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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 11 月４日（日）

ところ 緑陽小学校 体育館

じかん 10：00～12：00

参加者１３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

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～ 進行司会 小菅部長

■ 教育長挨拶 10：05～10：12

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 10：12～10：40

工藤参事から、資料に基づき説明

■ 参加者からの意見、質問 10：40～

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 校舎の利用、特に駐車のペースについてお尋ねします。今、駐車違反が大変厳しくなっ

ていて、下の子が行っている幼稚園でも、路上駐車していると警察が来るケースが増えて

きました。学芸会の時ですけど、緑陽小まで歩いて来られる方ばかりではないです。お年

を召した方や、若くても足腰が悪い方など、車で来られる方が多いということで、去年あ

たりから、緑陽小のグラウンドを開放して、駐車スペースを確保して頂いています。この

辺は駐車禁止になっています。それで、高台小の周りも駐車禁止になっています。しかし、

駐車スペースが全く無いため、中央通の緑地帯に、かなりの数の車が止められていました

が、苦情を入れる方もいると思います。実際、公団住宅で、かなり苦情が入ったと聞いて

おります。

もし、統合になった場合、若葉小にしても、高台小にしても保護者の駐車スペースが、

今後絶対必要になってくると思います。児童数が増えれば、尚のこと、路上駐車が増える

ケースが多くなると思いますが、その辺をどのようにお考えですか。
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事務局 敷地内の駐車スペースについては、足りないと認識しております。例えば、学芸会の時

など、高台小学校についてもグラウンドの中に車を入れることが可能になっております。

緑陽小学校から高台小学校まで 300ｍちょっとあって少し遠いですが、緑陽小学校にス

ペースがあるので、ここを活用することも考えています。

具体的にどうすることは、まだありませんが、今後、学校側と、話し合っていくと思い

ます。

住 民 色々内容を見させて頂きました。もう少し具体的な話があるのかと思いましたが、前回

と話があまり変わっていないのかなと、第１印象を受けております。

それで、色々と質問させて頂きたいのですけど、私が前回質問したことで、中学校のこ

とについてお聞きします。中学校については、小学校の統合問題について一定の整理がつ

けば、中学校について検討していきたいとご回答頂きました。

私の子供が緑陽中学校にいるのですけど、子どもに話を聞くと、小学校と同じように、

中学校も先生の人数が少ないので、１人の先生が、複数の授業を教えていると聞いていま

す。それは、先生に負荷がかかっているように取れますし、しっかりしたことを教えられ

ていないのではないかと思います。これは教育レベルの低下に繋がっていくのではないか

と考えられます。小学校だけでなく、中学校についても同時に検討して頂きたいです。

これは非常に、大きな問題です。魅力のない北広島市になってしまいます。魅力のある

教育環境がある所には、人は集まってきます。中学校のことは、非常に大切です。それを

検討して頂きたいと、強く願います。

あと、資料を色々見させて頂きましたが、質問に対して、回答がありますが、回答の内

容を見ると、質問に対して答えている感じがしません。財政面のことはしょうがないです

が、質問に対してイエス、ノーで答えていないですね。

事務局 中学校教師が１人で２教科を教えているということですけど、平成２７、８年まで緑陽

中学校の学年は、２クラスで推移していくと考えています。広葉中学校も学年２クラスに

なります。上手く先生が噛み合えば、１人で２教科をもたずに済むと思います。これは、

教職員の人事の問題だと思います。無免許では教科を教えないように、これからも気をつ

けて対応していきます。教員免許には、主免と副免があり、２教科の免許を取れる場合が

あります。例えば、私は数学と、小学校の免許を持っております。先生によっては、国語

と技術の免許を持っている先生もおられます。中学校では、２つ以上の教科の免許を持つ

ことができますので確かめさせて頂きます。

中学校２クラスで教員の数の中で、可能な限り、免許なしで、指導していかなくても済

むようにしていきたいと思っております。
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住 民 それは分かりますけど、実際に複数の教科を教えることは、先生に負担がかかるのでは

