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学校選択制の見直しに関する資料 

(関連記事) 

東京都江東区教委は来年度から､区全域から希望校
を選択できた小学校の｢学校選択制度｣を変更し､住
所に応じた通学区域の指定校への入学を原則とするこ
とを決めたo区教委は｢地域の連帯感が希薄になると
いう課題を解決するため｣と説明している｡選択制の
事実上の廃止は極めて異例で､文部科学省教育制度改

革室は｢聞いたことがない｣としている｡ -関連◎面

江東区は二〇〇二年
度から小中学校の選択制度を開始｡新7年生の保護者は､マンション急増などで区域外から受け入れる余裕のない学校を除き､入学する学校を選べた｡

同区では本年度､小
学校で22%､中学校で37%の児童･生徒が指定校以外に入学｡保護者へのアンケートでは'選択制に賛成する

帯藤薄れる~｣-
人が六割を占めた｡

一方､町会役員など
から｢入学式や卒業式に出席しても､自分たちの町の子が少ないのはさびしい｣など'地域の核となる小学校を中心としたコミュニティーの崩壊を危ぶむ声も寄せられた｡

区はこうした声を受
けて検討し､小学校に限って原則指定校入学に戻すことにした｡

指定校以外で選べる
のは､｢原則として徒歩で通える学校｣に限られる｡中学校はこれまで通り全区域から選択できる｡

区教委によると､小

江東区､徒歩圏に制限へ
学校の場合､｢より近い｣ことを理由に'選択を希望する保護者の約八割が隣接区域の学校を選んでいる｡

さとし

山岸了学務課長は
｢小学校の場合､特に地域とのかかわり萱重視し､近所の学校に歩いて通うというのが基本で良いのではないか｣と話している｡

東京二十三区では､
十九区で学校選択制を導入している｡小学校では､全区域から選ぶ方式を採る区もある1万㌧歩いて通える隣接区域のみを選択対象としている区もある｡

廟商帝(廓瑚
碗お亨叩2占百



｢学校レベル偏ってしまう｣

｢指定校､区割り理不尽｣も

｢地域のつながりが有れる恐れが
ある｣｡学校選択制の見直しを決めた垂界都江東圧｡選択の背景にあったのは'子供を中心とした学区コミュニティー崩壊の恐れだった｡政府の規制改革の流れに沿って'導入する自治体が増え続ける選択制｡そんな中で時計の針萱戻すという'区教委の異例の決断に､区民や識者からは評価と疑問の芦が交錯した｡

学校選択制を見直す
という江東区教委の方針について､区民からは賛否両論があった｡

夕方でにぎわう商店
街｢砂町銀座｣｡三歳と七カ月の子供を連れ買い物中の同区北砂､主婦中野由佳さん(三一)は｢選択制があると迷う｡どこがいいのかも分からないし､レベルが偏ってしまう｣と指定校入学の復活を歓迎

(○面参照)

した｡｢母から私もずっと砂町小｡だから子供にも通わせたい｣
中一と小三の息子を

持つ同区北砂のパート従業員鈴木淳子さん
(e]nOも｢中学だとまじ

めグループ同士一緒の学校行ったりするけど､小学生だとまだ選択制はなくてもいい｣と同意見｡その一方､｢母親の仕事の関係や待機児童の関係で遠く

の保育園に行く例もあるので､友達が触れ放れになったらかわいそうかな｣とも話した｡
同区塩浜の男性会社

負(三i)は'｢小二の娘の友達は電車で通っているが､下の子はどうなるんだろう｡自宅マンションは北棟と南榎

で別の学区｡地域のT体性と区が言うなら'こういう理不尽な区割

りから直して｣と､見直しに疑問を呈した｡学力面などでの学校間

格差については｢競争し全体にレベルアップすればいい｣と語った｡

小学校を地域の｢核｣に
画

江東区重要
が小学校の学校選択制の見

直しを決めたのは､

｢地域で子供を育てる｣という公教育の基本姿勢に立ち返り'小学校を薄れつつあるコ

ミュニティーのつながりを保つ｢核｣としようという狙いからだo
自由に学校を選べる

選択制は､二〇〇〇年に品川区が導入して以来､都市部を中心に広がった｡｢教職員に自分たちの学校をどうしていくのか真剣に考えアピールする姿勢ができた｣　(江東区教委)などと評触する声も多く､保護章bはおおむね肯定的に受け止めて

いるようだ｡
一方で'昨年発覚し

た足立区立小学校の学力テストをめぐる不正では'順位の公表やそれに応じた学校予算の慣斜配分が'学校選択の判断材料となるため｢競争原理の導入が不正につながった｣との指摘もあった｡
｢｢指定校｣に行く

のが悪いことのような風潮さえある｣｡区教委関係者はこう話し'

違和感を隠さない｡
喜多明人早稲田大教

授(教育行政)は｢保護者もサービスを選ぶ消費者ではなく､地域の人たちとともに学校の共同運営者であるべきだ｣と指摘する｡
今回の江東区教委の

方針転換が､都市部で加嘩するl方の学校選択制を見直す流れをつくるのか注目される｡

(小林由比)

校区は最後の｢砦｣桐蔭横浜大の河合幹
雄教授(法社会学)の話　江東区教委の判断重用定的に受け止めている｡これが中学校だと物夢色撃qところだが､小学校については文句なしに地元の校区に通うべきだ｡地域の関係が希藩化する中'かろうじて同年代の子供を通じて額同士が近所付き合いをしている状態だ｡そういう意味で'学校の校区は地域アイデンティティ-の最後の砦(とりで)と

もいえる｡犯罪を捜査する警察は地域の崩壊をひしひしと感じている｡自治体の職員も同様のはずだ.学校選択制の衰否について'自治体職員にアンケートをすれば'きっと反対が多いはずだ｡
教育ビジョン次第総合規制改革会議の

専門委員として学校選択制を推進した慶応大の金子郁容教授(ネットワーク論)の話　どういうデータに基づいて判断したのかが不明なので'江東区で学校

選択制が成功したのか失敗したのかは一概に亭見ない｡学校選択制の狙いは､学校を市場原理で活性化することだが'今回､それが｢魔法のつえ｣ではないことが分かったといえる｡垂局部三鷹市や京都市は学校選択制を採っていないが'よい教育行政が行われている｡選択制は員的ではなく､手段でなくてはならない｡教育ピジョンがある中で学校選択制を採用するなら､有効なツールとなりうるだろう｡

