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第１編 江別市立小中学校適正配置の基本的考え方 

 

 

１．はじめに 

 

江別市は、平成元年頃から活発な宅地造成やマンション建設等に支えられ、人口流入により児童

生徒の増加が続いていましたが、少子化の進行等により学齢人口が平成１０年をピークに減少傾向

となってきております。 

こうした児童生徒数の減少は、学校教育を集団で行うことを基本としている中にあって、児童生

徒の教育条件、教育環境、学校運営等に様々な影響を及ぼしてきます。また、新学習指導要領の実

施、ＩＴ社会の到来により、学校教育を取り巻く社会環境も大きく変化してきており、子どもたち

にとって望ましい教育環境の整備や学習施設の充実を図っていかなければなりません。 

本編は、これらの課題の解決に向けて、江別市立小中学校の適正な学校の規模の確保を目指し、

学校の適正配置へ向けた考え方や今後の取り組みについて、江別市教育委員会の基本的な考え方と

してまとめたものです。 

施策の推進にあたっては、「第５次江別市総合計画」との整合性を図るとともに、個々の事例ご

とに具体的な方策を検討し、関係者の理解と協力を得て、次代を担う子どもたちにより良い教育環

境を提供するよう整備を進めていきます。 

 

 

２．小中学校の現状と今後の児童生徒数の予測 

 

（１）小中学校の現状 

 現在、市立小中学校は、小学校が１９校、中学校が１０校あり、平成２０年５月１日現在の児童

生徒数は、小学校児童数６，９２９人、中学校生徒数４，０１２人、合計１０，９４１人となって

います。これをピーク時の平成１０年の児童生徒数と比較すると、小学校児童数は８，４３４人に

対し１，５０５人の減少（△１８％）、また中学校生徒数は、平成１０年４，６３５人に対し６２

３人の減少（△１３％）となり、合計すると、２，１２８人の減少（△１６％）となっています。 

 これは、市内で も規模の大きい上江別小学校の２校分にも相当する急激な減り方です。 

また、学校規模を普通学級の数からみても、減少傾向にある学校が増えています。１１学級以下

の比較的小規模な学校を例にとると、この１０年間で、小学校が５校から１０校に、中学校が２校

から４校にそれぞれ増えています。 

なお、平成２０年の１校当たりの児童生徒数の平均は、小学校３６５人、中学校４０１人、１校

当たりの学級数の平均は、小学校１２．１学級、中学校１２．０学級、１学級当たりの児童生徒数

の平均は、小学校３０．０人、中学校３３．１人となっています。 

  

   ※資料１ 江別市立小中学校の児童生徒数、学級数の推移 

   資料２ 学校別児童生徒数の推移 

   資料３ 学校別学級数の推移 

   資料４ 平成２０年度児童生徒数 
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（２）今後の児童生徒数の予測 

平成２０年５月１日現在、本市の人口は１２３，１００人で、平成１２年度までは順調な人口増

が続いていましたが、平成１７年を境に緩やかな減少に転じています。 

 また、本市においても少子高齢化が進行していますが、平成２０年時点での実際の児童生徒数と

未就学児の人数を基に将来推計しますと、小学校の児童数は、平成２５年では６，０００人程度（２

０年対比：１３％減）、また、中学校の生徒数は、平成２５年では３，４００人程度（同１６％減）

となり、現在よりも小中学校あわせて１，５００人程度の減少となる見込みであり、その後も児童

生徒数の減少が続く見込みです。 

 なお、この平成２５年の児童生徒数の推計人数の規模は、平成２０年現在の１校当たりの平均児

童生徒数（学校規模の平均）で割り返し、単純に学校数を計算してみると、小学校で２～３校、中

学校で１～２校程度が減少する数に相当します。 

※資料５ 学校別児童生徒数、学級数の推計  

 

児童生徒数の予測
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３．学校の適正規模 

 

（１）学校規模による課題 

子どもたちの教育環境として、どの程度の規模の学校が適正であるかについては、各種の理論や

学説はあるものの、決定的な理論的根拠は存在しない状況にあります。 

学校規模の大小による学校教育への影響については、教育効果や学校経営の観点から様々な課題

が指摘されていますが、一般的に次のようなことが言われています。 

小規模校では、きめ細やかに指導の手が入り、親近感あふれる学校経営を進めやすいことや、施

設・設備が余裕をもって利用できるなどの利点がある反面、多くの友達の多様なものの見方、考え

（注）※ 平成２１年以降は平成２０年５月現在の児童生徒、未就学児数を基に過去２年の伸び率など 

    を考慮した予測数。 
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方を学んだりする機会が少なくなり、特に１学年１学級の単学級になると、クラス替えがないため、

