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平成２５年度 第２回 明石市立学校通学区域審議会  議事録 

 

日時  ：平成 25 年 10 月 28 日（月） 14：35～15：35 

場所  ：大久保小学校コミセン 会議室 

出席委員：１０名 

配布資料：「平成２５年度明石市立学校通学区域審議会 現地視察及び第 2 回会議次第」「平

成２５年度第２回明石市立学校通学区域審議会（現地視察行程）」「大久保小学校

周辺地図」「明石市松陰山手土地区画整理事業 位置図」「事業概要（松陰山手地

区）」「西脇土地区画整理事業 位置図」「平成 25年度学校要覧（大久保小学校）」 

「平成 25年度 児童数の増加に伴う大久保小学校の現状について」「小規模、大

規模のメリット、デメリット」「小・中学校の適正規模等に関する基準について【諮

問３】」 

 

◎：副会長 ○：委員 □：参考人 ●：事務局  

 

１．開会 

●事務局 

皆さん、現地視察お疲れ様でした。それではただいまより第２回明石市立学校通学区域審

議会の会議を始めさせていただきます。 

 

●事務局 

本日、委員におかれましては１４名の委員中１０名のご出席ということで、定足数に達し

ておりますのでご報告申し上げます。 

今回は２回目の会議になりますが、前回ご欠席の委員もいらっしゃいますので、前回の内

容について、私の方で簡単に振り返りをさせていただきたいと思います。その前に、本日は

大久保小学校の通学区域等の現地視察と審議ということで、地元の方からも参考人という形

でこの会にご出席いただいておりますので、最初にご紹介させていただきます。 

 

≪大久保小学校区連合自治協議会、大久保小学校 PTA、大久保小学校関係者の紹介≫ 

 

●事務局 

さて、前回の内容を申し上げますと、まず最初に明石市の小学校・中学校の現況について

の内容の確認をいただき、その後、諮問事項３点のうち諮問①として小中学校の適正規模等

に関する基準について資料説明・意見交換をしていただきました。明石市内の小中学校の規

模につきましては、現在、市内で１学年１クラス、全体でも１０クラス、特別支援学級を入

れても１１クラスという、いわゆる小規模の学校がある一方で、こちらの大久保小学校のよ

うに特別支援学級を入れますと３８学級という過大規模の学校があり、学校規模に非常に差

があります。  

ただ全市的に見ていきますと全国的な傾向にありますとおり少子化ということで、小規模

化が進んでいるといった現況があります。そういった中で、小学校や中学校の学級数につい
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ては、どういった規模が子供たちの教育環境上望ましいのかというところで、明石市として

の考え方をまとめていこうというのが、諮問①の小中学校の適正基準等に関する基準につい

てというところです。 

また２つ目の諮問事項②の大久保小学校の過大規模対策については、本日の議事で言いま

すと一番上にありますが、先ほど申し上げましたとおり３８クラス、さらに今後もますます

増加することも予測され、本日、現地視察をしていただいたようにまだまだ開発の余地があ

るところもあります。そういった中で子どもたちの良好な教育環境を確保していくために、

どういう方策が考えられるかといったところでの検討をこれから行っていくということでお

願いしたところです。 

３点目といたしましては、本日の議題の２つ目にあります、第１９次住居表示地区（大久

保町西脇地区）の通学区域についてのご検討ということで、前回この３つの事項について、

この通学区域審議会の方へ諮らせていただきまして、前回はその内容についての意見交換等

をお願いしたところです。 

それを踏まえて、本日は特に喫緊の課題として、できるだけ速やかな対応を考えていくべ

き大久保小学校の過大規模対策ということで、通学区域の現地視察を先ほどしていただき、

この場での意見交換という形でお願いしたいと思います。 

それではこれから議事に移らせていただきたいと思いますが、本日はあいにく会長がご欠

席ですので、議事の進行につきましては副会長にお願いしたいと思います。 

 

２．議事 

◎副会長 

それでは早速、議事の方に進めさせていただきます。先ほどご紹介あったように今日は大

久保小学校区から校長先生、また PTA の関係の方、連合自治会の会長をお迎えしております

ので、早速ではございますが大久保小学校の現状と課題について、最初に大久保小学校の校

長先生にお話しいただければと思います。 

 

