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令和 2 年度 第 1 回 明石市立学校通学区域審議会  議事録 

 

日 時：令和 2年 7 月 31 日（金） 14：00～15：40 

場 所：分庁舎 4階 教育委員会室 

出席委員：9名 

傍 聴 者：2名 

配布資料：「令和 2年度第 1回明石市立学校通学区域審議会次第」 

「令和 2 年度明石市立学校通学区域審議会資料 資料 1」 

「「高丘校区併設型小中一貫教育校」開設について 資料 2」 

「このたびの諮問について 資料 3」 

「明石市立小・中学校の適正規模等に関する基準（参考資料）」 

 

◎：会長 ○：委員 ●：事務局 

 

１．開会 

●事務局 

只今から第 1 回通学区域審議会を始めさせていただきます。 

会議に先立ちまして、本日、教育委員会より当審議会に対しご審議をお願いしたい案件が

ございますので、教育長より会長に諮問書をお渡ししたいと思います。 

続きまして次第の 2、新委員の紹介に移ります。 

今回 4名の方を当審議会の委員に委嘱させていただきました。 

本来であればお一人ずつ委嘱状をお渡しするべきところですが、時間の都合上、あらかじ

めお席の方へ配付させていただいておりますことを、どうぞご了承ください。 

今年度１回目の審議会でございますので、委員のみなさま全員に、自己紹介をお願いした

いと思います。 

 

 

≪各委員 自己紹介≫ 

 

●事務局 

次に、本日の委員の皆様の出席状況をご報告いたします。 

委員 9 名にご出席いただいております。委員の過半数が出席しておりますので、本審議会

が成立しておりますことをご報告させていただきます。 

それでは、次第に従いまして、まず、「市立学校通学区域審議会の組織運営等について」ご

説明いたします。 

「資料 1 令和 2年度明石市立学校通学区域審議会資料」の 1ページをお開きください。 

左に「教育委員会附属機関の設置に関する条例」を掲載しておりますが、これは当審議会

の設置根拠となるものです。 

第 1 条でその旨の規定がありまして、第 2 条におきまして当審議会の役割を定めておりま

す。 
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当審議会は明石市立学校の通学区域の設定、変更等に関して、教育委員会の諮問に応じて

調査審議して答申することが役割であると定めております。通学区域の検討にあたりまして

は学校の規模や通学距離、地域との関わり等、総合的な検討が必要ということで、このたび

新たな議題をあげさせていただいております。 

続きまして、1ページの右側に「明石市立学校通学区域審議会規則」を掲載しております。

これは、当審議会の組織及び運営について定めているものです。本日の審議会に関連する 

部分について説明させていただきます。 

まず、第 2条では、委員が 15 人以内ということと、委員の構成をそれぞれ記載しておりま

す。現在の委員は名簿記載の 10 名の皆様となっております。 

さらに、第 3 条で、委員の任期は「委員がその職に在職する期間」ということで、それぞ

れの組織での役員である期間となり、学識経験者の委員のみ 2年間と定めております。 

第 4 条では、この審議会の会長、及び、副会長は委員の互選によって定めることとなって

おりますが、これにつきましては昨年度選出いただいております。 

第 5 条では、この審議会は会長が招集し、委員の過半数が出席しなければ成立しないとい

うことで、今回は過半数の出席がありますので成立しております。さらに議事につきまして

は出席委員の過半数で決することとなっております。 

第 6条では、庶務を、教育委員会事務局の総務課が担当することを定めています。 

傍聴についてですが、この規則では会議の公開・非公開に関する規定はございませんが、

審議の透明性を図る上で原則公開とさせていただいております。 

本日は、傍聴の方が 2名いらっしゃいます。 

説明は以上でございます。 

それでは、これより議事に移らせていただきますので、安東会長、進行をよろしくお願い

します。 

 

◎会長 

 先ほど、諮問書を受理いたしました。 

諮問内容につきましては、後ほど事務局よりご説明を受けたのち、審議することといたし

ますので、会議次第に基づきまして、議事 1つ目の「校区の現況について」、事務局から説明

をお願いします。 

 

●事務局 

 本審議会に初めて委員就任された方もいらっしゃいますので、明石市全体の「校区の現況

について」、現在までの児童数・生徒数及び学級数の推移と、今後の見通しについて説明させ

ていただきます。 

なお、こちらの資料につきましては、不確定な将来推計を含みますので、この審議会限り

で使用するものとし、複製や外部提供は行わないようお願いいたします。 

 まずは、現在までの推移について説明させていただきます。 

資料 1の 2ページをごらんください。 

 この地図ですが、小・中学校の位置と各校区の区域を示しており、本年 5 月 1 日現在の特

別支援学級を含む児童数・生徒数、及び学級数を記載しております。○印が小学校、■印が
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中学校の位置を示しており、小学校の校区境は点線で、中学校の校区境は実線で示しており

