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平成 28 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 28 年 8 月 22 日（月） 15：00～16：50 

場 所：明石市役所分庁舎 4階 教育委員会室 

出席委員：11 名 

傍 聴 者：5名 

配布資料：「平成 28 年度第 1 回明石市立学校通学区域審議会次第」 

「平成 28 年度明石市立学校通学区域審議会資料 資料 1」 

「大久保小学校の通学区域変更対象区域図 資料 2」 

「喰ヶ池（はみがいけ）の状況について 資料 3」 

「喰ヶ池（大久保町大窪）の通学区域について（諮問）」 

「明石市立小・中学校の適正規模等に関する基準（参考資料）」 

 

◎：会長 ○：委員 ●：事務局 

 

１．開会 

●事務局 

只今から第 1 回通学区域審議会を始めさせていただきます。 

本日は委員 14 名中、11 名にご出席いただいています。 

会議に先立ちまして、今回新たに７名の方を当審議会の委員に委嘱させていただきました。 

委員のみなさまに、自己紹介をお願いしたいと思います。 

 

≪各委員 自己紹介≫ 

 

●事務局 

それでは、次第に従いまして、まず、「市立学校通学区域審議会の組織運営等について」ご

説明いたします。 

 

●事務局 

「市立通学区域審議会の組織運営等について」ご説明いたします。 

「資料 1 平成 28 年度明石市立学校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」を掲載しておりますが、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、このたび新たな議題を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。

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

分について説明させていただきます。 
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まず、第 2条では、委員が 15 人以内ということと、委員の構成をそれぞれ記載しておりま

す。さらに、第 3 条で、委員の任期は「委員がその職に在職する期間」ということで、それ

ぞれの組織での役員である期間、また、学識経験者の委員は 2年間となっております。 

第 4 条では、この審議会の会長及び副会長は委員の互選によって定めることとなっており

ますが、これにつきましては後ほど、ご説明いたします。 

第 5 条では、この審議会は会長が招集し、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りますので成立しております。議事につきましては、出

席委員の過半数で決することとなっております。 

第 6 条では、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。 

本日は傍聴者の方がおられまして、この規則では会議の公開・非公開に関する規定はござ

いませんが、審議の透明性を図るうえで原則公開とさせていただいております。 

 説明は以上でございます。 

 

●事務局 

只今の説明につきまして、ご質問等はございませんでしょうか。 

無いようですので、続きまして「会長・副会長の互選について」ご説明いたします。 

 

●事務局 

それでは、先ほど、審議会規則第 4 条の説明におきまして、会長及び副会長は委員の皆さ

まによる互選となっておりますことを申し上げました。 

昨年度の会長は、京都教育大学名誉教授の安東委員に、副会長は、市連合 PTA 副会長の藤

本委員の体制で、1 年度間、議事進行等を取り行っていただきました。 

もし、委員の皆さまにご異存がおありでないようでしたら、事務局の方からのご提案とい

たしまして、本年度も引き続き、会長は安東委員に、副会長は藤本委員にお願いさせていた

だきたいたいと思っておりますが、皆さまいかがでございましょうか。 

 

○各委員 

異議なし 

 

●事務局 

ありがとうございます。それでは、本年度も引き続き、会長は安東委員に、副会長は藤本

委員にお願いさせていただきます。どうかよろしくお願いいたします。 

 

≪会長・副会長 挨拶≫ 

 

●事務局 

それでは、これより議事に移らせていただきますので、会長、進行をよろしくお願いしま

す。 
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２．議事 

◎会長 

それでは、会議次第に基づきまして、議事 1つめの「校区の現況について」、事務局から説

明をお願いします。 

 

●事務局 

例年、第 1回目の審議会において、明石市全体の「校区の現況について」、ご説明いたして

おります。 

「資料 1」の 2ページをごらんください。 

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、本年 5 月 1 日現在の児

童数・生徒数、及び、特別支援学級を含む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、小学校区は点線で、中学校区は実線で示しております。 

