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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 11 日（日）

ところ 広葉小学校 体育館

じかん 10：00～12：10

参加者 26 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

主任 中田 貴文

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 10：00～ 10：10

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 10：10～10：45

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～

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 子供が広葉小学校にいます。私は３年前に北広島に移ってきて、とても良い学校に来

たと喜んでいます。ここに、少人数学校だと子供に影響があるかもしれないと書かれ

ております。私は、「適正規模」の説明会に出席しましたが、基になっているのは小学

校が１学年でいくということが、人間形成に影響があると説明して進めてられていま

す。札幌市では特認校という、盤溪小学校のような少人数学校が人気で競争率も激し

く、落ちる場合もあるということです。ですから、必ずしも少人数の児童ということ

がマイナスではないと思っています。今、北広島は非常に子供が少ないですが、統合

ありきではなく、少人数学級を活かした北広島らしい学校教育をやっていただくこと

が北広島市民にとっても良いことだし、素晴らしい教育を行っていれば、札幌や他の

地域から、住みたいという人が増えてくると思います。

統合ありきということではなくて、北広島の教育を良くするためにも１学級の人数

を減らし、複数学級にしたり、やり方は色々あると思います。実際、秋田県では、１

学級であることを補足するために、学校間で合同授業をしたり、運動会を一緒にした
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り工夫をしています。これをいい機会に、北広島の少人数学校の特性を生かした教育

をしていただきたいと思っています。それから、道営団地のことについては、まだ検

討中だということですが、再生計画を待てば、児童が増えていくかもしれません。全

体の街づくりの構想の中で、学校の適正配置を考えていかなければならないと思いま

すし、学童保育についても、教育委員会だけで教育効果だけを考えていくことについ

て非常に疑問があります。他の全体の行政の中で、学校というのをどう考えていくか

と考えていくべきではないかと思います。

事務局 少人数の特性を生かした教育については、確かに札幌市、江別市などで特認校という

のがございます。その地区では子供が少なくなってきている事実がありますので、通学

区域を取り外して、地域の特色を生かした教育をするといった目的で行っております。

市内では少子化が進み、市内の小学校では学校規模で３～４倍の格差が生じているこ

とを踏まえまして、教育効果をあげるために、どうすれば良いのかについて検討してい

ただき、適正規模について普通学級については、12 学級から 24 学級を基本とするとの

答申を受けて行ってきています。北広島団地の中には適正規模に満たない小学校が４校

あり、より教育効果を高めていくためには、統合もやむをえないのではないと考えた結

果であります。

また、道営団地の再生計画や街づくりの中で、考えていくべきでないかということで

すが、審議会でも付帯意見として、そういう点の配慮も必要と述べております。

児童数の減少は、今始まったことではありませんが、現状では今後も減少していくと

の推計が出ております。北広島団地内の児童数は、最大で 2,680 人でしたが、今は４校

合わせて 760 人くらいしかいません。これからも減少していく状況であり、教育委員

会としましては、このままの状態が児童にとって良いのかどうか、教育効果的な面から

今回の考えを示させていただきました。

住民 私は、この統合の提案がもう決められたものだと聞いておりましたが、この６ページ

の今回示した教育委員会の考えは決定ではないということで安心いたしました。決して、

押付けでないようにお願いをしたいと思います。それで、私は、教育委員会が行ってい

る児童数の推計に疑問を感じております。私の子供達は広葉小・中学校を卒業しており

ます。住んでいるところは、お年寄りが大半ですが、お年寄りが出て行ってすぐに若い

人達が入ってきます。なぜかというと札幌通勤圏で、非常に通勤が楽ということがあり

ます。広葉町、北進町のマンションや団地には若い人が多く住んでいますので、子ども

達もいます。その子供達を、わざわざ若葉小学校に通わせるのはおかしいと思います。

通勤に楽なところは、決して児童生徒は減っていかない。1 戸建て住宅の多い、白樺

町や高台町などは、この推計通りだと思います。その辺を考慮していないのではないだ

ろうか。基本的には、通学距離の問題です。１ｋｍから１、７ｋｍというのは倍になり
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ますからかなり負担になります。今日のこの会合を若葉小学校で行っていたら、私は車

