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■と き：平成27年３月26日（木） 

 18：00～19：10 

■ところ：親船会館 

 ≪出席者≫ 

   委 員 

 学識経験者（３／３名）、町内会代表（２／５名）、保護者代表（５／５名） 

※委員13名のうち10名出席 

  オブザーバー 

 石狩小学校教頭 

 

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、東総務企画課主幹、髙石総務企画課主査  

 

 ≪傍聴者≫ 

   ２名 

   

≪会議概要≫ 

【次 第】 １ 平成26年度 検討内容のまとめについて 

２ その他 

【議 事】 

次第 １ 

 １ 平成26年度 検討内容のまとめについて  

   

 

■朗読  『平成26年度 検討内容のまとめ』 

座 長   参考として配付されている厚田区小中学校の整備に係る検討 

会の『意見のまとめ』の内容について、概要を説明願います。 

事務局   厚田区の検討会における『意見のまとめ』につきましては、 

 「総論」「検討内容１ どのような学校が良いのか」「検討内容 

 ２ 学校を整備する時期」「検討内容３ 学校を整備する場所」 

 という構成になっております。 

  厚田区においても、当地区と同様に、学校が地域から無くな 

 る寂しさや過疎化の進行という不安を抱きつつも、子どもたち 

 の教育環境を考えると、一定の規模を確保する必要があるとい 

う認識が総論では語られております。 

「検討内容１ どのような学校が良いのか」では、ブレーン 

第４回 本町・八幡地区小中学校の整備に係る検討会 会議録 



- 2 - 

 

ライティングを行い、その結果、『全道一の学校にする』『安心 

・安全な学校』といった意見が出されたほか、小中一貫教育、 

さらには幼稚園なども含めた一貫教育ができる学校が良いと 

いった意見も出されております。 

 「検討内容２ 学校を整備する時期」については、財政的な事 

情もあり、具体的な時期を明言するには至っておりません。た 

だし、児童生徒数の減少は進んでいくことから、早急に学校を 

整備すべきというご意見をいただいております。現在、児童数 

が少ない小学校では10名程度というところがあり、既に課題が 

ある、もしくは生じようとしている状況にあります。遠い将来 

だけではなく、今居る子どもたちに課題が生じることがあれば、 

速やかに改善策を講じるようにという意見が出されています。 

 「検討内容３ 学校を整備する場所」ですが、こちらも結論 

としては具体的な場所の選定には至りませんでした。それぞれ 

の地区の思いや、いただいた検討内容を踏まえて、今後市教委 

において、専門家の意見を聞くなどして具体的な案を作成する 

ことになります。 

 最後に「付帯意見」ですが、旧石狩市と隣接しておりますト 

ーメン団地と聚富地区については、仮に厚田区厚田に学校が統 

合された場合、物理的な距離が八幡地区に比較して遠いことか 

ら、通学区域については、厚田区と旧石狩市のいずれかを選択 

できる余地を残してもらいたいという強い要望が記述されてお 

ります。 

 以上、簡単にご説明いたしましたが、資料の上部に記載して 

ありますとおり、今後内容を一部加えて確定させたものを市教 

委に提出していただく予定となっております。 

座 長   事務局の説明について質問があれば発言願う。 

  また、『検討内容のまとめ』について不足等あれば、指摘願 

いたい。 

【質疑応答】    

保護者代表 石狩中学校に空き教室があると聞いたが、石狩小学校で利用 

 することはできないのか。 

事務局  今のお話は、仮に今の空き教室を利用したとしても、恒久的 

に使えるかという課題と、現実的には学校の設置に関わる部分 

も整理しなければなりません。 

 確かに、中学校では一頃よりクラス数が減っていますので、 

２クラス程度は空いているかも知れませんが、仮にそこに小学 

校が移転しても、残りの学年をどうするのかという問題も出て 
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きますので、現状空いているから使うということではなく、学 