ます。 

次に、3 ページをごらんください。 

こちらに、具体的な各小学校の児童数・学級数の直近 5年間の推移を掲載しております。 

表の見方ですが、各年度の児童数は、特別支援学級を含む全児童数を、各年度の学級数は２

列表示いたしておりますが、左側の列に特別支援学級を含む学級数を、右側の列に斜字で特

別支援学級を除いた普通学級数を記載しております。 

また、表の一番右端に保有教室数を記載しておりますが、これは、普通教室として使える教

室数でございます。 

2020 年度（令和 2年度）の児童数が一番多い小学校は、表の中ほどの大久保小学校で、児

童数が 1,266 名の 41 学級、逆に一番少ない小学校は、上から 6行目の大観小学校で児童数が

231 名の 9学級でございます。 

直近 5 年間で、大幅に児童が増えた小学校は、増加幅の大きな学校順で申し上げますと、

先程ご覧いただいた大久保小学校の 1 つ下、山手小学校で、2016 年度には児童数が 873 名、

学級数が 30 学級でしたが、2020 年度では 1,132 名の 37 学級で、259 名の 7学級増えました。 

続いて、上から 11 行目の沢池小学校です。土地開発等により、2016 年度には児童数が 551

名、学級数が 21 学級でしたが、2020 年度は 747 名の 29 学級で、196 名の 8 学級増えており

ます。 

 一方、児童が減少した小学校は、減少幅の大きな学校順で申し上げますと、表の中ほどの

大久保南小学校は、2016 年度には児童数が 947 名 33 学級でしたが、2020 年度では 830 名 29

学級で、117 名減りました。学級数につきましては、特別支援学級が増えているため減少幅

が小さくなっています。 

続いて、その下の大久保小学校が 84 名、下から 5行目の錦浦小学校が 75 名、下から 11 行

目の高丘西小学校が 64 名、その上の高丘東小学校が 44 名減りました。 

 全市的に見ますと、宅地開発等の影響で一部地域が増加傾向にある一方、児童数が減って

いる学校も多いという状況です。特に、高丘地域の減少が目立つほか、大久保地域の児童数

がピークを越えたため減少している状況です。 

続いて、4ページをご覧ください。 

小学校と同様に、各中学校の生徒数・学級数の直近 5 年間の推移を記載しております。表

の見方は小学校と同様です。 

2020 年度の生徒数が一番多い中学校は、表の中ほどの大久保中学校で、生徒数が 1,031 名

の 29 学級です。逆に一番少ない中学校は、上から 3行目の錦城中学校で、生徒数が 194 名の

10 学級でございます。 

 全市的に見ますと、小学校の傾向と同様で、大久保北中学校など、宅地開発等の影響で増

加している小学校を学校区に含む中学校が生徒数も増加傾向にある一方、魚住地域や二見地

域、江井島地域の中学校は減少傾向にあります。 

続いて、5 ページ、6 ページですが、各小中学校の参考情報として、校区の面積、世帯数・

人口、児童数・学級数、保有教室数、通学距離などを掲載しておりますので、またのちほど

ご確認ください。 

現在までの推移の説明は以上でございます。 
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 続きまして、今後の見通しとして、小学校、中学校の年度別児童数・学級数推計を報告さ

せていただきます。 

7 ページをご覧ください。 

本年 5月現在の 0～5歳の人口を基にした、各小学校の児童数・学級数の今後 6年間の将来

推計を掲載しております。 

表の見方ですが、児童数、学級数をそれぞれ 2 列表示いたしておりますが、先ほどと同様

に左側の列には特別支援学級を含む数を記載しております。 

 なお、この推計は、引越し等による転出入や大規模な宅地開発等による社会増減は反映し

ておりません。 

 それでは、今後の見込みについて説明させていただきます。 

まず、表の１番下の行の、「合計」の全市児童数をご覧いただきますと、2020 年度が 16,246

名、現在の 0 歳児が小学校へ入学する 6 年後の 2026 年度には 17,355 名となる見通しで、全

市児童数は少しずつ増加していくことが分かります。 

 ここから、2020 年度の学級数が、小規模校又は過大規模校としてあてはまる学校について、

具体的に今後の見通しを説明して参ります。 

まず、上から 6行目の大観小学校をご覧ください。 

大観小学校については、2020 年度で児童数が 231 名の 9学級、普通学級数では 8 学級の小

規模校となっており、これまでも、2016 年度（平成 28 年度）から地域や PTA の皆様とも意

見交換を行いましたが、引き続きクラス替えのできない 1 学年 1 学級の学年が 1～4 学年発生

する状況が続くものの、校区内で若い子育て世帯向けの共同住宅の開発も見られ、2021 年度

以降、児童数が増加に転じる見込みであり、児童数の推移を注視してまいります。 

次に、表のちょうど中ほどに大久保小学校がございますので、ご覧ください。 

こちらの学校については、2020 年度で児童数が 1,266 名の 41 学級、普通学級数では 36 学

級で過大規模校となっておりますが、本審議会でもご審議いただき、2016 年度より一部区域

を大久保南小学校区及び沢池小学校区へ校区変更を実施しました。今後の見込みとして、過

密状態はもうしばらく続いていく見込みですので、引き続き児童数の推移を注視してまいり

たいと考えております。 

次に、１つ下の行の山手小学校をご覧ください。 

こちらの学校については、2020 年度で特別支援学級を含む児童数が 1,132 名の 37 学級、

普通学級数では 33 学級で過大規模校となっておりますが、本審議会でもご審議いただき、一

部区域を高丘東小学校区へ 2017 年度より校区変更を実施したところでございます。今後の見

込みとして、引き続き児童数増加の傾向は続き、2021 年度には児童数が 1,182 名の 39 学級、

普通学級数が 35 学級で、現在の保有教室数を上回ってくる推計になっておりますが、2022

年度をピークとして児童数は若干減少していく見込みです。 

次に、1 つ下の行の高丘東小学校をご覧ください。 

高丘東小学校については、2020 年度が特別支援学級を含む児童数が 242 名の 10 学級、普

通学級数では 8学級の小規模校となっております。 

今後についても、児童数は減少していく見込みですが、先ほどもご説明しましたが、喰ヶ池

（はみがいけ）という大規模な宅地開発を予定していた地区を山手小学校から高丘東小学校

に校区変更しており、現在池の土壌醸成工事が行われているところです。 
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戸数は 180 戸を予定しており、ある程度の児童数増加が見込まれますので、そういった宅地

