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北沢小学校の統合時期に向けた話し合い（第２回）の 

開催結果について 

 

1. 開催概要 

（１） 開催日時 平成２８年９月２３日（金） 午後５時３０分から午後７時３０分 

（２） 開催場所 北沢小学校 ランチルーム 

（３） 参加者数 学校運営委員・ＰＴＡ役員・北沢地区町会長等１１名、区教育委員会・学校

長・副校長 １７名、傍聴３名 

（４） 内   容 

第１回の話し合いで出されたご意見・質問等を踏まえ、関係所管課より考え方等を以下のと

おり説明し、質疑応答を行った。なお、前回提案のあった区側及び住民側の共同司会によ

り議事進行を行った。また、今後の話し合いの日程について、第３回は、１０月１９日（水）、

第４回は、地域行事の関係で、１１月４日（金）から、１１月８日（火）に変更し、両日とも午後５

時３０分より、ランチルームにて行う旨提案し、了承された。 

北沢小学校通学区域から下北沢小学校（旧東大原小学校）への通学路点検を１０月３日

（月） 午後１時３０分から行う。 

【世田谷９年教育「学び舎（下北沢小－北沢中 １小１中）、小中一貫】 （教育指導課） 

 平成１９年の学校教育法の改正により、小・中学校個々に示されていた教育目標につい

て、義務教育９年間としての設定を求められることになり、これまでの小・中学校間の連携を

改善する必要が生じた。これを踏まえ、同じ中学校の学区域の小・中学校が協働して「学び

舎」を構成し、９年間の義務教育課程のなかで、同じ目標をもち、個性や能力の伸長、自立

した個人として生きる資質を養うことを目指し、世田谷９年教育をスタートした。平成２４年度

の試行を経て、平成２５年度より全小・中学校で完全実施している。 

平成２６年度を初年度とする第２次世田谷区教育ビジョンでも、学校・家庭・地域が連携・

協働した教育を一層進めることを目指している。 

世田谷９年教育では、①世田谷区教育要領を策定し、質の高い授業の実践②地域の教

育力と特色を活かした「学校運営」③授業の充実、指導力の向上を目指す「教職員の研究・

研修」を３本柱として取り組んでいる。 

教育委員会では、児童・生徒の学力向上の取組みをより充実させるため、学び舎の構成

を検討し、１つの小学校と１つの中学校で学び舎を構成する一方、これまで学校行事や小

中合同活動等で連携してきた中学校とは、「地域連携校」として連携関係を継続することとし

た。北沢小学校が下北沢小学校と統合し、下北沢小学校と北沢中学校が、１小１中の学び

舎となることについては、支障なく、本来の目的とも合致する。 

世田谷区では、学校選択制を採らず、長年にわたり地域の様々な教育力を活用した「地

域とともに子どもを育てる教育」を実践している。学校・家庭・地域がそれぞれの役割を果た

すとともに、補完しあう双方向の協力・信頼関係の構築が重要であり、ご理解・ご協力いただ

きたい。 

【北沢中の魅力向上】  （北沢中学校） 

 今年度、１年生が単学級になりましたが、学校は集団生活を行う場であり、自ら考え行動す

る自立した人間を育成する観点からも複数学級が望ましいと考えている。より多くの人と触れ

合い、お互いの良さを認め合い、協力して成し遂げる経験が大切である。現在、落ち着いた

学校生活が送られており、行事にも積極的に取り組んでいる。 

  「北斗の学び舎」は、今年度、来年度の２年間にわたり、９年教育の研究開発校に指定さ

れており、自己理解を深め、将来の生き方等を考えるなかで、現在の学習等に対する意欲

を高めていくというキャリア教育を行っている。 

また、地域の学校として、小学生に身近に感じてもらうため、体験授業や部活動体験のほ

か、英語の出前授業も今後行っていく予定である。北沢中学校の生徒が、地域のかっこい
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いお兄さん、お姉さんと感じてもらえるよう低学年向けの本の読み聞かせや運動会のボラン

