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ヽ|、

ゆくのき学園の総播の審議のやり直しを求めるに関する請願

町出市教育委員会教育長 様

(請願の要旨)      「

1月 の「まちだの新たな学校づくり審議会」におぃて提示された資料に誤りがあったため、正しい資料

の提示と、それにもとづく公正な審議のやり直しを求めます。

(請願の理由)

1月 の審議会で事務局から提示された(資料 11「小申一員ゆくのき学園 (大戸小学校 e武蔵囲中学校)、

について」に誤りがあると考えられます。
1        .      ~

3児童 e生徒数の就学の状況の (2)武蔵岡中学校 。堺中学校の表の中に、武蔵岡中学校で指定校変

更して出た生徒が 46人、堺中学校に指定校変更で入つた生徒が 46人 となっております。そしてャ「
c、

小中一貫ゆくのき学囲の・あり方にういて」で次のよう́に結論づけております。

行事といつた小中■貫校の特長を活かした教育活動が評価されていますと

もか―し、郷郷年度の就学り状況に癬抄て、特1こ武蔵岡中学校から塀中学校へ絶 44斃 (1:毒 7大学5盪 人)

が指定校変更をしていますとそこにはt子ども達の人間関係から見たデメリットや希望する部活動を選

ぶことができないとしヽった小規模校のデメリウト (課題)が影響を与えており、他の町劇市立学校と同

様に「町田市立学校の適正規模苗適正配置の基本的な考え方」に基づいて、!学校統廃合の議論を進めて
i懸 くヽ必要があ

'チ

ます。

「武蔵岡中学校から堺中学校に約 44%が指定校変更をしている」け「学校統廃合の議論を進める必要

がある」という論理のもとに、審議会で議論されましたもこの論理の前提条件が誤りであつたらどうし

ますか ?審議会は虚鶴|の資料をも:と に籍議を造めたことになり、市民から粛任をF「号われることになるこ

とでし、キう。また、この虚偽の資料を審議会に提出した事務局もまた、責任があります。

さて(こ の前提条件ははたして正しいのでしょうか?私たちは調査を開始しましたと少なくとも、2021

年 3月 tこ大戸小学校を事業した児童の中で14月 任堺中学校に入学する生徒は2人です。これまで毎年、

大戸小学校を卒業した児童が、武蔵岡中学校に入学せずに堺中学校に入学した生徒の数は、教育委員会



が調査すればおわかり1こなるはずです。いずれにしても、絶 44%は虚鶴の教宇と考えられます。
ヽ 、

はててなぜこのようなことが起こ、るのでしょうか ?調査したところ、次のことが考えられることがわ

かりました。

と揺原町に事機黒と浮ヽう地区があります。その車揺原:嫉、小学校区撼孝目́原小学模です。しか、し、中学校‐

区は武蔵岡中学校です。ですから、小学校は相原小学校に通学していた児童は、友人もいますので、そ

のまま堺中学校を希望します」それらの児童は、武蔵岡中学校から堺中学校に指定校変更届を提出する
ことになります。

事務局力|ら出きれた資料は、この指定校変更暴を出された数をそのまま書いたと考えられますと

これで、「武蔵岡中学校から堺中学校に約 44%が指定校変更をしている」け「学校統廃合の議論を進め

る必要ある」という論理は成り立たないことがおわかりになったことでしょう。前提条件が虚偽であり

ますので、この結論は導くこと厳できなヽ(ヽことiになみます。    Ⅲ

この資料を作つた事務局の資料をそのままうのみにして、虚偽の資料をもとに審議を進め、学校統廃

合の結論を出した審議会の責任は免れないと考えますが、いかがでしょうか ?

この資料は、インターネ)卜で全挫界猛拡散されております。インターネットを検蒸しますと、多く

の方がこの資料を見ているようです。

いずれにしましても、この資料 11をそのままにしておくことはできません。また、虚偽の資料をも

とに審議したわけですからf~蔵 ちだの新たな学校づくり審議会としても、再度、正しい数宇にもとづい

て霧議すべきを考えますが、どのようにお考えでしょう努ゝ ?