開発等の状況も含めて、引き続き児童数の推移を注視してまいりたいと考えております。 

その他で、今後、将来的に普通学級数が 31 学級以上の過大規模校となる小学校としては、

沢池小学校が挙げられます。 

先程ご覧いただいた大久保小学校の少し上にございます沢池小学校をご覧ください。２020

年度で児童数が 747 名の 29 学級、普通学級数は 24 学級ですが、すでに現在の保有教室数を

上回ってくる推計になっており、2022 年度には特別支援学級を含む児童数が 884 名の 33 学

級、普通学級数が 31 学級の過大規模校となる見通しです。 

次に、8 ページをご覧ください。 

中学校の将来推計についてですが、１番下の行の、「合計」の全市生徒数をごらんいただき

ますと、2020 年度が 7,452 名で、しばらく横ばいですが、2024 年度以降、小学校の児童数増

等に伴い、大きく増加に転じていく傾向にあります。 

 中学校は先ほどの小学校と違い、特に西部にあります中学校が減少傾向にありますものの、

基準において検討又は対策が必要とされる過大規模校や、クラス替えのできない１学年１学

級の学年が発生する小規模校は、当面出てこない見通しです。 

 しかし、表の中ほどにございます、大久保北中学校をご覧いただきますと、2023 年度には、

生徒数が 762 名の 23 学級、普通学級数は 21 学級となり、現在の保有教室を上回ってくる推

計になっております。 

次に、9 ページのグラフをご覧ください。 

今後の全市の児童生徒数の将来推計について全体的にご説明します。 

まず、上段に示しております小学校について、棒グラフで示しております児童数は 2020 年

度以降、増加傾向にあることが分かります。 

 次に、折れ線グラフで示しております学級数についても、児童数増加に伴い、2020 年度以

降、増加傾向にあることが分かります。 

一方、下段に棒グラフで示しております中学校の生徒数は 2023 年度までほぼ横ばいの傾向に

ありますが、それ以降、増加傾向にあることが分かります。 

 折れ線グラフで示しております学級数も、2023 年度までほぼ横ばいの傾向にありますが、

それ以降、増加傾向にあることが分かります。 

後に、繰り返しになりますが、これらの将来推計は、社会動態や宅地開発によって多少

の変動が出てきます。当然、特に過大規模校に係る情報収集は可能な限り進めているところ

ですが、一方で社会動態は予想が難しく、宅地開発についても具体的に、いつどのくらいの

規模でというようなものを完全に把握しきれないというのも実情でございます。 

委員の皆様におかれましては、まずは本日の説明で、おおむねの今後の傾向をご理解いただ

ければと思います。 

今後の見通しの説明は以上でございます。 

 

◎会長 

只今の説明につきまして、ご質問等はございませんでしょうか。 

 私の方から質問させていただきますと、6 ページの「中学校区の面積・人口等と生徒数・

学級数等の状況」で、錦城中学校の学級数が 10 に対して、保有教室数が 9となっております
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が、どのように対応しているのでしょうか。 

 

●事務局 

 錦城中学校についてご説明させていただきます。 

児童生徒数の推移や将来推計は、原則 1 学級につき 1 教室の活用が前提にはなります。た

だ、一部の小中学校におきまして、児童生徒への手厚い支援が当然前提とはなるのですが、

特別支援学級について、1教室を半分に分けて教室としているところがございます。 

錦城中学校の特別支援学級が 4 学級ございますが、どの学級もお一人なので、そういった

運営をさせていただいております。 

 

◎会長 

 そういった意味では、教室数はギリギリなのですね。 

 

●事務局 

 おっしゃるとおりでございます。 

 

◎会長 

 同様のことが、いくつかございます。朝霧小学校や人丸小学校でも、現在の学級数と保有

教室数がほぼ同じ数字になっておりますので、将来推移を見て、増加傾向にある地区は、そ

れが大丈夫なのかを早めに対応していく必要があると思います。 

 あと、これからの推計で増えていく傾向にあっても、明石市の場合は徐々にだと思います

ので、早めの対応をしていけば必ず成果が出ると思います。 

これからの推計として出された中で、王子小学校、和坂小学校、鳥羽小学校、沢池小学校、

藤江小学校、谷八木小学校といったあたりが増加傾向にあり、高丘東小学校や高丘西小学校

は減少傾向にあると読ませていただきました。 小学校の関係が徐々に中学校に伝わってい

くといった読み方でよいと思います。 

 以前審議してきた大久保小学校のような、過密な状態が起こるといった急激な変動はない

と思いますが、教育の平等性や環境、児童の安全を考えて審議していかなければいけないと

思いますので、増えるところは特に注意をしていきたいと思います。 

 

○委員 

 大久保南幼稚園の園長をしております。大久保南小学校区である大久保駅の南側の JT 跡地

に、14 階建てのマンションが 3 棟、一戸建て 810 戸が 3年後に増える予定ということで、幼

稚園も学級数を増やします。大久保南小学校も増えていくと思いますので、そういったとこ

ろも注視していくようお願いいたします。 

 

◎会長 

 大久保南小学校は、一番多いときに比べると十分対応できるのではないか思います。 

 ありがとうございます。 

 あと、山手小学校は、今まで多かったと言われた大久保小学校を超えるぐらいの数字が出
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てきております。そのあたりも今後、検討課題かなと思います。ピークのころに、しっかり

した教育環境が出来るのかどうかをチェックしていきたいと思っております。 

 このことについては、今後も審議していきたいと思いますが、今のところ審議が必要な大

きな課題はないと思います。 

  

次の議題に移りたいと思います。 

 議事 2 つ目の「高丘校区の通学区域について」、先ほど教育委員会より当審議会に諮問書が

提出されましたが、高丘校区における併設型小中一貫校の導入についてのご説明をまず事務

局からお聞きしたのち、諮問事項についてのご説明をお願いしたいと思います。質問につき

ましてはのちほど一括でお受けしたいと思います。 

 

●事務局 

 資料 2 の「高丘校区併設型小中一貫教育校」についてご説明をさせていただきます。それ

では、資料 2 をご覧ください。 

 まず、小中一貫教育校とは何か、からご説明させていただきます。 

 小中一貫教育校とは、小中学校段階の教員が目指す子ども像を共有し、9 年間を通じた教

育課程を編成し、系統的な教育を目指す教育校であります。小中一貫教育の制度化において

は、従来の制度化での小中一貫教育の取組では、教育課程の在り方、学年段階間の区切りの

設け方、マネジメント体制の在り方、施設の形態などが様々であり、地域の実情に即した多

様な取組が行われてきた状況を踏まえ、大きく 2つの形態があります。 

 一つは、一人の校長の下で一つの教職員集団が一貫した教育課程を編成・実施する 9 年生

の学校で教育を行う「義務教育学校」です。 

 もう一つは、それぞれの学校が組織上独立した小学校及び中学校が教育を行い、それぞれ

の学校に校長と教職員集団組織された「併設型小中一貫教育校」です。 

 次に、今回の「高丘校区併設型小中一貫教育校」についてご説明します。 

 高丘校区にある 3 校は、小中一貫教育校として令和 3年度開設を目指しています。この「併

設型小中一貫教育校」では、ひとつひとつの学校がそれぞれ存続したまま、一貫した教育を

行います。 

つまり、高丘東小学校、高丘西小学校、高丘中学校は存続し、小中一貫教育校としての教

育課程のもと、特色ある教育活動を行う学校です。これまでも、高丘中学校区 UNIT として、

高丘校区は一貫した教育を目指していたところですが、それをさらに深めていくと考えてい

ただければと思います。 

 また、高丘校区の UNIT には、明石養護学校、高丘東幼稚園、高丘西幼稚園、高丘保育所も

含まれていますが、この「併設型小中一貫教育校」には含まれません。しかし、UNIT を核と

した連携は今後も行っていきます。 

 

