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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 19 日（月）

ところ 若葉小学校 体育館

じかん 19：00～20：40

参加者２３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 19：00～ 進行司会 小菅部長

■ 教育長挨拶 19：05～19：09

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 19：10～19：40

工藤参事から、資料に基づき説明

■ 参加者からの意見、質問 19：40～

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 若葉小学校の PTA 会長です。前回の若葉小学校の説明会で出ましたが、40 人学級

ではなく、統合前のクラスを確保して下さいということでしたが、これを北海道に確

認して頂いて、そういう制度が無くて出来ないということですが、市で独自にやるわ

けにはいかないのでしょうか。

それと、加配教員や、授業補助員の活用を行い、適切に対応していきたいと考えて

いるようですが、これは児童数何名に対して、授業補助員を何人配置するのか、具体

的な回答をして頂けないのですか。

事務局 これにつきましては、先日も回答いたしましたが、単独でやることになりますと、

市全体のことを考えていかなければなりませんので、現時点で言えば、困難だと考え

ています。道からは、特例措置は無いという返事を頂いております。それから、加配

教員については、今の時点は、明確なお答えは出来ません。授業補助員につきまして

は、市の事業ということで、出来るだけ拡大をしていきたいと思います。現時点では、
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そう考えております。

住民 出来れば、具体的な例を挙げて、35 名だったら、何名配置するだとか、そういう

例で答えて頂くと分かりやすいのですけど。40 名近くであればという曖昧な表現な

ので、どのぐらいだと１人増やして配置するのかを教えて頂きたいのですが。

事務局 加配については、状況によって何種類かございます。人数が何名になれば、何名配

置するかについては、今お答えすることは、申し訳ないですが出来ません。

住民 分かりました。最後に、北海道に確認したのは、どういう部署なのでしょうか。

事務局 石狩教育局教職員係です。

住民 資料についての質問です。今回配られた資料の７ページ、８ページですが、この表

の見方について詳しく説明して頂けないでしょうか。

事務局 左側の方は、５月１日現在の学年の人数で、それから、右側の方については、年度

毎の新入学の児童を入れてあります。

住民 この形でいきますと、将来６年後までの北広島市の、この団地の新入学生の増減に

ついての予測は、既に教育委員会で出来ているということでしょうか。

事務局 それは出来ています。住民基本台帳に載った数字は、前回お示しています。

住民 さらに、質問してよろしいでしょうか。そうしますと、今後６年間の児童の推移と

いうのは、増加する見込みがあるのでしょうか。それとも、減少する方向なのでしょ

うか。

事務局 現段階では、団地内の 4 校とも減少すると予想しています。住民基本台帳から平成

25 年まで拾うことが出来ます。普通学級を基本として、人数をみますと、本年 19 年

度広葉小学校が 251 名、若葉小学校が 176 名。平成 25 年になると、広葉小学校で 233

名、若葉小学校で 151 名になると現時点で予測しております。

住民 今の方の質問と同じなのですが、資料の９ページの見方を教えてください。広葉小

学校から若葉小学校までの通学距離でございますが、ここの通学距離というのは、ど

ういう路線で計測をしているのでしょうか。
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事務局 今回の部分は、指定された通学路ということではございません。例えば、若葉小学

