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町 田市長

2021年 1月 13日

石阪 丈一殿

少人数 学級 を実現す る会
●
'

要望書
時下ますます ご清 栄 のこととお震び 申し上げます 。
私た ち少人数学級 を実現す る会は、昨年 ■ 月 2心 日に要望書を提出 しま した 20人 学級 を実現す る会 か
ら、特に町 田市堺地区の学校 について考えたい と作 つた会です 。先般 の要望書 の 内容 につ きま して、詳
細 な国答 をいただ き、深 く感謝 申し上げます。 この度、私たちも調査 したことが ござい ます ので (再 度
要望書を差 し上げることにな りま した。おに しい ところ恐結 です が、 よろ しくお願 いいた します。
ご承知 のよ うに、堺地区は、東西に長 い地区です 1町 田市内在住 の方で も、堺地区まで実際に来 られ
た ことが ある方は、少ないのではないで しまう力ヽ 町田市は、昭和 30年 代 か ら住宅団地造成により人 口
が大幅 に増 えて、それに伴 い、多ヽ
くの学校 を建設 してきた とい う歴史があ ります。 しか し、堺地区の学
校 は違 い ます。
堺地区の小学校は 、相原小学校 も大戸小学校 も古 い歴史があ ります。堺地区は、昭和 33年 に、町田市
になる前は、堺村 で した。明治 5年 に学校制度が発布 されま したが、明治 7年 、相原学校 は 、長福寺を
仮校舎 として開かれ ま した。 大戸学校は、同年、円林 寺を仮校舎 と して開校 しま した。相原尋常小学校
は、明治 20年 7月 20日 に創立ですので、今年創 立 146周 年 にな ります。明治 25年 、大戸学校 も大戸
尋常小学校 と改めま した。

明治 41年 、大戸尋常小学校は、相原尋常小学校に合併 しましたが、本校までの通学が困難なため、大
戸分教場が作 られました。昭和 43年 、交通機関の発達に伴 い大戸分教場

(大 戸分校)が 相原小学校に統

合 されますが、昭和 58年 、再び大戸小学校として設立 されました。
堺中学校は、昭和 22年創立、武蔵岡中学校は昭和 58年 創立です。相原小学校・大戸小学校・堺中学
校・武蔵岡中学校 ともに、守 り育てて来たのは、地域の住民です。特に、大地沢の森林を守 つている「相
原保善会」は、物心両面で学校を支 えてきたと聞いてお ります。堺地区の学校は、住民の心のよりどこ
ろであり、どの学校が廃校になつても、地域の住民から異論が出ることは必至です。
12月 8日 のご回答 の中に、昨年 の 6月 にア ンケー ト調査 をされ、2572人 か ら 6921件 の意見があ り、
また、6月 の町内会 自治会連合会地区長会 で も説明 された とあ りましたが 、堺地区のみな さんは、ご存知
ない よ うです。昨年 の 5月 ・6月 は、新型 ヨロナに よる体校 または休校 開けの ときだ った と思 います。そ
の よ うな ときに、ア ンケー トに答 えることも会議 に集 まることも困難 だ った と思われます。 ともあれ、
堺地区の住民の方で、相原小・ 堺 中または大戸小 a武 療岡中の どちらかが廃校 になる事 を知 つてい る方
に一人 も会わない し、地域 の主な方 に聞 いてみて もどなた も ご存 じあ りませ ん。 これは 、 ど うい うこと
で しよ うか ?開 かれた行政 を うた う町 田市 としては 、あってはならないことではないで しょ う迎と
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「まちだの新たな学校 づ くりに関す るア ンケー ト調査 1意 見募集報告書」 をイ ンターネ ッ トで読ませ
・
ていただ きま した。
堺地区の学校 におけるアンケー トの回収率は、相原小 28.8%、 大戸小 29.4%、 堺 中 21.2%、 武蔵岡中
16.0°/0で す。町由市全体 で も、小学校

32,7%、 中学校 23,0%、 合計 27,8%で す。保紹t者 の 3割 か 3割 に

.こ
満たないアンケー ト回収率になつています。
れは、保護者 の関心の低 さとい うよ り、休校 中または分
散登校中であ り、考 える余裕 を持 ち合わせなかつた と考えるべ きだ と思います。