ゆくのき学園について総括される場合、児童・生徒数のみならず、2012年の開校当初の考え方に戻つ

て総括が行われることが必要と考えます。

ゆくのき学風は、小中一員校であります。それ浄ゝら、小規模織認絞であります。教育学者の先生方l主

当然ご承知のことと思いますが、これらは国の政策でもあります。町園の適正規模・適正配置を考える
tと き、ゆくのき学園を他の学校と同じように児童・生徒数が少ないからと結論を出すことは早計である
と考えます。

ゆくのき学風は、町田南の小学―貫綾のモデル校になつていますぅ2012年の開校以来、ゆiく のき学鳳
では、入学説明会でも小中一貫校だと説明しておりますし、保護者達も小中一貫校であること、少人数

であることを頭において、我が子を入学させました。県を超えて選んで入学させた保護者も多いのです。
また、ゆくのき学園に入学させるために一家で転居した方も少なくありません。

&月の審議会に、・ゆくの,き学掘つ 聴畢繋セ懃繊景の会どな:らのアィケT卜調査が示されましたが、務

読みになりましたか ?冒頭、佐藤会長が約 90通ある中で、おおむね反対の意見でしたと言われましたが、

保護者の願いは、ゆくのき学園を存続させてほしいのです。また、保護者有志が市長に要望書を提出し



ました。これを廃続になる悲しさ,と かなつかしさと|か不安と「かいう塘籍ぬな感備で片づけIなとヽで曇しい
れ 、

と思います。

保護者達にとつて、ゆくのき学園は必要なのです。この学校が廃校になつたら、我が子はどうすれば

いいのだろ、う.かと考えてお られます。また、後≧の学校で不基機に、オ撲つたお子さんを持ち、や F〕を見つけ

た学校がなくなれば、またしても不登校になるかも知れないのです。そうなつた場合、審議会のみなさ

んは責任がとれるでしょうか?

保護者達や地域の方々をま、2遇躍と予ヽう.短い闘でしたが、署名運動をしました。事業生や中学生や小学

生も駅に立ってゅくのき学園の存続を呼びかけるなどという光景は見たことがありますか ?子連れのお

母さんが、泣きながらゆくのき学園を廃校にしないでくださいと訴える姿を見たことがありますか?

集つた署名は、3000筆を超えます。2週間で3000筆 というのは、驚異的な数です。ゆくのき学園

の保護者・地域 ,在校生・事業生のみなされにとつて、ゆくのき学園感なくてはならない学校みのです。

ゆくのき学園は、2012年開校当初から小規模です。だから、小規模特認校の認定を受けたのではあり

ませんか。町田市は、この学校を人数の多い学校にしたかったのでしょうか?当初、スクエルバスを走

のらする計画もあつたようですが、結局、1.0年闘宴現しませんでした。また、人数の多い学校を目孝旨す

のであれば、他の地域にも宣伝するとかもできたはずです。しかし、インターネットを見てもそのよう

な記載は全くありません。町田市が必要な施策をとらないで、児童・生徒数が増えなぃとぃえるのでし

ょ っか ?

小申―貫較患、子ども達の荻育にとつてどうだったでしょうか?ゅくのき学興の保護者達態、小学一

貫校になつてから、とても良くなった、特に中学生が成長したと言うています。このことを重視すべき

ではありませんか?