兵長新聞(師再

功20%粥26日



｢学校選択｣見直し

小学校は学区内を原則

東京都江東区は､区
内全域から希望校を選択できる｢学校選択制度｣を一部見直し､来年度から小学校については､住所で決まる通学区域の学校への入学を原則とすることにした｡選択制で地域と子供たちのかかわりが薄れてきたとの住民の指

楠を受けた措置で､選択制度が全国に広がる中､議論を呼びそうだ｡
区教委によると､小

学校は｢徒歩で適える学校｣を原則とする｡しかし､親の希望などに配慮して選択制は残し､通学区域外への入学も認める｡中学校はこれまで通り､全区域

から選ぶことができる｡

区教委は02年度､｢学
校ごとに特色を出し合い､教師の意識改革や学校の活性化につながる｣などの理由で学校選択制を導入した｡他区域を選ぶ割合が徐々に増え､今年度の新1年生は小学校では22

%､中学校では37%が通学区域外に入学した｡しかし､]方で､区民から｢地元の学校に地域の子供が少なくなっている｣などの意見が寄せられるようになったという｡
区教委は｢制度を6

年間やってきたが､地域と子供の関係が希薄になっている｡子供たちが､地域とのかかわりを強めることを重視したい｣と話している｡

【亭水磨美】

如秦野(夕刊)

南軍印.2錘



小学校選択制見直し

江東区｢地域連帯薄れる｣

東京都江東区教育委員会は
来年度から､区全域から通学先を選択できた小学校の学校選択制を見直し､地元の学校への通学を原則とすることを決めた｡それ以外で選択できるのは｢徒歩で通える学校｣とする｡行きたい学校を児童､生徒側が選ぶ学校選択制は規制緩和の流れの中で広がってきたが､もとの指定校制度に戻すのは異例｡区教委は｢地域の連帯感が薄れるため｣と説明しており'他の自治体にも影響を与えそうだ｡

同区の小学校選択制は02年
度の入学児童から始まった｡マンション急増で他学区から

受け入れる余裕のない学校をのぞき､区内の全小学校から通う小学校を選ぶ仕組み｡区教委によると'今年度､学区域の指定校以外の小学校に通う児童は全体の22%だった｡
7万､町内会などからは

｢このまま選択制が進めば地元以外の子どもが増え､地域の連帯感が希薄になるのでは｣と心配する声が寄せられていた｡地元の小学校が地域社会の核になってきた状況があることを踏まえ､区教委は8月の教育委員会で見直しを決定した｡ただし､同時期に始まった中学校の選択制はそのまま残すとしている｡
文部科学省によると､何ら

かの形で学校選択制を導入している自治体は0 6年5月現在､小中学校で約1 4%｡｢実施を検討中｣が小学校約1 3%､中学校約1 5%で今後も増えるとみられる｡

軸甘索聞Lj刊)

帝ね120与?恥占B

日衰軽轟窮闇(奔J )

融ヱoヰ?珂26g

垂兄都江東区教育要員会

は二十六日までに､入学希望の小学校を選べる｢学校選択制｣を見直し､来年度から選択できる小学校の範囲を区全域から｢徒歩圏｣に縮小することを決めた｡｢地域の連帯感が薄れている｣との地元住民の意見を考慮した｡中学校は従来通
.り､全区域から選択できる｡

同区は二〇〇二年度から
小中学校の選択制をスタート｡現在､マンションの建

小学校選択制を縮小
江東区､全域から徒歩圏に

｢地域の連帯感薄れた｣
設ラッシュで受け入れる余裕のない小学校を除き､区内の学校を自由に選択できる｡今年度は小学生の二二%が学区内の指定校以外に入学しており､そのうち大半が隣接学区の学校に徒歩で通学しているという｡

しかし町会幹部らから
｢学校行事で地元の子供が少なくなったのは寂しい｣

など地域コミュ土ティーの希薄化を懸念する声が寄せられたため､区墾要は制度の見直しを決めた｡
来年度からは選択できる

小学校を｢徒歩で通える学校｣に限定｡通学時間や距離などの基準は設けず､学校と保護者が通学可能かどうかを話し合って判断する｡



江東区の小学校選択制見直し地域連帯どう確保
江東区教委が凍年度から､小学校の学校選択制を見直し､地元の学校への通学を原則と

することを決めた｡都教委によると､都内では品川区や八王子市など19区と10市が小中学校のいずれかですでに選択制を実施している=表｡希望する学校に行けると同時に､学校間による競争でレベル向上を目指した同制度｡一方､通学に時間がかかり､地域との一体感が薄れる不安の声もある｡各市区教委は｢制度をきちんと検証したい｣と関心を寄せた｡

那,< bgr検証したい｣
｢見直しに至った江東区の

理由をきちんと聞いてみたい｣｡隣接する中央区は来年度から､小学校で｢特認校制｣という選択制を始めるだけに､江東区の動向が気になる様子だ｡

賛否両論

中央区の｢特認校｣制度は
従来の通学区域は残しっつ､

どの地区からでも通学できる学校を設置する仕組み｡全16校中､6校が特認校となる｡月島地区などでは高層マンションが次々に建設中｡地域による子どもの数のばらつきをならすとともに､選択の幅を広げようという狙いもある｡
新制度を検討する中では'

｢地域密着がいい｣　｢全面的な自由選択で各学校が郎陸離

磨を図った方がいい｣と賛否両論があった｡同区教委は｢どの意見をとるかはそれぞれの区の考え方｣としながらも､｢これから導入する立場としては､江東区の運用状況や､見直した理由を把達し､参考にしたい｣とする｡
八王子市教委も｢制度に欠

点があるとすれば何か｡検証が必要｣との考えだ｡
今回の見直しについて､江

東区は｢地域の連帯感が薄れる｣ことを理由に挙げている｡

着飾区教委は｢地元の学校
に地元の子が通学しないのはいかがなものか､との声はある｡『同じ区内の子どもだから理解してください』とお願いしている｣という｡

意識変化

一方､豊島区教委は､一般
論と断った上で｢pTAのなり手がいないなど､保護者の学校に対する意識が変化してきたことも､地域の連帯感が薄れる要因の一つではないか｣と分析する｡豊島区は小中学校で隣接区域の選択制を導入しているが､地域の結びつきを深めるため'区内のP

