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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 24 日（日）

ところ 広葉小学校 体育館

じかん 10：00～12：15

参加者 18 名

市長部局 子育て担当理事 高田 信夫

児童家庭課長 八町 史郎

都市計画課長 児玉 正輝

主査 原田 昭彦

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

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

■ 開 会 10：00～10：05 進行司会 小菅部長

■ 出席者自己紹介 10：00～10：10

■ 教育長挨拶 10：10～10：15

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 10：10～10：45

工藤参事から、資料に基づき説明

■ 参加者からの意見、質問 10：45～12：15

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 いままでの説明会を通して、適正規模に対する考え方、適正配置に対する考え方

については理解しております。しかし、校舎の選定について疑問があります。それ

は、過去の教育委員会の会議録を何度も見て総括しますと、４校を比較しても絶対

的な差はない。教育委員長も周辺環境もほぼ同じ状態で、さらに各委員の発言では

２校を１校に選定することは苦渋の選択だとも言っています。その中で、一点欠陥
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があると思います。校舎選定の柱の中で、広葉小学校の学童保育の部分が普通財産

であり、教育財産でないため検討材料からはずされています。普通財産とか教育財

産という考え方は教育委員会の考え方であって、子どもたちの立場、子どもたちの

総合的な教育環境を考えると、広葉小学校の中にある学童保育を考慮しないことは

おかしいと思います。現実に、広葉小学校の学童保育には 30 数名が通っています。

平成 20 年度の予定者も 36 名で、その内、輝美町が 22 名です。子どもたちの安全面

と環境面をふまえて校舎選定の検討項目に学童保育を入れて再検討をすべきと思い

ます。

もう一点ですが、デイサービス「おたっしゃ塾」についてですが、その利用状況、

教育効果、地域との関わりなどについて情報を開示してほしいと思います。仮に、「お

たっしゃ塾」が広葉小学校に残った場合、または、若葉小学校に移った場合の教育

効果、地域の課題について比較して教えて下さい。

事務局 2 点ご質問がありました。順不同になりますが、まず、デイサービス「おたっしゃ

塾」についてお答えします。

デイサービス、学童クラブとも地域などの要望から広葉小学校の空き教室に用途

を変更して開設をしております。地域とのかかわりの面で言いますと、広葉小学校

の総合学習で関わってきていますが年間数時間です。若葉小学校におきましても総

合学習の時間に地域のお年寄りと交流を行っています。それぞれの学校で学校の特

色に合わせ取組んでおります。

次に、校舎選定の際に学童クラブが検討項目に入っていないということについて

ですが、校舎選定を行った際には現状の 2 校を比較し検討しました。その中で、財

産区分は別にして、学童クラブが校内にあることについては、教育委員会会議の中

でも検討されました。基本的には、子供たちが毎日学校で暮らしていき、教育を受

けていく場として、どちらの校舎が子供たちとってより良いかという観点から選定

をしてきています。

住 民 お話は理解できるのですが、私が主張しているのは、校舎選定の柱の一つに学童

クラブが除かれていることは大きな欠陥だと思います。子どもたちの総合的な学習

環境の面から再度、検討を行うよう意見として申し上げます。

住 民 今回の資料の質疑の中で、我々の質問と答えがかみ合っていないように思います。

または、誤解をして答えている部分があると思います。

まず一つ目ですが、資料の中で「何をもって理解を得られたとするのでしょうか」

という質問に対する回答が通学距離の問題や、通学時の安全が確保されれば統合で

きると教育委員会で判断しているようですが、もともと、平成 17 年の適正規模の説
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明会で学校統合自体に反対をしていた方がたくさんいたと思います。統合反対とい

