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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 15 日（木）

ところ 広葉小学校 体育館

じかん 19：00～21：40

参加者 14 名

事事務局 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 19：00～ 進行司会 小菅部長

■ 教育長挨拶 19：00～ 19：10

北広島市団地内小学校の新たな適正配置の説明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 19：10～19：43

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～

事務局 それではこれから質疑応答に入らせて頂きます。

（36：54）

住民 この統合は、適正規模を保つことが子供のためだという主旨で、決められたと理

解しております。

ただ、先程 Q＆A の中でおっしゃっていましたけども、高台、緑陽小学校に関し

まして、第１回目の説明会で資料を頂きましたが、平成 23 年にはすでに１クラスに

なり、決定後、３年を目途にしているということは、統合した時にはすでに適正規

模が保てない状況になっているかと思われます。

今回の資料では、それが今後の児童の社会性の形成に大きく影響を与えるかもし

れない、とおっしゃっています。２校はその状態になるわけですよね。でも、４校

の統合は無い、とおっしゃっています。先週の金曜日の説明会でも伺いましたが、

その時に少人数の工夫した教育をしていくつもりだ、とおっしゃっていました。だ

ったら、何も遠い学校に児童を通わせなくても、少人数で工夫した教育を行えば良

いのではないかと思います。適正規模での教育が、全くメリットがないとは、私達

保護者も思っておりません。
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もちろん、良いことがたくさんあると思いますし、小規模での一長一短はあると思

います。ただ、保護者としては、遠い距離を通わせて、たくさん不審者も出ます。そ

の不安を抱えてまで、望んでいる適正規模ではないのです。その点について、どうお

考えなのか伺いたいと思います。

それと、放課後の時間の過ごし方についてです。これも、先週の説明会の時に色々

お話を伺いました。学校が大きくなり、クラスが増えて、お友達が増えれば、教育

環境として、子供達の社会性を担うのに素晴らしいものになる、とおっしゃってい

ました。

今、私の子供は２年生なのですけれども、広葉小学校から５時間授業を終えて、

北進町１丁目まで帰ってくると、大体３時から３時 10 分くらいに帰ってきています。

11 月ですと、４時までに帰宅することになっていますので、お友達と遊ぶ時間が 30

分か 40 分しかないのです。それが、若葉小学校になれば、この季節は学校から帰っ

てくるだけになります。どんなに学校で素晴らしい教育が出来ているか分かりませ

んが、友達が出来ても放課後に遊ぶことが出来ない、行き来をすることも出来ない、

ということで本当に良い教育環境なのか、そのお考えをお聞かせ下さい。

最後に、今回頂いた資料の６ページの（２）で、統合しても適正規模に満たない

実態にあるという質問に対しての答えで、児童数増加の要因もある、とお答えにな

っています。これは、高台、緑陽小学校の校区についておっしゃったと思いますが、

それは広葉小学校の校区に関しても同じことが言えるのではないでしょうか。

輝美町には大きな道営住宅がありますし、北進団地も９号棟まである大きな団地

です。北進町１丁目には、大きなマンションが３棟あります。世代交代が進めば、

若い人がどんどん入ってくる可能性があると思います。その時に、今の広葉小学校

の場所に、学校が無いとなれば、若い世代は敬遠します。ますます、少子高齢化に

拍車がかかるのではないでしょうか。この３点についてお考えをお聞かせ下さい。

お願いします。

事務局 適正規模を確保するために、遠い距離を通学時の不安を抱えながら統合する必要

があるのかどうか。それから放課後の時間の過ごし方、児童数の増加の要因につい

ては、高台小・緑陽小学校ばかりではなく、輝美町の方にもあるのではないかとい

う３点ですね。

まず、高台、緑陽小学校につきましては、複数学級にならないことがそれについ

ては工夫しながら、やっていきますとの回答をいたしました。そうであれば、今の

ままでもいいのではないかというご意見ですが、私どもとしては、現状の教育を否

定するわけではありませんが、基本的に適正規模を確保し、より教育効果を高める

ためには、複数学級が必要になってくると考えています。

高台小、緑陽小学校の校区の全体戸数と道営住宅の部分を含めて、人口増、児童
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数の増加の要因はないわけではありませんが、当面については、適正規模は確保で