校の設置のあり方も整理する必要があると考えます。 

事務局  補足説明いたします。 

 以前石狩中学校に勤務しておりましたが、そのときは各学年 

２学級編成としておりましたが、現在は１学級編成となってお 

りますので、単純に３学級が空いています。ただし、現在は習 

熟度別学習ということを行っており、英語や数学などの授業を 

習熟度に応じて２クラスに分けて行っておりますので、単純な 

空き教室ではありません。 

座 長 

 

  この検討会を始めた際には、石狩小学校と八幡小学校は児童 

 数が減少しており、八幡小学校については近い将来に複式編成 

 になるという説明を受けて、委員各位から意見を聞いている。 

そこで基本となるのは、『子どもの教育を第一に考える』と 

 いうことなので、色々な意見はあると思うが理解願いたい。 

町内会代表 『検討会で確認した課題と要望』の一番下に、「行政区域に 

 こだわらない統合を検討したい」という要望が書かれている。 

  厚田区の検討会においても、聚富小学校区については、通学 

区域に捉われることなく、旧石狩市への選択肢も残して欲しい 

という意見が出ているが、仮に聚富小学校が全員八幡小学校に 

通学することになれば、厚田区の小学生は40名程度になる。 

 そのような規模であっても、厚田区に新たな学校を建設する 

という話になるのか。 

座 長   今の話は、厚田区の検討会における付帯意見に書かれている 

 ことであり、本検討会としては、それを参考としながらも、そ 

の判断については市教委が行うものと考えている。 

 八幡小学校と石狩小学校が合併したところに、聚富小学校も 

合わせて統合して欲しいというのは、本検討会としてポイント 

が違うと考えるので、意見として伺うこととする。 

学識経験者   この検討会は、学校のあり方について意見を述べる場だと理 

解している。 

そこで質問するが、今回は年度末なので一旦整理するが、今 

 後も意見を述べる場として残すのか。 

 それとも、今回をもって最後となるのか。 

座 長   前回の会議で確認したが、配付した資料の２ページ「●今後 

 の検討について」の文末に『検討会の構成員については、可能 

な限り変更しないほうが望ましいと考える』という記載がある 

ので、お分かりいただけると思う。 

学識経験者   今後も意見を述べる場があることを了解した。 
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事務局   冒頭、３つのステップで議論を進めるという説明をいたしま 

