
1

北広島団地内小学校の新たな適正配置住民説明会

と き 平成 20 年 2 月 22 日（金）

ところ 広葉小学校 体育館

じかん 19：00～22：00

参加者 40 名

市長部局 市民部長 三熊 秀範

子育て担当理事 高田 信夫

都市計画課長 児玉 正輝

市民生活課長 武田 隆

児童家庭課長 八町 史郎

土木事務所長 高橋 孝一

政策調整課主査 渡辺 啓一

都市計画課主査 原田 昭彦

都市計画課主任 菊地 徳久

事務局 教 育 長 白崎 三千年

管理部長 小菅 敏博

教育施策推進担当参事 工藤 正

主査 川合 隆典

主事 木村 洋一郎

教育相談員 宮村 昭
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■ 開 会 19：00 進行司会 小菅部長

■ 出席者自己紹介 19：02～19：10

■ 教育長挨拶 19：10～19：15

北広島市立小学校の新たな適正配置及び本日の説明会の主旨説明

■ 第 2 回説明会の概要について説明 19：15～19：45

工藤参事から、資料に基づき説明

■ 参加者からの意見、質問 19：45～22：00

事務局 それではこれから質疑応答に入らせて頂きます。

住 民 1 点目に、校舎選定について教育委員会の方で新たな校舎は利便性・安全性の上で
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若葉小学校が望ましいとの事ですが、現在何の問題も無く広葉小学校の校舎を使用

しており、若葉小学校の優位性がわかりません。人数の事が問題になっているのに、

人数は関係ないと言うのはおかしいと思います。過去の例からも、人数が多い方に

変わっているので、まずその事を考えるべきではないでしょうか。

2 点目に、学童クラブの件ですが、高台町に住む知人が住民センターの学童クラブ

を希望したにも関わらず、パンク状態のため広葉に入れられるかもしれないという

話を聞きました。それほどの利用があり、こちらに施設があるにも関わらず利用し

ないというのは活用能力が委員会の方に問われるのではないでしょうか。

3 点目に、通学路の安全性について気になります。広葉中学校と同方向に通うとい

う事は安全性が大きく、また広葉小学校を利用した場合両校の児童が人通りの少な

いトリムコースを通らずにすむので安全性が高いのではないのでしょうか。

4 点目に、小中学校の交流の取り組みを奨励しているのだから、小学校と中学校は

距離的に近い方が役立つのではないでしょうか。

以上の 4 点から広葉小学校の方が優位性は高いのではないかと思います。

事務局 校舎の選定について、第１回説明会でも説明しましたが、現状の校舎に問題があ

るわけではなく、毎日生活する中、教育を受ける中で現状の校舎を比較した場合、

広さ、校舎の配置状況、敷地内の段差、構造等から、子ども達にとって若葉小学校

の方がより妥当ではないかという判断をしています。人数の件については、教育環

境的にどちらの校舎が優位かという事を考えているため、通常の吸収合併と違い人

数で考えているわけではなく、統合後使用する校舎では新たな教育目標を作って学

校作りをしていこうという観点で考えています。

通学路の安全面についてですが、仮に統合を広葉小学校にした場合、若葉小学校

区の中学生は広葉中学校に通うため、中学生が児童を見ながら通学できるので安全

性が高まるのではというご意見かと思います。通学距離的には、教育委員会として

は、児童に負担をかける範囲ではないという判断をしています。通学距離がのびる

こと、特にトリムコースの安全性について心配されているかと思いますが、それに

ついては検討・調査を行っています。安全性に関し、不審者に関しては絶対という

ことは言えませんが、パトロール員を配置する事により安全を確保することができ

ると考えております。パトロール員を何人配置するかについては地域の方々とも協

議をして決めていきたいと思います。

小学校と中学校が近い方がいいという事ですが、目的等によっては必ずしも同一

敷地内・近隣でなければならないとは考えていません。広葉小と若葉小は、距離的

にそれ程遠いものでもなく、絶対的な困難という判断はしていません。

学童クラブについて、広葉小学校と住民センターの 2 箇所で学童クラブを運営し

ており、住民センターは若葉小・高台小・緑陽小の 3 校が利用していますが、高台
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小学校の子どもが住民センターへ行けず広葉小学校へ行くというような考え方はな

く、その様な状況にもありません。今までと同じ様な体制で 20 年度も運営していけ

ると考えています。

住 民 学童クラブについて知人が小学校の説明会でパンク状態のため場合によっては広

葉小学校へとの説明を受けたということでしたが、市の方が分かっていないのはど

ういうことでしょうか。

事務局 我々は現場で直接説明をしていないので確認が出来ませんが、我々の考え方とし

ては、現状を学校の統合前に変えるような考えはありません。それはこの場でお約

束できます。そういった情報がどこから出たものなのか私どもは承知しておりませ

ん。

住 民 わかりました。私も直接話を聞いたわけではありませんので。

説明を聞いていて、最初、小学校の選定については住民の意見を考慮して決めて

いくという事でしたが、こちらが広葉小学校の優位性を訴えても若葉小学校をとい

う委員会の姿勢が理解できません。

住 民 適正規模という事で、まず教育委員会の方で考えられているのは、現行制度を全

くいじらないという考え方なのですね。市で変えることは難しいという事ですが、

これは北海道に言っても絶対に出来ないことなのでしょうか。

広葉小学校の学区では、道営住宅の再生計画について時期が明確になっておらず、

児童数が減少するのではないかという事ですが、再生計画については、北海道に対

してはどのような申し入れをして時期を明確化させたり、再生計画を早めたりとい

う事をしているのか、そういったことを踏まえてもっと計画をしっかり考えてみる

べきではないでしょうか。

適正規模の教育環境でないと競争心が育たないという説明を前回していただきま

したが、新聞で岩手県の４つの小学校が少人数化し、そのため合同授業をしている

という記事を読みました。もし、少人数学級で競争心が育たないという事であれば

まず統廃合をする前に、実際に合同授業や交流授業をしてそういった部分の課題を

解決すべきだと思いますが、そういった努力が今までの答弁の中では見られません。

そういった中でただ統合してくださいと言っても、ただ回数を増やして説明をして

納得していただくという姿勢にしか見えません。

先程、学童保育の点で質問が出ましたが、その回答の中では決まったら父母の方

と考えていくという事ですよね。しかし、学校についてはすでに若葉小学校にして

いきますという方向で決めているにも関わらず、決まったら保護者と決めていくと
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いうのは、学童保育のことについては後回しにするという風にしか見えません。学