校区の児童については、若葉小学校から広葉小学校へ行った場合、どの程度の距離が

かかるかを調べております。このゾーンの中で１番遠い所を、例えば、青葉町の場合、

中央通りをまたぐ形で、広葉小学校までどのくらいかかるか。南町についても、基本

的に若葉小学校の前から中央通を渡る経路で考えております。白樺町については、近

い所と遠い所がございます。それで広葉小学校まで、直線で測らずに実測してほしい

と言われました。全て道なりにとっており、横断歩道を通る形で、距離を出しており

ます。途中で横断すれば近いですが、交通上の安全から、「道なりで測る」と指定が

ありましたので、そういう形で測っております。白樺町については、２経路で計算を

しております。若葉小学校の前まで来る経路と、若葉町２丁目の所から広葉ストアに

抜ける道を測って出しております。

住民 Q＆A にある、統合の時期について、決定から３年程度ということですけど、何を

もって決定になるのでしょうか。

事務局 今回お示しした教育委員会の考え方について、課題を検討し、最終的には全会場の

ご意見を含め、総合的に判断したいと考えております。

住民 その判断は、どこで決められているのでしょうか。気にしているのは、公開の場で

理解、話し合いをしてやるのか、教育委員会が非公開の場で行うのかです。

事務局 皆様方のご意見は、教育委員会会議に報告し、決定します。これについては公開に

なると思っています。

住民 その教育委員会の場は、傍聴可能なのでしょうか。

事務局 公開しています。

住民 この３年程度というのは、３年を越えるのか、３年以内なのか、どちらなのでしょ

うか。

事務局 ３年程度ということについてですが、それぞれ統合するという方向で定まりました

ら、広葉小学校と若葉小学校を廃止して新しい学校を作ります。施設、設備について

は、統合される学校にある物を使うことを考えております。具体的に、両校のこれま

での歴史や校風や教育目標など色々ありますが、学校が一緒になるに際し、課題が残
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らないようにしていきたいと思います。それぞれの学校で交流授業をしたり、現在あ

