 

 

⑤学校教育法施行規則（昭和２２年５月２３日

文部省令第１１号）第４１条の規定に「小学校

の学級数は、１２学級以上１８学級以下を標準

とする。ただし、地域の実態その他により特別

の事情のあるときは、この限りでない。」とあ

り、中学校についても第７９条の準用規定によ

り、４１条の規定を準用しています。 

市民への周知として、新年度から学校教育課

に学校再編整備室を設け、市民のご理解を頂き

ながら推進してまいります。 

29 
 拙速な策定は避けるべきです。 

 この計画案を読みましたが膨大な記述で

正直理解するのにはかなりの困難です。聞く

ところによりますと該当地域での説明会も

開催されてないとのこと。 

 計画は、児童生徒数に見合う学校の配置が

主になっておりますが、地域との関係、保護

者や児童生徒の通学環境等幅広い影響があ

ります。説明と納得のないままに進められる

ことは極めて不適切であります。 

 計画そのものも市民の中に浸透している

とも思えません。 

教育環境は、学校の規模や配置だけでは整

備されないものと考えます。保護者、生徒児

童を含めた地域住民との関わりについても

 あり方検討委員会答申の市民への周知につ

きましては、答申の重要性を考慮して、市民の

皆様への周知として、ホームページへの掲載を

はじめ、町会の回覧版配布、市内学校の保護者

等で構成する「さくら連絡網」で 4,296件の全

保護者等に送信し、3,880件の閲覧をいただい

ております。 

また、学校再編については、将来の教育の展

望や地域コミュニティのあり方とも直結する

重要な事項でありますので、審議会答申ではあ

まり例のない市民の皆様への地区説明会を開

催することにしましたが、新型コロナ感染防止

のため、残念ながら一部中止となってしまいま

した。 

学校施設整備計画案につきましても、ホーム



十分に配慮されるよう望みます。 ページへの掲載をはじめ、「さくら連絡網」で

市内 4,430 件の全保護者等に周知しておりま

す。 

さらに、新年度から学校教育課に学校再編整

備室を設け、市民のご理解を頂きながら推進し

てまいります。 

30 
 少子化の問題もあると思いますが、各地区

の伝統ある学校がなくなると思うと…考え

られません。 

 保護者の意見も聞いてもらいたいと思い

ます。 

 街の中から登下校の子どもたちの元気な

声が聞こえなくなるのかなと思うと高齢者

の社会、淋しくなりますね。 

 統一(マンモス化)、先生は子どもへの目も

届きにくくなるのではと不安と心配です。 

 もっと市民の声を聞いてもらいたいと思

います。 

どうしても建設も市街地になるのでしょ

うし、かなりの大きい土地の確保？ 

 あり方検討委員会答申の答申においては、地

域コミュニティの活力がなくなることへの危

惧も出されましたが、結論として、まちづくり

という大きな枠組みの中での対応を希望する

記載となりました。 

 市としましても、今後地域コミュニティの活

性化を図っていく方向で検討してまいります

し、学校規模が大きくなろうとも、教員は子ど

も１人１人の目配りや心配りを行い、きめ細か

な指導としてまいります。 

 また、新年度から学校教育課に学校再編整備

室を設け、市民のご理解を頂きながら推進して

まいります。 

統合中学校の予定地については、白紙の状態

であります。 

31 
 学校の存在がその地域の文化と伝統を支

え、子どもたちは自分達が育った地域に誇り

を持ち、自立していく中で学校の存在はかけ

がえのないもの。何故統廃合なのか、小規模

校で何が問題なのか。小規模校でこそ一人ひ

とりの子どもたちを大事にした教育が出来

ることと確信する。 

統廃合をすすめる考え方のなかに“数合わ

せの管理主義”になっているのではと危惧す

る。日本の教育予算(公的支出)は世界の国々

の中で最下位であることの表れがこうした

形で表れているのでは…。教育における出費

は家庭にあれば何をおいても子ども中心に

考え出費を優先している(世界的には家計の

出費の高水準に)。子どもたちにとって必要

なことが統廃合ではなく、一人ひとりの子の

心に寄り添った教育環境づくりではないか。 

 学校がなくなれば「地域」がなくなってい

く。統廃合はやめるべきです。 

あり方検討委員会の答申にもありますが、小

学校における１学年あたりの学級数について、

クラス替えができる複数学級、できれば国で求

めている標準学級数である 12～18 学級(１学

年２～３学級)が望ましいとしています。また、

小学校は、地域コミュニティの中心的な役割を

担っており、１学年単学級であっても、複式学

級が生じない場合は、安易に統合という選択を

とるのではなく、将来の児童数の推移を見極め

ながら、今後の更なる検討を行うことが望まれ

るとしています。 

児童数が複数の学級を合わせても 16 名(１

年生を含む学年は 8 名)に満たず、複式学級に

なる場合においては、早期解消を図る必要があ

るとしています。 

アンケートからも、積極的に小規模校にすべ

きという保護者の意見は読み取れないところ

です。 

学校の適正規模、適正配置を含めた整備を進

めるうえで、地域コミュニティとのつながりを

大切にした学校を推進することや、一人ひとり

の児童生徒の人権や多様性を尊重した施設と

することとしておりますのでご理解いただき

たいと思います。 

32 
 小規模校ではなぜだめなのですか。教育学

的成果を踏まえた科学的検討が必要ではあ

りませんか。 

 小規模な学校は、子ども一人ひとりに目が

行き届くなどの優れた面があるとともに、地

域の維持と発展にとってもかけがえのない

役割があると思います。学校の統廃合は地域

の教育力の衰退、子どもの長時間通学、いざ

あり方検討委員会は、平成元年７月から２年

５カ月、各地区の代表、各団体の代表、保護者

代表、公募委員により行ってきております。そ

して、このあり方検討委員は将来の寒河江を担

う子どもたちの教育のためのものです。 

あり方検討委員会の答申にもありますが、小

学校における１学年あたりの学級数について、

クラス替えができる複数学級、できれば国で求



というときの安全面の不安などでも、デメリ

ットがあるのではないですか。 

 学校の統廃合を進める一方で、「寒河江は

子育てに本気です！！」のキャッチフレー