ないかと思います。先生が全然違う分野を教えるということは、授業を受ける子供が希薄

だと感じると思いますが。

事務局 中学校の統合については、今のところ同時進行でやっておりませんが、今後、全くやら

ないわけではございません。

それから、質問に答えていないのではないか、とありました。今の段階で、具体的に答

えられる問題と、答えられない問題があります。具体的に指摘された部分については、極

力具体的に答えていきたいと考えております。

ただ、今回の統合そのものについては、より教育効果を高めるために、状況を整理して

いかなければなりません。今以上に努力していきたいと思っております。

住 民 北広島団地は、半径２km くらいだと思っていますが、ここに書いてあります２km 以

内であれば、統合は２校でなく、１校で良いはずです。

バス通学が出来て、バス路線を考えれば、有効であると思います。

人数が少ないと、教育問題が色々あると思います。そういう事態を少しでも、緩和して

いくために、古くなってきている学校を、早い時期に検討し、建て替えて、１つの大きい

学校にした方が良いと思います。

この北広島団地は平地でなく、丘陵部分が多いので、確かに、子供の通学について、多

くの方が通学時の安全を心配しているようですが、通学バスや循環バスなどを上手く利用

すれば、少し緩和されていくのではないかなと考えています。

事務局 将来的に１校で良いのではないかというお考えですね。教育委員会でも、子供達の教育

環境を高めるために統合して、規模を確保していかなければならないと思っています。北

広島団地内は半径２km 以内で収まると考えられます。学校がどこにあるかによって、違

ってくると思いますが、通学路として考えた場合、道が直線ではないので、歩くとなると

２km 以上距離があります。

現在の４校については、50 年代に建てられた物が多いですが、まだまだ校舎として使

えます。鉄筋コンクリートなので、まだ 30 年くらい使っていけます。

その状況から考えていきますと、現在の校舎を利用し、通学路の安全、地域の状況を含め

て考えますと、現時点では、子供さんに無理をかけない範囲で、教育効果を高めていきた

いと思っております。広葉小学校と若葉小学校、高台小学校と緑陽小学校を統合して２校

にすることが望ましいと考えております。

住 民 質問が幾つかあるのですが、住民の理解が得られれば３年後に統合するとなっています

が、３年後というのは、具体的に何年の合併になるとお考えなのでしょうか。今年、もし
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も理解が得られれば、それからだと、23 年になるのか 24 年になるのか、その辺を教えて