うよりも広葉小学校を無くさないでほしいという意見が出ていたにもかかわらず、

どんどん話が進んでいき、今、論点が何点かに問題がしぼられて、その問題が解決

をすれば統合できると教育委員会は思っているようですが。平成 17年の時点で、統

合自体に理解をしていなかったはずなのに、話だけが進んでどこの段階で理解をし

たと判断したかという質問だったと思います。一番最初から話が進んでいないと思

います。統合反対という人は今でもいると思いますし、もちろん、賛成の人もいる

と思います。今、課題が何点かにしぼられているとなっていますが、これは、もと

もと統合について理解されていないのに、統合をするということから出た質問で、

質問の意味を誤解していると思います。

もう一点ですが、やはり、誤解していると思うのですが、学童クラブのことです

が、広葉小学校には校内に学童クラブあり便利なのにも関わらず、なぜ若葉小学校

に統合をするのかということです。便利性を無くしてまでも得られるものは何です

かという質問だったと思います。学童クラブがどうなるかについては、行政のほう

でもどうにかすると思います。そういう質問ではなく、「今の広葉小学校に何か問題

があるのですか」という質問だったと思います。一番いい形で学童クラブができて

いるはずなのに、それを無くしてまで若葉小学校にする理由は何なのか。と言うこ

とだったと思いますので、その答えについてもう一度お答え願います。

事務局 ご質問の確認をいたしますが、統合に反対という方が平成 17 年の適正規模の説明

会の際にいて、そもそもそれが違うのではないかということが一点目。二点目とし

ましては、学童クラブについては教育委員会としては統合によって、無くなるとは

言っていませんが、そうした意味で質問されていることでよろしいでしょうか。

住 民 いいえ、広葉小学校の学童クラブは同じ敷地内にあり、非常に便利で、その利便

性を無くしてまで、何故、若葉小学校なのですか。ということです。学童クラブが

どうだ、運営がどうだということではなく、今の状況を無くして、若葉小学校に行

くメリットは何ですか。

事務局 まず一点目の適正規模につきましては、通学区域審議会から普通学級については

12 学級から 24 学級が望ましいとの答申をいただいております。それについて、平成

17 年度に説明会を実施しております。その中で、教育委員会といたしましては、統

合を前提とした説明会はしておりません。ただ、説明会の中で「今後どうなるので

すか」「統合をするのですか」という質問もありました。その際の回答として、「教

育委員会としては統合をする、しないという考え方はもっていません。」と言ってお

ります。ただ、一般的な考え方として、適正規模を確保するためには統合という形
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もありますと、説明をしています。説明会での質問、意見及び問題点、その中には

反対意見もありましたが、おおむね理解をされたと、通学区域審議会に報告をして

います。その後に、適正配置の審議に入りました。

次に、学童保育についてですが、校舎選定の 4 項目の中で、現状の校舎を比較し

て、統合した場合に、どちらの校舎を使ったほうがより教育的効果があるかという

観点から、教育委員会会議で議論をいたしました。その中で、議事録等でもご存知

だと思いますが、重要視しているのは敷地の広さ、形状、毎日子ども達が施設の中

で教育を受けていく中でどちらがいいかという観点で 2 校を比較しております。

住 民 最初の「何をもって理解を得られたとするのでしょうか」という質問ですが、ホ

ームページで議事録等を確認していますが、当初は、「12 学級から 24 学級が望まし

い」ということに理解を示した場合は統合ということになるのかという質問に対し

て、答えは「まだそういう段階ではありません、これから審議します」と答えてい

ます。そのため、まだ審議をしている段階なので、何も聞きませんでした。そのこ

とで「おおむね理解された」と判断したのでしょうか。審議会の議事録からはその

ように受け取れます。最初は、まだ審議段階だとか、話だけだとか言っていたのが、

いつのまにか統合が決まったような話をしているので、このような質問をしていま

す。6 学級の中でどのような教育ができるかについても審議をすべきだったのに、あ

くまでも統合ありきで、統合するためにはどうするかについて延々としてきている

ためにこのような質問をしました。逆に、小規模学校のままということも考えたこ

とはあるのでしょうか。

事務局 ご質問の内容についてもう一度確認をさせて下さい。説明会が始まってからのご

質問でしょうか。それとも、過去からを含めたご質問でしょうか。

住 民 平成 17 年 12 月に適正規模の説明会についての報告が、平成 18 年 5 月の通学区域

審議会の資料で、「12 学級から 24 学級が望ましいということは、学校統合につなが

るのではないか」と言う質問に対して回答は、「一般的には通学区域の見直しや統合

ということになると思いますが、審議会の答申を尊重し、さらに皆さん方のご意見

をお聞きしながら来年度検討したいと考えています。」となっています。そこで、規

模に関して理解が得られて、次は配置についての説明会に進んでいるので、あらた

めて、何をもって理解を得られたとするのでしょうか。

事務局 今、言われているのは 18 年 5 月の話しですね。先ほど言われているのは 17 年の

適正規模の説明会の話しです。
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住 民 こちらの質問、疑問は一貫していて「統合は必要なのですか」という話を 17 年の