校については、若葉小学校でご理解いただきたいと言っておきながら、若葉小学校

にしたときの学童保育はどうするのかということについては全く提案していません。

しかし、即若葉小学校に学童保育を作るという事にはなりませんというお話しで

したよね。その辺が全体的な計画の整合性がないと思います。それは財政面に関す

る事についても言えるのですが、資料に 1 校あたり 1 千万から 1 千 4 百万程かかり、

2 校で 2 千万から 2 千８百万浮きますが、施設の修繕や備品の購入をしたのでどうな

るかわかりませんとありますが、それぐらいきちんと計算するべきではないでしょ

うか。全体として、どのようにシミュレーションをして、このように環境を良くし

ていきます、ということが示されていません。今まで何回か説明会に出席していま

すが、ただひたすら統合についてご理解いただくというような形なので、続ければ

続けるほど不信感が募るようなやり方ではないかと危惧しております。先ほどの質

問の点も含め説明をお願いします。

事務局 適正規模に関して現行制度をいじらないで考えているのではないか、北海道に話

をして学級編成は変えることができないのかということですが、学級編成基準につ

いて、統合した場合、特例的な制度について照会いたしましたが、ありませんとの

回答をいただいております。

財政面については、最初の段階から説明をしておりますが、財政的な観点から学

校統合を進めてきた経緯はございません。削減されたものをどのように使うか示す

べきだという論点もあるかと思いますが、教育環境から、統合することによって指

導の面においても、子ども同士の関係おいても良好であり、教育的効果が上がると

いう観点から今回の統合を議論してきております。したがって、削減するために統

合を進めるという観点では議論をしていないということをご理解いただきたいと思

います。

なぜ統合するのかということに関しては、先程、教育長が挨拶の中でお話しして

おり、単に切磋琢磨・競争心という事だけが統合の理由ではないということを押さ

えていただきたいと思います。なお、少人数の学校が集まって集合学習をしている

というお話しでしたが、実際には、授業の準備、先生方の会議、行き帰り等かなり

のロスがあり、授業時数も潰れ、段々と合同事業がしづらくなったというのが現実

です。学校が点在していて統合も出来ず、それをカバーするために合同授業をする

ということはありますが、団地の中にある学校につきましては統合できる範囲にあ

るため、統合して子ども達の教育環境を整えてあげる方が筋ではないかと思います。

学童クラブについてですが、住民センターを昭和 54 年に建設した時に、4 校の小

学校に通っている保護者の方を支援するという形でスタートしました。年々、人口

が増えていくにつれ、住民センターだけでは収容しきれないという状況になり、そ
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の過程で学校の空き教室を利用するという風に制度が変わり、特に学童クラブに通

う対象の子どもが多い広葉小学校の空き教室を使って、現在の形になってきたとい

うのが現状です。教育委員会で、広葉小学校と若葉小学校の統合のあり方について

の提案をしておりますので、使用する校舎を決定したとは私達は思っておりません。

学童の整備の仕方につきましても、それを踏まえてやらなければならないというこ

とで規定概念をもって考えてはいません。現実的に申しますと、学童クラブの平成

20 年度募集をしましたが、現在、広葉学童に 36 名応募があり内 22 名が輝美町在

住のお子さんです。約 61 パーセントが希望されています。今、若葉小学校で北広

島学童を希望されているお子さん９名のうち、比較的住民センター側におられる 5

名が白樺町在住のお子さんと把握しております。北広島学童につきましては、市民

の方から空き校舎ができるのであれば、そういう方向に対応できないのかという意

見も聞いております。しかし、私達は最終的には両者の方の意見も聞いてどういう

形がいいのか、それとも今の北広学童で 3 校受けるのがいいのか、高台小・緑陽小

のお子さんだけに絞って、こちらはこちらが決まった段階でありますがそういうも

のを協議していきながら考えていきたいと思っています。

道営住宅についてですが、現時点では、輝美町の道営住宅がいつから建て替えが

始まるかといった情報は、把握しておりません。しかし、昨年、北広島団地の少子

高齢化、人口減少しているということで都市計画の方としても団地の活性化という

のは課題であり、それを解決するにはどのようにしていけばいいのかということに

ついて取り組み始めたところです。情報として、道営住宅の建て替えが行われるよ

うだというような話しも聞きました。現在、都市計画審議会の中に専門会というの

を設けてそこでいろいろなことを話し合っていますが、その中には北海道も入って

います。そこの中で、我々の方は現状を伝え、道営住宅の在り方や、道営住宅だけ

のリニューアルではなく、北広島団地においてどのような役割を果たして行くのか、

そういう観点からも考えていかなくてはならないということもあり、情報交換をし

ております。今後、我々も問題などがあれば北海道に伝えなければならないと思い

ます。現在の段階では、近いうちに建て替えなどという話しは出ておりませんので、

今の段階ではなんともお答えできない。そういう状況です。

住 民 先程、複数学級でなければ教育のレベルアップが出来ないとありましたが、3、4

クラスある大曲東小学校の生徒と、広葉小学校の生徒との間に学力の差というのは

どの程度あるものなのか、複数学級でなければならない根拠をお聞きしたいと思い

ます。

事務局 学力の差で統合を考えてはおりません。人間形成をする大事な基礎部分である小

学校の段階で、少しでも多くの集団の中で、多くの子供同士が係わり合い、社会性
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や協力性、連帯責任、思いやりの心など、心の成長のために統合が必要であり、学

