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令和 2 年度 第 2 回 明石市立学校通学区域審議会  議事録 

 

日 時：令和 2年 8 月 20 日（木） 14：00～15：20 

場 所：分庁舎 4階 教育委員会室 

出席委員：10 名 

傍 聴 者：0名 

配布資料：「令和 2年度第 2回明石市立学校通学区域審議会次第」 

「このたびの諮問について 資料 3-2」 

「近隣小中一貫校・義務教育学校の通学区域等について 資料 4」 

「市内通学区域図 資料 5」 

「高丘校区内地図 資料 5-2」 

「高丘校区通学路線図（高丘東小学校） 資料 5-3」 

「高丘校区通学路線図（高丘西小学校） 資料 5-4」 

 

◎：会長 ○：委員 ●：事務局 

 

１．開会 

◎会長 

ただいまから、第 2 回明石市立学校通学区域審議会を開催させていただきます。 

本日は、委員 10 名全員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、本審議会は成立しております。 

 

◎会長 

ありがとうございました。 

それでは、これより議事に移らせていただきます。 

会議次第に基づきまして、議事の諮問「高丘校区の通学区域について」ですが、前回の審

議会では、令和 3 年 4 月より、高丘東小学校、高丘西小学校、高丘中学校の 3 校を併設型の

小中一貫教育校とし、同時に、同 3 校を現在の通学区域を維持しつつ、市内どこからでも通

学することができる通学区域特認校制度を導入すること及びその理由についての説明があり

ました。 

前回、各委員からさまざまなご意見をいただいたほか、審議会の最後に検討事項を整理い

たしましたので、本日は、その検討事項について確認しながら協議を行います。 

なお、今回の諮問事項に対しましては、本日、当審議会としての結論を出したいと思いま

すが、答申書の細かい文案については、審議会終了後に、副会長、事務局とも調整いたしま

すので、会長にご一任いただければと存じます。 

それでは、まず、学校施設の受入能力からの検討について、事務局から説明をお願いしま

す。 

 

●事務局 

前回、資料の 3、このたびの諮問についてのご説明の中で、来年 4 月から高丘校区の 3 校
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に通学区域特認校制度を導入する理由の一つとして、現在の未就学児の人口に基づく将来推

計を基に、6 年後の 2026 年における児童生徒数が、いずれも保有教室数を上回るものではな

く、来年度から他校区の児童生徒を受けることが可能である旨の説明をさせていただきまし

た。 

こちらに対し、前回の審議会におきまして、学校規模、施設、人口推移から、他校区から

児童生徒を受け入れることが適切かどうか改めて検証を行い、審議会として結論を出したい

との問題提起をいただいたところです。 

そこで今回、特に高丘東小学校区で喰ヶ池の開発 180 戸が予定されていることなどから、

社会動態に基づく将来推計についてもお示しした上で、実際に他校区から一定の人数を受け

入れた場合の将来推計についてもご説明したいと存じます。 

右上に「資料 3-2」と記載しております「このたびの諮問について（⑷補足説明）」をご覧

ください。 

なお、こちらの資料につきましても、前回の資料 1 と同様、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、(1)の高丘東小学校の表をご覧ください。 

表の一番左側、「児童数」ですが、2020 年は本年 5 月 1 日時点の児童数を、その右側には

2021 年から 2026 年までの 6 年間にわたる児童生徒数の将来推計を 3 段に分けて記載してい

ます。 

将来推計の 1 段目の「自然動態（住基人口）」は、現在の未就学児の人口に基づく児童生徒

数の推計を、2 段目の「社会動態（開発含む）」は、１段目の「自然動態（住基人口）」の推

計に宅地開発などによる社会増を加えた児童生徒数の推計を、3 段目の「社会動態（開発・

小中一貫含む）」は、2 段目の「社会動態（開発含む）」にさらに小中一貫教育校の開設に伴

う他校区からの児童生徒の受入数を加えた児童生徒の推計を記載しております。 

この、小中一貫教育校の開設に伴う他校区からの児童生徒の受入数につきましては、開校

初年度に小学校 1年生から中学校 3 年生までの 9学年でそれぞれ 20 名ずつ、開校次年度以降

に小学校 1年生だけで 20 名を他校区から受け入れた場合で算定しております。 

募集児童生徒数につきましては、現在検討中であり、この数値はあくまでも仮定の数値と

なりますが、実際の募集児童生徒数は、これよりも少なく設定する予定でございますので、

施設の受入余力の検討に当たっては差し支えないものと考えております。 

また、「児童数」の下に「学級数」とありますが、同じ考え方により、学級数の将来推計を

2026 年まで示したものでございます。 

これによりますと、6年後の 2026 年の時点で、開発による社会動態、小中一貫教育校の開

校に伴う他校区からの受け入れを含めましても、児童数が 443 名、クラス数が特別支援学級

を含めて 18 クラスとなり、保有教室が 29 教室あることに照らしても、まだ受け入れ余力が

あることがわかります。 

次に、その下(2)高丘西小学校ですが、こちらも、6 年後の 2026 年の児童数は、開発によ

る社会動態、小中一貫教育校の開校に伴う他校区からの受け入れを含めましても、児童数が

479 名、クラス数が特別支援学級を含めて 19 クラスとなり、保有教室が 26 教室あることに

照らしても、まだ受け入れ余力があることがわかります。 



3 

 

最後に、(3)の高丘中学校ですが、こちらも、6 年後の 2026 年の児童数は、開発による社

会動態、小中一貫教育校の開校に伴う他校区からの受け入れを含めましても、児童数が 404

名、クラス数が特別支援学級を含めて 14 クラスとなり、保有教室が 23 教室あることに照ら

しても、まだ受け入れ余力があることがわかります。 

以上のとおり、高丘の 3 校それぞれにおきまして、施設の受入能力は十分あり、他校区か

らの受入はいずれも問題ないものと考えております。 

なお、今回の資料は、開発協議などに基づく将来の転入予測数などを入れ込んだ数値であ

り、かつ、算定に当たりましては、施設への負荷を最大限考慮するために、予測される児童

生徒数のうち、最大値を算出していますので、将来における実際の児童生徒数と比べると差

異が生じることが十分にあり得ます。 

そのため、繰り返しになりますが、当該資料は、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。 

説明は以上です。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、ご意見やご質問等がありましたらお願いした