ズ、どっちが本音？と笑ってしまいました。 

 とにかく、それぞれの地域の住民レベル

で、じっくり意見を出し合う充分な時間が必

要と考えます。 

 一方的な結論を急がないで下さい！！ 

めている標準学級数である 12～18 学級(１学

年２～３学級)が望ましいとしています。また、

小学校は、地域コミュニティの中心的な役割を

担っており、１学年単学級であっても、複式学

級が生じない場合は、安易に統合という選択を

とるのではなく、将来の児童数の推移を見極め

ながら、今後の更なる検討を行うことが望まれ

るとしています。 

児童数が複数の学級を合わせても 16 名(１

年生を含む学年は 8 名)に満たず、複式学級に

なる場合においては、早期解消を図る必要があ

るとしています。 

学校の適正規模、適正配置を含めた整備を進

めるうえで、地域コミュニティとのつながりを

大切にした学校づくりを推進することや、一人

ひとりの児童生徒の人権や多様性を尊重する

とともに、施設もそれに配慮したものとするこ

ととしておりますのでご理解いただきたいと

思います。 

33 
中学校１校案には反対、陵西、陵東の統合

と陵南の２校案にすべきと思う。 

 (理由)○通学手段の確保 

 ○成績の格差 

 ○教員定数等に関わり問題が多いと思わ

れる。 

 中学校の統合整備については、答申でも適正

規模を１つの方向性にまとめきれず、1 校案と

２校案の両論併記とせざるを得ず、他の施設と

の併設や財政の見通し等、市全体の将来像をも

勘案して市当局の判断に委ねる記載となって

おります。 

施設整備計画を検討していく中で、中学校２

校案とした場合、学区を分けないという答申を

踏まえた基本的な考え方から、陵南中学校区を

分割しないままでの陵東中と陵西中の統合と

なりますが、この２校統合によっても、年数を

経過するに従い、現在の陵東中と同等の生徒数

となり、陵南中との不均衡が生じることが懸念

されることや、コロナ禍で加速した ICT環境整

備をはじめ、新しい教育の推進への対応が急務

であることから、統合時の生徒数だけでなく、

その１０年先、２０年先の生徒数の減少を見据

えるとともに、未来の寒河江を担う人材育成に

向けた統一した教育ビジョンを市民のコンセ

ンサスを基に策定し、さらには、教育資源や財

源を１つに集中し、より効率的かつ、より優良

な教育環境を構築していくため、１校案を採択

することにしました。 

通学手段の確保については、通学手段として

スクールバス、スクールタクシー、循環バス、

企業のバス等の活用を検討してまいります。 
成績の格差については、中学校を１校にする

ことによって統一した学校運営方針による指

導実践と多人数の教員のきめ細かな指導及び

チームによる支援で格差が生じないよう努め

てまいります。 

一例をあげますと、現行の山形県の制度上で

は、１学年３９名の場合、１学級となります。

生徒数が６７名に増えると、１学年３学級（１



学級あたり２２、３名）になり、１学級の生徒

数が少ないほうが教員の目が行き届くだけで

なく、チームによる対応がより可能となります

ので、このことで学力の格差が生じない教育環

境になっていると思います。 

教員定数については、現在の法制下では、教

員数は学級数によって定数が定められ、学級数

が増えることによって、教員数が学級数にプラ

スして配置されています。 

以上のことにより、ご理解いただきたいと思

います。 

34 
小学校統合も中学校と基本は同じ。 

 児童数の減少だけで片付けることは無理

がある。地域の活力の面からも慎重に検討す

べきである。交通(通学)手段、交通事故防止、

保護者負担等の面からも検討が必要である。 

 本計画では、持続可能なまちづくりと連動し

た学校のあり方を模索することのほか、コミュ

ニティ・スクールの更なる推進として、地域の

人と一緒に作る学校、企業等と連携する学校、

地域コミュニティとのつながりを大切にした

学校を推進することとしています。 

交通手段の確保についても、通学手段として

スクールバス、スクールタクシー、循環バス、

企業のバス等の活用を検討してまいります。 

35 
全体構想に反対はしないが、子どもの視点

を大切にしてほしいと思います。 

 貴重なご意見、ありがとうございます。 

36 
 私は西村山郡(旧)白岩町に生まれ、寒河江

市立白岩小学校、同中学校を卒業し、上級学

校に進学して職を得て故郷に戻り、現在も現

役でこの白岩で仕事をしています。昭和６０

年４月からは白岩小学校に仕事で関わって

いますので、児童数の減少を肌で感じていま

す。したがって、白岩、高松、醍醐小学校の

統合はやむを得ないことであると受け止め

ていますし、小生はこのことを随分前から予

想してもいました。 

 とは言え、自分が卒業した中学校は既にな

く、春には桜のトンネルになった「学校坂」

を母に手を引かれて入学式に臨んだ丘の上

の小学校もなくなるのは、誠に寂しいことで

す。しかし、時代の変遷であると捉えて諦め

るしかありません。 

 そこで是非考慮していただきたいことが

あります。この計画では三つの小学校が統合

されて新しい小学校になるわけですから、既

存の小学校名を当てるのではなく、それにふ

さわしい新しい学校名を考えていただきた

いと思います。どうぞよろしくお願いしま

す。 

 貴重なご意見、ありがとうございます。 

 市民の皆さんからご理解をいただけるよう、

手続きを進めて参りたいと思います。 

37 
・子どもたちの声が聞こえ、子どもたちの登

校の様子が見られるのは、地域の住民の喜び

であり、地域において学校はかけがえのない

教育施設です。地域の学校は、地域の宝です。

地域あっての学校、学校あっての地域と考え

ます。 

・地域に住む子どもが少なくなって、学校統

廃合検討の必要性は感じますが、検討に当た

陵西地区に関するご意見として受け止めさ

せていただきます。 

あり方検討委員会答申のなかで、学校の適正

規模・適正配置の方向性として、１つには、1

学級当たりの児童生徒数については、教育やま

がた「さんさん」プランで編制されている２１

人から３３人が望ましいとし、複式学級が生じ

る場合においては、早期解消を図ることとして



っては、地域の子どもたちが学び、そして成

