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平成２５年度 第３回 明石市立学校通学区域審議会  議事録 

 

日時  ：平成 25 年 11 月 25 日（月） 16：00～17：40 

場所  ：明石市役所分庁舎５階 教育委員会室 

出席委員：１２名 

配布資料：「平成２５年度第３回明石市立学校通学区域審議会 次第」「平成２５年度第３回

明石市立学校通学区域審議会 座席図」「第 19次住居表示（大久保町西脇地区）

の通学区域について【答申】」「過大規模校対策について」「大久保小学校区の現状

について」「大久保小学校及び近接校の現状」「平成２５年度第２回明石市立学校

通学区域審議会 議事録」 

 

◎：会長 ○：委員 ●：事務局 

 

１．開会 

●事務局 

定刻になりました。只今から第 3 回明石市立学校通学区域審議会会議を始めさせていただ

きます。 

 

●事務局 

本日は現在のところ委員１４名中１２名の出席をいただいております。会議の定足数に達

していることをご報告申し上げます。 

この後、議事に移らせていただきますが、本日の議事は前回の大久保町近辺の現地視察等

を踏まえまして、次第のとおり諮問事項③から始めさせていただきたいと考えております。   

それでは会長、議事進行を宜しくお願い致します。 

 

２．議事 

◎会長 

皆さんこんにちは。第２回の審議会を欠席致しまして本当に申し訳ありません。本務の都

合により出席できなかったことをお詫び申し上げます。 

それでは早速、お手元の次第に則り会議に入らせていただきたいと思います。 

前回は副会長の方で進行を進めていただき、大体の方向性が定まってきたということを議

事録を読んで確認させていただきました。 

ではまず、諮問③の「第 19 次住居表示（大久保町西脇地区）の通学区域について」ですが、

本日は答申案についての協議です。これについて、まず事務局の方から説明をお願いします。 

 

●事務局 

 まずお手元の「第 19次住居表示（大久保町西脇地区）の通学区域について」の答申（案）

の資料をご覧ください。前回、委員の皆さまにおかれましては当該の住居表示地区の現地を

確認していただくとともに、地元関係者として山手小校区の連合協議会会長や、当該地区の

区画整理組合の代表の方などからご意見をお聞きいただき、その後、大久保小学校で協議・
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話し合いをしていただきました。 

 その内容につきまして資料としてまとめさせていただいております。前回の話し合いの中

では、まず今回の区域全体が今後は大久保町茜という一つの町名の町になるということ。   

また 2 点目として、今後自治会等が形成された時に、自治会等が分断されないように一体

とした地域活動が望ましいということ。 

それから地元関係者の皆さんの意向といたしまして、山手小学校の通学区域を希望された

ということ。これらのことを踏まえて、審議会としての意見をまとめていこうとしていると

ころです。 

 本日は答申（案）を作成しております。この内容につきまして、資料の「記」以下のとこ

ろで説明させていただきたいと思います。 

まず１の審議結果についてですが、「当該諮問にかかる住居表示実施区域の全てを山手小学

校通学区域とする。」としております。 

 ２の変更内容については、第 19次住居表示（大久保町西脇地区）の実施区域におきまして、

一部高丘西小学校の通学区域となっている区域を山手小学校区に変更するとしたものです。  

また、これに伴いまして中学校の方も高丘中学校の通学区域となっている部分を大久保北

中学校の通学区域に変更しようとするものです。 

 資料２枚目の変更図をご覧ください。現在の校区境は緑色の線で、変更前といった表示に

させていただいております。大久保町茜となる今回の住居表示地区の北部のごく一部の地域

になりますが、この緑の線から上の部分については現在高丘西小学校区となっていますが、

校区境をこのピンク色の線に変更させていただきまして、今回の住居表示区域の全てを山手

小学校の通学区域にしようとするものです。 

資料の１ページにお戻りいただき、３の審議経過についてはここに記載のとおりです。 

説明は以上です。宜しくお願い致します。 

 

◎会長 

 ただいま、第 19 次住居表示（大久保町西脇地区）の通学区域についての答申案について説

明がありました。最終的にはこの審議結果に記載のように「山手小学校通学区域とする」と

いう案です。本日審議会でまとめていきたいと思いますので、皆さまのご意見・ご質問をお

願いしたいと思います。どうぞ宜しくお願いします。 

 

○委員 

 我々自治会関係者から申しますと、これで結構だと思います。地元もやはり自治会が二つ

の校区に跨るということを嫌がっておりますので、これが妥当な線だと思います。ちょうど

今のピンク色で仕切られた辺りが、大体以前から家が建っている区域で、高丘の方へ行って

おられますので、この変更で問題無いと思います。 

 

◎会長 

 ありがとうございます。委員の方からも大丈夫だというご意見をいただきました。他にい

かがでしょうか。 

これまで審議がある程度なされておりますので、ちょっと早いかもしれませんが、この方
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向で進めさせていただくということでよろしいでしょうか。 

 

○委員 

（異議なし） 

 

◎会長 

そういうことで決を採らせていただいたということでお願いしたいと思います。また細か

く具体化する中で何か問題がありましたら、事務局の方にお願いしたいと思います。 

ではこの文言等の内容につきまして、細かなことでも何かお気づきになることは無いでし

ょうか。少しこの表現はおかしいのではないかとか、そういうものもありましたらお願いし

たいのですが。無ければこの通りで、答申という形で出させていただきたいと思っておりま

す。 

 

○委員 

 これはいつから通学区がこうなるのでしょう。いつからこれが適用されるのですか。 

 

◎会長 

 その時期が書かれていませんが、事務局はいかがですか。 

 

●事務局 

時期につきましては、現在の色々な状況等も踏まえた上で、支障のないところで今後調整

していきたいと考えております。現在の予定としては、大久保町茜という町名になるのが来

年の秋頃だと聞いております。ただ、前回皆さんに現地調査で見ていただいたとおり家が相

当建ってきておりますので、できるだけ早い時期に、来年入学される子どもさんには対応で

きるように考えていきたいと思っております。最終決定は教育委員会の方で決めることにな

りますので、時期につきましても合わせて、教育委員会の方で決定していきたいと思ってお

ります。 

 

◎会長 

答申する時に「できるだけ早い実現を」ということは言葉で伝えるぐらいしかできないで

すか。 

 

●事務局 

 それでしたら、よろしければそういった文面をこの会で決めていただいて、会長と事務局

とで最後の調整をさせていただいたらというふうに思います。 

 

◎会長 

 やはり一言「できるだけ早期の実施を」と入れた方が良いでしょうか。 
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○委員 

