
- 1 - 

 

 

■と き：平成26年12月10日（水） 

 18：30～20：30 

■ところ：八幡ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 

 ≪出席者≫ 

   委 員 

 学識経験者（３/３名）、町内会代表（３/５名）、保護者代表（５/５名） 

※委員13名のうち11名出席 

 オブザーバー 

 石狩小学校教頭、八幡小学校教頭、石狩中学校教頭 

 

教委事務局   

   百井生涯学習部長、武田生涯学習部次長、千葉生涯学習部参事、 

蛯谷総務企画課長、東総務企画主幹、髙石総務企画課主査  

 

 ≪傍聴者≫ 

   １名 

   

≪会議概要≫ 

【次 第】 １ 前回のおさらい 

２ 学校の状況について 

  (1) 管理運営費について 

  (2) 放課後児童会（クラブ）の利用状況について 

３ 最近の本市の学校統合について 

４ 検討会に関する情報公開について 

５ その他 

【議 事】 

次第 １ 

 １ 前回会議のおさらい ≪事務局より説明≫  

  ➢この検討会は、市が策定する「本町・八幡地区小中学校 

   の整備方針」について意見を述べる場であり、「知る」 

「考える」「まとめる」という３つのステップで進めていく。 

中でもステップ１をしっかりと理解願いたい。 

➢学校の状況について、石狩小学校及び八幡小学校とも施設 

の老朽化が進んでおり、特に石狩小学校は一番古い校舎が 

昭和31年建築で、50年以上経過している。  

   両校とも児童生徒数が減少にあり、八幡小学校はH28に複 

式編成になる可能性がある。児童数の減少に伴う学校の小 
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規模化により「人間関係が固定化する」「良い意味での競 

争心が育ちづらい」など、学習環境に課題が生じる。 

  ➢厚田区及び本町・八幡地区の第１回検討会における意見 

・感想の紹介。  

 

【質疑応答】    

学識経験者 厚田区の検討会において、トーメン団地や聚富の関係者か 

らは、どのような意見が出ているのか。 

事務局   厚田区においては、平成24年度に関係者による検討会を開催

した経緯もあり、小学校、中学校をそれぞれ１校に集約するこ

とをベースに検討を進めることについては、概ね理解は進んで

いますが、自分の地域から学校が無くなることについては、複

雑な思いがある旨の発言もありました。 

  また、トーメン団地や聚富の関係者からは、統合により自分

の地域の学校が廃止された場合には、統合先としては南への意

識が強いとの発言もありました。 

町内会代表 

 

先月、地元の開館で市議会の報告会が行われた。地域の小 

さなお子さんを持つ保護者も参加しており、厚田区の学校統 

合について質問していたが、今年の新聞報道で検討状況を知 

ったということで、平成24年に同様の検討が行われていたこ 

とは知らなかったとのことだった。 

当事者である保護者が知らないというのはいかがなものか。 

厚田区については、今年度末に結論を出す予定と聞いてい 

るので、地域に広く周知すべきではないか。 

また、聚富小中学校に通っている児童生徒の半分は、虹が 

原地区の子どもだと思うが、その子どもたちがみんな八幡小 

学校や、石狩中学校への通学を希望した場合、聚富小中学は 

どうなるのかと思う。10名程度になっても学校運営できるの 

か疑問だ。 

学識経験者 通学区域の線引きについては、学校も教育委員会も苦労し 

ている。 

自分が小学生の頃も、自宅の近くに通学区域の境目があり、 

  より遠い学校に通わなければならなかった経験がある。 

虹が原地区についても、八幡小学校の方が近いが、当時の 

厚田村や学校として、児童生徒を確保したいという事情があ 

ったのではないか。 

ただし、今回は同じタイミングで統廃合を検討しているの 

で、校区についても同様に検討されるのではないかと思う。 
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学識経験者 

 