る小学校に統合のための委員会を作ったり、校名や校歌などを先生や地域の人達と一

緒に検討して、１つずつ積み上げていきますので、少なくても３年程度かかると考え

ております。そういう協議がスムーズにいけば、早くなるかもしれません。一定の目

安として３年と考えております。

住民 会場で話題にされていた件ですが、このしおりの３ページの（３）に書いてあるこ

と、今後も強く要望していくと考えておりますという文章については、自分も教員と

して、40 人で指導を行うよりは 35 人で指導を行うほうが、教育効果が上がると考え

ておりますので、この文章通りに頑張って頂くようにお願いしたいと思っております。

それから、同じ３ページの方で、色んな意見がありましたが、委員会としてはこの

大切な時期に６年間、限られた人間関係や、少人数や、友達の触れ合いなど、大きな

影響を与えることもあると書いてあります。それで、可能な範囲で子供達に環境を整

えてあげることが大切でないか。これについても、本当に直面していることですから、

自分も同じように考えています。

ところが、さっきのまとめの所に書いてある通り、なかなか北海道は、はっきり言

いませんし、色んな改革が出来たとしても、本当に遅いものになっております。

先程、お金や人的な問題があるのかもしれませんが、なかなか北広島では難しいと

いうお返事を頂きました。委員会としては、はっきりと言えないかもしれませんが、

例えば、住民パワーを使って、普段の授業に退職された先生方が協力するなど、（１）

にある子供達の環境を整えてあげることについては、色々な見方から迫っていけるの

ではないかと思います。実施まで３年、色々な説明がありましたけれども、その３年

間を上手く利用して、なんとか北広島市教育委員会で考えている子供達の環境を整え

ます、といった明確な形が表れてくると、説明を受けている私達も、子供達は大切に

されていることが理解され、だんだん納得していくことが出来るのではないかと思い

ます。はっきりしたアイデアをお伝え出来なくて残念なのですが、要望としてお願い

したいなと思います。

事務局 貴重なご意見として承りました。

住民 前回、８月に広葉小学校で行われた説明会を聞いたのですが、この場とは違いとて

も反対の方が多く、統合には至らないと思ったことを記憶しています。先程の質問の

答えとして、ご理解を得られたらそこから３年間というお答えでありますが、８月の

状況を見ている限り、広葉小学校の方では、１、２年の間に理解が得られるとは思い

ませんでした。

これまでの感触として、まだ同じように広葉小学校では反対が多かったのか、そん



5

な感触も含めて、ご理解が得られるのはいつ頃になりそうなのか、お聞かせ願いたい

と思います。

事務局 今、お話ありましたように、広葉小学校区で２回目の説明会を３回開催しておりま

す。言われる通り、反対する意見も相当多く出ております。

それから、要望的なことも出ておりますが、通学上の危険性、不審者に対する不安、

距離が伸びることによる不安などが出されております。

また、３回目に向けて、抽象的な回答ではダメだと、ご意見、批判を頂いておりま

す。教育委員会だけですと、ごく１部になってしまうものですから、市全体として、

考え、検討し、整理をしなければならないものが多々あります。

今の時点で、どこで判断するのかについて、説明しにくい状況にあります。少なく

とも、理解を得るために、誠心誠意説明するようにしておりますので、３回目はある

程度具体的な説明をさせて頂きます。時期については、広葉小の校区でも説明させて

頂いていますが、内部で検討する時間も必要になります。少し時間はかかりますが、

３回目の説明会で色々と説明しようと考えております。

決定はいつ頃になるのかと質問を頂きましたが、時期的に判断する段階ではないと

考えておりますので、そのことにつきましてはまだ時間をいただきたいと考えており

ます。

住民 私の子供は就学前ですが、このままでいきますと、小学校時代は、１クラスのまま

で、若葉小学校でおしまいになってしまうのかなという気持ちがあります。私として

は、若葉小学校でも広葉小学校でもどちらでも良いから統合して欲しいです。普通学

級で、クラス替えがあるような環境にさせて欲しいという希望です。やめて欲しいと

いう希望もあるかもしれませんが、早く統合して欲しいという意見もありますので、

考えて頂ければと思います。

事務局 貴重な意見として承りました。

それぞれの校区によって、保護者の考え方もありますので、私どもは丁寧に説明を

させて頂きたいと考えております。

確かに、第１回目の説明会の時には、相当、論点が合っていない部分がありました。

今回は争点や論点が、合ってきている部分もあると思いますので、どの点が問題な

のか絞り込むことも出来ると思いますので、こういう形で進めていきたいと思ってい

ます。

住民 今、ご発言ありましたけども、若葉小学校の人間がみんな物分りが良いと勘違いさ

れては困りますので、その辺きちんと踏まえて頂きたいなと思います。統合に関して
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は、是とするのではなく、やはり、みんな不安を持っております。それを踏まえて、

若葉小学校は反対の声が少なかったから、いいやと感じられては困りますので宜しく

お願いします。

前回も、私が発言して、それは無理だよと先程も回答がありましたが、時限措置で

もいいので、２校合わせた学級数の現状維持ということを要望として保護者の立場か

ら言わせて頂きたいのです。どういうことかと言いますと、広葉と若葉が合併して新

しい小学校になって、１クラス＋１クラス＝２クラスになる。２クラス＋１クラス＝

３クラスになる。そういう形でやって頂きたいということです。

これは時限措置でも結構ですので引き続き要望として、挙げさせて下さい。

事務局 要望として承ります。前回、他の方からも質問がございまして、お答えしておりま

すが、現実には厳しい状況にありますが、貴重なご意見として承りました。

住民 お話を伺っていて毎回思いますが、今までの都市計画そのものが、甘かったと私は

ずっと思っています。今、お話を聞いていたら、都市計画や団地再生計画という言葉

が出てきたかと思います。並行して小学校の事も考えたら、皆さんからの質問にも柔

軟に答えられるのではないかなと思って聞いていました。今まで、皆さんから色々な

質問が出たと思いますが、質問されることを予想して、その席に座っていらっしゃる

べきだったのに、どこの学校で質問されても同じ事ばかりで、答えられない状態が今

まで続いてきたと思うので、色々な問題を予想して考えて、これから説明会をして欲

しいと思います。これから先の子供達の事を考えると、こういう場で不安を持って席

に座るのは嫌だなと思います。

事務局 ご要望として承ります。

住民 幼稚な質問になりますが、色々な方と会った時に、北広島市は、教育費を随分切り

詰めているという話がありました。私は、教育費が、人口でいくのか、生徒数で行く

のか。それと、もう１つは、北広島市は容積率が非常に小さいということで、２世帯

住宅が建設できない。この頃は、市の方でも、各自治会から要望があれば、緩和する

ということで、２世帯住宅が入ってきて、子供さんが増える方向性になります。ある

人が、北広島市は教育費を切り詰めている、狭い家しか建てられない。だから、とて

も北広島市に行く気がしないという声もあります。

教育費は、恵庭や千歳辺りから見たら、そんなに厳しいのかなと思うのですけど、

その辺をお聞きしたいです。

事務局 今のご質問は市全体の教育費が、非常に少ないのではないか、ということでしょう
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か。お言葉を返すようですけど、私どもはそうは思っていません。