で行ったと思います。大人は車でも行けますが、子供達は歩いてしか通学できませんか

らその辺を考慮して再検討したほうが良いと思います。

事務局 まず、統合について、決して押し付けるなというお話ですが、これは１回目の説明会

でも話しておりますが、決定したということでも押し付けるといったものでもありませ

ん。１回目の説明会で相当議論がありましてお答えをしておりますが、審議会では１年

半をかけて審議し、答申されたこと、教育委員会でも答申内容を検討し、大きな柱立を

して、それについて比較、検討をして、方向付がされました。長い時間をかけて検討・

整理された内容について、できるだけ理解を得るために説明会を行っているところであ

ります。疑問を整理し、新たな課題が出てきましたら、再度、検討して進めていきたい

と思います。今日は２回目の説明会ですが、そういう考え方で説明しています。今のご

意見も貴重なご意見として承らせていただきます。

次に、児童数の推計についてですが、これは１回目の説明会の時にも疑問点として出

されております。確かに、子供の数が増える要素がないわけではないと思います。

ただ、先ほど説明させていただきましたように、昭和 58 年の人口が３万７千～８千

人くらいの時に、団地の中の小学生は 2,680 名いました。今、人口は６万１千人を超え

ていますが、残念ながら、４校合わせても約７６０名程度という状況で、急激に減少し

てきたという現状があります。こうした現状を基に通学区域審議会に諮問し、検討して

いただいた状況になっております。

それから、団地の中で再生計画の話をされていたと思いますが、報道された内容は輝

美町についてですが、５年～１０年の長い時間をかけて計画を進めていく内容と認識し

ておりまして、まだ相当の期間かかると思っています。１回目の説明会で資料をだして

おりますが、広葉小学校は、現在、普通学級が１０学級ありますが、３年ないし 4 年経

ちますと９学級から 8 学級となります。子どもの数についても減っていくという状況に

あります。若い人が入ってくる、そういうような状況であれば、素晴らしいことですが、

現状では、すぐに増えることにはならないのではないかと考えております。

それから、通学距離が長くなることが問題ではないかというお話でしたが、保護者の

方々が非常に心配されることについて理解しておりますし、不安を持たれてるのはある

意味で当然であるとも考えております。

しかし、今、私達が進めているのは、子供達はこれから先に向かって減っていく状況

の中で、環境を整備していかなければならないということがあります。通学距離が長く

なることについて保護者の方々が不安をお持ちであるといったことにつきまして、何か

良い方法がないか、一緒になって考えていく必要があると考えております。

住民 私の娘は、ここの広葉小学校の卒業生であり、廃校ということで非常に悲しんでおり
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ます。この学校が出来る前に、東部小学校に通って、広葉小学校が出来て、２期生で娘