級集団、学校集団が大事であると考えております。テストで言う成績がどうこうと

いうお話はしていないつもりです。多くの異なった子ども達がいた方が、色んな意

見が出てきて、色んな考え方が出てきて、色んな見方が出てきて、そういう中で切

磋琢磨しながら表現力や感受性を育てていく、そのように押さえて統合をお話して

いるつもりです。先ほどの教育長の挨拶の中でも、集団との関わりの中でというお

話しをさせていただいていると思います。

住 民 最初の説明の時に、確かに１学級だと競争の原理が働かないという答え方をして

いました。

事務局 第２回説明会の時にも、競争の原理がどうこうということで、統合ということを

考えていないというお話しはしています。ただ、競争の原理といえばやはり人と比

べて自分も頑張ろうという競争原理は働くのではないかと思います。

住 民 1 回目の説明会で私は質問しています。生徒数が少ない 1 学級では、競争の原理

が働かないので学力もアップしないとお答えになっています。それは 1 回目に来て

いる方も聞いているはずです。それと統合は数の原理ではないということですが、

他の町で学校統合する時には、必ずといっていいほど、数の多い学校に少ない学校

の生徒が通学しています。広葉小の人数が多いのに、若葉小に通学しなければなら

ないというのは、他の町とは逆の原理で、何かそこに政治的な配慮があるのではな

いかと考える父兄が非常に多いです。それから、この北広島団地ができて何年かで、

空洞化というのは建蔽率の問題等から考えられたはずです。それを改善せず、放置

すれば、子供が居なくなるのは当然のことです。行政である以上はそういう事も考

え、二世帯住宅を建てられるように建蔽率・容積率を変更する等が必要なのに何の

策もとられていない。そして、今になって子ども達に不便なことを味わわせるとい

うことは、問題があるのではないかと思います。

事務局 先程、説明しましたように、いくつかの大きな柱立てをして両校の比較をし、優

位性のある若葉小学校がふさわしいということで、最初の説明会でスライドを使い

説明させていただきました。審議会に諮問をし、1 年半の間に 10 回の審議と現地調

査を行った中で 4 校を 2 校にという答申をいただき、それを基に教育委員会でも勉

強会をしたり、現地調査を行い、最終的に今の方向性を示し、説明会をさせていた

だいております。文部科学省では、小学校の場合、4 ㎞以上が遠距離通学という位

置付けをしております。その他のそれぞれの町の状況も、資料として出させていた

だいていますが、2 ㎞の範囲内であれば、それで全く問題がないかと言えばそれぞ
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れの捉え方があるかと思います。

しかし、我々としては、2 ㎞の範囲内であれば通学できる範囲ではないかと考え

ます。一人ひとりにとって通学するのにどうかというと、確かに、現状で言えば若

葉小学校より、広葉小学校の方が数としては多い状況にあります。これは、前回の

説明会で話がでていますが、一人ひとりにとって負担のかかる距離かどうかという

ところで判断をしているということで、2 ㎞以内であれば通学していただけるとい

う判断をし、先程言いましたように両校を一旦廃止をするということです。そして、

どちらの校舎が優位性があるかということで、数の多い方に吸収して、数が少ない

方が多い方に通う、という考えで整理しているものではありません。

容積率の件ですが、確かに、以前から議会や都市計画が行っている市民の声を聞

くというワークショップの中で、容積率の緩和に関するご質問等がありました。そ

ういった声を聞いた中で、我々も直接団地にお住まいの方の意見を、ということで

平成 16 年 7 月から、団地の町内会長さんなどの意見を聞きました。市民の声とし

ては、緩和をして欲しいとの声が多かったということですが、北広島団地全体をと

いうのは厳しいものがあります。北広島団地の敷地は、当初、平均 100 坪で緑豊か

な住宅を作るという基本理念の基に、北海道が開発しました。ところが、その後、

オイルショックの後だと思いますが、集合住宅用地を計画していたところを戸建て

住宅に変更したのですが、その時、敷地が大きければ土地の処分が難しいのではな

いかというようなことがありまして、80 坪弱の土地を作り戸建て住宅で販売してい

ったのが松葉町５丁目になります。そこで、二世帯住宅を建てようとすると、最近

の車椅子対応等で住宅が大型化しているということもありますので、平均で 50 坪

ほどの住宅を建てるとすれば、100 坪無いような土地では建蔽率的に厳しいのでは

ないかということから、１つのモデル地区として松葉町５丁目を平成 16 年に緩和

しました。しかし、緩和して欲しいという方ばかりではなく、中には北広島団地に

住む判断をした根拠が、緑豊かな住環境があるからなので緩和をして欲しくない、

という声もかなりありました。現在は、１つの町単位で緩和の希望があれば聞きま

すという形で進めており、意見を聞いておりますが、緑豊かな住環境を守って欲し

いという意見が多いのです。

住 民 今回、初めて説明会に参加しました。資料には若葉小学校が望ましいとあります

が、話を聞いて、皆さんの中では若葉小学校に決定しているのではないか、という

印象を受けました。子どもが学童クラブに通っていますが、住民センターに通って

いる人の話を聞くと、住民センターは何校か集まっているので、学校ごと、学年ご

とに帰ってくる時間がまちまちで、子ども達もなかなか落ち着かない、と聞いてい

ます。

幸い、広葉小は設備が整っていますし、担任の先生との連携も取れていますので、
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働く親としては学校内に学童クラブがある、ということが心強く助かっています。