□大久保小学校長 

 まず現状ということですが、本校は現在児童数が１，２２３名です。それから職員数が６

５名、市職員や非常勤を全て入れた人数です。ただ、給食は民間になっておりますので、人

数には入れておりません。それから学級数としましては通常学級が３６学級で、特別支援が

２学級、通級指導教室が１教室というところが現況です。 

 資料の方をご覧いただきたいと思います。大久保小学校の現状についてということで、メ

リットとデメリットの項でそれぞれ書かせていただいており、これに従って説明させていた

だきます。 

まずメリットですが、指導面、人間関係面、特別活動面の３項目で考えてみました。まず、

指導面につきましては学級数が多いということで、特に配慮、支援を必要とする児童も増え

てきます。学級数が増えればその子どもたちが一つの学級に偏ることが無く、緩和されると

いうことで、指導の面でも個に対応する指導が少なくなり、全体指導に費やせると思います。 

２つ目ですが、教職員の数が増えるということで、教職員の目がたくさんあり視野が広が

ってきます。いろんな子どもたちを見ることができます。そして教職員の特性を生かした校
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務分掌ということもできます。次に子どもたちは色々な教師と関わり、コミュニケーション

の場が増えるということで、その面の力もついてくると考えております。 

そして、マナーというところですが、集団行動、集団活動が大変多くなってきますので、

周りに対するマナーを十分指導しやすくなるというところがあります。 

特に電車については、JR 等を利用する時には人数が多いということで十分なマナーの指導

が必要となり、それが徹底できていくというところもあります。 

次に子ども同士の人間関係ですが、子どもの人数が増えることによって多様な個性を持っ

ている子どもたちと触れ合いながら人間関係が構築できていくというところがメリットだと

考えます。それから当然友達の数が増えてきます。 

次に特別活動面ですが、一つひとつの委員会活動、クラブ活動に集まる人数が増え、ある

程度の人数になりますので、大きなプロジェクトが設立しやすくなり、そしてまたその活動

も活発になってくるということもあります。それから先ほども出ましたが、集団行動という

ものが身についてきます。そして各行事内容、例えば体育大会や音楽会、児童集会、それか

ら本校では１２月に行います「子どもの祭典」等の行事が、人数が多いということで活発に

なってきますし、盛大になってきます。そういう意味で、生き生きとした学校生活が送れて

いるというふうに捉えています。 

それから、人数が多いということで掃除の箇所も色々なところに子どもたちの手が加わる

というふうに捉えています。そういうところが人数が多いことに関してのメリットととらえ

ております。 

次にデメリットの方ですが、これも同じく指導面、特別活動面、施設・安全面に分けさせ

ていただきました。まず指導面ですが、教師の目が行き届きにくいというところもあります。

学年団ですら、どうしても認識ができない色々な出来事というものがあり、細かな配慮、指

導がやりにくいというところがあります。それから担任は自分のクラスの子どもたちは良く

わかるが、他のクラス他の学年の子どもたちのこと等がなかなか把握しきれないというとこ

ろがあります。 

そして、教師と子どもたちのつながりですが、やはり子どもたちの人数が多いということ

で、浅く広くのつながりになっていることがあります。深まりのあるつながりまではなかな

かできにくい。担任とそのクラスの子どもたちのつながりはそれぞれ深いところまでつなが

っていますが、他のクラス他の学年の子どもたちに関しては、やはり浅く広くといったこと

になってしまっている。 

それから特別な配慮を要する子どもたちのことは、メリットのところでも申しましたが、

本校には通級指導教室というものがあります。それから市の方から加配として配置していた

だいております特別支援教育指導員というものが２名おります。その通級指導教室と指導員

の２名だけでは特別な配慮を要する子どもたちに対しての十分な支援がなかなか加えられな

いという状況です。 

保健面においてですが、養護教諭が全校生一人ひとりの子どもたちの詳しい状況を把握し

づらいというところがあります。 

それから、ゆとりある時間割構成ができない。時間割が大変組みにくい状況です。本校は

図書室が１教室で、通常学級数は３６学級あります。１週間に６時間目まで全てあるとして

５日間で３０時間。当然図書室を１時間１クラスで使うということが計算上も無理で、６ク
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ラスはみ出てしまうという状況です。そういう状況から考えて、どのクラスも図書室でゆっ