EIIA連合会は祭りを開催する
などしているという｡

都墾要のまとめでは､23区
内のうち､19区が小中学校のいずれかで選択制を導入しているが'運用は様々だ｡区内どこでも選べる自由選択制が多いが､地域を限定しての選択制にしている自治休もある｡小学生の約24%､中学生約48%が学区外に通う港区は｢地域とのかかわりや通学の

安全を考えて､小学校は隣接学区まで｣｡中学校のみで実施する練馬区は｢小学校は地域の連帯感が希帯になるため実施しない｣という｡

活力模索

小中学校いずれも選択制を
とらない区は世田谷､北､中野､大田の4区｡選択制の主たる狙いは､学校間の競争による全体のレベルの底上げ｡世田谷区教委は｢選択制を採らなくとも､活性化はできる｣と話す｡

同区内の小中学校は､PT
Aや地元町会､消防団などが参加した学校協議会を設置｡防災活動も含めた学校活動に取り組んでいる｡さらに保護者などによる学校の外部評価や学校コーディネーター制度などで､学校の力をつけることは可能だという｡

区教委は｢地域とともに､
学校､子どもを育てようと考えている｡自分の地域の子どもたちだからこそ､地域とのつながりも生まれるのではないか｣とする｡

■ 2008年度学校選択制度の

実施状況(都教委調べ)

区名. 傅ﾈｧxﾕ｢�中学校 

区 部 ��y�962� ��ﾒ�

中央 ��◎ 

港 ��"�◎ 

新宿 ��"�◎ 

文京 ��◎ 

台東 ��◎ 

墨田 ��ﾒ�◎ 

空工東 ��ﾒ�◎ 

品川 ��ｸ�c��◎ 

目黒 ��"�△ 

渋谷 ��ﾒ�◎ 

杉並 ��"�△ 

豊島 ��"�△ 

荒川 ��ﾒ�◎ 

板橋 ��ﾒ�◎ 

練馬 ��◎ 

足立 ��ﾒ�◎ 

葛飾 ��"�◎ 

江戸川 ��ﾘ�c"�◎ 

市 部 價ｨ唏���△ ��ﾒ�

立川 ��"� 

調布 ��◎ 

町田 ��ﾒ�◎ 

日野 ��ｸ�c2�○※4 

国分寺 ��(�cR�△※5 

清衡 ��◎ 

武蔵村山 ��◎ 

多摩 ��ﾒ�◎ 

西東京 ��ﾒ�◎ 

◎-自由選択制(当該市区内
全ての学校のうち希望する
学校に就学を認めるもの)

○-ブロック選択制(当該市
区内をブロックに分け､そ
のブロック内の希望する学
校に就学を認めるもの)

△-隣接区域選択制(従来の
通学区域は残したままで､
隣接する区域内の希望する
学校に就学を認めるもの)

※1･-区内4ブロック
※ 2 ･･･徒歩通学可能な範韓

※3-市内8ブロック
※4-市内4ブロック
※ 5 -特定地域において

知新軌新刊)

鮎与開27日



学校選択制見直す江東区希望者偏り格差拡大
子どもや保護者が進学先を

選べる｢学校選択制｣が広がるなか､逆に小学校で制度を見直すことを決めた東京都江東区では｢地域の連帯感が薄れる｣.という区民の訴えかけがあったという｡同時に､小中学校双方で選択制の廃止を決めた前橋市同様､特定の学校に希望者が偏る学校間格差も指摘されていた｡

江東区の小学校数は43校
で､今年､新入生が一番多かった学校は140人､一番少なかったところは24人｡地元以外の学校を選んだ児童は全体の22%で､学校選択制が導入された02年に比べて5背増えている｡希望者多数で抽選を実施した学校も､導入時の1校から今年は9校に増えた｡

公立の小中学校で学校選択

前橋は1 1年度に小中学校で廃止前橋市教育委員会は26日の
臨時会で､現在計66ある市立小中学校で04年度に導入した学校選択制を､10年度を最後に廃止する方針を決めた｡

11年度以降､原則として市
教委が指定した学区内の学校に通学するよう改める｡市教委事務局は｢特色ある学校づくりが進むといった利点もあるが'児童生徒数に大きな偏りが生じるなどの弊害も目立ってきた｣と説明した｡

市教委によると､学校選択
制の導入から5年目を迎え

た現在､少子化などの影響もあるが､中学校では最大1学級(40人)ほど生徒が増えたり減ったりしている学校がある｡減少した中学校では部精勤や教科担任制に支障が生じている例もあるという｡

そこで､11年度からは､小
学生は自宅から1･5㌔以内､中学生は同2㌔以内にある学区内の学校に通うように改める｡ただし､学区内の学校までの距離が小学生で1･5㌔超､中学生で2㌔超の場合で､かつ､学区内の学校までの直線距離の2分の1以下の近さに学区外の学校がある場合には､学区外の方に通うこともできる｡

制が検討されるようになったのは90年代半ばだ｡規制緩和の流れの中で､96年に行政改革委員会が弾力化を提言｡これを踏まえ､文部科学省は保護者の意向に配慮して弾力的に運用するよう通知した｡｢骨太の方針2005｣でも導入促進がうたわれた｡
ただし'その動きは一部の

学校の衰退と隣り合わせだった｡現在､中央教育審議会(文科相の諮問機関)の作業部会では､学校選択制のメリット､デメリットが検証されている｡

文科省の担当者は｢制度の
どういう点がネックかを聞いて､整理していきたい｣と話す｡

廟包帯軌薪刊)
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雑小学校選択徒歩圏内に江　　　範囲を縮小､制度一部変更江東区は､学区外の学校
を自由に選択できる｢学校選択制度｣を一部変更し､小学校では学校の選択範囲を原則徒歩圏内とすることを決めた｡来春入学する新1年生から適用される｡区教委学務課は'｢地域の一体感を維持し､コミュニティーの希薄化を防ぎたい｣としている｡(稲村雄輝)