きない推計になっています。現状の児童数、当面の児童数を考えると４校を１校に

することも検討いたしました。ただ、適正規模の説明会等で保護者や地域の方から、

不安が出ていたのは通学距離の問題でした。今回、示しているのは、出来るだけ近

い校区での統合を考えていこうということです。将来的に、児童が増加する要因も

あり、当面、適正規模が確保できなくても、４校を２校にするのが望ましいとなっ

たものです。

高台、緑陽小学校については、資料にありますように、平成 25 年には、新入学児

童数が 10 人を下回るとの推計が出ています。このため、当面、このまま児童数が推

移しますと、複式学級も視野に入れる必要があります。こうした要因もあります。

児童数の関係で、広葉、若葉小学校の中で、輝美町の道営住宅再生等などにより、

人口増の要因もあるのではないか、ということですが、その点についてはその通り

かと思います。しかし、広葉小の校区である駅前で、17 年度にマンションが建てら

れ入居されていますが、17 年度から今を比べても、減少に歯止めがかかっていない

状況です。道営住宅等の再生、人口増に伴う児童数の増加については、統合後に適

正規模が確保できるような状態で推移していくのではないかと考えております。

放課後の遊びについて、若葉小学校の友達が出来たとして、下校時間が変わると

すれば、15 分程度かなと思います。若葉小学校の子と友達になったときに、行き返

りで４時になる時もあると思います。統合した後、新しい友達と遊びを工夫してい

くかは、課題だと思いますけど、その辺は工夫されてくるのではないかと思います。

例えば、早い時間帯で帰ってくる時にお互いで遊ぶ、といった取り決めをする、

といったようなことになるのではないかと思っています。

住民 第１回目で頂いた資料の児童数の推移は、住民台帳から拾ったものであるのはわ

かっています。高台、緑陽小学校には、児童数増加の要因があると考えられるので

すよね。広葉小学校ならば、その１校で高台、緑陽小学校を合わせた児童がいます。

何も急いで統合しなくてもいいのではないか、と申し上げています。本当に少なく

なって、児童数が 10 人になったということであれば、遠くなっても仕方ないと考え

てもいます。見ていくと来年は 40 人、その次の年は 39 人、平成 22 年は 50 人いま

す。１人、２人増えたら、２クラスになる推移です。

なぜ無理をして統合しなければいけないのか。教育委員会の説明では、理解でき

ません。適正規模を保つことが大事であれば、４校を統合しなければいけないと思

いますし、児童の負担が増えるから、統合が出来ないのであれば、広葉と若葉小学

校を一緒にしなくてもいいと思います。私は何か矛盾したことを申し挙げています

か。ずっと聞いていますけど、そちらの説明の方が矛盾していると思います。
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事務局 今回、高台、緑陽小学校について、将来的に考えますと、住宅戸数、また道営住

宅や松葉町の高層住宅の計画もそのままとなっています。将来的なことを考え、周

辺の住宅状況等を考慮しますと、児童数の潜在的な増加要因もある、という意味で

言っていますのでその点を理解していただきたいと思います。

住民 それは理解しております。そうであれば、広葉小学校の校区には、集合住宅もあ

りますから、可能性はあるということですよね。ただ、ここに学校が無くなると、

若い方が来ません。資料では、子供が 30 分で歩けたとおっしゃいますけど、私は、

教育委員会の方と子供達が歩いた前日に、北進町１丁目から自分の子供を歩かせま

した。夏場で 48 分かかりました。そこまで歩かせるところに、これから子供を作ろ

うと思う、若い夫婦が引っ越してきたいと思いますか。私であれば、ちょっとどう

かなと思います。

今の広葉小学校に通うのも 30 分くらいかかっていますが、30 分は少し遠いけど、

頑張ろうかなというつもりで、マンションを購入しました。少し、無理があるので

はないでしょうか。

事務局 その件に関しましては、私どもの方で、学校の適正規模、適正配置について、審

議会で審議をしました。現状の児童数の推移、過去からの児童数の推移、当面推計

される中で、より教育効果を高めていくにはどうすればいいのか。そういった点か

ら議論された結果、適正規模に関し普通学級は 12～24 学級を基本とする。複数学級

が必要ではないか、」との答申を受けました。適正規模を確保していくためには、通

学上の安全性を含めて、児童に無理のない範囲で統合していくことが妥当であろう

ということで、今回の考え方を示させていただいたものです。

先程、そんなに無理をして統合する必要があるのか、という意見ですが、通学時

間と通学距離に関しましては、保護者の方々からお話があり、一緒に歩いた経緯が

あります。また、審議会の委員、教育委員も歩いた上で、子供さんには無理がかか

らない範囲と判断しております。

安全性の部分、不審者に対しては１００％安全とはいえませんが、条件整備を考

えていくことで可能ではないか、と考えております。

住民 統合によって、使用する校舎については、保護者や地域の方々の理解を得ながら

進めていきたいとありますが、若葉小学校に教育委員会サイドで、方針を決めたの

は、地域の方々の理解は、いつ得られて、若葉小学校に決定したのでしょうか。

私は前回も出ております。帰ってから色々考えましたが、説明会では、あなた方

の答弁を聞いているだけなのですね。一方的に押し付けて、理解をしてほしいと、

恣意的にやっていると思うのです。使用する学校の決定にあたって、子供達を第１
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優先に考えていないのではないか、と思うのが一つです。教育委員会で調べた広葉