段階からしていたはずですが、どんどん話が進んでいって、規模に関して理解が得

られて、次は配置について進んでいるので、どの段階で理解が得られたと判断した

のかという質問を去年したと思います。話が進んでいるので、ちょっとまって下さ

いということです。平成 17 年だから、もう終わった話しではないと言いたいです。

事務局 通学区域審議会の諮問をしているのは、小学校の適正規模について、及び適正規

模に基づいた具体的な適正配置についての二点です。最初に小学校の適正規模につ

いてはどうあるべきかについて審議をしました。審議会の議事録等をご覧になって

おりますので、ご存知だと思いますが小規模校の長所、短所についても審議をして

います。その上で、12 学級から 24 学級が望ましいという答申をしています。その答

申に基づきまして平成 17 年 12 月に保護者に対する説明をし、平成 18 年 2 月に地域

住民の方々を対象に説明を行いました。その説明会で、様々な質問、意見が出され

ました。皆さんに説明をした際に、一部に適正規模に対する反対意見がありました。

12 学級から 24 学級という基本的な考え方については概ね理解されたと判断をする

とともに、反対意見を含めて会場で出された質問・意見について通学区域審議会に

報告をした後に、適正配置の審議に入りました。手続的にはこのように進んだこと

を 1 回目、2 回目の説明会でも説明をしています。

住 民 そうしますと、今の段階では、まだ統合を考え直せると言うことでしょうか。適

正規模の考え方に対して理解ができますかと問われたので、理解できると答えただ

けです。賛成をしますかとは問われていないので、賛成しますと答えてはいないと

思います。最初の段階で、12 学級から 24 学級が理解できますか問われて、理解でき

ますと答えたからと言って、統合してもいいですとはならないと思います。「統合は

賛成しました」というようにとられても、今でも統合に反対の人はいます。

事務局 通学区域審議会に対し、適正規模について、子どもたちにとってどういう学校規

模がよいのかという点について検討してもらい答申をいただきました。この答申を

保護者、地域の方々に説明をして、その中で考え方について理解をされたという点

につきましては了解いただけますね。その上で、適正配置について審議をしました

が、手続き的におかしな点はありますか。

住 民 何回か説明会をしていますけども、私だけではなく、広葉小学校を無くさないで

ほしいと言っている人が何人かいたので聞きました。統合に反対というよりも、広

葉小学校を無くさないでほしいということだと思います。まだ、このような声があ

る中で統合はしてほしくないと、私達は思っているとご理解ください。
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事務局 教育委員会としましては、広葉小学校を含めて団地内４小学校で同じ説明をして

