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平成２５年度 第４回 明石市立学校通学区域審議会  議事録 

 

日時  ：平成 26 年 1月 31 日（金） 16：00～17：45 

場所  ：明石市役所議会棟２階 第３委員会室 

出席委員：１１名 

配布資料：「平成２５年度第４回明石市立学校通学区域審議会 次第」「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】（写）」「市街化調整区域（大久保小

学校区周辺）」「地図：大久保小学校区 大久保小学校児童数推計整理表より」「写

真：大久保小学校の様子」「新聞記事：平成 25年 8 月 28 日神戸新聞夕刊」「大久

保小学校の過大規模対策について（案）」 

 

◎：会長 ○：委員 □：参考人 ■：教育委員長 ●：事務局 

 

１．開会 

●事務局 

只今より第４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 

本日は委員総数１４名の内、１１名にご出席いただいており、会議の定足数に達している

ことをご報告申し上げます。 

それではまず最初に、前回第３回の会議で委員の皆さんにご審議いただきました諮問事項

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、会長から教育委員長に答申書を

提出していただきたいと思います。 

 

≪会長から教育委員長に答申書を提出≫ 

 

■教育委員長 

 本日は答申をいただきましてありがとうございます。この後、教育委員会でもしっかりと

議論していきたいと考えております。またその他の議論についても明石の今後の教育につい

て非常に大きな影響のある内容ですので、しっかり議論していただき、我々教育委員会とし

ても真摯に取り組んでいきたいと思いますので、是非色々な角度からご意見をいただければ

と思います。引き続きどうぞ宜しくお願い致します。 

 

●事務局 

 ありがとうございます。各委員の皆さまのお手元には答申書の写しを配付させていただい

ております。それではこれより議事に移りたいと思います。会長、進行を宜しくお願い致し

ます。 
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２．議事 

◎会長 

皆さんこんにちは。今日で４回目になりますが、審議会を始めさせていただきます。今日

もまた難しい問題に対して色々なご意見をいただきたいと思いますので、どうぞご協力をお

願いします。 

では早速ですが今日の議事をご覧ください。今日は一つだけ出していただいています。事

務局と私との打ち合わせがあまりできておりませんので、事務局の方にある程度任せたいと

思っております。 

第 19 次の住居表示については一応我々としては答申できたのですが、諮問②の大久保小学

校の過大規模対策については一番大きな問題ですので、今日はこのことについて議題に取り

上げたいと思います。ご意見を沢山いただきまして、ある程度の方向性や今後どうするべき

か、ということまで出すようにしたいと思っていますので、ご協力お願いします。 

まずその内容について事務局から説明をお願いします。 

 

●事務局 

 お手元の資料と合わせて前方のスクリーンに地図等を映して説明させていただきます。先

ほど会長から話がありましたが、本日は特に大きな課題である大久保小学校の過大規模対策

に重点を置いた議論をしていただきます。その議論が適正規模の基準にもつながっていく中

身になっていくものと考えておりますので、まず大久保小学校についての説明をさせていた

だきます。 

  

まず地図の説明ですが、こちらは大久保小学校区の地図で、前回も説明させていただきまし

たが、校区全体の状況を再度ご認識いただき、議論を深めていただければと思います。 

ピンク色の部分が大久保小学校区の全区域で、市内でも最も広い小学校区となっており、

面積は４．９３９㎢で、この中には就学年齢の子どもが１，０８９人います。 

町ごとで見ていきますと、まず東部の松陰新田地区ですが、就学年齢の人口は８人と非常

に少ない地域です。 

前回の会議において市街化調整区域という言葉が出てきましたが、お手元に市街化調整区

域の地図をお配りしております。この地図の白い所が市街化調整区域になります。市街化調

整区域とは自然環境の保全や農林水産業などの土地利用を中心として、市街化を抑制すべき

場所ということで、原則として開発行為や住宅の建設などができない地域となっています。  

この地図で見ていただきますと松陰新田地区は真っ白ですので、この地域全体が市街化調

整区域ということになります。基本的には住宅等を建てられない地域ですが、元々古い地域

ですので、昔からある家でその家族が分家をするというような形では新しく家を建てられる

ことになりますが、現在就学年齢の子どもが８人しかいない状況です。 

場所的には大久保小学校までは一番遠い地区の一つで、距離は約２キロぐらいです。その

横に沢池小学校と野々池中学校があります。 

 

続きまして、松陰地区は南北に長い地域ですが、明石北高校辺りから北側一帯が市街化調

整区域になっており、開発行為が制限されている地域になります。ですから松陰地区で住宅



3 

 

が沢山あるところは南側一帯ということになります。 

松陰地区は大久保小学校の校区の中でも非常に子どもの数の多い地区で、３０２人おられ

ます。また、特に最近住宅開発が進んでいるところで区画整理の予定などもあり、今後ます

ます増える可能性のある地区です。地域としては北の方まで広がっていますが、北側には制

限がかかっているのでほとんど住んでいる方はいないということです。 

 

続きまして、松陰地区から南東側に森田地区があります。ここは面積は広くないのですが、

国道２号に近いということもあり、人口は１３８人と多くなっています。 

この地区の中の一部につきましては、調整区域ということで、本来大久保小学校の校区で

はあるのですが、保護者等の希望によって沢池小学校にも通えるという区域になっています。 

 

それから、一番子どもの数が多いのがすぐ西側にある大久保町地区です。大久保小学校は

この大久保町地区に建っています。古い町で人口も多いのですが、なおかつ新しい住民も多

く、子どもの数も３１９人と非常に多くなっています。 

大久保町地区から一部大久保南小学校に通われている地区もあります。その地区は新しく

大久保南小学校ができた時に、自治会が分けられたという経緯もあって、大久保南小学校へ

行くようになっています。 

 

そこから少し西側に大窪地区があり、こちらには２４１人と非常に多くの子どもがいます。

大久保町大窪は山手小学校の校区も含む北側まで広がった非常に大きな地域で、その一部が

大久保小学校区になっています。 

大久保小学校区の中だけで見ますと、後から住居表示された大久保駅前１丁目、２丁目が

間に挟まっていますので、大窪地区が飛び地のような形になっています。 

 

今、申し上げた駅前１丁目と２丁目はＪＲ大久保駅の辺りで、駅前１丁目については一部

が大久保南小学校の校区になっています。駅前２丁目は山手小学校区と大久保小学校区に分

かれています。面積が小さく、駅前で住宅が少ないということもあり、子どもの人口として

は、１丁目に８人、２丁目に２１人となっています。 

 

最後に、大久保小学校区内の南東の端に小さく藤江地区が含まれています。面積的にはそ

れほど広くないのですが、新しく家が開発されていることもあり５２人の子どもが住んでい

ます。 

 

以上が大久保小学校の校区の概要で、近隣の学校としては高丘東小学校、山手小学校、大

久保南小学校、谷八木小学校、沢池小学校、藤江小学校があります。 

地図の黄色の部分は、この会議の中でも何度か話題になった調整区域です。本来は大久保

小学校の校区ではないのですが、歴史的な経緯等もあって大久保小学校への就学を認めてき

た地域です。 

谷八木調整区域は広い地域で、谷八木小学校へ行くよりも大久保小学校へ行く方が地理的

に通いやすいというような事情もあり、それを認めてきた地域です。現在１３９人程の子ど
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もがこの調整区域から大久保小学校に通っています。 