小学校の校区と、若葉小学校校区の児童生徒数を見ましたら、230 人対 145 人です

よね。230 人の子供に不利益を蒙らせて、遮二無二、若葉小学校に通わせるというこ

とですね。子ども達を優先に考え、なぜ、人数の多い方に統合しないのか。

もう１つ、校舎が古いと言っていますが、たった２年しか建設年数が違わないのと、

両校とも、40 年経過しています。あなた方は、大規模改修をしたから新しいと言い

ますが、大規模改修というのは、表面上直しただけです。その辺を全然考慮に入れな

い。今流行っている学校の作りは、中庭式といって、日当たりが非常に悪いです。し

かし、広葉小学校は、片側廊下で日照条件が非常に良いという利点があります。そう

いう利点は、１つも書いていないのです。悪いとこだけなのです。だから、私は圧力

がかかっているか、恣意的にやっているかに受け取られる。その辺を、再検討しなけ

れば駄目です。多くの生徒を遠くに通わせる、そういう理屈に合わないことをやれば、

恣意的だと言われてもしかたがないと思います。全面的に検討しなおさなければ、父

兄も理解しないと思います。

学校の統合問題は、どこの市町村でも学校の引っ張り合いをしています。こういう

やり方をしたら、住民も保護者も理解しないと思います。意見として申し上げます。

事務局 何点かお聞きしまして、貴重な意見として承ります。幾つか私どもの考え方をお

話します。理解を得ながらの点で聞かれましたが、これも説明の中でお話しましたが、

適正規模についての地域の説明会を開催しております。

これは、審議会から中間答申をいただいた時に、実際にみなさんの意見を聞いて、

それを教育委員会の適正配置で、活かしていこうという考え方がありました。適正配

置については、審議会から答申をいただいた内容を教育委員会で検討しまして、基本

方針を立てて、検討し、その方向付けを行い説明会に望んでいます。これについては

１回目の説明会でお話させてもらっています。

広葉小学校の児童数が 230 というお話でしたが、5 月時点で約 250 人で、若葉小

学校は約 180 人です。約 70 人の違いがあります。

これも先程説明させて頂きましたが、基本的に通学する距離は２km の範囲内とい

うことと、両方の学校を廃止すること、学校としての環境がどちらの方が良いか、学

校の校舎、敷地含めて検討し、若葉小学校に統合すると方向付けをしました。子供の

多い学校を残して、そこに吸収するという考えではなく、統廃合を考えています。

大規模改修については、構造的に違いはありませんが、大規模改修をした時期が

若葉小学校の方が新しいということです。

耐震補強工事については、両校とも行っておりませんのでこれからということに

なります。
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住民 どちらの学校も改修、耐震補強工事をしなければ、建築基準法では問題がある、

ということですね。

事務局 昭和 56 年に新しい耐震基準が変わっていますので、56 年以前に建った建物は、基

本的に耐震補強の必要性がありますが、その前提として耐震診断が必要となります。

住民 耐震補強については、どちらも必要だということでしょう。

事務局 耐震補強が必要かどうかは、素人ですので、今お答え出来ません。

住民 40 何年も経っているのだから、多分耐震補強が必要だと思います。どちらの学校

を使ったにしても、構造的に手を入れないとならないという意味です。ですから、

広葉小学校は、児童数が多いのに、どうして若葉小学校に統合になるのか。それが、

どうも恣意的に見えると言いたかったのです。子供達の人数のことを優先に考えな

いと、私みたいに言われるのです。よく検討して下さい。

住民 北進町の者です。最初の方のご意見は最もだとお聞きしていました。私の方は、

２番目の方の校舎の選択の部分で思ったことを言います。私は広葉小学校の校区で、

まだ、子供がいません。第１回目の説明会で、トリムコースのお話が出たのですが、

トリムコースについて、広葉小学校の校則で、危ないからトリムコースを通っては

いけないとか、校則にはないけど、子供達が危ないから、通ってはいけないと指導

をされている、とお聞きしたのですが、そういう指導はありますか。広葉小学校の

教員の方もいらっしゃるので、確認して頂きたいなと思います。

事務局 少なくとも、そういう指導をしているという話は聞いておりません。

住民 北進町までの通学路には、トリムコースは入っていません。トリムコースを通れ

ば近いと思うのですけれども、ここは１番不審者も出ますから、親として通らない

ようにと言っています。

事務局 学校は、通学路として、駅前通りから真っ直ぐ上る緑陽通を指定しています。

住民 こういう指導は、校則に無く、学校でも危険だから通らないという指導はしてい

ないということですね。実は、あまり学校の意見を聞いていないとのお話もありま

したので、その辺大丈夫なのかと思ったのです。わかりました。

先程、学童保育のことも出ていましたが、北進町の人が若葉小学校に通学する場
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合、トリムコースを通ることになります。トリムコースは、交通の面では、安全か

もしれませんが、不審者などが心配です。安全だとおっしゃいましたけど、親とし

ては非常に不安です。安全性については、委員会の方は認識不足ではないかなあと

思って聞いていました。

学童の受け皿だとか、トリムコースのこと、広葉小学校に校舎を選定した場合に

は道路の関係から、トリムコースを通らないで子供達が行き来できると考えられま

す。しかし、今回、それが資料に書いていません。どうも、若葉小学校に決まって

いて、こじつけで理由を言っているようにしか聞こえません。校舎の構造のことを

言うならば、今、危険だという状態で使っているとか、若葉小学校の有用性が高い

と言いますが、若葉小学校で教育した場合に、実際にどのような教育効果が出され、

それが広葉小学校では不可能なのかどうか、実際どう違うのか、そのことについて

お聞きしたいと思います。以上です。

事務局 今、３点について聞かれました。まず、トリムコースの安全性の話ですが、安全

性の話は何回も出ております。安全確保のため何ができるか、対策を検討していき

たいと考えております。

２つ目の学童クラブについても、お話が出ております。広葉小学校区におきまし

ても地域からの要望、保護者のみなさんからの要望があり、教育委員会も入って、

余裕教室を使って整備をし、現在に至っています。そうした経過で、相当長い期間

使われ、かなり安定している状態で学童保育がなされていると考えております。統

廃合の方向付けがされていく中で、学童クラブについても検討されていく話になり

ますが、説明会の中でもお母さん方からお話しが出ておりますので、そのことにつ

いては、学童クラブの担当者にお話をしております。今、決まったことをお話出来

ませんが、保護者のみなさんと話をしながら、検討、整理をしていきますが、少な

くても、学童クラブが無くなることはありえません。

３つ目の教育効果に関してですが、若葉小学校に統合した場合、子供にとってどん

なメリットがあるのか、という質問でよろしいですか。広葉小学校が今の１、２年生

が１クラスです。来年の新 1 年生も、先日の幼児学級からしますと、１クラスにな

りそうです。来年から２、３年は 40 人ぎりぎりですので、２クラスになったり１ク

ラスになったりする場合があります。これは転入児童数で変わってきます。どちらか

というと、減少傾向にあって１クラスが多くなると思います。これが統合しますと１

つの学年が 60 名前後になります。１つ言えることは、子供達の新しい遊び相手が出

来て､遊びの質も変わってくると思います。

住民 人数は、どちらの学校に行っても変わらないです。若葉小学校に行った場合、前

回は公園が近いから教育効果に良いことを話されていました。校舎の構造の安全性に
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ついて意見を言ったのですが、危険であれば、今通わせていることも問題ですし、実