東京23区では1 9区で学校
選択制を導入しているが､文部科学省教育制度改革室は､｢従来の制度を縮小する形で変更する自治休は珍しい｣としている｡

同区では200-年度か

ら､収容人数に余裕のない学校を除き､住所に関係なく､区内すべての小中学校に通えるようになった｡指定校の遠い児童は､より近い学校を選べるので､保護者からは好評だった｡
1方で､入学児童数の偏

りや､子供の〟流出″で地域の連帯感が希薄になったとの声も寄せられ､区教委が検討した結果､小学校に限り'選択範囲に制限を加えることにした｡
区は､通学時の安全面な

ども考慮し､選択範囲を｢原則として徒歩圏内｣に設定｡だが'通学時間や距離の数

値基準は設けず､｢あくまで入学を希望する保護者と'受け入れる学校の判断｣(同課)としている｡中学校については､安全上の不安が小学生より少ないなどの理由で､従来通り､区内全校から選択できる｡
区教委によると､今年度､

学区外の学校に入学した児童･生徒は､小学校2 2%､中学校37%で､大半は隣接学区への通学｡｢利便性と安全面を考慮した上で選択したケースがほとんど｣(区教委)という｡
文科省によると､隣接区

や特定の地域に限って学区

外選択を認めるなど､条件付き選択制度を採用している例は多い｡同省は｢江東ヽ区の変更内容そのものは珍しくない｣とするが'｢途中から選択範囲を縮小した例はまれ｣としている｡~轟蹄簡(朝刊)

碗2串?方27 Ef

康亮新野(南刊)

垂申?拝ー2r7日

前橋市教委は二十六日'ほぼ市内全域から希望校を選択でき
る小中学校の学校選択制を二〇二年度から廃止すると決めた｡｢指定校以外に通う子供が地域の行事に参加しなくなり､子供の顔を大人が分からない事態が起こりつつある｡改善が必要だと判断した｣としている｡

揺らぐ学校選択制
学校選択制をめぐっ

ては'東京都江東区教委が小学校の選択制を来年度から見直すことを決めているが､小中学校とも廃止に踏み切るのは､極めて異例｡規制緩和の流れの中で全国各地で広がってきた選択制の見直しに､今後､一層の拍車が掛かる可能性がある｡
前橋市が学校選択制

を導入したのは〇四年度｡新1年生の保護者は小学校は自宅から四㌔､中学校は六㌔以内から通学校を選べ､事実上､自由に通う学校を決められた｡利用者は年々増え､本年度は小学校は7%､中学校

A t■ 剪� �� 弌�ﾙ�� �｢� 
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は9%の子供が指定校以外に入学した｡
一方で｢子供と地域

の関係希薄化｣という問題が浮上｡〟長距離通学″の子供の送り迎えで校門に保護者の幸が列をつくったり入学者が大幅に減った中学校で部活動が休廃止されたりした例もあり'本年度に入り'選択制廃止の方向で保護章りと見直しを進めてきた｡
市教委は｢利点は残

したい｣として＼学区の指定校まで徒歩で三十分以上かかり､その半分以下の時間で行ける学校が別にある場合は指定校の変更を認める規定を設ける｡
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学校選択制､見直し相次ぐ｢地域との酪係薄れた｣
前橋市と東京都江東区の

教育委員会は､子供が通う公立小中学校を保護者が選べる｢学校選択制｣を見直し､住んでいる学区で入学先の学校が決まる｢指定校制｣を復活させることを相次いで決めた｡
前橋市は平成23年度から

小中学校を､江東区は2 1年度から小学校を原則として指定校制に戻す｡両教委とも｢学校と､学校を支える地域との関係が希薄になった｣と理由を挙げている｡
前橋市は16年度から学校

選択制を導入｡保護者は小学校で自宅から4㌔以内､中学校で6㌔以内を条件に子供が通う学校を選択できる｡本年度は小学校で7

ノ

海､中学校で9%の子供が嘗区外の学校を選んだ｡
7しかし､入学者が減って

廓活動が成り立たなくなったり､学区外の学校に通う

子供が地域の祭りに参加しなかったりするなどの状況が起きたという｡
川年度から選択制を導入

した江東区でも｢行事で学校に行っても顔の分からない子供が増えた｣などという地域住民の声が増加したとし､指定校への入学を原則とし､選択範囲を徒歩で通える学校までとする｡
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｢保護者の意向に配慮し通学区域の弾
力化を｣との文部科学省の舌頭取りで､公立小中学校の学校選択制は広がっている｡だが'ここにきて｢廃止｣や｢縮小｣などを決める自治体が出始めた｡制度見直しの背景を探った｡(井上圭子)

毒i･･'tる砲童と毒-,:-3なii'i ;j

前橋市教委は先月､市内の
ほぼ全地域から自由に希望校を選択できる学校選択制を､二〇二年度から廃止することを決めた｡

中学校では百八十五(1 3･9%)で増加傾向だ｡

登下校の安全確保が難しく
それを見直す理由登別橋市

教委は｢地域との関係が希薄化Lt登下校の安全確保が困難になってきている｡児童･生徒数の学校ごとの偏りも発生｡うわさや風評に加え､私立受験失敗を地元で知られないように地元以外を希望するなど学校の選ばれ方が制度導入の目的からはずれてきた｣

と説明する?　　　　l

江東区教委も｢児童の安全
確保が難しい｣｡中学校は見直さないが｢地域との関係の希薄化が問題化している｣と明かす｡

足立区立五反野小学校の土
肥和久校長は'区全域が選択範囲のため｢登下校時の見守りなど､地域がどこまで責任を持ったらいいか｣と悩んできた｡江東区の見直しには理解を示す｡

｢地域との関係の希薄化｣
にも江東区立小の教員は｢小学校は授業で学区域のことを学び交流を深めていくが､学

選択制｢廃止｣｢縮小｣の動き

同市は〇四年度に同制度を
導入した｡今年の入学者のうち指定校以外への入学者は小学校7%､中学校9･7%｡指定校以外への入学は導入初年度の〇四年度に比べ'小学校で一･七倍'中学校で三倍に増加しているなかでの廃止だ｡

〇二年度から導入し､本年
度は小学校で約22%､中学校で37%が指定校以外に進学した東京都江東区も来年度から'小学校について原則区内全域から｢原則徒歩圏内｣に縮小する｡