頂きたいと思います。

それから通学の件ですけど、２km 以内とおっしゃっていて、バス通学の可能な方は、

利用できると書いてありますが、交通の機関を利用したいと言いましても、１番遠い所で

すと学校までのバスがありません。バスが無いと、使えません。２km とありますけど、

高低差がありますので、例えば、他の小学校で行っている自転車の許可を出してくれるの

かどうかも教えて欲しいと思います。

学童クラブのことですが、今、学童クラブが満杯になっています。若葉小学校区も入っ

て３校区が使っています。審議会では、１つの校区に１つの学校を残すという方針が出て

いますが、先程の中学の話でないですけど、勝手な意見ですけど、中学校の統合となると

広葉中と緑陽中のどちらが残るのだろうと考えると、緑陽中が残るとは思えません。第４

住区については、教育施設が何も無くなることになります。

市役所の方が何人も住んでいてよくご存知だと思いますが、ただでさえ、この住区は高

齢者が多く、あと５年１０年経つと現役世代は１割居るかどうかです。

町内の方も、ここに何か教育施設を残して欲しいと思っています。先程の学童クラブに

戻りますが、放課後の事が１番問題になります。

学校を合併して、クラスが増えて、社会性が育つという話がありましたけども、少ない

人数でも、社会性で問題になったことは無いですね。むしろ、多い人数の方が問題になっ

ているように私は思いますし、そういう話も聞きます。

合併になれば、子供達が放課後遊べなくなるのではないかと思い、それが１番心配して

います。家に帰ってきたら４時で、冬ですと遊びに行けませんし、遠い所でお友達が出来

るとなると、ますます仲間外れではないですけど放課後の話題についていけない。これは

学校の問題ではないかもしれないですけど、子供にとっては、とても大切な部分で、１０

年の世の中の変化で、やっぱり子供の遊びは変わってきています。どこででも、１人で遊

べるわけで無いですし、近くにお友達がいるわけでもありませんので、もう少し遊びの部

分をしっかりして欲しいです。放課後に、例えば、ここの施設、緑陽小学校の跡利用で少

しでも子供のために残して欲しいと思っています。

白石区の川下公園は、雨天でも使える施設で、体育館があって、お母さん達が安心して

通わせる場所があります。例えば、そのような施設を緑陽小学校の中に作っていただけれ

ば、子供も真っ直ぐ遊びにいけますし、下校の時に１人で帰すより、兄や姉を待ったり、

私はなるべくそうして欲しいと思っているのです。

通学時間を計った時、どれぐらい一緒に歩いてくれたのか分かりませんが、新聞配達の

方も、自分で腕章をつけて、パトロールとして認めて欲しいくらいだと声をかけて下さる

のです。それぐらい、本当に登下校困るので、高台なら高台、緑陽なら緑陽で良いですけ

ど、無くした校舎側に、何か施設を作って頂いて、学童を代わりに持ってきたり、放課後

学童に入っていない子供も、遊べる施設を作ってもらえないかと思います。子供が集まっ
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てくると思います。そういう部分に気を配らずにこのままですと、本当に困ることだらけ

で、ますます新しい方が入ってこない、ということになります。もう少しその辺を考えて

頂きたい。

あと、教員の加配についてですが、人数が 40 名近くなればと考えている、と回答され

ていますが、人数だけでなく、学級で何か問題が起きたことはありませんか。それで、40

名近くということでなく、合併に際しては加配をどちらにしてもお願いしたいと本当に強

く思います。

事務局 今、５、６点聞かれたと思いますので、順次説明させて頂きます。

まず、１点目が統合までに３年程度かかる。では、具体的に年度はいつになるのかと聞

かれました。地域や保護者の皆さんにとって、非常に関心のあることで、具体的な年度を

知りたいのは、当然の疑問であると我々も思っております。１回目の説明会で、私ども説

明させて頂きましたが、疑問や説明出来なかった部分を、先程の資料にして説明させて頂

きました。

今後、説明会を何回開催していくかは決まっておりません。直接皆さんにお会いして、

説明をし、理解をして頂いて、こういう方向でいくとなってから３年程度と押さえており

ます。３年程度というのは、それぞれの学校に委員会を作って、みなさんで協議してもら

って、より良い方向の統合を進めたいと考えているものですから、話によっては３年かか

らないで統合できる可能性もあると思っています。それで、３年程度というお話をしてお

ります。

いずれにしても、２回目の説明会を開催しまして、説明会で理解が得られない場合は、

説明会を３回、４回開催します。我々も精一杯説明をさせて頂き、出来る限り早く統合が

出来れば良いと思っておりますので、今、年度については申し上げられないということで、

ご理解頂きたいと思います。

住 民 ３年より短くなるということはあるのですか。

事務局 理解が得られたらあります。例えば、３年程度かけて、色々交流事業をしたり、校歌や

学校名を決めます。専門的な事で言えば、教育課程ですとか、教育目標を決めたり、細か

いこともあります。そういうことを含めて、３年程度かけてじっくり、検討、協議をしな

がら、理解を得ながらやっていきたいと思います。

２つ目は、２km 以内だとしても、バスの無い所については、自転車通学の話がありま

したが、現状で言いますと、団地の中の小学校は、自転車通学を許可しておりません。統

合後の通学距離について実際に測りましたが、松葉町の１番遠い所からですと、1.4～

1.5km になります。教育委員会としては、２km ぐらいの距離であれば、なんとか子供さ

んに通って頂ける範囲だと考えております。自転車通学については、地域の要望が多い場
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合、学校を交えて、検討してみたいと思います。