います。平成 17 年の適正規模の説明会におきましても各校区で同じ説明を行ってい

ます。通学区域審議会には適正配置の説明会で出された質問、少数意見、反対意見

についてもすべて報告する中で、最終的な適正配置に関する方向付けがされました。

住 民 一昨日の説明会にも参加しました。一昨日の説明会で出された意見はほんの一部

だと聞きました。説明会を 18 回もしていますが答弁用にしているように認識してい

るのではないですか。説明会で出た意見はごく一部だという考え方なのか伺います。

一昨日に説明をした人で、意見はほんの一部の人だと言った人がいます。

事務局 それは、一昨日の説明会においてですか。そういう発言をしていないように思う

のですが、実際にどのような発言だったのでしょうか、他の皆さんも聞いておられ

ますので。

住 民 「ほんの一部の者の意見だ。」たとえば、「複数学級にしたほうが 1 学級よりも教

育効果が上がります。その方がいいと思いませんか。」と教育委員会が言ったことに

対して、「そんなことはない」という意見も出ましたね。それに対して、「一部の意

見だ」という発言をしました。私は直接ではありませんが聞いています。

事務局 その細かいことにつきましては会議録を整理してみないと即答できませんが、私

たちが一貫として言ってきているのは、小規模校を否定したことはありません。小

規模校のメリット、デメリットを示しながら、適正規模にすることによってさらに

教育効果・環境が上がるということを言ってきております。

今の点につきましては、会議録をきちっと整理をして確認をしたいと思います。

住 民 いえ、会議の最中ではありません。会議が終わって個人的な話で出た話です。で

すから、会議録を整理してもそのような言葉は出てこないと思います。

認識として、説明会で出された私たちの意見を一部の意見だと認識をしていない

のですね。

事務局 説明会で出された皆さんの意見は真摯に受け止めています。

住 民 わかりました。それで、児童をもっている対象の父兄が、今日の説明会でもほと

んど来ていません。これは、小さな子どものいる父兄は来たくても来られない状況

にあります。その点をよく理解して下さい。対象である 3、4 歳の子どもを持った親
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は参加できません。来たくても来られない親が多くいることをまず認識して下さい。

ほんの一部の意見だと思ったらとんでもないです。

一昨日も言いましたが、私は広葉小学校を残してもらいたい。地域から学校を無

くさないでほしい。私は北進町 4 丁目から歩いて 10 分、北進町 1 丁目だと 25 分ぐ

らいかかります。これが若葉小学校まで通学すると子どもの足で何分かかると思い

ますか。それだけ遠くなるのですから、統合をするということは学校を残す、残さ

ないということを含めて、通学距離など色々な問題があります。教育委員会で校舎

選定の理由も抽象的になってきている。敷地や校舎の形状・敷地の広さ、周辺環境

などから総合的に使用する校舎は若葉小学校としていますが、非常に抽象的な説明

になっています。説明できるはずがありません。私は学校の専門家です。学校建築

の技術屋です。北海道の学校を三千数百校みています。ですから、私は学校建築に

ついては自信をもっています。建築的に比較検討などということはできないと思い

ます。だから、このような抽象的な説明になっているのだと思います。

一昨日と同じことを言うようですが、対象を広葉小学校区と若葉小学校区の就学

している児童の父兄、これから就学する児童の父兄に対しアンケートをして、再度、

どちらの校舎を使うかを再検討しなければ誰も理解しないと思います。しかも、大

きな問題は、広葉小学校が 60％、若葉小学校が 40％です。これを無視しては広葉小

学校区域の保護者は納得しないと思います。アンケートをするかしないかは教育委

員会が決めることですが、もう一度、アンケートをすることについて提案をします。

事務局 提案につきましては提案として承ります。そのほかの点についてですが、参加者

が少ないことについてですが、昨年からの説明会に出席されて、それとは別に個別

に話を聞きたいという方、電話で説明をした方もいます。教育委員会では、このよ

うに皆さんに集まっていただく説明会とは別に、少しでも多くの方々にお話を聞い

ていただくために色々な形で説明会の内容をお伝えしてきています。しかし、実際

にお話を聞けない方がいることも認識しております。けっして、参加できない方々

を無視しているのではなく、説明を聞いていただけるのであれば、できるだけ時間

を調整して個別にどこにでも説明に伺おうと思っていますし、実際に伺っておりま

す。もし、そういう方が居る場合は、ぜひお知らせください。連絡を取らせていた

だいて説明に伺いたいと思います。

校舎選定の説明が抽象的で、比較できないはずということでしたが、1 回目の説明

会から出席されていますか。

住 民 2 回目からです。

事務局 1 回目の説明会におきまして校舎の比較について、具体的にスライドを使いながら
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説明をしました。2 回目以降の説明会では同じ説明になりますのでこのような表現に