同制度は､選択制にするこ
とで学校間の競争を促し､教育の質を高めることが狙いだ｡文科省によると〇六年五月現在､小学校で導入する自治体は二百四十(1 4･2%)､

学校説明会は､保護者にとって｢選択｣のための
責:重な情報収集の場だ-真宗都内の公立小学校で

教員側｢学校間競争より落ち着ける環境大切｣
区外の子は自分の『地元』を学ぶ機会がない｣と話す｡葛飾区立中教員も｢学区外生徒は居住地域への愛着や誇りがはぐくみにくい｣と言う｡

さらに本来の選択理由にな
るはずの｢教育内容で選ばれるならいいが､現実は違う｣｡江東区内の小学校長は｢実際には人間関係や校舎の新しさ､立地条件などが保護者の選択基準｣と話す｡

｢悪いうわさが流れ入学者
が減り始めると､教育内容に自信があっても加速度的に減る悪循環に降る｡教委は『頑張れ』と言うが､教員の努力では何ともしがたい｣　(前出の江東区立小教員)

保護者も戸惑いがある｡選
択制導入で｢指定校より近い隣接区の学校に適えてよかった｣との声がある一方､｢何を基準に選べばいいのかo熱心な先生がいても公立は教員異動がある｣と校風が明確で異動のない私立と違い､基準が設定しにくいようだ｡

独自の教育実践で児童を増
やしてきた江東区立八名川小学校の小山正見校長は｢制度導入理由が『選択肢を増やす』というのは表向きで『教員の尻をたたく』が本当の理由｡魅力的な教育を実践するには､教員自身が気づいて真っ向からぶつかるしかない｡それには学校同士を競わせるより､教員がどれだけ子どもと落ち着いて向き合えるか'その環境整備が大切｣と現場の思いを代弁する｡



新入生1ケタ区部に7校

人気校は校区児童の3倍

男女比にも偏り

都内28市区

学区外の小中学校にも通える学校選択制度を巡り､毎日新聞が東
京都内2 8市区の教育委員会を調査したところ､今春の各校の入学率

(校区内で住民登録している就学者数に対する入学者数の割合)に､
8･1-326･7%と大きな格差があることが分かった｡人気校と不人気校の固定化が進み､区部では新入生が1けたの学校が7校､1 0人以上2 0人未満が2 3校ある｡男女の希望者数も偏り､男子が3割未満の中学も出ている｡選択制は0 0年に｢個

性的な学校づくり｣を目榛に垂京都品川区が

取り入れてから都市部に広まり､東京では1 9区と9市が導入｡全国

固
規制緩和のため､9 7年に旧文部省が

通学区域の弾力的運用を認める通知を

出し､03年の学校教育法施行規則改正で各教委が選択制を導入できるようになった｡06年の文部科学省調査では､小学校で240自治体(1 4･2%)､中学校で185自治体(1 3･9%)が導入している.しかし､重罰都内のように､行きたい学校を選べる自治体は金沢市や長崎市など少数派｡山村の小規模校の活性化のため学区外から入学を認める限定的な選択制が多い｡
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自治体名

区　区　区立　川　橋足　荒　板

江戸川区

葛飾区

江乗区

品川区

渋谷区

新宿区

杉並区

※小は小学校､中は中学校｡中央区▽千代田
区▽調布市▽多摩市は個別の学校の入学率
を発表していないため兼掲載｡

【山本紀子】

で最も普及している東京の実情を調べた｡
入学率は､その学校

が児童･生徒にどれは′〆学校間の生徒数の格差の広がり(練馬区)IIなど､生徒数の偏りを懸念する声が出た｡1万､メリットとして｢魅力があり開かれた学校づくりが進む｣と学校の活性化をあげる教委が多かった｡かつて新入生がゼロだった品川区の中学校が､学力強化熊を掲げ小中一貫校となってスタートしたところ､今寺の新

ど選ばれたか萱耶すo各校の今春の数値を尋ねたところ､品川区では初の小中丁買校となった旧第二日野小が326･7%に達したt方､近隣の小学校は27･8%に落ち込んだ｡江東区では､統廃合がうわさされた中学校の入学者が7人となり､わずか20･6%｡小規人生は65人に回復した例もある｡
男女比をみると､野

球部やサッカー部のない江東区の中学で､男子の割合が29%まで減る7万で､部活の盛んな他校で男子が57%になるなど､一部でアンバランスが生じている｡

選択制については前
橋市が､生徒数の偏りなどを理由に'H年度

模校を避ける動きは､どの地域にも共通している｡

文教地区にあってク
ラブ活動が盛んな学校には志願者が集まりやすい｡t方､小規模校では廃部やチームを結成できない部も相次ぎ'他校に流れる子も少なくない｡

｢荒れている｣　｢い
じめがある｣のうわさで生徒が減る学校もあり､調査には｢風評の影響を受けやすい｣(武蔵村山市)との声も出た｡

選択制の課題につい
ては､小規模校化が助長される(多摩市)▽

■人山■tl

から原則廃止を決めている｡江東区も地域と学校の関係希薄化を理由に､小学校での選択は徒歩で通える範囲に限る見直しを行う｡

細い司10Fll細川()
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学校選択制度のメリット
は､学校が学力強化や生徒指導に工夫をこらすようになることだとされる｡確かに導入した地域では､傑湾者や地域も巻き込んで体験重視型の教育を行ったり､進んで情報公開するなど､変化がみられる｡

l方で､選択制は著しいひ
ずみも生んでいる｡少人数の

廿っさーツヽ才

学校は｢切穫琢磨が難しい｣と避けられ､｢問題児がいる｣とうわさがたてば新入生は激減する｡いったん生徒が減りだすと部活動も停滞し､人数の回復は難しくなる｡校舎が

｢ひずみ｣冷静に検討を

新しいというだけで生徒が集まる学校もあり､｢教育内容で選んでほしい｣という教育委員会の思惑は空回りしがちだ｡

小規模の中学では､理科の
教員が数学を教えたり､陸上の不得手な生徒が区の陸上大会に引っ張り出されるなどの事態も起きている｡江東区や品川区は対策として､小規模校に特別の予算を阻んでいるぜ｣うした対策も大切だが､選択制の功罪を冷静にとらえ直す時期に来ているのではないか｡　　　【山本紀子】
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風評で入学者減り
特色作り報われず
小規模校受難-･学校選択制度廃止決めた前橋市