また地図の上に表がありますが、これは小学校区と中学校区の関係を示しており、1 中学

校区内に複数の小学校区が含まれているところ、あるいは、1 中学校区内に１小学校区しか

ないところ、あるいは、1 小学校区内に 2 つの中学校区があるところ、の 3 種類の配置とな

っております。 

3 ページをごらんください。 

全市の児童数・生徒数・学級数の直近 6年間の推移についてグラフ化しております。 

まず、黒色の棒グラフで示しております小学校の児童数は年々減り続けてきましたが、近

年はほぼ横ばいになり、下げ止まった感じです。 

折れ線グラフで示しております学級数も、児童数と同じ傾向ですが、28 年度の学級数が増

えていますのは 1年生に導入した 30 人学級の影響でございます。 

一方、白色の棒グラフで示しております中学校の生徒数は、年々減り続けています。 

折れ線グラフで示しております学級数も、おおむね生徒数と同じ傾向でございます。 

4 ページをごらんください。 

具体的に各小学校の児童数・学級数の直近 6年間の推移を掲載しております。 

各年度の児童数は、特別支援学級を含む児童数を、各年度の学級数は 2 列表示いたしてお

りますが、左側の学級数は特別支援学級を含む学級数を、右側の斜字は特別支援学級を除い

た普通学級数を記載しております。 

また、右端に保有教室数を記載しておりますが、これは、普通教室として使える教室数で

ございまして、そのうち、右側の斜字は、児童生徒数急増対策等で増築したプレハブ教室の

数を内数で記載しております。 

あと、この表には記載しておりませんが、下から 6 行目の清水小学校の学級数には、明石

学園、及び、清水が丘学園の特別支援学級を含めて記載しております。 

参考までに、28 年度の清水小学校内にある学級数は 23 学級でございます。 

28 年度の児童数が一番多い小学校は、表の中ほどの大久保小学校で、1,350 名の 41 学級で

す。逆に一番少ない小学校は、上から 6行目の、大観小学校で 232 名の 10 学級でございます。 

なお、大久保小学校は、現在、兵庫県下 大の小学校となっております。 

大観小学校は特別支援学級を除いた普通学級数が 9 学級でございまして、1 学年 1 学級の

学年が 3 学年発生している状況です。 
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直近 6年間の全市児童数は減り続けてきた一方で、大幅に増えた小学校は大久保小学校で、