子ども同士の関わりが固定化するおそれがあり、また、学校行事や部活動などの教育活動に制限が

出る可能性があります。 

特に中学校の場合は、教科担任制をとっているため、小規模校においては教科数を満たす教員数

の確保が難しくなり、校務分掌が増えることなども含め、教員の負担も大きくなってきます。 

一方、大規模校では、多くの友達や教職員と出会い交流することにより、人間関係を広げること

ができ、また、様々な人との関わりの中で切磋琢磨することで、社会性が育ちやすいなどの利点が

ある反面、体育館や特別教室などの利用に制限を受け、校外学習の活動内容や安全面などで様々な

支障が生じる可能性があります。 

            ※資料６ 小規模校の一般的なメリット・デメリット 

 

（２）学校規模等と法的基準 

 

① 学校規模について 

学校規模は、学校教育法施行規則第４１条において「小学校の学級数は１２学級以上１８学級以

下を標準とする（同規則第７９条により中学校についてもこの規定を準用）」と規定されています。 

また、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条に、適正な学校規模の

条件として「学級数がおおむね１２学級から１８学級までであること」（統合する場合は２４学級

まで）とされています。この規定を各学年の学級数にあてはめると、小学校では各学年２学級から

３学級、中学校においては各学年４学級から６学級の構成となります。 

また、旧文部省助成課資料「これからの学校施設づくり」（昭和５９年）では、次のとおり学校

規模を学級数で分類しています。 

 

 

 

 

 

 さらに、北海道教育委員会では、平成１９年に「公立小中学校における標準的な学校規模の考え

方」をまとめています。これは、複式校が多い道内の状況を考慮し、市町村が子どもたちの良好な

教育環境を検討する際の情報の一つとして示されたもので、小学校では１２学級から１８学級まで、 

中学校では９学級から１８学級までを標準的な学校規模としています 

 

② 学級編制について 

学級編制は、「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」（義務教育標

準法）第３条で規定されている１学級の児童生徒数を基準として、都道府県教育委員会が定めるこ

とになっています。具体的には、１学級の児童生徒数の標準を４０人として各学年の学級数が決ま

り、学級数に応じて教職員の総数が決まる仕組みになっています。また、複式学級（数学年の児童

生徒が１学級で編成される）の編制基準は、小学校１６人（第１学年の児童を含む学級は８人）、

中学校８人となっています。 

なお、平成１４年度から、児童生徒の実態を考慮して必要がある場合に、国の標準を下回る数を

定めることができるようになり、北海道教育委員会は、平成１６年度から小学校１年生において１

学年が２学級以上あり１学級の平均児童数が３５人を超える学校で、３５人学級を実施しています。 

統合の場合の適正規模    
学校規模 過小規模 小規模 

適正規模  
大規模 過大規模 

学級数 1～5 6～11 12～18 19～24 25～30 31以上 
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 また、平成１７年度からは、一定条件のもとで、小学校２年生まで対象学年が拡大しています。

中学校では平成１８年度から、１年生において１学年が２学級以上あり１学級の平均生徒数が３５

人を超える学校で、３５人学級を実施しています。              

※資料７ 教職員定数配置基準、学級編制の標準及び基準 

③ 通学区域について 

 学校教育法施行令第５条第２項において、「市町村の教育委員会は、当該市町村の設置する小学

校又は中学校が２校以上ある場合においては、就学予定者の就学すべき小学校又は中学校を指定し

なければならない」と規定されています。市町村の教育委員会は、これを受けて、通学距離、通学

時間、河川や幹線道路等の地理的条件、地域の意向や歴史的経緯などを踏まえ、通学区域を定めて

います。（通学距離は小学校で４ｋｍ以内、中学校で６ｋｍ以内の定めがある。） 

 ※資料８ 通学区域図 、資料９ 学校間距離 

 

