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平成２５年度 第１回 明石市立学校通学区域審議会  議事録 

 

日時  ：平成 25 年 9月 24 日（火） 9：45～11：35 

場所  ：明石市役所分庁舎５階 教育委員会室 

出席委員：１１名 

配布資料：「明石市立学校通学区域審議会委員名簿」 

     「平成２５年度第１回明石市立学校通学区域審議会 座席図」 

     「諮問書（写）」 

事前配付資料：「平成２５年度第１回明石市立学校通学区域審議会次第」「平成２５年度明石市立

学校通学区域審議会資料」「小・中学校の規模について」「明石市校区のあり方に

ついての調査・研究」「大久保小学校児童数推計表」「第１９次住居表示実施区域

図」「他市の参考資料」 

 

◎：会長 ○：委員 ●：事務局 

 

１．開会 

●事務局 

皆さまお揃いになられましたので、ただいまから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。 

 

●事務局 

まず、会議に先立ちまして、本年新たに当審議会の委員に委嘱させていただきました方に

つきましては、本来であればお一人ずつ委嘱状をお渡しすべきところですが、時間の都合上

あらかじめお席の方に配付させていただいております。また、今年度は昨年と比べまして第

1 号委員と第 3 号委員につきましては 2 名ずつ増員した委員構成とさせていただいておりま

す。 

 

２．教育長あいさつ 

●事務局 

それでは、会議の開催にあたりまして、公家教育長よりご挨拶申し上げます。 

 

●事務局（教育長） 

皆さんおはようございます。本日は非常にご多用の中、また朝早くからの開催ということ

ですがお集まりいただきましてありがとうございます。 

ご承知のように明石市は東西に長い地形で、それぞれの小さな地域においても特色・特性

があるところがございます。明石市の児童生徒数の推移でございますが、非常に多かった時

期から今は段々と子どもの数が減少傾向にあります。これは明石に限ったことではありませ

んが、本市の場合も極端な減少ということではないのですが、やはり住宅の状況や少子化と

いう面も見受けられるところでございます。ただそれぞれの学校を個別に見ていきますと減

り方が急なところと、非常に増加が著しいところとがあり、そういう面で細かく見ていくと、
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これからの学校規模の適正化という部分について十分ご協議いただかなければならないとい

う地域もあります。 

そういった面で、今年度については非常に重要かつ、ある面では重たいご教授をいただく

ということになろうかと思います。皆様方には地域の状況やそれぞれお感じになられたこと

を率直に意見交換していただければ大変ありがたいと思っております。 

なお、平成 23年に教育委員会議の方で「校区のあり方に対する調査・研究」ということで、

当時の人口推計があり、また、今日の資料では今出生している子供たちを中心にした人口推

計をお示ししているところです。平成 23年の折には将来推計を含めてデータとしてあったの

ですが、社会動態の動きの把握が非常に難しく、今日の諮問内容にもあります中部地域にお

いては、ほんの数年前の推計なのですがここ２、３年で推計を大きく上回っているような状

況で人口増加が続いており、児童生徒数の増加が著しい地域もございます。子どもの数、学

校規模につきましてはやはりいろいろ施設整備、施設環境な面で影響もあることでございま

す。そういった子供たちの教育環境をこれから将来に渡っても考えていくうえで、いろいろ

とご教示いただきたいと思っております。 

会議のスケジュールについてはおよその目途はお示しさせていただいておりますが、その

時々でお願いすることがあろうかと思います。また、時間的にも要するところと非常に短期

間の中で結論を出さなくてはならないところがあろうかと思いますが、宜しくお願い致しま

す。この審議会の答申を受け、教育委員会として一定のお示しをさせていただくということ

で、進めていきたいと思っておりますので宜しくお願い致します。 

 

３．委員紹介 

●事務局 

本日は、委員総数１４名中、現在１１名の方にご出席いただいております。 

今回は第１回目の会議ですので、委員の皆様にお一人ずつ自己紹介をお願いしたいと思い

ます。名簿の順で自己紹介をお願い致します。 

 

≪各委員自己紹介≫ 

 

４．市立学校通学区域審議会の組織運営等について 

●事務局 

それでは、次第に従いまして会議を進めさせていただきたいと思います。現在、次第の 4

項目めの委員紹介のところまで終わっておりまして、次は 5 番目の「市立学校通学区域審議

会の組織運営等について」です。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」がありますが、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。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、今回議題をたくさん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。
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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

分のみを説明させていただきます。 

まず、第２条では、委員が 15 名以内ということと、それぞれの区分が記載されているとこ

ろです。さらに第３条におきまして、任期につきましては「委員がその職に在職する期間」

ということで、それぞれの組織母体の役員である期間、但し学識経験者の委員につきまして

は、２年間とさせていただいておりますので宜しくお願い致します。続きまして、第４条に

おきまして、この審議会には会長と副会長を委員の互選によって定めるとなっております。 

続いて第５条につきましては、会議は会長が招集し、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るということで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ということです。 

最後に、第６条でこの審議会の事務局は教育委員会事務局総務課が担当させていただくこ

とを定めています。 

更に、本日は傍聴の方にも入っていただいておりますが、この規則の中では会議の公開・

非公開に関しての規定はございませんが、審議の透明性を図る上から原則公開とさせていた

だいております。ただし、審議事項によっては、個人情報や委員の自由な発言、公平・中立

性を確保するため、会長が必要と認め当審議会に諮っていただき非公開とする場合もござい

ますので、宜しくお願い致します。 

以上が当審議会の組織及び運営等に関する説明とさせていただきます。 

只今の説明について、ご質問等はございますでしょうか。よろしければ次に進めさせてい

ただきます。 

 

５．会長・副会長選出 

●事務局 

次第６番目は会長・副会長の選出でございます。先ほど審議会規則第４条では委員の互選

によるものということにさせていただいております。特に皆様の方にご異存等がないようで

したら、今回初めてお集まりいただく会でもございますので、事務局の方から提案させてい

ただくという形をとらせていただこうかと思いますが、いかがでしょうか。 

 