いと思います。 

私は最初に見せていただいた時にはなかなか理解ができなかったですが、皆さんご理解い

ただけたでしょうか。ちょっとだけ復習させていただきます。 

例えば、高丘東小学校の保有教室数は 29 あるわけです。この動態の中で、現在は 2020 年

ですが、前回の小学校 1 年生からの推計を見ていくと、2021 年からの自然動態に出てくるわ

けです。それに、その下に書いてあります喰ヶ池の 180 戸の社会動態を入れたのが、2 つ目

の宅地の開発の人数です。 

そして、それにプラス 20 を足したものが 3 段目の社会動態というものです。 

20 という数字がなぜ出てきたのか、また疑問になるかもしれませんが、今のところ最大限

それくらいだろうという予測を事務局から出していただいています。ひょっとしたら、2 年

生は 2名だけだったりとか、3 年生は 1名だったりとか、一番多いので 20 名くらいだろうと

いうラインを出していただいたというのが、2 行目から 3 行目にいく数字です。 

それが各学級数になると、その下のようになって、最後の 2026 年になると 18 クラスにな

ると、でも教室は 29 あるから確保できているのではないかというような読み方です。 

そういう理解でいただければ、まだまだ社会動態というのがこれ以上に加わる恐れはあり

ます。増えることはありますので、そこの部分がまだ分からない部分でもあります。 

同じように、高丘西の場合は、山手台地区の 18 戸を含んで社会動態を考えていただきます。 

それに、あとは中学校は同じように卒業生が来るわけですから、足したものがそこに並ん

でいるという読み方だと思います。 

では事務局の方から、20 という数字はどのように捉えたらいいのか一言お願いできますで

しょうか。 

 

●事務局 
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先ほども説明のありましたとおり、20 というのはあくまでもこれから検討いたします募集

定員の上限値として、仮にこちらで設定させていただいたものでございまして、実際に来年

度 20 名を募集するというわけではございません。 

ここでお約束できることは、20 を超えて募集定員を設定するということは無いという前提

の下でご審議いただけるのかなという話を資料としてお示ししております。 

 

◎会長 

確実に 20 というのは無いかもしれないですね。おそらく私たちが見ている状況ではもっと

低い数字が出てくるんじゃないかということは思いますし、逆に 1年生は 20 を超えるかもし

れないということもあり得るかもしれない。だから、そのあたりはちょっと読めない部分だ

と思います。 

当然、社会動態という開発も、6 年経てばどういうふうになるかというのも読めない部分

もあると思いますが、今の動態から読んでいく中では、こういう数字がある程度推計として、

正しい読み方ではないかということだと思います。 

施設の方の状況は、今のところ大丈夫だという感覚でご理解いただいたらと思います。 

では進めさせていただきます。 

次に、「他校区から児童生徒が通学することに伴う、諸課題について」、事務局からあわせ

て説明をお願いします。 

 

●事務局 

私からは、「他校区からの児童生徒が通学することに伴う、諸課題について」の「資料 4 近

隣小中一貫校・義務教育学校の通学区域等について」ご説明をさせていただきます。 

それでは、「資料 4」をご覧ください。 

近隣の小中一貫教育校及び義務教育学校の校外からの通学者に対する通学条件や対応等に

ついて一覧にまとめております。 

市内全域が通学区域である高砂市・西宮市・準備段階の姫路市、神戸大学附属小学校・兵

庫教育大学附属小学校については、通学の条件すなわち募集条件としまして、徒歩または公

共交通機関を利用して自分で登校ができることとなっております。 

校区外より通学する子どもへの対応といたしましては、スクールバスでの送迎は近隣市町

においては行っておりません。また、登校指導につきましても校区外を出て実施はしていな

いと確認しております。 

保護者の送迎については、原則禁止となっております。 

家庭訪問につきましては、校区外へは行わないところもあれば、夏季休業中に行う市や行

う予定をしていた市もあります。 

携帯電話の所持については、原則認めていないが、学校と相談という市が多かったです。 

本市におきましても、他市町の小中一貫教育校と同様に通学区域が市内全域となった場合、

通学の条件つまり募集条件として徒歩または公共交通機関を利用して登校ができることと考

えております。保護者の送迎につきましては、原則禁止にしたいと考えています。また、携

帯電話の所持については、基本的には認めないものの、安全面のことから学校と相談をして

いただきたいと考えています。 



5 

 

登下校の安全確保については、毎月こども安全の日には、市内各学校において教職員によ

る登校指導を行っております。さらに、市内全ての校区においてスクールガードさんが子ど

もの見守りを行ってくれております。高丘校区小中一貫教育校に通学することとなる校区外

の子どもにつきましても、多くの大人の目で子ども達を見守っていただけるよう連携を図っ

てまいりたいと思います。 

以上で私からの説明は終わります。 

 