（３）本市の実情に即した適正規模 

 学校の規模は、そこで展開される教育活動や児童生徒の学校生活を左右する重要な条件の一つで

あり、また、これからの学校教育には、児童生徒が様々な人間関係を体験することにより、豊かな

人間性や社会性、思いやりのある心を育てていく役割が強く期待されています。 

このことから、子どもたちにとってより良い学校教育の充実を目指して、教育環境・学校経営・

地域との関係の観点、また、国の基準や他都市の例などを参考とし、平成１８年４月の学校適正配

置検討懇談会の提言を踏まえ、本市の実情に即した適正規模を次のとおりとしています。 

 

※ 江別市小中学校の適正規模の考え方 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、その後、平成１９年７月に北海道から標準的な学校規模として、小学校は１２～１８学級、

中学校は９～１８学級とすることが示されましたが、本市で定めた適正規模は、その範囲内にある

ため、見直しは行っていません。学校規模のとらえ方については、現行制度のもとでは学級数を基

礎に考える必要があることから、学校規模を学級数で考えます。なお、この場合の学級数とは普通

学級を指しますが、適正配置を行う際には特別支援学級の設置にも十分な配慮を行います。 

 

① 望ましい規模（適正規模） 

小学校では、１学年１学級の単学級の解消を図り、クラス替えが可能な１学年２学級を確保する

こととします。 

中学校では、教科担任制であり、各教科に専門の教員を確保することが必要となります。授業時

数の多い主要５教科については、複数の教員の配置が望ましく、選択教科の充実や生徒指導への対

応のためにも、一定の教員数が必要となります。また、本市では一部の中学校を除きほぼ２校の小

学校から１校の中学校に進学している状況であることから、小学校の各学年の２倍の学級数（１学

学級数 1～5 6～11 12～18 19～24 25～30 31以上 
国の

基準 
学校規

模 
過小規模 小規模  適正規模    

統合の場合の

適正規模 
大規模 過大規模 

江別市の 

考え方 

過小規模

校 

許容できる

学 校 規 模

（下限） 

望ましい規模（適

正規模） 

※中学校は18が 

許容できる上限 

許容できる学

校規模（上限） 

※中学校は大

規模校 

大規模

校 

過大規模

校 
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年４学級）を確保することとして、全校の学級数が１２学級以上あることが望ましいと考えます。 

よって、小中学校とも１２学級を確保することとし、大規模校の持つデメリットを考慮するなか

で法令等の基準も参考として、小中学校ともに１８学級までとします。 

 

② 許容できる範囲 

本市においては、１１学級以下の学校や１８学級を超える学校においても、各学校の努力や創意

工夫により教育水準を維持しながら学校経営がなされており、今後も全市的に児童生徒数の減少が

見込まれることなどを考慮して、許容できる学校規模の範囲を以下のとおりとします。 

  

下限について 

■ 小学校 

小学校では、１学年１学級であっても、適切な数の集団を編成できる学級規模が維持されるなら

ば、少人数学級の利点を生かし、教育環境のマイナス面を小さくすることは可能と考えられます。

現在でも児童数によっては、１学級２０人で学級編制をする場合もあり、それらを勘案すると、少

なくとも１学級に２０人程度（４人×５グループ）の児童数が望ましいと考えられます。 

よって、小学校の下限を６学級（１学級×６学年、児童数は１２０人程度）とします。 

 

■ 中学校 

中学生は大人になる過渡期にあり、たくさんの人々と接し、友達と切磋琢磨しながら、多くの体

験を通して成長する場が必要です。生徒の自立を促進し、たくましく生きる力を育成するうえでは、

集団の固定化は避けなければなりません。クラス替えが可能な１学年２学級（生徒数４１～８０人）

が維持されるならば、教育環境のマイナス面を小さくすることが可能と考えられます。 

よって、中学校の下限を６学級（２学級×３学年、生徒数は１３０人程度）とします。 

 

上限について 

小学校では、教室不足など施設的な課題がない限り、同学年４学級までの２４学級、中学校では、

総合学習や選択教科等、学年全体での活動を考えて適正規模と同じく同学年６学級までの１８学級

とします。 

     

③ 上記以外の学校の取り扱い 

本市の実情に即した適正規模は上記のとおりとしますが、適正規模から外れる学校においても、

地域の地理的条件や歴史的経緯を踏まえ、現在、地域に根ざした学校づくりを積極的に展開してい

ます。そのため、適正規模を外れるから直ちに不適正ということにはならないこととします。 

 

 

４．学校の適正配置 

 