 次に、小中一貫教育校を設置することで、期待される効果について説明いたします。 

 小中学校 9 年間を一貫して系統的・一体的に教育を進めるため、「中 1 ギャップ」の緩和、

解消が期待できます。 

また、高丘校区では、これまでも平成 28 年度・29 年度と市教育員会の指定を受け、小中
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一貫教育の研究発表を行い、系統性、連続性を意識した、市内でも先進的な教育を行ってき

ましたが、それを今後深めていくことによって、さらなる教育効果の高まりが期待できます。 

さらに、小中一貫教育校となることで、「教育課程の特例」を受けることが可能となります。

具体的に申しますと、学習する順序を学年間で入れ替えたり、場合によっては、中学校で 

学習する内容を小学校で先に学習したりすることなどもできるようになります。また、小中

一貫の軸となる「新教科」の創設も可能となります。小学校、中学校が連携することによっ

て「異学年交流」の幅が今まで以上に広がり、精神的な発達が促されます。児童生徒を 9 年

間継続して指導するため、目の前の児童生徒に対して、一人一人の個に応じた効果的な指導

を行うことができ、さらなる学力向上が期待できると思われます。 

 次に、併設型小中一貫教育校開設に伴い、何が変わり、何が変わらないかということにつ

いて説明いたします。表をご覧ください。先ほどご説明しましたように、各学校名はそのま

ま存続します。しかし、併設型で施設が分離していることもあり、ひとつの「小中一貫教育

校」として現在の学校名の前に一貫校を総称した校名を名乗ることとなります。例えば〇〇

学園や〇〇小中一貫校などです。このことについては、今後、検討しながら決定してまいり

ます。 

 また、職員組織については、各校の組織は変わりません。しかし、3 校を統括する立場の

者が必要となりますので、統括校長となる校長を、3 校長の中から 1 人選出し、必要な権限

を市教委から委任されることとなります。 

それ以外にも、小学校、中学校の教職員に兼務辞令が発令される場合があり、自分が所属

する学校だけでなく、小中一貫教育校の各学校での勤務が可能となります。 

 今後の予定についてですが、令和 3 年度開設を予定しておりますが、現在、詳細な計画案

を策定しているところです。また、昨年度より、各学校を訪問し、校長をはじめ、教職員、

また学校運営協議会を通じて地域の団体にもできるだけ丁寧に説明をしております。  

7 月 14 日には、高丘校区の小中学校および幼稚園、高丘保育所の保護者の方々に対しまし

て高丘校区に小中一貫教育校を開設する旨のご案内も配付させていただきました。 

 今後は、高丘校区併設型小中一貫教育校に関する検討を続け、リーフレットの作成を行い、

10 月末には、保護者への入学説明会を開催しようと考えております。 

 続きまして、次のページをご覧ください。これは、あくまで未定稿でございますが、小中

一貫教育校の開設についての資料です。校訓や学校教育目標などは今現在の高丘中学校のも

のですが、ここに、小中一貫教育校としての目標などが入ってきます。先ほど申し上げた内

容がイメージできる資料を例として掲載しておりますので、合わせてご確認いただきたいと

思います。 

 特に、 後のページをご覧いただきますと、先ほど申し上げた特色ある教育の例の一つと

して、現在は小学校 3 年生から始まる外国語活動を、教育課程の特例により、小学校 1 年生

から始めることもできるということです。もちろん、あくまでも一例としてのご説明でござ

います。また、理数教育の充実として、近隣にある兵庫県立明石北高等学校との連携も可能

性の一つです。明石北高等学校はスーパーサイエンスハイスクールとして現在活動していま

すが、プログラミング教育や、理数教育などの講師を派遣してもらうなど、高等学校生徒の

交流を図りながら、幅広い学びができるように今後検討してまいります。 

 令和 3 年度開設するこの小中一貫教育校は、それ以外にも先進的な学習活動に積極的に取
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り組み、子どもたちの学びと育ちを支援してまいりたいと考えております。 

 以上で「高丘校区併設型小中一貫教育校」についての説明を終わります。 

 

●事務局 

「資料 3 このたびの諮問について」をご覧ください。 

 まず、上の枠囲み内でございますが、このたびの諮問の内容をそのまま記載しておりま

す。 

諮問事項は、高丘校区の通学区域について、諮問理由は、令和 3 年 4 月より、高丘東小学

校、高丘西小学校及び高丘中学校の 3 校は、併設型の小中一貫校として特色のある教育を実

施する予定であることから、すべての市民が、希望に応じて当該特色の中で児童・生徒を学

ばせることが可能となるよう、従来の通学区域を残したまま市内どこからでも通学できる通

学区域特認校制度の導入について検討するため、でございます。 

次に、諮問に至った背景でございますが、 

本市教育委員会では、大きく 4 つの理由により、令和 3 年 4 月から従来の通学区域を残し

たまま市内どこからでも通学できる通学区域特認校制度を導入したいと考えております。 

本市教育委員会の方針について、これから説明させていただきますので、委員の皆様から

さまざまなご意見を賜り、施策の参考にしたいと存じます。 

まず、１点目としまして、高丘中学校区の 3 校が本市で 初の小中一貫教育校となるわけ

でございますが、教育委員会としまして、今後特色ある小中一貫教育を進めていくにあたり、

教育の機会均等の観点から、他校区において小中一貫教育を受けることを希望されておられ

る子どもや保護者の選択権を担保できるよう、広く門戸を開放すべきと考えています。 

また、就学希望者が増えることで、高丘中学校区 3 校の活性化にもつながることを期待し

ております。 

次に、2 点目としまして、現在本市では、例外的な場合を除き、原則通学区域内の学校に

就学いただいているところであり、他校区からの児童生徒の受入にあたっては、通学区域の

弾力化策を図る必要があると考えております。 

具体的な方策として、現在本市で進めている小学校区単位のまちづくりを引き続き維持し

ながら、市内の全家庭に対し就学機会を平等に与えられるよう、従来の通学区域を残したま

ま市内どこからでも通学できる通学区域特認校制度を導入したいと考えております。 

次に、3 点目としまして、通学区域特認校制度の導入時期については、就学を希望する保

護者のニーズに少しでも早く応え、小中一貫教育校の開校当初から他校区からも就学できる

ようにすることで、子どもたちができる限り一貫した教育カリキュラムを受けられるよう、

小中一貫教育校の開校と同じく令和 3年 4 月からとしたいと考えております。 

 