 単純に疑問として、いつからかと疑問に思うんじゃないかと思っただけです。 

 

◎会長 

 皆様方も異論は無いようですので、そういう旨を文中に加えるかもしれないということで

ご確認いただいてよろしいでしょうか。 

 

○委員 

 （異議なし） 

 

◎会長 

 ありがとうございます。では、そういうことで一つ目のこの審議ですが、全員異議が無い

ということで、この答申案をさせていただきます。次回の会議において教育委員会に提出し

たいと思いますので、宜しくお願いします。 

 

◎会長 

 それでは議事の二つ目に入らせていただきます。諮問②の「大久保小学校の過大規模対策

について」の協議に移ります。まず事務局から説明をお願い致します。 

 

●事務局 

 議事の二つ目について説明致します。前回現地視察の後、大久保小学校の校長先生、PTA

の役員の方や校区の連合自治協議会の会長からもご意見をいただきました。その後皆さんで

も様々な意見交換をしていただきましたので、まず最初に、その内容について振り返りをさ

せていただき、その上で別途本日用意しております資料の説明をさせていただきたいと思い

ます。 

 まず最初に議事録の２ページをご覧ください。議事の最初にまず大久保小学校の校長先生

の方から現況についてメリット・デメリットに分けて説明がありました。主立ったところを

申し上げますと、学校における指導面につきましては、子どもたちが沢山いて分散されるこ

ともあり、全体指導ができやすい。あるいは教員が多くなることで視野が広がったり、それ

ぞれの特性を活かした事務分担等ができるといったことがありました。３ページでは多様な

個性を持った子どもたちがふれあい、人間関係を構築していける点、特別活動、委員会活動、

クラブ活動が非常に活発化したり、集団行動が身についたりといったメリット面を挙げられ

ています。 

 その一方で、子どもが多くて大変だというようなデメリットとして、教員の目が行き届き

にくかったり、教員と子どもが深く関わることが困難となったりといったところが挙げられ

ています。また、特別な配慮を必要とする子どもたちへの十分な支援ができているのかとい

うところで不安を感じられるところもあるとおっしゃられていました。 

学習面としては、時間割構成が大変難しく、図書室や体育館等の使用について非常に苦慮

されている点を挙げられていました。 

 その他の活動としては、健康診断や校外学習、音楽会や体育大会等でも、準備や実施に多
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くの時間が必要となり、施設使用の制限もあって大変苦労されているとおっしゃっていまし

た。 

最後に安全面については、特に緊急時等に多くの子どもたちが一斉に集中してしまう時に

は不安を感じるということもおっしゃっていました。 

 ５ページでは、大久保小学校の PTA の役員さんからもご意見をいただきました。主なとこ

ろでは子どもが多いので友達が多い。町に大人も多くいるということで目が行き届き安心で

きる。施設さえ整えば子どもは多い方が良い。もし少ない学校へ子どもを分けるといったよ

うなことがあれば、通学路の面などで心配があるということをおっしゃっておられました。

また現状でも子どもが多いということで、音楽会等、施設面が大変であるといったご意見も

いただきました。 

それから最後に、校区の連合自治協議会の会長さんからのご意見と致しまして、子どもが

多いということは活発な地域活動を行っていく上で素晴らしいことである。元々自治会の加

入率が非常に高い地域であってメリット面は大きい。ただやはり一方では、小学校の過密に

ついて心配もされており、開発業者などからの話によりますと今後もまだ予定されているの

でこの地域の児童数はこれからも増えていくことが予想されるとおっしゃっていました。 

 こういったご意見を踏まえまして、その後、短い時間にはなりましたが、委員の皆さまで

お話合いいただきました。委員の皆さまからはデメリット面を心配する声が多くありました。    

７ページでは、細かな配慮ができにくいのではないかと心配する声や、施設面や安全面で

気になる、方策のところまで少し踏み込んだ言い方としまして、調整区域についてのご意見

等もいただいたりしたところです。 

調整区域については後ほど説明させていただきたいと思います。 

８ページのところでは、大久保小学校における中学校の通学区域が、大久保中学校と大久

保北中学校に分かれていることへの対応について。一つの自治会については一つの校区が望

ましいという声がありました。 

それから９ページでは先ほど申しました自治会関係や過大規模対策としては新設校を設置

する案や、もしくは少ない学校を統合して多いところを増やすといった大小での調整のご意

見をいただきました。 

また大久保小学校の校長先生から、規模については多くても各学年 5 クラス程度が望まし

いのではないかといったご意見もいただきました。 

最後に、１０ページのところでは PTA の役員さんが、特に調整に区域について今後のこと

を心配されておりました。兄弟関係などもあり、すぐ２、３年後には通学区域を分けるとな

った場合に、子どもが分かれてしまうということへの不安と反対のご意見をいただきました。 

 以上、前回の主立ったご意見を紹介させていただきました。 

 

◎会長 

今、事務局から説明していただいた議事録はもう承認されているのですか。 

 

●事務局 

 議事録につきましては各委員にお送りし、確認させていただいております。 
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◎会長 

最後の１２ページをご覧いただけますでしょうか。審議事項の今後のことかもしれません

が、まず「次回以降に個別の議論をいただく」ということ、２点目が「次回の審議会で一定

の結論を出していただく」ということもありました。それから３点目としては「小・中学校

の適正規模に関する基準についての資料を用意しておく」ということでまとめていただきま

した。 

それから１３ページに「基本的な考え方」というものを大事にしようと述べていただいて

おります。それから２つ目が「基準項目」として学校規模や通学区域をしっかりと守る。「統

廃合」も考えないといけないということも述べていただいております。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」というものが今後自治会等に関

して議論していくということをまとめられたのではないかと思いますが、それでよろしいで

しょうか。 

副会長、この議事録で大体よろしいでしょうか。 

 

○副会長 

 そうですね。 

 

◎会長 

 今、事務局から説明していただいたような方向で議事録をまとめるということで確認させ

ていただきます。では二つ目の説明をお願いします。 

 