は卒業しています。大変良い環境で教育を受けられたと、親としても非常に喜んでおり

ます。そういう中で、廃校という問題が出てきております。廃校の理由は適正規模に沿

わないからということですが、６学級ではなぜ悪いのかという理由をきちんと説明でき

ないと思います。

住居の近くに学校があって通えるというのは、最高の環境であるのに、教育委員会は

学級規模だけで答申されております。なぜ、12 学級から 24 学級が適当なのか。それが

教育内容に関わって、本当に具体的に教育委員会が説明されるならば、みなさんは耳を

傾けて、じっくり聴くだろうと思いますが、その説明がなければ、ただ統合のための条

件にしかならないと懸念します。

統廃合にあたっては、当事者である若葉小学校、広葉小学校の両 PTA がじっくりと

話し合い、その結果、やはり若葉のほうが統合するのに、適当な場所であるというので

あれば、みなさんも納得するでしょう。教育委員会がこの適正規模から見て、教育の色々

な条件から考えて、若葉小学校で適当であるから、若葉に統合するというだけの説明で

は、広葉小学校側からは、納得できないだろうと思います。これから将来的な予測を立

てても、おそらく 12 学級から 6 学級になっていくでしょう。統合については、２年３

年後のことしか考えていない。もっとスピードを上げて考えるなら別ですが、3 年後の

統合を考えたとしたとしてもこの予想規模からしますと 12 学級を切ってしまうのでは

ないでしょうか。それが適正でないといったからといって統合をやめることにはならな

いと思います。そういった、様々な条件を抱える中で、一体、この問題がどうやって解

決されていくのか、個人的には、統合は財政的な事情で起こるのだろうと思っています。

国と地方合わせて、700 兆円の赤字財政で、家計に対して直接的な打撃を与えるような

結果になってきています。統廃合の問題は、将来的に出てきたと考えているわけですが、

もっとスピードを上げて、無駄がなく統合するためには、小中一貫校に統合すべきだと

考えます。今、色々と中高一貫校、小中一貫校といった、義務教育の中でも特区を認め

て、色々な組み合わせが出来る時代になっています。

若葉小学校と広葉小学校を広葉中学校の中に統合して、小中一貫校にし、将来的には

中学校を統合するという見通しのもとに進め、統合問題の委員会を設置してお互い話し

合っていけば、３年のうちに小中一貫校を作っていくという話し合いがまとまるのでは

ないかと思っております。

その利点は何かと申しますと、１つは若葉小学校の方から中学生も通ってきますから、

中学生が小学生をサポートして、広葉中学校に連れてくれば、安全性が確保できます。

それから、中学校に給食センターがありますので、親子給食をしなくてもいつも温か

い給食を食べられます。それから、広葉小学校に立派なグラウンドがあるので、サブグ

ラウンドとして十分活用できること、また、教科の面でも、小学校は音楽や英語、図画

工作などの教科を中学校の教諭と併用を考えていけば、専科制も、かなり可能になって
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くる。将来的には学級減をそれによって解消できますし、色々な面で小中一貫校の方が

より望ましいです。財政的な面で、どうしても統廃合しなくてはならないのであれば、

一気に、団地に２つの学校と、小中一貫校の素晴らしい教育内容を、作りあげていただ

けるような、秘策を講じていただければ、なお納得するのではないかと思います。

住民 広葉小学校に子供が２人通っています。広葉小学校は、まだ２クラスの学年があり、

子供の人数も１クラス 40 名近いということで、統合の対象になっている学校の中では、

１番人数が多いと思います。今、４校を廃校して２つ学校を作るという考えですが、例

えば、統合の必要性の高い高台小学校と、緑陽小学校を最初に統合し、統合した後に色

んなことが見えてくると思うのです。その後で、若葉小学校と広葉小学校の統合を、新

たに考えるという考え方は全くないのでしょうか。

事務局 今回については、市内全体、小学校として適正規模がどうなのか。それに伴って適正

配置の具体的な方策を審議会に諮問をして、答申をいただいております。団地の中の 4

校については、適正規模に満たないということで、その方策としては、４校を２校にす

るのが望ましいというのが、審議会の答申でございます。それに基づいて教育委員会会

議でも検討し、今回の考え方を示させていただきました。

区域の条件、人数の条件、統合後の条件などは異なってきます。一般的に考えれば、

高台小小学校、緑陽小小学校の方が必要性が高いのではないかという議論もあると思い

ます。しかし、教育委員会としましては、今回はこの答申、考え方について適正規模に

沿った教育効果の観点から進めているものなので、現時点でどちらかを先に統合して、

効果を見るという考えは持っておりません。

住民 広葉小学校の１年と３年に孫がいます。さきほど、北進町の方がおっしゃったように、

１歳～４歳の子供のいる方が引っ越してきたり、０才と２歳のお子さんが隣にいたりと、

これから子供の数が増えていくような気がしています。

この説明書の中で、広葉小ではなくて、若葉小に決まった理由としてスロープがない

方が、より安全性が高まるというのがありますが、今までにスロープがあって何か事故

が起こったことがあるのでしょうか。

事務局 私どもの方ではあったとは押さえていません。

住民 私は 30 年近く北広島に住んでいますが、スロープの事故があった記憶がないので、

これが選定基準に入っているというのがとても不愉快な思いがします。

それから、今、学童クラブに通っているのですが、広葉小学校の学童は小学校に隣接

していて、たまには担任の先生が来てくださったり、とても良い面があります。
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それが、若葉小学校になったときに、学童はどのようになりますか。

