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■と き：平成26年12月５日（金） 

 18：30～20：50 

■ところ：望来コミュニティセンター 

 ≪出席者≫ 

   委 員 

 学識経験者（２/３名）、町内会代表（２/４名）、保護者代表（７/７名）                 

※委員14名のうち11名出席 

  オブザーバー 

 厚田小学校長、望来小学校教頭、厚田中学校教頭、聚富中学校教頭 

 

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、熊谷厚田生涯学習課長、東総務企画課主幹、 

川畑厚田生涯学習課主査、髙石総務企画課主査  

 

 ≪傍聴者≫ 

   １名 

 

≪会議概要≫ 

【次 第】 １ 前回会議のおさらい 

２ 最近の本市の学校統合ついて 

３ これからの検討内容について 

４ 検討会に関する情報公開について 

 

【議 事】 

 次第 １ 

  

１ 前回会議のおさらい ≪事務局より説明≫  

 ➢検討会の役割は、市が策定する「厚田区小中学校の整備 

方針」について意見を述べること。 

検討会は、ステップ１『知る』、ステップ２『考える』 

ステップ３『まとめる』３段階で進める。 

  ➢学校の状況について、区内の５校（４施設）全てが老朽化 

   している。 

   児童生徒数の減少により、厚田中学校を除いて複式編成と 

   なっており、学習環境に課題が生じている。 

  ➢厚田区及び本町・八幡地区の第１回検討会における 

第２回 厚田区小中学校の整備に係る検討会 会議録 
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意見・感想の紹介。  

⇒質疑等なし 

  

 次第 ２  ２ 最近の学校統合について ≪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。     

【質疑応答】  

保護者代表 双葉小学校開校時の学校の適正規模について説明してほしい。 

事務局 文部科学省が定める規模は、全校で12から18学級となってい 

ます。 

  統合前、平成16年度の若葉小学校の学級数は６学級、紅葉山 

小学校は８学級であり、将来的に学級規模が減っていくことが 

想定されました。市教委としては、１学年２学級程度は確保し 

たいとの考えから、結果として２校を統合いたしました。 

 

次第 ３  ３ これからの検討について ≪事務局より説明≫ 

 ■説明要旨 

   これから、学校整備の具体的な方向性を検討する必要が 

  あり、まず「いつを目途に」「どのような学校を」という 

ことを決めていきたい。これらが決まらないと、新たな学校 

  のスタートも遅れてしまう。  

   統合するとした場合、まず、はじめに、新しい学校の教育 

内容や学校の特色などの『求める学校像』を決め、次に、 

それを設計に反映させ、その設計を元に施設を建設するとい 

う３つの段階で進むと考える。 

 同時に、地域住民の合意形成も必要であり、地域説明会や 

パブリックコメントなどの事務手続きも必要となる。 

 どのような学校をつくるのかということについては、今 

ある５校を小学校１校、中学校１校にまとめるという意見と 

５校すべてを１校にまとめるという意見があった。 

 こうしたことを次の会議以降に具体的に検討していきたい。 
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【質疑応答】  