３つ目、学童クラブについて聞かれたと思います。どこの説明会場でも、学童クラブに

ついては聞かれておりますし、私の方で担当部局に話をしております。色々な課題につい

ては整理をして、市で跡地利用も含めて検討する方向でおります。

４点目の中学校が統合されれば、緑陽中が残される可能性が少なくなり、教育施設が全

然無くなってしまうけど、それはどうするのかというお話でした。中学校については、小

学校の状況が整理された後、検討されていくと思います。

５点目、６点目で先生方の加配のお話がありました。皆さんから加配に対する要望があ

りましたし、明確にするため、道教委に対して文書照会をしましたが、現時点で統廃合に

係る加配の措置はありません。ただ、授業補助員の制度や地域のボランティア制度を活用

しながら、教育効果を高めたり、色々な形で工夫をしておりますので、教育委員会、学校

が一緒になって、良い方向になるように取り組んでいきたいと思います。

住 民 今の質問に対する答えで、再度お聞きしたいことがありましたので、もう１度お伺いし

ます。先程、バスが家まで通ってないので自転車を使わせて下さいとお願いしました。そ

れについては、地域の声があれば検討しますとお答えがあったのと、通学距離は 1.5km く

らいだから、バスや自転車を地区で登校に活用することは今のところ考えていないという

お話でしたが、親の立場から考えますと、ここは高齢者が多い地区で、人と会うのが非常

に少ない地区です。地域によっては、ボランティアの方がついて下さる場所があるのです

が、高齢化が進むとボランティアの方も付きづらい地区もあります。中学年、高学年にな

って、雪がない時期、自転車で遊歩道を突っ走ってくれば、変なおじさんにも会わないで、

お家に到着するのも可能なのです。

距離だけではなく、今の時代に合った自転車通学、安全な通学ということも考えて頂き

たいと思います。統合の準備委員会ができるとお聞きしたので、その中で、この時代に合

った、安全な通学の仕方を考えて頂きたいと思います。

それと、学童の件ですが、跡地利用が決まった時点でお知らせがありますというお答え

でしたが、統合までにきちんとお答えを頂けるのかどうか。統合がスタートした年から、

学童施設がきちんと整うのかどうか。残った学校の施設の利用の仕方も、統合がスタート

する年にはきちんと整理されるのかどうか。

整わないまま、学童や、跡地の施設利用がわからないまま新しい学校での生活がスター

トしてしまうのかどうか、そこら辺教えて下さい。

事務局 １点目の自転車通学の件ですが、基本的に子供の体力的な事など考えますと、２km の

範囲ですと通学可能な範囲ではないかと思います。例えば、自転車通学を許可するとなれ

ば、交通安全上の不安や課題が出てくると思っております。

不審者の話や高齢化の話がありましたが、確かに言われる通り、地域では課題が出てき
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ていると思います。それで、教育委員会でも、例えば、地域に健連協みたいな組織を作っ