折角、設備が整い便利に使える学童クラブが広葉小にあるのだから、そこのところ

も考えていただけないのか、と思いました。広さや校舎の作りもあると思いますが、

1 番に子どものことを考えていただきたいと思います。

通学に関して、2 ㎞以内だという話が先ほどから出ていますが、大人の考えるデ

ーター上の道より、子ども達が実際に雨や吹雪の日に通学する道のりを考えると負

担になります。特に、1 年生や小さな女の子が心配です。ここは、ボランティアの

パトロールの方が、冬であれば横断歩道の雪かきをしながら子ども達を見守ってく

れますし、ちょうど校門が輝美団地に面していますので人の目があり、安心して通

学させられる環境ではないかと思います。

広葉小の図書室も、データーで管理されている本の貸し出し等も、北広島で一番

設備が整っているということも聞いています。あるものを使わないということも疑

問に思います。色々調査をされていると思いますが、皆さん方のお子さんやお孫さ

ん等、身内が広葉小や若葉小に通学していたとしたら、本当に今と同じように話し

を進められるのかと思います。最後に、5 年 10 年後は無理で早急に統合を進めたい

と先程ありましたが、例えば、北広島は住みやすいというので、子育てをここでし

たいと移住されてくる方や、保育園にいかないようなお子さんもいると思うので、

そういった人たちの期待を裏切らないためにも、5 年 10 年ではなく早急にという話

しを考え直して欲しいと思います。

住 民 説明会 2 回目の、町内会役員です。

学校の優位性で若葉小学校に決まったのではないか、という被害意識をお持ちの

方がかなりいるような気がします。2 校が廃止なのでどちらにするかはこれからの

話だということですが、若葉小学校の優位性ということで、例えば広い。それでは

広葉小は窮屈なのか。それから、配置上の問題と言いましたが具体的に広葉小学校

と若葉小学校の配置がどう違い、それが教育上どんな支障をきたすのか。それから

段差があるといいましたが、それがどうして悪いのか。変化もいいという見方もあ

ると思います。役人的ではない、親切な説明を教育委員会に求めたいと思います。

どちらが廃校になるにしても、近隣の方々は人間関係も物的環境も大きく変わる。

住区＝小学校区ということで団地の形成がされていくと思うのですが、校区が拡大

して住区がまたがった場合、施設に変更が出てくるのではないかと危惧しておりま

す。どちらの学校が廃校になったとしても、その跡地利用についてどのように考え

ているのか。また、優位性についてもう少し実感できるように努力していただく必

要性があるのではないか、と思います。

事務局 若葉小と広葉小の比較で、最初から決まっているのではないか、というお話しが
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ありましたが、そういったことは一切ございません。先程説明しましたように、大

きく 3 点ないし、4 点の柱を建て検討いたしました。教育委員会は団地の中の 4 校

に限らず、市内に 10 校の学校があり、日常的に管理をさせていただいております。

これは、市民の皆さんの財産ですから十分な管理をしながら子ども達が怪我をし

ないように、学校の校長先生や関係する皆さんのご支援やご協力をいただきながら

管理しています。そういう中で、我々が決めたというよりは審議会の答申の結果と

教育委員会の、事務局の職員ではない教育委員が様々な角度から検討し、現地を見

ながら最終的に方向性を出しました。そして、私どもは 1 年半ないし 2 年かけて議

論、審議を重ねてきた経過から出された結果について皆様にお知らせをしています。

当然、決まっているというものではありませんが、そういうことで出されているも

のでありますので、皆さんに誠心誠意ご説明をしているという状況であります。

それから、段差の話しが出ました。広葉小学校は、三十数年経ちますが、スロー

プでの事故という話しは聞いておりません。それは、子どもさんもしっかりしてい

ますし、学校の方でも十分指導をしていただいているのかと思います。ただ、配膳

給食を載せてスロープを上り下りする状況が毎日あり、万が一、手が離れたり、地

震があった場合、非常に危険を伴うという事もあります。それから、広葉小学校は

地形上何段か段差がありますが、比較しますと平らな方が利用しやすい。

また、はっきり申し上げられる状況ではありませんが、少なくともこれから先、

例えば一部改修や、施設の整備をしていく上で言えば、若葉小学校の方がバリアフ

リー化するにしても整備がしやすい状況にあるのではないかと思っています。

距離の話が出ておりましたが、なかなか理解していただけないところだと思いま

すが、距離について、私どもではなく、教育委員会や審議会での中でも審議されて

いる経過があります。それで、2 ㎞以内であれば通学していただけるのではないか、

ということで距離については評価をさせていただいたという状況であります。

それから、自分だったらどうするかというお話が先程ありました。確かに、親の

立場では、近い方が当然心配は少なくなるだろうと思います。北広島団地の中は非

常に整備されていると思いますが、不審者情報も出たりします。ですが、登下校の

場合、地域の皆さんが地域で子どもさんを守ってくれているという、地域が地域の

人たちを守る、というご支援をいただいております。その事について大変ありがた

いと思っております。そこで足りない部分については、私ども行政の方でも環境整

備するため、精一杯取り組んでいきたいと考えております。

なぜ、今、すぐにしなければならないのかということですが、今、急に検討を始

めたというわけではなく、５、６年前からそういう状況をみてきております。そし

て、毎年子どもさんの数が減っており、これからも推計の中では減っていく状況に

あります。ですから、そういうことを考えて、方向が出てから 3 年程度かけてお互

いの学校の保護者や先生方にも入っていただき、交流会を開催するとか、学校名を
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どうする等、細かい所までお互いに検討、整理をしていただいて学校間の軋轢がな