たり落ち着いた気持ちで本を読むということができていないというのが現状です。 

その次に、体育館についてですが体育の授業が１クラスだけではできません。体育の時間

には１クラスで体育館を使うことが普通ですが、そうすると体育館を使用できないクラスが

出てきますので、１時間に２クラス、違う学年で使用しており１クラスでは体育館の全面を

使うことができていない現状です。 

それから音楽会についても学年が揃ってステージに上がるということが到底無理で、今は

１年から４年までが２つのグループに分かれてステージに出演するという状況です。という

ことは当然そのための練習時間も倍になってくるというところが課題としてあります。 

次に特別活動についてですが、学校行事や保健行事、学年の学習行事等の計画がなかなか

組みにくいというのが実状です。例えば内科健診や眼科健診の時、人数が多いので１学年で

２日間必要です。そうすると校医さんの都合でなかなか日程が組めないということがありま

す。それから学年の行事で福祉体験というのを行いましたが、４年生が１日がかりで全クラ

ス行ったというような状況です。 

次に電車の利用時間が限られるということですが、本校では校外学習は電車利用で行って

います。早朝通勤ラッシュの時に我々が学年で電車に乗り込むということはどうしても駅の

方では大変困るようで、当然混雑しているところへたくさんの子どもたちが乗り込むという

ことが難しく、時間をずらして乗っていますので、そうすると活動日程もずれていくという

ようなことが起こっています。 

校外学習等の施設も受け入れ制限が出てきて、計画通り日程が組めない。例えば自然学校

であれば、神戸の施設を使っていましたが、人数が増えてそこが使えなくなり、場所を変え

ました。変えた場所でもやはり人数が多いということで、宿泊施設が十分空いている時でな

ければ我々は入れないということで、こちらが希望している９月や６月にはなかなか希望通

りに行かないという不都合が生じています。 

次に施設の安全面ですが、特別な配慮を要する子どもがパニックになった時にはクールダ

ウンするスペースが必要ですが、そのスペースがなかなか取れないという現状があります。

体育大会や音楽会等の全体行事をするときにも移動や練習時間にも時間を要してしまう。ま

た場所とか安全面を考えても運動場、体育館は今の状況では狭いということになっています。 

それから全児童が一斉に動く際に、色々な面で必要以上に配慮をしなければなりません。

また危険性も高いと書かせていただいておりますが、例えば、一斉に下校する時に、児童用

の玄関が人数的に見て狭いので、混乱するという時がありますし、当然そういう時に雨が降

ればごった返します。時間をずらして下校させればいいと思いますが、そうすると最後に下

校する子どもたちが大変遅くなってしまうということもあります。 

その次の参観保護者のスペースが狭いというのは、体育大会で運動場に保護者や地域の方

に来ていただいても十分なスペースで参観していただくことができない。体育館で音楽会を

見ていただくのも２部制ということで、１部の保護者に出ていってもらって２部の保護者を

入れるという総入替えで行っています。卒業式や入学式も立ち見の保護者が出てくるという

状況です。 

それから教室の確保が難しいということですが、教室ばかりではなく靴箱を置くところが

なくなってきており、今回苦肉の策で違うところに靴箱を置いたりしています。給食の配膳
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ワゴンを置くところも段々と狭くなってきております。 

それから業間に運動場で子どもたちがのびのび遊ぶということが難しいです。幸い怪我は

少ないですが、本当にいろんな向きで１年生から６年生までが走り回っているという状況で

す。 

それから子どもが増えてもトイレの数が増えないということがあり、現状ではどうしても

トイレの数が少ないということがあります。 

最後になりますが、災害時、避難する時に時間の問題や経路の混雑があり、安全面を考え

るとやはり怖い面があります。 

以上のようなところをメリット・デメリットとして説明させていただきました。 

 

◎副会長 

ありがとうございました。それでは PTA の方から何かありますか。困ったこととか、子ど

もの数が多くて良かったということがあれば。 

 

□大久保小 PTA 

子どもが多いということは、子どもたちが知っている友達もいっぱいいて、帰る時でも地

域で声をかけてもらえる、目が行き届く大人も多いということなので、その面では結構安心

する面もあります。  

今は色々なところで少子化とか近所づきあいが…とか言われている中ですが、私は多い方

が子どものためには良いとは思っています。施設面さえ改善されればと思っています。 

通学路も今のところは大久保小に通わせていただいているので、問題は無いですが、これ

がもうちょっと子どもたちを少ない小学校へ分けるというようなことになるとちょっと困る

ので、これからどうなるのか、そこが一番心配です。 

 

