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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 19 年 10 月 25 日（木）

ところ 緑陽小学校 体育館

じかん 19：10～20：40

参加者 １１名

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 19：10～ 進行司会 小菅部長

■ 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１回説明会の概要について説明 19：15～19：45

工藤参事から、別紙資料により説明

■ 参加者からの意見、質問 19：45～20：40

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 今日の説明会の出席者は非常に少ないのですが､どのような周知方法をとった

のですか。

事務局 まず、広報の 10 月 15 日号で説明会開催のお知らせをしました。小学校の保護

者に対しましては、小学校を通じまして 10 月 15 日に配付できるように依頼しま

した。就学前児童の保護者につきましても､市内の幼稚園、保育園に対し 10 月 15

日に配付していただけるよう依頼しました。各自治会、町内会につきましては配

付依頼文と回覧文を 10 月 15 日に郵送いたしました。また、10 月 22 日に市のホ

ームページに議事録と一緒に説明会開催日程も掲載しました。

住 民 歩道橋が全国的に無くなってきていると言っているが、そういう事実があるの

ですか。
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事務局 建設当時は通学途中の児童等の安全確保の為に重宝されましたが、道路横断の

ための負担を通行者に多く強いるものであることや、交通量の減少などから、老

朽化を機会に撤去する自治体も増えてきていると聞いています。

住 民 高台小学校と竹葉公園の間にトリムコースの歩道橋がありますが、そこに階段

を取り付ければ新たな歩道橋を建設せずに、歩道橋として使えるのでは。

事務局 勾配などを調査して、階段を取付けることができるかなどを担当部署と協議を

させて下さい。要望として受けたまります。

住 民 既存のバスを利用して補助制度があるという事ですが、山手町から利用した場

合は 2 ㎞以内ですが補助はあるのですか。

事務局 １ｹ月以上の定期券を購入するなどの、一定の条件はありますが距離に関係なく

１/2 を補助しています。

教育長 先ほどの説明の中で加配教員について説明していましたが､補足させていただ

きます。

加配教員の配置につきましては国の制度です。教科の内容で子供をいくつかの

グループに分けて､その際に教員を配置して少人数指導をできる制度であり、現在､

北広島市内の全小中学校で配置されています。もし、40 名近い学級が生じた場合

は､その学級を中心に厚く配置し､多くの目が子供たちに届くような学習形態を工

夫していくという意味で、新たに教員がその学級だけに増えるという意味ではあ

りません。

また、加配教員とは別に､理科の授業につきましては、実験なども伴いますので、

理科支援員という形で授業の補助にあたる制度もあります。

なお、北広島市教育委員会独自の制度として授業補助員の制度、また、最近は

地域の方々を含めて､ボランティアで教員を補助したいという申出が大学からあ

り､将来、教員を目指している学生を配置して単位とするところも出てきています。

色々な制度を使った授業が展開されてきていますので、そのような利用もでき

ると思います。

北広島市教育委員会といたしましても､授業補助員の拡充につきましては予算

要望をしていきます。

住 民 通学時間が最大 40 分ということですが、緑陽小、高台小校区でも 40 分かかる
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ところはあるのですか。あるいは、緑陽小、高台小校区で統合した時、仮に高台