●事務局 

 先ほど説明させていただいたような大久保小学校についての現状を踏まえ、関係者の方の

ご意見を含めた話し合いをしていただいた上で、参考といたしまして、過大規模校対策につ

いて他都市ではどういったことをされているのか、考え方としてどう整理されているかとい

ったところの資料を用意しております。 

こちらは今後協議を進めていく上での参考として見ていただいたらと思っております。 

簡単に説明致しますと、他都市における過大規模対策としての方策例ですが、まず一つ目

に通学区域の変更です。子どもたちの学習環境や安全面、地域の事情等を十分考慮しながら

通学区域の一部を隣接する学校に変更することで、過大規模校の児童数の軽減を図ろうとす

る方策です。ただやはり隣接する学校の施設状況や児童数の今後の推移なども十分見極めて

いく必要があります。 

二つ目としては、隣接校への調整区域の設置ということで、通学区域の弾力化策という形

でなされているものです。これは保護者の希望により隣接校への就学を認める調整区域を設

置するという方策です。ただこの場合ですと保護者の希望によりますので、どうしても過大

規模解消にどれだけの効果が出るかという点では不確定の要素が非常に強くなります。 

三つ目としては、隣接校からの調整区域の解消ということで、本来は隣の学校の校区です

が地域の事情等により、今回の例で言いますと大久保小学校になりますが、隣接する学区へ

の就学を認めるという調整区域を解消し、本来の通学区域の学校へ就学を指定するものです。 

ただ、調整区域の解消にあたっては、これまで認めてきた経緯や現在の状況等についても十



7 

 

分検証していかなくてはならないところが考えられます。 

以上の３点がソフト面での対策です。 

４点目５点目がハード面に関するもので、まず既存施設の活用や増築です。施設の活用と

しましては、特別教室や会議室等、普通教室以外の用途に転用しているような教室を普通教

室の仕様に戻して教室の確保を図ろうとする方法です。これが最も経済的で影響が少ない方

法と言えますが、可能であればということがあります。 

もう一つは校舎の増築や新築、プレハブ等の仮設校舎の設置等、施設整備によって保有教

室を増やして児童の収容力を高めようとするものです。増築や改築の課題としては、経費的

なことに加えて運動場が狭くなる等、敷地面の制約があります。また、この方法では児童数

自体には影響がありませんので、過大規模校であることには変わりがないということになり

ます。 

更に５点目としては、分離・新設校の設置ですが、人口が急増していた時代には各地で多

く実施されておりましたが、少子化が進行した最近では事例が非常に少なくなっています。 

 本市でも平成 11 年度の大久保南小学校開校以来、新たな学校はありません。この方法は財

政的に莫大な経費を要することや、本市でも見られる状況ですが、児童数が一時急増したも

のが、現在では減少傾向を示している地域も非常に多くなっています。将来推計を見据えた

慎重な判断が求められるところです。 

以上が主立った方策です。これ以外にも例えばこれらを複数兼ね合わせたりする対策も考

えられます。 

 対策を進める上での留意事項ですが、こういう方策をただ単に数合わせ的に行うのではな

く、注意すべき主な事項として４点挙げております。一つは児童の良好な学習環境や安全な

通学の確保が大切で、子どもたちの目線に立って取り組む必要があります。教室だけではな

く、体育館や図書室等の施設が使いやすくなることや、通学における安全面の確保について

検討していく必要があります。 

二つ目として、大久保小学校の PTA の役員の方からも不安の声が出されていましたが、在

籍児童やその兄弟姉妹等への配慮ということです。通学区域が変更となる場合でも、その時

点で既に在籍している児童については卒業まで通学を認めるということや、在籍している児

童の弟や妹についても、希望により兄弟が同じ学校へ通えるような配慮をしていくことが必

要であると考えられています。 

三つ目として、保護者や地域の理解や協力ということです。児童の保護者から理解や協力

が得られるよう、丁寧な対応と説明が必要になってくるということです。また本市でもそう

ですが小学校は地域のまちづくりの拠点であり、災害時には避難所になったりする点で、地

域コミュニティーと非常に深い関わりがあります。本市では子どもの安全対策にも大きな貢

献をいただいており、地域の皆さまの理解や協力が不可欠です。 

四つ目として、学校間の交流や連携授業等です。通学区域が変更される場合に子どもたち

の良好な関係を維持し、新しい学校になった時にスムーズに溶け込めるよう、当該学校同士

での交流や連携授業、小学校と中学校の連携などについて配慮されているケースも見られま

す。 

以上あくまでも主な留意点として、過大規模校の解消に向けて取り組んだ事例について紹

介させていただきました。 
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◎会長 

 大久保小学校の現状についても合わせて説明をお願いします。 

 

●事務局 

 第１回会議の時にお配りした資料を含めて、大久保小学校の通学区域の現状について改め

てもう一度説明させていただきます。 

 第１回会議の資料で諮問②関係の大久保小学校の児童数の推計表、町名別の児童数、図面

の３点ものと、今日お配りした大久保小学校の現状についての資料を見比べながら説明させ

ていただきます。 

２枚目の町名ごとの年齢別の子どもの数の表と地図を見ながら、現況について再度確認を

お願いしたいと思います。 

まず最初に、調整区域についてですが、大久保小学校には他校区から通うことができる調

整区域が２カ所ありまして、まず一つが谷八木地区です。推計整理表に谷八木の調整区域が

ありますが、調査の時点で大久保小学校在籍の児童数は 139 名おられます。地図で言います

と下の方の赤く塗っている谷八木と書かれているところです。本来赤い線が大久保小学校の

通学区域になりますので、ここはその外側に位置する地域ですが、歴史的にも長く大久保小

学校への区域外通学を認めているところです。こちらの自治会関係で申しますと、大久保町

の自治会に加入されている世帯もありますし、それ以外の自治会の方もいらっしゃいます。 

通学距離としては一番遠くても 1.2 ㎞程度で、本来の校区である谷八木小学校とも距離的に

はほとんど変わらないといったところです。隣接する大久保南小学校とも距離的にはそんな

に変わらない地域になります。いずれも中学校の校区は大久保中学校ということで、中学校

については区域外にはならない地域です。 

また、もう一つの調整区域として藤江地区があります。先ほどの谷八木地区のすぐ東側の

小さく赤く塗った場所です。在籍数は 20 名という少ない人数になっています。通学距離につ

きましては、大久保小学校まで約 1.4 ㎞あります。本来の藤江小学校までは地図上では 2 ㎞

程度あり、大久保小学校の方が近いということで調整区域にされてきたのかと推測されます。

中学校の校区につきましては、本来藤江小学校ですと望海中学校ということですので、中学

校についても校区外という手続をしているところです。 

以上が調整区域ですが、前回の会議の中でも、今後、調整区域をどうしていくかというこ

とが一つの検討課題であるということでご意見をいただいたところです。 

続きまして、校区内の町ごとの現状をできるだけ簡潔に説明させていただきたいと思いま

す。 

まず一つ目が大久保町森田地区です。森田地区は大久保小校区の南東に位置し、先ほどの

藤江地区の少し北側、青くに塗っているところです。今日は「字」単位で説明させていただ

きたいと思いますが、こちらの森田地区は中学校は大久保中学校区です。5 月 1 日現在の就

学年齢の人口は、0 歳からの合計になっておりますが 1 年生から 6 年生までに該当する数と

しましては 138 名ということで、地域としてはちょっと多い地域になります。自治会も森田

自治会の他複数の自治会があり、通学距離的にも大久保小学校までは一番東側に位置するこ

ともあって、約 1.5km 少しぐらいあろうかと思います。隣接する校区としてはすぐ横に沢池

小学校区があります。地図の薄い青色で塗っている森田地区のところの一番東側には、先ほ
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どの谷八木や藤江の調整区域とは逆で、本来は大久保小学校区ですが希望によって沢池小学