前橋市は全国で初めて､学校選択制度を廃止するo導入から4年

半､特定の中学校に生徒が集まり､生徒数の偏りが無視できなくな

った｡地域との関係が薄れ､メリットより課題が大きくなったゆえ

の決断だったo　　　　　　　　　　【山本紀子､写真も】

導入の目的と実態ずれている
学校選択制度の実情を開

べている専修大の嶺井正也教授に項状を聞いた｡

*　　*

公教育の質を上げるため
導入されたが'教育内容で選択する人は少なく'目的と実態がずれている｡まLJ､選ばれる学校とそうでない学校が同定化され､逆転は

嶺井正也･専修大教授

難しい｡
文教地区にあり部活も盛

んな伝統校が好まれ､小規模校は避けられることが多い｡選択基準は垂辰でも金

沢市や広島市でも同じ傾向だ｡荒れなどのうわさは､苦のことだったり実態がない場合も多いが'教員の努力でぬくい去るのは難しい｡
先生たちは学校の特色作

りに懸命だが､その努力は報われにくい｡品川区の教員は､新校舎で人気の小学校の近くで苦労しており

｢校舎やグラウンドを整備して条件を聖にしてほしい｣とぼやいていた｡些冗に住んでいない子どもへの家庭訪問や生徒指導も苦労が多いと思う｡
自由に選べる方がいい､

という世の中の風潮があり､存続を望む保護者は多いと思う｡しかし､極端な人数の偏りは好ましくない｡前橋市は現実をよく見琴見た英断をLLJと思う｡

好古呈放

2クラスがやっとの人数だ｡｢本当は4クラスが理想｡毎年のクラス学兄で新しい人間関係を作りたいけれど-上と校長はため息をつく｡
風評を抑え､ありのままの

姿を地域に伝えたい｡そう考えた校長は学校通信を地域の回覧板に載せた｡全国学力テストの成観は学校評議員に知らせた｡県平均を上回る科目が多い｡良家の協力で大桓作りを授業に取り入れるなど'

地域との連携も重視している｡生徒指導では毎朝､靴箱を見回りへ来ていない子にすく連絡をとる｡不登校はない0
校長は切々と訴えた｡｢あ

の学校はよくないと言われるが'どこが悪いのか｡ちゃんと見た上で言ってほしい｣◆活気ある伝統校人気一方､生徒数が3割増えLJ
市立第五申｡市中心部の静かな住宅街にあり､交通の便も

全国学力テストの成績も県平均より上だ｡
教室にはぎっしりと生徒が

詰まる｡1年生女子は｢伝統校だからいいと思った｡友達も作りやすい｣｡学区外から選択制で入学した生徒の割合は､3年生で21%､2年生で24%､1年生で30%と年々増えている｡
桐生直校長は｢自転車通学

が多く､安全面が少し不安｣と話す｡｢新しいマンション

◆部活や授業にしわ寄せ
ある市立中では04年の選択

制導入後､生徒が150人も減った｡
r野球部に9人そろわなく

なり､試合に陸上部の選手を借りたこともある｡今年は近くの中学と合同練習を始め'統一チームで雲口に臨んだけれど士気は今一つでした｣
校長は振り返る.10年ほど

前に荒れた時期があったためか､年々入学者が減った｡部活動は停滞Lt野球好きの男子は近隣の中学に流れた｡
授業への影響もある｡生徒

減に伴って教員も減らされ､複数の教員が教えるチームティーチングで､技術の先生が数学の教室に入ることも｡保護者から｢専門でないのに｣と苦情も出た｡
1年生は40人を少し上回り

教員2人で教える数学の授業弘毅室には生徒

.)
瓜

ト

よい｡陸上部は　も近くに建ち､さらに生徒が県トップレベル　増えそう｡少人数授業で二つで､卓球部も園分の教室を使う教科もあるの東大会に出場､で､教室不足が心配です｣

全自治体の約1割が導入
学校選択制度は'規制緩和のため97年に旧

文部省が通学区域の弾力的運用を認める通知を出し'各地に広まった｡06年の文部科学省調査では､全国で約1割の自治体が導入している.28市区が導入する東京都内では､学校を自由に選べる制度をとる自治体が多く､学校間の人数の偏りが顕在喝入学率(校区内

詔は那絹的, Ma錯開閉関る入学者
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東京都内で学校選択制度
を実施している自治体の
今春の新入生入学率(%)
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◆些冗行事から疎遠に
前橋市の学校選択制の利用

者は年々増え､1年目の160人から今年度は421人に達した｡一方､特定の中学で生徒数の増減が著しくなり､改革を重ねても減少を会い止められなくなった｡
別の学区に通う子が地元の

行事に顔を出しにくくなる現象も生じ､自治会から苦情も届き始めた｡同市後閑町で自治会長を務める村田良治さん
(57)は｢お墓で肝試しをする

夏祭りや､みこしをかつ(,秩の農業祭もあるのに'顔見知りの子が出られず可哀そう｡中学校に貸しLJ田んぼで田植えなどをするが､些花の子が農村部ならではの体験をできないのもさみしい｣と話す｡
こうした状況から市は｢学

校にとって地域の果たす役割は大きい｣と､10年4月入学者を最後に虜止を決めた.市教委の清水弘己･学校教育課長は語る｡｢大人数の学校は校庭が狭くなりフールも順番待ち｡大きいならではの悩みもある｣｡選択制のよい点は各校がカリキュラムに工夫をこらすようになったことだというoしかし｢読香やドリルに力を入れても'それで選ばれることはほとんどないのです｣と清水課長は苦笑した｡
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｢選ばれる学校｣へ

･授業改革負担重く
一課題見えてきた選択制度-･評価も分かれ

学校選択制度のもと､ ｢選ばれる学校｣に向け､各校があの宇この

事で特色ある授業づくりに取り組んでいる｡努力が実って新入生が増

えた学校もあるが､学校現場への負担は重い｡選択制に対する評価も､

保護者は高いが､教員は否定的だ｡　　　　　【山本紀子､写真も】

好古呈汰

｢部活や進学で大規模校
と競うのは難しいが､小さいならではの特色を伸ばせる｡学校は全部横並びでなくてもいい｣と松本校長は話す｡悩みは教員数が少なく'行事対応や事務処理で教員が忙しいことだ｡