そんな中でも、一番多い意見は通学時間が長 くなる事へ の心配、次のような意見です。
ッ、徒歩通学♂
)子 どもlま 交通事故に
構原町は特に綾長のほ城なので通学時間がきりすぎるの感もちろメ
ヽます aバ ス 通学 の子 どもは バ ス 内 で の トラブル も

奪
ゝ不塞 者 な どの 事 件 的 濃事 に 1、 行 瞼 が あ い 止 うに

多笠lと 甚
掘きます。見守 りなど充実できた らいい とは思いますが限界がある と思 い ま す。む しみ学校 を増
・
や して欲 しいくらいです。
承たちが聞きとつた意見 の 中に、次のよ うな切実な保護者 の声 があ ります。

この統廃合計画が
ヨロナ禍に着々と進められていることが
ホン トに腹立た しい。
狭 くて貧弱な通学路 に
毎朝我が子を送 り出す保護者 の思 い を 行政は理解 しているのか
と
歩 いてみて また

新たに懇 りがわ いて きた。

自宅から 相原小まで通わせていた時 帰宅 した我が子の姿を見ただけで 「良かつた !無 事に帰 つて
、
きた !」 と 抱きしめたくなるような気持ちがわかるか ?
あの進を あの踏切を
あの狭 い歩道を あの自転車も激 しく通る道を 友だちが 町田衛進を渡うただけで亡 くなつたと知
る道のわきを 毎 日通 う子 どもの気持ち 保護者の気持ちがわかるか ?

相原小をな くし
堺中をな くし
速 い ゆ くのき学園に
・
通学 させ る
そんな危険極ま りない策は 直ちに欲回を。
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私たちは、二月 7日 本曜 日、「学区内を歩いてみ よ う会・ バスに乗 つてみ よ う会」を実施 しま した。
16号 線 と町田街道 の交差点 「相原」か らゆく の き学園まで、1年 生が歩 いた らどれだけかか るか、危険
箇所はあるか、バスに乗 つた ら何分かかるかを調査す るためです。
,'

「相原」から町田街道を体まず歩いてゆくのき学園まで、1時 間 20分 かかりました。子 ども達は、町
田街道に出るまで 15分 か 30分 かかるわけですから、実際には 2時 間近くかかる子 ども連もいるわけで
す。バスに乗つたらどうか、坂下バ不停から円林寺バス停まで、バスに乗つている時間は 10分 くらいで
すが、バ ス停から歩 く時間があ りますので、20分 はかかります。それに、町田街道まで歩 く時間を加え
ると、50分 かかることにな ります。私たちが調査 した時間帯は、年前 11時 頃でしたので、町田街道 を
走つている車は少なかつたです。でも、朝夕は車の大渋滞でバスは動 くことができません8子 ど!も 達は、
バスの時間を気にしながら、朝早く家を出ることになります。中学生が帰る 5時 頃は、最 も渋滞する時
問帯です。 また、坂 下 バ ス停 か ら円林寺 バ ス停 ま で直通で行 け るバ ス は 、 1時 間 1こ

1・

2本 と非 常に少 な

いです。です か ら、相原駅西 日まで歩き、そ こか ら門林寺バ ス停 までバスに乗 らなければな りません。
ス クール バス も同 じです。堺地区のバ スが通る こ とができる道は、町 田街道 しかありません。 ス クー
ルバ スだか らといつて迂回す るこ とは不 可能 です。また 、バ ネ を停車 してお く所 もあ りません。 スクー
ルバ ス を出すな ど、夢物語 です。 ゆくの き学医lが で きるとき、町田市は ス クールバ スを出す と言われ ま
したが、実現 していないのは、 このよ うなわけがあるので しょう。
また、町 田街道には危険箇所がた くさんあ ります。歩道 が完備 されていない箇 所、歩道 が非常に狭 い
箇所、ガー ドレールが ない又は壌れてい る箇所 t道 が曲が りくね つている箇所、子 どもの死亡事故 があ
った箇所 、踏切な ど新 しい住宅街にはない危険箇所 があるのです。町 田街道 では、子 どもの交通事故が 3
件 あ り、3人 のお子 さんが亡 くな りま した。坂下の信号の所 で亡 くな つた子は、生きて いれば 39歳 。
町田市長、町田市議会 の會
機員 のみなさま、「まちだの新たな学校づ く り審議会」のみな さま、町田市の
事務局 のみなさま、 どの学校 を統合校 にす るか決める前に、是非 とも町 田街道 を歩 いて視察 されてか ら
話 し合 い に臨まれ ることをお願 い したい と思 います。
1月 25日 月曜 日に 「まちだの新たな学校づ くり審議会」 が開催 されますが、 二の コロナの流行 の 中な