校への就学を認めている調整区域があります。 

次に大久保町大久保町についてですが、地図で言いますと森田地区のすぐ西側、黄緑色で

塗っているところです。大久保小学校区内の南西に位置しており、中学校は大久保中学校で

す。就学年齢人口は非常に多くて 319 名となっております。自治会としてはこの地域では最

も大きく 1,000 世帯を超えるような大久保町自治会とその他にも複数あります。大久保小学

校はこの区域内に建っていますので通学距離としては最も近い区域になり、一番遠いところ

でも 1 ㎞ちょっとくらいです。大久保町大久保町の一部は隣接する大久保南小学校区になっ

ています。距離的には大久保南小学校もそんなに変わらないようなところになってきます。 

続いて大久保町大窪ですが、地図上では大久保町から少し北側に上がったところに山手小

学校区があり、そちらの東側に赤く塗っている箇所、赤い太線より東側が大久保小学校区に

なる大窪地区となります。こちらの地区の中学校はほとんどが大久保北中学校ですが、地区

内の黒い線より南側の一部が大久保中学校となっています。大久保中学校に通う人数は 14名、

大久保北中は 227 名ですので、ほとんど大久保北中校区となっています。非常に区域が広い

ことから複数の自治会があります。通学距離は一番遠いところで 1.7～1.8 ㎞ですが、北の方

には家がそんなにないので実際はそこまで遠くはないのかと思います。隣接する校区として

は、すぐ横に山手小学校区があります。 

続きまして、そのすぐ東側の松陰地区ですが、校区の中央から東側、北側まで非常に大き

な地域で青く塗ったところで、一番大きな区域です。ただ明石北高校辺りより北側について

はほとんど人家が無いというところで、実際の通学区域としての一番北側は現在のところ明

石北高校辺りまでになってくると思います。大久保中学校区と大久保北中学校区に分かれて

おり、就学年齢人口は大久保中校区には 16 名、大久保北中校区には 286 名ということで、ほ

とんどが大久保北中の校区になっています。自治会につきましては、こちらも非常の大きな

松陰自治会の他、複数の自治会があります。通学距離につきましては、北の方の実際に家の

ある明石北高校辺りで見ますと、地図上で約 2 ㎞ちょっとくらいです。隣接する校区の学校

へも最も遠いところで 2 ㎞ちょっとくらいになり、東には沢池小学校区、西には高丘東小学

校区が隣接しています。 

次に松陰新田地区ですが、先ほどの松陰地区の東北側の赤く塗っているところです。こち

らは中学校は大久保北中学校区です。就学年齢人口は 8 名と非常に少なく子どもの少ない地

域になっています。自治会は松陰新田自治会一つだけの地域です。通学距離は結構遠くて 2

㎞ぐらいあろうかと思います。また隣接する沢池小学校にも同じくらいの距離が離れていま

す。 

次に駅前 1 丁目地区ですが、JR 大久保駅付近の黄色に塗っているところです。中学校は大

久保中学校区で、駅前の地域ということで就学年齢人口は非常に少なく 8 名です。自治会に

ついては大久保駅前自治会等複数の自治会があり、この地域だけでということではなくて、

いろんなところと合わさっています。通学距離としては結構近くて 1 ㎞弱ぐらいです。駅の

南側にある大久保南小学校にも 1㎞弱で距離的には大体同じぐらいです。 

それから、駅前 2 丁目地区という非常に小さな地区ですが、駅前 1 丁目のすぐ北側の青く

塗っているところです。大久保中学校と大久保北中学校の校区があり、実際に在籍している

子どもの数としては大久保中学校区には 21 名ですが、大久保北中校区には誰もおらず、現在
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の就学年齢の児童は 0 名です。自治会関係も大久保町大窪の自治会に入られているところも

あり、いくつかの自治会に分かれた地域です。通学距離は大久保小学校までは 1 ㎞ちょっと

で、隣接する大久保南小学校へはそれより少し遠く 1.2～1.3 ㎞ぐらいです。北側の山手小学

校の方が少し近くて大体 1 ㎞ぐらいのところになります。 

最後に、大久保小学校区内にも藤江地区がありまして、そちらは先ほどの谷八木と藤江の

調整区域の少し上、赤い線より北側の黄色く塗っているところで、大久保中学校区になって

います。就学年齢人口は 52 名です。自治会関係では隣接の森田自治会や大久保町自治会に加

入されている世帯があり、どちらが先なのかは分かりませんがそういうこともあってか、大

久保小学校区になっています。通学距離的には大久保小学校まで 1.数㎞、隣接する藤江小学

校までは 2 ㎞以上あるといったところです。 

大久保小学校区内にある町としては以上の地域があります。 

もう一つの資料「大久保小学校及び近接校の現状」の説明を致しますと、先ほど大久保小

学校と隣接する学校を申し上げましたが、こちらにそれらの学校の現状と今後の推移につい

て記載させていただいております。 

最初の会議での資料から隣接の学校を抜粋して、年次ごとの推計をおいてみたものです。

大久保小学校はご存じのとおりこれからも増えていき、一方大久保南小学校は現在はまだ過

大規模ではありますが、今後の推計からいくと徐々に減っていって、施設に余裕も出てくる

可能性があるといった見込があります。 

また谷八木小学校につきましては、ほぼ横ばい状態で続くといった見込で、施設面にも少

し余裕があります。 

藤江小学校につきましては、一時減るようなところもあったのですが、今後は増加する見

込みです。これはあくまでも今現在の子どもの数をそのまま年次進行したものですので、そ

の子どもたちが小学校に上がるまでその地域に住んでいるものという前提になります。です

からもし転居といったことがあれば大きく変わってくる可能性もありますが、藤江小学校は

増加見込です。ただ人数が増加しても施設的には余裕があるのかと思います。 

沢池小学校につきましても同じような傾向が見られますが、ただこちらは施設的に元々教

室数がそんなに無いということもあって、あまり余裕は無いのかと思います。 

山手小学校ですが、こちらは先ほどの大久保町西脇地区の住居表示の件もありますが、今

後子どもの数が増えていく傾向が見られていることもあり、施設面ではあまり余裕が無いと

ころです。 

参考までに高丘東小学校と高丘西小学校を載せております。昭和 40 年代後半から 50 年代

にかけて人口が急増していたところですが、横ばいあるいは減少の傾向が見られ、施設的に

は結構余裕が出てくるといった状況が見られます。 

大久保小学校近接の学校の現状については以上です。 

 