それともう一つ、大久保小学校区内にも一部藤江地区が含まれているのですが、校区の外

になる藤江地区にも藤江の調整区域というものがあります。ここは本来藤江小学校区ですが、

藤江小学校までは結構な距離があって、国道と県道を渡らなければならないというようなこ

ともあって、希望によって大久保小学校への就学を認めているという地域です。 

ですから大久保小学校全体で見ると、校区内の人口１，０８９人、プラス谷八木と藤江の

調整区域の子どもということになりますので、児童数は現在約１，２００人となっています。

単純にこの数字を足し合わせますと大久保小学校の児童数を超えてしまいますが、これは地

区別になるとどうしても人口のデータしか出せないので、地図に掲載している各地区の人数

は在籍数ではなくて、あくまでもそこに住んでいる子どもの人口になっているためです。 

ですから詳細な数字ではないのですが、この赤い線の校区内に大体１，０００人少々の子

どもが住んでおり、黄色の調整区域に約１６０人ですから、合わせて約１，２００人の児童

数となっています。 

これまでのところで何かご質問がございましたらお願いします。 

 

◎会長 

 森田地区からは何人ぐらいの方が沢池小学校に行かれているのでしょうか。 

 

●事務局 

 沢池小学校へは６学年で２９名となっています。 

 

●事務局 

お手元にもピンクの校区の地図と市街化調整区域の地図をお渡ししています。大久保小学

校は非常に広い校区ですが、実際に家があるのは南側一帯になっております。北側にはすぐ

近くに高丘東小学校があるので、校区を変えたらどうかというようなことも考えられるので

すが、北側の調整区域内については家がほとんどありません。ですから実際にはそこで校区

を変更しても子どもの数にはあまり影響が無いということになります。 

 第２回会議の時に車窓から見ていただいたところですが、松陰地区には区画整理として今

後６．２ｈa ぐらいの大きな開発が計画されているところもありますので、ますます人口が

増えてくる可能性があります。 

 

●事務局 

次に大久保小学校の現状の写真を少し用意しておりますので、そちらをご覧ください。 

まず１枚目は２学期の終業式の写真です。体育館の全体は写っていないのですが、全校児

童が入ると本当に体育館がびっしりと埋まり、立錐の余地も無いといった状況です。 

次の１枚は２学期の始業式の様子です。何も持たず、立っているだけの状況でこういう感

じですので、学校行事として例えば音楽会等の椅子を並べなくてはいけないような行事の場

合には、当然のことながら全学年が入ることはできない。これは大久保小学校だけに限った

ことではなく、学校が一定規模を超えるとそういうことが起こりうるのですが、実際にこう

いうふうな状況になっているということです。 
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次の１枚は校庭で全校児童が体操をしているところだと思うのですが、一部空いているよ

うにも見えますが、これくらい児童が密接した状態でもこの程度しか空きが無いという状況

です。 

以上、校区の実態や学校の状況について、地図と写真で説明させていただきました。 

  

合わせてもう一つお手元にお配りしている資料で、神戸新聞の昨年８月２８日の記事をご

覧ください。明石の事が特に書いてあるわけではないのですが、神戸の伊吹東小学校が児童

数１，６００人ということで全国でもトップ争いをしており、３位は魚崎小学校です。 

記事の右側のところに大規模校の県内ランキングが書かれておりますが、その中で明石の

大久保小学校が５番目となっており、県内有数のマンモス校になっているというのがこの記

事からも見てとられるところです。 

以上のようなことを踏まえまして、既に施設が満杯に近い状況ですので、この通学区域審

議会の中で対応の検討をしていただいているということです。 

 再度、改めて現状についての説明をさせていただいきました。ここまでの説明の中で、質

問やご意見をお願いしたいと思います。 

 

◎会長 

 次の経年経過の説明も続けてお願いできますか。 

 

●事務局 

 「大久保小学校の過大規模対策について（案）」の資料をご覧ください。 

 この資料につきましては、これまで過去３回に渡りまして大久保小学校の過大規模対策に

ついてご審議・ご検討をいただいてきたことの振り返りも兼ねて整理をさせていただいたも

のです。改めて振り返りながら、今後についてのご検討をいただければと考えております。 

 まず１点目の大久保小学校の現状と今後の推計というところです。大久保小学校は平成２

５年度で児童数が１，２１７名、学級数は特別支援学級の２学級を含めまして３８学級とな

っています。 

今の子どもの人口に占める大久保小学校への入学率を、就学前の０歳から６歳までの子ど

もの人口にかけて６年間の推計を出しています。今住んでいる就学前の子どもが現在の入学

率に沿って入学してくるものとして推計したものがこの推計表です。 

 クラス数については、現在兵庫県では１年生から４年生までが１学級３５人編成、５、６

年生は４０人編成となっておりますので、それを元に算出したものです。 

こうやって見ていきますと、２６年度、２７年度には現在よりも２学級増えて４０学級、

更に２８年度、２９年度には４２～４３学級。更に３１年度では４５学級ということで、こ

の地域は年齢が下がれば下がるほど子どもの数が多くなっていることが分かります。 

ちなみに現在の保有教室数としては４０教室ということになっていますので、現在のまま

ですと２８年度には施設が不足するということが、これによって分かってきます。 

 続いて２点目の小学校の適正規模についてですが、平成２３年に教育委員会で学校の規模

や校区の在り方を検討した結果として「明石市校区のあり方についての調査・研究」をまと

めております。この中では小学校の適正規模は１２～２４学級、１学年当たり２～４学級ぐ
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らいが適当ではないかという考え方を整理させていただいております。その点からすると大

久保小学校ははるかに超えた学級数になっています。 

 