□大久保小 PTA 

施設面が一番大変だと思います。音楽会も控えていますが、保護者にしても兄弟が前半・

後半に分かれていると、前半で見た後、並び直してもう一回後半に入るという不便さも確か

にあります。でもまあこれは人数が多いので仕方が無いと配慮するところもありますが、こ

の度、連合音楽会に４年生が出場するようになっていますが、楽器を乗せることができない

から、力を入れてやっている合奏を明石市内の学校が集まる連合音楽会では発表できないん

ですね。一番力が入っているものを他の学校に見てもらうことができないというのは残念な

ことだと思います。 

施設面でもう少し何とかできれば、人数が多いというメリットも確かにたくさんあると思

います。 

 

◎副会長 

ありがとうございました。最後になりますが、大久保小学校区連合自治協議会会長よりお

願いします。 
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□大久保小学校区連合自治協議会長 

小学校の現状というよりも地域の現状から言いますと、地域活動を図っていくという部分

からすれば、子どもたちが多いということは素晴らしいことです。昨日も住民運動会をやっ

ておりましたが、やはり活気があって素晴らしい、賑わいのある運動会になったと思います。

他所の運動会を見てからその足でこちらに来られた来賓の方から、活気があってびっくりし

たというお話がありました。 

地域としましては、やはりどんどん増えていっている。教育委員会で作成された資料は自

然増ということを前提にされていますが、例えば私のところの自治会の中では、今現在５５

戸の開発があってプラス１６戸の開発があり、開発業者から私の方に開発計画を持ってきた

部分から見ますと、まだまだどんどん増えていく。開発業者には自治会にきっちり入るよう

に入居者に対して伝えてくださいと常々言っておりますので、今月に入ってもう３件目にな

りますが、自治会に入りたいと向こうから私の家に来られる。お見えになる方はみんな子ど

もの手を引いておられます。私の自治会の中で、例えば住民運動会に来られる方にはお弁当

を出しますので申し込みをしてくださいと一声かけるだけで４５０人ぐらい集まる。要する

に今頃は、子どもが来れば親が来るなですね。そこでコミュニケーションを図っていただき

ますから、自治会に入会したいという形になり自治会の加入率もとても高いですし、地域活

動を図っていく上で地域としてはやはりメリットがとても多い。 

ただ小学校が過密状態になっているということは心配しています。例えば藤江で開発を行

う場合でもやはり大久保小学校へ行きたいというふうな声を盛んに聞きます。開発業者は大

久保小学校にしたら売れやすいのでというふうな言い方をしてきますが、私はそんなことを

どうこうできる立場にありませんと言うのですが。まだどんどん増える傾向にあります。 

また、お隣の松陰では６ヘクタールの区画整理があり、この前起工式を行ったと聞いてお

ります。区画整理に携わっている者に最終的にどれくらいの開発になるのかと聞くと、２０

０軒ぐらいになるのではという言い方をされていました。区画整理の場合は貼りつき状態は

来年以降、１年先ぐらいからぼつぼつになってくると思いますが、大久保小学校の校区内で

そういう状況になっています。 

ただ、私の自治会の中でもかなりばらつきがあります。開発・区画整理が行われてからも

う３０年ぐらいが経ったところでは、ずっと子どもの数が減ってしまっている。地域的にと

てもばらつきがあることを感じております。自治会としてはそれを何とか地域で一体化した

活動ができるように、できるだけ地域の祭りなどに参加するように仕向けていく、そうすれ

ば地域のみんなが一緒に仲良くできるような雰囲気作りになるのではないかと現在進めてお

ります。 

地域の現状としては、それだけまだまだ児童数が増えていく状況にあるということをお伝

えしておきます。 

 

◎副会長 

ありがとうございました。今それぞれのお立場で大久保小学校の現状と課題についてお話

いただきました。これらのことを踏まえて、委員の皆さんの意見交換を行いたいと思います。  

今日は現地視察等の感想を述べ合うことに留めさせていただきまして、次回以降の審議に

つなげていきたいと思います。何かご意見・ご質問等ございませんでしょうか。 
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○委員 