◎会長 

ありがとうございます。たくさんのことを説明していただきましたので、私自身も全てが

整理できていないのですが、まず一つは「過大規模校の対策について」という１枚物の資料

で方針等を示していただいて、その後に「大久保小学校区の現状について」ということで、

続けてお話をしていただきました。 
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この２点に関して、何かご質問・ご意見等がありましたらお願いします。今の説明の中で

分かりにくいところや、もう少しこの辺りが問題ではないかというご指摘でも結構ですので、

どんどんと言っていただければと思います。 

今日まとめあげることは難しいかもしれませんが、次回ぐらいにはその方針案が出ると思

いますので、宜しくお願いします。いかがでしょうか。 

 

◎会長 

まずそうしたら復習の意味でも、「過大規模校対策について」という１枚物の資料をご覧い

ただけますでしょうか。この資料について何かご意見等はございませんでしょうか。 

１の（１）から（３）までは、どのようにするかというソフト面として説明いただいた内

容だと思います。こういう方策例ということでまとめていただいております。この度の大久

保の西脇地区の検討にあたっても自治会の考え方とかご家族の希望とかを入れながら、地域

の事情等を十分考慮したということに入っているのだと思いますので、この方針に関しては

特別問題無く認めていただけますでしょうか。 

かといって全てがそれだけでは無くて通学区域の弾力化についても、どのようにやってい

くかとか、調整区域を解消すべきではないかということでまとめていただいております。 

 

●事務局 

 会長、ちょっとよろしいですか。これはあくまでも他都市の事例ですので、こういう方向

で進めていこうということでは無くて、参考に見ていただきたいということです。先ほど説

明させていただいた大久保の各地域の状況を踏まえて、こういう方策が検討できるのかどう

かということをまずこの場でもご議論いただき、今日はなかなかここまでの話しにならない

かもしれませんが、事務局としては、今後そういったところも検討していっていただくとと

もに、地元の皆さんとの意見等ももっと聞いていきながら、慎重に対応していく必要がある

というふうに考えております。 

 

◎会長 

 すいません、私の勘違いでした。このような資料をもとに本市としてはどういう部分を考

えていくかということを求めていけばいいということだと思いますので、ソフト面やハード

面で色々な立場で多面的に考えていくのだと思います。では留意事項等の辺りも参考程度に

見ておいていただいたらよろしいですね。 

 

●事務局 

そうですね。どういったことが良いのかという方法について、不明な点等がありましたら

また説明させていただきますので、宜しくお願いいたします。 

 

◎会長 

先ほど説明していただいたような内容で色々な方策・対策があるということです。では、

具体的に我が大久保小学校区のことについてご議論をお願いしたいと思います。 

１点は調整区域、もう一方は校区の町ごとの現状ということでまとめていただきました。 
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○委員 

 今、市では財政健全化策とか色々やっておられますが、余裕が無いので新設ということは

考えられないのですかね。そういうことであればやっぱり線引きするしかしようがないです

ね。 

 

○委員 

 前回の第２回会議の時に、大久保小学校の PTA の方も保護者の意見として「調整区域の方

も大久保小学校に通わせたい」と聞いていたのですが、この資料を見た時に、平成 25 年度の

現段階で 1,200 人ぐらい、もし今まで通りで変更しないでいけば平成 31年には 1,400 人くら

いの規模になってしまうということですよね。今の大久保小学校の環境でこのまま現状維持

で続けていった場合、どんな感じになるのか。プレハブが何棟建つとか、シミュレーション

的なことがみんな知りたいと思うんですよ。例えば運動場にプレハブが６棟建ちました、そ

れなら運動会はどうするのですか、とか。やっぱりそこを考えてみてどうしても今の在校生

にのびのびと教育できないというのであれば、言い方は悪いですが、どこかを切っていくし

かないと思うんですね。 

保護者の方の思いも分かるのですが、本当に飛びぬけて 1,400 名という人数が今の大久保

小学校に入った時に、ひょっとしたら体育館もほとんど使えないとか、遠足すらどうなるだ

とか、そういうことを考えると、どこかで、何年度かのタイミングで、それは直近になるか

もしれませんが、線を引くしか解決策は無いんじゃないのかなと思います。もちろん色々と

思いはあると思いますが、やっぱり 1,400 という人数は相当な人数だと思います。 

 

○委員 

 （５）の「分離新設校の設置」というのは、財政状況から難しいということですが、（４）

（「既設移設の活用・増築等」）というのは、今言われたようにちょっと違和感があります。  

まあ、これは他市の方策例ですから参考程度にということだと思いますが、違和感があり

ます。 

 

○委員 

単純に児童数から自動的にプレハブの数が出てきた時に、あの敷地内のどこに建てるのか

とか、それプラストイレ等の全てにおいて、夏のプールすら一回りするのに何時間もかかる

となった時に、本当に市民の皆に平等な教育ができるのかどうかということが心配になって

きます。 

 

◎会長 

議事録の校長先生がおっしゃっていたデメリットの部分が非常に気になりますね。 

 

○委員 

これが例えば 30年度に 1,000 人を切ってくるというのであれば、何とかこのまま我慢して

もらってという感じでイメージするんですけれども、200 人以上超えて増えてくるという状

況になっているので、これはちょっとやはり手を付けないといけない。 
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ひょっとしたら校区の中からでも色々な意見がぶつかりあってくると思います。調整区域

の人に対しての思いであったりとか。 

 

◎会長 

今、委員がおっしゃったように、現実的にはこのまま放っておくと 1,400 まで増えるとい

う現実があります。ですからまずは手を付けない限り、安全な教育活動や子ども達が本当に

健やかに育つためには問題があるのだということはデータからはっきりしているんじゃない

かと思います。 

じゃあどうするかというと、地域の方の意見としてはやっぱり今通っているままで行かせ

たいというのは当然だと思うけれども、やはりどこかで仕切りを引くというご意見だと思い

ます。 

例えば調整区域であれば、できれば大久保小学校以外のところにお願いするとか。そうい

う極端な事例も出てくると思いますが、そういうことを今ここである程度答申の中でも出し

ていいんじゃないかというご意見だと思います。明確に出すべきだと。委員、それでよろし

いですね。 

 