町内会代表   平成24年の第１回定例議会で鎌田教育長から、厚田区におい 

 ては、小学校と中学校を各１校に統合していくという答弁があ 

 ったが、その後、教育委員会の中で具体的な議論は無いのか。  

事務局 一昨年の当区における学校検討会で申し上げた内容と、ご質問 

の中にありました一昨年の教育長の答弁については、現在の市教 

委の基本的な考え方に変更ありません。 

  ただし、『１校ずつ』という中身までは検討しておりません。 

保護者代表   小中学校は、建物をそれぞれ別にするのか、それとも１つに 

まとめるのか。 

事務局   それも含めて、この検討会でご意見をいただきたいと考えて 

います。 

町内会代表 望ましい学校の規模は、私達には分からない。 

基準となる資料を提供してもらいたい。 

事務局 平成16年度に旧石狩市内小中学校の適正配置に関する検討を 

行っており、その際の資料を提供することは可能です。 

  次回の会議でお配りしたいと思います。 

町内会代表 学校現場の先生方の意見も聞きたいが、どうか。 

学校関係者   厚田区の小学校では、１人の先生が２つの学年を教えなけれ 

ばならない複式学級の運営に苦労している。 

  ３校合同で体育の授業を行なうことがあるが、小学校が点在し 

ているためバスでの移動時間が長く、授業１時間分が無駄にな

る。また、そのために各校から先生も集まらなければならないた

め、事務を行う時間が足りず、教材作りなどは時間外に行ってい

るのが現状。 

先程説明のあった、１校12から18学級という規模は、厚田区 

の基準にはならない。 

学校関係者   私達は、学校の規模に関係なく、子どもたちにとって良好な学 

習環境をつくることに努めている。 

  ただし、少ない人数ゆえに抱える悩みはある。例えば、授業で 

バスケットボールを教える場合、個人的な技能を高める学習はで 

きるが、集団の中での動きが学習できない。小学校の合同体育で 

はそれができるが、普段からできないことがもどかしい。 

自校の子どもたちのレベルを一定規模の学校と同程度まで高  

 めたいと考えている。そのため、集団競技の場合は、全学年で体 

 育を行うなどの工夫をしている。  

  また、複式学級については、１時限を半分に分けて各学年の授 

業を行うため、先生方も苦労しながら、様々な工夫をして一生懸 
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命取り組んでいる。 

学校関係者   厚田中学校は、全校生徒22名。教科担任７名が全校生徒の授業 

を担当している。生徒指導の面からも全員の先生の目が行き届く 

ので良い。 

  しかしながら、人数が少なすぎる感はある。現在は、３年生が 

５名、２年生が５名、１年生が12名。男女比は、３年生は女子 

４名、男子１名、２年生も女子４名、男子１名、１年生は男女６ 

名ずつとなっており、比較すると２・３年生はアンバランスであ 

る。 

  活動面では、生徒会活動や部活動に苦労している。生徒会役員 

は６名必要であり、現在３年生は全員が役員。今の２年生も来年 

は全員役員になる。このため、クラス活動に支障が出る可能性 

があるが、先生方がうまく調整してくれている。現在、部活動は、 

野球部・バレーボール部・文化部の３つ。基本的には任意加入だ 

が、部を残すため、可能な限り加入するように保護者にお願いし 

ている。また、単独での活動が困難な状況にあり、野球部は浜益

中と花川北中の合同、バレーボール部についても平成24年度から

浜益中との合同チームで活動している。各学年で１年生と同程度

の人数がいれば、今より活動は楽になると考える。 

学校関係者   着任した２年前は，小学校、中学校ともに24名ずつだったが、 

現在は小学校20名、中学校12名で、中学校は昨年から１年生と２ 

年生が複式編成になっている。部活動や委員会活動についても、

統合しないと運営が厳しいと感じている。 

聚富は小中学校なので、運動会などの行事も含めて成り立って

いるともいえる。 

町内会代表   先生方のお話を聞いて、ある程度の人数が必要だという切実な 

想いが伝わってきた。 

学識経験者   先生方の話を聞いて、もっともだと感じた。 

  先程の説明にもあったが、厚田中学校の１年生は男女６人ずつ 

で人数もバランスも良いと思うし、これに、聚富中学校の生徒も 

加われればさらに状況は良くなると思う。 

しかしながら、聚富については、厚田中学校まで来なくても、 

八幡小学校や石狩中学校がある。果たして、虹が原地区の子ども 

が厚田中学校に来るのか、そういった議論も必要だと思う。  

 保護者代表   学校の場所については、本町・八幡地区も検討を始めていると

いうことなので、その地区も含めての統合なのか、厚田区だけの

統合になるのかということは、今後明らかになると思う。 
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  学校関係者から、子どもの数が少ないことでの課題などの説明