●事務局 

私からは、「他校区から児童生徒が通学することに伴う、諸課題について」のうち、特に公

共交通機関を用いた通学想定ルートについてご説明いたします。 

まず、「資料 5 市内通学区域図（全域）」と書かれた資料をご覧ください。 

こちらは、市内を走行する鉄道の駅位置と、高丘中学校区までの通学時間の目安をお示し

したイメージ図でございます。 

表記内容について、一番西端の土山駅を例にご説明いたします。 

まず前提としまして、他校区から通学する児童が高丘中学校区 3 校の登校時間に合わせて、

おおよそ 8時 10 分ごろまでに登校するためには、JR 大久保駅を 7時 45 分発のバスに乗車し

ていただくことが必要となります。 

そこで、JR 大久保駅から高丘 3 校へ向かうバスに間に合うために JR 大久保駅に 7 時 40 分

までに到着する電車の発車時刻をモデルとして示しました。 

赤色で示した JR の駅名の下にかっこ書きで示した時刻は、例えば西端の JR 土山駅につい

ては、7 時 29 分土山駅発の電車に乗れば、大久保駅に 7 時 39 分に到着できるということを

表しており、東端の JR 朝霧駅では、7 時 22 分朝霧駅発の電車に乗れば、JR 大久保駅に同様

に 7時 39 分に到着できることを表します。 

次に、JR の各駅を中心とした赤色の円についてですが、これは、7時 10 分に自宅を出発し

て駅まで徒歩で向かっても発車時刻に間に合う区域を示しています。この 7時 10 分といいま

すのは、先程もご説明しましたが、学校にはおよそ 8時 10 分頃に到着する想定ですので、そ

の 1時間前として設定した時刻でございます。 

例えば、西端の JR 土山駅をご覧いただきますと、お示ししております赤色の円のエリアが、

駅まで徒歩で 19 分、1.5 キロの範囲であることを示しています。 

つまり、土山駅からの通学想定で申しますと、赤色の円の一番端、外周部分の地点の自宅

から 7 時 10 分に出発しますと、1.5km の距離を 19 分で歩き、7 時 29 分発の電車に乗って 7

時 39 分に大久保駅に到着し、バスに乗って 8 時 10 分までに登校できるというイメージにな

ります。 

その他の駅につきましても、魚住、大久保、西明石、明石、朝霧駅と同様にお示ししてお

ります。 

こちらに示すとおり、自宅から最寄りの JR 駅まで徒歩で向かう想定でも、赤色に表示する

エリアからは 1時間以内で高丘校区へ通学することが可能です。 

また、白色のエリアにつきましても、最寄りの JR 駅までバス等の公共交通機関を用いる場

合などを含めると、概ね市域のどの地域からも 1 時間以内で高丘校区へ通学することが可能

となると思われます。 
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そして、青色で表記しています山陽電鉄の各駅ですが、最も高丘校区に近い中八木駅から

の通学を想定した場合においても、たこバスに乗車して JR 大久保駅まで向かう必要があるた

め、JR 各駅のように駅まで徒歩で向かい、通学時間が 1時間以内となるエリアを円で表記し

ておりません。しかし、山陽電鉄を活用した通学については、一度山陽明石駅に出てから JR

に乗り換えて大久保駅へ向かうなどの通学方法も考えられます。 

なお、前回の審議会において、国の基準で交通を利用する場合の通学時間は 1 時間を目安

としているという補足説明をさせていただきましたが、これはあくまで一般的な通学区域設

定時の目安であり、今回の高丘中学校区のようにいずれの地域からも通学が可能となる通学

区域特認校制度においては、同じ考え方は必ずしも適用されないものと考えております。 

ただ、子どもたちの長時間通学には健康面などの不安要素も当然懸念されることから、全

市域からの通学時間の参考資料として本資料をお示しさせていただきました。 

市域のどの地域からでも、おおむね 1 時間以内で高丘校区へ通学可能であることをご理解

ください。 

次に「資料 5-2 高丘校区内地図」と書かれた地図をご覧ください。 

こちらは、高丘中学校区の校区の境界と学校の位置、また、それぞれの学校への最寄りバ

ス停とバス停から学校までの通学想定ルートを広域で示した資料でございます。 

赤の△印が小学校の位置、緑の▲が中学校の位置、青の○印が通学にあたり使用が想定さ

れる神姫バスのバス停留所位置、紫の矢印がバス下車後の想定通学経路となっております。 

他校区から鉄道を用いて通学される場合の、JR 大久保駅からのバスについては、大久保駅

北側の 1 番乗り場からは、7 時 45 分に高丘循環というバスが出ています。これは、JR 大久保

駅を出発し、資料右下にある青色の矢印のとおり、市道 18 号を北上して、明石北高校の手前

で西に曲がった後、喰ヶ池の中間辺り、（４）とある地点から北上し、高丘中学校の東側をさ

らに北へ進み、大久保東第二団地のあたりをぐるっと循環し、高丘東小学校の東側を南下し

JR 大久保駅に戻っていく路線となります。この路線で通学にあたり使用が想定されるのは、

青の丸印で示した中央センター前のバス停と、高丘東小学校前の青の丸印で示したバス停で

す。 

また、JR 大久保駅北側の 3番乗り場からは、7 時 45 分に上岩岡行きのバスが出ており、県

道大久保稲美加古川線をまっすぐ北上して神戸市西区へと抜けていく路線があります。この

路線で通学にあたり使用が想定されるのは、高丘西口、高丘 5丁目のバス停です。 

ここからは、各学校への通学想定ルートを詳細な図面でご説明させていただきます。 

「資料 5-3」をご用意ください。こちらは高丘東小学校を中心とした通学路線図です。 

先程ご説明した使用が想定されるバス停の位置を黒字でお示ししているとともに、赤字に

なっているのが、今年度高丘東小学校が通学路として指定している道路です。 

そして、青字でお示ししているのが、バス停を下車後、学校へと向かう通学想定ルートと

なっております。 

高丘東小学校への通学についてですが、高丘循環のバスに乗り、中央センター前のバス停

で下車した場合は、東に 0.3km、徒歩 3分ほどで学校に到着します。 

また、高丘東小学校前のバス停で下車した場合は、学校はすぐ目の前でございます。 

また、県道稲美加古川線をまっすぐ北上するバス路線のバス停を活用して高丘東小学校に

通学する場合についても、高丘 5丁目のバス停から東へ向かうルートであれば、下車後 1.1km
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とある程度現実的な距離で学校に到着することも可能です。 

次に、高丘中学校への通学についてですが、高丘循環バスの中央センター前のバス停から

下車後、南へ 0.2km、徒歩 2分ほどで到着いたします。 

また、同様に県道稲美加古川線を北上するバス路線のバス停を活用する場合、高丘西口の

バス停を下車後、0.9km で高丘中学校へ到着するルートも想定されます。 

距離や安全性の面で申しますと、高丘循環のバスが通る中央センター前や高丘東小学校前

のバス停を使って通学いただくことが望ましいのですが、県道稲美加古川線を北上するバス

路線は、通学時間帯に 10 分に 1本と本数も多く、部活動などの都合にあわせて利用しやすい

路線であるため、高丘 5 丁目や高丘西口のバス停から高丘東小学校、高丘中学校へと通学す

る場合の想定ルートについてもあわせて参考として説明させていただいております。 

最後に「資料 5-4」をご用意ください。こちらは高丘西小学校を中心とした通学路線図で

す。 

先程と同じく、赤字で示したのが高丘西小学校が今年度通学路指定している道路で、青字

がバス停下車後の通学経路です。 

高丘西小学校への通学についてですが、県道稲美加古川線を北上するバス路線で高丘 5 丁

目のバス停から北西へ 0.3km、徒歩 3分ほどで学校に到着いたします。 

まとめとしまして、入学希望の世帯数や個別の御事情に応じて様々な想定を今後していか

なければいけないものの、使用が想定される通学経路については、高丘中学校区の各学校に

ついて、バス停から比較的短い距離・時間で学校に到着できるルートがあるとともに、当然

通学路指定された経路を含みますので、スクールガードによる高丘校区内での見守りが既に

行われており、バス降車後は安全に登校してもらえるほか、下校時のバス待ちも大きな問題

はなく、現段階においても高丘校区内の通学については、一定の安全性が確保されていると

考えております。 

私からの説明は以上です。ご審議賜りますようよろしくお願いいたします。 

 