○委員 

はい。 

 

○委員 

 松陰地区の上の方でどんどん区画整理や開発が進んでいるんですが、これはまだまだ増え

てきますね。 

 

◎会長 

 先ほど、北高の上はほとんど今児童がいないとおっしゃったのですが、ここがまた増えて

くる可能性があるのですね。 

 

○委員 

 もうちょっと下です。 

 

●事務局 

下の「松陰」と四角で囲んでいるところの東側がまだ田んぼとかなので、この辺りがまだ

開発余地として残っているように思われます。 

 

○委員 

 ここから上がまだ田んぼや畑ですから、段々また家が増えてくる。 

 

○副会長 

 一つ質問があるのですが、大久保小学校はこれからずっと人数が増えていくと想定されて

いますけれども、今も話に出ましたが、校区全体で増えるのか、どの辺の地区が今後増えて
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いくということを予想されてこの数字が出ているのでしょうか。 

 

●事務局 

 先ほどの第１回の会議資料の「大久保小学校児童数推計整理表」が町名ごとの数字が上が

っている表になります。表にゼロ歳からの子どもの数を入れておりますが、これは現在既に

住民票に記載のある子どもの数で、この子どもたちがそのまま 6 年、7 年経って小学校に上

がってくるとして、そこへ入学率をかけると 1,400 名という数字になり、それを単純に今の

学級編成基準で割りますと学級数が出てきます。 

多くなるのはどの辺りかということですが、上の方から言いますと、大久保町森田は人数

が少し多いのですが、この辺りはほとんど変わらないのかなといったところです。大久保町

大久保町も多い状態でそのままずっと継続しているようなところです。 

大久保町松陰については今も既に多いですが、ここは年少人口になればなるほど多いとい

ったような傾向も見られます。 

それから大久保北中校区の大久保町大窪ですが、こちらは現在の数よりも年少の数が結構

多く、この地区が増加傾向が一番顕著に出ているような見込です。 

いずれにしましても、大久保北中校区の方が開発の余地を残しており、どんどん増えてき

ているといったところが現状です。 

 

○副会長 

 ということは、例えば線を引くということを前提にしたとしても、その辺りも考慮しなけ

ればいけないということですよね。現状で数合わせをしてもだめなので。減るところを増や

しても仕方がないと思うので。 

 

●事務局 

その辺り、非常に難しいところだと思います。 

 

◎会長 

 今後増えてくる場所の調整が必要ということですよね。過去の歴史的な経緯のある調整区

域とか、これまでは通わせてきた部分をどうするかとか、そのようになってきますよね。 

 

○委員 

 やっぱり昔からの住民の感情というものは、森田は大久保町の延長みたいなもので、だか

らなかなか沢池というよりやっぱり大久保なんですよね、感じは。 

それから上の方でも、やっぱり青色のずっと上まであるところ（松陰）も未だに大久保の

感情がある。だから高丘東小学校の方が近いじゃないかということもありますが、この辺は

本当は新設の方が良いのだけど、それができないということになると、やっぱり「えい、や

あ」でいかなくてはならないのではないか。 

 

◎会長 

 距離的にも遠いですしね。 
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○委員 

 本当に遠いです。 

 

◎会長 

 左側にあります高丘東小学校が近いじゃないかと思いますよね。 

 

○委員 

ところが馴染みから言うとあそこは大久保なんですよね。この辺りは全部親が大久保です

から。 

 

◎会長 

 伝統的に大切にしなければいけない物も当然あるのですが、ただ子どもたちが本当に教育

をちゃんと受けられるということをハード面や通学面で考えたりすれば、やっぱりどこかで

切らないといけないという部分があるのかなということは思うのですが。 

 

○委員 

 私の時も大久保小学校から谷八木小学校に変わった。その時は近くに新設校ができるとい

うことだったのであまり抵抗が無かったんですね。だから谷八木小学校へ変わったんです。  

だからこの辺の上の方でも、もし北小学校とかができたらそんなに抵抗が無いのではとい

う気がするのですが。まあそう簡単に一つ作るというわけにいきませんからね。 

 

◎会長 

そうですね。 

 

○委員 

 ここに学校ができたら解決は早いですね。けれど金の問題が出てくる。私は前から言って

いるようにここの池を埋めたらちょうどいいなと思っている。これからこの辺の池は利用価

値が無い、下に田んぼも無いし。条件的にはいいわけです。ただ金だけです。 

 

○委員 

谷八木小学校へは、調整区域のところは八木松陰線という工事と浜国の 718 号の工事をし

ていますので、これが完成した暁にはそんなにアップダウンが無くなって、交通面で危険だ

ということは解消される。しかしそれまでにはまだまだ 5年ぐらいはかかるのでしょうね。 

今の状態では無理です。大久保へ行ってしまいます。 

 

◎会長 

 ただ、即来年や再来年というのではなく、５年後でも解決する方向性を示せばいいかなと

思うんですが。我々審議会の委員としては、やっぱりこの地図から見ると一つ学校があって

もいいなと当然思います。素直に客観的に見たら、この下の大久保小学校まで上から通って

くるというのは、将来はおかしいんじゃないかと思うのですが、先ほどのハード面が無理だ、
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財政が無理だと言われると、今の状況の中でどう答申を出すかということになるのかと思い

ます。 

そういう答申の出し方はおかしいですか。新設校を一つ作るというのは。無理ですよね、

簡単に言えば、そのために我々委員に審議してもらっているのだということですよね。 

 

●事務局 

 先ほどから申し上げておりますように、特に極端な例かも知れませんが、大久保南小学校

は平成11年に開校して10年後の平成21年がピークで、それ以降はずっと下がっていきます。

ここで出ている数字だけで今後を見ていくと、20 年後の平成 31年には 21 クラスということ

で、どんどん落ちていくというようなことも見られております。そういったことも含めて将

来的な推移を慎重に見極めていく必要があろうかと思います。 

新設校を含めた検討もありますが、非常に多大な経費等も掛かってまいりますので、現在

の財政状況等も踏まえて、できればこの会の中では通学区域についての対策が可能かどうか

という視点でのご議論をいただきたいということです。 

今日は各町の現況を説明しただけになっておりますけれども、次回はそういったところを

踏まえて通学区域の見直し等が可能かどうかといった視点でご意見・ご協議いただけたらと

いうふうに思っております。 

 