なりました。

住 民 1 回目の説明会に参加していないことが悪いのかもしれませんが、1 回目の参加し

ていない人は文章によって具体的に示されないのであれば、私のようにいつまでも

理解できないと思います。

事務局 それであれば、直接、説明に伺いたいと思いますが。

住 民 いいえ、個人的に説明をされても教育委員会に説得されるだけですから、やはり、

みんなの前で説明をしてもらわなければ私は受入れません。私は、個人的に意見を

言っていますが、皆さんが居るので発言しているだけで、根本は広葉小学校を残し

てほしいということです。

住 民 私は、この説明会に 2 回出席しています。一昨日の 22 日の説明会にはじめて参加

しました。

教育委員会会議で方向性を示して、それに関して何回か説明会を行っていますが、

22 日の説明会では質問者側が非常にオーバーヒートしていました。「適正規模で 6

学級では駄目なのか、12 学級～24 学級でなければいけないのか」という発言をして

いました。最後には、教育委員会の方に対して「おまえ」という発言まであって、

ここまでオーバーヒートすると会議にならないと思いました。この前の会議は、発

言者がひどすぎると思い、これでは説明会を何十回、何年かかっても話がかみ合わ

ないと思いました。

私は、旧洞爺村出身で同級生は 9 名でした。そういう小さな学級で育っていると、

もっともっと多くの仲間がほしかったので、近隣の学校との合同の行事の時や、村

の祭りなどの行事での交流が楽しみで、もっともっと多くの仲間をつくりたい、交

流したいという気持ちが強くなりました。やはり、9 人で物事を考えるよりも 50 人

で考える、50 人よりも 100 人の考え方が色々な幅広い意見が出ると思っています。

前回の説明会は非常に乱暴だったと思います。「今の状態でいい、おまえらはごち

ゃごちゃ言うな。」という発言をされた方がいますが、大事な子どもの親であれば、

大事な子どものための学校の統廃合の説明会の場ですので、もっと冷静に話し合っ

てほしいと思います。発言の中身についてもほとんどが自分の思い込みで発言して

います。自分に酔って発言していますので、もっと冷静に発言をしてほしいと思い

ます。大事な子どものために出席しているのですから冷静に発言されることを希望

します。
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私自身は、適正規模ということであれば、絶対に数が多いほうが良いと思ってい