したが、ステップ１の学校の状況を把握していただく中で、既 

に委員の皆さまからは、課題や具体的な対策についてご意見が 

出されております。 

『検討内容のまとめ』には、このまま議論を進めるよりは、 

一旦意見をまとめて、市教委から具体的な原案が出された上で 

改めて議論をしたほうが良いのではないかということが記述さ 

れていると考えております。 

 市教委としては、この検討会でいただいた意見をもとに具体 

的な原案を作成して、地域や検討会に提示したうえで、改めて 

ご意見を伺うということを考えております。 

座 長   以前の会議でも同じような意見が出ている。 

長々と議論をしても状況が良くなる訳ではなく、子どもたち 

のことを考えると、早急に市教委に原案を出してもらい、それ 

をもとに議論をすることが必要だと考える。 

学識経験者   何点か意見を述べる。 

  自分なりに、この地区の学校のあり方を考えているが、この 

先、本町地区も八幡地区もどうなって行くのか想像できないと 

いうことがある。人口の動きや子どもたちの動き、地域の具体 

的な将来像について、市も描くことは困難だと思う。 

この席で、何年後を目処にして、自分なりの意見を述べれば 

良いのか。20～30年後を考えると、厚田区や浜益地区と同じよ 

うに少子高齢化が進んでいる八幡地区で、仮に石狩小学校を八 

幡小学校に統合して各学年１学級ずつできたとしても、20年後 

の子どもの数はどうなっているのか。せっかく統合しても、20 

年も経たないうちに、また、厚田と統合する話や、あるいは花川 

の小学校と統合する話になっているかもしれない。 

複式編成の問題だけではなく、子どもの活動形態を考えた時 

に、例えば野球をするにしても、音楽活動をするにしても 一 

定の規模は必要だろうと考える。  

この検討会で『八幡小学校に統合する』あるいは『より花川 

に近い石狩中学校に小学校を併設すべきだ』という意見を言っ 

たとしても、20年後には状況が大きく変わり、その時には、花 

川の小学校と統合する話になっているかもしれない。そうであ 

れば、今から花川地区の学校と統合することを検討すべきでは 

ないのか。 

今、本町や八幡地区の将来像を具体的に描くことは、行政と 

しても難しいと思う。そう考えると、現時点で100パーセント 



- 5 - 

 

確かな答えを出すのは非常に難しいので、段階的に進めていく 

という方法も検討すべきではないか。 

この検討会は、学校のあり方を考える場なので、教育委員会 

の所管だが、この種の課題は、まちづくりの担当部局や財政部 

局も含めて、将来、この地域にどのような絵を描くかというこ 

とが大切だと思う。その中で、一旦通学区域をゼロベースにし 

て、本町・八幡地区に厚田区も含めて統廃合を検討する。そん 

な大きな決断も必要ではないかと考えている。  

座 長   前回の会議でも志美地区の開発について、市はどのように考 

えているのかという質問があった。 

石狩小学校と八幡小学校が統合しても、志美地区の開発が進 

んだら、またそこで学校を統合することになるのではないかと 

いう意見もあった。 

学識経験者   職場や通学を考えると、本町も八幡も花川に向かって動線が 

ある。目先の数年間のことを考えて、石狩小学校と八幡小学校 

を統合して学級数を維持するのもひとつの手段だが、頭の中に 

置いてもらいたいのは、もしかしたら、本町地区は花川小学校 

に意識を持っているかもしれないこと。そして、八幡地区は厚 

田区を含めた統合も考える必要があるかもしれないこと。 

  この地域で学校を統合して、当面一定の規模を確保できたと 

しても、10年も経たないうちに、また同じ議論を繰り返すので 

はないかという気がしている。 

座 長   意見として承る。 

厚田区との統合は前回の会議まで意見として出ていない。 

今回は、これまでの３回の会議における意見を取りまとめる 

こととなっているので、承知願いたい。   

学識経験者   会議の趣旨は了解したが、１点だけ意見を述べる。 

虹が原と緑ヶ原の行政区域の問題は、今回の検討を機に解決 

 してもらいたい。 

座 長   厚田区の学校検討会の『意見のまとめ』では、付帯意見に 

「虹が原・緑ヶ原地区の通学区域のあり方について、原則にと 

らわれることなく、実情を踏まえた対応が必要と考えます」と 

いう記述があり、厚田区でも課題と考えられている。 

 今の意見は、この検討会のまとめの中に文章として表現した 

ほうが良いのか。 

事務局   検討内容のまとめの中には、既に「まちづくりの視点を大切 

に」ということがいくつか表現されています。もう少し具体的 

に表現したいということであれば、『●今後の検討について』 
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の中に加えていただいてもよろしいかと思います。 