いよう統合していけるよう、我々も精一杯頑張っていきたいと思っております。

今、統合という方向を出しても、まだ数年はかかるという状況にあります。それ

から、今やらなければ団地の中の学校で４，５年後には 10 名を割るような学校も

推計ではでております。街作りの話も先ほどから出ておりますが、少子化の影響で、

児童数の減少が深刻な状態になってきている、と我々は押さえております。現時点

で、そういう対応をしていかなければならないという方向付けをして説明会に望ん

でいる、という状況ですのでご理解いただきたいと思います。

関連質問で、跡地利用のお話が出ていたと思います。これも、当然統合の話の方

向付けがされなければ出てくる話しではありませんが、もし、考え方、方向がでま

したら、その時は全市的に市民の皆様の意向、考え、要望等を聞きながら検討して

いくだろうと思われます。なぜかといいますと、例えば、広葉小学校でいいますと

現在三十数年経っておりますが、鉄筋コンクリートの校舎ですので、耐用年数は 60

年以上ある建物であります。そして、先ほども言いましたように、これは皆さんの

財産ですから、きちっと管理をしながら出来る限り長く使っていく、そういうもの

だと思っておりますので、まだ、跡地をどうするかということを方向付けや検討し

ていくのはまだ早いのではないかと思います。

学童クラブについて、質問ではなかったと思いますが、住民センターの状況です

ね。市は、1 小学校区に 1 学童クラブという方針を持っていますが、ここだけが 3

校の小学校から来ています。行事が学校ごとに違ったり、緊急下校になった時に時

間帯がずれたり、それから子ども達の関係が違っていますので、指導員に聞きます

と難しい面もあるという実態があります。そういうことも含めますと、やはり 1 小

学校区には 1 学童クラブ、という方針が必要なのではないかと考えております。

広葉小学校の図書の件ですが、北広島は小学校、中学校含めまして図書の充足率

が１００以上というのは、全体の何割かしかない状況にあります。現在、西部小学

校に、図書館の分館が設置されています。西部小学校にある図書館の分館を核にし

まして、各小・中学校をネットワーク化する方向で整備を進めています。そうしま

すと、例えば、Ａの学校で五千冊、B の学校で五千冊だとして、検索してどんな本

がＡの学校に、B の学校にどんな本があるというのが検索できますので、16 校で蔵

書している図書を読めるようになります。確かに、広葉小学校は進んでいるという

状況にあるかもしれませんが、他の学校でも移動図書などを利用しながら子どもに

負担、不便をかけないように取り組んでいます。

住 民 この校舎の坂道についてかかわられているようですが、今まで実際に大丈夫だっ

たということと、廊下を走らない、こういう時にはこうするというように大人に向

けても気をつけなければいけないという事を教えるいいポイントだと思うのです。
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若葉小の方も何年かの違いの建物だと思いますが雨漏り等色々あるようで、本当に

公平に話し合われているのかと思うことがあります。以前、学童の件で、市の財政

難ということから受益者負担をどうするかという話しがあった時、署名を集めたり、

色んな反対の活動をしましたが、結局受益者負担をするということになりました。

どちらの学校を使うかという説明会で意見を言わせていただいたり、質問に答え

ていただいたりしながらも、上のほうで決定されてしまうのではないか、という不

安がかなりあります。どちらかの校舎を使って統合を何年後かにしたとして、その

時の子どもの心のケア等、他の統合をした学校の情報を聞いたりして、折角慣れた

学校のメンバーと新しい学校のメンバーと一緒になった時に、対応できる子もいれ

ば対応できない子もいたりすると思うのでそのことも心配です。

事務局 今言われましたように、統合した時にスムーズに 1 つの校舎の中で和気あいあい

と勉強や遊びをしてもらうということが、我々の望むところです。広葉小学校につ

いても、若葉小学校についても、それぞれの校区の保護者の皆さんが協力してくれ

ますし、学校について好印象をもっていただき、両校の校長先生や先生方が、日ご

ろ一生懸命頑張っていただいているおかげで我々も非常に感謝しています。両校と

も、現状で言えば、子ども達にとって素晴らしい実践をしてくれていると思ってい

ます。先ほど、方向が決まりましたら 3 年程度かけてというふうにお話をさせてい

ただいていますが、広葉小学校と若葉小学校では、育ってきた環境が違うところが

あります。子どもによっては、すぐに溶け込めなかったり、子どもの性格もあると

思いますので、色々な交流授業、例えば、運動会を一緒にやるとか、学芸会で一緒

に活動するなどの交流をして、お互いの学校の子どもが関われるようにするためで

す。

また、PTA も両校の役員さんや、先生が入って両方のいいものを出して、よりい

いものを作っていただきたいと思っております。そういうことでなければ、統合の

いいところが出ないので、その辺は我々としても最大限取り組んでいきたいと思っ

ています。そのへんは是非ご理解いただきたいと思っています。

住 民 統合後に使用する学校について、最初から疑問に思っていました。若葉小学校に

決定しているというような感じで受け取っていたのです。今回の統合後使用する学

校についての判断は、抽象的に校舎の敷地の形状だとか敷地の広さ、周辺環境がど

うのという回答をしています。最初に聞いたときは、若葉小学校の方が新しい、広

葉小学校の校舎は管理上問題がある、こういう答弁をしていたと私は記憶していま

す。それで、私もどれだけ若葉小学校と広葉小学校の危険が大きいのか、一応、若

葉小学校にも行って見せてもらいました。確かに、校地内では広葉小学校に 2 段か

3 段段差はあります。それは、校舎敷地一面に整地をしていないからです。一方、
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若葉小は一面に整地したために、今度は、校地と車道の段差が２，５m もあるので