23年度には児童数が 1,086名、学級数が 35学級でしたが、28年度では 1,350名の 41学級で、

264 名、6学級増えました。 

一方、大幅に減少した主な小学校は、減少幅の大きな学校順で申し上げますと、下から 9

行目の、江井島小学校は、23 年度には 1,063 名の 34 学級でしたが、28 年度では 743 名の 26

学級と、320 名、8学級減りました。 

次に、下から 4行目の、二見北小学校も同様に、266 名、7学級の減、表の中ほどの大久保

南小学校も同様に、190 名、4 学級の減、下から 5 行目の、錦浦小学校も同様に、175 名、5

学級の減となりました。 

全市的に見ますと、宅地開発の影響で一部地域では増加傾向にある一方、特に、魚住地域

や二見地域の小学校では 100 名以上減っている学校が多いという状況です。 

5 ページをごらんください。 

小学校と同様に、各中学校の生徒数・学級数の直近 6 年間の推移を載せております。 

この表には記載しておりませんが、下から 3 行目の魚住中学校の学級数には、明石学園、

及び、清水が丘学園の特別支援学級を含めて記載しております。 

参考までに、28 年度の魚住中学校内にある学級数は 25 学級でございます。 

28年度の生徒数が一番多い中学校は、表の中ほどの大久保中学校で、1,064名の29学級で、

逆に一番少ない中学校は、上から 3 行目の、錦城中学校で 187 名の 9 学級でございます。 

全市的に見ますと、小学校ほどの顕著な変動は見られませんが、小学校と同様に、魚住地

域や二見地域の中学校で減少傾向にある状況です。 

6 ページをごらんください。 

各小学校の参考情報として、校区の面積、世帯数・人口、児童数・学級数などを掲載して

おります。 

7 ページをごらんください。同様に、各中学校の参考情報を掲載しております。 

8 ページをごらんください。 

本年 5 月現在の人口を基にした、各小学校の児童数・学級数の今後 6 年間の将来推計を掲

載しております。 

記載しておりませんが、この推計の前提として、引越しによる転出入などの社会増減は反

映しておりません。 

まず、1番下の行の、「合計」の全市児童数をごらんいただきますと、28 年度が 15,519 人、

その後年々少しずつ増え続け、現在の 0歳児が小学校へ入学する 6年後の 34 年度には 15,927

人となる見込みで、28 年度までは年々減り続けてきた全市児童数が 28 年度を底に少しずつ

ですが増え続けていく方向です。 

先ほどご説明いたしました、28 年度の児童数が一番多い小学校である大久保小学校は、

1,350 名の 41 学級ですが、6年後の 34 年度には 1,155 名の 37 学級、普通学級数では 34 学級

となる見通しです。 

その他、今後、普通学級数が 31 学級を超える過大規模校となる小学校としては、大久保小

学校の 1 行下の、山手小学校が、28 年度では 873 名の 30 学級、普通学級数では 28 学級です

が、34 年度には 1,144 名の 36 学級、普通学級数では 34 学級と、271 名、6 学級増え、過大

規模校となる見通しです。 
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一方、普通学級数が 11 学級以下の小規模校としましては、28 年度の児童数が一番少ない

小学校である大観小学校は 232 名の 10 学級、普通学級数では 9 学級で、29 年度以降、さら

に 1学級減少し、31 年度には 1 学級増えますものの、32 年度以降は再び 1学級減少し、クラ

ス替えのできない 1 学年 1学級の学年が 4 学年発生する見通しです。 

その他、28 年度で 1 学年 1学級の学年が発生している小規模校は、王子小学校と貴崎小学

校で、それぞれ 1 学年ずつ発生していますが、両校ともに今後、小規模校ではなくなる見通

しです。 

また、今後、小規模校となる小学校としては、高丘東小学校が 28 年度では 286 名の 14 学

級、普通学級数では 12 学級ですが、6 年後の 34 年度には児童数は 200 名と大観小学校を下

回り、普通学級数は 8 学級とクラス替えのできない 1 学年 1 学級の学年が 4 学年発生する見

通しです。 

なお、先日、8 月 9 日付の神戸新聞で、小規模な小・中学校を統廃合の検討対象とするな

どの公共施設配置適正化実行計画の素案の記事が掲載されましたが、この小規模校への対策

は、本年 1月に教育委員会が策定しました「明石市立小・中学校の適正規模等に関する基準」

におおむね沿った内容となっております。 

ここで、本日配付しております、「明石市立小・中学校の適正規模等に関する基準」をお手

元にご用意ください。 

この基準は、本年 1 月に策定したものですが、将来に渡って、児童生徒への良好な教育環

境を確保し、教育効果の維持・向上の観点から、学校規模の適正化を図っていくことを目的

としております。 

本日、この基準のすべてをご説明することはできませんが、本日の審議会に関連する部分

についてご説明いたします。 

6 ページをお開きください。 

学校の規模とは、学級数がものさしになっていまして、望ましい学級数は、児童生徒の学

習活動や集団生活、教員の指導体制など、良好な教育環境を確保するため、中ほどの、「○小

学校」をごらんいただきますと、「クラス替えが可能であり、学習集団の弾力的な編制ができ

るよう、1学年あたり平均 2学級から 4学級程度となる「12 学級～24 学級」を適正規模とす

る。」としています。 

11 学級以下、すなわち、クラス替えのできない 1学年 1学級の学年が発生する学校を小規

模校とし、逆に、1 学年あたり平均 6学級以上の学年が発生する 31 学級以上を過大規模校と

しています。 

 次の、中学校は、割愛させていただきます。 

12 ページをごらんください。 

学校規模の適正化対策の判断基準としましては、「⑴小規模校対策」をごらんいただきます

と、「①単学級となる学年数が、小学校では 1～2学年、中学校では 1 学年となり、地域住民・

保護者等の要望がある場合、対策を検討する。」としておりまして、28 年度では、王子小学

校と貴崎小学校がこれに該当しますが、両校ともに今後、小規模校ではなくなる見通しです。 

次に、「②全学年のうち単学級となる学年数が半数以上となる場合、今後の児童生徒数の推

移を見ながら早期に対策を検討する。」としておりまして、28 年度では、大観小学校がこれ

に該当します。 
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後に、「③全学年で学年単学級となり、その継続が予測される場合、早急に対策を講ずる。」