ティア、スポーツ交流等を考えている。 

部活動に対しては、地域の支援員を導入して技術指導を行っていただいているが、地域

で協力いただける人材がいれば、紹介してほしい。 

学力向上に向けて、デジタル教科書やビデオ教材等のＩＣＴ機器を活用したり、体験学習

を通して、興味・関心を引き出すような試みも行っている。与えられた課題をグループで話し

合ったり、調査してまとめ、発表させる機会を与えることで、考える力、まとめる力、発表能力

を向上させる取組みも行っている。補習授業等を行い、生徒ひとりひとりの状況に合わせた

基礎学力の定着を図っており、今年の東京都の調査では、すべての項目で平均を上回って

いる。 

来年度、７０周年を迎えるにあたり、北斗七星をテーマとした新たな制服を検討しており、

来月末には、お見せできる予定である。また、今年度まで３年間かけて、内部大規模改修を

行い、教育環境も整ったので、地域より１人でも多く、北沢中学校に進学させていただきた

い。生徒が多くなれば、学校に更に活気が出てきて、ひとりひとりが輝き、いきいきとした学

校生活が送れると考えており、何かご意見等があれば、お聞かせいただき、できるかぎりのこ

とを実銭していきたい。 

【通学区域（北沢中）】  （学務課） 

 北沢中学校の通学区域について、資料２（旧守山小学校保護者に配布した資料）のとお

り、平成２７年１２月に教育委員会にて決定させていただいた。これは、今年度の下北沢小

学校の開校を踏まえた変更であり、世田谷９年教育との整合も図っている。 

旧守山小学校の通学区域は、北沢中学校と梅丘中学校にまたがっていたが、そのうち、

梅丘中学校の通学区域を北沢中学校に変更した。旧東大原小学校、北沢小学校の通学区

域は、変更なく北沢中学校であり、従って、下北沢小学校の卒業生は、原則、北沢中学校

に進学することになる。新通学区域は、平成３０年４月１日適用としているが、在学中の生徒

は、そのまま在学できることとしている。 

【通学路等の点検（通学路の安全対策）】  （学校健康推進課） 

 資料３は、北沢小学校通学区域から下北沢小学校（旧東大原小学校）への通学路の検討

資料である。鎌倉通り、茶沢通りを渡る動線が、安全対策におけるポイントと認識している。 

現在のイメージとして、北沢３丁目の児童は、現在の北沢小学校の通学路を西向きに進

み、茶沢通りを渡り、下北沢小学校の通学路を通っていくことを想定している。 

 北沢４丁目の児童は、現在の北沢小学校の通学路を活用しながら、下北沢小学校との通

学区域境界線に向かって進み、その境界沿いに歩き、最後に鎌倉通りを渡る。 

 北沢５丁目の児童は、既存の通学路を活用しながら、井の頭通りに下りてきて、歩道を西

向きに進み、北沢中学校の交差点を越えた先の信号機のところで、井の頭通りを渡り、現在

の下北沢小学校の通学路に入っていく想定である。 

通学路誘導員を含めた通学路の安全対策については、地域の皆様と一緒に検討してい

きたい。 

【学校主事等の配置（通学路の安全対策）】  （学校職員課） 

 現在、各校２箇所ないし３箇所で、学校主事が登下校の見守りを行っている。配置は、通

常、正規職員２名及び非常勤職員３名を配置している。下北沢小学校では、旧守山小学校

及び旧東大原小学校より、正規職員１名ずつ配置するともに、非常勤職員の配置日数を増

やしたが、通学路の安全対策として更なる要請を受け、非常勤職員の配置人数も増やし

た。 

 北沢小学校が統合になった場合でも、正規職員の追加配置や非常勤職員の配置日数・

人員の加算等の対応について検討していく。危険箇所に対する通学路誘導員、主事の配

置の検討を踏まえて、対応を決めていきたい。 

【防災、地域活動支援、地域コミュニティの形成）】  （北沢総合支所） 
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 この地域は、密集市街地であり、以前より地域の方々が中心となって防災に関する様々な