トーメン団地は、開発を許可した時、既に行政境界が存在 

していた。本来であれば、その際に地域の住民の意見を聞い 

て行政区域の変更や通学区域の拡大などを行うべきだったと 

思う。 

今回の検討においては、教育委員会も行政区にこだわらず、 

地域に生活する人、子どもたちがまとまりやすい環境を第一 

に考えて英断してもらいたい。 

 この検討会は石狩小学校と八幡小学校の今後のあり方を検 

討する場だが、それだけではなく、虹が原地区も含めた中で 

検討できないかと考えている。 

事務局    現在、厚田区においても学校整備検討会が行われており、 

適正な学校規模の確保という観点から申し上げれば、区内で 

一つにまとまっていただきたいと考えています。 

   ただし、現実的な問題として、今ご意見がありましたとおり、 

地理的な問題等を考えた時には、地域の方々の想いも考慮し 

なければならないと考えています。本市の過去の学校統合に 

おいても、通学区域の変更について経過措置を設けた実態も 

ありますので、この点については、今後、それぞれの検討会、 

あるいは地域の意見を聞く中で教育委員会としての方向性を 

見定めていきたいと考えています。     

学識経験者  虹が原地区の件については、絶対に検討すべきということ 

ではなく、地域という視点からすると、併せて考える必要が 

あるのではないかと思っている。 

 これからもそういう視点で、意見を述べる。 

町内会代表 我々は、地域の代表として検討会に参加しているが、会議の 

内容がそれぞれの地域におりるわけではないと思う。 

検討会における方向性が見えた時点でも構わないので、保 

護者や地域に対して説明する場を設ける必要があると考える。 

 検討会の意見のみで結論をだすのではなく、より多くの意 

見を聞くべきと考える。 

事務局    この検討会の役割などを保護者や地域住民に広く周知する 

  件については、後程改めて説明させていただきます。 

学識経験者    厚田区の検討会で出された意見の中に「小中一貫のカリキ 

ュラムを定めたモデル校を造ったら良いのではないか」とい 

うものがあった。 

平成16年度実施の「石狩市内小中学校の適正規模・配置検 

  討会」の報告書16ページにも『石狩中学校に小学校を併設し、 

小中一貫校などの特色ある教育を振興するという検討も必要』 
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とある。 

 簡単にできることではないと思うが、もしも、この検討会 

でそうした意見が出た場合、教育委員会としてどう考えるの 

か。現時点で何か考えがあればお聞きしたい。 

事務局 厚田区においては、小中一貫校ではありませんが、併置校 

として聚富小中学校があり、その良さを実感している方も居 

られます。そうした背景も踏まえ、厚田区の５つの小中学校 

を各１校に集約するとなれば、小中一貫校も一つの形として 

あり得るのではないかというご意見でした。 

 厚田区のように、統合しても小規模な学校については、導 

入しやすい部分もあるかと考えますが、都市部においては、 

また別の事情も出てきますので、現段階では、市教委として 

小中一貫校の配置を進めていく考えはありません。 

事務局 一部補足します。前回の厚田区の検討会では、小中一貫校 

  をという声がある一方、従来のように小中学校はそれぞれ別 

  にした方が良いという意見もあります。 

   まずは、こうした様々な意見を集約して、学校施設の姿を 

決めた後に、一貫校などの具体的な教育内容について検討を 

していきたいと考えています。 

 また、町内会代表からご意見のありました、検討会に係る情 

報公開の件につきましては、本日の会議次第４において、保 

護者や地域の皆さまへの周知の方法等について、事務局の考 

え方をご説明し、委員の皆さまからご意見を伺いたいと考え 

ておりますのでご了解ください。 

町内会代表    八幡小学校については、スクールバスに要する経費もある 

  と思うが、本日の資料に含まれているのか。 

年間の費用は相当高額だと思うので、示すべきと考える。 

事務局    今お示しした資料には含まれておりませんし、手持ちの資 

料も用意しておりませんので、次回改めてご説明します。 

 学識経験者    放課後児童会について、八幡小学校は校舎を利用している 

  が、石狩小学校も同様に校舎を利用しているのか。 

事務局    旧はまなす保育園を利用しています。  

学識経験者    学校統合しても、はまなす保育園を継続して利用すること 

  は出来ると考えて良いのか。また、石狩小学校に統合した場 

  合は八幡地区に新たに放課後児童会を設置するのか。 

事務局    これも今後の重要な検討内容と考えています。 

町内会代表    放課後児童クラブはスクールバスでの送迎が無いと思われ 

るので、もしも校舎を利用するとした場合、保護者が迎えに 
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来ることになると思うが、そうした場合の安全面も考慮しな 