す。それを垂直に近い形の土留めをしているのです。確かに、フェンスで防護して

いる面はありますが、防護していない所もあります。危険度合いからどちらが危険

だと思いますか。私は、あなたがたが詭弁を申しているとしか受け取れません。

校舎が新しいといっても 2 年の違いです。大規模改修を行ったと言いますが、表

面を塗装しただけではありませんか。抽象的なものでなく、もっと各校の長所・短

所を具体的に提示してください。大きな欠陥がない限り、大きな学校が小さな学校

を吸収するのは当然だと思います。

先程、跡地利用の話しが出ましたが、広葉小学校の方が跡地利用するにあたって

色々な条件から有利なのだと聞きました。今、市役所の庁舎を改築すると言ってい

ますね。経済的に、市長からの命令があったのではありませんか。私個人として新

庁舎の改築を反対するものではありません。

しかし、経済的理由から、子ども達を犠牲にするということが根底にあるならば

問題があります。通学距離が長くなる側から反対意見が出るのは当然です。現在、

小学校に通学している子どもの父兄と、将来学校に通学する子どもの父兄にアンケ

ートをとって、人数の多い方に決定するという方法を提案します。そうでなければ

理解出来ないと思います。

事務局 何か政治的な意図があるのではないか、とのお話しでしたが、これは一切ありま

せん。市長からそのような指示があった事は 1 度もありません。我々は、経済的な

ことを優先してご説明してきた状況ではありません。

3 回目の説明会が今日からスタートしたところでありまして、24 日午前 10 時か

ら広葉小学校で説明会をさせていただくことになっております。3 月 2 日までの日

程で、団地内 4 校の説明会を順次させていただくことになっております。先程説明

しましたように、説明会の状況をみて判断をしていきますので、現時点ではアンケ

ートの実施を判断する状況ではないと考えておりますのでご理解ください。

児童数が減少する中で、複数学級を確保することによって、子ども達の教育環境

も向上するという前提で議論をしてきております。どちらの校舎を使用するかとい

った点は、現地調査を含め教育委員さんの方で考えをまとめられています。2 校を

比較して統合して使う場合に、よりどちらが良いかという観点だけで決めたことを

ご理解いただきたいと思います。

住 民 広葉小学校の 20 年度の新入生は何名で、何学級になるでしょうか。

事務局 今の時点で 37 名 1 学級です。
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住 民 若葉小学校はどうですか。

事務局 27 名 1 学級です。

住 民 では、新入生に 10 名ほどの差がありますね。5 回も 6 回も説明会を聞いています

が、統合後しようする学校は、若葉小学校に決定しているのだと聞こえます。6 年

も前から調査をしているというならば、なぜ 6 年前、3 年前に説明が無かったのか。

どの説明会に出ても、質問された事に対して苦しい言い訳にしか聞こえません。

少子高齢化の時代に就職難の社会情勢の中、共働きの家庭が多いのです。少子高齢

化の中で、小さな子どもさん達は北広島の宝だと思っています。ですから、面倒を

みよう、命をかけて守ってあげようという熱意で頑張っています。教育委員会も審

議会も、もっと子ども達のこと、現実をよく把握して考えてください。ただ、説明

会をしました、それを実行しますでは住民を無視したことになると思います。

学童クラブの問題も出ていましたが、広葉小学校の良さがなくなれば魅力がなく

なり、住民は出て行ってしまいますよ。それは市の発展のためによくないのではあ

りませんか。子供がいる、いないに関わらず、将来にわたって広葉小学校を存続さ

せてほしいのです。少子高齢化でどうしても統合せざるを得ないというならば、な

ぜ若葉小学校がこちらに来ないのですか。広葉小学校の子どもがなぜ行かなければ

ならないのですか。誰がこれを決定したのですか。

今、私が残念な事は、統合ありき、若葉小学校が望ましいという前提のもとに苦

しい言い訳をしながら、ただ説明会を何度も重ねているという事です。どうしても

統合するのであれば第１住区の広葉小学校 1 校、広葉中学校 1 校を残してください。

その様に舵取りをうまくやっていただかなければ、市民と市の心が離れていきます

よ。私達の折角の熱意が冷めてしまいますよ。次の説明会でもそういった事を考慮

しながら、住民との対話を重視して納得が出来る範囲でやっていただきたいと思い

ます。

住 民 私達の意見として聞いていただきたいのですが、１回目と３回目の説明会に参加

して、教育委員の方が言っている事もわからないわけではありませんが、実際に通

学している子どもが不在だなと思います。子どもがあっての学校だと思うので、ど

ちらに統合するにしても子どものことを第一に考え、話しを進めていって欲しいと

いうことです。

最初の説明会から言っているように若葉小ありきだとか、高台小ありきというこ

とでないのであれば、もう一度仕切り直しを検討していただきたいと思います。

それから、緑陽小学校と高台小学校の統合の問題について意見が少ないのは、少

人数の方が大人数の方に行っているからではないでしょうか。そこのところを踏ま

えて話しを進めてもらえればと思います。
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目標点が決まっていてそれに向かって周りを誘導していくのではなく、双方の意