合わせて２ページにあります過大規模校のメリット・デメリットについてもご説明させて

いただき、メリット・デメリットについて改めて皆さんの方からもご意見等をいただければ

と思います。 

今までご議論いただいた中から主立ったものを整理し直しました。児童数が多いことによ

るメリットやデメリットですが、学習・生活面のメリットとしては、現在１学年５～７学級

ありますので、１学級しか無くてクラス替えができないということもなく、クラス替えがし

やすく、また集団の中で色々な考え方や個性に触れることによって、協力や切磋琢磨する機

会が多いということです。 

ちなみに全校児童が１，２００人ですので、１学年あたり２００人ぐらいになります。現

在市内で一番小規模の小学校の児童数が２２８人ですから、その学校の全児童数が大久保小

学校の１学年の数に近いということです。近くの学校と比べると高丘東小学校や谷八木小学

校は３００～４００人台の規模ですので、大久保小学校はその３倍から４倍の児童数にある

ということです。 

また他のメリットとしては、音楽会や運動会では非常に活気があり、クラブ活動や委員会

活動も活発化して、色々な選択肢ができるということです。更には子どもが沢山いますので、

一人ひとりの負担が軽減され、掃除等についても色々なところに手が届くということが挙げ

られます。 

一方、デメリットとしては、それだけ子どもが多くなると、違う学年との交流はもちろん

ですが、同じ学年でも７クラスもあると違うクラスとの交流がなかなか難しかったり、少人

数学習の機会が確保しにくかったりします。 

最も考えられるのが、図書室や音楽室での学習活動に一定の制約が生じる可能性があると

いうことです。１日６時間、週に５日の授業があるとしますと、１週間で３０時間になりま

す。今の学級数は３０以上ありますので、全てのクラスが週に１回、１クラスだけで図書室

を使うということはできない。これは３０学級を超えればどこの学校でも同じことなのです

が。しかもこれはあくまで机上の計算ですので、実際には１週間に３０時間はなかなか確保

できないであろうと思われます。 

校外活動や音楽会などにも制約が生じ、更には学校行事やクラブ活動などにおいても一人

ひとりが個別に活動するような機会が設定しにくかったり、災害時の緊急避難等でも一時に

集中して混雑が生じやすかったりします。 

また学校の方からのお話では、トイレの問題が切実で、休み時間に一斉にトイレを使うの

でどうしても混雑するということがありました。 

そういったところからも、子どもたちの良好な教育環境を確保するために、何らかの対応

が必要になってくるかと考えております。 

次に指導面ということですが、子どもが多いということは教職員の数もそれに比例して多

くなりますので、そのことによるメリット・デメリットをまとめております。 

メリットとしては経験や専門の教科、特性、校務分掌についても、バランスのとれた組織

的な指導体制を組みやすくなることがあげられます。また学年別や小グループでの協力・相
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談体制が取りやすい、あるいは研修や出張などにも参加しやすくなるということも想定され

ます。 

一方でデメリットとしては、子どもも先生も多いので、教員が子ども一人ひとりを把握す

ることが難しくなりやすいということがあります。あるいは全教職員で相互の連絡調整を図

りづらいですし、一斉に集まっての会議もやりにくいということも挙げられます。 

その他に一般的なメリット・デメリットとして、子どもが多いということは保護者も多い

ので、PTA 活動において役割分担等がやりやすいのではないかと思われます。一方で運動会

などの学校行事において、保護者や地域の方に見ていただく場所を確保することさえ難しい

ということで、協力・連携していく上でどうしても全体的な形を取りにくいということが生

じています。 

以上、これまでの協議を踏まえてメリット・デメリットについての整理をさせていただき

ました。これで不足があるということがあれば、またお知らせください。 

 

◎会長 

これまでの議論を元に整理していただきましたが、説明は良くわかったと思います。 

まず会長の方から言うのはおかしいのかもしれませんが、写真や状況、この推計から見て

も、決して数年だけの我慢では解消できないよう状況ができてきているということは明らか

ではないかと思います。 

メリット・デメリットについては、私はメリットよりもデメリットの方がすごく大きいよ

うに思います。それはなぜかというと、緊急避難時の混乱など、時には生命に関わるような

こともあるのではないかとか思います。トイレが使えないなんて、そんなことまで我慢させ

るというのは、大きな問題があるのではないかと感じております。 

この会議ではできれば具体的に大規模校を解消するという形で進めていくような論点整理

をさせていただいたらどうかと思いますが、いかがでしょうか。 

先にズバッと言わせていただきますが、そういう方向で、時には厳しく「ここの地区はこ

っちへ。こうなります。」というようなことで、我々の方からはっきりした形をとる方が、子

どもの健全育成のためにはいいのではないかと思います。そういうふうな議論を是非お願い

したいと思います。 

最初にちょっと私の方で言い過ぎたかもしれませんが、そういう方向でもし問題が無けれ

ば進めさせていただきたいのですが、よろしいでしょうか。 

 

○委員 

 （異議無し） 

 

◎会長 

はい、確認させていただきまして、今日は前回から期間が空いておりますので、思い出し

ながらどんどんと意見を言っていただき、ある程度まとまってくればこういうふうな具体策

をしたいという方向で出していただければありがたいと思います。 

適正規模校の数倍に膨れ上がっているということは明らかです。写真も見せていただき、

問題が起きてきていることが分かりますので、どうするのかということを２年も３年もかけ
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て待っておける状況ではないと思います。できるだけ早く回答や方向性を示して、これから

の施策に役立てていただきたいと思いますので、是非そういうご発言をお願いしたいと思い

ます。 

 議題は大久保小学校の過大規模対策についての一つに絞りたいと思います。 

 

□大久保小学校区連合自治協議会会長 

地域の実情を説明させていただきます。私は大久保小学校区の連合自治協議会の会長をさ

せていただいておりますし、大久保町の自治会長をさせていただいております。 

第２回の会議に私も出席させていただいて感じたのですが、例えば大久保小学校の谷八木

の調整区域を割り切って考えるしかなのではないかというふうなご意見があった時に、すぐ

に PTA 等からすごい拒否反応がありました。そういう状況を見ておりますと、今後その辺を

より具体に考えていこうとしたらやはり厳しくなるというふうに実感しています。 

それともう１点、谷八木調整区域は私の自治会の区域内に入っているのですが、この辺り

は区画整理がなされてもう３０年以上経過しており、既に子どもの数が減少していく、いわ

ゆる高齢化が進んでいっている地域です。 

ちょうど大久保町の中で開発が促進されており、ここ２、３か月の間に自治会への入会申

し込みが３０～４０ぐらいあります。私の方からあらかじめ開発業者に働きかけをしていた

のですが、ありがたいことに自治会に入会したいと皆さんがご挨拶に来られますが、みんな

子どもを抱いたり、手を引いたりしており、若い世代がどんどん入って来られているようで

す。そいうことから言いますと、やはり小手先の形だけで本当に解決できるのかと実感され

ます。 

増えているのは大久保町森田と松陰地区ですが、先ほどからのデータを見ますと、分離校

があってもおかしくないぐらいの状態にあると思いますが、いずれはまた子どもの数が減っ

ていくので、分離校にするほどの事は考える必要は無いと思います。 

そういう面からすると、例えば大久保小学校に隣接して北側のところにため池があって、

そこを増設用地として第二運動場や第二体育館等を建てるぐらいの形で解決を考えていかな

いと。 

調整区域の人たちはもう何十年も今の状態に馴染んできているので、それを分離しろとい

うことはものすごく抵抗があるように感じます。自治会の中での子ども会というふうに一体

で機能していますから、分離することはなかなか難しいし、今までこちらに馴染んでいたの

に、今更出ていけというのは、説得に時間を要すると感じます。 

だからもう少し早く、前向きに考えられるものを検討していく方が良いのではないかと感

じます。現実に子どもが増えているので、待ったなしの状態にあるのは確かですので、具体

にできることを検討していく方が良いというふうに感じます。 

 

◎会長 

 谷八木調整区域を分離することは難しいということですか。 

 

□大久保小学校区連合自治協議会会長 

 時間を要するだろうと思います。自治会の区分の問題もあるし、あれだけすごい拒否反応
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があるので。 

要するに元々こっちに来たいということでそこに住まわれているのですから、それを無理

して変えたところで、もう既に子どもの数が減少してきている地域ですし、そこまでするメ

リットがちょっと小さくなってくるのではないかと感じます。 

 