があったが、子どもの人数に関わらず、良い学習環境を作るのが

学校の役割だと思っており、実際に先生方も努力していただいて

いる。また、そのことによって地域の人の参加も生まれている。 

  今後、学校を１つにするのか２つにするのかということを検討 

しなければならないが、我々はこれまで小中学校別々の状況しか

見ていない。中学校の文化祭は迫力があり素晴らしい。運動会は

小中合同で行っているが、中学生が小学生の面倒を見ている様子

もすばらしいと思うし、大漁旗の掛かる運動会もなかなかない。 

望来小学校では、学芸会や運動会での餅つきなど、保護者が 

関わることが多い。場所の話は最後にという説明だが、そうした

ことを考えると、学校の場所が一番大事な問題。 

  今後、厚田地区の人口が減っていくことを考えると、小中学校

を別々にしても、10年後にまた統合する必要が生じるのであれ

ば、一緒にする方向で考えても問題ないのではないか。 

  小学校が合同で授業を行っている現状を考えると、統合しても

しなくても、子どもたちには大きな問題ではないと思う。ただし、

小学校と中学校の区別がしっかりされるのかということが心配。 

学校施設の大きさは、子どもの人数で決まる。聚富では、バドミ

ントンが盛んであり、他校ではバレーボールや野球も行われてい

る。小中一貫校になった場合、部活動やクラブ活動、体育の授業

に対応できる施設が必要となる。当面は、今ある校舎を使用する

ということもあり得ると思うが、統合するなら10年後の人数を考

えて施設規模を検討すべきだと思う。 

それから、現在、望来小学校における問題は運動不足。全員が

スクールバスで通学しているので、体力が低下している。学校が

統合されれば、ほとんどの子どもがバス通学になると思われ、運

動不足をどのように解消するかという課題も出てくる。 

座 長   今ご意見をいただいたように、学校統合に際しては、色々な課

題がある。 

このように、皆さまからも忌憚のないご意見をいただきたい。 

そして、地域が関わりながら、子どもたちにとって良い教育環

境をどのように整備していくのか。具体的には小中学校を別々に

整備するのか、それとも同一敷地内に小中一貫校を作るのが良い

のか。  

色々な意見があると思う。他にはいかがか。  

保護者代表   事務局に聴きたい。前回会議において、参加者から小中学校を

別々に整備すべきという意見と、１つにまとめるという意見があ
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ったが、いずれに決まっても、教育委員会としては新設を考えて

いるのか。 

  それとも、既存の学校を利用する考えなのか。 

事務局   今のご質問は、今後の検討の前提になると考えます。 

  厚田区の学校施設は老朽化が進んでおりますので、長い目で見

ると、新たに建設した方が望ましいと考えています。その場合、

建物だけではなく、どんな学校にするのか、その内容を踏まえて

ハードとソフトを整備していくことになると考えています。 

  先程、小学校と中学校をそれぞれ１校と申し上げましたが、そ

の関係性については明言しておりません。これについては、決定

ではありませんが、財源的・ソフト的なことを考えても、大きく

距離を離して整備するよりは、一貫校にするか、あるいは併置校

にするかということは別としても、関係性を密にするような整備

が良いのではないかと考えています。 

保護者代表   聚富小中学校では保護者の意見がまとまっていない。 

  これから申し上げることは、個人の意見として聞いてもらい  

 たい。 

事務局から説明のあった、１校12～18学級という学校の適正規

模については、厚田区においては論外であり、これを基準にする

と、今後、区に学校を置かないと言われてもおかしくない状況に

ある。その上で、小中学校を整備したいという教育委員会の考え

には感謝する。 

  ただし、子どもたちのためにとは言いながらも、実際には保護

者や地域の意見集約も必要であり、その上で納得あるいは妥協し

ながら進めなければならないと考える。ＰＴＡの臨時役員会など

において、この検討会の経過報告をした際に保護者から聞いた意

見の中には、学校が統合された場合には、厚田方面ではなく旧石

狩方面に通学したいというものもある。 

  厚田区に新しい学校をつくって１つにまとまろうという結論

になっても、八幡小学校に通学を希望する保護者が出てきたら、

これを責めることはできないというのが現状。 

町内会代表   今の意見のとおり、学校統合の結論次第では、聚富小中学校の

保護者は揺れると思う。聚富地区は距離的にも八幡小学校の方が

圧倒的に近い。 

  新しく学校をつくるとしても、新規に土地を求めるという場合

と、既存の土地を活用するという方法があると思う。また、東日

本大震災以降、一般的には津波が心配されるような場所に学校は

建設しないと思う。そういう防災の観点も必要ではないか。 
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座 長   将来的に学校を建てるとした場合、３～４年が必要になる。 