ます。9 人の同級生よりは 200 人の同級生がいた方が、クラス替えもできます。わた

しは 9 人でしたので席替えしかできませんでした。クラス替えは別のクラスが無け

ればできません。より多くの人と関われば、良い人間関係が育つと思います。６学

級の学校よりは 12 学級、24 学級の学校の方がまともだと思います。

それから、統合する場合は広葉小学校がふさわしいのか、それとも若葉小学校が

ふさわしいのか。私の息子も広葉小学校の第 3 期卒業生ですので聞いてみました。

すると即座に「若葉小学校が適当だと思う。」と言いました。息子は小学校 1 年から

6 年まで広葉小学校に通い、広葉中学校で若葉小学校の子どもと同級生になってから、

何度か若葉小学校に行ってみて判断したと言っていました。「自分も広葉小学校卒業

だから、この学校を残してほしい気持は強いが、このような状況なのだから統合は

止むを得ないし、どちらかの学校を残すとすれば、若葉小学校を使うべきだと思う。

理由は若葉小学校の方がすべての面で使い勝手がいい」と言っていました。

22 日の説明会で参加されていた方の発言を聞いていると、かなりオーバーヒート

していて、しかも、何を言っているかと言えば、自分の意見があたかもみんなの意

見、地域を代表した意見だと言っています。今日、私もそうですが参加されている

方は個人で参加していると思います。組織を代表して出席し発言されている方はい

ないと思います。あまり自分の思い過ごしで発言されないほうがいいと思いますし、

そういう発言ばかりだと問題は解決しないと思います。

私の卒業した小学校は、昨年の春に閉校になりました。その後すぐに、町村合併

があり、生まれた村の名前が無くなりました。私も学校が無くなることについては

経験があります。自分が学んだ学校が無くなることについては、危機感のようなも

のは誰にでもあると思います。しかし、今回の統合の場合は通学距離が４㎞や５㎞

も離れているわけではなく、地域でカーバーをすれば通学の安全面については確保

できると思います。また、子どもたちにも新しい努力をしてもらう、その努力をす

ることは大人になる上で絶対に大切なことだと思います。

住 民 広葉小学校の父兄です。下には幼稚園に通っている子どももいます。私自身は 3

クラスの小学校、5 クラスの中学校で育っています。クラス替えはけっして悪いこと

だとは思っていませんし、大勢いて楽しかったのは事実です。ただ、周りには 1 ク

ラスで育ってきた人もいてその話を聞くと、つながりが強くなるというメリットに

ついて聞いています。教育委員会でも言っていますが、小規模校にはメリットもデ

メリットもある。適正規模の学校でもメリットもデメリットがあり一長一短だと思

います。例えば、自分の子どもが通っている学校のクラスが 10 人になったり、10

人を割込んで 5 人になったりするのであれば、遠くても通いなさいといいます。で

も、広葉小学校の 2 年生は 35 人、1 年生は 36 人います。まだこれだけの人数がい
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るのに、どうして統合をしなければならないのか、適正規模については理解できま

す。12 学級から 24 学級あると、先生方も様々な工夫もでき、クラス替えもできる良

さは理解できますが、私は広葉小学校の今の段階で急いで適正規模にすることはな

いと思います。高台小学校、緑陽小学校では平成 23 年度になると単独ですと 20 人

を割込みます。そうなれば統合もわかります。市議会の一般質問でも出ていますが、

先に高台小学校、緑陽小学校を統合してから検討をしても遅くないと思います。

先日、団地住民を対象に団地活性化についてのアンケートがありました。少子化

に歯止めをかけようとするならば、若い世帯を呼び込まなければならないと思いま

す。高齢者を支えていくためにも若い世帯を呼び込まなければならないと思います。

駅前にマンションができた時に、少子化に歯止めがかからなかったといっています

が、ここから小学校が無くなれば歯止めどころか、拍車がかかると思います。その

点をよく考えていただいて、4 校を一緒に統合するということではなく、財政的な統

合でも、政治的な意図も無いと言っていたので、先に高台小学校、緑陽小学校の 2

校を統合してからということを検討して下さい。

事務局 適正規模の基本的な点につきましてご指摘を受けました。ただ、現状において、

広葉小学校の場合、２クラスの学年もあり、１クラスの学年も 1 学級の人数が多い

ので、すぐに総合をしなくてもいいのでは、というご意見でした。

教育委員会としましては、統合により仮に若葉小学校の校舎を使うことに決まり

ましても、統合までには一定の期間が必要となることについても説明をしています。

地域活性化により若い世帯が入ってきて、子どもが増え、人口も増えることにつき

ましては教育委員会としても期待をしております。

ただ、現在の推計からしますと、広葉小学校におきましても年々児童数・クラス

数が減っていきます。児童数の減少につきましては、北広島団地内に限ったことで

はありません。全国の児童数は昭和 33 年のピーク時から半減（約 52％）しています。

道内、管内についても減少しています。仮に、活性化が進みましても、社会的な構

造が変わらない限り、極端に児童数が増加することは見込めないと考えております。

この様な現状の中で検討をしたときに、複数学級が必要だというご理解が得られれ

ば、また、複数学級にすることが可能であれば、そのように整備をしたいと考えて

おります。

住 民 1 学年 1 学級も工夫しだいだと思います。保育園から中学校まで 1 学級だった方の

話を聞くと、今でも中学校の友達と交流があると言っています。いじめがあった場

合にクラス替えが無ければ逃げ場がないと言っていましたが、1 学級しかなければ、

子どもたちも工夫したり、子ども同士が自己防衛をします。いじめない、いじめら

れないようにすることも大事なことだと思います。人間関係を大事にできる長所も
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あります。