○委員 

異議なし。 

 

●事務局 

ありがとうございます。そうしましたら事務局の方から提案させていただきます。 

まず会長には、京都教育大学副学長の安東委員にお願いしたいと思います。また副会長に

は昨年度から引き続き委員をお願いしております、本日はあいにくご欠席されてはおります

が、明石市連合 PTA 顧問の松尾委員にお願いしたいと考えておりますが、いかがでしょうか。 

 

○委員 

異議なし。 
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●事務局 

ありがとうございます。それでは、会長を安東委員に、副会長を松尾委員にお願いいたし

ます。では、安東会長には席を移動していただきまして、一言ご挨拶をいただきましたらと

思います。 

 

≪会長は席を移動≫ 

 

◎会長 

会長を拝命しました安東です。校区割というのは非常に難しい部分がありまして、以前に

他市の統廃合にかかわった時に「おらが村に」「おらが小学校に」というような大きな圧力を

加えられながら、全市としてはどうするのかということを考えさせていただいたということ

もありました。 

子どもたちの幸せにとって校区というのは非常に大きなものだと思います。子どもにとっ

て校区が変わるということは簡単に大人が決めたものでは動かないということは良くわかっ

ていますので、客観視して子供たち一人ひとりを見た中で校区を見ていきたいと思っており

ます。政治的なこともありますのでそういう客観性を持ちながら、そして一人ひとりを大事

にしながら育てていくようなものではないかと思っております。どうぞよろしくお願い致し

ます。 

 

●事務局 

この後の議事の進行につきましては、会長宜しくお願い致します。 

 

６．議事①（校区の現況について） 

◎会長 

ではまず、教育委員会より諮問を受けます。 

 

≪教育長から会長に諮問書提出≫ 

 

●事務局（教育長） 

宜しくお願い致します。 

 

◎会長 

今、諮問書を受理いたしましたのでご報告申し上げます。後ほど事務局よりご説明をお願

いします。 

 

●事務局 

事務局より少し申し上げさせていただきます。申し訳ありませんが、教育長におきまして

は他の公務の都合によりましてここで退席させていただきます。 

 

≪教育長退席≫ 
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◎会長 

それでは会議の次第をもう一度ご覧ください。議事の１にございます校区の現状につきま

して、まず事務局よりご説明いただき、その後審議をしたいと思いますので説明をお願い致

します。 

 

●事務局 

資料につきましては、先ほどの通学区域審議会資料をご覧いただきたいと思います。まず

２ページをご覧いただけますでしょうか。 

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、あわせて児童数、生徒

数及び学級数を記載しております。○印が小学校、■印が中学校の位置を示しており、小学

校の校区は点線で、中学校区は実線で示しております。数字につきましては、本年の５月１

日現在の数字です。また地図の上の方に四角で囲んだ表がついていますが、これは小学校区

と中学校区の関係を示しており、それぞれの中学校に複数の小学校のあるところ、あるいは

１小学校１中学校のところ、また、大久保小学校については、中学校区が大久保中学校と大

久保北中学校になり、市内に唯一２つの中学に分かれているところです。こういった配置で

あるというところをご確認いただきまして資料３ページをご覧ください。 

全市の児童数・生徒数のこれまでの推移です。平成 20 年度からの 6 年間のものですが、上

の方が小学校、下の方が中学校です。小学校の児童数は平成 20 年度に 17,484 名だったもの

が、少しずつ減ってきて現在 15,858 名です。中学校は逆に平成 20 年度が一番少なくて、23

年度にちょっと上がって現在また少しずつ減少しているような傾向があります。小学校につ

いては昭和 56 年度 28,551 人が最も多かった時で、現在の数字と比較しますと約 55.5%、ま

た中学校におきましては昭和 61 年度が最も多く 13,964 人ということで、比較しますと現在

は大体 59%ぐらいになっています。 

そういった大きな流れを見ていただいた上で、４ページをご覧いただきたいのですが、小

学校の各校区別の児童数・学級数の過去からの推移です。初めにお断りさせていただきます

が、こちらは特別支援、いわゆる障害児の学級も含めた数になっておりますので、全児童数・

学級数です。一番少ないところでは大観小学校が、特別支援 1 学級を含めて 11 クラス、228

名です。一方大久保南小学校が 1,000 名を超える 33 クラス、さらに多いのが大久保小学校の

1,217 名の 38 クラスです。31 クラス以上の学校が以上の 2 校という状況にあります。また、

江井島小学校は平成 20 年、21 年には 39 クラスまでいきましたのが、現在は 30 クラスとい

うことで非常に減ってきています。このように平成 20 年、21 年当時には 30 学級を超えてい

たものが、徐々に減ってきているような状況は他にも見られます。 

続いて５ページは中学校です。こちらで申し上げますと、規模の小さい学校としましては、

錦城中学校が平成 25 年度 7 学級、これは特別支援 1 学級で、普通学級は各学年 2クラスの 6

クラスの 182 名です。一方多いところですが、実際に多いのは大久保中学校の 28 学級 991 名

です。魚住中学校が 33クラスとありますが、こちらは特別支援の施設内学級が清水ヶ丘学園

と明石学園を合わせて 8 クラスありますので、実質的に魚住中学校の敷地の中にある学級数

としましては 25です。以上が小・中学校のこれまでの経緯の現状です。 

更に６ページをご覧いただきますと、通学区域や人口の内容で、面積で申し上げますと大
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久保小学校が 4.939 ㎢で市内で一番大きな区域、一番小さいところは鳥羽小学校が 0.528 ㎢