小学校を使用した場合は、子供の足で最大で何分ぐらいかかるのですか。

事務局 第 1 回の説明会で､保護者の方から通学時間に 40 分かかるというお話があった

ということです。現実には､今の通学路を使う場合は、一度、緑陽小学校に来てか

ら高台小学校に通学する場合は､緑陽小学校と高台小学校の間が約 330ｍですので、

その分が増えます。

また、緑陽小、高台小地区で統合し、仮に高台小学校を使用した場合、児童が

居住していることの有無に関わらず、最も遠いと想定しているのが松葉町 1、2 丁

目で、緑陽小学校までが約 1.1 ㎞で、さらに高台小学校までですと約 1.4 ㎞になり

ます。

ただ、適正規模の説明会の際に、山越えのルートは安全上から懸念されるとい

うことでした。そこで、中央通りを通って高台小学校まで通った場合、約 1.5 ㎞に

なります。

通学時間につきましては、教育委員会でゆっくり歩いて約 22 分でした。ただ、

児童それぞれの歩き方もありますので､何分以内に歩くことができるとはいえま

せん。教育委員会としましては過度な負担をかけない通学距離と考えております。

住 民 学童保育については、教育委員会は担当でないので答えることはできないとい

う事でしたが、質問する側としては教育委員会だからではなく、市の問題として

回答していただきたい。もし、今日の説明会で回答できないのであれば、次回以

降の説明会では回答していただきたい。

学童保育の市の方針としては、一学校一学童保育というものがあるが、団地内

の現状は、広葉小と団地住民センターにあります。団地住民センターについては

分割も検討されているが、学校統合の問題もあり、なかなか進んでいないと聞い

ています。

仮に、若葉小と高台小に統合となると、それぞれの学校で学童保育ができるの

か。また、広葉小の学童保育はどうなるかもお答えしていただきたい。

事務局 前回、広葉小学校の保護者の方から、広葉小学校の学童保育を残してもらいた

いというお話がありました。その際に、学童保育を直接担当していないのでお答

えできなかったので、お話の趣旨を担当に伝えるという回答をしました。

説明会後、担当部署と協議を行いました。その中で、学童保育全体計画の方向

は、まだ示されませんでした。いずれにしましても、再度、担当と協議をしたい

と思います。

今回の説明会でお答えできない質問につきましては、次回の説明会で回答して
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ほしいということですので、持ち帰り検討させていただきます。

住 民 ホームページに議事録が月曜日に載ったので、全部印刷をしたのですがまだ読

みきれていません。その中で、8 月 7 日の緑陽小学校保護者説明会では、かなり、

はっきりと統合に反対という表現がありました。しかし、その翌日の高台小学校

の説明会において「緑陽小学校ではどのような質問があったのか」との質問に対

して、「統合に反対するという意見も少数ありましたが、統合はやむを得ないと思

うが、緑陽小学校がなくなるのは反対だという意見もありました。」という記載が

ありますが、緑陽小学校の説明会に参加していた者としては、かなり反対をして

いたと思いましたが、高台小学校では「少数の反対」と言っているので疑問がわ

きました。教育委員会の認識を伺います。

事務局 読み返してみないと詳細については具体的なことはいえませんが、基本的には

録音から活字に整理しています。しかし、録音が聞き取れなかったり、話し言葉

を文章にする際に、多少、整理をして載せているところもありますが、基本的に

は、発言されたものを載せてあると思いますが、違っているところはありますか。

住 民 違うということではなく、ニュアンスが取れないということです。かなり言っ

たことは載せてあると思いますが、緑陽小学校で言っていた「反対」が少ないよ

うな気がするのと、教育委員会が高台小学校で言っていた「少数の反対意見があ

りました」という認識について伺いたい。高台小学校に対しての誘導ではないか、

こういう言い方だと緑陽小学校の人は高台小学校に行ってもよいと、高台小学校

の人に受け取られます。教育委員会としての緑陽小学校での説明会の認識を伺い

たい。

事務局 認識ということですが、少なくとも 1 回目の説明会は、審議会への諮問をし、

審議会から答申をもらって、そのことを教育委員会でさらに審議をしました。比

較検討するための基本方針をたてて、現地調査を含めてさらに審議をし、最終的

に方向付けをされたものを、スライドを使って説明させていただきました。説明

会での結果をそのまま載せたつもりですし、恣意的に削ったり、加えたりしたつ

もりはありません。

１回目も説明会では、誠心誠意お答えし会議録を整理したつもりです。いずれ

にしましても、録音テープから忠実に会議録を作成しているつもりです。

住 民 ８月７日に行った緑陽小学校の説明会では、反対の意見が多かったとの認識で

よろしいでしょうか。高台小学校の議事録では「少数意見だった」と書かれてい
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ますが、そうではないと私は思っているのですがどうでしょうか。