取組みが行われている。しかし、５地域のなかで、少子高齢化が一番進んでいる地域で、今

後地域コミュニティをどのように活性化させていくかが課題である。 

【学校跡地活用の基本的な考え方、方針等）】  （政策企画課） 

 学校は、長い歴史のなかで良好な教育環境を提供するとともに、避難所やスポーツ交流

等地域コミュニティの核として重要な役割を果たしている。周辺で開発が進むなか、学校の

もつ校舎や体育館、校庭等は貴重な財産であり、有効活用を図る観点から、資料４「学校跡

地活用にかかる基本的な考え方（共通）」に基づき、立地条件や周辺の公共施設の設置状

況等を総合的に踏まえて検討していく。 

 
 

2. 当日の主な意見等 

意

見

要

旨 

《世田谷９年教育、北沢中学校の魅力向上、通学区域に関して 》 

・ 統合時期について、１０年間様子を見てから考えるという話であったが、もう決まって

いるという話も耳にする。地域や保護者との約束を反故にするのか。 

・ 平成３０年４月統合ありきの話と感じている。それが決まっていないということであれ

ば、学び舎等関係ないと思う。 

・ 北沢中学校の通学区域の変更にあたり、旧守山小学校の通学区域の一部が松原

小学校に編入されたということか。 

・ 小中一貫はやらないと以前聞いたが、本当にやらないのか。 

・ 北沢小学校を統合するのであれば、下北沢小学校と北沢中学校の１小１中になる

のだから、小中一貫のモデル校とするような考えはないのか。 

・ 中学校は、異なる小学校の子どもたちが集まることで活性化するという議論が以前

あったが、その機会が失われることにならないのか。人間関係での新鮮さが損なわ

れるのではないか。 

《通学路に関して 》 

・ 通学路について、１００％安全確保できるのか。 

・ 主事や警備員を立たせても不十分である。地域の目が大切であり、保護者、地域

の方も含めた通学路の点検が必要である。具体的にどのように進めるのか。 

・ 北沢中学校の南側の井の頭通り歩道が、通学路に指定されていないのは、児童が

いないからということか。指定することは可能か。 

・ 茶沢通りに信号機や横断歩道を設置する場合、最短でどのくらいの期間で設置さ

れることになるのか。 

・ 以前茶沢通りで事故があったことがあり、その際、区教育委員会や警察署とも協議

し、信号機の設置を要望したが、道路幅員の関係から、設置するとかえって危険と

いう判断で設置されなかった経緯があるが、今後認められることになるのか。 

・ 学童クラブの子どもたちは帰り時間が遅い。茶沢通りで横断歩道の設置等の対策

が講じられないとなると、特に、北沢３丁目の子どもたちは、大回りせざるをえなくな

る。この場合、新ＢＯＰについては、統合後も北沢小学校で運営する（分室）ことは

できないのか。 

・ スクールバスの運行はできないのか。 

・ 通学路の安全対策が、はっきりしないかぎり統合時期を話し合う段階ではないと思

う。 

《その他》 

・ 地域や保護者を不安がらせているのは、教育委員会が北沢小学校の統合を進めよ

うとしているからであり、北沢小学校は統合しないと言明すれば、地域や保護者が

不安がることはない。 
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・ 平成２５年の３校統合案がでたとき、北沢中学校の活性化をまず目指すべきと３校