見を良い意味でぶつけ合いながら、より良いものを見出していけたらと思うので、

回答は結構ですので、そこの所をお考えいただけたらと思います。

住 民 この統合は何年度スタートとみているのでしょうか。それから今後の見通しとし

てお聞きしたいのですが、現在 4 校を 2 校にということで話しが進んでいますが、

今後、少子高齢化が進んでいった場合、この 4 校が最終的に 1 校になるという時期

がくると思うのですが、その時に例えば中心部に 1 校作るだとか、校区を変更する

等考えているのか、そういった見通しというものがあれば早めに教えていただきた

いと思います。

事務局 統合する年度はいつかというご質問ですが、みなさんの意見をお聞きしてその中

で判断していく話しで、その方向が出てから 3 年程度かけて両校の子ども達、保護

者の皆さんや、学校の運営といったものを見ながらと考えておりますので、現時点

では年度をお答えする状況にはありません。

それから、将来 1 校になってしまうのではないかというお話しでしたが、教育委

員会が一方的に子どもの数で学校数を判断すべきではなく、できる状況でもありま

せん。その状況の中で、市民の皆さんや環境、状況を見ながら判断していく話しだ

と思います。ですから、今の状況から言えば、確かに子どもの数は減少していきま

す。ここ数年の状況を見ましても、広葉小学校、若葉小学校に限らず高台小学校、

緑陽小学校についても減少していくということから、平成 15 年頃からこの少子化

について議会でも議論されてきたという経過があります。そういった諸々の状況を

見ながら方向付けがされ、それについて取り組んでいるという状況であります。で

すから、1 校になるのかどうかについては現在お答えする状況にはありませんので

ご理解いただきたいと思います。

住 民 一クラスの人数、1，2 年特例 35 人学級について、35 人というのは単純に 35 人

を超えれば 2 クラスになるものなのか定義を教えてください。

事務局 通常は 40 人学級ですので、81 人以上いないと 3 学級になりません。しかし、小

学校 1，2 年生、中学校 1 年生の場合、71 名以上いれば 3 学級編成ができます。

住 民 どうしても教育上運営が難しい、学級としてなりたたないというのがあるはずで

すが、それを複式学級にしなければならないという現象が団地の中の学校ではあり

ますか。
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事務局 今の推計の中ではないという状況ですが、将来的に、今の数字から行けば可能性

が出てくる場合があると思います。

住 民 ないのであれば、父兄の皆さんから現行のままで運営していただきたいという声

が大半であれば、市民の声は大事にしなければならないと思います。統合するので

あれば、まず一番複式学級になる可能性があるのは緑陽小学校ではないかと思いま

す。

それであれば、まず緑陽小学校と高台小学校を試験的に統合するということを考

えて、現状として何とか学校運営ができるのであれば広葉小学校と若葉小学校は現

行のままでいくというような物の考え方をしていただきたい。

それから、北広島団地全体に高齢化が進んでいます。そうすると、市としても様々

な経費がかかるなど難しい地域になるのではないかと思います。先ほども質問しま

したがそういう事を考えて2世帯、3世帯が住めるような団地にしていかなければ、

徐々に衰退していき、北広島団地自体がゴーストタウン的なものになるのではない

かと思います。長期的な視野で考えていただき、我々の子ども、孫達が安心して住

める、教育を受けられる広葉小学校作りをしていただきたいと思います。

子ども達にも自分の学校が変わるのかという不安な部分を市で投げかけているの

ですから、少し冷却期間を置いて、もう一度我々市民の声を聞いて、統合を再スタ

ートさせていただければありがたいと思います。

我々も必ずしも反対するわけではありませんが、やはり先ほども言ったように大

きいものが小さいものを現状としては飲み込むわけですから、小さい方に持ってい

かれるというのは数の原理から言っても納得出来るものではありません。それも普

通の人間であればその辺は考えてもらえたのではないかと思いますので、統合する

のであれば、まず緑陽小学校と高台小学校を試験的にしてみてください。それから

何年か経って広葉小学校と若葉小学校と。その間に広葉小学校の子ども数が増える

のではないか、と私は思っています。

北海道でも北広島団地の再生化、ということを言っているのですから根拠の無い

話ではないと思います。廃校にした後になって、第１住区の人口が増えてきた場合

どうするのか、と言っても遅いのではないでしょうか。

15 年も前からこの様な現象になることが分かっていて、放置していたのに 3，4

年前になってすること自体が違うのではないか。それであれば、第１住区の人口形

成がどうなるのか、世代構成がどうなるかという調査もする必要があるのではない

かと思います。教育委員会と、都市計画の横の連携を密にして物事を考えていかな

ければならない。縦割りでいくからこういった現象が起きても分からない、自分の

ところだけ良ければ良いという事になるのではないか、横の連絡さえ取っていれば

こういう現象は起きなかったのではないか、と思います。今後、5 年 10 年後の事を
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考えてシミュレーションをすれば、はたしてこの小学校をなくすのが望ましいのか

どうか、ということが分かるのではないかと思いますので、今早急に結論を出すの

は止めて欲しい。

住 民 統合をすることについての必要性が理解できません。本当に人数が少なくなって

きているという状況でもなく、統合して複数の学級にしなくてはならないという必

要性も説明をしていただきましたが、広葉小学校を廃止にして若葉小学校へ行く、

という事をしてまでやらなければならないのか、説得力に欠けます。結局、若葉小

をこちらへ持ってくるとなっても、若葉小の方でも必要性について理解が得られな

いのでは、と懸念しています。

私としては、北広島団地の人口が減少してきていることに、市として全体的に力

をいれて取り組み、それでも人数が少なくなるようであれば住民の方も考えを深め

ることも出来るのではないかと思うのです。今はそういう状況ではないのではない

か、と思っています。

むしろ、例えば、道営住宅について、北海道に再生計画を早めてもらうだとか、

学校の特例措置についても出来ないと聞いているということではなく、北海道に現

状を市として訴え、北海道としても制度の改正等ができないのかどうか。それから、

市をあげて北広島市の良さを広め、住民を増やす取り組みを市としてやっていかな

いとだめだと思います。

私は、この北広島市が良いと思い数年前に来たのですが、市の良さを広めていく

必要があります。それから、先ほど教育委員会では統合があれば交流事業をします

と言っていますが、そうではなくもっと交流事業をしてお互いの住民や子どもや

PTA の交流があって、これであれば統合してもいいという基盤を作るべきです。

まず、市としてやるべきことをやってから、広葉小学校と若葉小学校の統合を検

討すべきだと思います。そういう意味では私は複式学級をやったりする努力をしな

がら、若葉小学校と広葉小学校の統合については先送りしてもいいのではないかと

思います。

事務局 統合の必要性についてご説明いたします。広葉小学校は、今 4 学年が 2 学級で、

1，2 年生が１学級です。これが平成 25 年になりますと、4 学年が 1 学級、2 学年

が 2 学級全部で 8 学級の学校になります。これは住民基本台帳による 0 歳児までの

統計です。私ども教育研究者として感じるのは、子ども達が小学校 1 年生から 6 年

生まで同じメンバーで同じ形で 6 年間を過ごす事がいいと思いますか。

住 民 前回も言いましたが、今そういう学校に人気があるのですよ。
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事務局 子どもの成長を考えた時、本当に小学校 1 年生から 6 年生まで同じメンバーで過