◎会長 

 対応策としては体育館を別のところに建てるなどして、今現在の児童数は変わらずという

ことでしょうか。 

 

□大久保小学校区連合自治協議会会長 

 分離校までを考えるのは得策で無いと思います。今の器の中で考えようとしていますから、

そういう形になるのであって、例えば大久保小学校の北側には隣接してため池がありますか

ら、私はそんなに単純には言えませんが、受益の状態から見て増設もできない話では無い。  

国道２号に歩道橋をつけるなどして一体化し、そこを増設用地として教室や、第二運動場、

第二体育館を作ることを考えれば、具体の話しになってくるのではないかと思います。 

 

◎会長 

 今のお考えは、境界を変えるとか、校区を変えるとかいうことをあまりしないで、今の大

久保小学校の在り方を改革していこうということだと思います。一つの案として、隣接する

土地に体育館のような施設をもっと広く作りたいということだと思います。 

 

○委員 

 清水校区では３５年ぐらい前に魚住小学校がちょうど今の大久保小学校のような状態でし

たが、分離して清水小学校ができ、その後はバランスよくいっています。その時にはこっち

へ行きたいというようなトラブルはありませんでした。ただ、山側地区（JR の南側）は錦浦

小学校の方が近いので、最初の１年間は魚住小学校へ行き、２年目からは清水小学校へ入っ

たという経緯があります。そういう問題はありましたが、今は落ち着いてバランスが取れた

状態になっています。 

 大久保小学校の場合、もし新しく学校を建てたとしてもこれからは少子化で子どもがずっ

と減ってくる。そうなると廃校することになるので、先ほど言われたように分離校はできな

いだろうというふうに考えれば、皆さんの説得の中でこの地区はあっち、この地区はこっち

というふうにある程度話を進めた方が良いのかと思います。 

新しい地域では案外それがやりやすいです。旧の村だとしがらみがあるのでまっすぐ進み

ません。沢池へ行っているところがあるなら、そういうふうに振り分ければ一番良いと思い

ます。そうした場合は、まあ長い話し合いになろうかと思います。 

 

◎会長 

 きっと「お兄ちゃん、お父さん、お母さんがここからこの学校に行っていたから」という

ような、それぞれの思いがありますので、我々が簡単に線を入れることはできないと思いま

す。 
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ただ、やはり今の大久保小学校の状態は解消しなくてはならないということが大前提にあ

りますので、我々はどこかで何かの決断をしなければならないと思います。今のお話のよう

に市の方にある程度お金があって、第二校舎のようなものが建てられるというならそうした

いし、それすらも無理であればどうするか、例えば先ほどおっしゃったようにはっきりと区

切りを決断して、校区を変えるということもありうると思います。 

 

○委員 

 確かに区切って近隣の学校に振るのは良いのですが、例えば山手小学校にしてもそれだけ

の受け皿となる教室があるのかと思います。例えばもう２～３クラス分増えた時にそっちの

学校にまで違和感が出てくるようでは困りますし。 

隣接している沢池小、山手小、大久保南小で実際にどれだけの受け皿があるのかというこ

とも認識しておかないと、大久保小学校を取敢えず減らすということで区切っていっても、

近隣の小学校に受け皿の教室数が無ければ、そこの小学校がまた機能しなくなりかねないの

で、その辺は気を付けた方がいいと思います。 

 

◎会長 

 事務局でその状況は分かりますか。 

 

●事務局 

 今日の資料ではありませんが、第３回の資料の中で大久保小学校と近接校の現状について

の資料を用意しておりました。 

例えば、大久保小学校のすぐ横にある大久保南小学校ですが、今現在も１，０００人を超

える規模で学級数も３３学級という学校です。保有教室数については一概には言えませんが、

大体３９ぐらいの教室が確保できるだろうということで、現在で６教室程度の余裕がありま

す。 

大久保南小学校については平成１１年にあの地域が開発された時に開校しましたが、一時

はマンモス校となっていたものが、現在は右肩下がりになってきており、今後ますます拍車

がかかって減っていく可能性が高いです。現在の人口だけで見ていきますと、ひょっとした

ら今後５～６年の間で１０クラス分ぐらいが減ってしまうのではないかということも想定さ

れています。 

また谷八木小学校については、先ほどから話題に上がっている調整区域がある校区ですが、

現在児童数が約４００人で、学級数は特別支援を入れて１４学級です。教室数はそれほど多

くなくて２０教室ぐらいが確保できるだろうと考えております。推計しますと今後も大体４

００人前後で推移していくだろうということですので、教室的にはある程度の余裕は確保で

きるのかというところです。 

沢池小学校については、現在５７２名、特別支援学級を含めて２０学級ぐらいです。今後

は少しずつ増えていくような見込で、現在普通教室として利用可能と考える教室が２６教室

ぐらいですので、今後は少しずつ余裕が無くなっていくのかというところです。数によって

は教室の整備が必要になってくる可能性はあります。 

それから山手小学校についてですが、先ほど答申をいただいた諮問事項③に関係する校区
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ですので、第２回の会議で委員の皆さんにも現地を見ていただきました。西脇地区の区画整

理が進んでいるので、今後人口が増加する可能性がある地区です。現在７７６名の２６学級

ありますが、現在の人口だけを元に推計すると、これから１０年で１００人ぐらい子どもが

増える可能性がありますので、施設的にはあまり余裕がありません。保有教室数は３１教室

ぐらいを想定しており現在で２６学級ですから、これからまだ子どもが増えていくというこ

とを考えると、山手小学校はあまり余裕が無いということです。 

一方その北側の高丘地区については住宅開発から既に３０～４０年経っていますので、人

口は減っているような状況です。特に高丘東小学校は３３４名の１３学級、保有教室は２９

教室を想定していますので、非常に施設が空いている状況です。 

今申し上げたように、近隣の小学校では、山手小学校を除くと横ばいや右肩下がりという

状況が見受けられます。そういった面からも、全市的に子どもの数がどんどん減っていくよ

うな状況の中で新しい学校を作ることはなかなか難しい。また、今後大久保南小学校の人数

が減っていくと想定されるように、その時は良くてもその後にまた子どもが少なくなって、

見直さなくてはならないということも考えられます。 

 

◎会長 

 すぐ近くの小学校の推計を見ていただきました。沢池小学校と山手小学校はこれからもま

だ増えていく状況にあります。大久保南小学校は５年ぐらいで１０クラスぐらい減るかも知

れないという推計を出していただいています。 

簡単に言えば、大久保小学校の人たちを大久保南小学校にするということが、ひょっとし

たら簡単な解決になるのかという感じします。そんなに簡単なものではないは思うのですが、

膨れ上がる小学校がある一方でどんどん縮小されていく小学校があるので、児童たちがそこ

へ変わればある程度お互いが良くなるということも感じられますので、そういうことも頭の

中に入れていただければと思います。谷八木小学校はやや増え気味ですか。 

 

●事務局 

 谷八木小学校は横ばいですが、施設的には余裕があります。 

 

◎会長 

 要するに近くの小学校もやや増え気味ですが、少しはまだ余裕があるレベルという感覚で

すね。 

先ほど委員がおっしゃったように、そんなに一度に沢山を持って行けるような余裕のある

学校はまずありえない。あるとしたら大久保南小学校かな、という感じは持ちますが、それ

以外は無いということですね。 

 