（１）学校の適正配置の方法 

 学校の適正規模化に向けた適正配置の具体的な方法としては、通学区域の変更・学校の統廃合・

学校の規模は、小学校でおおむね１学年２～３学級、中学校ではおおむね１学年４～６学級、

すなわち１２～１８学級を望ましい規模（適正規模）とします。 
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分離新設が考えられ、適正規模の安定的な確保と、バランスのとれた学校配置を基本として、児童

生徒数の推計、通学距離、通学時の安全性、地理的条件、地域社会との関わりなど十分考慮しなが

ら対応していく必要があります。 

  

（２）適正配置の基本的な考え方 

具体的には、次の考えを基本として学校の適正配置の取り組みを進めます。 

① 許容できる学校規模の下限（学級数が６学級）に満たない過小規模校については、近接の学校

との統合を基本として、学校規模の適正化を図ります。 

 

② 特に中学校においては、身体的にも精神的にも大きく成長する時期であることから、学校行事

やクラブ活動等を通して様々な活動ができる教育環境を整えることが、より望ましいといえます。

そのような意味からも、中学校への対応を早急に考えていく必要があります。 

 

③ 許容できる学校規模にある小規模校（学級数が６～１１学級）については、通学区域の状況、

隣接校との距離、地域の特性、将来動向などを見極めるとともに、校舎の老朽改築時期も考慮し

て、統廃合や通学区域変更等について検討を行い、学校規模の適正化を図ります。 

 

④ 大規模校（小学校２４学級超、中学校１８学級超）については、今後、全市的に児童生徒数の

減少が見込まれることから、地域の特性や将来動向、学校の保有教室数などを見極めながら、校

舎の増改築や通学区域の変更を基本として、学校規模の適正化を図ります。 

 

 

５．適正規模化へ向けた今後の対応 

 

（１）学校規模ごとの学校数の将来推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２０年 平成２５年 学校規模 

（普通学級） 小学校 中学校 小学校 中学校 

備考 

（平成２５年） 

過小規模校（1～5学級） ２ ２ ２ ２ 
角山小中（併置校）、

北光小、江北中 

小規模校（6～11学級） 

※許容できる学校規模 （下限） 
８ ２ ７ ３  

適正規模校（12～18学級） 

※理想的な規模   （適正規模） 
６ ５ ８ ５ 

 

 

統合の場合の適正規模校（19～24学級） 

中学校の上限は適正規模と同じ(18学級) 

※許容できる学校規模 （上限） 

２ 

江別第二小 

対雁小 

 ２  
対雁小 

上江別小 

大規模校 小学校（25～30学級） 

     中学校（19～30学級） 

１ 

上江別小 

１ 

野幌中 
０ ０ 

 

 

過大規模校（31学級以上） ０ ０ ０ ０ 
 

 

 

学校名は 

資料５参照 
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平成２５年においては、大規模校はなくなり、また、過小規模の学校については、平成２０年と

同数の４校であり、残りは６～２４学級の範囲にあると予測されます。 

 

（２）適正規模化へ向けた今後の対応 

適正規模化へ向けた取り組みは、学校が地域との連携・交流の場として地域コミュニティの醸成

に果たしてきた役割や、歴史的経緯・地理的条件といった地域事情に十分配慮し、緊急性を見定め

慎重に行うことが望ましく、地域の特性や将来動向を見極めながら段階的に取り組みを進めていき

ます。 
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第２編 江別市学校適正配置基本計画（平成２１年～平成２５年） 

 

１．はじめに 

 

 このたび策定する江別市学校適正配置基本計画は、第５次江別市総合計画（平成１６年～平成２

５年）の後期基本計画（平成２１年～平成２５年）に沿って策定するものです。 

 前期基本計画（平成１６年～平成２０年）中には、平成１７年４月に江別小学校及び江別太小学

校の通学区域の見直しがあり、また同時期に学校選択制の導入による通学可能な範囲の拡大を図っ

てきたところです。 

 後期基本計画においては、多様なクラブ活動が選択でき、クラス替えも可能な学校の適正配置を

意識し、施策０５０１「子どもの可能性を伸ばす教育の充実」の基本事業０４「教育環境の充実」

の目的に「学校の適正規模化を推進し」との文言を取り入れ、学校の統廃合を伴う適正配置により、

当面急いで取り組む必要のある学校の適正規模化を進めてまいります。 

  

基本事業050104 成 果 指 標 現状(H19) 後期目標 

教育環境の充実 適正規模（12～18クラス）の学校の割合 ４４．８％ ５０．０％ 

 