事務局 １点目のスロープについてですが、１回目の説明会でも議論された経過があります。

私どもは、２校の比較で説明させていただきました。広葉小学校のスロープは距離があ

ります。例えば、子供達が給食の後片付けで配膳車を押して上ることがあります。学校

で指導していますので、事故についての話は聞いておりません。しかし、懸念としてあ

るものですから、強調しているわけではなくて、両校を比較した場合、スロープがある

より、平らであるほうが危険性を少なくできるのではないかと思っています。

学童クラブについても、１回目の説明会で多くの方から意見や質問が出されておりま

す。現状では、広葉小学校の４教室分につきまして、その時々に関係者と相談しまして、

普通教室に余裕があるということから、学童クラブに２教室分と、地域開放のおたっし

ゃ塾の関係で２教室分を地域に開放して使ってきた経過があります。

学童クラブは、定着して安定した状態だと思います。担当部署が違いますが、少なく

とも学童クラブは、今のレベルで確保されなければならないと思っています。１回目の

説明会終了後に、ご意見や質問内容につきましては担当部署に伝えております。

いずれにしても、統合が決まった後に、学童クラブをどうするかという話になると思

いますが、これは保護者のみなさん等の意見を聞きながら最終的な判断をしていくと思

いますが、少なくとも現在の水準より下がることがないと考えております。

住民 若葉小学校に、もし、新しい学校ができることになれば、学童保育も若葉小学校にで

きるのでしょうか。広葉小学校から住民センターは、遠すぎます。

事務局 学童クラブについては、若葉小学校の子供は、住民センターに通っていますが、統廃

合が進んでいく中で、当然、話し合いが持たれると思います。

市では、基本的な考え方として１校区１学童クラブということで進めていると思いま

す。いずれにしても、その辺の具体的な内容については、統合問題が整理されたら学校

の跡利用を含めて、全市的な検討されると思いますので、みなさんの意向や要望も担当

部局に話をしていきたいと思っております。

住民 学童についてはわかりました。若葉小学校と広葉小小学校の建ってからの年数は、ど

のくらい違うのでしょうか。

事務局 校舎についてですが、広葉小学校は、昭和 47 年度、昭和 48 年度、昭和 52 年度と３

期に分けて建設しております。体育館は昭和 48 年度に建設されました。若葉小学校は、

昭和 49 年度と昭和 50 年度、体育館は昭和 50 年度に建設しております。一定の年数が

経ったということで、若葉小学校では、平成６年度と７年度にかけて改修を行い、広葉
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小学校では、昭和 63 年度に大規模改修を行っております。