○委員 

 個人的には沢池小学校へ行くということは自治会の基盤が変わってしまうので無理だろう

と思います。可能性があるとすれば大久保南小学校しか無いのかと思います。谷八木小学校

もありますが、たまに仕事でその辺りを通りますが、交通の便や環境が悪いと思います。 

生徒数でうまく調整できそうなのは大久保南小学校ですし、同じ大久保町内なので何とか
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地元の協議の中で解決策を見出してもらえたらなと思います。 

 

◎会長 

 大久保南小学校は新しいのでまだ校舎もきれいだろうし、そういう面ではこれからまだま

だ使っていきたい施設だと思います。推計から減っていく可能性があるのであれば、そうい

う方向が見えてくるのかなと思います。 

 

□大久保小学校区連合自治協議会会長 

 大久保南小学校の場合、もし仮にＪＴ跡地が開発されることになったら、ものすごい人口

増につながってくるというリスクがあります。 

 

◎会長 

 まだ具体までは進んでいないようですが、そういう土地があるようですので、そこにまた

周りと同じような団地が造られれば人口が増えることもあります。だから安易に１０クラス

程度減るから持って行ける、というものではないと思います。 

やはり客観的に全体的に見ると、近くに減る学校があるということであれば、そこへ持っ

て行くということはおかしくないと思いますが。 

 今、委員もおっしゃったように、全く違う場所に行くとなると子どもたちもかわいそうな

ので、そういうリスクはできるだけ避けてあげたいとは思います。ただ言えることはやはり

これだけの人数で、一番私もショッキングなのは休憩時間の一時にトイレが混んで、トイレ

にも行けないという状態はものすごく大きな問題だと思います。やはりそれを解消するため

には、我々には厳しい判断が求められているのだと思います。 

私は第２回会議を休んでおりますので、その時にお聞きできなかったのですが、参考人と

して来ていただいている大久保小学校の校長先生から、もう少し実態を訴えていただければ

ありがたいです。 

 

□大久保小学校長 

 今回こういう場で発言させていただくことを大変ありがたく思っております。最初に「緊

急を要する」という趣旨のお言葉をいただきましたが、まさにその通りだと私自身も思って

おります。 

と言いますのも、この資料の１ページのところに平成２５～３１年度までの学年ごとの人

数が出ておりますが、これは地域に住んでおられる方の自然動態といいますか、社会動態か

らの人数だと思います。 

先ほどスライドで説明がありましたように、宅地がどんどん造られており、ちょっと校区

を見て回ると大体２７年度ぐらいに本校に入ってくるだろうというところが何カ所かあると

いうことが分かりました。工事現場の人から２６年度の秋ぐらいに入居手続きをして、新年

度から入ってくるというような話も聞いております。と言うことは、多分ここに上がってい

る数以上に増えてくるだろうということが一つあります。 

さしあたって２６年度は４０学級となっていますが、後２人入ればクラスが一つ増えると

いう学年もありますので、４０＋数クラスになる可能性もあると考えると、私自身、学校を
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預からせていただいている者として、本当に緊急性を要すると感じております。 

それから最も直近で考えなければいけないのは、卒業式・入学式のことです。卒業式は夫

婦で出席される保護者がほとんどですが、入学式だと夫婦だけでなくおじいちゃん、おばあ

ちゃんも出席される家庭もあります。本年度の入学式は体育館の両サイドまで一杯で、保護

者席も一杯いっぱいでした。普通ほとんどの学校では最高学年の６年生も同席して行うこと

になりますが、本校では６年生が座る席が無い。 

私が赴任した当時は、６年生を座らせ、逆に保護者の方が立って入学式に参加されていま

したが、こんなに不細工なことはないということで、次年度からは６年生は全員入れないで、

代表の数名だけを参加させています。 

この数を見ると、新入生が座る場所も一杯いっぱいで、保護者の方も立って見てもらわな

ければいけなかったり、ギャラリーに上がってもらわなければいけなかったりというような

状況になってきます。 

そういうことで本当に緊急を要する課題だと感じていますし、来年度の入学式をどのよう

に考えていったら良いのかということが、今大きな問題になっています。 

それから怪我の人数も調べてみましたが、昨年度に保健室で手当てを受けた人数と今年の

１月までの人数を比べるとやっぱり増えています。原因の全てが人数が多いからということ

は無いとは思いますが、そのことも一つの要因になっているのではないかと考えております。 

委員の皆さまには色々と考えていただいて本当にありがたく思っておりますけれども、現

場の方では本当に緊急を要する課題であるという思いを持っています。宜しくお願いします。 

 

◎会長 

 ありがとうございます。校長先生の方からは子どもたちの実態や行事を推進する上での課

題が沢山出てきているという趣旨のお話でした。 

 先ほどから繰り返し言いますが、早く結論を出して方向性を示さなければいけないという

状態だと思います。 

 今も言われたように、このまま放っておくとどんどんと右肩上がりで増えていく状態にな

るということで、それを解消しなければいけないということだと思います。 

もう少し具体的に、こういう割り方がいいのではないかとか、こういう対策があるんじゃ

ないかというようなことがありましたらお願いします。 

 

●事務局 

 話とだいぶ関連が出てきておりますので、もしよろしければ資料の３ページ４ページにつ

いて説明させていただきたいと思います。 

 資料の３ページのところで、過大規模対策の一般的な方策について挙げさせていただいて

おります。大久保小学校の状況も踏まえた方策を挙げており、あくまでも子どもたちの良好

な教育環境の確保を目的として、過大規模校の課題を解決するためにどういう方法があるか

ということです。ただこの内の一つをやらなければいけないということでは無く、色々な状

況に応じて、複数の対策を兼ね合わせながら検討していく必要があろうかと考えております。 

対策・内容のところがそれぞれの方策や取り組みの内容です。児童減と経費の欄は、あく

までも想定として考えられることでの目安的なものでして、必ず絶対こうだということでは
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ありませんので、その点をご了承いただきたいと思います。 

まず一つ目としては、調整区域を解消し、元々の校区の学校に通っていただけばどうかと

いうことです。実際にその地域から通ってきている子どもがいますから、校区を元に戻せば

子どもの数は確実に減ります。また経費的な面で言うと、元の学校の状況にも依りますが、

あまり多額の経費がかかるものではないという意味で、それぞれ「○」をつけています。 

二つ目としては、通学区域の一部を隣接する学校に変更するといった方策です。この方策

では児童数が減るということと共に、経費についてもそんなに多くの額を要するものではあ

りません。 

 三つ目としては、通学区域をきっちりと変更するのではなくて、その区域の一部を調整区

域として隣接する学校に通ってもいいという取扱いにするということです。一つ下がったよ

うな形になるのですが、この場合は当事者の希望によることになりますので、本当に児童数

の減少に結びつくかどうかと言うことは非常に不確定な要素が大きくなるという意味で、

「△」にしています。経費的にはそんなに大きな額がかかるものではありません。 

 ４点目としては、先ほどもお話がありましたが、既存施設の活用・増築等ということで、

例えば他に転用しているような教室を普通教室に戻す。また校舎の増築・新築、仮設校舎の

設置と言う形で、学校の施設内外を問わず増築するということも考えられます。 

ただこの場合は過大規模校であること自体には変わりがありませんので、児童数自体は変

わりません。ですから過大規模校であることによる何らかの制限が残る可能性が有ります。  

経費的な面で言いますと、用地取得にかかるとすると非常に多額の経費を要するだろうと

いうことです。 

更に５点目として新設校の設置（分離）ですが、学校を分離すれば子どもは減りますが、

更に多額の経費がかかりますので、明石の状況としては、全市的には子どもが減ってきてい

る状況の中で新しい学校を作るという方向はなかなか難しいのかと思います。 

最後に、これは参考ですが、学校選択制等を設定して他の学校へ行ってもらうことを促進

するということも方策としてはあります。これには全市的に影響があり、様々な調整が必要

で時間もさらにかかりますので、どういうものが良いのかということの検討時間も含めます

とあらゆる面で不確定要素が強すぎるのかと考えております。 

 