よく分からないことがたくさんあるのですが、デメリットの面で細かな配慮ができにくい

ということがありました。小学校の子どもというのはやはり人生の成長過程の基礎という非

常に大事な時で、遅れがちな子というのは必ずいるわけです。そういう子どもたちへの配慮

がなかなかできないということは大変なことだと思います。やはり全ての子とまでは言わな

いですが、できるだけ多くの子がそれぞれの力をつけて進んでいかないと、これから小学校

からさらに中学校に上がりますので。今日の状況を見るとまだまだ増えるということですの

で、「適正規模」と言っておられるように、そのあたりについてはかなり心配ですね。 

 

 

◎副会長 

ありがとうございます。他に何かございませんか。 

 

○委員 

私はところの学校はここよりも４００人ほど少ないですが、さっき話が出たように遅れた

子どもには「なかよし学級」というものがあり、清水が丘学園とタイアップして運動会も一

緒に交流しています。 

引きこもりや朝の登校時に遅れた子どもに対しては、スクールガードの人が親身になって

家に行って叩き起こして学校まで連れていくということがずっと続いておりました。その子

が中学校に行ったら普通の子どもに戻ったということを私たちは直に見ております。５～６

年の年月が経っていますが、その子たちは確実に不登校から立ち直って普通の子どもになっ

ております。今も何人かおりますが、段々その数も減っています。多いときは１０人近くお

りましたが、今は２人ほどそういう子どもがいます。みんなで見守りしあってやっておりま

す。これは他に無い例だと思いますが、こういう地道なところ、小さいことからやっており

ます。 

 

◎副会長 

ありがとうございました。他に何かありますか。 

 

○委員 

先ほどの説明の中で、施設面・安全面でのデメリットが一番気になったのですが、子ども

たちにとっては６年間を過ごすわけですから、無視できない話だというのが率直な意見です。 

ちょっと教えてもらいたいのですが、さっきの視察でも見てきた調整区域というのは調整

なのか、決定区域なのかが僕自身が理解できていないというのがあります。調整区域であれ

ば調整のために、例えばこの幼稚園の子からは下の谷八木小学校に行きますよというような

調整部分があるのか、いや建前は調整だけれども、基本的には大久保小学校ですよというの

が決まっているのかが全然理解できないというのがあります。 

こんなにマンモス校になって子どもたちに支障が起きるのであれば、やはり調整区域の部

分で調整するしかないと思います。ですから人数をある程度コントロールするのであれば、

兄弟関係もあるかもしれませんしいろいろご意見はあると思いますが、今の幼稚園の子から
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は下の方へというようなことも一つの案としてあるんじゃないのかなというのが率直な意見

です。 

 

◎副会長 

今の質問に対してお願いします。 

 

●事務局 

調整区域のことについて説明させていただきます。今日、現地視察の際にお渡しした資料

のＡ３の大きな地図で、ちょうど真ん中から下のところに大久保南小学校と国道２５０号の

明姫幹線がありまして、その右上に赤い点線で囲んでいる③谷八木調整区域という箇所、そ

のすぐ横に③藤江調整区域というのがあります。この２カ所につきましては、本来、谷八木

小学校と藤江小学校の通学区域になっております。地形的・地理的なこと、また地域活動等

の理由もあったかと思われますが、もう相当長い年月が経っておりまして、現在ではなぜこ

うなったかというところまではっきりとした理由はわかりません。 

自治会につきましても先ほどおっしゃったとおり、この点線で囲んだ部分の方で、上の方

の大久保小学校区内の自治会に入っている方もいます。 

この地域については数を調整するということではなくて、距離的な面や、現在では道路環

境も変わってきており昔とは状況が違うかもしれませんが、通学の安全面等も含めて、元々

は谷八木や藤江の校区なのですが、子どもや保護者の希望によっては大久保小学校への就学

を認めています。 

これは明石だけの制度ではなくて全国的にもこういった取り扱いはあります。谷八木地域

は特に大きな区域が、指定された学校以外への通学を認める区域ということでの調整区域に

なっています。 

ちなみに、藤江調整区域と記載されている上の方にピンク色に薄く塗られ、赤い点線で囲

んだ地域がありますが、ここは逆に本来は大久保小学校の通学区域ですが、沢池小学校の方

へ就学することを認めるという、大久保小から別の学校への就学を認める調整区域です。市

内には幾つかこういうところがあります。 

これまで、学級規模等の関係上でこういう調整区域を無くすということはしてきておりま

せんので、事務局としては慎重に検討していく必要があると考えております。子どもたちに

とってより良い環境づくりのために、検討をしっかりしていかなければならない課題である

と認識しております。 

 