住民 教育委員会は、今のやり方で進めれば、良い教育効果を得られると強調されています

が、私は、１クラスの人数を減らして、複数学級にすればいいのではないかと思います。

今の学級を１学級から２学級に分ける必要があるのではないかと思います。元々、日

本の１クラスに 40 人学級というのは、世界的に見ると多く、ヨーロッパでは 20 人学

級が当たり前のような状況です。授業参観をしますと、今の 30 数人の児童でも、先生

がきちんと教えこむのはなかなか難しいなと思いました。学級の人数を減らして、複数

学級にすれば良いのではないでしょうか。複数学級にすれば教育効果があり、道教委が

認めないのであれば、特区など制度的な方法はあると思います。

少人数学級というと、私は山村のイメージがありましたが、現在では、都市部で少人

数になってきています。全国的なモデルとして、北広島市が都市部で、少人数学級をや

っていくことをもっと打ち出していけば、全国的に非常に注目を浴びるのではないかと

思います。

若い人や子供を増やしていく方法を真剣に考え、市全体で出来ること、教育委員会と

して出来ることは何か、教育効果も含めて考えるべきではないかと思います。

人数が減少するということは、教育委員会のせいではないとは思いますが、人数が減

少することを前提とした考え方しか持っていないのが、非常に寂しいと思います。

事務局 なぜ１学級がいけないのかについてですが、今まで、学校教育というのは、個と集

団と両方を上手く組み合わせて教育を行ってきています。今、教育関係者の中で１番問

われているのは、少子化により、家族、兄弟が少なく、年齢の異なった家庭での教育力

が弱くなってきている。また、地域での地域の少年団や児童会の活動等が段々と弱まっ

てきています。今、子供たちが集団の中で学んでいく場は、学校しかないという状況に

あります。学校の中でしか集団の体験ができなくなってきており、学校の集団が非常に

大事になってきています。

広葉小学校は、今の１、２年が１学級で、来年に入ってくる子も１学級になりそうで

す。その後２学級は２年続きますが、40 名を少し越える人数で、その後もまた１学級

が続き、24 年には８学級規模のクラスと予想されています。今まで、２クラスできて

いますから、そんなに実感はないと思いますが、１クラスが流れになってきています。

その後、団地の中の児童は増加するかもしれませんが、大麻団地、札幌のもみじ台団

地の例をみましても、急激には人数が増えないといわれています。

1 学年 1 学級という集団は、なぜ子供達の成長に問題なのか、ということを考えてい

ただきたいのです。１クラス 25 名、転入生があるかもしれませんが、１年から６年ま

で同じ集団で生活します。

1 学年 1 学級は、本当に限られた人間関係になりますので、クラスの中で役割分担が
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固定化してきます。６年間一緒にいれば、どういう人間なのかわかってきますので、あ

る程度予測しながら、学級の中で学習活動や色々な活動が行われるのではないでしょう

か。

１学年１学級について、教育関係者の中でよく言われるのが、子供の人間関係や役割

が固定化しやすく、序列意識が出来やすいということです。これは、一人ひとりの子供

の伸びる可能性を摘むこともあるだろうし、可能性があるのに可能性を引きだされない

で、小学校生活を送ることもあるのではないか、と言われます。

それから、１クラスだと、いろんな学習形態がとりにくくなります。２クラスあれば、

クラスを壊して集団を３つくらい作って、課題別学習や、グループ学習などができます

が、そういう多様な形態がとれなくなります。

コミュニケーションにつきましても、６年間一緒にいますので、相手の言うことがわ

かるようになり、コミュニケーションが活発になりにくいということがいえます。

教師にしても、一人で見ますので客観性が出てこなくなります。

1 学年 1 学級の弊害もありますが、良さもあります。子供１人１人をしっかり見れる

とか、本当の基礎的な内容というのは、個別的にある程度教えこめば、１人１人習熟し

ていきますから、そういう面では良いのではないかと思います。

今言われているのは、２クラスあっても、３クラスあっても、その中でグループによ

って少人数指導をし、一人ひとり目を届かせていく学習をしていくということです。授

業の中では、体育や美術、家庭科は、２クラスを合同でやったほうが良い場合もありま

す。総合学習も１クラスより、２クラスのほうが、効果があると言われています。

確かに１クラスの長所もありますが、子供の将来的な成長を考えますと、社会性、集

団の中で、どう人と付き合っていくか、コミュニケーションをとるのか、そういうこと

を考えた時に、できれば、２年に１度クラス替えがあって、集団が変わったほうが良い

と考えています。人間関係を子供一人ひとりが意識して、自分なりにどうやって人間関

係を築いていこうか考え出すのが、クラス替えの効果だと考えています。

将来、社会に出て働く人間としての基礎を作る面で、小学校教育で社会性を学ぶこと

が１番大事であると思っています。協力性、人付き合いや連帯感を少しでも養う意味で、

２クラスで、少人数というのではなく、20～30 人の集団のクラスであったほうが良い

と思っています。

それと、学級編成のことでご意見がありました。30 人～35 人という形で、クラス数

が必要であれば、その中で学級を分けて、全国的に北広島が行っているということを伝

えたほうが良いのではないかとの意見がありました。

現行の制度の中で、学校規模の格差が生じています。今回は、現行制度の中で、改善

方法はないかという観点で検討を行い、考え方がまとめられております。確かに、35

人学級を全学年に適用していくことは理想かもしれませんが、現実的には市内全域で実

施ということを考えますと、困難な部分があると思います。
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住民 広葉小学校を卒業した市民です。今、少人数制の学校について問題があると、言われ