□　□　□

数年前は新入生が20-30
人台だった江東区立八斉川小.年々志緬著が多くなりへ昨年は初めて抽選を行い今春'70人が入学した｡先月の学校脱閉会は､幼児を連れた母親で会場がすし詰めとなった｡

trL tl teく

｢小さい学校では切歴琢

■磨の嘩会が少ない.だからこそ勝ったり負けたりへドキドキしたりできる場を設けています｣｡小山正員校長が力をこめた｡◆外部人材や施設活用
八名川小は､外部の人材

や施投を積極活用した多彩

な授業が特徴だ｡プロ野球選手や外務省官僚を晴師に招き'区の陸上大会や水泳大会にも子どもの参細を勧める｡塾の先生を講師に招き､習熟度別授業や放常後補習で教えてもらうo言葉や自然に親しむため週-

固'俳句を詠む時間も投げている｡部絹紺壁謂川いる.卒業生の父母ら地域の人でつくる｢八名川ファミリー｣150人が'年会費1000円を出し､辞師へ

の謝礼などを騎うO
選択制は八名川小をどう

寧見たのか｡小山校長はいう｡｢選ばれるためにやっているわけではないが､地域や傑覆者に問かれた学校づくりが英現できた｣｡1万で'選択制がすっと必要

だとは患わないという｡｢学校へのカンフル剤として作用したが'『何人入学してくれるのか』に血道をあげるのはどうなのか｡教員を崩争にさらすことが'教育の質向上に直結するわけではない｣.

保護者は満足していても

教員はデメリット指摘

選択制に対する保護者と
教員の受け止め方は対照的だ｡

保謂著は賢成派が圧倒的
に多い｡制度をいち早く導入した品川区では'今春の区民調査でr制度に満足｣が45%'｢不満｣が14%､｢どちらともいえない｣が31%だった｡

区内各校で開かれる学校
説明会に出席した人たちか

らもへ琵成の声が相次ぐ｡
5年生男児の40代の母親

は｢苦は有無を言わさず近くの学校に行ったけれど'今は時代が違い､選べるものなら選びたい｡地元の学校は少人数で不安だった｡友達も多い方がいいので大きめの学校にした｣という｡
長男の小学校を思案中と

いう父親(44)はr公教育なのでどの学校も大きな蓋は

ないと思うが､選べる方がいい｡学校公開もあるし､自分の目で確認できる｣｡私立中受験を念頭に長女の小学校選びをしている母親
(43)は｢学力を伸ばしてくれる学校に行かせたい.選べるとかえって迷いますが-‥｣とつぶやいた｡◆忙しさに追われて一方､教員には反対の声

が多い｡裸馬区が今年2月'制度の辞題を洗い出そうと､区立中の教員457人､保適者･生徒1945人を対象に行ったアンケートで､否定的な見方が顕著に出た｡
｢選択制導入で子どもが

充実した学校生活を送っているか｣という問いに｢そう患う｣と容えたのは'傑讃者･生徒の76%に対し､教員は38%だった｡教員は｢どちらともいえない｣が43%で最多'懐疑的な声が目立つ｡
制度のメリットとデメリ

ットを計9項目挙げて複数

回答で選んでもらうと､①うわさで学校を選ぶ65%②生徒数の増減で施設の過不足が生じる48%③些冗意冊が潜れ愛校心が育たない2%　-の順で'デメリットが上位に並んだ｡多くの教育委員会がメリットとしてあげる｢学校同士の貞い合いで教育の質が向上した｣は-･5%しかなかった｡
選択制の間原点に詳しい

国際基督教大の藤田英典教撹(教育社会学)は｢教員が忙しくなり'きめ細かい指導ができなくなったと感じているからではないか｣とみる｡各校の特色作りについては｢墓碑学力を等つ義務教育の段階では､ナンセンス｡私立中への流出が著しい東京で､公立への不信感解消をねらいに学校選択制を導入する教委は多いが'学校評価が独り歩きして､学校の序列化が進んでいる｣と危ぶむ｡

◆横並びでなくても
乗京都江東区立深川塁ハ

中の教員は夏休みの夕劾'学校のパンフレットを手に地元の小学校6年生宅を回る.新入生が5人に落ち込

-んだ4年前から始めた｡コハ

中には行きません｣とそっけない反応もあったか､最近はrご苦労様です｣との声も返ってくるという｡
.基礎学力向上にも熊を練

.~つている｡苦力を高めら

れるようfB分授菜を45分に縮め'1日7時間休制とした｡月1回､土曜日に大学生らを国師に迎え､英磯取得を目指す生徒向けに英常
雷を開いている｡8月夫

に全校生徒が2泊3日'富士山のふもとで勉強する夏合宿も今年から始めた｡
もともと校区が小さく'

連動系のクラブも少ない｡小規模ゆえーこ避けられ､選択制のもと生徒が減った｡全校生徒は朗人｡目立たないタイプの子が集まってくる｡

松本準一校長は'小さい
学校のよい点として｢生徒′会や学級委員のポストにつく空夢多く､どの生贋も活躍の場がある｣ことを挙げる｡駅伝大会はl～3年混合でチームを作り､夏合宿も宿泊部屋は琴っ学年を交ぜる｡自然と助け合つムードが培われるという｡

八名川小の学糊究明会では､果京ディズニーランドで働く
スタッフを招き､掃除の仕方を学ぶ授崇も公開された

非等入自治体校区と地域のl体感重視
景都内と一部の地方都市に広がる

選択制だが'一定の信念のもとに導入しないと決めた自治休もある｡
東京23区で長大の人口を抱える世田

谷区｡区教委は｢選択制のもとでは'地域の子は地域ではぐ/-む方針を達成しにくくなるので導入しない｣という｡東京都三鷹市でも'校区を維持して地域一体で子どもを胃てる方針から公立小中一貫校化を進め､選択制は取り入れない｡
千葉県佐倉市ではr導入すべきだ｣