としておりますが、該当校はございません。 

一方、「⑵過大規模校対策」をごらんいただきますと、「31 学級以上で、今後の児童生徒数

の増加が見込まれ、普通教室数の不足が予想される場合、早急に対策を講ずる。」としており、

「ただし、25 学級以上で、保有の普通教室の余裕が 3 教室以下となった場合、今後の児童生

徒数の推移をみながら早期に対策の検討を始めるものとする。」としております。 

以上、申し上げました適正化対策の判断基準は、一律に適用するものではなく、様々な事

情等を考慮し、良好な教育環境を確保するため、総合的に検討するものでもあります。 

資料 1の 9ページにお戻りください。 

次に中学校ですが、1番下の行の、「合計」の全市生徒数をごらんいただきますと、28 年度

が 7,841 人、その後も数年間は減少しますが、31 年度を底に少しずつ増え続けていく方向で

す。 

中学校は先ほどの小学校と違い、魚住中学校や二見中学校が減少傾向にありますものの、

対策が必要な過大規模校や、クラス替えのできない 1 学年 1 学級の学年が発生する小規模校

は、当面出てこない見通しです。 

これらの将来推計につきましては、社会動態や宅地開発によって多少の変動が出てきます。

おおむねの傾向性をご理解いただければと思います。 

説明は以上でございます。 

 

◎会長 

適正化の判断基準として、小規模校対策の①②は該当する小学校があるけれども、③は無

いということですね。 

過大規模校対策の方は、大久保小学校や山手小学校は入らないんでしょうか。普通教室数

の不足が予想される場合ということで、入ってないだけですか。31 学級よりも増えることが

予想されますよね。 

 

●事務局 

先ほど例に挙げました具体的な小学校名につきましては、8 月 9 日の神戸新聞の記事にお

きまして掲載された学校名をここで触れさせていただきました。新聞には過大規模対策の方

は出ておりませんでしたので割愛させていただきましたが、ご指摘のとおり、大久保小学校

と山手小学校の 2校が将来的には普通学級数で 31 学級を超えておりますので、過大規模校対

策を要する学校に該当いたします。 

 

◎会長 

わかりました。ありがとうございます。 

では、今のご説明に対して、ご質問やご意見等がありましたら、お願いしたいと思います。 

 

○委員 

適正化の判断基準のところで、それぞれ「検討する」で終わるところと、「対策を講ずる」

というところと、「検討を始める」というところがありますので、その違いを確認させてくだ
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さい。 

 

●事務局 

適正化の判断基準での、(1)小規模校対策につきましては、①、②、③と進むにつれまして、

より小規模になっていくことを意味しております。 

「検討する」というのと、「講ずる」というのは、③のように全学年で学年単学級となった

場合、ただちに対策を行っていかなくてはいけないという意味での語尾の違いでございます。 

「講ずる」というのがより重いという印象で捉えていただければ結構かと思います。 

 

○委員 

8 月 9 日付の神戸新聞の件について、小規模の学校だけが取り上げられて、過大規模の学

校が取り上げられなかったというのが、ちょっとよく分からなかったので、どういう性質の

文章だったのかというのを教えていただきたいです。 

その際に、教育委員会なり審議会との関わりをどう考えたらいいのかというのを教えてく

ださい。 

また、先ほどお示しいただいた今後の推計ですが、資料 1 の 8ページ、9 ページについて、

こちらで丁寧にこういう推計をしていただいていますが、これはあくまで住民票ベースで推

計されているということですよね。私が拝見する限りでは、明石市はため池も含めて、ある

いは工場の跡地等も含めて、今後かなり大きな集合住宅などが建つ余地がすごく大きくて、

この推計だけではなかなか見通しが立たない部分があるので、そのあたりも考えていくのは

大事になるのだろうなと少し思いました。あくまで感想ですが。 

 