座 長   先ほど言われたように、聚富小学校の子どもが全員八幡小学校

に来たら、厚田区に影響が出るのではないかという発言もあった

が、それをこちらの検討会の意見として積極的に述べるのはいか

がなものかと思う。 

 数十年後に厚田区と石狩の学校が一つになるということなら 

わかるが、厚田区は新設校を建てるということで議論をしてお 

り、付帯意見としてトーメン団地についての記述もある。 

本検討会として、厚田区のことを文書で表現することは控え 

 るべきと考えるがいかがか。 

学識経験者   今のご意見を聞いて、非常に示唆に富んだ話だと感じた。 

  この検討会では、様々な意見を提案していくことが大切だと 

考える。それに囚われすぎてはいけないと思うが、箇条書きに 

してでも表現すべきではないかと考える。 

市教委がそれらを加味しながらも違う結果を出す可能性はあ 

るが、この検討会で出された意見は極力市教委に提出すべきと 

考える。 

 前回の会議で意見が出たように、地域の青写真があるのかと 

いうことが重要だと思う。市が自分たちの住む地域をどのよう 

に考えているのかということには、我々も大きな関心を持って 

いるし、市もそれを感じることで、本腰を入れるかもしれない。 

ひとつの意見が大きな動きになることもあるので、様々な意見 

を提出すべきと考える。 

 学校整備については時間が掛かると考える。仮に、この検討 

会が、八幡小学校が複式編成になる平成28年度を目処に答えを 

出すと考えるのであれば、前回も意見が出されていたが、もう 

少し時間をかけたほういいのではないかと思う。平成28年度ま 

でに解決しようとするのであれば、時期尚早ではないか、取組が 

急ぎすぎではないかと感じる。 

 この検討会の意見をもとに市教委から原案が提示され、それ 

を元にさらに検討するということなので、先を急がずにじっく 

りと考えるべき問題だと考える。 

座 長   貴重な意見として承る。 

  この検討会では、子どもたちの教育環境を考えて、あまり時 

 間をかけずに進める必要があると考えている。 

  今のご意見は、この検討会ではなく、まちづくりを検討する 

 場で議論する内容ではないか。この検討会で議論するには課題 

 が大きすぎると思う。 



- 7 - 

 

  ただし、４月には教育長と直接話をする場が設けられるとの 

ことなので、その席で今のご意見などを伝えたいと思う。 

 また、市教委に申し入れるだけでは足りないので、市長部局 

にも申し入れる必要もあると考える。 

 このことから、只今の意見については、文書にはせず、口頭 

で伝えたいと思うがいかがか。 

学識経験者   教育長に直接伝えてもらえるのであれば良い。 

座 長   貴重な意見として必ず伝える。 

町内会代表   第１回の検討会で配付された、平成16年度の旧石狩市の小中 

学校の規模・配置等に関する検討会の資料に、八幡小学校区に 

ついて次のような記述がある。 

「統合にあたっては、望ましい規模に近づけるため、厚田村と 

の合併に伴い虹が原地区の児童を含めることができること、ま 

た、施設の状況などの点から、八幡小学校に統合することが有 

効と考える。その際には、石狩小学校校区の児童の通学にあた 

って、スクールバス等の対応が必要である」 

既にこの時点で、石狩小学校と八幡小学校を八幡小学校に統 

合することが望ましいと書かれている。 

当時は、地区の検討会ではなく、市教委が集めたメンバーに 

よる検討会となっているが、この意見は現在も有効なのか。 

座 長  当時の情勢としては記述のとおりだったが、年月の経過によ 

り情勢も変わり、今回改めて具体的な議論をしているという解 

釈で良いのか。 

事務局   当時は、まず、学校の規模をどのように考えたら良いのかと 

いうことが課題でした。国で示しているものはありましたが、 

それを石狩市に置き換えた場合どうなのかということで、望ま 

しい学校の規模について検討をしました。 

 資料にもありますとおり、具体策の例示ということで、いく 

つかの選択肢を示しています。ですから、方針ではありません。 

 ご覧のとおり、小中学校を併設するといった検討も必要であ 

るという記述もありますので、あくまでも、選択肢をいくつか 

例としてお示ししたというものです。 

 その根底には、規模を一定にしなければならないという前提 

がありました。 

町内会代表   この報告書の内容が現在も有効かどうかということは特に問 

 題ではないと考える。 

学識経験者   ひとつの考え方として捉えれば良いと思う。 

事務局   私から感想を申し上げます。 
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私も学校に勤めておりましたので、この検討会に参加させて 