８月７日の緑陽小学校説明会では、教育委員会としてどのように感じたのです

か、緑陽小学校の保護者は反対だと感じたのか、そうではなく、教育委員会の説

明を理解したと思っているのかをお尋ねしました。

事務局 緑陽小学校の会場に来た方の全員が発言されていなかったと記憶しています。

また、発言した方の中には、反対の他に統合後の要望意見も多かったと思います。

絶対に反対だという意見がほとんどだとは受け止めていません。確かに、反対や

統合に疑問という意見も多くあったと思っておりますが、一人で何度も発言した

と記憶しています。

住 民 それでは、反対意見があったと解っていただけますね。

それから、意見なのですけれども、第１回目の議事録がホームページに出まし

た。この議事録を全員に配れとは言いません。しかし、今回の説明会で第１回目

の説明会の質問・意見を要約したものを配付されましたが、説明会の前に配付す

べきと思います。今日配られて、すぐに質問や意見は言えません。教育委員会と

しても、ご理解をいただきたいのであれば、先に資料を配布すべきと思います。

本来は、説明会開催の案内についても、子どもに持たせることについては良く

ないと思います。何故かというと小学校の高学年にもなると、自分の学校の内容

についてもわかります。でも、最初からその方式で行っているのならば、今回の

資料を持たせたほうがいいと思います。次回は 11 月 4 日ですよね、それまでに配

るべきだと思います。広く多くの人に来てもらい、委員会の趣旨を説明し、理解

してほしいということであれば、私の言った方策をとった方が興味が湧くと思い

ます。たくさんの人に来てもらい、質問を受けて、それに答えて理解してもらえ

ると思います。

事務局 参考にさせていただきたいと思います。前回は 4 会場 10 回の説明会を行いまし

たが、どこの会場でも参加者の参加状況につきましては話題となっておりました。

私どもといたしましても、多くの方々に集まっていただけるように各会場で次

回の開催方法についてお図りしました。そして、今回の日程を組ませていただき

ました。ご意見を参考にさせていただきながら、少しでも多くの方に参加してい

ただけるよう検討したいと思います。

住 民 資料にもありましたが、アンケートをしていただきたいという声が多くありま

したが、その答え方がよくわかりません。「総合的に判断する」と言っていますが

全く理解できません。
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私は、アンケートをすべきだと思います。対象をどうするかなど色々な問題は

あると思いますが、少なくとも当事者あるいは当事者になる方々に対してのアン

ケートは行うべきと思います。その点ついて総合的判断ではなくはっきりとした

お答えをいただきたい。

事務局 アンケートについては、議会でも取上げられています。議会の中で「一定の理

解」についてお話ししています。何かを決定する場合、通常は賛成、反対それぞ

れの方々がいると思います。どんなに丁寧な説明をしても 100％の賛成をいただく

ことは非常に難しいと考えています。しかし、一人でも多くの方々に理解をして

いただくために丁寧に説明をしていく必要がありますし、時間をかけて説明し理

解を得る努力をしていくことが、私どもの役割だと思っています。より多くの方々

の理解を得るのに欠かせないと思っています。

今回の場合、4校の統廃合ですので、それぞれの校区の保護者、地域、就学前の

保護者の方々に理解をしていただけるように説明会を行っております。４校区の

間には温度差がありますが、今後も説明を行い理解を得るよう進めています。

現時点は一つ一つ理解をいただく段階であると考えておりますので、まだ、ア

ンケートを行う段階ではないと考えております。

住 民 段階であるないは別としまして、いつかの段階でアンケート調査を行っていた

だければよいのですが、未来永劫アンケート調査をしないことになりますと、今

回の説明会の参加者は 1 割にも満たないと思います。残り 9 割以上の方々の意見

をどのようにして把握するのか。把握しなくてもいいとは思っていないと思いま

すが、参加者の少ない説明会で賛成、反対の意見が出て、それで意見を把握した

と考えることは大変な間違いを意見としてとらえる可能性があります。

そのような間違いを起こさないためにも、出席していない方々の意見をできる

だけ的確に把握する必要があると思います。

確かに、今はその時期ではないのかもしれません。今後、何回か説明会を開催

した後かもしれませんが、いつの日か出席していない方々の意見を把握する必要

があると思います。

事務局 教育委員会といたしましても、できるだけ多くの方々に説明会に出席していた

だいて、直接、対話をする中で意見なども把握したいと思っておりますので、今

の段階では、アンケート調査を「行う、行わない」の判断する時期ではないと思

っております。

住 民 それでは、いつかの段階で、それを判断する時期がくるということでよろしい
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でしょうか。

事務局 どこかの時点では判断しなければなりませんが、説明会がまだ終わったわけで

はありません、今後も説明会は続きます。現時点では全体の説明会の状況をみな

がら判断すべきと思っております。

事務局 何かございませんか。

事務局 今後の日程はご存知だと思いますが、11 月 4 日午前 10 時から同じ内容で説明会

を開催致します。もし、今日の説明、資料の中でご質問、ご意見などがございま

したら、11 月 4 日にぜひ参加していただきたいと思っておりますので、よろしく

お願いします。

21 時頃までというお話をしておりましたが、もしご意見・ご質問がなければ、

この辺で終わらせていただきたいと思います。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。