こういった方策を取る上での留意点を次の４ページに掲載しております。これも他都市の

事例等からの内容になっており、一つは子どもたちの教育環境への配慮ということですが、

単に分離するということでは無くて、子どもたちの教育環境がしっかりと維持できるように

施設整備も含めて配慮していく必要があるということです。 

更に、保護者の方が不安に感じられていることへの対応として、在籍児童等への配慮とい

うことで、現在在籍している子どもたちについては、希望によって現在の学校へ通うことを

認める。校区を変える場合でも新入生からの適用を原則とする。更には今在籍している児童

が原籍の学校を希望する場合は、その兄弟関係にある児童についてもその学校へ通えるよう

配慮していくという方法も考えられます。他都市でもこのようなケースが行われています。 

その他に３点目として、保護者や地域住民等の理解ということです。保護者の皆さんには

丁寧な説明をして、できるだけご理解いただきたいということで、事前の情報提供や丁寧な

説明が必要になります。また、小学校は地域活動、地域のまちづくりの拠点ということもあ
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り、地域に密着した施設ですので、地域の皆さんにもしっかりと説明をさせていただき、課

題の共有を図りながら理解を得ていかなければならないと考えております。 

４点目として、最も大切なところなのですが、子どもたちが実際に新しい学校に通うこと

になった時には、通学路や通学距離・時間についての支障が生じないよう、現場の皆さんの

意見を聴きながら安全対策等を検証・検討し、対策に取り組んでいく必要があるということ

です。 

５点目として、交流・連携等ということで、通学区域が変更になった場合にはその該当校

間で、子どもたち、学校、PTA 活動、地域活動等での交流や連携に取り組んでいただき、教

育委員会としても、市としてもそういった活動の推進を図りながら不安感の解消に努めてい

くということです。 

以上のような留意事項を踏まえながら、何らかの対策を取って行ければと考えております

ので、これらも参考としていただき、ご意見をいただければと思います。 

 

◎会長 

 特に最後の留意事項については当然のことだと思いますので、この辺りも配慮しながら区

域調整をやっていくのだと思います。過大規模校対策としてこの表にまとめていただいたも

のの内、おそらく（５）（６）（新設校の設置、その他（学校選択制等））については、今現在、

本市では考えられないのかなという感じはあります。 

時間をかけてやるのであれば（６）（その他（学校選択制等））もあるのですが、今の状況

では（５）（６）（新設校の設置、その他（学校選択制等））はあり得ないということで、（１）

～（４）（調整区域等の解消、通学区域の変更、調整区域の設定、既存施設の活用・増築等）

辺りの内容が我々の答申にも出てくるのかという感じを持ちます。 

 どんどんと意見を言っていただきながら、まとめていきたいと思いますので、今日は出す

だけ出していただいて、次回ぐらいには案らしきものが出ればありがたいと思っております。 

ご感想でも構いません、いかがでしょうか。 

 

○委員 

 過大規模校の解消をしなければならないということは分かっていることで、後はどうして

いくかということが問題になっているのですが、事務局の説明では（４）（既存施設の活用・

増築等）も難しいというようなお話でしたが、方法が色々あり、その留意事項として五つあ

る中でも一番大切なのは保護者だと思います。保護者の不安感があると思います。例えば校

区を編成するとなると、「お兄ちゃんがここの学校なのに、弟は急にこっちになるのか」とか、

あるいは「幼稚園はここを出たのに」というような不安感がありますが、丁寧に説明してい

けば、例えば校区の線引きを変えるにしても理解をしてもらえるのではないかと思います。

そこの説明が足りなければやっぱり非常に難しく、反対運動も出てくると思います。 

私はこういう過大規模校の解消には、時間も無いしお金も無いので、現実問題として、上

の（１）～（３）（調整区域等の解消、通学区域の変更、調整区域の設定）しか方法が無いと

思います。それをするに当たって保護者の理解を得なければなりませんが、それも PTA の極

一部の人だけではなく、みんなに丁寧に説明しなければならないのではないかというのが感

想です。 
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◎会長 

その通りだと思います。やはり丁寧な説明が必要で、私たちも今日事務局からの説明を聞

いてより分かってきたという状態ですので、親にとっては一番不安であるということが「反

対」ということにもつながるのではないかということをおっしゃったのだと思います。時間

をかけて繰り返し地域や保護者の方に説明をしていく必要があるということだと思います。 

お子さんには申し訳ないですが、なかなかまだ分からない年頃ですので、特に保護者の方

に説明していくというがこれから必要ではないかということで、（１）～（３）（調整区域等

の解消、通学区域の変更、調整区域の設定）ぐらいの具体策があればいいのかということだ

と思います。 

（４）（既存施設の活用・増築等）でどこかに体育館を作るということもやりたいのですが、

これをするためにはきっと早くて２年ぐらいはかかるんじゃないかと思いますので、できれ

ばまず（１）～（３）（調整区域等の解消、通学区域の変更、調整区域の設定）までを、再来

年度ぐらいからやれたらいいなと思います。 

 

○委員 

 私は過大規模対策として六つ挙げてある中で、（２）（通学区域の変更）と（３）（調整区域

の設定）で、主に（２）について、色々抵抗はあるでしょうがやっぱり通学区域の変更はし

ていかなくてはいけないと思いますし、それに（３）の調整区域の設定をサブとして付けて

やっていったらと思います。 

非常に短絡的に考えると大久保南小学校へ変えるということが考えられるわけですね。例

えばですが、谷八木調整区域から谷八木小学校へ行くことは非常に抵抗があるというふうな

ことですよね。先ほど事務局から説明があったように二つの大きな道を越えていかなければ

ならないとう抵抗感もあると思います。 

それでは大久保南小学校だったらどうなのかと考えてみました。大久保町をどこかで大久

保南小学校の校区へ切れるだろうか。「大久保」ということにこだわるのであれば、大久保南

小学校に関してはこだわりが無くて済むのではないかという気もします。非常に短絡的かも

しれませんが、そういうふうに素直に思います。 

 