ければならないのではないか。 

事務局    現在、放課後児童クラブは、学校あるいは近接地にありま 

す。仮に 1 校に統合した場合でも、授業後に利用するという 

ことですので、通学とも関連します。現実問題として、頻繁 

にスクールバスを運行することは難しいと考えますが、今回 

の課題をクリアする上では避けて通れない問題と考えますの 

で、定員の問題と移動手段については十分に検討する必要が 

あると考えております。 

学識経験者    今の問題に関しては、色々な方法があると考える。 

仮に、八幡小学校に統合となった場合には、下校の際にス 

クールバスで旧はまなす保育園など、本町地区に送り届け、 

保護者が迎えに来るまで地元の施設で過ごすという方法もあ 

る。１か所に集約するということだけが選択肢ではない。 

 前回の会議で、保護者から放課後児童会の迎えについて、 

八幡小学校まで行くのは不安があるという意見も出されてい 

たので、皆で色々な意見を捻出したら良いと思う。 

 

次第 ３  ３ 本市の学校統廃合の状況について ≪事務局より説明≫ 

➢平成22年度、旧若葉小学校と旧紅葉山小学校の統合に 

よる双葉小学校開校について。 

平成16年度に少子化の影響を受け、旧石狩市において、 

学校の適正規模・配置を検討した。平成18年度から統合に 

係る具体的な検討を始め、新参加手続きや施設の大規模 

改修を実施し、平成22年度に開校した。 

検討開始から開校までは３～４年を要している。 

⇒質疑等なし 

 

次第 ４  ４ 検討会に関する情報公開について ≪事務局より説明≫ 

  ➣検討会設置の趣旨や議論の内容について、地域住民や保護 

   者に広く周知する必要がある。委員各位から具体的な方法 

等について、意見をいただきたい。 

事務局としては、 

①公開する内容については、検討会の性格や役割、検討の 

 概要 

②公開の方法については、保護者へのプリントの配付、 

 市ホームページへの掲載、学校や教育委員会での閲覧 

などを考えている。 
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【質疑応答】  

町内会代表    検討会の委員として学校現場の先生方が入っていない。 

   立場上、発言しづらいのは理解するが、小規模校のメリッ 

ト・デメリットについて一番わかっているのは現場にいる先 

生方なので、意見を聞かせてもらえれば大変参考になると思 

うが、教育委員会の考えは。 

事務局    只今の件ですが、この検討会において、学校関係者にはオ 

ブザーバー、いわゆる間接的な立場で参加いただいています。 

 学校の現状などについては、先生方にお聞きいただいて差 

し仕えないと考えますが、それ以外については、基本的には 

教育委員会で聞き取った上でお答えすべきと考えております。 

 次に、厚田区の状況について若干ご説明します。 

 厚田区については、平成 24 年度に学校整備ついての検討 

をスタートしています。この本町・八幡地区で現在行ってい 

る議論を一昨年に開始したということです。 

その時には、状況を知るということに主眼を置きましたが、 

各学校のＰＴＡにも興味を持っていただき、聚富小中学校な 

どは、保護者間で意見交換をしたという話も聞いております。 

 現状を把握していただく段階を経て、教育委員会としても、 

厚田区に５校ある小中学校をそれぞれ単独で継続していくの 

は、非常に難しいということを申し上げました。そして、一 

昨年の現状把握から、今回は具体的な整備に関する議論に進 

めさせていただき、年度内に一定の結論を出していただきた 

いというお願いをしているところです。 

 また、厚田区では、どんな学校をつくりたいかという議論 

を並行して行っております。その議論をしないと、統合の是非、 

スクールバスの手当てなどの条件が出てきませんので、どん 

な学校をつくりたいかということを話し合っています。 

その中で、先ほどお話が出ました小中一貫校、それから、 

一番議論になったのは『コミュニティスクール』で、地域で 

学校をどう支えていくかいうようなことについても勉強いた 

だいた経緯もあります。 

聚富の問題ですが、厚田区の学校すべてを維持するのは困 

  難と考えますので、小中１校ずつということでお願いしてお 

  ります。また、老朽化も相当進んでいるので、新たな校舎を 

  建てるべきではないかという教育委員会の考えも示していま 

す。ただし、小中学校を別々のところに建設するのは現実的 

ではないというお話もしておりますので、近接させるのであ 
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れば、小中連携あるいは一貫という話が出てきているのも事 