いただいて、委員の皆さまが地域のことや子どもたちのことを真

剣に議論されている様子を見て、大変ありがたいことだと思って

おります。 

私が最初に勤めた学校が、地域の意向で急に廃校になったと 

いう経験があります。私どもは教員ですから、学校があれば勤 

めますし、無ければ勤められないというだけの話ですが、その 

ような経験もしてまいりました。当時は、学校の適正配置とい 

考え方もまだなくて良い時代だったと思います。 

道内には、子どもたちの数が少なくなったために廃校すると 

いう学校もあれば、子どもたちがいずれ入ってくるという見込 

みを持って、一旦休校にして、子どもたちが戻ってきたら再開 

を考えることにしている地域もあります。これは、その地域の 

考えを行政も受け止めて行っている措置ですが、ここで大切な 

のは、学校の建物がしっかりしているということだと思います。

児童生徒数はもちろんですが、その建物が子どもたちにとっ 

て本当に安全なのかどうかという問題もありますし、今言われ 

ているような『適正配置』、子どもたちの人数がどのくらいだっ 

たら教育活動として望ましいのかという問題の両面で話し合わ 

れていると思います。 

先ほど何十年先まで考えるかという意見があり、そういう見 

通しを持つことも大切だと思いながらも、一方で、今居る子ど 

もたちの数年先のためにどうしたら良いのかという考えに戻る 

ので、皆さん苦しい思いをしているのではないかと感じました。 

そのように考えていただけることに、私は大変心強い思いが 

いたします。 

ただ、今それを先延ばしにすることが、果たして現状にとし 

て正しいかどうかという判断は難しいとも感じています。 

座 長   今のご意見のように『学校のあり方』は非常に難しい問題だ 

と思う。市の将来がどうなるのか。少子高齢化の影響は、今後 

どうなるのか。果たして、地域は成り立っていくのか。 

 そうしたことを委員各位も考えておられるので、色々と意見 

が出るのだと思う。確かに、遠い先のことを考えることも重要 

だと思う。 

 ただ、この検討会における検討内容のとりまとめについては、 

できるだけ速やかに行うべきと考えているし、市教委もそれを 

希望している。 

 したがって、本日の会議でとりまとめを行いたいので、委員 
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各位にはご協力いただきたい。 

 市教委に聞くが、とりまとめた内容は、教育長に直接手渡す 

ことになるのか。 

事務局   そのように考えております。内容については、座長に最終的 

に精査していただいて、座長から教育長に手交していただきた 

いと考えております。その際に、記述されていない意見を付し 

ていただければと思います。 

  検討会からいただいた内容については、教育委員会会議にか 

けることになります。 

座 長   平成27年度も委員各位には引き続きご協力をいただくことに 

 なるので、今後も意見を述べる場面はあると考える。 

学識経験者   市教委から原案が示され、それについてこの検討会で審議す 

る時期は、具体的にいつ頃を予定しているのか。 

事務局   一昨日の厚田区の検討会でも同様にご説明しましたが、この 

『検討内容のまとめ』をそのままいただけるとすれば、今後は 

市教委で具体的な案を策定することになります。その際には、 

先程からご意見が出ているとおり、市の他部局にも参加いただ 

いて議論することも必要だと考えますし、外部の専門家の意見 

なども参考に聞く必要があると考えます。 

  そうした作業を経て、ある程度具体的な原案を策定するとす 

れば、一定の検討期間は必要ですが、あまり時間をおくべきで 

はありませんので、夏頃を目処として委員各位あるいは地域の 

皆さまにご説明できるように進めて参りたいと考えております。 

座 長   時間も相当経過しているので、委員各位に確認するが、本日 

配付した素案を元に教育長に提出するということでいかがか。 

 【異議なしの声あり】 

座 長  「検討内容のまとめ」については、語句の修正等を加えて提出し

たいと考えるが、その修正については、座長に一任いただいてよろ

しいか。 

 【異議なしの声あり】 

座 長   異議なしと認め、そのように進める。 

  これまで議論いただいたことに感謝申し上げ、以上で本日の 

検討会を修了する。 

   