後に、4 点目としまして、他校区からの受入にあたっては、高丘中学校区 3 校の現在の

児童生徒数、将来推計をベースに、施設の受け入れ余力についてもあわせて検討する必要が

あります。 

お手数ですが、先ほどご覧いただいた資料 1 を再度ご用意いただき、7 ページの小学校将

来推計をご覧いただけますでしょうか。 
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下段に高丘東小学校、高丘西小学校がございますが、2020 年度の高丘東小学校の児童数が

242 名、高丘西小学校の児童数が 445 名でございます。 

6 年後の 2026 年度の高丘東小学校の児童数が 197 名、高丘西小学校の児童数が 345 名とど

ちらも今後児童が減少していく見込みです。 

また、8 ページに中学校の将来推計を記載しておりますが、高丘中学校につきましても同

様に生徒が減少していく見込みです。 

こちらは、現在校区内にお住いの未就学児の人口をベースにした自然動態でございますが、

この将来推計と各校の保有教室数の比較により、他校区から一定数の児童生徒を受け入れる

ことは可能であると考えております。 

なお、補足資料としまして１枚図面の資料を添付しております。 

こちらの図面は、高丘校区の拡大図で、校区境と各小・中学校の位置を示したものになり

ます。 

簡単ではございますが、諮問の内容及び通学区域特認校制度の導入についての説明は以上

でございます。 

よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

 

◎会長 

ただいまの事務局の説明をお聞きになって、ご意見・ご質問などはございませんでしょう

か。 

 参考までに、高丘東小学校、高丘西小学校、高丘中学校の距離は、徒歩何分くらいで行き

来できるのでしょうか。 

 

●事務局 

 明確な距離をご用意できていないので申し訳ないのですが、徒歩 5 分～10 分で移動可能な

距離になっております。 

 

◎会長 

 非常に近い関係にある 3校だと理解したいと思います。 

  

○委員 

 中学 1 年生といった言い方ではなく、7 年生といった言い方になるのでしょうか。 

 

●事務局 

 9 年間ですが、中学校 1年生といった言い方をいたします。 

 

○委員 

 来年度からということですが、制服とか鞄といった備品に変化はあるのでしょうか。 

 

●事務局 

 小学校につきましては、現在 2 校とも私服登校ですので、制服に変わることはございませ
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ん。 

中学校につきましては、現在制服登校ですが、変更を含め検討中でございます。 

 

○委員 

 賛成の立場で質問させていただきます。 

 もちろん課題はあると思いますが、クリアしていきながら期待しております。 

資料 2の「小中一貫教育校の効果として期待されること」で、「中 1ギャップ」の緩和、解

消、学力向上が大きな期待されることだと思います。 

従前から「中 1 ギャップ」については、なかなか難しい課題ではあると思いますが、平成

28 年に制度化されたと思います。日本でも小中一貫教育について進めているところはたくさ

んあると思いますが、分かる範囲で、何か具体的な「中 1 ギャップ」の解消、不登校の解消、

学力向上について、数字等があれば教えてください。 

例えば、実際に不登校がどれだけ減ったのか、問題行動がどれだけ減ったのか、学力テス

トの結果がどれだけ上がったのかといったことが分かればお願いします。 

 

●事務局 

 申し訳ございません。現在、手元に資料がございませんが、「中 1ギャップ」につきまして

は、小中一貫教育を開設することによって、兼務発令をすることができます。 

 小学校 5、6年生で教科担任制を実施しておりますが、中学校の先生が小学校へ教えに行っ

たり、あるいは小学校の先生が中学校へ行くこともありますので、スムーズな形で中学校へ

行けるのではないか、そういったところに効果が期待できるのではないかと考えております。 

 また、不登校につきましても、小学校より中学校の方が多い傾向がありますが、それも同

じように連携がうまくできて、効果があるのではないか思っております。 

 

◎会長 

 私も 3 年前までは大学におり、小中一貫を持った附属学校を見ておりました。 

 9 年制になると学力が急激に上がるかと言われると、そういったことは顕著には見られま

せんでしたが、体育大会や運動会で、中学校 3 年生が小学校 1 年生を抱いて走っている姿な

ど、心の部分や協同面で非常に温かみがあるものが成長しているということが研究協議会で

出ておりました。 

 「中 1 ギャップ」については、協議会等で聞いていても、スムーズな上がり方をしますと

いったことを言われておりました。緊張感が無くなって逆にダメではないかといった指摘も

ありましたが、スムーズな上がり方の方が大きいのではないかという結論にはなっていたと

思います。 

 ですので、学力がどれだけ上がったかというのは比較しにくいので言えませんが、心の成

長には非常に大きなものがあると思います。ただ、小学校 1 年生、2 年生で、君は偉い、君

は出来ないといったことを言われた子どもが、そのまま 9 年間育っていくということが良い

のかどうかといった問題点の指摘もありました。ただ、小学校 5 年生から教科担任制となれ

ば、学力は上がっていくでしょうし、心の教育も増すだろうというプラス面を考えるとマイ

ナスよりも大きいということで認められてきたということは言えると思います。 
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 蛇足かもしれませんが、自分の経験上そう思いました。 

 

○委員 

 今、高丘東小学校、高丘西小学校の児童もそのままこの学校に通われるのですね。 

 明石市全域に拡げるということですが、市としてどれぐらいの人数を想定されていて、通

学についてスクールバスといったことも考えてらっしゃるのか教えてください。 

 