長していく居場所として、地域の学校はなく

てはならない地域の社会資本のひとつであ

るということを視点に入れる必要があると

思います。地域から義務教育の小中学校が無

くなることは、地域の一大事です。 

・市立の学校を少なくすれば、市の施設管理

費が少なくなり、行政の効率化の観点から望

ましい面があるかもしれません。 

・しかしながら、地域の活性化や地域の維持・

存続を考えたとき、市を挙げて地域の振興と

活性化に取り組んでいる状況の中、一方で地

域から学校を無くすことは、地域のイメージ

低下に結び付き、地域の活性化どころか衰退

が危惧されます。 

・居住地の選択条件の一つとして、その地域

における学校の有無は、大きな判断材料にな

ります。子育て世代では、学校が無くて教育

環境がさほど良いとは言えない地域に住み

たい、暮らしたいと思う人はそんなに多くは

いないと思います。 

・学校行事への協力をはじめ、子どもたちの

登校時の交通指導や見守り隊の活動など、子

どもを取り巻く環境を良くし、より良い地域

にしようと地域の住民は汗を流しています。

学校だけ、住民だけということでなく、学校・

住民・地域が一体となって、その地域に住ん

でよかったと思える地域にしようと活動し

ています。 

・近頃、オンライン学習など、子どもを取り

巻く教育環境も多様化し大きく変化してき

ています。子どもが少なくなって起こる学校

教育と子どもの成長に対する課題や学校の

統廃合で生じる教育上の優位性に関する合

理的な根拠・理由があり、それを分かり易く

説明していただければ、尊重しなければなら

ない点もあると思います。当然、税金の無駄

遣いがあってはいけませんし、行財政の効率

化の推進も重要なことと思います。 

・以上のようなことを踏まえ、小学校の再編

案については、高松・醍醐・白岩地域から小

学校を無くさないでください。また、中学校

の再編案については、地域性を大事にして、

現状の３校を維持・存続してください。 

います。 

２つには、学級数については、クラス替えが

できる複数学級、できれば国が示す小中学校の

標準学級数である１２～１８学級が望ましい

としています。 

３つ目として、学区については、小学校にお

いては、学区を合わせ統合することはあって

も、学区を分けたり、再編することはしないこ

ととしています。 

また、検討の資料としたアンケートの結果に

おいても、「お子さんの通学する（通学してい

たまたは通学予定）小・中学校は、学区の見

直しや統廃合等学校の適正配置のための検

討が必要だと思いますか。」という質問に対

し、陵西地区の保護者の半数以上が、必要であ

るとの回答をしております。 

本計画を作成するにあたり、答申内容を尊重

するかたちで作成しており、陵西地区の小学校

の整備については、学校のあり方検討が行われ

た理由の一つに校舎の老朽化への対応があり、

学校施設整備計画でも明らかなように、高松小

学校の劣化状況評価の健全度が市内では最も

低く、醍醐小学校が最も高いことから、醍醐小

学校を核とした統合を考えたところです。 

また、少子化の進行により、統合しても陵西

地区の小学校の単学級は解消できないことか

ら、中学校区をまたいでの再統合もやむなしと

する委員の苦渋の意見もあり、中学校を１校に

統合した後の陵東中学校跡地に、西根小学校と

三泉小学校の統合校との再統合もロードマッ

プに示させていただいたところです。 

 中学校の統合整備については、答申でも適正

規模を１つの方向性にまとめきれず、1 校案と

２校案の両論併記とせざるを得ず、他の施設と

の併設や財政の見通し等、市全体の将来像をも

勘案して市当局の判断に委ねる記載となって

おります。 

施設整備計画を検討していく中で、中学校２

校案とした場合、学区を分けないという答申を

踏まえた基本的な考え方から、陵南中学校区を

分割しないままでの陵東中と陵西中の統合と

なりますが、この２校統合によっても、年数を

経過するに従い、現在の陵東中と同等の生徒数

となり、陵南中との不均衡が生じることが懸念

されることや、コロナ禍で加速した ICT環境整

備をはじめ、新しい教育の推進への対応が急務

であることから、統合時の生徒数だけでなく、

その１０年先、２０年先の生徒数の減少を見据

えるとともに、未来の寒河江を担う人材育成に

向けた統一した教育ビジョンを市民のコンセ

ンサスを基に策定し、さらには、教育資源や財

源を１つに集中し、より効率的かつ、より優良

な教育環境を構築していくため、１校案を採択



することにしました。 

 以上により、ご理解いただきたいと思いま

す。 

38 
 寒河江市が学校統廃合を考えていたなん

て、びっくりです。 

 子どもを持つ親子さんには、知らされてい

たとのことですが、子どもがいない我々には

寝耳に水でした。学校は、子ども達だけのも

のではありません！地域の「もの」です。又、

避難所にもなっていると思います。統廃合さ

れてしまったら、子どもの姿が見えなくなっ

てしまい、地域が廃れてしまいます。コロナ

ウイルスやロシアの軍事侵攻の間に、きめて

しまおーなんて考えは、絶対反対です。 

 こんな事をやってしまったら、今まで寒河

江市がやってきた高校生医療費無料とか中

学校給食とか‥又、若い人が住宅購入時の補

助とか、それらは水の泡になり、人口は目に

見えて減っていく事になります。 

 あり方検討委員会の答申は、将来の寒河江を

担う子どもたちの教育がどうあるべきかを模

索して始められ、２年５カ月をかけた議論をし

て出されたものであることをご理解ください。 

 答申においては、地域コミュニティの活力が

なくなることへの危惧も出されましたが、結論

として、まちづくりという大きな枠組みの中で

の対応を希望する記載となりました。 

 市としましても、今後地域コミュニティの活

性化を図っていく方向で検討してまいります。 

39 
学校は地域における災害時の避難所にも

なっており、地区に小学校がなくなることに

よって代替となる避難所はどうなるのか？ 

本計画では、小中学校の施設整備にあたって

は、避難所としての機能をもち、地域の防災拠

点としても活用できる安全安心な施設とする

こととしており、計画の進捗に合わせて検討す

ることとなります。 

40 
通学手段についての説明がたった二行し