際に教員の話も聞いていないと言います。教育委員会が勝手に考えている、若葉小学

校ありきとしか聞こえません。

公園についても、自然環境を活かせると言われましたが、現在、自然環境を活か

した教育が、どのように行われていて、広葉小学校では不可能なのか説明が欲しいと

いうことです。

事務局 若葉小学校に行って、若葉小学校の教育をするわけではありません。若葉小学校

と広葉小学校は、閉校になります。若葉小学校と広葉小学校の良いところを取り入れ

た教育課程を編成して、新たな学校教育が始まると思っていますので、そういう意味

合いで考えていただきたいと思います。

住民 ちょっと観点が違うところですけども、若葉小の校舎に行った場合に、向こうの

校舎の利点が活かされると、第１回目の説明でありませんでしたか。

どちらの学校にいても、人数は変わりませんし、新しい教育課程だということも

わかります。そういうことならば、ゼロから考えなければならないけども、向こうの

校舎が良い理由を構造上のことと学校の自然環境上のことから、効果的な学習が可能

だという説明を前回受けたという印象を持っています。若葉小学校の自然環境を使っ

たどのような効果的な活動、学習が行われていて、広葉小学校では出来ないという説

明を明らかにして欲しいということです。

事務局 その点につきましては、１回目の説明会で説明しておりますが、通学区域審議会

からの答申は統合校の組み合わせで、使用する校舎については触れていません。

今回、教育委員会として考え方を示すにあたり、使用する校舎について、どちら

が良いのかについては、現状を把握し、比較、選定してお示ししていくために項目を

決めました。そうした中で、現在も校舎としては両方とも使われております。校舎に

ついては、設備を含めて、管内でも劣っているものはないという前提でお話をしてい

ると思います。統合した場合、どちらの校舎が良いのかということについては、現状

を比較しますと差がでてきます。そういう観点から説明をいたしました。若葉小学校

ではこういう地区を使って、あるいはこういう公園を使ってこういうような教育をや

っています、といった説明はしていないと思います。

住民 前回、パワーポイントを使って説明されたと思います。その時にそういう意識で

お話をされていたと思っていました。そうしたことでそんなにないとすれば、あとは

構造上のことだと思います。安全性が十分であれば、この校舎で良いのではないか、

どちらでも同じではないかと思います。それよりも、学童保育の面や、子供達が通学
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するときの安全性を考えると、広葉小学校にしたら、人数が多いということ。最初か

ら若葉小学校ありきだから、人数を前提にしていないと聞こえますが、多くの子供達

がいる方に統合するという考え方が、一番大きいと考えます。また、安全性に不安の

あるトリムコースを通らない広葉小学校を選定するのが常識的だと思っています。

住民 ２回目の説明会ですが、説明会に参加された方は、理解、納得して帰られる方は

いないと思います。常識で物を考えて頂きたいというか、みなさん必ず言われるのが、

なぜこの小学校が駄目なのかということになれば、そこのスロープがとなります。今

まで事故の報告がない、これから事故の懸念がされる。構造の話とかでていましたが、

若葉小学校を使うことになれば、トリムコースを安全に整備すれば問題はなくなるで

しょうと言う。そこのスロープも、改修なり、なんなりすれば問題なくなるのではな

いですか。納得いかないものを、理解してくださいと言うだけで物事を進めようとす

ると住民の怒りは爆発しますよ。

住民 前回、意見として述べましたが、統合の対象となる人にアンケートを取って欲し

いと述べたのですが、そういうことは考えておられないということでした。周りの意

見を聞くと、統合に関して賛成、という意見を私は聞いたことがありません。１番お

願いしたいことは、是非、住民の意思を聞くということで、統合に関わる子どもを持

つ家庭にアンケートをして、統合した時のメリットとデメリットを示し、どちらを選

択するか。デメリットがあっても適正配置に賛成だと思えば、統合に賛成するでしょ

う。まず、統合の対象になる家庭や子どもにアンケートを採って頂きたいと思います。

今の説明を聞く中では、大多数の方は反対するのではないかと思います。私は決

して、統合に反対ではありません。やはり、少人数より、大人数で子供を育てたい

と思いますし、そういう環境にしたいと思います。ただ、現実としては、減少傾向

はやむをえないと思いますが、メリットがなければ理解出来ないと思います。是非、

アンケートや対象者への意見徴収を行って頂きたい。今の方も言ったように、資料

に書いてある文書が、人の質問に対して、良いのか悪いのか、わからないように書

いてありますので、文書をわかるように書いて欲しいと思います。

事務局 委員会としましては、学校の統合問題は、児童に関わる問題であるということか

ら、出来るだけ多くの方に説明会に来て頂きたい。今、色々ご意見等伺っておりま

すが、課題を明らかにし、対策できるものについては対策し、検討しなければなら

ないものについては、検討したいという方向で､当面進めていきたいと考えています。

アンケートありき､結論ありきではなく、こういった説明会を続け、問題点・課題点

等をあきらかにしていきたいと考えております。

それから、資料の内容で、表現に問題があるというお話でしたが、今後気をつけ
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たいと思います。