◎会長 

今、人口が増えるということはなかなかないようで、広報あかしに V 字回復という言葉も

載っていましたが、明石は便利の良さなどから、そうなっているようですね。 

この資料はあくまでも住民票ベースですね。それ以外のファクターが必要ではないかとい

うご指摘でした。これについてはすぐには答えられないと思いますので、ぜひ検討をお願い

したいと思いますが、事務局いかがでしょうか。 

 

●事務局 

おっしゃられることは理解できますが、大規模開発が具体的にいつ、どのくらいの規模で

というようなものが見えるような社会増でしたら、見込に反映することができるかと思いま

すが、それが分からず一律係数というようなものを乗じる形になりますと、責任を持ちにく

い推計になるきらいもございます。そのあたりはご理解いただければと思います。 

 

○委員 

 参考までに、神戸市で聞いたところでは、業者に毎年照会をかけているというようなこと

も言われていて、それが良いのか悪いのかというのも分からないですし、どういうふうな方

法でそういうことができるのかというのも詳しくは分からないんですが、もしかしたら市の

中で建設部門との連携もあるかもしれませんが、そこと相談されながら、やはり民間の業者
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の方はかなりすばやく動いていらっしゃいますので、何かのかたちで情報収集できるという

ことでしょうね。 

 

◎会長 

これはぜひ前向きに取り組んでいただきたいと思います。 

この 8 ページ、9 ページの推計だけで考えるというのではなくて、そういうファクターを

お願いしたいと思います。 

では、神戸新聞の記事内容について、ご説明いただきたいと思います。 

 

●事務局 

新聞に出ていましたように、公共施設の適正配置の実行計画の素案というのが、財政健全

化室から出ています。 

この計画というのが、市が昨年策定した公共施設の適正化の基本計画になりますが、ここ

では公共施設の総量を減らしていこうと、つまり施設自体を少なくしていこうというふうな

基本的な考え方を、財政健全化室の方で基本計画として掲げています。その部分に小学校や

中学校も公共施設の一部として入っているというような状況です。 

中身については、通学区域審議会でご審議いただき、平成 28 年 1 月に定めました学校の適

正規模等に関する基準に載せている部分をそのままの形で、公共施設の適正化の実行計画に

も載せたというかたちです。 

新たに検討した内容を載せたものではないので、教育委員会とすると、今までご審議いた

だき、ご意見をいただいた内容を再掲したような形になっています。 

なぜ新聞が小規模の方だけ取り上げているかと言いますと、この計画というのはあくまで

も総量を小さくしていこうというものですので、過大規模でなくて小規模の方に焦点が行っ

てしまっているということで、記事の方もどちらかというと、「廃止」や「統廃合」というも

のが基本的な部分で上がってきているというような状況でございます。 

 

◎会長 

総量を小さくしていこうという部分、あるいは利用がほとんどされていない部分の検討の

ところに、小規模校もはいっているということですね。 

我々のこの審議会では、児童生徒たちの公平性や教育を受ける権利などの点を大事に審議

をしていますので、財政健全化室の捉え方とは違うということで、審議を進めていってよろ

しいですね。 

 

●事務局 

各部の次長級が、財政健全化室の計画の検討会議に出ていますが、その中で、教育委員会

で審議された内容が尊重されるように、今まで大事にしてきた部分をそのまま引き続きやっ

ていくという姿勢は変えないということでやっております。 

 

◎会長 

ちょっと誤解を生むような記事ですね。 
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○委員 

市財政健全化推進協議会の件については今のご説明で分かったんですが、この記事で、外

部有識者による会議が今年 2 月に小規模な小中学校を統廃合の検討対象とすることや、少年

自然の家の廃止に言及した提言を公表とありますが、内容からすると、ここではない別の有

識者会議がこういうことをおっしゃったということですよね。 

 

●事務局 

そういうことです。 

ただ、教育委員会の方で子どもたちの環境を第一に考えながら検討をしていますので、あ

くまでも参考意見として聞いただけであり、教育委員会の立場からすると、策定した基準を

基本にするという部分は全く変えていないという状況です。実行計画の素案にもそのように

載っております。 

 

◎会長 

やはり誤解を生まないように、学校名が載らないように、市としてもそういう対応をして

もらいたいですね。 

我々の審議内容については、市財政健全化推進協議会の外部有識者等が考えた 2 月の判断

もありますが、これからも同じ方向で考えさせていただくということで進めさせていただき

たいと思います。 

 