○委員 

前から言っていることですが、大久保小学校は普通の学校の倍近くあるわけですよね。だ

からやり方としては、今日も現地を見ていただきましたようにまだまだ山手幹線沿いの方で

は開発される可能性がたくさん有るわけですよね。今の大久保小学校だけが大久保中学校と

大久保北中学校の２つに分かれるという異例なことはすぐに解消してもらわなければいけな

いし、①の松陰山手調整区域の辺に学校でも一つ作っていただいて、ここの子は全部北中へ

行くと、大久保小学校の子はみんな大久保中学校へ行くというふうにやってもらう。もちろ

ん自治会単位でも通学区をはっきり決めてもらう。今日、西脇地区でも言っていましたよう
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に、茜 1 丁目は全部山手小学校の方へ行くというふうに。自治会としては二つの校区を抱え

るということは非常に困りますので、それは絶対に避けてもらいたい。 

それともう一つは、調整区域となっていますが多くが大久保小学校へ行っているわけです

から調整区域になっていない。もしどうしても人数的に多いとか少ないとか言うなら、垣根

をぱっと引いてしまうしか手が無いわけで。はっきりこの道路からこっちはここというふう

にしないと、そんな親の希望を聞いていましたらなかなかうまく行きませんから。それはや

っぱり行政の方ではっきりと線を引っ張ってもらうしかない。 

やり方としては、新しい学校を作るか、線を引いて旧市内の人数が減っている小さな学校

を統合してでも、向こうを減らしてこっちを増やすとか何かしてもらわなければ、こうして

集まってどうこう言っていても何もできないと思う。この 2 つの内のどちらかをやらない限

り、通学区で過大や過小と言っても解消できないと思います。どちらかの方法に早く結論を

出して、効率のいいやり方で決めていただきたいというふうに思います。 

 

◎副会長 

ありがとうございました。他にご意見のある方はいらっしゃいますか。よろしいですか。 

それでは参考のために校長先生にちょっとお尋ねしたいのですが、今の大久保小学校で学

校運営がやりやすい、これぐらいが適当じゃないかという学級数はどれくらいのものでしょ

う。 

 

□大久保小学校長 

5 クラス前後、4クラスから 6 クラス。6 クラスはちょっと多いかもわかりません。 

 

◎副会長 

36 学級とおっしゃっていましたから、現状が 6クラスですよね。 

 

□大久保小学校長 

多くて 5クラス、それも色々な理由もあるんですが。 

 

◎副会長 

ハードはそのままとしてそれぐらいということは、現状はちょっと多いのではないかとい

うことですね。 

 

□大久保小学校長 

多いですね。 

 

○委員 

うちの小学校は 800 人で 24 学級です。各学年 4 学級の 6 学年で 24 学級、プラス「なかよ

し」を入れて 26 学級です。申し訳ないですが大久保小学校の子どもさんはかわいそうだなあ

と思います。現在通学している自分の子どものことしか見えていないので、ああ今で良いの

だと思われるかもしれないけれど、図書室もちゃんと時間配当が無いとか、理科室も恐らく
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そうなんでしょう。小学校の高学年になると算数を少人数にクラスを分けてしますが、それ

はできているのだろうかとか。恐らくデメリットの方が多いと思います。 

少なすぎるのも困るけれど、うちが 4 学級で、今が限度です。この間も運動場で児童同士

が衝突して怪我をしてしまいました。運動場の子どもの数が多いのだと思います。多い方が

いいに決まっているけれども施設面・安全面を考えると、僕はちょっとかわいそうだと思っ

て見ています。 

 

○委員 

幼稚園の意見ですが、この間も運動会を見に来させてもらったのですが、幼稚園は小学校

の校庭を使って運動会をしますが、やはり幼稚園児も多いので運動できる範囲が狭くなって

しまいます。例えば幼稚園だったら校庭を借りないとできない。それも順番に変わってしな

ければいけないということもあるので、安全面を考えると多いということじゃないかと思っ

ています。 

 

◎副会長 

今日はあまり時間も無いので、この件についてはこの辺りで終わらせていただきます。 

 