住民 アンケートについては、検討して下さいますか。

事務局 現状では考えておりません。

住民 これを出来ないのだというのであれば、私達が対象者を調べて、アンケートを出

して、回収して、あなた方に持っていくことは出来ると思いますが、そういう意見

の反映は出来ますか。

事務局 今、説明会を行っているところです。３回目の説明会も予定しています。今の時

点でアンケートを取る、取らないについて申し上げる段階ではない、と考えており

ます。

住民 委員会がアンケートを行わないと言ったから、住民が対象者にアンケートを取っ

て持っていくから、それを反映するか、ということを聞いているのですよ。

事務局 私どもの方向付けした内容を、説明しておりますので、みなさんがアンケートを

取ったことについて、我々がそれを参考にするとかしないのではなくて、現状で言

えば、審議会で審議され、教育委員会で出された方向付けされた内容について、ま

だ疑問や課題があると考えています。これについてまだお知らせをし、お聞きし、

そして検討できるものは検討し、課題を整理する段階だと思っています。

住民 検討できるものは検討し、と言いましたが、広葉小学校と若葉小学校は検討でき

るものの中に入りますか。

事務局 現状で申し上げますと、審議会で答申をいただき、教育委員会で方向付けをしま

した。そのことについて、説明をさせていただいています。今後どうなるかは、現

時点でお話できませんが、今の時点では、課題についても出ていますし、色々な意

見があることは受け止めますけど、今、アンケートに従うという状況ではありませ

ん。

住民 従う、従わないはともかく、こういう説明会で意見を述べる方や、HP の意見を寄

せられている方もいると思います。北進町全域でアンケートを行い、提出させてい

ただいたと思います。そのアンケートの住民の意見を読んで、検討して下さらない

のですか。それは全く検討の余地が無いということですか。
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事務局 先日、アンケートをお持ちいただき、拝見させていただきました。色々な意見が

あります。その内容をどうするか、という段階ではございませんので、内容の把握

に努めているという状況です。

住民 教育委員会では説明会を行い、意見徴収していますがその結果がでるのはいつに

なりますか。若葉小学校ありきではなく、広葉小学校もあるよと、結論が出たとす

れば、時期的にいつになるのですか。

事務局 これは、前回の説明会でも出ていますけど、説明会を行う前に、会議録の整理に

時間が相当必要なことと、これから議会や予算編成等がございますので、３回目の

日程の整理をして、出来る限り早くやりたいと考えていますが、しばらく先になる

かと思います。説明会の内容については、１回目の説明会でみなさんと相談させて

いただいたとおなじように、HP に載せたり、自治会や学校を経由するとか、色んな

形で示させていただき、３回目の日程も組ませていただきたいと思います。

住民 なぜ、４校同時でなくてはいけないのでしょうか。今、父兄から子供が可哀想だ、

友達の数が少ない、とか緑陽と高台小学校からの父兄からよく聞きます。統合すれ

ば問題点等が出てきます。そういう所を先にやっていただいて、それを踏まえてこ

ちらを統合すれば良いのではないでしょうか。無理して４校同時でなくても良いの

ではないですか。

事務局 これも、１回目の説明会でお話させて頂いたと思いますが、審議会に規模と配置

の関係を諮問し、全市的な子供の状況等を検討した中で、北広島団地内の４小学校

の減少が著しいことから、４校の適正配置について審議会で色々議論された経過が

あります。

北広島団地は、北海道が計画、造成され、急激に人口が増加した経過があります。

急激に人口が増加した当時は、１世帯当たり３人を超えるくらいの児童がいました

が、今は半分以下になっています。相当、社会状況が変わってきていると思います。

広葉小学校は、確かにみなさんのお話にありますように、子供さんの数は 250 人

以上おります。ただ、このまま推移していけるという状況ではないと思います。今

後、色々整備されたり、輝美町などこれから整備計画を建てていこうということも

ありますので、１０年、１５年先には変わった状況も出てくるかもしれませんがす

ぐにという状況ではありません。しかし、団地全体の子供数が減っていますので、

基本的には団地全体の４校のことを考えていきたい、ということを理解していただ

きたいと思います。
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住民 現状を見ますと、緑陽小学校と高台小学校の方は、これから先、人口が増えてい