かありませんでした。統合中学校の場所選定

が決定していないなかでの想定は難しいか

もしれませんが、これだけ多くの学校集約と

なれば、スクールバス、スクールタクシー、

循環バスを新たに整備する費用が発生しま

す。「施設統合によるコスト縮減費」と「新た

な交通手段に係る整備費」を経済比較したも

ので市民に説明ができればいいのではない

でしょうか？ 

 ご質問の件につきましては、計画を推進して

いくなかで、計画の進捗に合わせて検討するこ

ととなり、市民への説明についてもその時にお

示しすることとなります。 

41 
学校統合により、放課後児童クラブの合

併、再整備に係る費用はどのくらいになるの

でしょうか？市の補助はあるのでしょう

か？ 

 本計画では、放課後児童クラブとの連携や活

動が可能な施設・設備を整備することとしてお

り、計画の進捗に合わせて検討することとなり

ます。 

42 
中学校の部活動において、３チームが１チ

ームになることにより、試合への出場機会が

減るのでは？（野球の場合 現２７人出場が

９人に減る）子供の数も減るが子どものモチ

ベーション（やる気）を阻害することになら

ないか？ 

 本計画では、中学校の部活動への対応につい

て、多様な選択肢のある部活動を設定するこ

と、及び部活動の地域移行を推進することに配

慮した施設の整備を行うこととしています。 

 統合に伴い、個人の出場機会が減る場合は想

定されますが、多様な選択肢のある部活動、競

技レベルの向上も期待できます。 

 また、文部科学省の方針により、部活動の地

域移行も推進してまいりますので、部活動のあ

り方も含め、適切な方策を検討してまいりま

す。 

43 
中学校編成は人口減に合わせて３校→２

校→１校と段階を踏みながら、施設を長寿命

化し検討していくべき。 

 

本計画では、あり方検討委員会の答申を踏ま

えて、築５０年以上経過した老朽化した校舎は

改築を行うこととしておりますので、ご理解い

ただきたいと思います。。 



44 
金額を示しながら、国庫補助利用検討や起

債利用、一般財源がどれだけ必要なのかを今

後、具体的に示せればよろしいのではないで

しょうか？ 

計画の進捗に合わせてお示しすることとな

ります。 

45 
 柴橋地区に在住する者です。 

 柴橋地区では、令和 2 年 4月から地域づく

り委員会を立ち上げ、自分たちが住む地域を

より良い地域にするために、又 地域の人づ

くりをモットーに活動を始めました。 

 少子化に伴い、小学校、中学校の統廃合も

「止む無し」との思いもありますが、現在の

過疎地域の過疎化が急激に進み、地域の衰退

に拍車がかかる懸念もあるのではと考えま

す。 

 私は陵南中学校の近くに住んでいますが、

体育の授業や放課後の部活時の子供たちの

声に励まされる実感をこの年齢になって感

じております。 

 近くに学校があるだけで、子供たちの姿を

見るだけで生きる活力をもらっている気が

します。 

 特に高齢者だけの世帯が増えてる現在は、

小学生や中学生の姿に励まされていると感

じます。 

 私の住む地区は陵南中学校ができる 51 年

前まで、全戸数 16 戸という陸の孤島のよう

な地区でした。 

 それが陵南中学校ができてから新興住宅

が建ち、今は旧市街地との境が分からない地

区になっています。 

 小中学校が廃校になる地区ではこの逆現

象が起き、地域崩壊の恐れも出てくるのでは

ないかと考えます。  

 高齢化が進み、柴橋地区でも高齢化率が

35％を超える現況と思われます。 

 小学校・中学校の統廃合も大切とは思いま

すが、安全・安心をスローガンに称える市政

として、統廃合なった地域の「地域づくり」

はどうなるのか？ 「地域のコミュニケーシ

ョンづくり」をどうするのか？ の方向を示

さないまま進めば、廃校になった地域を見捨

てるようなことになるのではと考えます。 

 高齢者が、また誰しもが安心して暮らせる

「地域づくり」を最優先に考え、小学校・中

学校の統廃合の検討をお願いします。 

 あり方検討委員会の答申においては、地域コ

ミュニティの活力がなくなることへの危惧も

出されましたが、結論として、まちづくりとい

う大きな枠組みの中での対応を希望する記載

となり、市としましても、今後地域コミュニテ

ィの活性化を図っていく方向で検討してまい

ります。 

 本市の学校のあり方に係る課題が、一つには

児童生徒の減少と、地域による不均衡、二つ目

として学校施設の老朽化です。 

そのため、学校の適正規模・適正配置につい

て、及び市立学校の今後のあり方や将来の学校

像等に対する本市の基本的な方針について、あ

り方検討委員会でご協議いただき、その答申に

基づいて本計画を作成したことをご理解いた

だきたいと思います。 

また、統合により閉校となった学校も、地域

づくりに貢献できる利活用を考えてまいりた

いと思います。 

46 
 私は、教育は長いスパンで評価される、人

づくりやまちづくりの基本であると考えて

います。 

 「寒河江市学校施設整備計画(案)」では、

明治以来続いた学校を中心にした村づくり

の視点が無くなっていることが心配です。 

 また、新自由主義の価値尺度によって、行

政を含めあらゆる面で市場原理に基づく利

以下、「意見」の１～５についてお答えいた

します。 

１ あり方検討委員会答申の市民への周知に

つきましては、答申の重要性を考慮して、市民

の皆様への周知として、ホームページへの掲載

をはじめ、町会の回覧版配布、市内学校の保護

者等で構成する「さくら連絡網」で 4,296件の

全保護者等に送信し、3,880件の閲覧をいただ



益第一主義で効率最優先の考えが蔓延する

中でコスト削減・民活の導入・グローバル化・

機構改革・合併等が推進されてきました。そ

の結果、過疎過密や南北の格差問題、それに

気象変動等の弊害が現れています。 

 一方世界の流れは、政治的にも経済的にも

社会全般にわたって中央集権から地方分権

へ、一極集中から地域分散へと変わっていま

す。さらに、多発する大規模自然災害や新型

コロナウイルス感染症の取り組みでも明ら

かなように現状について再検証の必要性や

リスクの分散が極めて重要になっています。 

 そのような観点から「寒河江市学校施設整

備計画(案)」について、以下意見とします。 

 