ていますが、過疎化している地区の児童はダメなのか、大きな集団制でなければ何も生

まれないのか、そういうのは学校の先生の力量によって決まるものであると思います。

それを、この問題の理由付けにされると困ります。いろんな会社で、資産の運用や売

却、市町村も統廃合しています。

今回の学校の統廃合は、財政難を脱却するために、提起された問題なのではないでし

ょうか。

事務局 今、統廃合は財政難から進めているのではないかと指摘がありましたが、第１回の説

明会でも説明いたしておりますが、財政的なことではなくて、教育的な環境整備という

観点から、審議会に諮問し、教育委員会会議の中で議論、検討してきております。私ど

もは、財政的なことをお話したことはありません。教育委員会としては、財政的なもの、

必要なものはたくさんありますが、教育的な観点から色々な施策事業を立案し、必要な

ものについては財政措置を行い、その結果、北広島市のすべての施策につながっていく

ことになります。基本的には、教育環境の整備ということで進めています。

住民 それを、前に出しているということで、内部的には、財政論ということも入っている

と受け止めてよろしいですか。

事務局 市としては､以前から行財政構造改革について取り組んでおります。財政的に含むも

のもあるとは思いますが、私どもはお金を前提としてこのような取り組みをしたことは

ありません。

住民 これからの担い手となる子供達を１番に考えて、市として進めてほしいと思います。

事務局 私どもも、まさにそういうことで、環境整備としてこの説明会をしていますし、教育

行政を推進する立場で、適正規模の学校が、子供達にとって１番良い環境が整えられる

のではないかということで進めております。

審議会に財政的な部分に関する資料を出した経過もありませんし、事務局として財政

面からの試算等を行った経緯もございません。

事務局 少人数学校がダメなのかというお話がありましたが、僻地で３年間勤めましたが、僻

地の子も、都会の子に負けないように他校と交流を行いました。小さい学校でも一生懸

命補うことを考えます。しかし、学校間の交流にしても、打ち合わせから時間がかかり

限界があります。そういう中で、一緒に統合して２クラスになれるのであれば、統合し
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た方が良いのではないかという考え方です。