ごす事がいいと思いますか。

住 民 繋がりが深くていいですよ。

住 民 それはあなたの考えであって、皆はそういう考えではないのです。押し付ける必

要は何も無い。我々親が望んでいるのは、今の学校の形態がいいという事なのだか

ら、あなたがそういう事を押し付ける事自体おかしい。

事務局 私どもはクラス替えがあって、色んな子どもと付き合えるような、そういう小学

校時代を送った方がいいのではないかと思っております。2 年に 1 度くらい、メン

バーが変わって色々な子ども達と勉強したり生活したりすることによって、勉強の

質も変わってきますし、人間として人との付き合い方等を学んでいくと思います。

それを 2 年生と 4 年生で繰り返しながら子どもは人間的に色々なものを学んでいく

のではないかと思います。今の時代だからこそ、人との付き合い方だとか集団の中

で自分がどんな位置付けにいるのか等、そういう事も考えていかなければならない

と思います。

住 民 今の 1、2 年生はどうなるのですか。2 年生の子どもがいますが、6 年生まで統合

がなければ社会性も何も無い子どもに育つという事ですか。

事務局 1 学級より 2 学級の方がより効果的だろうというお話をしているのです。

住 民 適正規模が悪いともクラス替えが悪いとも思っていませんし、その方がより良い

というのも分かりますが、遠い所を通学する事を引き換えにしてまで適正規模を求

めていないのです。

私の子どもは、北進町を 7 時半に出て 8 時 5 分の玄関が開く時間にちょうど着い

ています。35 分かけて低学年の子が一生懸命行っているのです。その距離を更に伸

ばしてまで、適正規模を求めていないと言っているのです。適正規模が悪いともク

ラス替えをしたくないとも誰も思っていません。

ただ、それを若葉小学校の校舎に行かせてまで求めていない、と言っているので

す。それが納得出来ないので、私達はここへ来て一生懸命言っているのです。です

が、何を持って理解を得られたとするのですかという質問に対しても答が答えにな

っていませんし、何回来ても同じような事をおっしゃられるので、だんだんみんな

が痺れを切らして何を言っても無駄だ、というのを待っているように私達にはどう

しても思えてしまいます。その不信感だけが毎回どんどん積もっていきます。
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小規模校にも長所はあるのですよね。両方に長所があって両方に短所があるので

あれば、入学する生徒が 10 人きったというような切羽詰った状況ではないのに、

どうして私達の子どもを若葉小学校の校舎まで登校させなければならないのかと思

います。

住 民 考え方がおかしい。小規模校の何が悪いのか。遠い所まで通学させて、疲れさせ

たら勉強できなくなる。

住 民 歩かせろというのであれば、泣いても何しても歩くと思いますよ、そこにしか学

校がないのであれば。東部小学校の子で道都大学の方から通っている子もいるとい

う話も聞いた事がありますし、遠い所に家があって、そこにしか学校がないという

のであれば、仕様が無いから通わせます。でも、私が北進町 1 丁目の集合住宅に入

ったのは、小学校まで 35 分かかって遠いけれど、頑張れば何とかなるかなと思っ

て家を選んでいるのです。それを若葉小学校になったから今度は 1.8 ㎞通えと言わ

れても納得できません。

住 民 あなたは立派な事を言った気がしますが、本当に手を尽くしてやっていますか。

とことんまで手を尽くしてそれからやるのが筋ではありませんか。真剣さが足りな

いのですよ、教育委員会は。こっちは真剣ですよ。広葉小学校まで 5 分くらいです

が、それが 30 分にもなるとしたら、それは真剣になりますよ。だから、毎回同じ

ような討論でも頑張って来ています。もっと具体的にやって欲しいのです。どうし

ても若葉小に通わせたくないとごねているわけではありません。メリット・デメリ

ットがはっきりしない。言いたいのはそれだけです。

住 民 我々親は現状で満足している。それを適正規模が良いとか悪いとかそんな事を私

達は議論していない。今の学区に、今の教育でもって、子ども達を通わせたいとい

うのが皆の考えです。理想はあるが、理想だけで世の中通らないのだから、そうい

う事を私達に押し付けないで下さい。それであればもっと私達親と議論する時間を

持てばいいではないですか。ありきの話をするから皆怒るのです。

住 民 議会でも上だけ試験的に統合してはどうかという提案が出ています。それも無視

するのですか。

事務局 今、色々な意見、質問に近いようなものも頂きました。24 日も 10 時から同じよ

うな形になりますが説明会を予定しています。3 回目の説明会を 3 校について今日

をスタートにやらせていただきます。色々な意見も出ておりますので、このような
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形の説明会で良いのか、我々も考えなくてはいけないと思います。色々な意見が出

ました事につきましては貴重なご意見として伺わせていただきました。今回の説明

会はこれで閉めさせていただいてよろしいでしょうか。もし発言したい方がいらっ

しゃいましたら 24 日 10 時からまたこちらで説明会をしますので、来ていただきた

いと思います。本日の説明会はこれで終了させていただきます。長時間ありがとう

ございました。

（注）発言を要約したものであり､発言すべてを記述したものではありません。