く様子もありません。輝美町と北進町は、世代交代で出入りがありますから、極端

に減ることも無いと思います。ここで無理して統合する必要はあるのかなと思いま

す。私は北広島に 11 年おりますが、環境が良く小中学校が近い、駅や消防署も近い、

こんなに良い所はない、と思っています。それだけに残念に思っています。

事務局 今、言われましたように、北広島市の環境は素晴らしいということで、常々誇り

に思っています。なぜ４校同時に統合するのかということですが、高台、緑陽小学

校の状況がわかっているのだから、先にそちらを統合して、必要性を検討してから、

実施すればよいのではないか、との意見だと思いますが、教育委員会としましては、

先ほど説明いたしましたとおり、現時点では、４校同時と考えています。

もう一つは、北進町等については世代交代が起こっているのではないか、という

お話でした。平成 17 年に、駅前のマンションができ、転入等もありました。しかし、

25 年度まで見ますと、減少傾向は止まっていません。少子化を考えていくと、ある

意味、社会構造的なものが変わっていかなければ、現時点では、大幅な増加傾向に

はならないと考えております。

住民 若葉小学校区と広葉小学校区の児童が、全体的に減っていくのは、やっぱり世の

中の趨勢です。だけども、若葉小学校区と、広葉小学校区の児童の減り方は、広葉

小学校の方が少ないということを言いたいのです。今でさえ、若葉小学校の方が児

童が少ないのに、将来、大勢がわざわざ遠い所に通わないといけない。このことを

みなさんが言っているのです。それを教育委員会に検討しなさい、と言っているの

です。

事務局 お話はわかりました。先程、私どもが言いましたように、２㎞以内であれば、子

供さんに大きな負担をかけないで通学していただけるのではないか、と思っていま

す。それで、１点だけで比較しているのではなく、大きな４つの項目について検討

し、決して、広葉小学校が悪いというわけではないのですが、比較をした場合、若

葉小学校の方が優れているところが多いのかなということで、そちらの校舎を使う

という方向付けがされたということです。

住民 若葉小学校の校舎が優れているというのは、保護者にとって、どうでもいいこと

で、今すぐ廃止しないといけない状況でないわけです。スロープのことも書いてあ

りますけども、スロープは今まで怪我をした人がいないと聞いております。登りの

スロープがありますが、これは小学校の児童にとっては、危険というより体力づく

りに良いと思います。先程、意見も出ましたけど、広葉小学校は日当たりが良いと
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いうこと。学校が高くなっていますので、生徒達が遠くの景色を見ながら絵を書い

ているのを、よく見かけます。そういう良い所があります。良い所が、何も記載さ

れず、悪い所がこじつけのように書かれていて、本当に何か、若葉小学校を残さな

ければならない強い力が働いているのだと思っています。

両校残した時のことを考えて、説明して頂き、みんなが納得した方の学校を残す

という風に考えていただかないと、このまま、若葉小学校を残すと、ゴリ押しで決

まった場合に、私はもう住民運動になりかねないと思っています。今も父兄はかな

り怒っておりますから、大きな問題にならないように、教育委員会の方々は慎重に

進めていただきたいと思います。

住民 審議会の答申では、統合によって使用される校舎について、保護者や地域の方々

の理解を得ながら決定する、とありますので、教育委員会の考えを提示しましたが、

児童数が多いこと、学童保育の面、トリムコースの安全性、小学校と中学校が近く、

小中学校の連携ができる。それと、日当たりの件など総合的に考えますと、委員会

としては、若葉小学校にしたいということですが、２回の説明会を聞いて住民の方々

の話を考え合わせると、１番最初に出ていた適正配置の答申の中の、使用される校

舎については、地域の方々の理解を得ながら広葉小学校に決定される、と私は考え

ます。

今回は、前回の広葉小学校が良いのではないか、と私達が考えたことが、否定さ

れる形でプリントに載ってきたな、と思います。３回目では、１、２回目の私達の

色々な意見を踏まえて、考えていただきたい。若葉小学校の校舎を使いたいという

ことですが、私達は広葉小学校にも選択の余地があると思いたいので、若葉小学校

と広葉小学校を同じ土俵にあげていただきたいと思います。

事務局 意見として伺いましたので、よろしくお願いします。

住民 毎回、説明会に出席させていただいておりますが、何か一方的に、教育委員会と

審議会の決定の報告のようで、住民の方々から様々な意見が出ていますが、一向に

耳を傾けないような様子が残念です。

若葉小学校が、利便性を考えず、なぜ有利なのかが文書に書かれています。実際、

雨の日のグランドの水引きや、広葉小学校にはスロープがあるからいけない。ただ、

単にこの問題だけで、統合を推し進めていくのは根本的に考え直していただきたい

と思うのです。広葉小学校の利点を４つばかり指摘させて頂きます。

まず、立地の条件としては、広葉小学校は北広島市の中でも１番良い環境ですし、

中学校が隣です。例えば、先ほど耐震性の問題もでていましたが、安全なのかとい

うことに対して、どちらの学校も大差がない。大きい地震が来て子どもを救出しな
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ければいけないといった場合、団地の他の学校と違って、消防署が近いこと、市役