を２校とする案（参考資料４）を提案した。１０年程度様子を見るという理由は、児童

数が平成３０年度ぐらいまでは増えてから減る見込みであったことやその間に道路

状況の改善の可能性もあるということで、あいまいな記載となったものである。まだ児

童数も増えている状況のなかで、また、平成２５年から数年しか経過しておらず、道

路状況の改善も進んでいないなかで、平成３０年４月を統合時期として提案されるこ

とは疑問である。ただし、在校生の保護者、未就学児の保護者が統合を望むので

あれば、地域があまり口出すべきではなく、保護者の声をもう少し聞くようにしてもら

いたい。 

・ 北沢小学校がなくなれば、子どもの声が聞こえなくなり、この地域への若い人たちの

転居も減るのではないか危惧される。また、資料４「学校跡地活用にかかる基本的

な考え方（共通）」のなかで、跡地について、避難所機能の確保を謳う一方、売却の

検討も記載されているが、売却の可能性もあるということか。 

・ １０月３日の通学路点検や今後の話し合いについて、きちんと地域住民へ周知する

ように広報してほしい。 

回

答

要

旨 

《世田谷９年教育、北沢中学校の魅力向上、通学区域に関して 》 

・ ９月１日付けで北沢小学校及び下北沢小学校の保護者、未就学児の保護者の

方々に案内を配布したが、統合時期を決める話し合いをしましょうと提案している。 

・ 下北沢小学校の開校にともない、旧守山小学校の通学区域の一部（羽根木１丁目

３１番、３２番、羽根木２丁目２７番～４１番）は、平成２８年４月に松原小学校の通学

区域に変更した。すなわち、旧守山小学校の通学区域が少し狭まって旧東大原小

学校の通学区域と合わさり、それが現在の下北沢小学校の通学区域となっており、

平成３０年４月には、その通学区域がそのまま北沢中学校の通学区域になるという

ことである。 

・ 下北沢小学校と北沢中学校が１小１中の学び舎になることについて、本来の目的か

ら支障ないと説明した。小中一貫校について、義務教育学校と表現され、施設一体

型及び分離型に分かれている。「なかたまの学び舎」や「芦花の学び舎」のように、

施設一体型になっているものの、隣接小学校とも学び舎を構成し、連携するかたち

を採っており、単独の小中学校で義務教育学校をつくることは、学校の種別も異な

り難しい。小中学校の連携は、今の学び舎の考え方のなかで行っていく。 

・ 人間関係の新鮮さという点では指摘のとおりであるが、小学校と中学校では、担任

制から教科担任制になるなど学校生活も異なり、また、子どもたちの成長や複数学

級での入れ替えもあり、１校の小学校から１校の中学校になったとしても、他者から

の刺激がないということではない。 

《通学路に関して 》 

・ 通学路の安全対策としては、横断歩道やガードレール、ラバーポールの設置等手

法はいくつか考えられるので、地域の方々のご協力も得ながら、道路管理者、警察

署も含めた合同点検等を通して、きめ細かく対策を講じていきたい。 

・ 下北沢小学校では、以前主事４名が立っていたところに通学路誘導員を含めて１１

名が立っている。また、主事の勤務時間の関係で学童クラブの時間まではカバーで

きていなかったが、現在は、学童クラブの帰り時間まで立っている。統合前に関係

者と通学路を歩き、誘導員の配置箇所を決めたり、路面標示等安全を高める対策

は行ったが、統合後もＰＴＡ校外委員や区教育委員会とも相談しながら、安全性を

いかに高めていくか協議しており、北沢小学校の統合の際も、そうした点検等は必

要である。 

・ 通学路の点検について、学校とも相談したところ、１０月３日（月）午後１時３０分から

なら可能とのことなので、３ブロックぐらいに分けて回れればと考えている。 
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・ 北沢中学校の南側の井の頭通り歩道について、利用する児童がおらず現在は指