 

２．第５次江別市総合計画後期基本計画期間において対応する学校 

 

 第１編の「５．適正規模化へ向けた今後の対応」の（１）学校規模ごとの学校数の将来推計の表

において、計画 終年度の平成２５年時点でなお、過小な規模にある学校を当面急いで取り組む必

要のある学校と位置づけ、計画の対象校とします。 

 また、通学区域が狭い又は学校間距離が近接した状況にある小規模校で、校舎が老朽化している

学校についても、耐震化や教育的設備・環境の整備を進める観点から、改築の方向で計画の対象校

とします。 

 

 

３．まちづくりに位置づけた学校建設 

 

 教育行政は、今後のまちづくりの中で、総合計画後期基本計画はもちろん、土地利用、交通体系、

人口推移、災害対策など都市計画の側面、さらには市の経済政策や福祉政策など、市政全般と密接

な関連を有しています。特に学校は避難場所としての役割も担い、機能の充実が求められます。 

 そのため、これからの学校適正配置においては、中長期的な観点からまちづくりを見通す中で、

地域にとってふさわしい学校の姿や配置を検討していくことが必要です。 

 後期基本計画の施策「市街地整備の充実」では、その目的を「機能的で魅力的な市街地やまち並

みを形成し、市民が暮らしやすいまちづくりを目指します。」としており、学校を改築する場合に

も、各種機能が集約されたコンパクトなまちづくりの視点を取り入れていかなければなりません。 

 そのため、単なる学校教育の施設としての機能だけでなく、防災拠点としての機能を高めたり、

例えば児童福祉施設など複合的な機能を併せ持った学校づくりを構想し、児童生徒が減少しても、

その地域の中心的、シンボル的な役割を果たし、将来に渡る都市形成の中で、望ましい地域コミュ

ニティづくりに寄与できることを目指します。 
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４．江別市学校適正配置基本計画 

 

（１）対象校 

 ア）現在過小な規模にあり、今後も現状の規模で推移すると見込まれる学校 

   江北中学校、角山小中学校 

 

 イ）通学区域が狭い又は学校間距離が近接した状況にあり、校舎が老朽化している小規模校 

    江別小学校及び江別第三小学校 

 

（２）適正配置の進め方 

  ①江北中学校を江別第三中学校に統合する。 

  ②角山小中学校を近接の小中学校に統合する。 

  ③江別小学校と江別第三小学校を統合し、校舎を改築する。 

 

（３）協議方法 

  各対象校の校区地域において地域協議会を設立し、学校の統合についてさまざまな視点から十 

 分に協議し、理解が得られれば、具体的な内容を実施計画に盛り込む。 

 

（４）対象校の現況 

 

 ●児童生徒数・学級数の推移（２１年以降は、２０年５月時点での推計値）単位：人（学級） 

 Ｈ２０年 Ｈ２１年 Ｈ２２年 Ｈ２３年 Ｈ２４年 Ｈ２５年 

江北中 ３５（３） ３５（３） ２３（３） ２６（３） ２４（３） ２７（３） 

角山小 １３（３） １５（３） １３（３） １２（３） １３（３） １０（３） 

角山中 １６（３） １０（２）  ９（２）  ６（１）  ７（２）  ７（２） 

江別小 ２０９(6) ２０８(6) ２１２(6) ２００(6) １８１(6) １６９(6) 

第三小 ２９６(11) ３０２(11) ２９８(11) ３０８(11) ２９８(11) ２９８(11) 

 

 ●対象校の概況 

 

 ①江北中学校 

  昭和４１年に美原中、篠津中、八幡中の３中学校が統合して開校し、昭和４２年の学校基本調 

 査では、生徒数２０９人、学級数は６学級でした。しかし、その後は生徒数が減少し、昭和５５ 

 年には１００人の大台を割り込み、平成２０年度は生徒数３５人となりました。１学年１学級ず 

 つの単学級であり、クラス替えができない状況が続いています。 

  

 ②角山小学校・角山中学校 

  角山小学校は、大正８年に公立西角山小学校として開校し、角山中学校は昭和３５年に第三中  

 学校角山分校として開校しています。市内では唯一の小中併置校で、児童生徒数は昭和５５年を 

 境に１００人の大台を割り、その後も減少が続いています。学級編制において、小学校は既に複 

 式となっていますが、今後、中学校の複式化も見込まれ、教育環境に与える影響が懸念されます。 
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 ③江別小学校・江別第三小学校 