●事務局 

今、学校規模が大きい小さいによってメリット・デメリットがあるというお話がありまし

た。議題の３番目、諮問①の資料として用意させていただいたのですが、小規模大規模のメ

リット・デメリットの資料があります。また今後検討していく上で、こういったところも参

考にしていただければと思っております。 

２枚目のところでは大規模についてのメリット・デメリット面を記載させていただいてお

ります。小規模でも大規模でもメリット・デメリットがあります。大規模過ぎても学校運営

上も子どもたちの安全面でも課題があろうかと思います。 

ただその一方では先ほどからのお話にもありますとおり、子どもたちに活気があったり学

校運営においても活力・活気が生じやすいといったところも書いております。 

今後この内容についても参考にしていただいて、方策の検討等につなげていただきたいと

いうふうに思っております。 

今日はあまり時間をとることができなくて、こういうふうな形になっております。ですの

で、次回の時にまた前回の資料も踏まえて、大久保小学校についての方策に関して、ご意見、

ご審議賜りますようお願いしたいと考えておりますので、宜しくお願い致します。 

 

◎副会長 

この議案についてはこれでよろしいですか。 

 

□大久保小学校 PTA 

皆さまが大久保小学校、大久保地域のことに関してすごく真剣に考えてくださっているの

はわかります。先ほど言われていたように調整区域をきっちり分けるというのは現実では分

かりますが、私たち保護者からすれば、兄弟もいるのにここですぐに２、３年後には通学区
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域を分けてそれで良かったですね、というのでは済まないんですね。それが現状で、保護者

の意見としては、事情は分かるけれども譲れないところもあります。簡単に通学区を分けて

こちらに行ってくださいというのは、子どもたちにすれば今まで幼稚園で通っていたところ

と違う小学校へ行くということになるので、それがどれほどの環境変化になるのか、そうい

うことも影響が出てくると思います。色々な諸事情も分かるので、そればかりでないことも

承知の上で、その辺も考えていただきたいとお願いしたいです。 

 

●事務局 

前に一度 PTA の皆さんとお話をさせていただいた時に、こちらの方からお話したことなん

ですが、大規模で分割というのはわかりませんが、通学区域を変えるケースの対応として他

都市の事例を見ていきますと、やはりいきなり一気にここからこっちは違う学校へ行ってく

ださいというような形での変更は望ましくないといいますか、あまりされていません。 

明石の場合は幼稚園も検討対象になってくるかと思いますが、やはり既に通われている子

どもたちについては、もし万が一、通学区域が変わったとしても希望によって今までの学校

へ行けるというような対応はしているところが最近は非常に多くなっています。 

また、兄弟関係につきましても上の子どもさんが既に行かれている学校があり、下の子ど

もさんから万が一通学区域の変更となったとしても、希望によって下の子どもさんも上の子

どもさんと同じ学校を認めていくということで、保護者の方があっちとこっちの学校へ行か

なければならないというような不都合にはならないようにといった現実的な対応もあります。 

それ以外にも、今後もし通学区域の見直しということになれば、現実的な対応については

地域や PTA 保護者の皆さん、学校とも十分協議しながら行います。 

この通学区域審議会はあくまでも素案を作る場で、最終的には教育委員会で決めますが、

それまでの間におきまして、やはり地域や保護者の皆さんと意見交換や準備のための手続き

を十分とっていく必要があると考えておりますので、今後そういうことも含めて検討をお願

いしたいところです。 

 

◎副会長 

ありがとうございます。この議事についてはよろしいでしょうか。 

そうしましたらこの議事につきましては、この辺りで終わらせていただきます。校長先生

と教頭先生、PTA の方、連合自治会長におかれましてはここでご退席されます。本日は貴重

なお話を聞かせていただきましてありがとうございました。 

 

≪校長、教頭、PTA、連合自治会長退席≫ 

 

◎副会長 

それでは 2 つ目の議事としまして、今日見学していただいた西脇地区の通学区域について

ですが、現地を見ていただいた上で何かご意見等あればお聞かせいただきたいと思います。 

 

○委員 

先ほどのお話にもありましたが、自治会と学校が一緒になってないと変だということで、
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今日も地元の皆さんがおっしゃっていたように、「茜町」というのは新しく町になり、ちょう

どいい機会なので、地元の希望どおりそこはそのような形で、校区と自治会が一緒になると

いうのがいいのではないかと思います。家の真ん中に校区の線があるというのは全く問題外

です。 

 