●事務局 

 質問の後半部分、通われる児童生徒の交通手段等についてでございますが、「明石市立小・

中学校の適正規模等に関する基準（参考資料）」の中で、小学生、中学生の徒歩による通学の

おおよその目安については、小学生が 3 キロ以内、中学生が 4 キロ以内と定められておりま

す。すなわち、3 キロ以内、４キロ以内の方について、他校区から希望される場合には、基

本的には徒歩で学校まで登校してもらうといったことを想定しております。 

 それ以上の距離の方につきましては、この基準に照らしますと、徒歩で通学してもらうわ

けにはいきませんので、バスや電車といった公共交通機関を用いて通っていただくことを想

定しております。 

 大久保駅からは、北側に向かって比較的多数のバスが出ておりますので、高丘東小学校、

高丘西小学校、高丘中学校のいずれにおきましても、大久保駅から神姫バスを利用して通う

ことができると想定しております。さらに、大久保駅までの東西からの交通手段につきまし

ては、基本的に JR を考えておりまして、他に山陽電鉄と大久保駅の間については、市のたこ

バスといったことを考えております。 

 交通手段につきましては以上でございます。 

 

◎会長 

 ということは、スクールバスは用意しないということでよろしいでしょうか。 

 

●事務局 

 スクールバスにつきましても、費用を検討したりしたのですが、今のところ国の制度等の

スクールバスを助成する要件には該当しないということで、仮にスクールバスを用意しない

といけないとなると、100%市の持ち出しということで負担しなければならないと聞いており

ます。 

 費用につきましては、いくつかあるのですが、まずは保護者の方に対しまして、十分なヒ

アリングと面談を通じまして、保護者の責任の下で通学していただけるようにお話をする予

定にしておりますので、その中でまずは児童生徒が本当に通えるのかどうか、安全かどうか、

時間等について、入学後にギャップが生じないよう十分配慮するつもりでございます。 

 

●事務局 

 募集定員等につきましては、現時点では決まっておりません。教室の保有数の関係もあり

ますが、それを超えると教室が足りなくなる関係もございますし、適正な人数でやっていき

たいと考えておりますので、検討して参りたいと思います。 
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◎会長 

 ということは、定員は決まっていないということでよろしいでしょうか。 

 

●事務局 

 そうなります。 

 

◎会長 

 定員を決めるのは、先ほどおっしゃったように高丘 3 校の教室の環境に応じて決まってく

るのですね。 

 

●事務局 

 環境と適正な数になります。 

 

◎会長 

 まだ見えていない部分もあり、本日の資料でも(例)といったようなに未定稿ですので、も

う少し具体化していってほしいと思います。 

施設を新たに加えて学校をつくるといったことや、スクールバスを用意してといった考え

はなしで、現在のものや公共の交通機関を利用して、オープンにしますということだと思い

ます。お金を使わず効果を上げたいといったことが含まれているのかなと思います。 

 

○委員 

 小野市では、小学校 6 年生が中学校に通っていたりします。 

 例えば、小学校 6 年生が中学校の校舎へ行ったりといったことは具体的には決まっていな

いのでしょうか。 

 あと、定員に対して応募が多かったら、入試とかもあると思いますが、そういったことも

これからかなと思います。 

 また、独自の教科、具体的な例が載っておりますが、こういったあたりが小中一貫教育を

するにあたって、具体的に各教科以外にも独特の科目をやっていくのか、素朴な疑問ですが、

そのあたりもまだでしょうか。 

 

●事務局 

 なかなかまだ決まっていないところもあり、学校現場の学校長はじめ、教職員と話しをし

ているところで、教育課程上、こちらでポンと決めるわけにはいきません。 

 高丘の 3 校が 9 年間の連続した学びで、こういう子どもに育てていこうといったことを大

事にしたいと考えておりますので、あくまで一例という形で、学校の特色を生かして、例え

ば、ふるさと教育といったことをやろうかといったことになれば、そういったこともやって

いきたいと思っておりますし、中学校に行って授業をしようといったことになれば、そうな

ると思います。 

 現時点では申し訳ございませんが、まだそこまで具体的なことができておりませんが、ご
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理解いただければと思います。 

 

◎会長 

 個人的な感想ですが、令和 3 年度から開設というのは、果たして本当に良いのかどうか疑

問に感じます。今の準備段階を経て、学園自体をつくって、一年後に募集といった流れがよ

いのかなと感じなくもないですが、おそらく決められたことで、諮問は実施するという方向

で決まっておりますので、審議はいたしますが、非常にタイトな中で、まだこれから決めて

いきます、今後検討しますといったことでは、少しまずいのではないかと感じます。ですの

で、もう少しこういう制度設計というのは、時間と中身が伴わないと危険な発想かなと思い

ます。 

 もしやるのであれば、今のような質問に対して、すぐ答えられるような段階にきていると

思います。保護者に納得させて通わせるといったことを考えれば、非常にタイトなスケジュ

ールではないかということは指摘させていただきます。 

  

○委員 

 小学校 1 年生から入るのか、その他の学年でも入れるのか、中学校 1 年生も入っていいの

か、本校は人数が多いので、こんな教育なら行きたいと思えば行けるのかといったことを教

えてください。 

 

●事務局 

 今、想定しておりますのが、小学校、中学校の全学年という形で考えております。 

 

◎会長 

 理想を掲げているのですが、例えば、今の学校が嫌だから逃げたいというようなものに使

われないかといった心配もございます。 

 我々がそれを心配する必要はないのですが、今の学校が嫌だから小中一貫校に行きますよ

ということでよいのかどうか。学力が付きます、「中 1 ギャップ」がなくなりますといった名

目だけでこういった学校が発進してよいのかどうかということは思います。 

全学年を対象にしているのであれば、そういうことも考えないといけないと思います。 

 全学年対象は決定事項ではなく、これから決めていかれるのでしょうか。 

 

●事務局 

 今は全学年対象といった形で進めていこうとしております。 

 

○委員 

 一応、固まった人間関係がありますので、そこに入ってきたらどうなるのかなといった不

安は残っております。 

 

○委員 

 単純に見ますと、隣接する山手小学校、大久保小学校の課題規模対策にもつながるのでは
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ないかといった気持ちがしなくもないです。ただ、先ほど、交通の問題も出ておりました。

市内全体に門戸を開いておりますと言いながら、遠いところから通わせるとなるとなかなか

難しい部分があると思います。教育の機会均等という点から、少し引っかかる部分もありま

す。 

 

