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栄区の小規模校の再編について（意見） 

                 

 

はじめに 

 

当検討委員会は、横浜市教育委員会が策定した「横浜市立小・中学校の規模

及び配置の適正化並びに通学区域制度の見直しに関する基本方針」に基づき、

栄区本郷中央連合町内会自治会、上郷西連合町会及び上郷東連合町会関係地区

の小規模校の再編について検討するため、平成 16 年７月に設置されました。 

広域の通学区域を効率的に検討するため、３つの小委員会を設け、これまで

数次（検討委員会７回、小委員会累計６回）にわたり、小規模校再編に係る諸

課題を検討し、これを取りまとめましたので、次により意見を申し述べます。 

 

１ 小規模校の再編計画案 

（１）再編に当たっての考え方 

   当関係地区の児童の教育環境の維持・向上と効果的かつ効率的な学校経 

営を行うため、小規模校化している当地区の６校の小学校を次号のとおり

に再編統合すべきである。 

また、同じく小規模校化している３校の中学校については、小学校再編 

の結果を踏まえて別途検討することとし、当面は小学校と中学校の教育の

連携を図れるよう検討されたい。 
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（２）小学校再編の実施方法・実施時期 

ア 「矢沢小学校＋犬山小学校」 

（ア） 矢沢小学校、犬山小学校の２小学校を１校に再編統合することが 

適当と考える。 

（イ） 統合後に使用する学校施設は現在の犬山小学校が適当と考える。 

（ウ） 統合の実施時期は、平成 18 年４月が適当と考えるが、統合校とし 

て使用する現犬山小学校については、大規模改修工事が必要であるこ

とから早期に工事を実施し、統合校として、ふさわしい教育環境を整

備されたい。 

なお、その際、工事を早期に終了するために、工事期間中の平成

18 年度１年間は、現矢沢小学校を仮に使用し、工事終了後の平成 19

年度に現犬山小学校の場所に設置する新校に移転することが適当と

考える。 

（エ）平成 17 年度は、両校の教育内容、行事等を調整し、十分な事前交

流を図られたい。 

 

イ 「野七里小学校＋上郷南小学校」 

（ア） 野七里小学校、上郷南小学校の２小学校を１校に再編統合するこ 

とが適当と考える。 

（イ）統合後に使用する学校施設は現在の上郷南小学校が適当と考える。 

（ウ）統合の実施時期は、平成 18 年４月が適当と考えるが、統合時期ま

でに、野七里小学校の保護者が懸念している通学安全対策について、

十分配慮されたい。 

なお、統合後に使用する施設については、再編により新たにスタ  

ートする学校にふさわしい教育環境を整えられたい。 

（エ）平成 17 年度は、両校の教育内容、行事等を調整し、十分な事前交

流を図られたい。 

 

ウ 「公田小学校＋桂台小学校」 

（ア） 公田小学校、桂台小学校の２小学校を１校に再編統合することが 

適当と考える。 

（イ） 統合後に使用する学校施設は、現在の桂台小学校が適当と考える。 

（ウ）両校は、推計上は当面適正規模の範囲内であるため、今後の児童数

の減少傾向をみながら継続して検討することが適当と考えるので、新

学校名や統合時期等については別途意見を申し述べる。 
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２ 通学区域の変更 

  次の区域において、通学区域を変更することを検討されたい。 

（１）現野七里小学校の通学区域である「上郷西ヶ谷団地、上郷西ヶ谷ハイツ、 

ライオンズマンション港南台南、港南台コートハウス」を「現矢沢小学校

と現犬山小学校」の統合校の通学区域に変更されたい。 

（２）現矢沢小学校と現桂台小学校とに分かれている「湘南桂台自治会」の通 

学区域を「公田小学校と桂台小学校」の統合校の通学区域に統一されたい。 

（３）いずれの場合も、変更する際は在校生に対する経過措置を考慮されたい。 

（４）変更時期については、統合時期に合わせて設定されたい。ただし、（２） 

については、早期変更の要望があるので、平成 18 年４月に実施されたい。 

 

３ 統合校の学校名 

（１）矢沢小学校と犬山小学校の統合校の学校名については、「上郷小学校」と 

することが望ましい。 

（２）野七里小学校と上郷南小学校の統合校の学校名については、「庄戸小学校」 

とすることが望ましい。 

 