住民 私も、きちんとした事は分からないのですけど。奥さん方の話の中で、そういう声

が出たものですから。

事務局 私どもとしては、そうは思っていません。毎年、予算の額が変わることはご承知だ

と思います。学校１校を増築、改築することによっても変わります。今も年に１校か

２校、ある程度の年数が経過した学校について大規模改修を行っております。大規模

改修を１校するだけで、２億、３億の費用がかかります。年度単位で、１校の改築や

増築があるかないかで、数億円単位が全体の予算の中で増減してまいります。

一般財源だけで大規模改修をやりますと相当負担が大きくなり、市単独では出来ま

せんので、国の補助制度を利用しながら事業を進めております。

そういう特殊な事情を除いて、通常、校舎の維持管理の関係や予算の立て方があり

ますが、大きく言って、教育費の中に通常の事務的な経費、学校管理上の経費もあれ

ば、子供達に直接関わる教育振興費もあります。毎年、確かに財政的に厳しくなって

きていますから、教育委員会だけでなく全市的に具体的な見直しをしますが、必要な

物をそれぞれの部署で要求して、最終的に市全体で収入に合う支出が予算化されてい

きます。

今言われたような、全体予算の中で教育費が置き去りにされているとは、私どもは

思っておりません。

私どもとしては精いっぱい頑張って、必要な学校に関わる予算付けはしているつも

りですし、これからも、必要なものを予算付けされるように努力していきます。

住民 決して教育委員会がケチということではなくて、奥さん方からそういう声があった

ものですから聞きました。

それと、PTA 会長さんから話があったように、教員や補助員の活用などの措置をと

って欲しいです。

前回の説明会で、市が単独でやった場合、市がその教員の経費を負担するから大変

だと聞きました。前の方も言っておられましたが、例えば、ギリギリ 35 名の時に、

北広島市としての特別な措置をして頂けないのでしょうか。今、おっしゃったように

予算が絡んできますから、無理かもしれませんけど。これは、要望なので、お答え頂

かなくても結構です。

事務局 市単独でやるとなりますと、市内 16 校ありますので、加配等、先生の配置につい

ては難しい部分があります。ただ、授業補助員の制度については今後も拡充していき

たいと思っております。必要に応じて授業補助員として採用したり、退職された先生
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や、ボランティアの方に入って頂く制度、クラスの教科、勉強する内容をフォローす

る制度も市は持っておりますので、この制度を拡充していきたいと思っております。

各学校でも、工夫をしながら対応していますので、私どもとしても、出来る限りフォ

ローして対応していきたいと思っております。貴重な意見として承りましたので、よ

ろしくお願い致します。

住民 今、お話頂いていた部分で、数字が全く見えてこないので、頑張りますだとか、善

処しますそういう回答ですが、昨年度、北広島市でかかった教育費の金額を教えて下

さい。既に出ていると思いますので、その金額を児童数で頭割りした場合、隣の恵庭

や千歳市と比べてどのくらいの金額だったか分かりますでしょうか。

出来れば、個人的ではなく、このような公の場で皆さんに分かるようにして頂いた

方が、不安を持っているお母さん方がいればその辺も払拭できる、あるいは、その通

りだとなるのか、答えがはっきりすると思いますので、お願い致します。

事務局 ３回目の説明会の中で、資料を出して説明させて頂きます。

住民 先程の PTA 会長さんの関連なのですけども、私は以前、教育委員会の相談員に相

談した機会がありました。その中で、例えば、児童の中で「いじめ」などの問題があ

った時に国の制度か道の制度がちょっと分からないのですが、例えば、子供に専属の

人をつけるというのを聞きまして、その事について相談したところ予算が無いと言わ

れたことがあります。

現実問題、手の空いている先生が、サポートに入っています。今の若葉小の規模だ

と厳しいと聞いております。ただでさえ忙しい教頭先生や教務主任の先生がサポート

に回る状態ですので、今は、不十分だと思います。35 名、40 名学級というのが、厳

しいのであれば、こういう職員の方をたくさん入れていかないと何かあった場合に対

応しきれないと思います。クラス、学校、子供達のためにも良くないので、統合が実

現するとなれば、職員配置を考える良い機会ですので多いに活用して、出来るだけ多

くの大人、先生方の目で、子供達を育てていってもらいたいと思っています。先程の

方と同じ意見なのですが、この辺のことを切に要望します。

住民 既に何度もお答えされていることかと思うのですが、確認のためにもう１度聞かせ

て下さい。今回、１番最初のところで、審議会からの回答として、統合後は若葉小学

校と高台小学校とするのが望ましいと考えます。こちらに記載されておりますが、こ

れは審議会からの決定事項ということで宜しいでしょうか。

事務局 審議会については、規模、配置について教育委員会から諮問をしております。それ
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について、審議会から答申を頂いたということです。その内容は、２校を統合するこ