定していないが、ある程度の人数が利用し、かつ点検等で指定する必要があるとい

うことであれば、指定は可能である。 

・ 今後、北沢警察署も含めた合同点検を行うなかで、安全対策を検討していく。横断

歩道の設置は、北沢警察署であるが、信号機となると東京都公安委員会になる。北

沢警察署が、信号機設置の条件に照らし必要性を認めると東京都公安委員会に上

申し、その後、本部のほうで通行量等現地調査を行ったうえで、公安委員会に諮る

ことになる。代沢小学校では、鎌倉通りに横断歩道の設置及び通学路誘導員を配

置することになった。予算の関係もあると思われるが、横断歩道は、決まってから２ヶ

月程度で設置された。 

・ 新ＢＯＰの分室の件及びスクールバスの件については、持ち帰り検討したい。 

・ 下北沢小学校の新校舎が完成する平成３０年４月を北沢小学校と下北沢小学校の

統合時期の目安と考え、８月上旬に、北沢小学校 PTA 役員、学校運営委員、北沢

地区町会長の方々にお声がけをし、以下の３点の考えをお示しし、話し合いを行っ

た。まず第１に、第２ステップの策定から４年目を迎え、これまで北沢小学校保護者

や未就学児の保護者の方々から、統合の時期が決定されていないことに対して不

安の声を耳にしてきたこと。２点目として、北沢小学校・下北沢小学校の校長先生・

教職員の方々とも話し合いを行い、子どもたちにとっては、新校舎に一緒に入るタイ

ミングが精神的な負担が一番軽く円滑な学校運営に取り組み易いこと。３点目とし

て、統合時期を明確にしないまま時間を費やす状況は、北沢小学校の学校運営に

支障をきたすことが懸念されること。この３点をお示しした上で、統合の時期を決め

るための話し合いを進めてまいりたいと考えている旨、９月１日付けの書面にて北沢

小学校・下北沢小学校の保護者及び未就学児の保護者の皆様方に通知させてい

ただいた。 

子どもたちの安全確保は、第一の優先課題であり、下北沢小学校開校のときと同

様、万全の体制をとりながら望みたいと考えている。 

《その他》 

・ 単学級という子どもたちの教育環境を改善したいということで、３校統合という案を出

させていただいたが、皆様と話し合いを進めさせていただくなかで、平成２５年９月

に策定した「世田谷区立小・中学校の適正規模化・適正配置に関する具体的な方

策（第２ステップ）」に記載のとおり、３校統合するが、北沢小学校については、今後

１０年程度児童数等の推移を見極めながら統合時期を判断するとした。 

・ 資料４「学校跡地活用にかかる基本的な考え方（共通）」は、学校跡地活用に関す

る一般的な考え方を記載したものであり、花見堂小学校や守山小学校の跡地は、

売却しない。北沢小学校においても、密集市街地であり、空間を多く確保する観点

からも、跡地を売却する考えは持っていない。子どもの声が聞こえなくなるということ

について、先頃、世田谷税務署、世田谷都税事務所、世田谷保健福祉センターに

加え、世田谷図書館もいれた複合施設ができた。保健福祉センターに来た未就学

児や保護者が、図書館を利用する状況も見られるなど、子育てを支援するような活

用も考えられる。 

・ 広報については、町会回覧等も活用しながら、今後丁寧に進めさせていただく。 

 

 

 



                             平成２７年１２月 

世田谷区教育委員会 

保護者のみなさまへ 

 

中学校の通学区域の一部変更について 

 
教育委員会では、平成２５年９月に「世田谷区立小・中学校の適正規模化・適正配置

に関する具体的な方策（第２ステップ）」を策定しました。 

これに基づき、平成２５年１１月に設置した新校準備会（守山小・東大原小・北沢小）

で、学校・保護者・地域の方々とともに、新しい下北沢小学校の開設（平成２８年４月）

に向け具体的な検討を進めているところです。 

この度、世田谷９年教育の推進等の観点から、新たに中学校の通学区域の一部を変更

することを決定いたしましたので、お知らせいたします。 

 

１ 下北沢小学校の通学区域               （平成２８年４月より）         

住所地 

羽根木１丁目１～３０番、羽根木２丁目１～２６番 

大原１丁目全域、大原２丁目全域 

代田５丁目３１～３５番、代田６丁目全域 

北沢２丁目２２～４０番、北沢３丁目２０～３４番、北沢４丁目８～１６番 

 

