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町田市長
若阪丈一殿

2020(令 和 2)・ 11・ 25
2o人 学級を実現す る会

要望書
時下ますます ご清栄のこととお慶び申し上げます。
私たちは、自分の子 どもや孫、地域の子 ども達の通 つている学校の―クラスの人数を少
なくしてほしい、35大 学級、30人 学級く20人 学級 と滅 らして1ま しい とい う■点で集まっ
ている会員 50人 の市民の会です。
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新型 コロナの東京の一 日の感染者が 1000人 を超えるかも知れない と言われている昨
今、私たち市民も感染防止のためあらゆる努力を払つているところでございますが、町隠
市・ 市議会におかれま して も市民の為に様 々な努力をされてお られる事に感謝いた してお
りま±1
政府 の専門家会議か ら「薪たな生活様式 」が機唱 され 、 また 、教育委員会 より指針が示
され 、各学校 において も児童 。生徒・ 教職員 の感染防止のために 日々努力 してお ります。

しか し、学校が「新たな生活様式とを実現するには、まだまだ学校だけの努力では足りな
い状況です。 どうしても、町田市ヽ東京都や国の援助が必要ですど

̲

「新たな生活様式Jで は、人 と人との 弓隔は、 1.Smか ら2mあ けるように言われてい
F口

ますが〔ある学校での実験によると、:=つ の教室には机が 12個 しか入れることができま
せん5つ ま り、ィクラスの人数は約 12人 とい うことです。一つの教室に40人 の机 を並べ
た場合は、間 を 50「 心4く らい しかあけることができません。
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と
′と学線 あた り4o本 (ュ 年 2年 は 35人 )と い う国の綾員配巖の基準により、町田市
内の小学校 10学 級 i中 学校 11学 級がマ ックス40人 になっておりますも86入 以上の
｀
ん とだヽ
ゴリます。 i
ょ
学級 ￨ま 、オ
学校 125学級・ 中学校 145学 級にのイ
!
、
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こ:の よ うな二密の状態で、子 ども達はけなげにも毎 日通学、学習 してお ります。公共施

設、レストランなどあらゆるところで三密回避の努々が統けられておりますが、それらは
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毎 日行 くところでは あ りませんと行 きた くなければ行 かな くて もすみ ます。 しか し、学校
だけは行か ざるをえないのです。子 ども達は二密 が嫌 だか ら学校 に行 きた くない とは言 え

ません。また、保護者も学校は子どもには成長のため どうしても必要と考える人がほと
'こ(
んどです。
国の中でも、今 こそ少人数学級を :の 声が高まつていますと日本教育学会、金目知章会、
全国市町村会、小中高特別支援学校校長会なども、新型 ココナの流行を罐みた時、少人数
学級が必要だとい う提言を出 しています。文科省も 9月 の概算要求の中に入れました し、
萩生田大臣も r不 退転の決意でや りたい」と記者会見で述べ られました。自民党も 30人 学
級に向けて法整備を整 えたい と考えてい るとニュ…スで伝えられました志町田市も教育を
重視する町田として先髯藍をつ けていただけることを切に要望致 します。 ̲
先 日発行 された 「まちだめ教育」 の 「未来 の子 どもたちによ り良い教育環境 をどによれ
ば、堺地区 の小学校 を大戸小学校 と相原小学校 の どち らか と小 山が丘小学校 の 2校 に、中
学校 を武蔵岡中学校 と堺 中学校 の どち らか 1校 に して 、他 の小 中学校は廃校 にす ると読み
取れます が 、本 当ですか ?ま さか、相原小学校 と堺 中学校 を廃校に と進 め られて い るので

しょ うか ?表 の中にはゆくのき学園の名前は全 くないのはなぜでしようか ?私 の周 りの人
達は、寝耳に水で、このことについでは全く知らないのですが、住民の声を、どれだけ

F,弓

かれたので しょうか ?
相原 小学校 も堺 中学校 も、また、ゆ くの き学園 と名前 を変えた大戸小学校 も武蔵岡中学
校 も地域 の住民が守 り育ててきた学校です。最近建て られた学校 と違 い 、歴史 と伝統 の あ
る、愛着 の ある学校 なのですもそ の学校 が廃校 になると聞 いた ら、誰 しもがび つ くりされ
るに違 い あ りません。
また、堺地区は東西 に長 い とい う地理的 な条件があ ります。 ス クール バ スを運行 させ る
と考 え られて い るよ うです が 、子 ども達 のバ スで通学す ることによるス トレスは詩 り知れ
ませんど雨 の 日にはかな りの密 にな ります し、災害時は、バ スが運行 できませんか ら、歩
いて家 に帰 る ことに もな りかねません。歩 くと、小 さい子達は

1時 間以上かか ります。や

は り、学校 は歩 いて通 えるところにあつた方が良い と思 いますど

また、 コロナだけではなく、感染症にも強い学校になるには、少人数学級が一番 です。
国の基準が 30人 になつたら、今度は教室が足 りなくな ります。町田の学校は 36入 以上の
クラスが多いので、国の基準が 35人 になったとしても、教室が是 りなくなることを心配 し
てお ります。
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学校の先生方は教育委員会の指針の もとに、毎 日、子 ども達が帰った後は、机・ いす 。
その他の所をアル コールで拭いていると聞いてお ります。それから、給食 の画
己
膳 も学校の
教職員が総力 をあげて援助を し、感染防止に努めてV(る そ うです。学校 の先生方は、 コロ
すの流行の前も過密長時間労轡と
で疲弊 してお りま ■た。それに加えて、 ココナの流行によ
り、感染防止のために神経をとがらせ 、時間をかけなければな りません。 これでは子ども
達への豊かな教育にかける時間 と情熱 が失われ、疲弊 してい くあではないかと保護暑 も市
民も心配 しております。
未来に生 きる子 ども達が豊か な学校 生活 を送 るには、感染防止 の掛 け声だけではな く、
子 ども達 も教職員 も時間的、空 間的 に ゆ とりのある学校 にす る事が大切 と考 えます。それ
には、一刻 も早 く少人数学級 にす ることヽ学校が家 か ら歩 い て行けるところにあることが
必須です。
「小 さな学校 」は世界の流れになうてお ります。WHOは 「学校規模 と教育効果」につい
て研究 した論文 を集 めて多面的に分析 し、その結果 をま とめて発表 してお りますが、「学校
は小 さくな くてはな らないJ「 生徒 100人 を上回 らない規模」とい う点で一致 してい るそ う
です。また、学校 の規模 が小 さいほど教育効果が高まる ことを実証 した報告 もあ ります。
感染防止 を し、学校 の三密 を避けて、子 ども達に豊かな学校生活 を送 ってほ しい とい う
イ
呆詔i者・ 教職員・ 市民の願 い をかなえていただきた く、 下記 の よ うに要望致 します。

記

1.少 人数学級が早期に実現するように、東京都や国に働 きかけてください。

2,堺 地区の学校、特に、相原小学校、琲申学校、ゆくのき学固を廃校にしないで くださ
い

。