です。さらに世帯数で多いところは藤江小学校で、全人口では大久保小学校が多いです。児

童数学級数についても大久保小学校が一番多いです。うち特別支援の学級数を括弧で表示さ

せていただいておりまして、さらに普通教室として現在使える教室数としてはこういった数

字になっております。さらに通学距離につきましてはだいたい 1～2 ㎞ぐらいが多いのですが、

一番遠いところでは藤江小学校の 2.4 ㎞です。創立年月は参考として表示しております。 

続いて７ページは、同じように中学校ですが、面積で言いますと大久保中学校区が一番広

く、錦城中学校区が一番狭いところになっています。世帯数、人口については望海中学校が

多く、生徒数は大久保中学校が多いです。 

最後に８ページでは各校区別の人口構成をあげておりまして、この辺りに明石市内の特

性・特色が出ているのかと思われます。まず小学校区ごとに人口がありまして、年少人口と

いうことで 14 歳以下、生産年齢人口ということで 15～64 歳、老年人口ということで 65歳以

上のそれぞれの人口と構成比率を上げておりまして、まず 14 歳以下の人数が一番多いのが大

久保小学校区、一方全人口に占める構成比率で年少人口が多いのは大久保南小学校。やはり

新しい開発区域ということで 2 割を超えています。さらに生産年齢人口で見ますと、比率的

に高いのは花園小校区の 70％で、70％を超えているのはこちらだけです。一方老年人口で言

いますと、構成比率に非常に差がありまして、例えば松が丘校区が一番高く 33.9％、それか

高丘東と西の 32.9％、30.4％ということで、かつて住宅開発が急速にされたところが高齢化

しているといった現状が見られます。一方大久保南小学校が 12.5％ということで非常に少な

いということです。平均年齢を見ていただきましても今申し上げましたような傾向が出てお

りまして、大久保南の 37.5 歳というのが極めて若く、40歳代後半からほぼ 50 歳に近い平均

年齢の地域もあります。以上が明石市内の状況で学校を中心として説明させていただきまし

た。 

 

◎会長 

ありがとうございました。 

ただいま、事務局から校区の現状について説明を受けましたが、これについてご意見・ご

質問などございませんでしょうか。 

 

○委員 

６ページ、７ページにそれぞれ小中学校の通学距離は最長の距離ですか。 

 

○事務局 

 はいそうです。補足致しますと今回私も他都市の状況を聞いてびっくりしたのですが、校

区外に学校がある都市もあるということです。明石の場合は全てその校区の中に学校があり

ますので、一番近い方は本当に近い方ところから通っておられます。こちらにあげさせてい

ただいております距離につきましては一番遠いところの方で、この距離を基本的には徒歩で

通っており、魚住中学校の一部だけに自転車通学の区域がございます。 
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◎会長 

 特別支援学級を加えているとの説明がありましたが、特別支援を要する児童・生徒たちは

普通学級にも含まれていると考えていいのですね。それ以外に教室として特別支援を必要と

する学級が存在しているということでよいのですね。 

 

●事務局 

 実際の学習であったりとか学校活動においては、特別支援の子どもたちが普通学級の子ど

もたちと一緒に活動したりということがありますが、在籍的には特別支援学級という籍にな

りますので、それに伴っての施設・教室なども必要になってくるということです。 

 

◎会長 

20 年前、30年前から状況がガラッと変わっていることが感じられます。昔は若い地区だっ

た松が丘や朝霧地区が今はこんな年齢層になっているのだと驚くような状態でした。都市開

発と言いますか、今大久保南に大きなマンションが沢山建って、非常に若い地域になってい

るのだということが如実にわかるようなデータだったと思います。 

よろしいでしょうか。またわからない部分がありましたら、ご質問等を出していただいた

らと思います。では続けさせていただきます。校区の現状については非常に詳しくご説明い

ただきました。 

 

７．議事②（諮問について） 

●事務局 

それでは議事の 2 点目、諮問につきまして説明させていただきます。諮問事項は 3 点あり

ますが、１と２は関連しておりますので、共通部分を説明させていただきまして、合わせて

諮問事項１について説明の上、またご意見をいただければと思います。 

「小・中学校の適正規模等に関する基準」並びに「大久保小学校の課題規模対策」につい

てですが、先ほど説明させていただきました通り、市内の小中学校の規模あるいは通学距離

等の状況は非常にさまざまです。いろんな学校が混在しているというのが明石市の一つの特

色なのかと思います。全市的には児童・生徒数とも徐々にではありますが減少傾向というこ

とで、学校の小規模化の進展が今後も予想されているところです。  

諮問事項１、２に共通しまして、小中学校の規模についてという資料をご覧ください。 

まず現状と課題ということで、今申し上げました通り、全市的には少しずつ児童数・生徒

数とも減少傾向にあります。そういったことを踏まえて長期的な視野も含めて子どもたちの

良好な教育環境の確保が必要になってきているといった現状と課題がございます。 

その一方で大久保小学校につきましては特別支援を含めて 38 学級という非常に大きな学

校で、施設不足についても既に現在ほとんど余裕がない状況ですので、速やかに対応してい

く必要があると考えています。諮問の内容を載せておりますが、小・中学校の適正規模等に

関する基準を教育委員会として策定していきたい、それに向けてこの会でのご審議をいただ

きたい。適正な規模、通学区域とはどういうことかと言いますと、学級数や通学区域の距離、

範囲、さらには小学校と中学校の校区であったり、自治会など地域活動との関わりも含めて、

総合的な考え方としての基準がまず必要になるだろう。さらには適正規模について国等が言
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われております規模数を表にも記載しておりますが、それを外れる小規模や過大規模の学校