ので 、 リモー トで行われ るとあ ります。また、傍聴は遠慮 して もらいた い とあ ります。 この 日は、鶴 ,11
地区と堺 地 区の検討の 日ではないか と思われ ます。私たちのみな らず、住民め多 くが聴 きたい と思 って

おります。全く知らずに、統合校 ̀廃 校が決められることは、子 ども達・孫たちに赳 して申し訳ないと
思うからです。ぜひ、この審議会を市議会のように中継 してもらいたい と思います。

.

次に、ゆくtの き学園入 の町 田市 の政策についてです。
大戸小学校 と武蔵 岡中学校 は、平成 6年 の 584名 18ク ラ必 (中 学校は 9ク ラス)を 最高 に して、 しだ
い に児童 数・生徒数 が少な くな つていきま した。そ して、平成 19年 、児童数 173名 6ク ラスの時に、「町
田市小 中一貫教育 モ デル校」 とな り、合同運動会・ 合同学習発表会な ど小 中の交流 を進 めなが ら、平成

24年 4月 に、小中一 貫ゆくの き学国 として開校 しま した。 平成 23年 には太陽光発電 システム・校舎大
3
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規模改核 工事・ 技庭芝生化・ 正 門設置工事な どのために市税 も投入 されま した。
ゆくの き学園は少人数学級 のために、行 き届 いた教育がな される し、小学生 も中学生 も手作 りの温か
い給食 が食 べ られ る ことが人気 で児童教 もしだ い に増 えてきて います。 これか ら、若 い人向けの住宅 が
,'

建て られれば、もつ と児童数が増えるこ とが予想 されます。
そ こに、相原小・ 堺 中の子 ども達が通 うこ とになれば、たちまち密 な学校にな つて しまいます。現在
の小中一 貫ゆくの き学園の良 さをそのまま残す方が、町田市 の発展につ ながると確信 してお ります。
さらに、少人数学級 と学校統廃合計画についてです。
12月 8日 の私たちの要望書へ のご回答の中で、少人数学級 について次 のよ うに回答 され ています。
「教 室数 の不足す る学校における校舎 の増築、プ レハ ブ校舎 の建設な どの工事 が必 要 とな ります。」

これはつまり、「少人数学級になれば教室が不足する」だから、少人数学級は実現が難 しい とい うことで
す。反対に言えば、「少人数学級が実現すれば教室が不足する」と認めていることになります。
12月 17日 の文科相 と財務相の大臣折衛で、「5年 かけて小学校 2年 からす
頂次 35人 学級にするよ うに

義務教育標準法を改定する」と決まりました。 これから、コロすの時代ですから、少人数学級の要求は
益 々強まるだろうと予想されます。 自民党は、「30人 学級」を、公明党も「30人 以下学級」を政府に要
望 しています。全国市長会は 「まずは 35人 、そして 30人 が多 くの意見J、 全国市町村教育委員会連合会
)早 期実現は緊急かつ重要事項」
は 「30人 学級σ
、全国都市教育長協議会は 「30人 以下など少人数学級の
実現を」、 日本

PTA全 国協議会は 「少人数クラスの実現は避けられない」、全国連合小学校長会は 「30

人以下の少人数学級の実現が必須」と、全国の主な教育関係団体が 30人 学級を表明しています。

5年 たてば、全学年が 35大 学級になることは、すでに決まっています し、その後も 30人 学級を求め
る世論が高まることは間違いありません。 これから 20年 の間に、30人 学級になるかもしれません。あ
るいは、欧米のよ うに、20人 学級になるかもしれません。その時には、必ず教室が不足 してきます。 こ
のコロナの時代に、慌てて学校を廃校にしなくともヤヽ
いのではないで しょうか。堺地区の住民の大多数
が、相原小も堺中もゆくのき学園もどの学校も廃模にすることはやめでほしい と考えています。
昨年 12月 21日