たり、そのような団体との連携を図ったり、お年寄り自ら、意識的に回ってくれている話、

教育委員会としても行政的に支援をしたり出来ることもあります。

そのように今まで取り組んできておりますので、確かにまだまだ整理していく必要があ

るかもしれませんが、今後も皆様の声を聞きながら対応していくべきだと考えております。

自転車通学につきましては、今良し悪しを言えません。先程言いましたように、２つの

校区が１つになります。何よりも両校に委員会を作って、色々な協議をし、子供さんや保

護者の皆さんの立場になって考え検討していきますので、理解をして頂きたいと思います。

２つ目、学童は統合までに方向付けがされるのかとご質問がありました。

先程言いましたように、統合後の方向付けがされるまで、学童の問題、幾つかの課題が

ありますので、当然、組織を作って検討します。統合までに整理していくべきだと考えて

おりますし、私どもも当然組織に入っていくと思いますので、きちんと話をして整理して

いきたいと思います。

住 民 冬期間の登下校について、要望なのですけど、下の娘が幼稚園に行っておりますが、直

線距離で１km で、2km はありません。でも、冬は歩いて通えません。どうしてかという

と、ここ２、３年、市の除雪状態が悪くなりまして中央通沿いの歩道が除雪されていない

のです。歩いて行くにしても、親が長靴を履いて八甲田山のような気分で歩くのですよね。

吹雪いていると特に大変で、しっかりついておいでよと、娘に声かけました。娘ですから、

「お母さん、こんなんじゃ歩けない。幼稚園着くまでに倒れてしまう」と言うのですよ。

その事を考えると、冬場１、２年生が登校する時に、もし除雪されてなかった場合に、か

なり危険だと思うのですよね。２番目の息子が 1 年生の時に、帰り緑道を通る子が３人し

かいなかったものですから４時間授業の日は、毎日迎えに行っていました。結構厳しかっ

たです。

やはり、１年生だけでは無理かなという感じがしました。統合になって、中央通を通る

ようになると、朝きちんと除雪が入っていなければ、1.5km を低学年の子が歩いても大丈

夫だと言われても冬は本当に厳しいです。私も、小さい時に豪雪地帯に住んでおりました

ので、何かあった時に問題になるからということで１キロを越すと、学校の先生が児童の

家まで迎えに来ました。今は、そういう時代ではありませんので、ある程度は大丈夫だと

は思いますけど、もう少し土木事務所と検討して頂きたいです。登校時間がかなり早いの

で、統合になって高台になると、今以上に早く家を出ないと学校に間に合いません。冬場

ですと足元が悪いので、30 分以上かけて歩くことになると思います。

あと、中学校の統合なのですが、上の息子が中学校に行っていますが、部活ができませ

ん。全く部活が存在しません。野球部はクラブです。うちの息子は目が悪いので、バスケ

ットボールが出来ません。サッカー部はありません。あとは何も無いです。卓球部はあり

ますが、目のいい子は出来るかもしれないけど、うちの息子みたいに目が悪いと、やはり
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本人も出来ないと。それで本人も言います。「東部中へ行けば５クラスある。僕がやりた