４ 通学安全要望 

（１）矢沢小学校と犬山小学校の通学区域における通学安全については、平成

18 年度と同 19 年度以降に分けて対応されたい。 

ア 平成 18 年度：現矢沢小学校に通学するため、環状４号線沿いからの通

学児童についてスクールバスの運行または路線バス使用時の定期代補助 

を検討されたい。 

イ 平成 19 年度以降：上郷西ヶ谷団地方面の横断歩道の設置と一時停止の

標識の設置を検討されたい。 

ウ その他別表（３－１－（１））及び地図（３－１－（２））における通学

路内での通学安全要望箇所についての安全対策を図られたい。 

 

（２）野七里小学校と上郷南小学校の通学区域における通学安全については、

次のとおり対応されたい。 

  ア 八軒谷戸交差点の安全横断については、歩道橋の設置を含めた恒久的

な安全対策を実施されたい。その間の暫定措置として、スクールバスの
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運行または交通安全指導員の配置を図られたい。 

イ その他別表（３－２－（１））及び地図（３－２－（２））における通

学路内での通学安全要望箇所についての安全対策を図られたい。 

 

５ 統合により生じる土地・建物の活用に関する要望 

  検討委員会で出された要望については、別表（別紙４）として記載したの

で参考とされたい。跡施設利用については、別に地域で検討する場を設ける

ことを検討している。その際には必要に応じて区役所及び市関係部局の協力

を願いたい。 

 

６ その他小規模校再編及び通学区域に関すること 

 新たな「上郷小学校」、「庄戸小学校」の歴史を築くため、「上郷小学校」

と「庄戸小学校」は、これまで各校が築いてきた歴史を尊重し、できるかぎ

りこれを保存・記録されたい。加えて、地域とともに歩む新たな歴史を築い

ていくことにより、地域住民や卒業生が「故郷」と感じられるような開かれ

た学校づくりを推進されたい。 

 

７ まとめ 

  当検討委員会は、小規模校に就学する児童の教育環境の向上を目的とし、

一年にわたり検討を重ねてきた。今後は、今回の再編統合を一つの契機とし

て、学校を取り巻く環境がより良くなることを期待する。そして、そのこと

により、それぞれの学校に通う子どもたちの健やかな成長を願うものである。 

横浜市においては、今回の意見書を踏まえ、地域住民との協働を進めるな

かで、当地区がよりよいまちとなるよう各種事業を推進されるよう要望する。 

   

 

添 付 

別紙 １   委員名簿 

別紙 ２   検討経過 

別紙 ３－１ (1)通学安全要望一覧、(2)地図(矢沢小、犬山小) … HP 上省略 

別紙 ３－２ (1)通学安全要望一覧、(2)地図(野七里小、上郷南小) … HP 上省略

別紙 ４   統合により生じる土地・建物の活用に関する要望（参考） 
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｝

別紙　１　

｛委員名簿 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（役職名は就任時）

役　　　　職　　　　名

　委員長 　本郷中央連合町内会自治会会長

　副委員長 　上郷西連合町会会長

　上郷東連合町会会長

　委員 　本郷中央連合町内会自治会代表（桂台団地自治会会長）

　同　　　　　　　　　　　　　（湘南桂台自治会会長）　

　同　　　　　　　　　　　　　（フロ－ラ桂台自治会副会長）　

　同　　　　　　　　　　　　　（民生委員、主任児童委員）　

　上郷西連合町会代表（主任児童委員）

　同　　　　　　　　（上郷西ヶ谷ハイツ自治会会長）　

　同　　　　　　　　（青少年指導員協議会会長）　

　同　　　　　　　　（上之町内会会長）　

　上郷東連合町会代表（上郷東シニアクラブ連合会会長）

　同　　　　　　　　（上郷町内会副会長）　

　同　　　　　　　　（上郷東民生・児童委員協議会会長）　

　同　　　　　　　　（保護司・学識経験者）　

　公田小学校ＰＴＡ会長

　桂台小学校ＰＴＡ副会長

　矢沢小学校ＰＴＡ会長

　犬山小学校ＰＴＡ会長

　野七里小学校ＰＴＡ会長

　上郷南小学校ＰＴＡ会長

　公田小学校校長

　桂台小学校校長

　矢沢小学校校長

　犬山小学校校長

　野七里小学校校長

　上郷南小学校校長

　桂台中学校校長

　上郷中学校校長

　庄戸中学校校長

　栄区副区長



｛再編校別小委員会委員名簿｝
　　　◎は座長、◇は小委員会委員のみ

（役職名は就任時）
＜矢沢小＋犬山小＞小委員会

役　　　　職　　　　名
　上郷西連合町会代表（主任児童委員）
　同　　　　　　　　（上郷西ヶ谷ハイツ自治会会長）　

◎ 　同　　　　　　　　（青少年指導員協議会会長）　
　同　　　　　　　　（上之町内会会長）　
　本郷中央連合町内会自治会代表（フロ－ラ桂台自治会副会長）
　矢沢小学校ＰＴＡ会長
　犬山小学校ＰＴＡ会長
　矢沢小学校校長
　犬山小学校校長
　上郷中学校校長