に対する具体的な取組を市としての基本的な考え方として定める必要がある。  

さらに二つ目として、大久保小学校の過大規模校対策ですがこれは今回皆さんだけで結論

を決めるということではなくて、当該地域の住民や学校関係者の皆さんの意見等も含めて総

合的に対策を検討するというような、丁寧な協議調整を進めていきたいということで記載さ

せていただいております。 

２ページ目の方に今後のスケジュールについても簡単に載せております。今後のスケジュ

ールについては、基準の件と大久保小学校の対策を分けて考えておりまして、基準につきま

しては市内全域にまたがるものですのでじっくりといろんな意見をいただいてしっかり審議

し、6 月ぐらいを目途に検討していただけたらと考えております。また大久保小学校につき

ましては既に学級数が急増しておりますので、来年 1 月を公式な考え方をまとめる一つの目

途として、少しスピード感を持たせる取り組みと考えております。ただスケジュールにつき

ましては、検討状況等によりまして前後することもあるかと思います。 

それから 3 ページをご覧ください。こちらは小学校の 5 年後の推計値を出したもので、平

成 30 年度の児童数と学級数を載せております。これは今現在、その校区に住んでいる、小学

校に上がる前の子供たちが実際に小学校に上がってきた場合で、さらに全員がその小学校に

入学するわけではありませんので、現在の入学率、例えば 90何％がその小学校に入学すると

いったようなところをその地域の入学率として年少人口に掛けたものです。住宅開発や実際

には転出入もあって数は現実には変わりますが、現在住んでいる子供たちがそのまま成長し

て入学してきた場合の数字としましては、少ないところで言いますと、今も少ない大観小学

校がさらに減ってしまう。学級数の編成基準は今現在の基準で、小学校１～４年生は兵庫県

では 35 人学級、５、６年は 40 人学級ですがその数字をそのまま当てはめておりますので、

国や県の制度の変更によっては学級数が変わってくる可能性もあります。 

一方、一番の課題と考えているところとしまして、大久保小学校が平成 30 年度にはさらに

5 学級増えるぐらいの人口があるというところです。大久保南小学校については一気に減り

まして、現在 33 学級ありますのが 25 学級ということで、5 年間で 8 クラスも減っていくと

いうような、非常に上下が激しいことが予想されています。その他のところについては時間

の都合上割愛させていただきます。 

4 ページには同じように中学校の推計を載せさせていただいております。全市的には 900

人ぐらい子どもが減るというところで、それぞれの学校のクラス数では、二見中学校が一気

に減ってしまうというところも見られます。各学校によっての大きな差は無いのかというと

ころです。 

こういった推計を踏まえて、諮問事項１では市としての基本的な学校の規模や校区を考え

ていく上で、どういうものがいいのかということをこの場でのご検討をいただきたいという

ことです。なかなかイメージが湧きにくいと思いますので、基準についての説明も合わせて

させていただきます。 

資料の「明石市校区のあり方についての調査研究」は平成 23年度に教育委員会の資料とし

てまとめたものです。こちらが検討段階での内容ですが、明石市として基本的な考え方を検

討したものとご認識いただきたいと思います。これを一つの叩き台的なものとしていただい

て、今後ご検討を進めていただけたらと考えております。ただ、１～2 ページの現況や将来
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推計につきましては、小学校の減り方がこの当時の推計から変わっております。全市的には

減っているのですが、一部では急増地域もあり減少カーブはもっと緩くなっています。中学

校については同じくらいか少し緩くなっているかという状況です。 

1 ページをご覧いただきたいのですが、児童生徒数及び学級数として学級編成について、

明石市の小学校１～4 年が 35 人、5～6 年及び中学校が 40 人と記載しており、合わせて学級

数については学校教育法施行規則において、標準が 12～18 学級という扱いがされております。

12 学級と言いますと小学校では各学年 2 クラス、18 学級では各 3クラス。中学校で言います

と 3 学年なので 4 クラスから 6 クラスが標準であろうということです。ただし他都市の事例

等を見てみますと 12～24 学級といった自治体も数多くありまして、そういった資料として国

等の法令等の規程であったり通知的な文章等を 6ページに載せております。 

学校教育法施行規則第 41 条におきまして、今申し上げましたとおり各小学校の学級数は

12～18 ぐらいが標準で、中学校も小学校に準じるとあります。過小規模は 5 学級以下、これ

は小学校で言うと 1 学年 1 クラスも無い状況で、複数の学年で一つのクラスを作らなくては

ならない学校が過小規模です。小規模が 6～11 です。ちなみに過小規模は明石市にはござい

ません。 

一方、過大規模校と言われますのが 31 学級ということです。義務教育諸学校の施設費の国

庫負担等に関する法律施行令第 4 条に適正な規模の条件と、統合等を検討する場合の事例と

して概ね 12～18 が標準ですが、さらに統合する場合には 12～24 までが適正な規模の学級数

としています。 

こういった考え方を踏まえて他都市の状況などを見ると大体 12～18 学級とか、12～24 学

級というのが事例として一番多いというようなところです。 

資料２ページに戻りますと、通学距離についても国の一定の考え方として小学校は 4 ㎞以

内、中学校は 6 ㎞以内といった考え方があります。明石市内は一番遠くて藤江小学校 2.4 ㎞、

魚住中学校 3.08 ㎞ということでこの基準の中に入っています。やはり小学生で４㎞とか中学

生で 6 ㎞というのはかなり遠すぎるというところもあり、他都市でこういった基準を設けて

いるところは、さらに短くして小学校で 2、3 ㎞とか中学校で 3、4 ㎞ぐらいというのが非常

に多いところです。 

合わせてこういった検討がなぜ必要なのかということで、小規模校、大規模校におけるメ

リット、デメリットについてはまた次回にでも改めてもう少し詳しい資料をお出ししたいと

思います。小規模のメリットについては、やはり児童数生徒数が少ないということで、子ど

もたちに目が行き届きやすく一人ひとりきめ細かい指導がしやすかったり、皆さん顔見知り

になりますから人間関係が構築しやすいという点があります。 

一方でデメリットとしては人数が少ないことで多様な人間関係を構築したり、色々な考え

方に触れ切磋琢磨する機会が少なくなるといったようなことが挙げられております。それ以

外にも様々な点があろうかと思いますが、大規模につきましてはその裏返しということで、

一人ひとりに目が行き届きにくくなるかわりに、いろんな人たちと交流することができると

いったところがあります。 

こういったことを踏まえて平成２３年度当時に明石市として本市の校区のあり方について

検討した結果を３ページ、４ページに記載させていただいております。この当時は明石の学

校規模の推計値につきましては、先ほども申しましたようにどんどん減っていき、大規模化
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はあまりないだろうと予測しておりました。適正規模の方向性ということで他都市の事例等