とが望ましい、ただし、地域の方々、保護者の方々からの意見を聞き、理解を得なが

ら統合を進めていくこととするというものです。それを受けて、教育委員会で検討す

るに当たっての基本的な方針を立てました。その方針に基づき、方向付けをしたとい

うことです。それは決定ではありませんが、少なくとも審議会の１年半に渡る審議が

あって答申が出ました。教育委員会では、何度も勉強会や現地調査をして、最終的に

方向付けをして、説明会に入った経過があります。

私どもは、方向付けされた内容を、１回、２回に限らず、皆様に説明して、課題と

なる部分の整理をして理解を得たい、ということで説明会を実施しているという状況

です。

住民 そうしますと、もう１度確認しますが、叩き台としてはあくまでも若葉小学校と高

台小学校で統合を進めていると、理解してよろしいでしょうか。間違いないでしょう

か。

事務局 はい。そういうことです。

住民 それでは、６ページに書いてある委員会の考え方は決定ではありませんと、何度も

説明会でおっしゃられている事なのですけども、住民としては、これは決定事項のよ

うに毎回聞こえておりますが、こことの違いはどのようになりますでしょうか。

事務局 以前から、皆様から言われておりました。何度もお話ししますが、少なくとも、審

議会と教育委員会会議で出された方向付けです。それを皆様に理解して頂こうと、説

明しております。それで、疑問や質問、反対の意見などがありますから、それを１つ

１つ、私どもで整理、解決しながら理解を得ていきたいと考えています。

反対の立場に立たれている人とは、すんなり接点が見出せないということは現実的

にあります。ただ、大きく分けますと、交通安全上、距離の問題など大きな柱になる

点もありますので、そうした課題が整理できないか、解決できないか、市として取組

めないか、これからの市全体の課題だと受け止めております。

住民 ありがとうございます。そうしますと、審議会で出た答申に沿って、教育委員会で

は、住民に理解を求めるということですから方向性としては、やはり２校を統合とい

うことに間違いはないと思います。仮に、覆るとしたらどういう場合が考えられるの

でしょうか。今のお話ですと、反対の方にはご理解して頂く努力をしております。と

いうことは、反対の人を一人ひとり無くしていく努力をしている事になると思います

ので、この２校は、ほぼ決定ということで動いているのではないかと思うのですが、
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そこの部分に誤解はありますでしょうか。

事務局 今、方向付けされたものを皆様にお知らせしておりますし、色々反対の意見や要望

も出ております。それを、これから整理して、解決に向けて取り組んでいる状況であ

りまして、統合にならなかった場合ということについては、現時点では、考えており

ませんのでご理解して頂きたいと思います。

住民 理解しております。反対の意見を言っているのではなくて、方向性としてどちらの

意見がはっきりしているのか。いつも、「こっちなんだけれども、こっちではない。

決まっていません。」と聞こえてきますので、それであればもう少し突っ込んだ所で、

教育委員会としても若葉小学校と高台小学校の方針で、今、既に動いておりますし、

その方向で答えをまとめる方向で動いておりますと、一歩突っ込んだ形でご回答頂け

れば市民としても、賛成、反対の意見が出やすくなると思います。ここの場に出てく

る人達も、はっきりとした方向性を打ち出して頂ければ、もう少し話しやすくなると

思うのですがいかがでしょうか。

事務局 第１回目の説明会では、審議会に諮問して答申を頂き、教育委員会で基本方針を立

て検討した内容をスライドを使って皆様に聞いて頂きました。その中で、決定ではあ

りませんが、長所や短所を含めて方向付けをして説明会に入っております。その考え

方は変わっておりません。

住民 それでは、今のところは、若葉小と高台小の方向で理解してよろしいでしょうか。

事務局 そういうことになります。

住民 私も学校統合した後でも、先生の加配とか授業補助員は、本当に充実して欲しいと

思います。若葉小学校は子供一人ひとりに目が行き届くと感じています。今の時代、

子供一人ひとりに目が行き届く環境が１番良い教育環境ではないかと思います。北広

島市は、子供に、より良い教育環境をということで統合を進めてらっしゃるので、是

非、子供の教育にマンパワーを活用して頂きたいと思います。そうして頂くことで、

子供は学校内で心が安定して、それぞれの力を十分に発揮でき、その分、大人になっ

てから皆さんにお返し出来ると思うのです。そこの所を、是非とも宜しくお願い致し

ます。

もう１点は、学校に安全に子供が通えるかについて、若葉小学校の子供達は、あま

り環境は変わらないのですが、広葉小学校からいらっしゃるお子さん方で、３ページ

見ますと、北進町の子供達は東部小に行きたいという話もあります。
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地域とのつながりを考えて通学区域を基本的に変えないとおっしゃっていますが、