◎会長 

 それと事務局の説明にあったように、歴然と減っていくのは大久保南小学校と高丘東小学

校というデータが出ていますよね。ですからその辺りへ移行できるような形も将来的には考

えられるのかなとは思います。今ある現状の小学校の中でどのように考えていくかといった

場合にはそういうことが大事になっていくと思います。 

 

○委員 

 大久保南もＪＴの跡地がどうなるか具体的に出てきたのですか。色々聞こえてきますけど。

もしここにマンションでも建ったらまた増えますよね、広い土地だから。 

 

○委員 

強引なやり方ですけども、何年後か先に大久保南小学校が 700 ですよね。それで大久保小

学校が 1,400 人。単純計算でそれの平均をとったら 1,000 人ぐらいですよね。そうすると大

久保小学校は今の現状よりは少なくなって、大久保南小学校は現状の今年度ぐらいですよね。 

それでその時に大久保校区内はまた割れるのですか。それは難しいですよね。割れないで

しょうね。 

 

◎会長 

そうですね、本当に推計的に足していけば同じですね。 

 

○委員 

ただ、どうしても地域が絡んでくるので、多分一筋縄ではいかないと思うのですが。 
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○委員 

 大久保南へ行くとなるとちょっとまた通学路が問題で、大久保町の方から行ったとしても

大分坂を上って行かなくてはならないでしょうね。 

 

◎会長 

 私は高低はよくわからないのですが、ただ距離から言うと近いですよね。上の松陰の辺り

から比べると相当の距離の差がありますよね。ですから小学生には酷かもしれませんが、こ

れくらいの距離だったら少々変わっても大丈夫かなというふうに、図だけを見ると思うんで

すけど。 

 

○委員 

 これにはアップダウンを書いて無いので、分からないですよ。分かっている者から言うと

やっぱり上りがあって国道を横切らなくてはならないとかいうことを考えるから、調整区域

の人はみんな良い方へ楽な方へ楽な方へとなる。通学区域を変えるとなると大変でしょうね。 

 

○委員 

 松陰地区の北高よりも上は今から開発の予定があるんですか。新しく今からできるところ

だったら、「こっちの小学校です」と言いやすいかなと思ったのですが。見せていただいてい

る限りでは多分畑等なので、自治会という面でも新設のところは他の住宅が密集してあるよ

うなところよりは決めやすいのかなと思ったのですが。 

 

●事務局 

 明石北高の辺りよりも北側につきましては、市街化調整区域ということで街区形成を抑制

されているところですから、農地の転用というのも市街化区域と比べてちょっと難しいとこ

ろがあります。ですから一団の開発が一挙にということには少し抑制が強いので、そういっ

た心配は少ないのかと思われます。 

 

○委員 

 第二神明より北側ですか。 

 

●事務局 

もっと南の北高の辺りも掛かっていますし、その下にオイシス（昔の近畿パン）の辺りも

調整区域に掛かっています。また次回には今申し上げた市街化調整区域と市街化区域の境界

もこの図面の上でお示ししたいと思います。 

 

◎会長 

 今のところ各委員のおっしゃるのは、このまま放っておいてはだめだということは方向性

として出ていると思います。しかし伝統的、地域的な土地のこともあるので、どういう方向

かということはもう少し具体的に一つひとつ詰めていかなければならないと思います。 

なかなかいい案がぱっと出ないですが、先ほど委員がおっしゃったように足して２で割れ
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ば上手くいくんじゃないかというような机上のことだけでいけば本当にありがたいですが、

それに近いものに変更ができないか、案が作れないかということは思います。 

 

○委員 

あと一つ、話しが戻るんですが、茜の時の感想ですが、多分家が建つ前にはここが住宅地

になりますと市に登録すると思うんですが、できればその時点で線を引いておいてもらって、

ここから先は何々校区と言っておいてもらったら、そんなに問題は出てこないと思います。  

それは地域と行政とで話してもらったらいいと思うんですが、前回もあったように、家が

できてから不動産屋が勝手に「何々校区ですよ」と謳い上げてしまってそっちへ行くという

ような流れを無くしてもらったら、一つずつ問題は減ってくると思います。 

これからずっと新しい宅地ができてくると思うので、家が建つ前にどこかでここの住宅は

ここの校区ですよというふうに、市の方からちゃんと言ってもらっていたら問題は無いと思

います。 

 

◎会長 

今回の例で言うと、可能な限り自治会組織の大きさでそれが分かれた方が良いということ

ですよね。自治会のそれぞれのレベルでということだと思います。 

なかなかご意見が無いようで、どうしたらいいのか皆さん悩んでおられる状況です。その

辺りの方向性をまた次回にも引き続きやりたいと思います。 

少し審議３の説明だけでも今日しておいていただくことはどうでしょう。 

 

●事務局 

 まず審議事項の２については漠然とした説明になってしまって申し訳ありません。次回に

はそれぞれ個別に町ごとの検討をしていただけるように、もう少し時間ややり方について工

夫させていただきたいと思いますので、宜しくお願いいたします。 

  

◎会長 

 そういう方向でお願いします。具体的に出てくれば意見が言いやすいと思いますので。 

 

●事務局 

 あまりに事務局主導で提案していくというのはよろしくないと思いますので、まずは各町

ごとのご議論をしていただいて、その上で進めさせていただければというふうに思っており

ます。 

また、前回も参考人ということで地元の関係の方にご出席いただいたりもしておりますの

で、もしよろしければそういう形で地元の意見も聞きながら進めるというやり方もさせてい

ただきたいと思います。 

 

◎会長 

私の方からも提案させていただきますが、地元の方にもまた陪席のような形で来ていただ

き、意見を述べていただく形を取りたいと思いますが、よろしいでしょうか。 
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〇委員 

（異議なし） 

 

◎会長 

ありがとうございます。では、事務局の方で次回の準備をお願いしたいと思います。 

では、今日は諮問③の説明だけでもしていただけますでしょうか。 

 