  江別小学校は明治１９年に開校し、第三小学校はその分離校として昭和４年に開校し、ともに 

 長い歴史を有しています。特に江別小学校はかつて通学区域も広く、児童数も多い管内有数の学 

 校でしたが、平成１１年に分離校として上江別小学校が開校したことにより、通学区域も狭くな 

 り、児童数も大きく減少しました。 

  江別小、第三小ともに校舎の老朽化が進み、戦後にレンガ造で建設された も古いレンガ棟は、 

 江別小が昭和２８年に建築、第三小が昭和２６年に建築されたものです。 

 

（５）通学区域の見直し 

  基本計画では、学校の統合による適正配置を進めることとしており、当然、それに伴って小中 

 学校の通学区域が変更となりますが、それ以外の通学区域の見直しについては、計画の対象校に 

 関わる範囲内において検討することといたします。 

 

 

５．中長期的な視野での対応を要する学校 

 

学校適正配置を段階的に進めていく方針の下で、基本計画には含まれないものの、中長期的な視

野から見ると対応が求められる学校については、児童生徒数の推移や校舎の老朽改築時期等を考慮

する中で、対応すべき優先度を見定めながら後年次の計画の中で適正規模化へ向けた方策の検討を

行います。 

本市の小中学校の校舎は、建築後相当の年数を経過している学校が多く、経年による建物の損耗

や老朽化の改善のため大規模改造工事を行うなどして、毎年、施設等の整備に努めています。 

校舎の建替えを考えた場合、建築後５０年を建替えの目安としても、いずれは改築の時期を次々

と迎えることになります。改築には建物だけでも相当な経費がかかると見込まれ、国庫補助を受け

たとしても大きな財政負担になります。 

このため、校舎の改築を進めていくに当っては、建替えに多額な費用を要すること、また、建替

えられた校舎は５０年間使用することを想定して建てる施設であることから、適正規模が安定的に

維持できるよう、近接の学校との統廃合による適正規模の確保について計画的に進めます。 

                             ※資料10 校舎建築年一覧表 

 

●平成２５年における小規模な学校（基本計画の対象校を除く） 

 

①豊幌小学校 ６学級 １３１人   

  許容される下限の６学級、１２０人程度という基準を満たすものの、平成２０年から２５年 

 までの５年間での児童の減少率が２８．０％と大きい。 

 

②野幌小学校 ６学級 ９１人 

  特認校として、１学級概ね１６人定員の受入れを前提としているため、例外扱い。 

 

③大麻泉小学校 ６学級 １８９人 

  許容される下限の６学級、１２０人程度という基準を満たすものの、平成２０年から２５年 

 までの５年間での児童の減少率が２３．２％と大きい。 
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④北光小学校 ３学級 ２６人 

  許容される下限の６学級、１２０人程度という基準を大幅に下回り、平成２０年から２５年 

 までの５年間での児童の減少率も４４．７％と非常に大きい。基本計画では同一地区にある中 

 学校の対応を優先したため対象校とならなかったが、将来的には対応が必要になってくる。 

 

⑤文京台小学校 ６学級 １４０人 

  許容される下限の６学級、１２０人程度という基準を満たすものの、平成１９年から１学年 

 １学級となり、クラス替えができなくなっている。平成２０年から２５年までの５年間での児 

 童の減少率は１２．５％で小学校全体の減少率１２．８％とほぼ同じ。 

 

⑥いずみ野小学校 ８学級 ２１３人 

  許容される下限の６学級、１２０人程度という基準を満たすものの、平成２０年から２５年 

 までの５年間での児童の減少率が３７．７％と非常に大きい。新興住宅地に特有の現象が表わ 

 れている。 

 

⑦江別第二中学校 ９学級 ２９３人 

  許容される下限の６学級、１３０人程度という基準を満たし、クラス替えも可能。平成２０ 

 年から２５年までの生徒の減少率は１９．７％で、中学校全体の減少率１６．４％をやや上回 

 っている。 

 

⑧大麻東中学校 ８学級 ２８８人 

  許容される下限の６学級、１３０人程度という基準を満たし、クラス替えも可能。平成２０ 

 年から２５年までの生徒の減少率は１６．３％で、中学校全体の減少率１６．４％とほぼ同じ。 
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