地域との関わりを考えてこそ、実は変えてあげた方がいいと思います。

これから、子供の数が減って、遠くからこちらまで通ってこなければいけないとい

うのは、不審者も多いので不安になります。どんどん児童数が減った頃には、私の子

供は卒業し、地域のおじさん、おばさんとして子供をサポートしていかなければなら

ないと思いますが、その時には、私の体力が衰えていて、遠くから来る子供の通学を

サポートするとなるとかなりしんどいと思います。

やはり、子供のことよりも、自分の健康を重視してしまって、誰かに頼むようにな

ってしまうのではないかと思います。だから、地域の繋がりも考えて、地域の人達が

サポートしやすい形に通学区域を見直して頂きたいのです。

新富町の子供達が、集団登下校しないと危ないという話を聞きますし、ロイヤルシ

ャトーの近くの１戸建ての住宅の方は、東部小学校に行っているという話も聞きます。

近所なのに地域の力を借りれない。不便だと思いますし、駅前の新しく出来たアネッ

クスというマンションに住む人は、若い世代や札幌方面の病院に通う高齢者世代だと

思います。病院に通うために住んでいる方達が、こちらに通学する時にサポート出来

る体力があるかと言うと、とても心配なのでそこら辺も考えて頂きたいなと思います。

事務局 授業補助員や加配教員については、先程からも様々な意見や要望が出されておりま

すが、十分受けとめておりますので、出来ることについてはやっていきたいと思いま

す。それから、通学区域の見直しと安全について言われました。ここにありますよう

に、通学区域の弾力化についてはよく言われておりますが、今回の統合は、通学区域

の見直しを前提としておりません。

通学区域の見直しをする場合は、全市的に考えていかなければならない点もありま

す。また、今の通学区域の出来た経緯とか、そういうことも考えていかなければなり

ません。そうした中で、子どもの状況によって弾力的に対処していきたいと考えてお

ります。

安全については、通学距離との兼ね合いもございますが、不審者については、100％

万全であることは難しいと思います。ただ、通学路の状況によって、パトロールをす

るなどして安全性を高めることは出来ると考えております。

例えば、広葉校区の子が若葉小学校に来る場合、子どもを一人にしないことによっ

て安全性を高められるとするならば、パトロール方法を考え、人を配置することによ

って、子供を出来るだけ１人にしないように考えていくことは可能だと考えています。

今の段階で、通学距離が長くなることについて十分納得が得られていない面もあり

ます。しかし、安全性は、地域の方や保護者の方の協力を得ながら、行政として最大

限、努力をしていくことによって相当な安全性の確保出来るのではないか、と考えて

おります。
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事務局 質問が無ければ、今日はこの辺で、説明会を終わらせて頂きます。先程、ご質問頂

いたものを、次回の説明会でお答えをさせて頂くというものもあります。時期は、早

くても来年の２月になります。こちらの都合で申し訳ないのですが、２月から３月は、

議会があって、市の考え方を出したりするので、場合によっては、説明会が４月にな

るかもしれません。いずれにしても、私どもが予定を組み、必ず説明会を開催します。

その辺ご理解を頂き、今日の説明会を終わらせて頂きます。

最後に、教育長からお話させて頂きます。

教育長 本日をもって、第２回目の説明会が終了しますが、今後の方向性について説明をさ

せていただきました。子供の教育環境を整えるということが、どういうことなのかに

ついて、我々の説明不足、資料の整理等もあって十分ご理解頂いていないところもあ

りました。そんなことから、改めて統合の主旨について説明をしていく努力をしてい

きたいと思っています。

また、今日も貴重な質問、ご意見をたくさん頂きました。具体性が乏しい、もっと

はっきりしなければ、我々はなかなか納得出来ないというご指摘も頂いています。

今後、３回目に向けてどこまで具体的に出来るかを、内部で一生懸命検討させて頂

きますので、また宜しくお願いします。

今日の話し合いの状況、説明会に出席される方は、全体を通して非常に少ないので、

機会があれば、地域や保護者の皆様に、情報提供するなり、説明をしていきたいと思

っておりますが、皆様の方からもお伝え頂ければと思っております。

本日は、大変遅い時間まで、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。