意見 

１進め方について 

 諮問委より両論併記の答申を受けている

のに、いくらコロナ禍といえども大きな影響

を受ける地域住民への説明会を中止したま

ま、スケジュールありきで進める市教委の姿

勢は絶対に認められません。パブリックコメ

ントの実施だけでなく、直接市民に説明し市

民の生の声を聞く機会を持つことは住民自

治にとって極めて大事なことです。 

 

２児童生徒数の偏重について 

 学校別の児童生徒数の推移について、少子

化による減少は別として、各学校別の児童生

徒数の偏重は、市の教育行政だけでなく本市

のこれまでのまちづくり全般に起因してい

るとみるべきです。 

 それは、市政発展のバロメーターといわれ

る人口増加の実績を上げるために、宅地や商

業用地として売れるところを積極的に開発

したが、市周辺部の小規模校学区での児童生

徒の拡大に結び付くまちづくり等総合的な

取り組みができていないことから、複式学級

校の増加や中部小では教室が足りない状況

が起きていると思います。 

 従って、この間の土地区画整理事業時の学

区の見直しや決定なども含め、まちづくり全

体を検証し、今後に生かすことが重要と思い

ます。 

 

３中学校の整備について 

 安全安心の原則からリスクの分散が必要

であり、中学校一校案には反対であり複数校

とすべきです。令和４年度に用地選定とある

が、陵東、陵西、陵南のどの学区に想定して

いるのか示すべきです。 

 

４地域に学校を残すことについて 

いております。 

また、学校再編については、将来の教育の展

望や地域コミュニティのあり方とも直結する

重要な事項でありますので、審議会答申ではあ

まり例のない市民の皆様への地区説明会を開

催することにしましたが、新型コロナ感染防止

のため、残念ながら一部中止となってしまいま

した。 

学校施設整備計画案につきましても、ホーム

ページへの掲載をはじめ、「さくら連絡網」で

市内 4,430 件の全保護者等に周知しておりま

す。 

さらに、新年度から学校教育課に学校再編整備

室を設け、市民のご理解を頂きながら推進して

まいります。 

 

２ 貴重なご意見ありがとうございます。 

 あり方検討委員会の答申では、学区を分けな

いという基本的な考え方から、このたびの計画

となりましたが、今後に生かす意味で受け止め

させていただきます。 

 

３ 中学校の統合整備については、答申でも適

正規模を１つの方向性にまとめきれず、1校案

と２校案の両論併記とせざるを得ず、他の施設

との併設や財政の見通し等、市全体の将来像を

も勘案して市当局の判断に委ねる記載となっ

ております。 

施設整備計画を検討していく中で、中学校２

校案とした場合、学区を分けないという答申を

踏まえた基本的な考え方から、陵南中学校区を

分割しないままでの陵東中と陵西中の統合と

なりますが、この２校統合によっても、年数を

経過するに従い、現在の陵東中と同等の生徒数

となり、陵南中との不均衡が生じることが懸念

されることや、コロナ禍で加速した ICT環境整

備をはじめ、新しい教育の推進への対応が急務

であることから、統合時の生徒数だけでなく、

その１０年先、２０年先の生徒数の減少を見据

えるとともに、未来の寒河江を担う人材育成に

向けた統一した教育ビジョンを市民のコンセ

ンサスを基に策定し、さらには、教育資源や財

源を１つに集中し、より効率的かつ、より優良

な教育環境を構築していくため、１校案を採択

することにしましたことをご理解いただきた

いと思います。また、統合中学校の予定地につ

いては、白紙の状態であります。 

 

４ 新第６次寒河江市振興計画において、今

後、多くの公共施設が更新期を迎えるため、施

設の更新、統廃合、長寿命化などを進めていく

必要があり、大幅な財政負担の増加が予想され

ること、そして、平成２８年３月策定の寒河江



 １４年後に西部地区(高松、白岩、醍醐地

区)に小学校が無くなることは反対です。 

 ※中学校の建設地が未定だが、もし西部地

区以外に決まれば西部地区に学校がすべて

なくなる 

 学級数は、クラス替え定数により統合する

のでなく、地域に学校を残すという観点で対

応策を検討し計画を見直すべきです。 

 新校舎の建設場所が示されているのは陵

東中跡地への小学校だけで、その他は不明で

すが選定にあたって中心部に偏ることなく、

災害時の避難・救援所機能など他の公共施設

等も勘案し、市全体に配慮した上で決定すべ

きです。 

 

５高松小学校内に開設の特別支援学校につ

いて 

 高松小学校に開設されている山形県立楯

岡特別支援学校寒河江校はどうなるのか示

すべきです。 

市公共施設等総合整備計画では、保護者や関係

機関、市、学識経験者による検討会を立ち上げ、

将来の児童・生徒数の推計結果等を踏まえて、

本市における適正な教育環境・規模の方向性の

検討と同時に、早急に校舎等の長寿命化の方針

を検討することとしています。 

 これらを受け、令和元年７月にあり方検討委

員会を設立し、市立学校の適正規模・適正配置

及び寒河江市立学校の今後のあり方や将来の

学校像に対する本市の基本的な方針について

検討を重ね、令和３年１２月にその答申をいた

だいております。 

本計画を作成するにあたり、答申内容を尊重

するかたちで作成しており、陵西地区の小学校

の整備については、学校のあり方検討が行われ

た理由の一つに校舎の老朽化への対応があり、

学校施設整備計画でも明らかなように、高松小

学校の劣化状況評価の健全度が市内では最も

低く、醍醐小学校が最も高いことから、醍醐小

学校を核とした統合を考えたところです。 

また、少子化の進行により、統合しても陵西

地区の小学校の単学級は解消できないことか

ら、中学校区をまたいでの再統合もやむなしと

する委員の苦渋の意見もあり、中学校を１校に

統合した後の陵東中学校跡地に、西根小学校と

三泉小学校の統合校との再統合もロードマッ

プに示させていただいたところです。 

 また、統合中学校の予定地については、白紙

の状態でありますが、ご指摘の事項も含め、総

合的に進めてまいります。 

 