い陸上部だってあるし、文化系の部活だってある」わずかしか離れていないのに、教育格

差というのか、教職員の方が居ないというよりも、もう出来ないという状況になっていて、

来年になりますと、緑陽中の全校児童数が 200 人をきるのですよね。200 人きって、先生

も２教科掛け持ちで、急な不幸でお休みになる時にその教科の授業がまるっきり無くなる

のです。２週間国語の先生が休んだら、国語の授業は無くて他の授業になります。やはり、

これは格差だと思うのですよね。その辺も含めて、もう少し中学校の統合について、早め

に検討して頂きたいなというのが親の希望です。

事務局 除雪の事について聞かれたと思います。具体的な場所については後で教えて下さい。市

で除雪の体制に入るのは、確か積雪 10cm 以上だったと思います。降る時間帯によっては、

大変申し訳ないですが、朝除雪がされてない状況が、年にそう多くはないと思いますが、

確かにあります。私どももその状況については押さえております。除雪についてのご意見、

ご要望につきましては、担当にお話をしたいと思います。

部活についてのことですが、中学校についても、この小学校の統廃合を出来る限り早く

整理をし、中学校について皆さんの考え方を聞きながら、取り組んでいきたいと思ってお

ります。

住 民 私は、緑陽小学校の保護者ですけども、高台小学校の職員室が２階にあると聞いたので

すが、今回、統合になると、職員室を１階に持ってくることは出来ますか。私の子供もそ

うなのですけど、朝、学校に行ったり、私が迎えに行ったりすると、１階ですと先生方の

顔が見られるのですよね。今はチャイムを押して開錠や施錠しますよね。そうすると、安

心感もあります。あと、回答書を見ますと、危機管理は出来ていますとありますけど、完

全なセキュリティーは無いと思います。

統廃合によって、人数が増えると、配置換えをすると思うのですけど、そういう事を考

えて、職員室を２階から１階にすることは出来ますか。

もう１つ、道教委に要望書を提出しますと書いてありますが、北広島市教育委員会とし

ての独自の教育方針で、40 人ではなく、30 人や 35 人になったら２クラスにしますという

ことは出来るのでしょうか。

事務局 まず、１点目の、職員室２階にあるのを１階に出来ないかというご質問でしたが、市内

小中学校合わせて 16 校あります。

１階に職員室がある学校もあれば、２階に職員室がある学校もあります。これは、建物

の階数や、学校の規模的なこともありますので、１階が良いのか２階が良いのか、それぞ

れ良い所もありますが、そうではない所もあります。今、高台小学校についてはどうかと

いうお話ですが、昭和 5１年当時は２階が管理運営上、１番良い場所だと考えていました。
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子供の数も、当時より明らかに減っております。それで、今ご質問頂いたような不安もあ

り、そのような考え方を持たれる方も多くいると思います。１階、２階のそれぞれの良い

所と、そうでない所があるものですから、統廃合の具体的な要望や、改善すべき点として、

可能であれば検討してみたいと思います。しかし、改修する場合は相当な費用が必要とな

りますし、文部科学省の補助を受けられるかなどを色々検討しながら、最終的に判断して

いくのではないかと考えております。

２つ目の、北広島市独自の学級編制基準という話ですが、基本的に道教委では学校統廃

合については特例措置を行っていませんので、市教委で特別な学級編制を考えられないの

かということですが、１回目の説明会のどちらかの会場で同じような質問がありました。

１校にそのように配置しますと、市全体の小中学校の話になります。独自の学級編制基

準を行った場合、北広島市の予算でやることになります。大変申し訳ありませんが、現状

では出来る状況にありません。

住 民 私も、セキュリティーの面が気になっています。危機管理マニュアルを作成しており、

訓練していますと言っていますが、職員室が玄関の所にある方が、先生方に常に目を配っ

て頂いて、どなたが学校に来られるかが一目瞭然なのです。

最近、ミニバスケットの見学に行った時に高台小に初めて入ったのですが、玄関の所が

とても薄暗かったです。委員やクラブ活動で遅くなった時に先生がきちんと玄関先に出て、

子供達に挨拶して下さるのがいいかもしれませんが、もし、そういうことがされてなかっ

たら、やっぱり薄暗い中を帰って行く時にはとても心配になります。どうして、私がここ

まで不安になるのかというと、自宅の玄関前で殺されてしまった女の子がいましたよね。

そういう事件を、聞いたり見たりすると、すごく不安なのです。予算の関係はもちろん分

かるのですが、子ども達の命をきちんと考えて頂きたいのです。

それと、中学に息子が１人いるのですが、部活で、野球部を潰さないで下さいと学校説

明会の時にお願いしましたが、もう入った時点で無くなっていて、結局、親達がクラブチ

ームを立ち上げました。ですが、顧問の先生が常についているわけでないので、子供達の

方でも色々なトラブルがありました。

校庭でも、サッカー部も野球部も潰されているので、走り回っている姿が一切見られな

いというのが異常でないかなと私は思いました。だから、生徒が少なくなってきたから仕

方がないと潰すということではなく、子供達の事を考えて欲しいのです。子供達にしわ寄

せがいかないように考えて欲しいのです。

先程、中学の事をおっしゃっていた方も言われていましたが、出された資料には一切、

具体的に書かれていませんので、今、考えてみますだとか、話題にしますということでな

くて、本当に考えて欲しいなと思います。

事務局 １つ目がセキュリティーのお話だったと思います。先程お話がありましたお母さんと同
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じように、不安があるというお話でしたがこれについては検討させて頂きます。