◎会長 

今、ご説明を 2 つしていただきました。そのあたりについて、少し振り返りながらお話を

していきたいと思います。また、質問等もお願いしたいと思います。 

まず、資料 4 の方からいきたいと思いますがよろしいでしょうか。 

通学区域等について、近隣の小中一貫校のデータがないのかということを前回お願いしま

したら、このように調べていただきました。 

非常に詳しく、それぞれの通学区域の状況、具体的な項目を拾っていただきまして、だい

たいの状況も最後にまとめていただいたとおり、通学区域だとか登校指導、それから通学方

法、スクールバスの状況、保護者送迎とか家庭訪問、携帯電話の所持についてまとめていた

だいています。 

まずこの辺からご質問等があればお願いしたいのですが、いかがでしょうか。 

 

○委員 

この通学方法の中で、徒歩及び公共交通機関という記載が他の学校ではありますが、例え

ば自転車とかの想定はされているんでしょうか。 
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●事務局 

自転車については、当初から想定はしていないです。 

中学校におきましても校区が広くなっても自転車通学というのは無い状況です。 

現在も 1 校だけ魚住中学校の一部校区のみではありますが、自転車通学の想定はしており

ません。 

 

◎会長 

ということは、徒歩並びに公共の交通機関、こういうところで考えられているということ

ですね。 

保護者の送迎や携帯電話などは、まだまだ微妙なところはありますが、それぞれ相談に乗

っていただきながら対応していくという面もあったと思いますが、一応保護者の送迎は認め

ていないということで、携帯電話に関しては特別な事情がある場合には相談に応じるという

ような状態かなということですよね。 

戻っていただいても結構ですので、市内の通学区域の方はいかがでしょうか。質問等はご

ざいますか。 

  

○委員 

事務局の方はみんなご存知かと思いますが、江井島の場合は 40 数年、小中一貫教育ではな

くて、幼小中の 11 年間一緒で、高丘に開校されても江井島から通うのは大変なんですけれど

も、仮に江井島から行くようなことは無いと思います。うちは既に幼小中の一貫教育ですの

でね。 

高丘西、高丘東小学校それぞれの小学校はどのような基準で、それぞれの保護者や生徒で

西とか東とか決めるんですかね、通学される方は。例えば江井島から行く場合。 

 

●事務局 

募集の方法という形になろうかと思いますが、そこにつきましても、細かいところは調整

しています。 

オーバーした場合は抽選を行って決めるのか、兄弟関係であれば優先的にどちらかが、と

か、西、東を希望して行うのか、それとも小学校であればどちらかになりますよでいくのか、

その辺の細かいところについてはまだ条件的には整備しておるところでございます。 

 

◎会長 

江井島の場合はたこバスで行けるんですか、大久保駅までは。 

 

 

○委員 

駅までは行けますよ。駅の南までは。 

 

◎会長 



9 

 

歩くことはちょっと無理ですよね。 

 

○委員 

無理です。 

 

◎会長 

今ご回答のあったのは、高丘東、西の区分けに関しては、まだまだ未確定な部分が多いと

いうことで、どちらかの希望を優先するのかとか、希望があふれた場合には抽選にするのか

とか、色んな方法が考えられるということです。 

 

○委員 

バスは JR 大久保駅から 7 時 45 分のバスということですが、バスの間隔は、前後はどれく

らいで来ますか。 

 

●事務局 

バスの頻度についてですが、先ほどご説明しました 2 系統、それぞれ頻度は違っておりま

す。 

地図をご覧いただきながらご説明いたしますが、「資料 5-2」をご覧ください。 

市道 18 号線を北上いたします高丘循環というバスでございます。先ほど 7 時 45 分のバス

に乗車ということでご説明いたしましたが、この前のバスは 7時 12 分でございまして、かな

り早い時間帯になっております。 

その後の時間では、8時ちょうどとなっておりまして、これに乗りますと 8時 20 分を少し

回るかなというくらいで学校に着きますので、あまり現実的ではない時間帯のバスになって

おります。 

もちろんその前の 7時 12 分でも間に合いますが、あまりにも早く学校に着きすぎるという

ことで、こちらもあまり現実的ではないかということで、こちらの路線につきましては、選

択肢としては 7時 45 分のバスが一番、それに乗っていただきたいという形になるかと思いま

す。 

続きまして、その左側、県道大久保稲美加古川線を北上する岩岡行のバスでございますが、

こちらはバスの本数がたくさんございまして、おおむね 10 分に 1 本、7 時台からそれぞれ、

7 時、7時 10 分、7時 20 分というふうにございますので、いずれのバスを用いましても学校

には行っていただけるのかなというふうに考えております。 

神姫バス株式会社の方に問い合わせをしてみまして、通学定期を用いていずれの路線にも

乗れるのかと確認したんですが、それは相談にもよるんですが、買い方によってはこの路線

だけというのではなくて、状況に応じていずれの路線にも乗れるということで、値段も変わ

らずに購入できるということですので、基本的には小学生は毎日通学ルートを変えるという

のは好ましくないんですが、場合によっては、登校時間が違うとかちょっと遅れたり、体調

不良でという方については、そういうルートを用いながら、いずれのバスルートからも通っ

ていただけるような想定をした上で、登校指導というのをしていきたいと考えております。 
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◎会長 

現実的には、右側の路線ですよね、18 号線を使う方は 7 時 45 分くらいでしかないのでは

ないか。1 本前は早すぎるし、1 本後は少し遅れるということで、7 時 45 分 1 本になっちゃ

うんじゃないかということです。 

しかし、左側のルートですが、この場合は 10 分に 1本はあるということで考えていただい

て、ほとんどがこちらの方が利用しやすいのかなということです。 

今も乗り換えるということで、7 時 45 分に遅れた場合には 10 分後に左側のラインで上が

っていくということも可能な方向は見えているんだけど、ということです。 

ということは、ある面「5-3」の図が主たるものになっていくんですね。 

おそらく高丘 5 丁目くらいで降りる子が多くなる。次には高丘西口で降りる子がいるじゃ

ないかということですね。 

高丘 5丁目から東小学校までは何分くらい、何キロでしたか。 

 