小規模特認校となつているわけですから、人数が少ないのは当たり前ではありませんか。ゆくのき学

鳳の総掻をするとしたみて児童生徒数についてだをすで巌なく、小学一貫荘父
‐

tこついての辱偶おの政策研究

についても問題にすべきです。小中一貫校であることを保護者に説明して入学させておきながら、途中

ではしごをはずすようなやり方はすべきではないと思います。                  ぢ

「まちだの競々な学校づくり審議会との答申.カミ5‐月の定例教育委員会に建されると聞しヽておりますと

その前に、ゆくのき学園の総括を、正しい数字にもとづいて審議をやり直して頂けるようお願い致しま

す。        i
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小中一貫ゆくのき学園（大戸小学校・武蔵岡中学校）について 

 

 小中一貫ゆくのき学園は、2008 年度に大戸小学校・武蔵岡中学校の全学級が単学級となったこ

とを契機として、少人数ならではの特長を活かし、児童・生徒にきめ細やかな 9 年間の継続的な指

導を行うために、町田市初の合同校舎型小中一貫校である「小中一貫ゆくのき学園」（以下「ゆくの

き学園」として 2012 年度に開校しました。 

 しかし、教育委員会が行った児童・生徒数推計では、町田市立学校の児童・生徒数が 2040 年度

には 2020 年度と比べて約 30%減少する見込みであることから、「まちだの新たな学校づくり審

議会」（以下「審議会」）において、町田市立学校の統廃合を含めた通学区域の見直しを検討してい

ます。 

 そのうち、ゆくのき学園の調査審議に際して、委員からゆくのき学園の総括が必要ではないかと

いうご意見があったことから、ゆくのき学園の現状と今後のあり方について説明します。 

 

1 小中一貫ゆくのき学園の主な特長 

（1）小・中教員による相互乗り入れ授業の実施 

  小・中学校それぞれの教員がお互いの授業に参加する連携授業を日常的に行うことで、きめ細

やかな指導や専門性を生かした指導を行っています。 

（2）小学校 5 年生からの中学校部活動への参加 

  小学校５年生からの中学校部活動へ参加し、小学校から専門的な活動を行うことができます。 

（3）合同運動会をはじめとする各種合同行事 

  合同運動会や児童会と生徒会が協力して全校児童生徒が参加するレクリエーションを企画す

るなど、小学生と中学生による合同行事を実施しています。 

（4）地域や近隣の大学との連携による多様な教育活動 

  地域、学生と連携・協力して、中学校の放課後自主学習の場である「学びの場」と「補充学習」

や小学校生の放課後学習教室「ゆくのき塾」、体験学習などを実施しています。 

 

2 児童・生徒数の推移 

 

 

 

 

 

3 児童・生徒の就学の状況（2020 年度） 

（1）大戸小学校・相原小学校 

 

 

 

 

 

 

 

131人 409人

133人 407人

-2人 2人

出 出

理由 理由

小規模特認 19人 － 0人 0人 － 19人

通学区域

緩和制度
0人 － 12人 12人

・友人関係　5人

・その他　7人
0人

指定校変更 1人 ・途中転居　1人 10人 10人

・途中転居　2人

・兄姉関係　6人

・教育的配慮　2人

1人

合計 20人 － 22人 22人 － 20人

入 入

区分

大戸小学校 相原小学校

①2020年5月1日児童数 ①2020年5月1日児童数

②指定校変更前人数（児童数-入＋出） ②指定校変更前人数（児童数-入＋出）

③=①-② ③=①-②

区分 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

大戸小学校 124 143 153 157 167 151 144 136 131

前年比 19 10 4 10 ▲ 16 ▲ 7 ▲ 8 ▲ 5

武蔵岡中学校 87 80 83 74 81 84 85 81 74

前年比 ▲ 7 3 ▲ 9 7 3 1 ▲ 4 ▲ 7
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（2）武蔵岡中学校・堺中学校 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 町田市立学校の適正規模・適正配置に関するアンケート調査結果（2019 年度） 

（1）1 学年あたりの望ましい学級数とその理由（大戸小学校）※保護者 

  回答があった保護者のうち、複数学級（2 学級以上）が望ましいとのご意見が 96％でした。 

 

   

    

 

 

   

     

   

 

 

 

 

 

※理由は、自由記述で回答があった内容のみ記載 

（2）1 学年あたりの望ましい学級数とその理由（武蔵岡中学校）※保護者 

  回答があった保護者のうち、複数学級（2 学級以上）が望ましいとのご意見が 100％でした。 

 