所からも１番近い学校です。緊急の時に収容する場合にも、市内で 1 番大きい北広

島病院が、近いことがあります。救急車が足りない場合にも、北広島病院の救急車

を使用することができます。そういうことも基本方針の中に組み入れて、考えて頂

きたいと思います。

それと、団地を２つに割った場合、広葉小学校と若葉小学校が統合するというこ

と、将来的に子供が減るからせざるをえないということであれば、ここで統計が出

ているように、平成 25 年に、高台小学校と緑陽小学校を統合しても、１クラスの児

童生徒数が、20 名を切っています。広葉小学校は、１学級で 20 名切れるということ

は、絶対ありえません。みなさんからお話が出ていましたけど、地形的、地理的に、

ここは、高層住宅があり、戸別の住宅ばかりではありません。お年寄りが退去した

後には、世代交代で若い世代の方が、入ってくる可能性があります。

この学校を取り巻く環境は、人口が極端に減るとは理解できません。もう少し教

育委員会も、住民の声をよく取り入れて、賛成してもらえるように努力していただ

きたいと思います。

それと、この前も言ったのですが、広葉小学校から若葉小学校まで通学させるので

あれば、若葉小学校を卒業した生徒が広葉中学校に行った場合、広葉中学校に通学

しているので逆になりませんか。広葉小学校が若葉小学校よりも、100 名くらい児童

数が多いのに、若葉小学校にわざわざ通わせるのはどうなのでしょうか。広葉小学

校にすれば、中学生が後輩の手をつないだり、小さい子供の面倒を見ることもでき

ます。広葉小学校と広葉中学校を残す。中学校は、もう 1 校緑陽中学校があります。

しかし、高台小、緑陽小学校の児童はあと 5 年もすればいくらも児童はいなくなり

ます。ここを無理して統合する必要は無いと思います。団地の奥まった３校を 1 校

に、真中に統合したらいかがでしょうか。地域のみなさんの理解が得られないので

あれば、ここに書かれている条件を最初から見直し、検討していただきたい、と私

は思っていますので、宜しくお願いします。

事務局 何点か、貴重なご意見をいただきました。団地全体の中で４校を１校にする考え

方もありましたが、それについては、現実的ではない。また、通学距離や通学路の

安全性などから、４校を２校にするという考え方をお示しさせていただきました。

それに対してご理解頂くため説明会を行っているところです。

広葉小学校の利点、言われる通り、市役所や消防署に近いのは事実です。距離的

には市役所、消防署から 500ｍ程度の差があります。その距離の差が具体的にどう出

ているかは把握しておりませんが、そういった利点があるということはご指摘のと

おりだと思います。

安全性の部分で、広葉小学校と広葉中学校が隣接していることから、小学生も中
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学生も安全性を確保しやすい。また、通学方向が同じになることから、小学生と中

学生とのつながりも図れるとのご意見ですが、そうした面もあると思われます。

現実問題としては、小中学生が兄弟として、同じ家庭にいるのは、そう多くなく、

子供同士の関係を考えますと、小学生と中学生が必ずしも、一緒に通うことは考え

られない面もあります。同じ方向という利点は、子供が１人にならないということ

だと思います。そうであれば、安全性については、パトロールを行うことなどによ

って担保できるのではないかと考えています。例えば、今回、トリムコースを使っ

て若葉小学校に行く場合、すみれ保育園から若葉小学校間、広葉小学校から若葉小

学校の間で安全対策を強化して、安全性を高めていくことが出来るのではないかと

考えています。同じ所に通うということは、確かに言われる通りかと思いますが、

子供達の安全をどこの区間で高めていくか、ということは検討していけば出来るの

ではないかと考えています。

住民 色々意見を聞かせて頂いておりますが、私達には検討の余地はないと聞こえます。

理解を得られましたら、新しい学校を設立するとありますが、何をもって理解を得

られたとするのでしょうか。理解を得られなければ、説明会を延々と続けていくの

でしょうか。

事務局 １回目と２回目の説明会で、議論の噛み合わない所もあるかもしれません。要望

もたくさんあると思います。今回の説明会の中で、ある程度、整理できるかと思っ

ておりますので、意見、疑問や要望などを整理し、3 回目でお示しできるものは示し

ていきたいと考えています。今回、お知らせしている資料については、前回１回目

の説明会でお答えしたもの、資料の要求があったものを Q＆A の形式で出していま

す。確かに、抽象的なものもあると思いますが、なるべく具体的に整理できるもの

は整理して次回お示ししていきたいと思っています。３回目の説明会については開

催させて頂く方向でいますのでよろしくお願いします。

住民 今後の検討で、安全性を高めていけるのではないか、という言葉がありましたが、

説明としては不十分だと思います。高めていけるのではないか、とあやふやな答え

しか返ってこない。それで、本当に安全性が高めていけるのだろうかと、不安を持

ちながら、３回目に挑まなければなりません。はっきりしない部分がたくさんあり

ます。そこが気になりましたので、その点は理解してもらいたいと思います。

資料の３ページ目の４番ですが、通学区域の見直しについてですが、通学区域は

基本的に変えないほうが良いと考えております、とありますが、これだけでは、ち

ょっと理解出来ません。この部分、もっと根拠を示して欲しいです。ここから、も

う少し膨らませて欲しいです。



16

次に、区域外通学について、弾力的に対応していきたい、とありますが、これは

実際出来るのですか。もし、３人の人が希望したとして、２、３人だといじめにあ

う可能性がある、とか言われ、今の方針通りの若葉小学校に行った方がいいですよ、

という話にされてしまうのではないか、という気がするのです。

それと、適正規模の基本方針について、理想の規模にするというもので、素晴ら

しいと思います。それを達成するには、統合すべきだろう、という考えは理解でき

ました。統合するにあたって、安全性の不安や学童保育の問題など、色々問題があ

りますが、問題を住民の理解が得られないまま、統合に踏み切るということはあり

得るのでしょうか。

事務局 安全性については、どういう点で安全性について不安なのかを点検することによ

って、より有効的に対処をすることができるのでないか、ということでご理解いた

だけないでしょうか。

区域外就学については、個々の子供さんについて話し合いの上、弾力的に対応し

くということで検討しています。

学童保育のこと、理解が得られなくても見切り発車をするのか、とお話がありま

した。アンケートのことも含め、教育委員会では、どういう問題や課題があるのか、

整理させていただきたいと思っています。今のところ、学童クラブの問題、安全の

問題及び意見、４校同時に統合になるのかならないのか等、色々な問題があります。

統合については、必要性を考えてすればいいのではないか、という意見も出ており

ます。私どもとしては、統合は同時と考えておりますが、ご意見が出されています

のでそういった事について検討していかなければならないと考えております。それ

について、教育委員会の考え方を説明して、理解していただく努力を、当面してい

きたいと考えております。

それと、１つ補足させて頂きますが、弾力的な対応に関してですが、特に駅前の

マンションにお住みの方、多くの方が、東部小学校がすぐ目の前にあり、そちらに

通えないのかというお話がありまして、そこを検討出来ないかということでござい

ます。

住民 大体の事はわかりましたが、通学区域のことですけど、北進町の方が近いから、

東部小学校に行きたい人達を認める部分は理解できますが、大きなビジョンとして、

市全体として見直さないのかというところを考えて欲しいのです。そういったこと

を含めて、市全体が良くなるように、考えられないのでしょうか。弾力的にという

ことだけで、すませるのではなく、市全体で見直しをするという考え方は、無いの

でしょうか。
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事務局 北広島団地内の通学区域については、町名ごとに分けられている経緯があります。