●事務局 

1.1km の距離になりますので、だいたい 10 分から 15 分くらいかかるかなと考えておりま

す。 

 

◎会長 

だから、高丘 5 丁目から東小学校へ行く場合も、10 分から 15 分くらい歩けば行けるとい

うことですね。そういう捉え方で。 

混み具合を調べていただいておりますので、説明をお願いできますでしょうか。 

10 分間隔で出ているんだけど、ちょうど児童が乗る時間の 7 時 45 分の状況のバスの混み

具合はどうかということをお願いします。 

 

●事務局 

バスの混雑具合について、説明いたします。 

こちらも 2系統を分けて説明いたします。 

まず、高丘循環、先ほどから 7 時 45 分 1 本についてご説明しているバスについてですが、

こちらは実際に現地に行きまして、バスに乗って確認をしてまいりました。 

6 月の平日の日、天気はくもりの日でございますが、まず到着したときバスが着いた時に

乗った人数は 6 人程度でございまして、時間まで大久保駅で時間待ちをいたしますので、そ

の間にどんどん人が乗ってくるという状況でございました。 

出発の時点での混み具合ですが、4 名ほど立っていたんですが、実際には座席が空いてい

る中で立っているので、乗車率としては 100%を若干下回るかなということで、座れないとい

うことはないという状況でございました。 

途中、北高のところを曲がるんですが、そこでほとんどの乗客が高校生なので降りまして、

その後はずっと空いているという状況でございます。 

最初に天気がくもりの日と申し上げましたが、雨の日にも日を空けて見てきたんですが、

こちら高校生が乗りますので、若干雨の日は率が多いのかなということを確認しております

が、7時 45 分のバスにつきましては、乗り切れないというような状況ではなくて、多少晴れ
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の日よりも混雑は致しますが、小学生がバスに乗って通学できるということで確認をしてご

ざいます。 

続きまして、もう 1 系統の岩岡の方へ上がるバスの方ですが、こちらは路線に高校生とか

がいませんので、晴れの日雨の日変わらず混雑状況に違いはないということを確認しており

ます。かつ、10 分に 1本あるということもありまして、ほとんどのバスで乗客は満員になら

ず 6 割から 7 割の乗客で出発をしているということでございますので、こちらは混雑状況か

らしても特に問題はない路線というふうに考えております。 

説明は以上でございます。 

 

◎会長 

ありがとうございます。 

調べていただいておりますので、そういう状況です。 

明石北高の生徒たちは、これより後に乗るんですか。そうですね。北高の生徒たちは 7 時

45 分にはまだ乗っていないという状況のようです。 

ただ、こちらのバスの方は、東小学校へ行く場合は近くを通りますので非常に便利にはな

るということですね。 

 

○委員 

今現在、私自身の子どもたちが高丘中学校、高丘西小学校に通っています。 

高丘西口から高丘中学校へは青い線のルートでというふうに資料 5-3 ではありますが、高

丘西口を降りて、ちょっと上に上ったところに信号のない横断歩道があります。高丘西から

高丘中学校に通う子は、そこの横断歩道を通って、間の団地の中を抜けたら高丘中学校にす

ぐ着くように通っているんですね。 

でも、バスで乗車して他校から来られた方たちは、遠くを回って通わないとだめですか。 

 

●事務局 

今ご指摘いただいた点なんですが、一つのモデルの想定ルートとしてお示ししております

が、高丘西口から南下しました交差点、県道大久保稲美加古川線の横断ということも伴いま

す。キリン堂があるあたりになりますが、非常に車の量も多くて、安全面というところでも

このルートが良いのかということは今後検討していかないといけないのかなと思っておりま

す。 

  

○委員 

西で通っているところは、車は一切入らないので。 

 

●事務局 

ご指摘のところで、団地の中を通って進むルートにすると距離も短くてということですが。 

 

○委員 

そうですね。これだけの距離がないので、距離的に言えば緑の池を囲っているところのも
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う一つ上にある地点ですが。 

 

●事務局 

ご指摘いただいておりますので、こちらの方でも通学路はどのルートが良いのかというの

は今後検討させていただきたいというふうに考えております。 

ご指摘いただきましてありがとうございます。 

 

◎会長 

まだまだ青いラインは未確定だと思いますし、おそらく東小学校の考え方にもなってくる

かと思いますが。 

 

○委員 

通学区域が全域ということで、ちょっと心配なんですけど、計算上はスムーズに行って 1

時間程度ということですが、真っ先に頭に浮かぶのは、交通事故とか不審者とか、明石市の

スクールガードさんとか子ども 110 番の家とか、いろんな取り組みをしていっていますが、

特に公共交通機関はバス電車に乗っている間は大丈夫だと思うんですが、どちらかというと

最寄りの JR から自宅まで、特に小学生の低学年になってくると、一般の小学校よりも朝は早

い時間に家を出ないといけない、それから帰りも遅くなる。 

それから中学生でも部活動がもしどういう方針か分からないですけど、部活動やって例え

ば最終下校が夏場であれば 6 時半であったりすると、帰る時間帯が暗くなってしまうという

あたりで、明石はそんなに広くないと言えども、先ほど説明のあった土山と朝霧あたりで、

駅に近い子どもはいいと思うんですけど、子どもの家がバス停から近いのか、歩いて行くの

か、いろんな状況があると思うので、ちょっと頭に浮かぶのは、不審者と交通事故というと

ころです。 

もし、参考までに資料 4 を出していただいているので、高砂市とか西宮市、特に西宮市は

通学区域が全域ということで、人口は明石の 1.5 倍以上あると思うんですけど、かなり面積

が広いと思うんですね。南北にかなり広いですし、都市部と山間部もあると思うので、特に

そういう不審者交通事故、そういったあたりの心配、情報とか、今言った明石市内での心配

ごととか、またその辺をどう考えておられるのかなというところです。 

そこが一番心配だなと思っています。 

  

●事務局 

ご質問のとおり、不審者等については校区内の場合であっても心配されるところでありま

して、校区の中でも遠い子どもたちも同じことだと思っております。 

西宮市の状況については、そういった不審者情報までは分かりませんが、基本的に徒歩や

公共交通機関を利用して登校できるという条件の下で親御さんも了解していただいていると

思いますし、学年によっても違うと思います。 

例えばご指摘の、公共交通機関まではもしかしたら親御さんが送り迎えしていただいてい

るかもしれないです。それについては特にこちらからは禁止するほどではありませんが、車

を使って学校まで毎日送迎というのは厳しいかなというところです。 
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それから、先ほど説明をしましたように、各校区でスクールガードさんが暑い中立ってい