と学区審議会が04年に答申したものの､教員やpTAのアンケートで反対が賀屈を上回り､市教委が見送る異例の経過をたどった｡
大都市ではどうか?名古塵市は｢地

域とのつながりが滞れ､登下校の安全確保が難しいlため､横浜市は｢地域

実施中の各地で見直しの動き

に根ざしLJ学校づくりが必芦として導入の予定はない｡
宍施中の自治休では見直す動きが生

じっっある｡東京都江東区は地域との関係が希薄化LLJため､来春入学から小学校での選択校を歩ける範囲に限定する｡区監査委員は昨年｢小規模校で友人関係やクラブ活動が停滞Lt希望者が減少している｣と指摘し'抜本的な詩的を求めている｡
練馬区では､保護者や小中学校長ら

で作る｢区立中学校選択制度検証委員会｣が今年7月'｢生徒数の格差が広がり､減少校では活気の低下や教科や部活動指導への影司が出ている｣との翌日雷を出した｡区教委は来年度に改
曽熊を打ち出す予定だ｡墨田区と東京都多摩市も関係者にアンケートを行い､見直し熊を欝する.
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功罪検証の時期に

学校選択制度
規制緩和の一環で1997年に文部

省(現文部科学省)が通学区域の弾力的運用に努めるよう通知｡2003年の学校教育法施行規則の改正に

より各教育委員会での導入が認められた｡06年の文科省調査では､約1 4%の自治休が小学校で導入｡東京都内での広がりが目立ち'35%は何らかの形で導入している｡

垂思都江東区が縮小

を決め'前橋市が廃止する公立小中学校の学校選択制をめぐり､東京新聞は導入が進む東京二十三区の区教育委員会にアンケートをした｡有意義だと強調する区もあれば'地域との関係希薄化や児童生徒数の偏りなどの問題に頭を悩ませている区も浮かんだ｡文部科学省は｢メリットとデメリットを確認し'検証する時期に入った｣といい､各自治体での検証作業が活発化しそうだ｡(小林由比'中沢佳千)

23区アンケート

｢学力レベル｣に満足
｢学力レベルが高く､

先生たちにも自信が見られた｡もし'中学受験を希望することになっても'対応できると思った｣｡江東区で小学四年と二年の男児を電車で学区外に通わせる女性(E]もは選択制の恩恵を認める｡駅まで約十五分歩き､地下鉄に乗る｡｢pTA役員の仕事などで通うのに

親も大変｣だが'児童の指導方法や保護者への情報提供の仕方など学校に満足している｡
しかし'江東区は来

年度から選択制を限定的な内容に見直す｡女性は｢制度が変われば､うちの辺りからは通えなくなる｡通わせたかったのに'という不満も出るはず｣と推測する｡

江東区の制度導入は
二〇〇二年｡全学年が選択制下で入学し終えたため､昨年から制度の在り方を検証してきた｡その結果'来年度からは指定校への入学を原則とし､小学校は徒歩で通える範囲に限るほか'中学校でも希望校の抽選に漏れた場合は指定校への入学とする-など制度の縮小

を決めた｡重視したのは｢地域と学校や子供たちとのつながりが薄れる｣という町会などの声だ｡
文科省は中央教育審

議会に作業部会を設け､制度の検証を始めている｡今後'江東区や前橋市などからも報告を求める見通しだ｡ただ'現段階では'二十三区内でほかに異休

地縁､通学の安全危ぐ

的な制度見直しの動きはない｡

大都市部で最初に制
度を導入した品川区は｢選択制自体が目的ではない｡総合的に教育改革を進めた結果､学校が変わり､児童生徒の学力も向上した｣と意義を強調｡入学者が少ない学校を支援するなど同区の姿勢について､文科省は｢選ばれなかった学校への支援をどうするか考えた上で実施している｣と評価する｡

また､小中学校で制
度を運用している荒川区は｢保護者アンケートでは約七割が賛成｣

〇･･･自由選択制(区内すべての学校から選択｡江戸川区の小学校は徒歩可能範囲に限る)△-ブロック選択制(品川区で実施｡区内を4ブロックに分け､該当するブロック

内から選択)と隣接区域選択制(従来の学区に隣接した区域内から選択)

×-未実施

※各区教委へのアンケートから作成

面｢示亨画~有季疫1
千代田…　×

中　央…　×

文　京…　×
============: ≡

台　東董　×

墨　EE章　○

江　東…　○
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東京2 3区の学校選択制実施状況(NOO8年度)

問題あれば工夫を政策研究大学院大学
客員教授(教育政策)の戸田忠雄氏の話　学ぶ権利を保障する意味で学校選択制は良いこと｡児童生徒や親の立場で考えるべきで､反対を唱える人は行政の立場で考えているのではないか｡

人数の偏りなど問題
があれば､選択範囲を制限するなどやり方を工夫すればいい｡江東区も部分修正であって選択制に変わりはない｡公立学校の学力格差や地域との関係の薄れを反対の理由とする考えは'私学の存在を無視しており成り立たない｡

出直した方がいい教育評論家の尾木直
樹氏の話　学校選択制は教育論でなく規制緩和論から始まったこと絹鯛詣弼鰭の幻想にとらわれて広がったが'子供にとっても地域にとっても出直した方がいい｡

全域または一定のエ
リア内で自由に選べる選択制ではなく'いじめや交通の便､部活動など事情があれば､指定校以外の学校にも通えるという柔軟なやり方に収れんさせた方が現実的｡保護者は学校の選び手ではなくつくり手になるべきだ｡

と制度への多くの支持を例示する｡
半面｢学区外の保護

者から学校や地域運営への協力が琴りれにくい｣　(海区)､｢通学時の安全確保がしにくい｣　(葛飾区)､｢うわさや風評に左右され'学校選択ができることで逆に悩んでしまうケースがある｣　(冒黒区)など課題を指摘する区もo　｢教育内容で選ぶ｣という制度の趣旨が徹底されていない側面もみられる｡
さらに｢年度により

在籍数が変わり､学校運営が不安定になる｣(文京区)など学校運営上の悩みを挙げる区もあった｡

墨田区は｢導入目的
が達成されているかを探る｣として保護著らに行ったアンケートを分析するほか'江戸川区は｢まずは検証を進めていく｣としており､制度の功罪を見極めようとする動きが出ている｡