(月

)の 「第 9回 まちだの新たな学校づ くり審議会」 に出された資料 3の 5「 学校候

補地の選定についてどに、次 の よ うに記載 されてい ます。

(3)評 価 垣 目 「 に 畜・ 作 律 の I誦 学 の

1ッ

・

や 十 汽 I疑 び評価 項 目 「ゆ と りあ る学校 絶 設愛 簸 の幣 鱗 1に お

いて、優先鮭
質
位 1位 の学校 の候補,也 が異なる場合
(路

)町 田の未来の子どもたちにより良い教育理境を整備す ることができるよ う、原貝llと

して、評価項

目「ゆとりある学校施設環境の整備」が 1位 の学校候補地を選定するものとします。
堺地区の学校 の場合、先に出 された 「町田市立学校の新 たな通学区域案における学校候補地 比較検
討表そ の①に よると、「ゆとりある学校施設興境 の整備 評価項 目」で は、小学校 、1位 大戸小、2位
武,積 囲中 2位 雰中 と記戦 してあ ります。
もう一つの評価項 目 「児童 。生徒 の通学 の しやす さ」では、相原力ヽこ堺中の方 が人数 が 多 く、先 に述

相原小、中学校、 1位

べたよ うに大変危険な町田街道 を 2時 間近 くかけて歩かなければならないわけですか ら、小学校では

1位

相原小、2位

大戸小、中学校では、 1位

堺 中、2位

4
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しか し、 12月 21日 の審議会 で決めた原則 に従 い ます と、―
統合校 は、大戸小 と武蔵岡中 とな ります。
この原則 を、堺地 区の学校 の場合 も適用す ることができる と思われますか ?現在、相原小 の児童数は
ヾ9武 厳 岡中に向かつ
409名 、堺 中の生徒数は 569名 です。 これ らの子 ども達が一本 の町岡街道 を大戸′
〕
てぞろぞろ歩 く姿 を想 撫 して くだ さい。 雨の 日は傘 もさ して い る、夏場は熱 中症 の危険性。学校教育は
く
。かな子 ども達の育成を 目標 とす るものなのに、通学途中の安全が脅か され る。
心身共に輩
このよ うな
く
患ヽ
こ とがあ つて も良いので しようか ?我 が子が、我 が孫 が この危険な町 田街道 を長 い時間かけて毎 日歩か
なければな らなぃ とした ら、 どう思われますか ?
ゆくの き学園か ら相原小・ 堺 中に通 うことになれば、や は り同 じことが言 えます。だか ら、過 去 t手 相
原小にいったん統合 しても、分校 を作 らざるを得 なか つたのです。堺地区は、東西 に細 く長 い 、 この地
形 を考慮 して、審議 して くだ さるようお願 いいた します。
町田市長、市議会議員のみな さま、「まちだの新 たな学校 づ くり審議会どのみ な さま、町 田市の事務局
のみな さま、ゆと りある学校施

設

環境 の整備 がされている学校 であつて も、 どんなに広 くきれ いな学校

であっても、毎 日の通学が厳 しく、命 さえ脅か され るよ うでは、町七
日市 の新たな学校づ く りの趣 旨に添
わない どころか、将来 にわたつて禍根 を残す と思 い ます。子 ども達 の通学 a命 に思 い をはせ た血の通 つ
た行政 であつてほ しい と切に思 います。
私たちは、皆様 の ご判断を信 じて、下記 のよ うに要望いた します。

記

1,堺 地区の学校、相原小学校・堺中学校

eゅ くの き学園を廃校に しないで くだ さい。少 な くとも、1月

25日 の審議会 で堺地区の 「統合校」 を決定す ることはや めてくだ さい。
´

￨

2,「 まちだの新たな学校づ くり審議会」 をオンライ ンで開催す るときは、市議会 の よ うに中継 して くだ
さい。

3,早 期 に、学校統廃合についての住民説明会を開 いて くだ さい。

尚、お忙 しい ところ恐縮です が、ご回餐 をしJ建 だきたく塗 睡予ヽ
いた呟辻亀
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