○委員 

 高丘中学校の PTA 会長をしております。私自身は大久保小学校、大久保中学校卒業してお

ります。 

 近所の方で高丘の小中一貫教育の話が進んでいるといった噂を聞いている保護者からの意

見ですが、大久保小学校区の中でも、大久保小学校に通わせることができる、大久保南小学

校に通わせることができるという中間期があったと思います。それに似たような形で、例え

ば山手小学校の児童が増加傾向にあるということであれば、一時期でも山手小学校の入学者

に高丘東小学校や高丘西小学校にも入学できますという期間を設けるという選択肢があって

もよいのかなといった意見があります。 

 その方が、たまたま大久保小学校区に住んでいて、上の子を大久保南小学校に通わせてい

た。下の子は年が離れていたり、山手小学校区に引っ越したりといったことがありましたが、

上の子が大久保南小学校に通っていいたため、山手小学校区を通り抜けて通うということを

一時期は考えていたようです。引っ越しのたびに学校区が変わってしまうということも懸念

されているということで、たまたまご近所でもそういったケースがございましたので、もし、

高丘小中一貫校でそういった募集、通学校区が市内全域に拡がるということであれば、もう

少しアナウンスしていただけたら、山手小学校区や大久保小学校区の方にももう少し浸透す

るのかなと思います。 

 来年度から始まるということをご存じの方は、正直少ないと思います。 

 私たち高丘地区に住んでいる者からすると、たくさんの人に来てほしいので、もう少しア

ナウンスをしていただきたいのと、魅力的なイベントや教育につながる何かが一つでもある

と、行ってみたい、行かせてみたいといったような気持ちになりますし、ワクワク感を持っ

たような高丘の一貫校を提示してもらえたら、少しは気になります。 

 その 2 点を期待したいと思います。 

 

◎会長 

 安藤副会長も藤田委員も、同じようなご意見をおっしゃったと思います。 

 当然、山手小学校区の子ども達も通える制度ですので、おおいにその人達が希望して、高

丘の小中一貫校を希望することは可能だと思います。そういった利用の仕方はよいことだと

思いますし、この制度には合っていると思いますので、解消にもなるだろうし、そういった

前向きなアピール活動は必要だと思います。 

 

○委員 

 私も先ほどから申し上げているとおり、賛成の立場で進めていただきたいですし、期待し

ております。 

 小野市が小中一貫教育をスタートして、その後、何回か会議に参加したり、校長先生の話
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を聞いたりしたのですが、一部の先生の話だけかもしれませんが、やはり、小中連携から小

中一貫となってくると、それだけ密に教育課程についても検討しないといけませんし、そう

いったあたりで様々な教員側の負担もあることは間違いないと思います。 

 明石市がスタートするにあたって、明石の子ども達にとって有効な仕組みをこれから整え

ていってもらうとともに、教員側にも、いろいろな対応をいただければと思っております。 

  

◎会長 

 境委員にお伺いします。 

小学校 1 年生や 2 年生の子どもが、例えば松が丘小学校や、二見西小学校や魚住から、ラ

ンドセルを背負って駅まで行き、バスに乗るといったことは大丈夫なのでしょうか。 

 

○委員 

 難しいと思います。山手小学校区の児童さんだったら通えるのかなとは思いますが、市内

の東や西の端から通わせることは支援が必要なのではないかと思います。 

 

◎会長 

 その支援は、どのように考えたらよいでしょうか。 

 

○委員 

 そういった安全面については難しいのではないかと思います。 

 小学校と地域とのつながりがありますので、校区外から通う場合の安全面のサポートにつ

いて、神大附属がどのようにされているのか参考にしながらサポート体制をしていただきた

いと思います。 

 

◎会長 

 私たちは通学のことを考えないといけませんので、できれば神大附属がどのようにしてい

るのか、小学校 1年生や 2年生は、先生方が駅まで送っていく様子を見たことがあります。 

 そういったことを、例えば高丘東、高丘西小学校の先生方が、どの程度までやらないとい

けないのか、親の責任で通せるのか、そのあたりは制度をしっかり考えていただかないとい

けないと思います。 

 

●事務局 

 先ほどご指摘いただきました点につきまして、補足説明いたします。 

 「明石市立小・中学校の適正規模等に関する基準」の中では、距離の基準をお示しいたし

ましたが、国の定める「通学区域に関する基準」が別途ございまして、そちらの中では、時

間として概ね 1時間程度ということが目安として示されているところでございます。 

 ですので、遠方から通学いただく方については、距離の基準というよりは、1 時間で通う

ことができるのかということを十分周知したうえで、保護者とも話をしてご検討いただく必

要があると考えております。 

 ちなみに、JR 各沿線から高丘各校までの通学時間ですが、東、西、いずれの端からも、
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寄り駅まで 15 分歩く程度を加味いたしましても、おおよそ 1時間以内で通学ができるという

計算はしております。 

 ただ、山陽電鉄各駅や交通の便が悪い地域から高丘までとなりますと、1 時間を超えてま

いりますので、保護者の方がどういった対応と考え方を持たれるか分からないですが、例え

ば小学校低学年の間は 寄り駅まではお送りするといったことや、一緒に歩くといった対応

を取っていただきながら、教育委員会としても手放しで、保護者だけでということではなく、

何らかの対応について、お住まいの地域のスクールガードさんや自治会ともお話をしながら

全市を挙げて、子どもを見守るという体制が必要になってくると思います。 

 ただ、それにつきましては、実際に入学する児童生徒の皆さんが確定して、どこから通う

か決定した後の話になりますので、スクールガードを所管している青少年教育課や、コミュ

ニティ・生涯学習課とも連携しながら、子どもたちが安全に通うことができるのかというこ

とは、時間と距離と親御さんの都合等も合わせまして、ヒアリングの中で十分に意見交換を

しながら、入った後にギャップが生じることがないように準備をしてまいりたいと考えてお

ります。 

 

◎会長 

 時間のことも配慮に入れながら、通学を考えるということです。 

 中野委員にお伺いします。 

お子様が小さいときに通うということをどのようにお考えでしょうか。今まで明石市は、

ほとんどが地元の小学校に通わせるということが普通だったのですが、こういった場合、親

としてどのような見解をされますでしょうか。 

 