ただ、地方の小規模校で、統合しようにも出来ない距離で、一生懸命頑張っている先

生方がたくさんいることはその通りだと思います。

住民 学童クラブについてですが、市の委託事業の「おたっしゃ塾」のスタッフの１人です。

３年を目途に、と区切りのような数字を出されているので、この問題をマスコミ等で見

聞きし、不安を抱えている利用者がいます。

「おたっしゃ塾」も 2000 年から始め、小学校という場所的な面から、子供達の総合

学習にも、高齢者との交流ということからも、繋がりができてとても良い環境になって

いると思っています。今、核家族で高齢者と触れ合う機会が少ない、という子供達にと

っては良い場所であると思います。

先ほども、高齢者と若者の交代ということに関して言われましたが、高齢化が進んで

いるということは、この地区、団地内の人は見聞きしてわかっていると思うのです。

「おたっしゃ塾」は、健康な高齢者の自立ということで利用されています。介護保険

の関係になりますが、認定を受けられないで、引きこもりがちな人に対する対策等も、

今後考えられるので、こういう場所を提供していただいている、ということを頭に入れ

て検討していただきたいと思います。

事務局 ３年ということを言われましたが、決定となってから３年程度の期間は必要ではない

か、と考えております。それから、総合学習の中でのデイサービスとの関係などにつき

ましては、教育委員会の中で、若葉小学校を使用する場合にも、そういった授業ができ

ないか、とも言われています。当然、そうした点につきましては、教育目標、あるいは

教育課程の調整の中で検討されていくと考えております。

住民 今回、２回目の説明を受けましたが、３回目の説明会の日程について具体的にお話で

きますか。

事務局 １回目の時もそうですが、ご意見、ご質問がたくさん出ております。会議録を整理し

て後、ホームページに掲載し、お知らせをします。できる限り早くしたいと思いますが、

私どもの仕事の面で、これから、予算の関係、総合計画や議会もあります。今日も終わ

った後に、どういう方法が良いか、みなさんにお話ししようと思っていました。３回目

の説明会は開催し、その中で、今日出された質問やお答えした内容を、整理し、示す必

要があると思っています。

１回目の説明会の中で、具体的に色々なご意見がございましたので、今回、２回目の

説明会を開催するに当り、具体的にどういう方法が良いか、お諮りをいたしました。

その結果、平日、土日の日中、そういった意見をいただき、日程を設定しています。
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ご意見があれば、出していただき、次回の説明会を開催したいと思います。

時期については、会議録の整理等がありますので、今、明確に言えませんが、逆に何

か希望がありましたら検討させていただきたいと思います。

住民 日程等については、教育委員会にお任せしたいと思います。３回目の説明会があると

いうことで、その時までに回答を用意していただきたい点があります。

１点は、１ページの（３）のことですが、札幌市は、小学校の通学距離を２km 以内

としていますと聞いています、と書いていますが、これは札幌市だけのデータです。近

隣の恵庭市や江別市など、石狩管内を含めての情報が欲しいと思います。

次の４番の、集団登校や自転車、バスを使う考えがないですかというところで、バス

通学については、利用可能な範囲で差し支えないということですが、この場合は補助制

度もあると書いてありますが、そのことについてもう少し詳しく載せていただきたい。

それから、３ページ目、今回、北進町１丁目の区域が統合した場合、１番遠い区域に

あたると思いますが、子供の状況によっては、区域外通学について弾力的に対応してい

きたいと考えている、と書かれていますが、そのことについて具体的に詳しく説明して

いただければと思います。

事務局 次回まででよろしいということでしたが、近隣市町村の通学距離に関するデータ、バ

ス通学の補助制度の内容、弾力的な対応についてのご質問でした。

補助制度については、要綱を定めて対応しています。バスを利用する場合、距離に関

係なく、１ヶ月以上の定期券を買っていただいた場合、２分の１を補助するという制度

があります。事前に、教育委員会にお話をしていただいて、協議する必要はありますが、

そういう制度があります。もし、必要であれば、次回までに要綱を見ていただけると思

います。

３つ目の弾力的な対応についても次回までにとのことですが、場合によってはこの説

明会以外に、もし必要であれば、私どもの方にご連絡いただければ、時間の許す限り説

明をする場面もあっては良いのではないかと思っています。電話番号やお名前を知らせ

ていただければ、出来る限り早くお知らせをしたいと考えております。

住民 複数学級の大切さ、クラス替えの大切さをお聞きしまして、大切さを痛感いたしまし

た。高台、緑陽小学校の話になりますが、３年後の合併となると、高台と、緑陽小学校

はすでに、その時点で１クラスになります。15 名、14 名で 29 名。平成 24 年で８名、

12 名で 20 名、平成 25 年は、19 名しかいないということで、合併しても１年生は１ク

ラスになるという中で、若葉と広葉小学校は２クラスを維持できても、そちらの方は維

持できません。そうしますと、今の説明では納得できない部分が出てくると思うのです。

４校を視野に入れなければ、複数学級も実現できませんし、高台、緑陽小学校に関して
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は、クラス替えも出来ないという事実があります。今の説明を聞いていると、そっちは