も考え、また明石の今後の推計等も考えますと小中学校とも適正規模は 12～24 学級といった

一定の考え方を示させていただいております。 

ちなみに 12～24 とした場合の小・中学校の学級編成基準は現行のまま適用したところが方

向性の表に記載されています。まずこういった適正な規模等の考え方を持って 4 ページの方

で今後の方策・対策・検討をしていくところの考え方としてあげたものでして、書いてあり

ますようにこの当時は将来、児童生徒数が減っていって当時適正だと考えておりました 12～

24 に収まってくるとことを想定しておりました。ただ 12 以下の小規模校が増加するだろう

ということで、小規模校あるいは過小規模校の適正化が必要であると、そちらの方にシフト

をおいて検討するという考え方をしております。 

その上で必要な施策として、小規模校が発生した場合の適正化についての方向性としてま

ず①通学区域の変更を進める。小規模となった学校の周りの区域を含めて通学区域を広げる

といったようなことが考えられる。あるいは②として調整区域の設置。調整区域というのは、

一定の条件のもとで校区外の学校への就学を認める地域として認めるというものです。通学

距離や地形的な関係で崖や袋小路があってどうしても校区内の学校に行けないとかいったよ

うなものの他、いろいろな理由で調整区域を認めるものです。さらには③として学校の統廃

合を進めるということで、①②でも対応ができない場合には学校の統合等を進める。そのほ

か、他の自治体では例えば学校選択制であったり、施設一体型の小中一貫校であったり、小

規模特認校としてその小規模の学校だけは全市から希望者の入学を認めるといったようなこ

とがあります。これはその学校の特色ある教育ということが前提となってきますがそういっ

た制度を利用されるところもありますので、こういうことも含めて検討を進めていくという

ことです。 

その次に適正化施策を検討する基準としてどういうものが考えられるかということで、１

つ目は１学年 1 クラスというのが小学校で 1 から 2 学年で発生した場合、あるいは中学校で

1 つの学年で 1 クラスしかなくなってしまった場合。さらにその上で、数字だけで当てはめ

るのではなく地域・保護者の要望がある場合に対策を検討していく。2 つ目は学年 1 クラス

が半分以上の学年で発生した場合、小学校で言うと 3 学年以上で中学校で言うと 2 学年以上

で起きた場合には、今後児童生徒数の推移が劇的に回復しないとみられる場合には早急に対

策を検討していくというもの。最後にすべての学年が 1 クラスになってしまった場合で、そ

れについても継続が予測される場合には早急に対策を検討していくということでの考え方を

当時まとめています。 

ただそれについても留意事項としては、学級編成基準等、国・県の動向等を見極めながら

将来見通しを随時検討していく必要があるということと、さらに、強引なやり方ではなくて、

地域個別の課題状況等に応じ、保護者や地域住民の理解や協力を得ながら唐突感の無いよう

計画的に適正化を図ることが大切であるといった考え方を当時まとめておりまして、こうい

ったことを含めて 5 ページ以降に参考資料として掲載しておりますが、最後の 8 ページでは

今申し上げましたような施策のことばの説明などもありますので、またご覧いただけたらと

思います。 

 

 



11 

 

◎会長 

ありがとうございました。諮問事項①②に関わるたくさんの資料に、数字も沢山出てくる

ので、わからないところがあればどんどん聞いていただいて、今日はある面、審議というよ

りもどんどん質問して我々の頭を整理していく必要があるかと思います。最後の資料でも 2

年前にまとめられたものがもう若干のズレが起きているということがわかってきました。お

そらく大きな学校はもう生まれないだろうというようなことを書いておられたのに、今の推

計では大久保小学校は 43 学級になるのではないかというようなことも言われておりますの

で、それが今回の審議会の大きな議題になってくるかなと思いますが。一応の規格として明

石市は小・中学校の適正規模が 12～24 学級という形で、押さえられているということです。

施行法とは違うのですが 24 ぐらいまでであれば規模として大丈夫だというようなことです。

既に 24 学級以上のものが現在もあるのですが、それなりにやっていただいております。  

大久保小学校は 5 年後には 43 という数字が推計で出ておりますので、この辺りが非常に大

きな問題になってくるというのは良くわかってまいりました。 

ではご質問はいかがでしょうか。 

 

○委員 

藤江小学校で一番遠い人は 2.4 ㎞、これはどの地域の人ですか。あそこのかなりアップダ

ウンがあるので。西から行くとすごいアップダウンがあるので。実はここに藤が丘という自

治会があるのですが、谷八木小学校と藤江小学校の二つに分かれておりまして、問題が生じ

ております。今いろいろ検討しているところなのですが。 

 

●事務局 

大きな校区は無いのですが、通学区域の審議会資料の 2 ページに区域図を載せさせていた

だいております。○印が大体の所在地で、一番遠いと思われるのが斜め左上の例えば焼野地

域とかになってこようかと思います。実数で測ってということになると思います。直線で高

低差無く測ったらもう少し短くなるかもしれません。 

 

◎会長 

ちょうど校区内の中心に学校があるようですので、東からも割と遠いところから来ている

ということになると思います。 

 

○委員 

今も小学校の校区は決められていると思いますが、選択は許されているのですね。 

 

◎会長 

選択は許されているのでしょうか。 

 

●事務局 

そういう地域もあります。 
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○委員 

昔の地番からいくと当然こっちの小学校だけれども、こっちの方が近いというようなとこ

ろがあります。大久保小学校ではその辺がある。谷八木小学校の範囲のところなのですが大

久保小の方が平地ですぐそこに見えているのでそっちへ行きたいと。それで選択されていま

す。 

 

○会長 

そういう地域は何というのですか。 

 