  今、保育園にお子さんをあずけている保護者の方は影響を受け

ると思うが、何か意見は。  

保護者代表 安全性を考えて、津波被害などに遭わない場所に建設してもら

いたいが、恐らく、新しい学校は市の土地に建てると思う。既に、

教育委員会で特定の場所を決めているのか。 

事務局 現在、具体的な場所は決定しておりませんが、一昨年の当区の

学校整備検討会でお話しました「ある程度人口が集中し、公共施

設も集中している。そして、ある程度先を見通しても需要がある」

ということを参考に、教育委員会として決定はしていませんが、

厚田区厚田をひとつの候補として考えています。 

これは、比較対象がないと、検討しづらいという観点から、ひ

とつの前提として申し上げました。ただし、そこに非合理的なこ

とや大きな課題があれば、ご意見をいただきたいと思いますが、

まずは、ひとつの前提として考えて頂ければと思っています。 

また、防災の観点からすると、ある程度海抜が高いところで、

且つ市が土地を有しているということが条件になると考えてお

ります。 

座 長   場所をどこにするかというのは非常に難しい。 

  保護者の心情とすれば、学校は近くにある方が良いだろうし、

色々と思うところもあるだろう。 

  ただし、この検討会では、あくまでも場所ありきではなく、ど

んな学校をつくるのかを先に決めて、そこから適した場所を決定

するという流れで進めていきたいと考えている。 

  思い描いている学校像を作り上げるのが先だが、意見を聞くだ

けでは、それを具現化するのは難しい。質疑応答で進めるのでは

なく、ワークショップ形式でイメージを集約して、まとめていく

のはどうか。次回あたりに実施できないか。 

保護者代表   その方法は良いと思う。 

先日、小学校で話し合った際には「25メートルプールが欲しい」

「厚田の給食センターが古いので、新しい学校に入れてはどう

か」など色々な意見が出ていた。 

ただ、まずは学校で検討していきたいので、場所などの条件を

ある程度示してほしい。また、本町・八幡地区も含めての統合な

のかといったことも情報を提供してほしい。 

保護者代表   役員会議で、個人的な意見として出ていたものは「厚田区厚田

までは行かないが、望来に新しい小中学校ができるなら行く」と

いうもの。ただし、これは全体の意見ではない。 
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座 長   そういうふうに、先に場所の話になるとまとまらない。 

  多少、距離的な犠牲を払っても通わせたくなるような、そんな

学校をつくりたいと思わないか。 

保護者代表   それは、理想論だと思う。保護者は子どもにできるだけ近くに

居て欲しいし、極力学校に関わりたい。距離が離れたら、保護者

が関われなくなる。 

保護者代表   ＰＴＡ役員会の中で、「逆の立場だったら、厚田の人たちがこ

ちらに来ると思うか」と聞いたら、役員は黙っていた。 

わがままを言えば、いくらでも出てくる。ただし、ＰＴＡとし

ては、それらの意見をまとめなければならず、いまは手探りして

いる状況。 

座 長の提案は理想的だと思うが、結論を出すタイムリミット

の３月を考えると時間が無いと思う。 

座 長   今の意見のように、この検討会では３月を目途にある程度の姿

を決める必要がある。ついては、次回の会議までに、事務局にお

いて、ワークショップを含めた形で、タイムスケジュールを作成

できないか。 

事務局   次回までにスケジュールを作成し、検討会でご説明します。 

座 長  事務局で作成したスケジュールに基づいて、議論やワークショッ

プを行いたい。具体的な学校の形にまで踏み込むのは難しいと思

うが、ある程度の形については、３月までに委員の皆さんの合意

が得られるように進めていきたい。 

町内会代表   将来、厚田区には人口が増える要素が見当たらない。 

今、子どもを育てている保護者にしてみれば、自宅の近くに新

しい学校が欲しいと思うのは当然。しかし、一方で、児童生徒は

減少傾向にあり、個人的には、そういう時代に新しい学校を建設

して良いのかという疑問がある。 

  これからの厚田区の農業・漁業を見ても、先行きは暗いと思う。

過去には、発足小学校、古潭小学校の統合や、望来中学校の統合

もあった。現在、旧望来中学校は福祉施設として活用されている

が、他の２校は全く活用されていない。 

この先の10年、20年後を考えたときに、本当に学校を建設する

のが良いのかどうか。教育委員会も厚田区の人口の推移を考える

と、判断が難しいのではないかと思う。 

仮に３年後に建設するとした場合、補助金は必ず貰えるのか。 

事務局   学校施設については、今のお話のように難しい部分もありま 

す。 

  現在、市議会定例会が開会中ですが、昨日の一般質問で「厚田
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区の学校整備についてはどうなっているのか」「統合する場合は

新たな施設を建設するのか」というご質問がありました。これに

対して、教育長からは「教育委員会としては、新たな学校を建設

したいと考えています」という答弁をしたところです。 

  これから何年かの間に、市の財政状況や国の動向に変化がある

かもしれませんが、教育委員会としては、厚田区に新たな学校を

建設したいと考えております。現在、庁内の調整をしている最中

であり、「何年先に」という具体的なお約束をすることはできま

せんが、その方向で進めるものと考えております。 

 