●事務局 

議事の３点目「小中学校の適正規模等に関する基準について」ということですが、今後

市としての学校の規模についての基準を定めていくという上でのご議論を行っていただきた

いと考えております。今日のところは参考として、他都市の事例を一番最初にお配りさせて

いただきましたので、基準とはこういったものが想定されるということでの説明をさせてい

ただきます。 

資料としては第１回会議の際、資料として他都市の状況や懇話会からの報告等をお配りし

ておりますが、その中で横浜市の基本方針を参考に、説明させていただけたらと思っており

ます。横浜市で作られているものは、通学区域制度と学校規模の両方に跨る基本方針という

ことになっておりますので、参考として説明させていただきます。 

時間もあまりありませんので、横浜市の資料１０ページから基本的な考え方の部分につい

て説明させていただきます。 

まず「通学区域制度について」ということでまとめられており、通学区域制度がなぜ必要

かということで、学校教育法施行令に市内に小学校や中学校が複数ある場合は市の教育委員

会は就学すべき義務教育の小中学校を指定しなければならないという規定があります。これ

を踏まえて、通学区域を定めてそれぞれの学校への指定をすることが各市町村の教育委員会

の責務になっています。そういうことで通学区域を定めてきております。  

横浜市では様々な課題を踏まえた上で作られておりまして、まず通学の基本的な考え方と

して、現行の住所によって就学すべき学校を指定する通学制度を基本的とするという考え方

が示されております。さらに通学区域に関する課題、例えば指定される学校が直近校ではな

いとか、通学時間がかかるとか、地域コミュニティーの関係で自治会が分かれてしまうとか

言ったような色々な課題を踏まえて、そういう課題を解消して子どもの教育環境を改善する

ために、通学区域の変更や調整、あるいは通学区域の弾力化の方策を、保護者や地域住民の

理解や協力を得ながら進めていくということが、まず基本的な考え方として定められており

ます。 

以上を踏まえて、１１ページに通学区域を設定するにあたっての考え方が５点挙げられて

います。通学区域の設定にあたって必要なこととして、まず学校の規模の不均衡が生じない

ようにということが１点。それから通学距離ですが、国の方では小学校 4 ㎞以内、中学 6 ㎞

以内と言われておりますが、横浜市では小学校は片道概ね 2 ㎞、中学校は片道概ね 3 ㎞、徒

歩で通える範囲ということで定めており、この中での通学区域の設定をされています。 

更には通学の安全、地域コミュニティーとの関係、自治会等の分断が無いような形で今後

見直しを進めていくということ。更には、小学校と中学校の通学区域の関係の設定を用意さ

れておりまして、この５つの視点での考え方を示されております。 
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その中で通学区域に変更等が必要となってくるような場合についての考え方、通学区域の

適正化を図る上での方策として、１２ページにはあくまで通学区域の方策ということになり

ますが、一つは通学区域の変更、更には特別調整通学区域、調整区域の設定等、通学区域の

適正化方策について幾つか挙げられております。また弾力化についても挙げられています。 

まず最初に通学区域についての適正化の基準を定めた上で、更に１３ページ以降で学校規

模についての適正化の基準を定められておりまして、あくまでも適正規模としては 12～24 学

級を適正規模校とするというふうな形で整理されて、それ以下、あるいはそれ以上の学校の

特性なども整理された上で、１５ページ以降に適正規模化を図るための考え方を整理されて

います。 

学校規模の適正化に向けては、先ほどの大久保小学校の話しの中でも色々ありましたが、

規模の適正化や通学区域の変更にあたっては、保護者や地域住民の理解や協力を得ながら手

法を検討し実施することによりまして、小規模校や大規模校、過大規模校の解消を進め、最

終の目標は子どもたちの教育環境の改善を図ることであるという基本的な考え方を整理され

ています。 

その上で大規模校や過大規模校の対策として、学校の分離新設や増築、あるいは通学区域

の変更、更には指定外の学校を認める方法が過大規模対策として挙げられています。 

また１６ページのところでは、小規模校対策としても同じように地域と十分調整を図り、

保護者・地域住民の理解と協力を得ながら通学区域の変更や調整区域の設定等の弾力化を進

める。どうしても小規模校が解消できない場合には、学校の統合についても検討を進める。 

統合については、さまざまな条件を課されて、詳しく統合の対象となる地域や統合の方法、

進め方、配慮の事項等、結構分量を取って統合についての説明をされています。 

横浜市ではこういう内容で基準を作っておられます。他都市の物も大体同じような構成に

なっておりまして、２ページに目次があるのですが、神戸市や八尾市でも同じような形にな

っています。 

まずは基本的な考え方として、今皆さんで抑えていただいているような現在の児童数や学

校の規模の推移、今後の推計等をまず踏まえた上で、どういった課題があるのかということ

を分析して、それから市として目指すべき学校の適正規模は、どういった通学区域を設定す

るのがいいのかという目的をもって、それへ向けての方策を整理していくといった流れで基

準を作られています。 

この流れ自体については他都市でも同じようになっていますので、明石市としても基準作

りにおいてはまず子どもたちにとってのより良い教育環境を作っていくということを目的と

して、そのためにはどういう規模の学級数や学校、通学区域がいいのかというところの議論

を次回から進めていっていただければと考えております。 

時間が無い中でのざくっとした説明で申し訳ありませんが、そういった基準作りを今後と

も続けていただければと考えております。 

 

◎会長 

 時間が来ておりますので、何か一言だけ言っておきたいということは無いでしょうか。 

私としては、今説明していただいた横浜市の方向で、ほぼ私たちの考えもいいんじゃない

かと思います。最終的には子どもたちのための審議だと思っておりますので、子どもたちの
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ためになる校区をしっかりと考えていっていただけたらと思っております。今のような現

状・課題、適正な方向性という規模で述べていくということでよろしいでしょうか。 

 

○委員 

（異議なし） 

 

◎会長 

では他市に学ぶということで、そういう方向で本市もまとめていきたいと思いますので、

宜しくお願いします。審議の３番目については今日は説明だけで終わりましたが、そういう

方向でお願いしたいと思います。 

ちょっと急ぎ足でしたので、議題の二つ目三つ目については、まだこれからの審議のもと

にやっていきたいと思っております。宜しくお願いします。 

今日はこれで閉じさせていただこうと思いますが、よろしいでしょうか。 

後は事務局にお任せします。 

 

３．事務連絡 

●事務局 

 ありがとうございました。事務局と致しましては、今日は時間が少ない中で、しかも遅い

時間帯での開催ということで、委員の皆さまには非常にご迷惑をおかけして申し訳ありませ

ん。次回はできるだけ円滑な審議・協議いただけるように、議題２についてはできるだけ具

体の議論をいただけるような資料作成に努めたいと思います。 

また議事の３点目につきましても、次回へ向けて会長と相談させていただきながら明石市

としての考え方に結び付けるような資料の準備を進めせていただきますので、宜しくお願い

致します。 

それではこれで会議を終了させていただきたいと思います。 

       以上 