ただいて、子どもたちの見守りをしていただいています。もちろん高丘校区においてもして

いただいています。いろんなところでしていただいています。 

これは、連携を取りながらになってきますが、いろんな場所でしていただいていますので、

子どもが歩いていたら明石の子どもが歩いているんだというような、連携というか協力依頼

をしていければと思っています。明石市内からの動きというところにつきましては、そうい

うところの目もあるのではないかなというふうには考えております。 

 

○委員 

中学校だったら体育大会の前に早朝練習とかで、かなり早く出ないといけない子どもも場

合によっては出てくるんで、そういうことも頭に入れていただきたいと思います。 

 

◎会長 

日暮れの早いときは 5 時過ぎに真っ暗になるときもありますので、そういう時に学校を 4

時に出ても、この子たちが家に帰る時は真っ暗になっているかもしれないということですよ

ね。 

 

○委員 

PTA としてなんですが、やっぱり登下校の心配がありまして、先日連合 PTA の方に阪急阪

神ホールディングスの方から「ミマモルメ」という、登下校を知らせるサービスがあるんで

すけれども、明石はどこも設置がされていない状況なんですが、連合 PTA としてはそれを学

校の方にお願いしまして、できたら進めていっていただきたいなというお願いをさせていた

だこうと思っております。 

機械の設置につきましては、業者さんが全部費用は負担してくださるそうなので、加入率

に関係なく設置してくれということであれば付けてくださるそうです。申し込み自体は学校

の保険とかと同じような形になりますが、希望者個人で申込みいただくという形になります。

費用が掛かるんですが、1カ月 380 円で登下校のメールを、センサーのところを通過すれば、

今学校を出ましたよという通知が保護者に入るというものと、もうちょっと高額になります

が GPS 付のものもあるそうです。それが 700 円ちょっとで、そういったものもちょっと保護

者の間で希望される方は申し込んでいただけるような、そういう選択肢を設けたいなと思っ

ておりますので、いい機会だと思いますので、幼小中の先生方にもお願いしようと思ってお

ります。 

 

◎会長 

ぜひ今のことは大切なことだと思いますし、こういうふうに広い校区から来るような学校

を作った場合にはそういうことを積極的に導入するべきだと思いますので。 

我々からお願いするのはおかしいんですが、当然、通学区域の中での一つの方向性として

「ミマモルメ」とか、GPS を入れたものを大いに導入すべきだと私は思いますので、検討を

お願いしたいなと思います。 

不審者情報が入るのは別のものですか。神戸の場合はすぐ近くで不審者があれば保護者に
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連絡がいきますが、明石も当然出ていますか。 

 

○委員 

出ています。 

 

◎会長 

そしたら例えば朝霧の近くで出たというのも連絡があるんですね。 

それとは別に、今の「ミマモルメ」は各生徒、子どもの姿がチェック出来るということで

すね。 

 

○委員 

プレートみたいなものを持っていて、そのプレートがセンサーになっていて、校門にセン

サーを設置するらしくて、そこを通過すると今学校を出ましたよというのがメールで通知さ

れるというものです。 

 

◎会長 

そしたら学校を出た時間が親は分かって、そこから何分後に駅に来ていないとか家に着い

ていないとかが分かるんですね。 

 

○委員 

高丘地域に入ってしまえば、あそこのスクールガードさんはみなさんしっかりしておられ

ますから、子どもの安全確保はかなり出来ていると思いますが、先ほども出ていましたが、

公共交通機関までの保護者の送迎というのはちょっと検討いただいた方がいいん違うかなと

いうふうに思いますね。 

 

◎会長 

暗い道を歩いているんだとか、駅までの道はどうかというチェックは必要だと思います。 

ちなみに、その時間の JR の混み具合はいかがですか。 

そのあたり事務局で調べていただいていたらお願いしたいのですが。JR の方の、朝霧から

の 7時 22 分とか、土山からの 7時 29 分とか、その辺の前後の JR の状況をお知らせ願えます

でしょうか。 

 

●事務局 

電車の状況についても合わせて確認をしております。 

東からの路線については、明石駅から乗って確認をしてまいりました。7時 39 分に大久保

につく電車について、明石駅から実際に乗っております。 

結論としては、問題はなくそれほど混雑しているということではございません。 

理由としましては、下り方面になりますので、一般的に乗客が少ないということと、大久

保駅に停まる電車が幸いにもというか、新快速は停まりませんので、いわゆる普通、快速の

電車で行くことになりますので、加古川や姫路に向かう人ともバッティングしないというこ
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とでございまして、当然朝ですので、座席は全て埋まっている状況ですが、立っていても周

辺 1 メートルくらいのスペースもあるということで、痴漢とかの恐れもあるような状況では

ないという状況でございます。 

反対の西からの状況についても、大久保に新快速が停まらないということと、後は、多く

の乗客が大久保駅からの乗車になりますので、西側から大久保駅までの路線については、そ

れほど混雑というか乗客がどっと乗ってくるような状況ではございませんでした。 

こちらも座席は埋まっているような状況ではありますが、立っているのも数人という程度

でございまして、問題なく通学していただけるのではないかと考えております。 

以上でございます。 

 

◎会長 

神戸大学の附属小学校の子も同じようにこの電車に乗っていますが、我々の考える大久保

へ行くという、小学校 1、2年生の低学年の子でも安全なのかというのを心配して、前回私も

意見を言わせていただきましたが、調べていただいたらそういう状況で、空いている状況が

見られたようです。 

ラッシュ時のような詰め詰めのような状況ではないということのようです。 

公共の交通機関はある程度大丈夫ではないかということを調べていただきました。 

それまでの自宅からの安全というのがどう保障されるか、それはある程度親に任される部

分もあるだろうし、いろんな、スクールガードのいらっしゃる所まで行けば十分そこはサポ

ートされるだろうと、それまでの責任というのがこれからの問題になるとは思いますので、

よく調べて親御さんの方に理解していただかないといけないとは思います。そのあたりは、

他の義務教育学校を見ていても同じような状況ではないかと思います。 

広い校区を持った場合に、家の近くの交通機関まで誰かが行くだとか調べるだとかは出来

ないので、ほとんどが保護者の責任という形でされるのかなと思いますので、今後よく検討

しながら、保護者の責任でお願いするべきかなと思います。 

 