 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≫ 

 ■説明要旨 

    この検討会設置の趣旨や話し合われている内容について、 

地域の方々や保護者のみなさんに広く公開する必要がある

と考えている。 

    公開する内容については、この検討会の性格や役割につい

て、また、会議の概要を想定している。 

    公開の方法については、保護者あてのプリント配付や、市

ホームページへの掲載、また、学校や教育委員会での資料の

閲覧などを考えている。 

    このほか、委員各位が必要と考える内容や方法について 

   意見をいただき、執り進めていきたい。 

座 長   情報公開は非常に重要である。 

  委員の皆さんからご意見をいただきたい。 

保護者代表   情報を公開する前に保護者に理解してもらう必要がある。 

  また、この検討会の開催案内についても、１ヶ月程度前に通知

するなど、会議に参加しやすい体制を整えてもらいたい。地域の

代表として発言するためには、事前に意見を集約する必要もあ

る。 

  広く情報を公開することも重要だが、まずは地元に丁寧に周知

してもらいたい。 

  また、公開する内容については、教育委員会が考えるべきだと

思う。保護者へのプリント配付は当然だが、地域住民への周知を 

どうするかが課題。 

保護者代表   プリント配付には賛成だが、自分の発言の真意が伝わっていな

いと困るので、事前に確認したい。  

事務局   委員の皆さまに事前に確認いただくようにします。 

保護者代表   保護者あてのプリントを保育園にも配付してもらいたい。 
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事務局   保育園にも配付いたします。また、地域の中でお子さんが居ら

れない方にも情報を提供する方法として、回覧による周知も考え

て参ります。  

保護者代表   このメンバーの検討会は３月までと考えているが、あと何回会

議を行う予定か。 

事務局   今年度も残り３ヶ月程度ですが、最低でも２回は開催したいと

考えております。 

保護者代表   その２回で結論づけるのは難しいと思うが。 

保護者代表   結論に至らなくても、その後の検討状況は知らせてほしい。 

保護者代表   来年度はメンバーが変わるが同じ内容を検討する。そういう状

態が何年も続くのか。 

事務局   この検討会では、３月までに学校の統合に向けた合意や時期な

ど、おおまかな事柄についての結論に辿り着き、そのご意見をも

とに、教育委員会としての方針を策定したいと考えています。 

  そして、小中一貫校など具体的な学習環境の内容については、

新たな組織の中で検討いただきたい。その際、現在の委員の方に

引き続きご参加いただくということもあり得ますし、さらに専門

的な立場の方にご参加いただくということもあるかと思います。  

町内会代表   個人的に確認したいが、３～４年先ではなく、もっと長い期間

での児童生徒数の推計は行っているのか。また、統合する過程で

聚富地区が厚田区の中でまとまらないとなった場合、学校の規模

を確保することが難しいと思うが、どのように考えているか。 

事務局   ひとつめのご質問ですが、児童生徒数の推計については、現在

お示ししている資料以上のものをご用意するのは難しい状況で

す。ただし、皆さまご承知のとおり、市の人口自体が右肩下がり

に推移していく傾向は、大きく変わらないものと考えます。 

  ふたつめの、聚富小中学校の統合先についてですが、これは、

非常に難しい問題を含んでいると認識しています。建前だと言わ

れるかもしれませんが、厚田区に学校を残す以上、すべての学校

を区内で統合したいというのが大前提です。しかし、議論してい

く過程で、距離の問題ですとか、それぞれの地域の皆さんのお考

えを聞いていく中で、ある程度柔軟な考え方が必要になるかもし

れないとも考えております。 

【その他】  

事務局   次回の会議日程につきましては、１月下旬から２月上旬を予定

しております。ご案内につきましては、12月中に発送できるよう

執り進めたいと考えております。 

保護者代表  声が聞こえづらいので、次回は和室で会議を行えないか。 
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事務局   わかりました。 

学校関係者   オブザーバーとして参加しているが、この検討会は、一昨年の

議論からあまり進展していない。子どもたちはどんどん成長して

いくので、早く結論を出す必要があると思う。 

今学校に居る子どもたちをどうするのかということをしっか

りと考えていくべき。 

座 長   それでは、本日の会議は以上で閉会します。お疲れ様でした。 

   