 

 

 

 

 

 

※理由は、自由記述で回答があった内容のみ記載 

  

望ましい学級数 理由
2学級 1クラスだと9年間一緒で、いじめられた時のにげみちがなくなる。

クラス替えが出来る為
クラス替えが必要だと思う。友達関係は固定になっていく。
少子化により学級数が減るのは仕方ないが、2学級はないと、クラス替えな
ど、人間関係で固定化されてしまう。

3学級 いじめがあった場合、少ないクラス内では、逃げ道がない。高校進学時に、
小人数のクラスでは、ギャップを感じる。
クラス替えがないと刺激が少なく、考えが固定されやすい。
クラス替え等、交流が図れる。
少なすぎても多すぎても良くないかと思う。

4% 44% 48% 4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1学級 2学級 3学級 4学級

望ましい学級数 理由
3学級 友達の幅が増える。
4学級 少なすぎず先生の目がとどく数

0% 13% 38% 25% 25%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1学級 2学級 3学級 4学級 5学級

74人 569人

117人 526人

-43人 43人

出 出

理由 理由

小規模特認 9人 － 0人 0人 － 9人

通学区域緩和

制度
0人 － 6人 6人

・友人関係　3人

・部活　3人
0人

指定校変更 0人 － 46人 46人

・兄姉関係　1人

・小中継続　6人

・特認地区　39人

0人

合計 9人 － 52人 52人 － 9人

③=①-②

①2020年5月1日生徒数

②指定校変更前人数（生徒数-入＋出） ②指定校変更前人数（生徒数-入＋出）
区分

武蔵岡中学校 堺中学校

①2020年5月1日生徒数

入 入

③=①-②
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5 まちだの新たな学校づくりに関するアンケート調査（2020 年度） 

■ゆくのき学園の評価に関する保護者からのご意見 ※個人が特定される内容は編集しています。 

（教育活動への評価） 

小中一貫校に通学させていて、メリット.デメリットはあります。先生方が、よく子ども達を見

ていてくれているなと感じます。 

又、子ども達も上の学年は下の学年を下の学年は上の学年のお手本になり、憧れになったりと

成長する過程で、大切な事を学んでいると感じています。素敵な学校をなくさないで欲しいです。 
 

（小規模校に対する評価） 

子どもが大戸小・武蔵岡中に行きました。小１～中３まで１クラスです。転入校生以外は、ず

ーっと同じメンバーで、運動会はクラス単位で紅白に分けられず、クラスを半分に分けました。 

中学では、サッカー・野球等の部活が出来ず可哀想な思いをしました。人間関係につまずいて

いる子は、何年もずーっと我慢していました。もっと早く統廃合して欲しかったです。 

ゆくのき学園なんて作りましたが、その時に統廃合して欲しかったです。残念でなりません。

ゆくのき学園を作った人達の 先見の明の無さすぎにあきれます。ゆくのきにした事により、部

活等が出来なかった子達が沢山いた事を知ってください。 

大人がのんびり考えているうちに、子供はどんどん大きくなります。１年でも早く統合出来る

様に急いであげてください。宜しくお願いします。キツイ言い方になり、申し訳ありません。 

 

6 小中一貫ゆくのき学園のあり方について 

 小・中教員による相互乗り入れ授業による少人数指導や、小学校 5 年生からの部活動参加、小中

合同行事といった小中一貫校の特長を活かした教育活動が評価されています。 

しかし、2020 年度の就学の状況において、特に武蔵岡中学校区から堺中学校区へ約 44%（117

人中 52 人）が指定校変更をしています。そこには、子どもたちの人間関係から見たデメリットや

希望する部活動を選ぶことができないといった小規模校のデメリット（課題）が影響を与えており、

他の町田市立学校と同様に「町田市立学校の適正規模・適正配置の基本的な考え方」に基づいて、

学校統廃合の議論を進めていく必要があります。 
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