○委員 

第 1 回の会議に欠席していましたが、前回の資料の中で、高丘校区併設型小中一貫教育校

の開設についてということで、教育校に期待されることがありますが、出席できなかったの

で読んでおると、一番上に「中 1 の壁、いわゆる「中 1 ギャップ」の緩和、解消が期待でき

ます」と、これは私のところの江井島小学校区においても、確かに緩和と解消されます。 

ところが、中 1 のギャップはありませんが、高 1 のギャップ、高校になって初めて他の、

いわゆる明石市内の高校へ行ったときに、いろんな文化とか習慣とか違うところで、元気な

男の子ほど不登校になったり退学したりしておりました。 

そういう問題が、中 1 のギャップは確かに小中で解消されると思いますが、この高 1 のギ

ャップというのが発生されるかなと、懸念しております。 

 

○委員 

ちょっと戻りますけれども、公共交通機関での通学ということで、かなり安心材料が提供

されたと思いますが、山手小学校が過密になっている中で、山手小学校区から高丘西あるい
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は高丘東小学校に通う場合、例えば大久保の茜から高丘西に通うとすると、道が結構細かっ

たりするんですが、そういう通学路の安全について点検あるいはそこらあたりの整備という

のは、そういったあたりはどうなっているのかなということをご質問したいです。 

 

◎会長 

今おっしゃったのは、高丘東なり西へ行く場合には、近隣の山手小学校から行きたいとな

った場合に、歩いて行くのか、例えばバス停があれば乗ってもいいのかとかがあるかもしれ

ませんが、その場合の安全はどうなのかということで、分かりますかね。 

 

●事務局 

当然、徒歩のルートについても想定されますので、現地を歩いて確認してまいりました。 

現時点では、どこの箇所から申し込みがあるか分かりませんので、あらゆる地点からどう

歩くかということは、正直申し上げますと、全てシミュレーションをしていくところではご

ざいません。 

ただ、おおむねこのエリアからについてはこういうルートが考えられるんじゃないかなと

いう大雑把なルートと、それについてどうするかということについては検討をしてきたつも

りでございます。 

前回の資料 1 でご説明いたしましたが、通学区域を設定するにあたっての基準としまして、

徒歩として明石市内では、おおむね 3km というところを基準として設定する場合には掲げて

いるところでございますので、歩いて通学される方につきましても、それを目安としまして

おおむね 3km というところから通うのであればどうなるのかということを考えなければいけ

ないと考えております。 

この 3km という距離につきましては、いわゆる道のりの距離でございますので、直線で 3km

というわけではなく、半径 2.2km くらいの円で描いたエリアがおおむね徒歩で通われる可能

性のある場所というふうに考えてございます。 

一番遠いところで言いますと、南東の方向でいうと大久保小学校区内の松蔭会館ですとか、

西小学校でしたら魚住の亥の池とか、そのあたりまで 3km でカバーされるんですが、それを

どう歩くのかということにつきましては、基本としては当該校区を通る際はその校区の通学

路を通っていただくというところを基本といたしまして、ただ問題となるのは校区境のとこ

ろとか、距離のところとか、逆行の問題とかあると思いますので、そのあたりは先ほどの自

宅から公共交通機関までの話もございましたが、そのエリアにおけるスクールガードさんに

情報提供する中で、合わせて見守りを行っていただくことを想定してございます。 

いくつかここはどう渡るのかというところもございますが、そこは今日個別にこのルート

はどう、このルートはどうというところまではお時間が足りませんので、実際に通われる児

童さんが決定した後で、そこについては学校と保護者と十分協議を重ねまして、このルート

でこの時間にだいたいこういうルートで通りましょうということは、しっかりと確認をする

つもりでございますので、その辺、決して対応してないわけではなくてですね、何らかの方

法で安全については確保したいというふうに考えております。 

 

◎会長 
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要は、高丘西小学校にしても高丘東小学校にしても、割と北の方にありますので、近隣と

いえば魚住の一部分だとか山手、それから大久保のあたり、それから東では野々池ぐらいが

歩いて通うかもしれないという校区ですね。 

そのあたりの安全性は、先ほどご説明いただいたように、現存のスクールガードがいると

ころでは目を配ってもらいながら、校区境は分からないということで、今後また決まれば、

その小学校の、東小学校の校区外から来られる方の安全経路がどのようになっているかとか、

やっぱりその小学校である程度責任を持って作っていただけるとは思いますが。 

 

○委員 

入学は 4 月入学ですね。途中の入学もありと聞いたんですが、途中の入学、転校ですね、

ありですね。途中の入学。各学年に。 

1 学期の終わりに高丘に変わりたいというのは、なしでしょうか。 

 

●事務局 

それは想定していません。 

別の概念で、区域外就学の話がありますけれど、それは個別に対応というのはありますけ

れど、基本的には希望によって変えたいということについてはなく、年度の初めのみとなり

ます。 

 

○委員 

年度途中はないということですか。 

分かりました。 

 

○委員 

年度内、例えば 1学期の終わりや 2 学期に高丘の地域に引っ越した場合は。 

 

●事務局 

それはまた別の問題です。 

 

◎会長 

通学区域外の人が途中で変わることは無いということです。 

 

○委員 

そこの教育に賛同して入学したとして、ちょっとドロップアウト的なことでちょっと高丘

に行きたいという、それも 4月の段階ではありですか。 

 

●事務局 

例えば不登校の話とか、いろいろ他の個別事情がありますので、どちらかというとそっち

の観点で検討するということだと思います。 
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●事務局 

今のお尋ねなんですが、高丘小中一貫教育校は来年からは、地元の学校という性質と、小

中一貫教育校という性質、2つの側面があります。 

小中一貫教育校ということで、校区外から来られたいという方については 4 月だけでしか

入学は認められません。 

その他の理由で、今現状もあるんですが、指定外就学ということで、例えば不登校になっ

てだとかいじめがあってだとか、いろんな状況で今おられる学校以外のところに転校したい

という場合は、基本、おられる学校の周辺の学校に転校という中で、結果的に小中一貫教育

校に来ることになりますが、そういう理由で高丘中学校、高丘東西小学校へ来るというのは、

従来からある教育的配慮の一環ということで、高丘に限らず、従来の地元の小学校、中学校

という性質で捉えた転校ということはあります。 

 