住 民 広葉小学校での説明会に 4 回参加させていただいていますが、若葉小学校のほう

が良いという意見をはじめて聞きました。大変よい意見だと思います。そこで、再

度、提案をしますが、アンケートをするべきだと思います。

統合ありき、若葉小学校ありき、で説明をするからオーバーヒートするのですよ。

もう少し再検討をしてはどうか、それにはアンケートしかないと思います。

事務局 これまでも説明をさせていただいておりますが、けっして決め付けて説明をして

いるわけではありません。

審議会で適正規模、適正配置について 1 年半に渡って審議をして、答申をいただ

きました。その答申を尊重しながら、具体的にするために、さらに教育委員会会議

で現地調査を含めた審議を行って一定の方針が出されました。その方針ついて説明

をさせていただいています。けっして、私共が恣意的に若葉小学校の校舎を使うこ

とを、皆さんに押し付けるものではありません。

住 民 残す小学校について通学区域審議会に諮っているのですか。

事務局 4 小学校を 2 校に統合するということで、通学区域審議会から答申をいただいてい

ます。その後 2 校はどの校舎を使用するかについては教育委員会会議で方向付けを

しました。

住 民 通学区域審議会の答申では、住民の理解を得て残す学校を決めるように言ってい

ます。残す学校を決めたのは教育委員会ですよね。

事務局 教育委員会で方向付けをした方針について、皆さんの意見を直接、多く聞きなが

ら進めたいので、このような説明会を行っています。

住 民 多くの質問がありましたが、かみ合っていないと思います。決定をされたものだ

と思い込んで質問をしています。教育委員会は答申されているが、決定はしてはい

ない、望ましいと言っている。だから説明会を開催している。何度も開催して皆さ

んの意見を聞いたたうえで、さらに教育委員会として決定するといっています。そ

れなのに、聞いていますと、なんて物分りが悪いのだろう、人の話をもっと聞く姿

勢が無いのだろうかと思います。皆さん、思い込みで発言をしている。若葉小学校

に決まっている。そう思うと、質問も「誰に聞いて決めたのだ」というケンカ腰に

なり、しまいには「おまえの考えなんか聞きたくない」という乱暴な発言になって

いました。これでは、説明会にも話し合いにもなりません。
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先ほども言いましたが、私が生まれた村の名前はありません。私が卒業した小学

校もなくなりました。社会に出ると、学校は人生においてほんの一部だと思います。

でも、人間形成をするための大切な時期です。社会に出て、就職すると何百人もの

人の中で生活しなければなりません。一人でも多くの人と触れ合うことによって、

より大きな人間になると思っています。

住 民 添付されている資料 4 についてですが、管内の教育費総額となっていますが、ど

のように読み取っていいのか、また、教育委員会としてどのようにとらえているの

ですか。

事務局 説明会の中で周辺市町村の教育費がどうなっているのか資料として出して欲しい

という意見があり、出来る限り分かりやすく比較のできる内容の資料を作れないか

と整理をしてみました。ところが、公表されている数字で石狩管内の比較が出来る

資料というのは、何を調べてみてもなかなか出せず、その年度によって相当差が出

ます。例えば、学校の建設を 1 校すると大きな学校であれば 7 億、8 億というお金

がかかります。改修するだけでも 2 億、3 億の改修費がかかり、1 年間に建設事業が

あるかないかによって教育費に全体の 1 割ほどの差がでてきます。事務局員が探し

てみた結果、北海道が調査をして公表されている資料がありました。トータル的な

調査と、その数字という事で年度は 15 年度と 16 年度しか比較できるものが無く、

少し古く、実際にこの数字の内訳に何が含まれているか具体的には把握できていま

せん。しかし北海道がしっかりと調査をして情報公開している数字の比較というこ

とで押さえていただきたいと思います。

住 民 わかりました。私としては児童一人についてどこの市町村がどのくらいのお金を

かけているか、また江別市等は学区が選択制になっているので、各市町村によって

の特色等が分かるのであれば教えていただきたいと思い質問いたしました。

事務局 北海道で公表している資料の中に、一人あたりの教育費という分類もありますが、

人口割していますのでどうしても小さい所が大きくなるという傾向があります。今

後、表を作るときに事業が小学校なら小学校、中学校なら中学校というように限定

して調べることができないかと考えてみたのですが、関連する事業が同じ教育費の

中で重なっている、他の部分で取っている部分もあり、私達の捉え方が間違ってい

たのかもしれませんが、北広島市が管内の中で教育にかける費用が少ないという観

点からの質問がありました。どこにどういう特色があるのかという考え方で話しを

承っていなかったので、なるべく公平に比較できる資料という事で今回出させてい

ただいたものとご理解ください。補足ですが教育費に関して数字に表れないところ
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で各学校さまざまな工夫をして特色を持ちながら頑張っていただいておりますので