●事務局 

「調整区域」という言い方をするのですが、諮問事項の２の方に関わってくるような内容

なのですので簡単に説明しますと、資料の「大久保小学校の児童数推計表」に大久保小学校

区の地図をつけております。赤い太線で囲んであるのが大久保小学校区で市内でも一番広い

校区です。その中の下の方にある谷八木小学校区と藤江小学校区のあたりのオレンジ色の部

分ですが、赤線より外なので大久保小学校区ではなくて谷八木小学校区なのですが、明姫幹

線より北側の谷八木地番については、希望されれば大久保小学校への通学を認める地域で、

いわゆる「調整区域」という言い方をしております。 

谷八木小学校は地図に載っていないのですが、確かに大久保小学校の方がすぐ近くに見え

るところで、距離的なこともあろうかと思いますが、当時明姫幹線等ができることで危ない

ということもあったかもしれません。また地番の状況からすると大久保町の自治会がありま

して、そちらに谷八木の地番の方が入っているというような地域の事情もあります。相当古

くからの歴史があり詳しいところはわからないのですが、昔から認められた地域の位置づけ

で地域活動も谷八木でありながら大久保自治会で行っており、委員がおっしゃられたとおり

現地では混乱というか難しいところもあります。 

 

○委員 

昔はＪＲの線路から南が全て谷八木小学校だったのですが、今は明姫幹線までずれてきて

いるわけです。谷八木小学校はそんなに人数が多くない。明姫幹線から北側の人はだいたい

大久保小学校へ行きますね。その方がアップダウンもないし、川伝いに行けばすぐに大久保

小学校ですから。藤江の小学校区の方も谷八木と別れている自治会もあります。だから大久

保小学校を減らす手段としてはそこら辺を。小学校から１つの中学へ行かせたい。今は大久

保中と北中の２つに分かれるので。松陰の方へこんなに北にもずっと広い校区ですので。 

 

○会長 

ありがとうございます、諮問事項２の方へだいぶ入ってきたと思いますが、どんどん入っ

て行ってもよろしいでしょうか。 

 

●事務局 

諮問事項の２について、資料だけ説明させていただきます。1 枚目の児童数の推計表につ

いてですが、先ほどから平成 30 年を申し上げていたのですが、31 年のところでは今ゼロ歳
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の子どもたちが一番多いぐらいでして、まだ増えてピークが見えないというちょっと不安の

ある状況です。子どもたちが成長するにつれて転出するというケースもあるかもしれません

が、実際にこれだけの人口がいるということが現実ですので、それに対応して考えていかな

ければいけないということです。 

2 ページは細かい分析で申し訳ないのですが、先ほどから出ておりますように明石市内で

唯一中学校二つに分かれておりまして、大久保中学校、大久保北中学校別に年齢・男女別の

人口を挙げさせていただいております。それぞれ合計数を見ていただきますと、ほとんど差

が無い。大久保小学校自体が市内で一番大きな学校ですので二つに割ってもそれぞれ一定の

規模のある人口がありまして、現在あるどちらかの学校で一方を吸収するということは難し

いというのが現実的な状況です。 

それぞれ町名別に人口を挙げております。大久保中学校でいうと大久保町森田や大久保町

が非常に多く、北中校区で言うと松陰や大窪です。位置についてはそれぞれ町名の地図をつ

けておりますのでご覧ください。 

先に 2 ページの説明を申し上げますと、各中学校区ごとに置いたものとその年齢別の人口

の合計と在籍者数がありまして、今の 11 歳 6 年生でいいますと、人口は 169 名なのに 177 名

在籍があると、全学年とも人口以上に在籍があります。1 割から 5％程度増えています。この

入学率を人口に掛けておりますので、実際に住んでいる子どもよりも多く児童数や学級数の

推計をおいております。理由としては調整区域があり、谷八木校区や藤江校区からも一部希

望によって大久保小学校に来られています。この数字につきましてはある時点での数字で動

きがありますので、およそこのぐらいの数字というぐらいの認識で見ていただければと思い

ます。 

こういったところを踏まえまして、最後の地図を見ていただきましたら、谷八木地域や藤

江地域の一部で大久保小学校の方が距離が近く、藤江小学校が非常に遠いということもあっ

て、調整区域として認めているところがあります。また大久保中学校と大久保北中学校の校

区が黒い実線で小学校の校区の中で分かれておりまして、黒い線より南側が大久保中学校、

北側の松陰の方が大久保北中学校となっています。大久保北中学校は山手小学校区内にあり

ます。大久保中学校区では大久保町とか森田が非常に多く、一方大久保北中学校区では松陰

や大窪は非常に家が密集しています。 

校区的に言いますとまだまだ北側に広がっています。一部調整区域等もあり実際に家が沢

山建てることができるのが、松陰新田のあたりぐらいまでです。それより北側は調整区域等

で家はありません。校区的には大久保小学校となっていますが実際に子どもはいないという

ことです。 

 

○委員 

松陰のあたりで真ん中辺りにどこか池があれば埋め立てて学校を造ったらいい。池がたく

さんあるので埋めたら下に田んぼも無いから、それはできると思う。池や田んぼは安いし、

今まででもしてきていることだし。清水高校、明石商業、魚住東中学校、明石西、二見の小

学校、魚住や二見あたりでは結構そういう風にして埋めたてて学校を作ってきた。下の水利

にしてもうまくバランスが取れている。 

松陰のあたりで一つの池を埋め立てたら 2 校ぐらいはできる。そういうのは都市計画の方
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で青写真ができるのではないかと思う。しておかないともう遅い。統廃合したらいい。処理

してしまって空いた学校を売ればいい。大観小学校なんかはとても少なくなっているし。大

久保は池を使うのがいいと思う。 

 

◎会長 

ありがとうございます。委員から非常に建設的な意見が出ておりますので、具体的になれ

ばいいと思いますが。 

全体的に今見せていただいて、やはりこれからまだ増えていくということがわかってきて

おります。調整区からも毎年 10～20 名、トータルすると 30 名ぐらいの方が来られることも

あるということで、大久保小学校がいかに脹れあがっているかということがわかると思いま

す。大久保小学校の通学も相当北の方からも来ているということがわかりますし、この辺が

課題だというところだと思います。 

いかがでしょうか。今、ご提案としては池を埋めて、新しい学校を作るとかいうことがあ

りましたが、きっと財政的に考えるとなかなか「はい」とは言えないところだと思いますが。

ご質問等はありませんか。 

 