５ 山形県との調整が必要になりますので、今

後お示しすることとなります。 
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 寒河江市学校施設整備計画(案)(以下整備

計画(案)という)の策定に当たっては市教育

委員会の方々、その基となる「寒河江市立学

校のあり方についての検討委員会答申」(以

下検討委員会答申という)を策定した検討委

員の方々に対し、まずもって敬意を表したい

と存じます。 

 下記の通り、寒河江市学校施設整備計画

(案)に対する要望を申し上げます。 

 

要望の１ 整備計画(案)における中学校１

校への統合案について 

整備計画(案)において、『中学校の整備に

ついては、…現在の３校を１校にすることで

整備していきます。』とありますが、その理由

が不明確であり、１校に統合するのではなく

２校は維持するよう要望します。 

 

要望の２ 市民に対する説明について 

 下記２の③に記述しているとおり、学校施

以下、「要望」の１～２についてお答えいた

します。 

要望の１ 中学校の統合整備については、答申

でも適正規模を１つの方向性にまとめきれず、

1校案と２校案の両論併記とせざるを得ず、他

の施設との併設や財政の見通し等、市全体の将

来像をも勘案して市当局の判断に委ねる記載

となっております。 

施設整備計画を検討していく中で、中学校２

校案とした場合、学区を分けないという答申を

踏まえた基本的な考え方から、陵南中学校区を

分割しないままでの陵東中と陵西中の統合と

なりますが、この２校統合によっても、年数を

経過するに従い、現在の陵東中と同等の生徒数

となり、陵南中との不均衡が生じることが懸念

されることや、コロナ禍で加速した ICT環境整

備をはじめ、新しい教育の推進への対応が急務

であることから、統合時の生徒数だけでなく、

その１０年先、２０年先の生徒数の減少を見据

えるとともに、未来の寒河江を担う人材育成に



設整備計画など市民生活基盤を形成する重

要な事案については、市民に対する説明をよ

り充実するため住民参加の仕組みを検討す

るよう要望します。 

 

２．上記要望の根拠及び理由 

 整備計画(案)によれば１校が望ましいと

する理由を、『今後のデジタル化やグローバ

ル化により、県内だけではなく国内を考慮し

て切磋琢磨の環境が想定されています。こう

した新しい教育の推進に対応するため、教育

資源を一つに集中し、未来の寒河江市を担う

「さがえっこ」を育成するための統一的なビ

ジョンを策定し、効率的かつ優良な教育環境

を構築していくことが重要であり…』と述べ

ています。 

①１校統合案の理由を何度読み返しても、な

ぜ１校に集約する必要があるかについては

なかなか理解しにくいところがあります。 

 そこで記述された理由を私なりに解釈す

ると、「県内より国内に視野を広げ、さらにグ

ローバルに視野を広げて切磋琢磨する環境

を整えるのが<新しい教育の推進>であり、そ

のためには教育資源を一つに集中して大規

模校をつくり統一した育成ビジョンを作っ

て、国内さらにはグローバル化に対応する人

材を育てることが重要だ」と言っているよう

に読み取れます。 

 ひと言でいえば学校規模の大きい方が望

ましい教育が出来る、という考え方が背後に

あるように思えるのですが、果たしてそうで

しょうか。小規模であれ中規模であれ、様々

な創意工夫により豊かな教育環境を創造す

ることは充分に可能なのではかいでしょう

か。 

②整備計画（案）では、『未来の寒河江市を担

う「さがえっこ」を育成するための統一的な

ビジョンを策定し、効率的かつ優良な教育環

境を構築していくことが重要であり…』とあ

ります。 

 どういうビジョンを想定しているのかは

分かりませんが、学校教育のあり方を構想す

る際に重要なことは<統一したビジョン>の

みならず<多様性の尊重>の観点を忘れない

ことではないでしょうか。 

 近年における不登校・いじめ・虐待・発達

障害・子どもの貧困など、統一した育成ビジ

ョンでは解決し得ない教育面に関わる数多

くの課題が急増しています。このような状況

が顕現したからこそ、小規模特認校など<多

様性を尊重した>対応策が打ち出されるよう

になっていると理解することができます。 

 <大規模・統一>ではなく<小規模・多様性>

向けた統一した教育ビジョンを市民のコンセ

ンサスを基に策定し、さらには、教育資源や財

源を１つに集中し、より効率的かつ、より優良

な教育環境を構築していくため、１校案を採択

することにしました。 

学校規模は大きくなりますが、ご指摘の多様

性の尊重や個への配慮は絶対に欠かすことの

できない価値であると認識しており、新しい教

育の中で重視してまいります。そして、規模が

大きくなることで、子どもたちは多様性に気付

く場面も多くなると感じております。 

 