通学区域については見直しをしないという前提で議論をしておりますので、今のと

ころ考えておりません。

住民 ２点質問させて下さい。折角、説明会を何度もしていただいておりますが、残念

ながら、参加者が少ない状況です。広葉小学校の保護者２５０人いますが、全体の

10％から 15％しか参加していません。地域の方を見ても、全体の３％から５％くら

いです。最終的な判断は、説明会に参加した方のみの意見で判断されるのか、もし

くは、参加していない方の意見も何かの方法で集約するのでしょうか。

１点目に、学童の件については、毎回質問されていますが、部署が違うというこ

とで、明確な回答をいただいておりません。今後、共働きの方が、増えることがあ

っても、減ることはないと思います。学童の場所が住民センターになるのか、この

まま広葉小学校で継続するのかについては非常に大事な観点だと思います。次回の

説明会で、その方向性を示してくれるのか、もしくは、担当の方が来てもらえるの

でしょうか。

事務局 １点目の最終的にどう判断するのかということですが、まず、課題の整理をして、

３回目でお話をさせていただいて、色々とご意見があろうと思いますので、状況を

見ながら考えていきたいと思います。

住民 説明会に参加した方のみの意見で判断するのですか。

事務局 学童の場所が住民センターになるのか、このまま広葉小学校で継続するのかにつ

いては非常に大事な観点だと思います。次回の説明会で、その方向性を示してくれ

るのか、もしくは、担当の方が来てもらえるのでしょうか。

住民 適正規模については、概ねで理解を得られたという判断は説明会に参加された方

のみの意見で決定されたのですね。

事務局 はい、そうです。

住民 統合についても最終的に、説明会に参加した方のみで、判断される可能性が高い

と考えてよろしいでしょうか。

事務局 今の時点で、どうするという段階ではないと思いますのでご理解をお願いいたし
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ます。

住民 審議会の答申というのは、絶対的なもので、答申が出たら実行しないといけない

のでしょうか。

事務局 審議会には、子供がどんどん減ってきていることと、客観的・公平に判断してい

ただきたいということで適正規模・適正配置について諮問をいたしております。そ

の結果、色々な角度から、検討されておりますので、基本的には教育委員会の会議

の中でも、尊重すべきとの方向付けがされております。

したがいまして、審議会の考え方を基本とし、教育委員会内部で検討していく項

目について方針を作り、検討してきた経過があります。私どもとしましては、そう

した考え方を最大限に尊重し、理解を得るための説明会を行っています。

住民 わかり易く言えば、審議会の考えイコール、教育委員会の考えだということで、

いいのですか。

事務局 審議会で頂いた答申を尊重し、２校を１校にという答申ですので、それを教育委

員会が基本方針を立てて、方向付けをしたということです。

住民 大体同じような意見が出て、私のいただきたい答えが出ていないので、結構なの

ですけど、最後のお願いなのですけども、若葉小学校が望ましいと、教育委員会の

方が考えて、説明会を行っているかわからないですけど、どうしても若葉にしたい

から、一生懸命若葉小学校にする理由を考えている説明会に聞こえます。

みなさん、そう聞こえると思います。白樺町からここまで来るのも遠いですよ。

１回目の説明会で、分布図を作って下さいと申し上げて、作って下さったのはあり

がたいのですけれども、やっぱり、ここにも、なんとなく若葉小学校に有利になる

ように書いてあるなと思うのですけど。白樺町は白樺町全部の人数を書いてありま

す。でも、北進町は１丁目と２～４丁目を分けて書いてあります。

北進町１丁目と白樺町だけ比べると、同じくらいいるように見えますけど、白樺

町の本当に遠い所には、40 何人もいません。近いところなら、1.1km なのですから。

ただ、北進町１丁目のロイヤルシャトーは 1.7km のところに、これだけいるのです。

分布図もなんとなく、偏っているように見えてしまいます。どうしても若葉小学校

に統合したいという気持ちは分からなくはありませんが、そこをまず改めていただ

いて、同じ土俵にあげて、校舎を決めていただきたいです。それと、本当にどうし

ても統合しなければいけないのかも含めて、適正規模の説明会の時も、反対の意見

が出ていたと思います。その意見がどこに切り捨てられてしまったのか、私達には
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わかりません。いつの間にか、理解が得られていて、適正配置の説明会に移ってき

ています。この配置に関しての説明会は、そのようなことが無いように、切にお願

いしたいです。

何度か質問して、納得出来る答えを受け取った方がいらっしゃるでしょうか。私

は納得していないですし、しびれを切らせています。説明会へ行っても答えが聞け

ないから、いいやと思って、私達のような人が来なくなったら、理解が得られたと

なるのかなと思い、とても不安に感じています。

既成事実を作って、説明会をして、理解を得られたという風に進んでいかないよう

に、切にお願いしたいです。これは、お願いです。答えは結構です。

事務局 遅い時間帯まで本当にありがとうございました。

新たに出された課題もありましたし、今後、皆様方に理解を得るための資料作りも

必要と思っています。

これからもどうぞよろしくお願いします。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。