●事務局 

 今、委員がおっしゃっておられるような手法を考えることはできますが、明石市全体の話

しをさせていただきますと、先ほどから示しておりますような 35 年の推計、平成 20 年度か

らの数字も見ていただきますと、全体的には減ってきており、明石市もご多分に漏れず日本

全体の人口も年々減少していく。それがいつの時代に同じような傾向になっているかという

ことには地域性が有り、神戸・明石・加古川・姫路というような地区ごとにその辺のタイミ

ングがずれてきているものかなと想定しております。 

大久保小学校の区域に関しましては開発余地としてまだまだ空地もたくさんあり、また大

久保駅の南側には大きなショッピングモールができました。その 2 点に加えて景気の動向も

あり、転入されてくる市民の方の見込みがなかなかうまく行かないというところの難儀があ

ります。結果的に現時点で大久保小学校で教室が不足するという状況が発生しております。 

先ほどのご発言の中で言いますと、大体一つの学校を作るのに数十億の費用を要します。

これが今おっしゃられたように明石の場合、非常にいいところは瀬戸内海気候によってため

池が非常に多く池を利用すると地権者が少ないため大きな土地を一括して確保できるという

ことで、比較的ため池を利用した校舎建築ということが今まで行われてきたのは先ほどご指

摘のあった通りです。一方財政的な問題と、全体的な子どもの人口がより一層少なくなって

きている傾向から言うと、そこをどういったバランスで見ていくか。かなり大きな投資を今

やっても大久保南小学校に見られるように平成 10 年ぐらいに開校して、現在は 25 年ですか

らこの 15 年間とこの先の後 5 年で 25 クラスぐらいまで減ってきてしまう。これは以前江井

島小学校でもありましたし、二見西、松が丘小学校、朝霧小学校でも同様です。 

新住民が張り付くことをちょうど山の頂に例えますと、頂上の期間がどれほどあるかとい

うことは、町のスケールによってその長さが変わってきます。神戸市西区の西神開発などで

言いますと、そういう余地を長く残していて学校や公共施設の規模をそれほど一気に負荷を

かけずに平均的に開発するというような行政主導の開発をしています。しかし明石の場合は
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大きい行政主導の開発はありませんので、民間の景気や誘因効果のあるショッピングモール

の開発にかなり左右されていくということがあります。ですから、今ご発言にありましたよ

うな対処的にはそういうような手段があるというのは承知しておりますが、長いスパンで人

口動向や本市の経済状況などを検討の余地の中に入れていただければと思います。 

 

◎会長 

ぱっと増やすと、ある期間は持つけれども、後はずっと減少傾向に行ってしまうという傾

向だと思います。ですから財政面を考えるとそういうのが的確なのかどうかということです

ね。ありがとうございます。その他はいかがでしょうか。 

 

○委員 

野々池中学校区内の沢池小学校区に「調整区域」が一部あるのですが、そこの住民事情の

中では、自治会は森田に入っていますが、子供会は中谷に入って沢池小学校に来られるとい

うことがあり、やはりその線引きのせいで諸問題が発生していると聞こえてきます。地域に

まず自治会があってそれが集まって連合自治会があって、その中で校区が選ばれていってい

ると思いますが、自治会を年度年度で、難しいとは思いますが例えば大久保連合自治会がす

ごいボリュームの子どもを抱えている何年から何年の間は隣の野々池地区の連合に入ってい

ただくというようなことで、線引きができると思います。 

自治会が線引きできなければ常にグレーゾーンが増えてくるし中途半端な線引きの校区分

け、細い道一本でこっちはどこどこ小学校、こっちはどこどこ小学校という風になるのは地

域としてはできるだけ避けていただきたい。やっぱり広い道できっちりと誰が見ても分かる

ような区分けを見せれられたら違和感が無いと思いますが、子どもたちが通るようなところ

でこっちとこっちとされる時に、自治会と子ども会が違うことでもめて、それなら子供会を

やめようかとか自治会をやめようかというような悪循環が地域の中で出てきている。 

自治会という一つの地域の団体があって、子どもたちはそのエネルギーの源になると思い

ます。その集まりが連合自治会なって、連合自治会をどうさわれるかだと思います。この辺

すいませんがこっちに行ってくださいというのが可能であればいいのですが。でも昔から長

い歴史のある連合自治会なのでそれは難しいと思います。本当に一筋縄では解決できない問

題だと思います。 

 

◎会長 

ありがとうございます。具体的に難しい問題を抱えているということがよくわかります。 

ちょっと時間も遅れていますので、申し訳ありませんが先に進めさせていただきたいと思い

ます。諮問事項３の説明をお願いします。 

 

●事務局 

 今日は諮問の内容について皆さんの方でご理解いただいてわからないところをご質問いた

だく会というふうに思っていただいたらと思います。では、資料の第 19次住居表示実施区域

図をご覧ください。 

 こちらは個々具体的にその地域についての校区をどうするかということです。別図１で赤
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い線で囲んでありますところが第 19 次の住居表示区域です。一枚めくっていただきますと、