◎会長 

一つの考えだと思います。谷八木の調整区域の１３９名という数字がありますが、この人

たちを、例えば大久保南小学校の方に変えるということは、地図から見ると距離的には変わ

らないですので、そういう意味でそういう方向も一つあるのではないか。それから大久保町

の一部を大久保南小学校に持って行くということも考えられるのではないかという具体例だ

と思います。 

その辺りも大事な視点ではないかと思います。大久保小学校の南側がどんどん他の学校に

なって、北の方は残しておくのかということもあるのですが、北の方は在籍児童数も少ない

ですので。そうすることで１００人、２００人が解消されるのではないかと思います。それ

も一つの方向だと思います。 
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○委員 

 幼稚園の感覚になりますが、やっぱり子どもの安全ということをまず第一に考えるとすれ

ば、近くの学校で、今もお二人の委員がおっしゃったように受け皿があるところ。保護者第

一ですし、この二つの条件を兼ね備えなければならないと思います。 

 

◎会長 

 安全が大事じゃないかということで、そのためにはできるだけ近くの学校へということだ

と思います。それと先ほどの丁寧な説明ということも加えていただきました。 

 

○委員 

 ３ページの説明を受けるまで、学校の新設はとても無理だと思っていました。通学区域の

検討ということで考えてきたのですが、お話を聞いているとますます難しいなと思います。  

例えば、大窪の校区をもう少し東へ広げるという案があると思っていたのですが、説明を

聞きますと、山手小学校は子どもの数が増えていって余裕教室が無いということなので、こ

れは駄目だと思います。 

それから、大久保南小学校については、JT 跡地があるというお話がありました。JT 跡地が

もし仮に宅地開発されたら、とてもじゃないなと思います。この辺はしっかりと調べてみる

必要があるのではないかと思います。 

それからずっと北の方の地域についてですが、高丘東小学校は非常に学級数や子どもの数

が減っていっているので、どうかと思っていたのですが、北の方は市街化調整区域になって

いるということですので、これも無いということになります。非常に通学区域の検討も難し

い状況なので、もう少し調べてみる必要があると思います。 

 

◎会長 

 上手くまとめていただいたと思います。やはり隣接の小学校でも増えているところには無

理であるとか、本当は高丘東小学校のように減っていくところに持って行きたいが、通学が

遠くなってしまうということだと思います。 

大久保南小学校にするなら、その地区に新しい団地が造られないのかというような情報を

できるだけ詳しく調べた上で、そういうこともありうるのではないか、ということだと思い

ます。 

 

○委員 

委員がおっしゃったように、保護者への説明は大切だと思います。谷八木調整区域から大

久保小学校に行かれている方はやっぱり大久保小学校のネームバリューが欲しいということ

を聞きました。そういう親の願いもあると思うので、保護者への説明は大事だと思います。 

山手小学校も区画整理事業で新しい家も増えており、教室は足りなくなってきていますが、

少しでも受け皿になれたらと思っています。 

 

◎会長 

そうですね。増えていますが、少しでもできるところはできますということですね。 
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○委員 

 意見としては、委員の皆さんから言っていただいたとおりで、出していただいている案の

中では、複数と言うことももちろん考えられますが、やっぱり通学区域の変更が良いかと思

います。 

先ほど JT跡地の話も伺ったのですが、校長先生は再来年までには何とかということをおっ

しゃっていましたので、JT の話がまだだいぶ先なのであれば、とりあえず大久保南小学校の

方に。もちろん保護者の皆さんの同意が必要ですが、大久保町や谷八木調整区域が大久保南

小学校へ安全に行けるような地域かどうかちょっと分かりませんが、そうであれば、まずは

その辺りのところの通学区域を変更していくところが大事かと思います。 

 

◎会長 

 委員は今まで色々なことをご経験されてご存じの方ですので、この会議の進め方なども言

っていただきながら、述べていただければありがたいと思います。 

 

○委員 

 一番大事にしなければならないのは結局「子どもの教育を受ける権利」ということですよ

ね。憲法にも保障されているわけですから。それがどうやら今、知らないうちに保障できて

いない状況が生まれてきている。先ほど会長がおっしゃったようにと「トイレにさえ行けな

い」と言うのはもう人権問題ですよね。こうした問題を見過ごしているのかということが一

番問われていることです。教育委員会の事務局にもお願いしたいのですが、公権力を行使す

る際に憲法が遵守できていないということは大変なことになってしまいます。この問題は何

かトラブルが起きていないから見過ごされやすいですけれども、我々は子どもたちの権利を

侵害している可能性があるというのが、一番最初の出発点に置かなければいけないところだ

と思います。 

もう１点は、そういうことを考えた時に、この場が審議会であるということはどういう意

味なのかということです。それぞれの立場から意見を色々言っていただくことは大変重要な

んですが、ここは委員が自分たちの立場を含めつつ、何か議論をして学んで、新しいことを

考えていかなくてはいけないという場所ですから、それぞれの立場の意見をぶつけるだけで

終わってしまえば、パブリックヒアリングとほぼ変わりが無い。だから私たちは自分たちの

立場を持ちながら、自分たちの頭で考えるということが必要ですけども、今までのお話を伺

う限りでは、ちょっとそういう本当の意味での審議会になれているかなと不安に思います。 

三つ目に、先ほどのお話の中で、例えば北側のところに土地があるので、そこを使ってと

いうお話をいただいて、そういう案もあるなと思いながら聞いていました。先ほどの選択肢

の中で確かに（５）（新設校の設置）というのは恐らく難しいのだろうとは思うのですが、最

初の外してはいけない前提が「子どもたちの教育を受ける権利を守る」ということだとすれ

ば、審議会としては、一回は検討した上で、これはちょっと難しいね、ということを言わな

ければならない。それをはなから度外視するということが、私が今までに経験した審議会で

は無いことなので、ちょっとびっくりしています。 

ただ当然ちょっと難しい問題はあるわけで、学校建設をする時には国からも補助が出るん

ですね。ですからその辺りも含めて市が単独では一体どれくらい負担しなくてはいけないか、
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その用地がどこにあるのかということが関係してきます。 

