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青梅街道
東高円寺駅

和田一丁目の防衛施設庁の空

東高円寺駅の新宿方面

き地を「公園」にと、区への交

口にエレベーター設置を
もとめる署名を行い、届

渉や区議会で取り上げるなど、
要求し続ける中で、区が用地を

防衛施設庁空き地

けるなど１４回メトロと

蚕糸の森公園

買収。来年度設計、実現の運び

環七道路

交渉し、再来年中に実現
することになりました。

となりました。

蚕糸試験場の筑波移転後、跡地が公団
住宅として計画された際、日本共産党は
議会で防災機能を備えた公園としての方
向を示し、区・住民あげての運動で公園

都営住宅跡地

が実現することとなりました。

和田一丁目の都営本町住宅

水害対策
日本共産党は水害対策を
取り組み続け、環七地下等

が取り壊された際、跡地に特
別養護老人ホームの建設を求
める住民運動が巻き起こりま

に貯水トンネルの設置を求

した。日本共産党は、この運
動と要求を区議会でとりあげ、

めてきました。現在、環七

区を動かし、実現の方向とな

と本郷通り地下にトンネル
が完成。一定の大雨に耐え

りました。

中野富士見町駅
地 下鉄 ・東京 メト ロと

られるようになりました。

交渉 を続 け、中 野富 士見

本郷通り
杉並区民新聞

２０１０年１１月号外 杉並区民新聞社 杉並区今川２－１２－２１
日本共産党杉並地区委員会は以上の見解を発表しました

町駅 で、 エレベ ータ ーの
設置 や男 女別々 のト イレ
などが実現しました。

和 田地域の住民要求が実現

こんにちは

傍聴記

受け止めについて質問しました。
や三鷹 市で のモデ ル校 につい ての
次 に、区 議は 年 前、旧 文部省 アンケ ート 結果を しめ し、十 分な
が出 した「 学校 統廃合 を考 える３ 検証をすることを区に求めました。
つの 原則」 を示 し、区 教育 委員会 そして 、様 々な問 題点 をかか える
の見 解を求 めま した。 この 原則で 小中一 貫教 育にた いし て反対 し、
は、 地域住 民の 理解と 協力 を得る 警鐘を鳴らしました。
こと 、小規 模校 として 在置 し、充
実さ せる方 が望 ましい 場合 がある
区答弁の趣旨
など として いま す。ま た、 区議は
小 中一貫 教育 は、区 が９年 間責
区の 二案だ けで 、さま ざま な選択 任を持 って 、人間 形成 をすす める
肢が ないの はな ぜか質 問し ました。 もの。 杉三 小での 説明 会では 、初
次 に、区 議は ９年間 の小 中一貫 めて説 明を 聞いた 方が 多かっ たた
教育 につい ての 理由を 問い ただし め、質 問が 多かっ た。 今後、 ご理
ました。
解を得 てい きたい 。高 円寺地 域は
さ らには 、義 務教育 費国 庫負担 児童数 が少 なく、 すべ ての学 校を
制度 の改廃 の動 きや「 習熟 度別学 残すことは考えていない。
習」 による 競争 教育の 動き 、財界
小中 一貫 教育を ９年 間実施 した
から の小中 一貫 教育の 要請 の動き 実績が なく 、検証 はこ れから 。他
など を示し 、区 の見解 を求 めまし 地区の アン ケート は任 意団体 がお
た。 また、 区内 で実施 され ている こなったもの。・・など答弁。
新泉 小、和 泉小 、和泉 中の 一貫教
住民 の意 見を尊 重し ている とは

月 日、 区議会 本会 議を傍 聴
しました。
こ の日 は、日 本共 産党区 議団 の
鈴木 区議 、小倉 区議 、原口 区議 が
一般質問を行いました。
鈴木区 議の 「小中 一貫教 育」 に
つい ての 質問趣 旨を レポー トに ま
とめてみました。
質問趣旨
は じめ に、区 議は 、高円 寺地 域
の新 たな 学校づ くり に関す る意 見
交換 会な どで出 され た参加 者か ら
の意 見を 紹介。 「小 中一貫 教育 が
子ど もに とって 良い のか悪 いの か
わか らな い」と の疑 問や「 今く ら
いの 規模 は保護 者も 子ども も矛 盾
は無 いし 、矛盾 を感 じてい ない 」
との 意見 。また 、参 加者全 員が 小
中一 貫教 育案に 納得 しなか った 状
況を 示し ました 。区 議は、 こう し
育が 必ずし も成 功して いな い事例

思えない答弁でした。

た意 見に ついて の区 教育委 員会 の
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杉 八小 学校で 行わ れた 高円 寺の 小中 一貫 教育 案
の意 見交 換会に 参加 して きま した 。雨 が降 るな か
約２ ５名 が参加 。区 教委 は「 学校 選択 制に つい て
は、 来年 １年を かけ て見 直し をす る。 その さい 廃
止も含めて検討する」と説明。
参 加し た父母 から 「杉 八小 は児 童一 人ひ とり に
行き 届い た教育 を行 える とし て杉 八小 学校 を選 ぶ
理由 のひ とつに もな って いる 」「 杉八 小の 児童 数
の少 なさ は根も 葉も ない 風評 が原 因だ が、 それ を
学校 再編 の理由 にし ない でほ しい 」「 子ど もに 心
配を かけ たくな い」 と切 実な 訴え があ りま した 。
また、「再編成の区 側の説明が不足してい る」
「小 中一 貫の教 育理 念は 理解 でき るが 、そ の教 育
理念 を実 現する のに 小中 一貫 であ る必 要性 が見 当
たら ない 」「子 供の ため と連 呼し てい るが 、子 供
の視点に立って考え ているのか疑問を感じ る」
「今 まで の意見 交換 会の 議事 録や 、学 校適 正規 模
を定 めた 時の経 過が わか る資 料を 事前 に提 供す る
のが 当た り前で は？ 」な ど、 多く の意 見が 出さ れ
まし た。 やはり 、参 加さ れた ほと んど の方 が、 現
在、 杉並 区が進 めよ うと して いる 「新 しい 学校 」
について、大きな不安を抱いているようでした。
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富田たくの区議会
小中一貫教育の一般質問
杉八小での説明会に参加
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