２ 変更となる通学区域                 （平成３０年４月より） 

住所地 
通学する中学校 

変更前 変更後 

羽根木１丁目１～９番、１４番（１～

８号・２３号～）、１５～３０番 

羽根木２丁１～２６番 

代田６丁目１７～３４番 

梅丘中学校 北沢中学校 

大原１丁目２３番、２４番、５７～  

６３番 

大原２丁目全域 

羽根木１丁目１０～１３番、１４番（９

～２２号） 

 

北沢中学校 

（変更なし） 

北沢中学校 

※松原小学校へ学区変更（平成 28年 4月より） 

羽根木１丁目３１番、３２番 

羽根木２丁目２７～４１番 

梅丘中学校 
（変更なし） 

梅丘中学校 

※変更する区域は、裏面の通学区域図をご参照ください。 

 

※この変更により、下北沢小学校の平成 30 年 3 月卒業生からは、原則として進学先は

北沢中学校となります。 

 

（参考）旧守山小学校保護者の方へお配りした資料です 資料２ 
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東大原小 

北沢小 

松原小 

３ 変更となる期日などについて 

（１） 新通学区域は、平成３０年４月１日から適用します。 

（２） すでに在学中の生徒は、特に手続きをすること無く、卒業までそのまま在

学することができます。 

（３） 兄弟姉妹関係、その他個別の事情がある場合は、教育委員会に「指定校変

更」の申請をすることにより、配慮されます。 

（４） 通学区域の変更後も、これまでの学校とのつながりや人間関係などに配慮

し、一定期間は、「指定校変更」の弾力的な運用により対応させていただき

ます。 

 

 

＜中学校の通学区域変更図＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜お問い合わせ先＞ 

世田谷区教育委員会事務局 

学務課 就学係 

電話：０３－５４３２－２６８３ 

住所：世田谷区世田谷４－２１－２７ 

  区役所 第２庁舎 ３階 ３０番窓口 

守山小 

下北沢小学校の通学区域 

（平成２８年４月より） 

梅丘中 

通学区域 

梅丘中 

北沢中 

通学区域 

北沢中 

現在の中学校の 

通学区域の境界線 
変更後の中学校の 

通学区域の境界線 
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資料３ 

北沢小学校 

北沢中学校 

鎌
倉
通
り 

旧東大原小学校 

井の頭通り 

北沢中前 

交差点 

若竹保育園 

大山 

交差点 

東北沢駅 

下北沢一番街 

北沢三 

郵便局 

緑道 

北沢 

遊び場 

主事 

北沢公園 

■北沢小通学区域から 

下北沢小（旧東大原小校舎）への 

通学路検討 

主事 

茶沢通り 

通学区域境界線（小学校） 

現在の通学路（北沢小） 

現在の通学路（下北沢小） 

現在の主事の配置箇所（北沢小）   
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資料４ 

学校跡地活用にかかる基本的な考え方（共通） 

学校は、児童や生徒に良好な教育環境を提供することを目的とした施設であるとともに、

災害時の避難所やスポーツ活動等地域交流の拠点として、地域コミュニティの形成に重要

な役割を担っている。 

また、戸建やマンション建設等宅地化の進む当区においては、学校の校庭や校舎、体 

育館等の敷地は、区内では限られた大規模用地である。 

このため、その活用にあたっては、貴重な財産の有効活用を図る観点から、公共施設整

備方針に基づき、厳しい財政状況を踏まえ、立地条件や周辺公共施設の設置状況、社会状

況、将来の人口構成の変化等を考慮し、次に掲げる項目を踏まえて学校跡地活用の方向性

を検討する。 

 