○委員 

分かりました。ありがとうございます。 

 

◎会長 

分かりやすいですね。よろしいでしょうか。 

なんでもご質問とかご意見があれば、お願いしたいです。 

 

○委員 

受け入れに余力があるということは、説明していただいて問題が無いというところなんで

すが、今のところ最大の上限が各学年 20 名ずつというところで、これももし分かっていたら

参考までに資料を出していただいているので、高砂市とそれから西宮市の区域外からの募集

人数はどれくらいなのか、もし分かっていれば、それから実際に魅力ある学校によって子ど

もたちの希望が左右されると思うんですけど、今出ている高砂と西宮のそれぞれ一般教育と

義務教育学校と違うんですけど、その実際に応募状況なんかはどんな状況なんかなとか、そ

れからこれも参考までに、それぞれ選考方法、もし分かっていたら他市の状況を教えていた

だけたらなと思います。以上です。 

 

◎会長 

分かる限りでお願いしたいと思います。 

 

●事務局 

申し訳ございません。高砂、西宮の詳しい応募状況等は分かりませんが、そんなに無茶苦

茶多くないかと思います。毎年たくさん取っていたら学級数が増えるばかりですので、今回

の小中一貫校についても今その人数を調整しないと、毎年たくさん取っていたらクラスがど

んどん増えることになりますので、そこのあたりは今検討して調整しているところではあり

ます。 

 

○委員 
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選考方法については。 

 

●事務局 

選考方法については、今詳しく分からないですけど、西宮市は抽選だったように思います。 

 

○委員 

試験じゃなくて。 

 

●事務局 

試験というのはなくて、面接があるところはあると思いますけど、例えば神大附属とかは

そういうのがあるかと思いますけど。 

 

◎会長 

学力はちょっと入れないでしょうね。 

また、いい意味でこれからもし明石がその方向となった場合には、高砂とか西宮、姫路と

か共同でいろんな情報交換されていいものを作っていただきたいなと思います。 

その他はいかがでしょうか。 

だいたい第 1 回目のときの、私の方でまとめさせていただいた案について、今日は回答も

いただきながら見ていきました。 

私自身、各委員からのご意見、ご質問の内容から見まして、前向きにこの特色ある学校づ

くりに関しては認めていただいている方向を感じております。1 つ目にありました学校規模

施設面での今後の状況、推計を考えた場合に、最大のマスで考えた場合でも十分教室なり施

設は、ハード面は大丈夫だろうということがまず分かりました。 

それから当然、そういう新しい試みをする学校ですので、明石としても当然、そういうハ

ード面のより一層の整備なり、当然ソフトと言いますか、教員組織だとか教育課程だとかそ

ういうもののデザインをしっかりと推進する必要があるんじゃないかなと思いますね。 

前回お願いしたそういう意味での回答をしっかりやって、受け入れ態勢、施設は大丈夫だ

という。 

それから、2 つ目、3 つ目に私が柱で出させていただいた子どもの通学の安全確保なり、子

どもの健康保持は、ということで、健康保持に関してはなかなか難しい面もあると思います

が、1 時間という通学時間であれば大丈夫ということの考え方でいけば、ほぼその間の安全

もある程度バスなり電車の中では大丈夫だ。ただ、自宅から近隣の駅まではどうだとか、先

ほど言われたように、近くの校区の他の校区から歩く場合の通学路はどうなのか、その辺は

まだちょっと課題には残っていますが、ほぼ公共の交通機関はある程度見込まれるというこ

とが分かりました。 

それから、4 点目に出しました地域住民とか交通機関の安全性というのは、今日はまだ答

えが出ないとは思いますが、もしこういう方向がはっきり決まればバス会社だとか電車会社

に対してお願いすること、それから先ほどスクールガードとおっしゃったんですが、そうい

う地域の方の協力を得ないといけないと思いますので、そういう方向が見えてきたと思いま

す。 
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非常に、明石市としてはモデル校として、私はある面多様な学校づくりは必要だと思いま

すので、おおむね必要かなということで感じながら、私自身そういうことで今も感じており

ます。 

早速ですが、全体的なことでご発言を大体全員の方がしていただきましたので、まとめて

いきたいんですけど、よろしいでしょうか。では正式にお諮りいたします。 

教育委員会から提案のありました、高丘東小学校、高丘西小学校、高丘中学校の通学区域

特認校制度を、令和 3 年 4 月から導入することについて、当審議会として異論ないものとし

て答申してよろしいでしょうか。 

 

○各委員 

異議なし 

 

◎会長 

異議なしという声が出ましたので、そうさせていただきます。認めさせていただきます。 

それでは、ご提案の内容に異論ないものとして答申することに決定しました。 

文案ができ次第、皆様には事務局を通じて答申案をお送りいたしますので、また、ご確認

をお願いいたします。 

先ほど最初に申し上げましたように、後は私の方、会長と副会長と事務局とで相談させて

いただくということでよろしいでしょうか。 

それであと、まとめさせていただきます。 

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

しいたします 

 

●事務局 

ありがとうございました。 

最後に事務局を代表して、教育長の清重よりご挨拶申し上げます。 

 

●事務局 

本日はどうもありがとうございます。 

前回は冒頭で会議を失礼させていただきまして、申し訳ございませんでした。 

今回、高丘の小中一貫ということでそれに絡みまして、従来とは違う視点での通学区域の

ご審議ということで、様々な論点、ご視点をご指摘いただいたことにつきまして、我々自身

も再度いろいろな点でチェックすることが出来たということで、大変有意義だったと思いま

すし、またそれ以外にも懸念点がいくつかご指摘いただいていますので、お子さんお一人お

一人の実情を踏まえた形で個別に検討していくのかなと、携帯電話にしてもそうでしょうし、

最寄り駅までの送迎にしてもそうでしょうし、実情を踏まえて今後は個別に検討していく必

要があるのかなと考えております。 

いずれにしましてもこういったような形で、明石市としては近未来、近い将来、近未来の

明石の教育のあり方というのを、まずはちょっと試みてみるということのスタートですので、

いずれは成果が確認できたものから、随時明石市全体に横展開していくということも視野に
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入れてやっておりますので、また今後とも皆様方のご支援等をいただければと思っておりま

す。 

本日はどうも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。 

 

以上 