○委員 

茜町 1 丁目の辺も山手校区にしたいという意向があるみたいなので、それが落ち着くので

はないかと思います。いずれにしろあそこには新しい自治会を立ち上げていかなければなら

ない。西脇や近くのところが巻き込んでやるのかと聞いたのですが、ちょっと無理だと言っ

ていました。新しい結成地区として一つ立ち上げると言っていますので、それなら、一体と

してどちらかに入る方がいい。そうなると山手の方が良いと言っていましたから、そちらで

まとめる方向に進むと思います。 

入居してからその人たちの意見を聞いて、あっちだこっちだと言い出すとまとまらないし、

自治会もやりにくくなります。ですから絶対に一つの校区にまとめておかないと。うちはそ

れで困っているところがあるので、それは避けてもらいたい。 

 

○委員 

私のところも一つの自治会で校区が分かれています。この間も自治会長が二つの校区それ

ぞれの役員会や理事会に出ていくことができないから、退会したいというふうなことにもな

っている。自治会が割れて校区が二つになっているというのはできるだけ避けて行かないと、

これからの運営が非常にしにくいだろうと思います。 

 

◎副会長 

他に何かご意見はありませんか。 

無ければこの諮問につきましては、次回の会議で審議会としての考え方をまとめていきた

いと思います。 

 

●事務局 

審議事項の 1 点目については、今日地元のご意見を聞いていただいて、次回以降に個別の

議論をいただくということでお願いしたいと思います。 

2 点目につきましては、今この場にお集まりいただいている委員さんにおかれましては、

意見が大体同じところに向かっているという感じがしますので、今、副会長がおっしゃられ

たとおり、次回の審議会でこの審議会としての一定の結論を出していただくということでお

願いしたいと考えております。 

3 点目につきましては、本日は先ほどのメリット・デメリットの資料の他にもう 1 点、小

中学校の適正規模等に関する基準についてという資料を用意しておりました。適正規模等に

関する基準のご議論をいただきたいと考えておりましたが、時間的なことがありますので、

次回以降、ここに記載の項目に沿ってご意見等をいただく形で進めさせていただければと考

えております。 

項目として足りない物もあろうかと思います。また、審議事項が 3 つと多いですので、次
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回もなかなかここまで議論に入って行けるかどうかわかりませんが、まずはたたき台として

こういった項目について、一つずつご議論いただくようにお願いします。 

ちょっとお時間をいただいて簡単に説明をさせていただきます。まず基準につきましては、

一つには、「基本的な考え方」、先ほどから出ております、「大規模が良い」、「あまり大規模過

ぎると子どもたちがかわいそう」、「小規模過ぎても…」といったところで、学校の規模や通

学区域についてはどういったところが一番望ましいのか、考える必要性についてまず市とし

ての基本的な考え方を述べていただきます。 

二つ目としては、「基準項目」として学校規模や通学区域等。さらにはそれを守るためには

どういう方策が考えられるのかということでの「適正化方策」。先ほどありましたように、通

学区域を変更したり、もしくは調整区域等を新たに設けたり、無くしていくこと、さらには

最近話題に上りやすいこととして、学校の統廃合等です。 

それから「適正化を進めていく上での判断基準」、「適正化を進める上での留意点」、例えば

保護者、地域、自治会活動の関係等です。これらそれぞれについて一つずつしっかりとした

議論をしていっていただければと考えております。 

次回以降、こういった内容で進めさせていただくということで、事務局からの提案とさせ

ていただきます。もしよろしければ次回資料を準備させていただきますので、宜しくお願い

致します。 

 

◎副会長 

事務局でご提案いただきましたが、それでよろしいでしょうか。 

 

○委員 

≪異議なし≫ 

 

◎副会長 

ありがとうございます。そうしましたら本日の審議事項は以上ということで、事務局にお

返しいたします。 

 

３．事務連絡 

●事務局 

副会長、進行をありがとうございました。委員の皆さまには現地視察から非常に長時間に

渡りましてご協力いただきまして本当にありがとうございました。お疲れ様でした。 

この後ですけれども本日の審議会はこれで終了させていただきますが、次回の会議につき

ましてはまた会長とも調整の上日程等の詳細を決めまして、できるだけ早めにご連絡させて

いただきますので、どうぞ宜しくお願い致します。 

本日は長時間に渡りまして、本当にありがとうございました。 

 

以上 