要望の２ あり方検討委員会は、各地区代表、

各関係団体代表、保護者代表、公募委員など、

３地区を網羅し、年齢層にも配慮しながら検討

することで、より多くの市民の意見を聴取した

いと考えました。 

中学校の統合整備については、答申でも適正

規模を１つの方向性にまとめきれず、1 校案と

２校案の両論併記とせざるを得ず、他の施設と

の併設や財政の見通し等、市全体の将来像をも

勘案して市当局の判断に委ねる記載となって

おります。 

施設整備計画を検討していく中で、中学校２

校案とした場合、学区を分けないという答申を

踏まえた基本的な考え方から、陵南中学校区を

分割しないままでの陵東中と陵西中の統合と

なりますが、この２校統合によっても、年数を

経過するに従い、現在の陵東中と同等の生徒数

となり、陵南中との不均衡が生じることが懸念

されることや、コロナ禍で加速した ICT環境整

備をはじめ、新しい教育の推進への対応が急務

であることから、統合時の生徒数だけでなく、

その１０年先、２０年先の生徒数の減少を見据

えるとともに、未来の寒河江を担う人材育成に

向けた統一した教育ビジョンを市民のコンセ

ンサスを基に策定し、さらには、教育資源や財

源を１つに集中し、より効率的かつ、より優良

な教育環境を構築していくため、１校案を採択

することにしました。 

 さらに、整備にあたっては、児童生徒が個別

最適な学習と協働学習を十分に行うことがで

きる施設・設備を整備することのほか、いじめ・

不登校の未然防止への実効ある取組みに対応

した施設とすること、一人ひとりの児童生徒の

人権や多様性を尊重した施設とすることとし

ておりますので、ご理解いただきたいと思いま

す。 

 地域コミュニティとの関係について、現在、

各学校ではコミュニティ・スクールを推進して

おり、令和４年度には、市内全ての小中学校で

コミュニティ・スクールを実施していくことに

なります。 



への軸足の変化が学校教育の場面で起こっ

ているのではないか、それに対し整備計画

（案）に記述された理由はやや一面的に過ぎ

る見方ではないかと思われます。 

③とはいえ学校施設の老朽化や建て替え費

用など財政面での課題は、整備計画（案）に

大きな影響を与えているのではないかと推

察します。 

 検討委員会答申は、この点について『市学

校の老朽化は喫緊の課題のため、できるだけ

新しい施設にする必要はあるものの、一度に

２校の新築は財政的に難しいことも想定さ

れ、市内１校に統合する選択もあり得ると考

えます。』と述べています。 

 もし財政的な問題が大きいのであれば、そ

れを含め１校に統合する理由をきちんと整

理して市民に説明し、意見を求め、それをも

とに改めて検討し場合によっては修正し、再

度説明するというプロセスを踏むことが大

切です。そしてそのプロセスを担保する住民

参加の仕組みを構想する必要があると考え

ます。 

④小学校を含め学校をその地域と切り離し

て考えることはできません。学校は地域コミ

ュニティの中心、教育の礎、子育ての環境の

要、災害時の避難拠点など他の施設にはない

重要な役割と意義を持ち、その地域固有の価

値に厚みをもたらしています。謂わば地域と

いう土壌を肥沃にするための養分を与え続

ける存在と言えましょう。 

 その統廃合は人口動態はもちろん地域固

有の価値の厚みを左右する大きな地域課題

であり、２校の枠をも越えて一気に１校にす

るという選択肢は当市や当該地域にとって

大きな禍根を残すことにもなりかねません。 

⑤検討委員会答申によれば、１校に統合する

選択もあり得るとする理由の一つに『統合

後、生徒数が減少していくことは厳に予想さ

れるからです』と述べています。 

 しかし立ち止まって考えるべきは、存続す

れば維持し得たであろう人口も廃校によっ

て「更に減少させてしまう」ことであり、こ

れを忘れるべきではないと思うのです。考え

る順序を間違えれば地域は想定を超えて衰

退に向かってしまう可能性があります。 

３．むすび 

 以上、素人故の知識不足や思い込みがある

と存じますが、ご容赦願いたくお願い申し上

げる次第です。宜しくお願い申し上げます。 

コミュニティ・スクールとは、学校と地域住

民等が力を合わせて学校の運営に取り組む「地

域とともにある学校」のことで、教育委員会に

より任命された委員が一定の権限を持ち、学校

の運営とそのために必要な支援について協議

する合議制の機関として、学校運営協議会を設

置し、学校運営を行うものです。 

本市のコミュニティ・スクールの基本理念

は、各学校の抱える課題解決や未来を担う子ど

も達の豊かな成長のために、学校と地域住民等

がパートナーとなって目標やビジョンを共有

化しながら連携・協働し、「社会総がかり」で

子ども達を育む教育を実現していくことにあ

ります。 

また、コミュニティ・スクールの導入を通し

て、本市では、学校の活性化のみならず地域活

性化も推進してまいりたいと考えております。 

本計画では放課後児童クラブや地域との連

携が可能な施設整備を行うほか、学区を一つの

コミュニティとすることから、地域に根差した

学校として、新しい学校を軸にコミュニティ・

スクールを推進していくことになります。学区

が広くなっても、コミュニティ・スクールの理

念や機能は後退することはなく、現在の取組み

がしっかり息づき、さらに発展していくものと

思っております。 
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 この問題は突然の事で有り市民が納得す