実です。 

建設場所については、今後検討会で決めていくことになり 

ますが、検討をより具体的に進めるためにベースになるもの 

が必要と考え、誤解を受ける可能性も承知しつつ、人口集中、 

公共施設のまとまりから考えても厚田区厚田が一つの候補で 

はないかというお話をしています。 

 市教委としては、規模を確保するために、厚田区でひとつ 

にまとまって欲しいと考えておりますが、聚富の方々からは、 

地域性などから、必ずしもそうはならないかもしれないとい 

うご意見もいただいています。 

 また、先程ご意見のありました保護者の方の認知度が低い 

という件ですが、これまでの会議を踏まえて、それぞれの学 

校内で意見交換をするというお話も聞いておりますので、今 

後、保護者の方に伝わっていくのではないかと考えておりま 

す。 

 次に、どこまで個々の意見を聞いて検討していくかという 

ことですが、今後、教育内容のことや地域のこと、市の事情 

など様々な検討をしなければならないということを考えると、

あまり早い段階でアンケート調査を実施するなど、進め方を 

誤ると、良い結果に結び付かない可能性もあります。 

したがいまして、委員の皆さまにはそれぞれの団体を代表 

して参加いただいておりますが、組織決定した意見を述べて 

いただくのではなく、個人的な意見を述べていただき、それ 

を市教委が聴き取り、その中で教育委員会としての原案を学 

校や地域に提案するといったプロセスを踏んでいくものと考 

えております。 

また、保育園や放課後対策については、学校と密接な関係 

にありますので、市の保健福祉部と連携して、この検討と並 

行して議論していかなければならないと考えております。 

そういう意味では、様々な意見をいただきながら進めてい 

きたいと考えております。 

座 長    厚田の状況も含めて説明があったが、地域において直接関 

係のある八幡小学校、石狩小学校のＰＴＡの中で何か意見が 

出されていればお聴きしたい。 

保護者代表    会議の内容について、保護者全員には伝えていないが、役 

員会の中では、再来年に複式編成になる可能性があることを 

話している。個人的な意見として、どちらの地区になるかは 
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別としても、両校が統合されて人数が多くなることで、子ど 

もたちの活動がしやすくなると考える。そのためにも、登下 

校の問題や放課後児童会については、しっかりと議論して 

いく必要があると考える。 

保護者代表    石狩小学校も保護者全体には検討内容を伝えていない。 

   ただ、一部の保護者から個人的に「検討の状況が知らされ 

ないのはおかしいのではないか」という意見はある。 

役員会の際に検討会について説明したが、役員の多くは校 

舎が古いために石狩小学校が無くなると考えているが、八幡 

小学校への統合については、登下校の不安もあり、反対すると 

いう意見しか聞こえてこない。 

保護者代表    保護者間では、統合されるなら八幡小学校になるだろうと 

  いう話が出ている。この問題は、これまでも何年も噂で聞い 

ており、保護者の中には、現実的に人数が少なくなってきて 

いるので、いずれは統合するのだろうという雰囲気がある。   

保護者代表    同じ保育園にトーメン団地に住んでいる子どもがいるが、 

  八幡小学校区ではない。学校が統合されるのであれば、一緒 

に通学できればいいと思うが、そのためには本町側からの通 

学の安全確保が必要。 

座 長    今の意見を聴いていると、場所によって統合の賛否がある 

ように感じる。 

 第１回目の検討会では、子どものことを第一に考えるとい 

う意見で一致している。そのこと基本に議論してもらいたい。

色々と意見はあると思うが、学校をどこにするかという綱 

引きを始めると議論が長引くだけでまとまらない。  

保護者代表    今日はステップ２の「これからの学校を考える」というこ 

とでお話ししたい。  

はじめに、放課後児童クラブの件で、先日、つくしクラブ 

を訪れる機会があり、施設の中を見てきたが老朽化が進んで 

おり、子どもたちの安全に不安を感じた。石狩小学校も老朽 

化が進んでおり、寒さや雨漏りなど、子どもたちが不便に感 

じる状況を見てきたので、子どもたちにとって安全で快適な 

環境づくりは大切だと思う。 

学校は地域とともに歩むものなので、それぞれ特色があっ 

  て当然だと思う。厚田区の検討会において『人数が少ないゆ 

えに、いろいろな役割を与えられ、そのことが、子どもを大 

きく成長させる』という意見があったが、石狩小学校や八幡 

小学校の子どもたちからも同じことを感じる。 
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また、同じく厚田区検討会で『ＰＴＡ活動の不安を感じる』 