それから、中学校の部活のことですが、生涯学習部体育課の方で、指導者養成の取り組

みをスタートしています。先生が無理であれば、すぐということにはなりませんが、外部

の指導者にお願いしようと思っています。お母さんの持っている不安を一部解消できるの

ではないかと思っております。そういうことで、スポーツアカデミーを立ち上げて、検討

しているところであります。

住 民 前回の説明会と同じ質問ですけども、どのような反応があれば保護者の理解が得られた

と判断するのでしょうか。

事務局 通学区域審議会の答申を受け、教育委員会での新たな適正配置についての方向付けをし

ました。全員が賛成というのは難しいと思いますが、少なくても審議してきた内容を説明

させてもらい、なかなか理解が得られない部分については、３、４回目の説明会で質問を

出して頂き、お答えしたいと思います。他の会場でも説明会をし、理解をして頂く段階だ

と考えております。

住 民 今日の資料がありますが、この資料が３回目、４回目に出てきても理解は得られないと

思います。教育委員会としては、統合の方向に持っていかれるという前提でお話されてい

ますが、親も一定の理解をしていると思うのです。

話し合いをしていますが、これでは具体論が出ていない。バスの話や、除雪の話、自転

車の話がありました。例えば、「差し支えないと考えています」と、そういう言い方が全

体的に多いものですから「バスにします」と断定した言い方をして頂くと理解しやすいで

す。例えば、「市の負担で交通指導員を配置します」といった具体論が出てくれば、だん

だん議論が狭まってきて良いのではないかと思います。色々意見がありますけど、委員会

からもっと具体論が出て、もっと断定的な回答がなければ、多数決を採ったら否決されま

すね。

私の個人の意見としては、統合というのは仕方ないと思っています。ただ、具体案を出

して頂かないと多分、廃案になると思います。もう少し考えて頂きたいなと思います。

事務局 通学のバスの問題にお答えしますと、皆さん全員がバスに乗るという状況では無いと思

います。

住 民 例えば、幼稚園のバスは自分の意思でお金を払っています。教育委員会がバスを出しま

すと言ってくれれば、近い人は歩いてくればいいのですし、バスに乗る人はお金を払えば

よいし、そうしたことは私たちに任せれば良いのではないですか。教育委員会は、後のセ

キュリティーだとか、色々なことを考えれば、いいのではないですか。
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事務局 バスについては、私どももそのように考えています。ですから、先程言いましたように、