それからもう一つは、先ほどご提案のあったように今ある現存校のすぐ周辺に土地を買っ

て増設する場合に、一体どれくらいお金がかかるのかというリアルな話が見えてこないと、

議論のしようが無いかと思います。その場合にちょっと懸念があるのは、近くに増設すると

いうことになると、もしかすると国からの補助金が出ないのではないかと思いますね。そう

した場合に、市単独としては一体どれくらいの負担になるのか、やっぱりそのことはちゃん

と検討しなければいけないと思います。 

先ほどのお話の中で、どうせ子どもの数が減るから、ということがありましたが、じゃあ

そもそもこのままいけばいいじゃないですか。現状に困っているからということで検討して

いるのだから、非常に可能性が薄いとしても（５）番の新設校の設置についても、やっぱり

最初から視野の外に置くことはできないので、一度具体的な数字をあげていただかなくては

いけないと思います。 

最後に、恐らくは（１）～（３）（調整区域等の解消、通学区域の変更、調整区域の設定）

の組み合わせということになっていくと思いますが、先ほどの新設校等のお金のデータが無

いということと同じで、この地図だけでは分からない。 

私は自治会とかの関係がわからないので、むしろ発言した方がいいんじゃないかと思いま

し、事務局にはご迷惑をおかけすることになるかもしれませんが、例えば普通に校区の線引

きを変える時に今神戸でやっていることをお話しますと、もうちょっと細かい区域に分けて

子どもの数を出していただいています。かつそれが少なくとも今後６年間は分かっているは

ずです。ゼロ歳児の数が分かっているので、６年間はどれくらい入ってきそうかということ

を見通せるわけです。その推移も含めてもうちょっと細かい区割りでデータを示していただ

かないと。 

もちろんそれでそのまま線を引けるということでは無いですよ。客観的なデータに加えて

もちろん住民や保護者の皆さんの感情ということはそれ以上に大事なファクターなので。し

かしこのままでは我々もじゃあ何人ぐらいは一体どこで受けてもらえるのか、ということが

分かりにくいので、そういう経年変化も含めた客観的なもうちょっと細かいもの、どこまで

細かくすればいいのかよくわからないのですが。 

例えば、松陰新田の８人の状況よりも、肝心なのは松陰や大窪などの人口の多いところの

推移がもうちょっと細かい区割りで見えてこないと。更には、先ほどご意見があったような

通学の安全等を考えるうえでも、もうちょっと細かい区割りで子どもたちの推移を示してい

ただきたいという気がしています。 

 

◎会長 

非常に的確な指摘だと思います。審議会の位置づけというか、それはあくまでもパブリッ

クコメントではなく、我々は方向性を定めて、今緊急の事態であるという実態を捕まえてど

うあるべきかという意見を述べる場であるべきだということです。 

私も先ほど簡単に（５）（６）（新設校の設置、その他（学校選択制等））は無理ですかねと、

言ってしまったのですが、（５）（新設校の設置）についてもまだ考える必要があるのではな

いかと言うご指摘をいただきました。 

その辺りで是非先ほどの委員のご意見を活かしたいと思いますので、事務局にも調べてい
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ただき、これからどのくらいの状況が見込まれるのか、先ほどご意見があったように、北側

の池の辺りに体育館などを建てるとしたらどういうことになるのか、どれくらい早く建てら

れるのか、というような具体的なものも示していただきたいと思います。 

その上で、経費の欄に「×」が付きますというような説明があれば、我々は納得するとい

うことだと思います。 

それと全体像は良くわかりましたが、大窪、駅前、谷八木、大久保町、藤江、森田等の人

口が多い地域の拡大図の区割りと経年変化を見るべきだということだと思いますので、是非

事務局には次の会義までにお願いしたいと思います。 

 

○委員 

それから周辺の小学校の状況も前に表は頂いていますが、もしこの地図の中にグラフみた

いに書き込めるようであれば、それも見せていただくともう少し分かるのではないかと思い

ます。 

 

◎会長 

山手小学校が膨らんでいるとか、大久保南小学校は減っていっているとか言うようなこと

も出していただければ見やすい表になるということですね。 

また事務局と委員とで相談していただきながら、その辺りをお願いしたいと思います。 

 

○委員 

 方向としては、ほとんどの委員が校区の見直しという意見になってきています。大久保小

学校と大久保南小学校の二つを使ってという意見もありましたが、以前にいただいた表で、

平成２５年度から平成３１年度まで、大久保小学校と大久保南小学校の児童数を足すとほと

んど変化が無いです。 

また、以前の表で大久保小学校から近隣の高丘西小学校までの児童数推移予想を見ると、

これも足し合わせるとほとんど変化が無いです。 

今日の話しの中にもありましたが、例えば松陰でもまだ開発が進んでいる、JT の跡地もど

うなるかわからないという今の現状で、簡単に大久保小学校と大久保南小学校の二つだけで

考えるというのはなかなか難しい問題があると思います。ある程度土地が空いていて今後も

開発される可能性のあるところはあると思うので、結局近隣の小学校全体を考えて区割りを

しないとまたすぐに偏ってしまう可能はあると思います。この辺をもう少し検討していただ

きたい。 

安全な通学路の確保についてですが、例えば大久保小学校と大久保南小学校の場合だと、

どちらも学校は校区の南の方に偏っていて、ほとんどが北の方から来るので、校区を変更す

るとしたら２号線を跨ぐのに歩道橋をつけるとか、踏切のところにも安全を確保できるよう

な方法を取りますというようなことも考えなくてはいけない。ただ区割りするだけではなく、

こう区割りするけれども、こういうふうに子どもたちの安全を守りますというようなことも

考えていただきたい。 

それともう１点が「緊急を要する」ということですが、区割りをするとしてもいつから区

割りをするのかということがあります。どうしても地域の方との話し合いもありますし、ど
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こで区切るのかという問題もあります。それがすぐにできるかと言えば、多分すぐにはでき

ない。緊急でやることと、将来２年後にはどうしますというふうに、どこかの時点でやるこ

ととで幾つかに分けてやっていかないと、なかなか難しいのではないか。 

緊急にやることとして、トイレぐらいはすぐにつけてあげて欲しいと思います。 

 

◎会長 

その通りだと思います。人権の保護というか生きる権利を保障するということは最低限で、

それを学校で奪ってしまっているということは異常事態だということは委員がおっしゃった

ように、私もそう思います。トイレが足りなければ工事現場に置くようなトイレを並べてで

もいいだろうし、色々な形で子どもたちを守らなくてはいけない。 

校長先生もどんどん意見を出していただいて、怪我が多ければなぜ怪我が起きているのか

究明する必要があるだろうと思います。是非その辺りをいま一度厳しく見ていただきたい。 

これは緊急のことですので、今年度末までには解決するぐらいの対応があってもいいと思

います。我々が時間をかけて審議の結果をまとめて、それからやりましょうということでは

いけない問題について、今日は教育委員会の方からも同席いただいておりますので、是非ご

検討お願いしたいと思います。 

 出てきた内容を大体まとめさせていただきますと、やはりこのまま大久保小学校をおいて

おくことは駄目だということ結論は総意だと思います。そのためにはどうすればいいかとい

うことで、今日出していただいた過大規模校対策のより具体的なものを出す必要があるとい

うことをおっしゃっていただきました。そのための比較表やデータをしっかり作っていただ

いて、次回にはある程度方向性が見えてくるようなものがあってもいいのではないかと思い

ます。 

 それと、今後進めていくためには保護者の不安を解消していく必要がある。そのためには、

「安全」や「丁寧な説明」というキーワードがあったと思います。それから近接の小学校の

データを見るということ。 

最後に、緊急に今すぐしなければならないこと、時間をかけて直していくところを分けて

検討願いたいと思います。 

私の方からするとまずは審議委員としては厳しく物事を見つめていくということ、委員か

らご指摘いただいたように、そういう方向の会議でありたいと思います。それではあとは事

務局にお任せします。 

 

 

３．閉会 

●事務局 

どうもありがとうございました。先ほどいただいたご意見を踏まえて、次回に向けて資料

を整理させていただき、次回の会議では更に議論していただくようにお願いしたいと考えて

おります。 

委員の皆さまには本当に熱心にご審議いただきまして、ありがとうございました。これで

本日の審議会を終了させていただきます。 

       以上 