◇ 　上郷西連合町会（尾月自治会会長）
◇ 　同　　　　　　（上郷西ヶ谷団地自治会会長）
◇ 　矢沢小学校ＰＴＡ（校外副委員長）
◇ 　犬山小学校ＰＴＡ（校外委員長）

＜野七里小＋上郷南小＞小委員会
役　　　　職　　　　名

　上郷東連合町会代表（上郷東シニアクラブ連合会会長）
　同　　　　　　　　（上郷町内会副会長）　
　同　　　　　　　　（上郷東民生・児童委員協議会会長）　

◎ 　同　　　　　　　　（保護司・学識経験者）　
　野七里小学校ＰＴＡ会長
　上郷南小学校ＰＴＡ会長
　野七里小学校校長
　上郷南小学校校長
　庄戸中学校校長

◇ 　上郷東連合町会（みどりが丘自治会会長）
◇ 　同　　　　　　（平成16年度上郷ネオポリス自治会副会長）
◇ 　同　　　　　　（平成17年度上郷ネオポリス自治会会長）
◇ 　野七里小学校ＰＴＡ副会長（平成17年度）
◇ 　上郷南小学校ＰＴＡ会長　（平成17年度）

＜公田小＋桂台小＞小委員会
役　　　　職　　　　名

　本郷中央連合町内会自治会代表（桂台団地自治会会長）
◎ 　同　　　　　　　　　　　　　（湘南桂台自治会会長）　

　同　　　　　　　　　　　　　（民生委員、主任児童委員）　
　公田小学校ＰＴＡ会長
　桂台小学校ＰＴＡ副会長
　公田小学校校長
　桂台小学校校長
　桂台中学校校長

◇ 　本郷中央連合町内会自治会（朝日平和台自治会会長）
◇ 　同　　　　　　　　　　　（湘南ハイツ自治会会長）
◇ 　同　　　　　　　　　　　（公田ハイツ自治会会長）
◇ 　公田小学校ＰＴＡ（担当委員長）
◇ 　桂台小学校ＰＴＡ（地区委員長）



別紙　２
｛検討経過｝

開催日 会　場 検　　討　　内　　容

第１回 平成１６年 栄区役所 現状と課題

7月6日 見直しの考え方と方策

栄区の検討対象校

第２回 8月27日 栄区役所 検討対象校及び地域の現況

再編案（提案）

第３回 9月30日 栄区役所 再編案（検討）

今後の進め方

第４回 11月4日 栄区役所 実施時期（提案）

新学校名の選定（提案）

小委員会の設置（提案）

第５回 12月15日 栄区役所 実施時期（検討）

新学校名の選定（検討）

小委員会の設置（検討）

第１回 平成１７年 栄区役所 公田小＋桂台小：検討事項の確認と今後の進め方

小委員会 1月30日 野七里小＋上郷南小：新学校名の選定と通学安全要望（検討）

2月6日 桂台ケアプラザ 矢沢小＋犬山小：新学校名の選定と通学安全要望（検討）

第６回 3月7日 栄区役所 小委員会報告

通学区域の一部変更（提案と検討）

跡施設活用（要望）

第２回 3月22日 上郷中学校 矢沢小＋犬山小：新学校名の取りまとめと通学安全要望（検討）

小委員会 3月24日 光明寺 野七里小＋上郷南小：新学校名の取りまとめと通学安全要望（検討）

第３回 5月31日 光明寺 野七里小＋上郷南小：通学安全要望の取りまとめ

小委員会

第７回 6月15日 栄区役所 小委員会報告

意見書の取りまとめ



別紙　４

統合により生じる土地・建物の活用に関する要望（参考）

　図書館、児童館、コンサート会場、工作室、作業所、卒業生の思い出のスペース、

　スポーツ公園、多目的広場、フリーマーケット場、ゲートボール場、市民グランド、

　プール開放、スポーツジム、スポーツクラブ（子ども）、テニスコート、市民公園、

　地域コミュニティセンター、各自治会・福祉グループ利用室、災害時避難場所、

　未就学児プレイルーム、老人福祉施設（ホーム、デイケアセンター、介護）、

　保育園、養護学校、専門学校、大学等の研究室、インターナショナルスクール、

　企業貸し出し

順不同
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