２km の範囲であれば、歩いて行っていただけるという考え方がありまして、それでもお

父さんお母さんが、不安でバスに乗せたいということであれば、補助制度がありますので

利用して頂きたいと考えています。バスの路線が無い所につきましては、自転車通学のお

話もありましたので、準備委員会で検討、整理をしたいと思っています。

また、今回、皆様にお渡ししている資料は、前回の質問、意見を皆さんに確認してもら

い、それについてどう答えているかを知っていただくために作成したものです。

住 民 次回は具体的な回答を頂けるのでしょうか。

事務局 今日ご質問頂いたもので、具体論が出せるものについては出していきたいと考えていま

す。学童クラブ含めて校舎の後利用についてのご質問などもありますが、そういう質問を

まとめて、市の内部で、トータルの協議をしていこうと思っております。すぐに答えの出

せるものと、出せないものがあるということで、ご理解頂きたいと思います。

住 民 先程、中学校の部活動のことでお話があり、今、小学校の統合を先にして、方向性が出

たら中学校を統合するというお話があり、生涯学習部でスポーツアカデミーという形で子

供達を支援していきたいという話がありました。スポーツアカデミーで部活を支援するの

は、いつ頃になるのかということと、小学校の統合が先になると、今、中学校の子供達が

かなり我慢をしています。部活動があっても、大会に出られないくらい、人数が少なくな

っています。緑陽中学校の男子バスケ部は、次の１年生大会に出られないのではないかと

いう人数です。今の子供達をなんとかして頂けないかと思っています。中学校の統合まで

待っていたら、この子達は卒業してしまいますし、小学校にいる子供達でさえも、中学校

に入る時までに部活動のフォローが間に合わないと思うのです。生涯学習部でスポーツア

カデミーを立ち上げるまで、中学生の子供達は今のまま、我慢しなければいけない。やり

たい事を選べない、自分達の力を伸ばす機会を与えられていない、こうした状態を何年も

続けていかなければならない状態になってしまいます。まずは、スポーツアカデミーは、

何年後くらいに立ち上げられるのか、どのようなスポーツの支援をして頂けるのか、スポ

ーツアカデミーが立ち上がるまでの、今の子供達の部活動の支援はどのようにして頂ける

のか。今の子供達を何とかして頂きたいということで、教育委員会がどのようにお考えで

あるかを教えて下さい。

事務局 スポーツアカデミーは、指導者を養成するということです。学校から部活の指導の要請

があれば、部活の指導にも対応していくというのが、スポーツアカデミーの取り組みの一

つです。具体的にそれぞれの学校に、みんなが入っていく状況ではありません。学校の考
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え方もあると思いますし、どの時点で、どういう形で、指導者が養成されていくかについ

ては、私どもから具体的にお知らせ出来ない状況ですので、よろしくお願いします。

事務局 中学校の部活の問題は、管内の中学校で１番大きな課題になっていまして、管内の小規

模、中規模の学校で、部活が成り立たない、もしくは部活はあるけど、中体連に出られな

いということが非常に多くなっています。中体連では、試合に出場できるだけの人数がい

ないので、２校、３校の合同のチームを作っています。今年は確か、西の里中と広葉中が

合同チームを作っています。

外部指導者の問題も、検討していまして、今いる子供達のためにやっていますし、緑陽

中とも話をしておりますので、是非お母さん方からも、緑陽中の方に言って頂ければと思

います。徐々に、合同チームという形で出ています。試行錯誤でやっておりますけども、

少しずつ取り組みをしておりますので、出来れば今年あたり、緑陽と広葉中でチームを作

れたらいいなと思っております。どういう風に実現してくかは、これからだと思います。

そういう取り組みをしていることを押さえて頂きたいと思います。

先日の新聞では、指導者が居なくて、札幌市の中学校でも部活動が消えていることもあ

りました。私も、去年まで中学校に居ましたので、もうちょっと具体的な話をさせて頂き

ますと、本来、中学校の部活動は、教育課程外のことで、それを全国中学校長会では、今

回の学習指導要領で、教育課程に入れて欲しいという運動をしています。そういう運動を

しながら、少しでも子供達にとって大切な部活動を、やっていって欲しいと要望しており

ます。今は、教育課程外の部活動ですので、難しさや課題も多くあります。そういう状況

で、取り組んでいることも理解して頂ければと思います。

住 民 バスの通学との関連ですが、市議会などからも、交通機関の利用なので要望が出たと思

います。福祉循環バスの検討はやっていると思いますが、実際にここら辺の交通体系が早

く出来上がれば、通学や自転車問題とか、ある程度整備されていけると思いますし、市の

交通体系の構想が出てくるかにより、この辺の通学も変わってくるのかなと思っています。

事務局 現状として、申し訳ありませんが、私どもは具体的な知識がありませんので、お答えを

持ち合わせておりません。このような大きなテーマは市で検討して、市民のみなさんの意

見を聞き、最終的には市議会のご理解をいただきながら、１つの政策事業として立ち上げ

ていく話かなと思っております。

いずれにしても、統廃合に交通問題を絡めていくということは、私どもでは想定してお

りませんのでよろしくお願いします。

先程言いましたように、11 月の 19 日まで、これから５回の説明会を行います。まだ話

が出てくると思いますし、今後、検討すべき点もあると思います。今日、出して頂いたご

意見、質問は検討させて頂きます。３回目の説明会がいつ頃になるかは、これからの説明
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会などの関係がありますので、お知らせが出来ませんが、今回の方法でよろしければ、自

治会、ホームページ、児童のみなさんを通じてお知らせをして、説明会を開催していきた

いと思っておりますので、よろしくお願いします。

それでは、今日の説明会はこれで終了させて頂きます。

どうも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。