るような市からの説明がほしい。学校の統合

に対して知らない人が数多くおります。なぜ

知らない人が多いのか不思議で成りません。

新第６次寒河江市振興計画において、今後、

多くの公共施設が更新期を迎えるため、施設の

更新、統廃合、長寿命化などを進めていく必要

があり、大幅な財政負担の増加が予想されるこ



それは、市の責任だと思います。だから市民

の皆さんが納得するような対応をして下さ

いませ。 

 でも、私は絶対反対を致します。統合に理

由を申します。それは、自分の母校が無くな

る事です。私は２回母校が無く成りました。

白岩中学校と寒河江中学校の２校です。その

寂しさ、悲しさをばかだと思わないで下さ

い。それは愛校精神です。 

学校の統合問題に対しては、まだまだ沢山の

問題が有ります。学校が避難場所に成ってい

る地区の人達はどうすれば良いのでしょう

か。子供たちに与える不安、友達の事、その

他沢山有ると思います。今の地区に学校が有

る無しでは、その地区にも色々な変化も出て

来るでしょう。寒河江市にとりましても大変

大きな問題と成ると思います。多くの市民の

皆さん方の声を良く聞いて皆さんが納得の

いく方向に進めていくしか方法はないので

はと私は思います。私達の卒業した学校が無

く成るという事は、郷里が無く成る様な気が

します。ですから、この学校統合の問題は、

市議会学校関係者だけでなく、市民の皆様方

との話合いで決めるしかないと思います。私

ももう高齢者です。でもこの問題は、市民・

子供達・地区の人々には大きな問題ですの

で、早急ではなくよく話し合って進めてもら

いたいと思います。寒河江市のために。 

と、そして、平成２８年３月策定の寒河江市公

共施設等総合整備計画では、保護者や関係機

関、市、学識経験者による検討会を立ち上げ、

将来の児童・生徒数の推計結果等を踏まえて、

本市における適正な教育環境・規模の方向性の

検討と同時に、早急に校舎等の長寿命化の方針

を検討することとしています。 

 これらを受け、令和元年７月にあり方検討委

員会を設立し、市立学校の適正規模・適正配置

及び寒河江市立学校の今後のあり方や将来の

学校像に対する本市の基本的な方針について

検討を重ね、令和３年１２月にその答申をいた

だいております。 

 学校のあり方検討は、将来の寒河江を担う子

どもたちが、たくましく、人間性豊かに育てて

いくために必要なこととして行ったものです。 

 本計画は、その答申結果を尊重した内容とし

ておりますので、ご理解いただきたいと思いま

す。 

 あり方検討委員会答申の市民への周知につ

きましては、答申の重要性を考慮して、市民の

皆様への周知として、ホームページへの掲載を

はじめ、町会の回覧版配布、市内学校の保護者

等で構成する「さくら連絡網」で 4,296件の全

保護者等に送信し、3,880件の閲覧をいただい

ております。 

また、学校再編については、将来の教育の展

望や地域コミュニティのあり方とも直結する

重要な事項でありますので、審議会答申ではあ

まり例のない市民の皆様への地区説明会を開

催することにしましたが、新型コロナ感染防止

のため、残念ながら一部中止となってしまいま

した。 

学校施設整備計画案につきましても、ホーム

ページへの掲載をはじめ、「さくら連絡網」で

市内 4,430 件の全保護者等に周知しておりま

す。 

さらに、新年度から学校教育課に学校再編整備

室を設け、市民のご理解を頂きながら推進して

まいります。 
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質問１ 児童生徒数の推移の中で、小中学校

ともに 2030年よりも 2040年のほうが多くな

るのはなぜですか。 

質問２ 特に中部と醍醐が大きく増えるの

はなぜですか。 

意見１ 中部小は多すぎ。分割するべき。 

意見２ ９００人超の中学校は多すぎ。反対

です。 

質問１ 寒河江市人口ビジョンにおいて、将来

の合計特殊出生率の将来目標を、2025 年

(1.70)、2030年(1.85)、2035年（2.00）、2040

年(2.10)としています。この合計特殊出生率

は、2.0を超えると人口は増加に転ずることと

なります。 

 

質問２ 児童生徒数を推計する場合、各学校の

推移を把握する必要があります。 

その推計の基となるのが寒河江市人口ビジ

ョンですが、これは国勢調査速報値をもとに 5

年間隔で市の人口を推計しています。ところ

が、学校ごとのデータとしての把握ではないた



め、国土交通省の国土技術政策総合研究所が作

成したプログラムにより、国政調査の単位区毎

に小学校区と中学校区を連動させ、学校毎に将

来の児童生徒数を推計し、本計画で使用する将

来人口としています。 

ここで将来人口に影響を及ぼす要因として、

単位区域の子どもの出生数を予測するため、出

産可能年齢の女性の数値があります。 

統計上、サンプル数が多いほど誤差の影響は

小さくなりますが、サンプル数の少ない単位区

では、１の値が全体に及ぼす影響は大きくなっ

てしまいます。さらに、将来を推計するために

誤差の大きい数に係数を掛けることとなるた

め、未来にいくに従ってその誤差は広がる傾向

を理解する必要があります。 

将来の推計値ですので、断定はできません

が、出産可能年齢の女性数が影響しているもの

と思われます。 

 

意見１ あり方検討委員会答申のなかで、学校

の適正規模・適正配置の方向性として、学区に

ついては、小学校においては、学区を合わせ統

合することはあっても、学区を分けたり、再編

することはしないことを尊重して本計画を作

成したことをご理解いただきたいと思います。 

 

意見２ 中学校の統合整備については、答申で

も適正規模を１つの方向性にまとめきれず、1

校案と２校案の両論併記とせざるを得ず、他の

施設との併設や財政の見通し等、市全体の将来

像をも勘案して市当局の判断に委ねる記載と

なっております。 

施設整備計画を検討していく中で、中学校２

校案とした場合、学区を分けないという答申を

踏まえた基本的な考え方から、陵南中学校区を

分割しないままでの陵東中と陵西中の統合と

なりますが、この２校統合によっても、年数を

経過するに従い、現在の陵東中と同等の生徒数

となり、陵南中との不均衡が生じることが懸念

されることや、コロナ禍で加速した ICT環境整

備をはじめ、新しい教育の推進への対応が急務

であることから、統合時の生徒数だけでなく、

その１０年先、２０年先の生徒数の減少を見据

えるとともに、未来の寒河江を担う人材育成に

向けた統一した教育ビジョンを市民のコンセ

ンサスを基に策定し、さらには、教育資源や財

源を１つに集中し、より効率的かつ、より優良

な教育環境を構築していくため、１校案を採択

することにしました。 

 以上により、ご理解いただきたいと思いま

す。 
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 まもなく 2 歳になる男の子の母です。 

数年後、息子が学校に通うようになると考

 あり方検討委員会の答申においては、地域コ

ミュニティの活力がなくなることへの危惧も



えると少しでも安全な登下校をしてほしい、

少しでも整備された校舎で学んでほしい、と

いう思いがあるので統合自体に大きく反対

の気持ちはありません。 

ですが、自分が昔、違う学校同士で競争意

識を持ちながら切磋琢磨し合った事や、自宅

までの登下校の道のりを自分の足で歩くこ

とでの気づきがあったりたくさんの友達や

近所の人達との交流があった事などを考え

ると、学校が少なくなってしまう代償は大き

いのかなと感じます。 

親としては子育てしやすい場所に家を持

ちたいと思うのが一般的な考えだと思うの

で、学校が少なくなり子供のいる家庭が中心

部だけに集中してしまい、ますます高齢化や

二極化が進んでしまうことはすごく残念な

事だと思います。 

出されましたが、結論として、まちづくりとい

う大きな枠組みの中での対応を希望する記載

となりました。 

 市としましても、今後地域コミュニティの活

性化を図っていく方向で検討してまいります。 

 

※ 計画（案）の修正はありません。 

 

 