という意見があるが、これも石狩・八幡両小学校も子どもが減

っていけば、同じ状況になると思う。多くの保護者にＰＴＡ 

活動に携わってもらいたいが、仕事などで時間的に参加が難 

しい状況もあり、役員も固定化する傾向にある。 

 子どもたちの環境作りも大切だが、学校づくりには保護者 

の活動という側面も併せて検討することが必要ではないかと 

ということを再認識した。親が笑っていないと、子どもたち 

も笑える状況ができないので、子どもの活動だけでなく、保 

護者の活動についてもしっかりと検討する必要があると思う。 

町内会代表 座長の言うとおり、綱引きを始めると議論がまとまらない。

教委としての考えはないのか。厚田区について説明があった 

が、状況を見れば小中学校１校ずつというのは仕方がないと 

思う。また、石狩小学校の保護者も言っていたが、学校が古 

いので、統合されるとすれば八幡小学校だと感じるのも当然 

だと思う。 

 ただ、感覚だけで簡単に結論を出してはいけないのは分か 

るが、正直なところ意見を聞いているだけではまとまらない 

ようにも感じる。 

座 長    情報が保護者や地域住民にしっかりと伝わっていない。 

   教育委員会は、これまでの検討会における意見などを積極 

  的に情報公開してもらいたい。 

町内会代表    石狩中学校は５地区から生徒が集まっているが、スクール 

  バスも手当され安全も確保されている。小学校・中学校とい 

う違いはあるにしても、スクールバスが手当され、保護者が 

迎えに行く必要がないことを説明できれば、登下校の不安が 

払しょくされると思う。 

町内会代表    放課後児童クラブについてだが、必ずしも保護者が迎えに 

行っているわけではなく、自分で帰る子どももいる。仮に学 

校を統合するとしても、放課後児童クラブはそれぞれの地域 

に残してもらいたいし、学校からそこまではスクールバスで 

送迎してもらいたい。 

 また、先ほどつくしクラブの老朽化が進んでいるという話 

があったので、斜め向かいの寿の家を利用してはどうか。高 

齢者の施設なので所管は違うと思うが、子どもが高齢者と一 

緒に過ごすことは良い教育になると思う。 

座 長    色々なご意見をいただいた。次回の会議に向けて委員各位 

も自分なりに整理してもらいたい。 
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 他に意見がないようなので、事務局からその他について説 

明願う。 

【その他】  

事務局    今後、この検討会の内容については、広く公開すべきとの 

  ご意見をいただきましたので、次回に向けて何らかの方法で 

  保護者や地域の皆さまに情報を公開したいと思います。 

   手法については、本日いただいたご意見を参考に事務局で 

  検討してまいりたいと考えております。 

   また、次回の日程については、１月下旬から２月上旬を目 

途に開催したいと考えております。日程が決まり次第ご連絡 

いたしますので、よろしくお願いいたします。 

学識経験者    次回は、ステップ３に入るのか。 

事務局    次回の会議でステップ３に進めるのが理想ですが、本日の 

  意見も踏まえて事務局で検討したいと考えておりますので、 

  ご了解ください。 

事務局    私からも一言申し上げます。 

   少し話が戻るかもしれませんが、規模の大小で学校の良し 

悪しが決められないということは、10 年前にも議論されてい 

ます。私どもは、この問題について答えはないと考えています。 

なぜなら、課題が生じても、学校は地域や保護者の力を借 

  りて、それを克服しようとします。さらに、それを特色とし 

て、良い方向に導こうとしますので、良い学校になります。 

 ただし、改めて整理するとすればどんな学校にしたら良い 

のかということについて、地域や保護者の方にご意見をいた 

だきたいと考えております。 

先程、委員の方から、教育委員会で答えを持っているなら 

  早く示すべきではないかというご意見もありました。そうい 

う意見は、厚田区の中にもあります。 

しかし、市教委としてはこの検討会を大事に進めていきた 

いと考えています。この検討会は厚田区より２年遅れで始ま 

っていますので、進むスピードが違います。ですから、まず 

はステップ１、２をしっかりと議論していただきたいと考え 

ています。 

どういう学校をつくりたいのかというところを今年度中に 

ある程度まとめられるような意見をいただきたいと考えてお 

ります。本日も色々なご意見をいただきましたので、一度整 

理させていただいて、次回の会議に進んでいきたいと思いま 

す。 
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座 長    教育委員会も慎重にこの検討会を進めたいということだと 

思うので、委員各位もご理解願いたい。 

 ほかにご意見がないようなので、以上で終了いたします。 

   