○委員 

 親の立場から見て、その学校に何か魅力がある、電車に乗ってでもあの学校に通わせてあ

げたいといった思いがあれば、通学に関して考えるのですが、やはり今まで手をつないで幼

稚園に通っていた子どもが、いきなり電車に乗って行けるのかとなると、やはり不安が大き

いです。 

 あと、スクールガードさんが休みの時には、PTA 役員が通学路に立って誘導しているので

すが、駅からとなると、駅のところに PTA 役員は立たないといけないのか、疑問に思うこと

はたくさんあります。しかし、高丘西小学校も人数が減ってきておりますので、安全に通う

ことができて、学校が盛り上がり、活性化するのであればそれはありだと思います。 

 

◎会長 

 ご意見いただいた以外にも、私の考えも含むかもしれませんが、この諮問を受けて我々の

課題は何かというと、教育環境を審議する場だと思っております。 

 初の説明にあったと思いますが、あくまでも審議するのは、小中一貫校がどうだとかと

いったことではなく、明石市立学校の通学区域の設定、変更等に関する教育委員会の諮問に

応じて、調査、審議するということで、通学区域のことを考える審議会です。 

 ですので、教育環境も通学区域を考える中では非常に大きなファクターになってくると思

います。諸所事務の内容を考えながら、また、基準の中の目的部分に、教育環境という非常
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に大きなキーワードも出てきます。ですので、適正規模を考えた場合でも、教室数、通学時

間、通学の安全性といったあたりを審議して、考察している審議会だと思います。 

 まず、私の感想としましては、これまでの一定の公立学校というのは、運営、学校づくり、

何か同じものばかりをやってきたのですが、今回のように特色ある多様な学校づくりという

のは意義があると思いますし、本市においてもそのとおりだと思います。それはやるべきだ

と考えますし、趣旨は非常によいものですが、しかし、この審議会で考えないといけないの

は、一つ目として、学校規模、施設、人口推移あたりからの検討が適切かどうかというのを、

今後、はっきりと結論を出したいと思います。 

 あと、二つ目として、通学行程での子どもの通学の安全確保が大丈夫なのか、これは、保

護者の責任といったことを前提としておりますが、やはり審議会においても本当に二見西小

学校、清水小学校、松が丘小学校から小学校低学年の子どもが通ってよいのかどうかという

ことは検討する必要があると思います。 

 事務局でいろいろな場を想定していただいて、情報収集をお願いしたいと思います。 

 例えば、神大附属の小学生はどのようにして通っているといったことや、安全性を考えて

携帯電話をどのように扱っているかといったことがあると思います。 

文科省が出しましたが、中学校では、携帯電話を安全性や災害に対して、学校へ持って行

ってもよいが、管理は中学校でといった答申も出ております。そういった、遠くから行く子

どもの安全性を考えた場合に、果たして本当に通学の安全性は確保できるのかどうか。 

あと、3 つ目としては、通学による子どもの健康保持は大丈夫なのか、小学生の段階で遠

い距離を通学することは、健康上で大丈夫なのかということだと思います。小学生に対して

は健康管理のことはききましたが、当然、中学生もその距離が通えて、健康面でも大丈夫な

のかどうか、問題行動は起こさないのか、途中での飲食といった問題があり得るのではない

かと思います。 

4 つ目として、地域住民、学校教職員の理解が必要だと思いますし、交通機関関係者の協

力がなければ、通学距離を緩和するということはなかなか難しいと思います。 

ですので、途中で事故等が生じないような対策が万全になされているのかといった 4 点を

考えるわけです。 

 この審議会は、今から 9 年教育が良い悪いといった審議はせず、あくまでも通学区域はど

うなのか、子ども達が通える状況なのかということを考える必要があるのではないかと思い

ます。 

 一番心配しているのは、想定外のことが起きて、事故にあったといったことがないよう、

できるだけ想定は大きく捉えていただき、考えていただければと思います。 

 森委員、いかがでしょうか。 

 

○委員 

 通学区域特認校制度の導入で、この制度自体は前向きでよいと思うのですが、ここについ

てはこういう心配点があり、市としてこういうふうに考えていますと伺ったうえで、諮問に

お答えしたいと思います。 

 本日出た課題を、次回までにお答えしていただければと思います。 
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○委員 

 安全確保が一番大切な部分ではあり、通学区域を考える審議会でございますので、その趣

旨を逸脱しないようにやっていければと思います。 

 

◎会長 

 それでは、これをもちまして、本日の議事を終わらせていただきます。 

 進行を事務局にお返ししたいと思います。 

 

●事務局 

 会長、ありがとうございました。 

後に事務局を代表して、北條局長よりご挨拶申し上げます。 

 

●事務局 

 長時間ありがとうございました。 

 宿題いただいた点につきましては、 もな点ばかりだと考えております。 

 一貫校の内容につきましては、今、十分な議論がされていないというご意見があったので

すが、実際、私どももアイデアを出しながら、 終の詰めをやっております。しかし、決ま

ったことではございませんので、学校教育課長もこの中ではきっちりとお答えできない部分

もあったことをご了承いただければと思います。 

 当然ですが、初めての一貫校ですので、十分な特徴を持った形で、できてよかったという

ような形で実施していきたいと考えております。 

昨年までは、通学区域審議会の皆さまには、人口の推移だけの説明で新たな校区割等につ

いてはご議論していただく場がなかったのですが、この度、新たに一貫校ということで、で

きれば明石全域から希望するお子さまがいらっしゃれば、来ていただければという思いで諮

問させていただいております。 

昨年までは、近々明石市の人口が 30 万人になりますと申し上げておりました。しかし、5

年前と人口を比べますと約 7,500 人増えており、昨年と一昨年の間では約 1,800 人増えてい

たのですが、昨年は鈍化しまして 600 人強となっております。今年の 4月現在では、299,021

人ということで、少し足踏みはしているのですが、まだまだ他都市に比べて明石市は人口が

増えて、特に子どもが増えているということを説明させていただいております。 

ですので、まだまだ山手小学校、沢池小学校、大久保小学校の大規模校については注視し

ていく必要があると考えておりますし、とりわけ、沢池小学校につきましては、プレハブの

校舎の準備も進めているところですので、今後も引き続きよろしくご意見の方をいただきた

いと思います。 

本日は、ありがとうございました。 

 

●事務局 

 本日の審議会は、これで終了させていただきます。 

委員の皆様、本日は、ありがとうございました。 
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以上 