ご理解願いたいと思います。

住 民 説明会にはほとんど参加していますが、どうしても理解ができないものがありま

す。以前にいただいた資料の中で、広葉小学校と若葉小学校の推計の児童数ですが、

一度も若葉小学校が広葉小学校よりも多くなることがありません。疑問なのは、数

の問題です。なぜ、多いほうが少ないほうの学校に行かなければならないのか。そ

れに対して、設備の問題で答えています。多くの児童が通学路を変わっていって、

遠くなることについて問題はないと考えているのでしょうか。それとも、問題があ

るが、パトロール員を配置するなどで対処できると考えているのでしょうか。

事務局 この件につきましては、1 回目の説明会から出されています。文部科学省で示され

ています遠距離通学は、小学校の場合は 4 ㎞以上、中学校で 6 ㎞以上となっていま

す。北広島団地につきましては、一人ひとりの児童が通学する距離が 2 ㎞を越えな

い範囲で設定しました。

また、説明会の度に言っていますが、今回の統合は多い学校を残して、数の少な

い学校を廃止して吸収をするということではなく、一人ひとりの児童が 2 ㎞を越え

ない範囲であれば、通学することができる。通学することによって、逆にプラスに

なる点もあると考えております。児童の人数ではなく、一人ひとりにとっての通学

できる距離か、その他に通学上の安全、学習の場である校舎などについて総合的に

判断をして、両校を廃止して、新たな学校を作ります。広葉小学校、若葉小学校と

も建設年度に大きな差はありませんが、2 校を比較した場合、若葉小学校の校舎のほ

うが教育環境上から望ましいという方向性について、総合的に判断をしました。仮

に、20 人が 1.5 ㎞通学するのと、2 人が 2.5 ㎞通学するという状況があったとして、

20 人の方は登下校を一緒にすることにより社会性を養ったり、人間形成の中でプラ

スになったりする部分もあると思いますので、ご理解いただけるのではないかと考

えております。

住 民 今のお話ですと、人数の多い方が集団で帰るので安全だと聞こえたのですが。

事務局 安全性につきまして、別に確保する手段を考えなければならないと思います。

住 民 私は、自分の子供をなるべく近い学校に通学させたいと考えています。総合的と

いう点については、曖昧で抽象的だと思います。遠い学校に通学させてまでの代償

としては理解できません。パトロール員の配置について言っていましたが、今後は、

安全面を確保できるような具体的な考えもっと示していただきたいと思います。こ
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れは、次回に向けてのお願いです。

事務局 通学路は、安全が確保され、最短のコースを学校として子供の状況を見ながら指

定していくことになりますが、安全確保の問題も出てくると思います。こういった

ことについて、十分に協議をしながら不安を解消するための努力をしていくべきだ

と思っております。

住 民 説明会を何度か聞いていますが、このままでは中々結論は出ないと思います。ど

なたかが言っていましたが、とにかく広葉小学校に通学させたいという方がかなり

います。私の子供も広葉小学校に通学しているので、まだ納得できません。質問に

対して答えていない点もあるので、今後は、もう少し具体的に、わかり易くしてく

ださい。

事務局 第 1 回目の説明会におきまして、具体的な説明を行いました。その説明に対して

の質問のため、だんだん抽象的な答になっているところもあります。これまで 3 回

の説明会を行っていますが、課題、論点、疑問点などが、ある程度整理されてきて

いると思っています。今、出ていましたが、もう少し具体的なという意見もありま

したので、今後どのように進めるかにつきましては、残りの若葉小、緑陽小、高台

小での説明会終了後の状況を精査の後に、改めて検討していかなければならないと

思っています。もう少し具体的にというお話もありましたので、内容を整理する中

でお答えしていきたいと思います。

事務局 12 時 15 分過ぎましたが、本日の説明会は終了させていただいてよろしいでしょう

か。

今後の説明会につきましては、各会場の状況を整理したうえで、改めてお知らせ

したいと思います。本日は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。