（１）既存施設の活用 

施設の老朽化や耐震性を考慮したうえで、改修や適切な補修工事等を行うことによ

り使用が可能なものについては、コスト削減の効果や新たな用途としての機能が十分

図れる場合、現在の用途地域は変更せず、既存施設を活用する。 

（２）防災機能の確保 

区民の安全・安心を守るため、災害時の避難所としての機能（周辺の公共施設や第

２順位の避難所等を含め現状の収容人員と同程度）や防災倉庫等地域の防災機能の確

保を検討する。 

（３）改修・改築に伴う移転先としての活用と施設の複合利用 

老朽化により大規模改修・改築等が必要な近隣の公共施設について、移転・統合・

再配置を含め、まちづくり支援機能や地域コミュニティの拠点として複合的な活用を

検討する。 

（４）仮設校舎としての活用 

同じ学校施設として活用することが有効であるため、近隣の小・中学校の大規模改

修・改築時における仮設校舎としての活用を検討する。 

（５）自然エネルギー等の活用 

太陽光発電等自然エネルギーの活用や LEDなど省エネ設備の導入により、環境に

配慮した施設整備を検討する。 

（６）資産としての活用 

跡地活用にかかる財政負担や土地・建物にかかる維持管理経費の負担軽減を図る 

ため、敷地の売却や貸付も検討する。 

（７）施設の維持管理 

施設整備後にかかる維持管理・修繕等、後年度にかかる負担も踏まえ検討する。 

（８）暫定利用の検討 

施設を利用しない期間が長期にわたると施設の劣化が進むため、本格的な活用を 

行うまでに期間がある場合については、暫定的な利用も検討する。 
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平成 25 年 7 月 3 日

提案【３校→２校案】

　守山小学校・北沢小学校から選出された委員は、次の２点を共同で提案します。

⑴　守山小 /東大原小 / 北沢小の３校を２校に統合する。

⑵　守山小 /東大原小を複学級の小学校として統合する。北沢小学校は魅力ある単学級校とし

　て再生し、今後の少子化対策と児童数の推移を 10年程度見たのちに再検討する。

学校名

理　由

　２校を仮りに、北斗Ａ小学校（複学級校）/北斗Ｂ小学校（単学級校）とする。

　①（児童数の将来推計）　児童数の推移統計では、平成 30 年度までは児童数の増加が見込まれ、

統合を急ぐ理由にはならない。また、長期予測は、今後の少子化対策等を考慮していないた

め信頼性に欠け、この数値を根拠として２校を廃校にした場合、後戻りができない。

　②（学区域の拡大）３校を１校に統合したときの学区域の拡大は、住宅密集地としては広い。

拡大した学区域の保護者・住民にとって生活圏の異なる地域への不安があり、低学年の子ど

もたちにとっても負担が過重となる。通学路の安全と安心の確保などの課題を統合の前に解

決すべきである。

　③（地域との関係）生活圏が異なる学区域を一つにし、多くの町会・自治会を抱えることにな

る３校→１校案では、「地域とともに子どもを育てる」の態勢づくりには時間が必要である。

　④（単学級校の是非）　文部省、区教育委員会の説明によっても、単学級校に弊害があるとは

されていない。現在、保護者の間には、複学級と単学級のそれぞれに愛着や期待があり、多

様な価値観を保障することが必要である。将来的に単学級校が増加する可能性があり、単学

級校や少人数校を積極的に評価する必要がある。

　⑤（北沢小学校の学区域における価値）　北沢小学校区の東北端にあり、同校の廃校によって

学区域での少子化がさらに進むことが予想されるなど、負の影響が大きい。

　⑥（北沢中学校の活性化）３校を１校に統合した際には、その１校から北沢中学校に進学する

ことになる。学年生徒数は小学校より確実に減少し、人間関係も固定化すると考えられ、こ

れは多くの保護者が望むところではない。魅力的な世田谷９年教育を創造するために、北沢

中学校を含めた教育環境の課題として、統合を再考すべきである。

　⑦（検証期間）上記①〜⑥にはそれぞれ検証する期間が必要である。現在（平成 25 年度）に

３校→１校を決定するのは、理解が得られないことが予想される。

　⑧（３校の統合を進める理由）一方で、「統合」が具体的な課題となった現在、具体的な方針

を示さないまま放置するのは、保護者・児童や未就学児童の保護者に更なる不安を与える。

９年教育の活性化を追究するために、各校の魅力ある学校づくりと、北沢中学校と現在の３

つの小学校が一体となって連携を深める必要があり、上記の３校→２校案を提案する。
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