来年 9 月ぐらいを目途に考えられている新しい町名が掲載されています。大久保町茜 1 丁目

から 3 丁目という新しい町になる地域です。上の方に市道大久保 748 号線がありますが、そ

の下に途中で切れている太めの道路があり、こちらは都市計画道路で完成すれば片側 2 車線

道路になります。地元ではいわゆる八木松陰線と言っております。今は既にこの辺りまでは

道路がつながっており、その道路より北側の地域が今回の検討対象地域です。 

もう一枚めくっていただきますと道路の北側のところに緑の線がありますが、これが現在

の通学区域の境界線です。線より南側が山手小学校区、北側が高丘西小学校区です。なぜこ

んなところに線があるかと言いますと、もともと何もないところでここもやはり池だったの

で、池の形状が町の境になっておりまして、南が大久保町西脇、北側が山手台です。そこを

埋め立てて開発したのですが、校区の線引きそのものは池の形状のまま残り、現実として１

軒の家の上に校区の線が入るような形が残っています。街区の中でも隣と校区が変わってし

まうということがあり、これについては校区の見直しが必要であると認識しております。最

後のページに高丘西小学校と山手小学校の校区を載せており、山手小学校区の北側の八十島

池の近辺が今回の検討区域となっています。 

考え方としてはいくつかあろうかと思います。今後道路ができますので、道路で区域を分

けるというのが一つ。また現実問題として道路の北側に既に家がいくつも建っており、その

中には山手小学校に通っている子供がいます。そういった現実を考えますと、線の交わって

いる一街区の塊についてのみ山手小学校区とする。もしくは道路で区切ってはいますが、町

名は一つの大久保町茜１丁目か３丁目になりますので、地域活動等を考えていくならばこの

地域は全て山手小学校とする見直し。以上のような案が幾つか考えられると教育委員会とし

ても考えているところです。やはり地域、地元のことは実際の子どもたちへの影響を考えて

校区の線について検討いただきたいと考えております。 

今日のところはこういう課題があるということをご認識いただいて、また次回にでも時間

がとれれば現地を見てご確認いただき、土地の状況を見ていただいた上でご審議いただけれ

ばと考えております。 

 

◎会長 

 ありがとうございます。ちょうど委員がおっしゃったことと同じことがここにも起こって

きています。自治会で校区を決めるのか、地形・道路で決めるのか、子どもの安全を考える

と道路の方がいいのではないかとか。昔池だったとこにどんどん住宅が建って来れば、途中

に分断されたラインがあるということだと思います。こういうことも今後考えるということ

で出していただいて、今日は特に審議には入りませんが知っていただいておくということで、

よろしいでしょうか。 

 

○委員 

これはいつ頃ですか、自治会に言いますが。 

 

●事務局 

現実問題としては、既に家が建っていますので、子どもたちがいます。実際今把握できて



17 

 

いる限りでは山手小学校に１人通っているということだけで、それ以外は聞いていないので

すが、急ぐのは急ぎます。目安としては今年中にはある程度の方向を出したい。自治会関係

でも問い合わせが入ったりしておりまして、山手台１丁目の自治会の方からはもし山手台の

自治会に入られるなら、勧誘的なこともしていきたいと言われています。できるだけ急ぎで

今年中には結論を出して、来年には間に合わせるような形で行きたいと考えております。た

だ最終的には一つに町名になってしまい、山手台１丁目ではなくなりますので、町名の違う

方が自治会に入るというような、先ほどのようなことが起きてきます。 

 

◎会長 

自治会を取るべきなのか、地形を取るべきなのかによっていろいろ変わってきますので、

ある程度線引きをしっかり持って分けた方がいいと思います。今日は深い議論はできません

が、予定の時刻を過ぎておりますので、今後またこの内容を深めていきたいと思っておりま

す。個々の子どもが犠牲になっているということについて申し訳ないですが事務局で即決し

ていただいて我々に報告していただければいいと思います。既に学校へ通っている子どもに

は対応していただければと思います。 

我々としては客観的に誰が見ても分かるような方向性を出すような審議をしていきたいと

思っておりますので、宜しくお願いしたいと思います。ちょっとまだ言い足りない部分があ

るかもしれませんが、いったんこの辺りで引かせていただいて、事務局の方から何かご説明

があればお願いします。 

先ほど私が言いましたのは、この諮問についてすぐに結論を出すのは難しいと思いますの

で、現地に一度行ってということも考えられると思いますが、そういうことも兼ねてまとめ

ていただければと思います。 

 

●事務局 

そうしましたら諮問事項の２と３につきましては、合わせて大久保地域ということで個々

具体の通学区域であったり、西脇地域ということで小さなところになってきますので、次回

もし時間と交通手段の問題もありますが、お許しいただければ現地の方も見ていただいてそ

の上でご検討いただきたいと考えております。 

それから時間の都合で説明ができていない資料がありまして、他都市の基準であったり報

告書などを参考に付けさせていただいております。神戸市、八尾市、横浜市の資料です。漠

然とで結構ですので、諮問事項１についてはこういった基準をまとめていくということにな

るということでご覧ください。 

いずれの市も同じような形で、現況であったり校区の課題、小規模・大規模のメリットデ

メリットを踏まえてどういう対策があるか。大規模であれば先ほどお話のありました新設と

いったこともありますし、通学区域の見直しであったり調整区域の設置であったり。小規模

についても同じように通学区域の見直しや調整区域の設置、最終的なところとしては統合と

いうことような、方策等を記載した資料です。 

またお時間が許す限り中身をご覧いただき、ご説明もさせていただきたいと思います。 
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◎会長 

委員の方には次回の会議の時にもこれを持ってきていただいて、ご説明をお願いしたいと

思いますが、先ほど言っていただきましたように一度現地へ行ってみた上で審議会を開くと

いうことは委員としてお認めいただけますでしょうか。よろしいでしょうか。 

 

○委員（了解） 

 

◎会長 

また現地も調査して研究に入っていくということで、お願いしたいと思いますので宜しく

お願い致します。 

今後また事務局の方で調整しながら進めてまいりたいと思っております。皆さんにそれぞ

れご意見を言っていただく機会を持たずに終わってしまうことは申し訳ありません。 

最後に事務局にお願いしたいと思います。 

 

８．事務連絡等 

●事務局 

ありがとうございます。現地の確認につきましては、大久保小学校に確認致しまして、ま

た委員の皆さんの日程調整もさせていただきます。 

 

○委員 

日程についてはまだ相談させて欲しい。地元の自治会に先に進めないと自治会がもめると

どうにもできなくなるので。 

 

●事務局 

分かりました。では、また委員とも相談させいただいて、各委員の皆さまにはご連絡させ

ていただきます。 

 

９．閉会 

◎会長 

ではこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。 

以上 