よくて、こっちはダメなのかなというのが、不思議な気持ちになるのですが、その辺を

どのようにお考えなのかお聞きしたいと思います。

事務局 児童数の推移、現在の児童数を考えますと、４校を１校に統合したほうが良いのでは

ないか、とのご指摘ですが、これについては、そういった観点から審議会でも検討をし

ています。その場合、通学距離を含めて考えますと、団地の中に新たに学校を建てるの

が理想になってきます。しかし、新たに土地を確保するのは現実的には困難であり、現

実的な選択ではないと考えています。

適正規模は 12～24 学級としておりますが、統合して１番問題になるのは児童の安全、

通学の距離と考えております。そのため、出来るだけ近い校区での統合が望ましいとの

考え方になったわけです。高台、緑陽小学校については、統合したとしても、２クラス

確保できないというのは言われる通りです。当面、児童数は減少していきますが、周辺

状況や団地の将来的なこと、少子化対策、地区の住宅戸数、住宅状況等を考えますと、

高台・緑陽小学校で統合するのが妥当と考えています。

また、高台・緑陽小学校については、今の推計でいきますと、25 年に極端に児童数

が減少し、1０人に満たない状況も予想されています。断定はできませんが、複式学級

も視野に入ってきている状況にあります。

住民 今日、初めて説明会に来た者です。説明を聞いていましたが、ますます統合という意

味がわからない。環境整備のためで財政的な事情は全然考えていませんというのなら、

緊急性は何もない。じっくりと全市の適正な学校配置を検討されて、５年、10 年後に

しても、それを地区別にしても構わないのではないか、と思います。

今回の統合問題について、教育委員会はボタンのかけ間違いをしているのではないか、

と思います。若葉小と広葉小学校の PTA と全然話し合っていない。若葉小学校は結局、

傍観の立場であり、両校を廃校して統合すると言いますが、廃校というのは学校が無く

なるということです。若葉小学校はなくならない。広葉小学校がなくなっても、若葉小

学校はなくならない。ただ、校名を変更するだけに過ぎない。ですから、若葉小学校の

PTA は傍観している。そんな中で、結局説明会というのは、なんなのか。説得会です

ね。広葉小学校の保護者を説得する会だと思うのです。しかし、みなさんは説得されな

いし、納得もしないのに、この会を延々と繰り広げていくのか、と思います。

11 月 20 日に第 1 区の集会所で、市政懇談会があり、連合自治会のテーマに据えてお

りますので、また、そこで具体的に聞きたいと思っております。

教育長 最後に、私の方からお礼のご挨拶をさせていただきます。

私どもの考え方に対しての、様々な立場、様々な視点からのご意見を多数いただきま
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した。

また、新しい制度の発想の提言もいただきました。私どもは、北広島市として団地内

だけの問題ではなく、北広島市全体の学校教育について考えながら、統合の問題につい

て検討することを前提として進めてきておりまして、新しい制度に基づく、例えば、小

中校の一貫性というのもあげられておりまして、中学生による中１ギャップが教育に大

きな影響を与えているといわれています。もっともっと、接続の教育が重要、というこ

とについてのご提案がありました内容については、勉強させていただきます。

統合との関係の中で、小中の教育課程がどうあれば良いのかについても、これからの

重要な視点だと思っています。

そして、ご承知のように、今、新たに教育の内容、学習指導要領が、大きく見直され

ようとしています。その中で、北広島市としての小中の一貫教育の課程の中で、小学生

や中学生が一緒に入る、そういう問題ではなくて、小中の教育内容の一貫性ということ

を十分視野に入れながら、教育行政を進めていかなければならない重要な視点だと思っ

ています。しかし、ご提言の主旨を重く受け止めたつもりでおります。

急激な児童数の減少に伴っての何年も前からの団地内における統合問題です。従いま

して、17 年から通学区域審議会の皆様に十分、論議をしていただきながら、このよう

に方向性を示させていただいています。その中で、３住区と４住区の統合の条件と、1

住区と 2 住区の統合の条件が、矛盾するところがあるのではないか、と何度もご指摘が

ありました。しかし、条件の違う中での比較、第 1 住区と第 2 住区の広葉小と若葉小学

校の比較の問題、第 3 住区と第 4 住区の高台小と緑陽小学校を比較して、この問題を進

めておりますので、その辺を宜しくお願いしたいと思っております。

いずれにしましても、このことは、無駄ではないと思っていますので、これからも、

住民のみなさまにご理解いただくよう、話し合って参りたいと思いますので、宜しくお

願いいたします。

事務局 今日の説明会はこれで終わらせていただきます。

15 日の夜７時から、説明会を予定しておりますので、都合がつく方は、来ていただ

きたいと思います。３回目初めて来られる方も多いと思いますが、今日、説明した内容

を、説明させていただくことになりますので、その辺はご理解をいただきたいと思いま

す。２時間余りに渡って、大変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。