○委員 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律では、教育施設の設置・管理・廃止に関しては、

全て教育委員会の権限ですから、この有識者がどういう権限でこういうことができたのかと

いうのが、よく分からないというのが率直な意見です。 

その分、丁寧にここで議論できればと思います。 

 

◎会長 

新聞で情報が飛び交うというのは、住民の方の誤解も生まれると思いますので、ご注意い

ただきながらお願いしたいと思います。 

では、議題の 2「「大久保小学校の通学区域変更後の状況について」ですが、大久保小学校

の過大規模対策として、2度にわたり、通学区域審議会としての答申を示し、それを受けて、

平成 28 年 4 月に大久保小学校の通学区域の変更が実施されておりますので、同校の状況や今

後の見通しなどについて、事務局から説明をお願いします。 

 

 

●事務局 

「大久保小学校の通学区域変更後の状況について」、「資料 2」に基づき、ご説明いたしま

す。 

まず、「大久保小学校の通学区域変更対象区域図」をごらんください。 
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「大久保小学校の過大規模対策」としまして、同校の通学区域変更を、平成 28 年 4 月から

実施しましたところでございますが、①番～④番のエリアについては、大久保南小学校区と

なりました区域です。中学校区は大久保中学校区のままで変更はございません。 

このうち、①番のエリアでございますが、ここは主に大久保町谷八木地区でございまして、

希望により谷八木小学校へ通うことができる特例区域になっております。 

⑤番～⑧番のエリアについては、沢池小学校区、中学校は、野々池中学校区となりました

区域です。 

このうち、⑧番のエリアでございますが、ここは神戸刑務所の北側で、昨年の 11 月に大規

模な宅地開発が予定されている情報を受け、追加で通学区域変更をしましたエリアでござい

ます。 

それでは、2 枚目の「平成 28 年度 通学区域変更対象区域に居住する児童の状況」をごら

んください。 

まず、「1 新入生」ですが、このたびの変更対象区域内に住んでいる本年度入学した 1年生

の状況をまとめたものです。 

左側の枠でくくっています「変更対象者」は、対象区域内に住んでいる新入生を、それぞ

れのエリアごとに分けて記載したものでございます。 

全部で 73 名です。このうち、大久保小学校の在校生に兄・姉がいる新入生については、経

過措置として、同校へ入学できる特例がございまして、入学先小学校の意向確認をいたしま

した結果が、右側の枠でくくっています、「確認後」でございます。 

例えば、①番のエリアには 29 名の新入生がおり、このエリアは大久保南小学校への入学が

原則となりますが、兄姉特例の対象者等への意向確認の結果、大久保小学校へ 16 名、谷八木

小学校へ 4名、大久保南小学校へ 9 名、それぞれ入学されました。 

結果としましては、下向きの矢印の下の表に記載しておりますとおり、変更対象者 73 名の

うち、41 名が大久保小学校へ、32 名が他の小学校へ入学されました。なお、兄姉特例の対象

として意向確認しました新入生は全員、大久保小学校へ入学されました。 

なお、⑦番のエリアと⑧番のエリアからの新入生は 0 名ですが、⑦番のエリア、ここは主

に松陰山手土地区画整理事業の宅地開発地でございますが、現在、ここからは 4 年生と 2 年

生の児童が 2 名、沢池小学校へ通学しております。 

また、⑧番のエリア、主に神戸刑務所の北側の宅地開発地でございますが、現在、ここに

は小学生はおりません。 

次に、「2 在校生」ですが、変更対象区域に 304 名おりましたが、経過措置として、引き続

き同校に就学できる特例がございまして、意向確認を行いました結果、2 名が他の小学校へ

転校されました。 

それでは、3 枚目の「通学区域変更後の児童生徒数見込み」をごらんください。 

これは、このたびの通学区域変更により、影響を受けます 4 つの小学校、3 つの中学校の

児童生徒数について、本年 5 月現在の人口を基にした今後 6 年間の将来推計を掲載していま

す。 

まず、この見込みの前提としまして、上の小学校の表の下の※印をごらんください。 

1 つめとして、大久保小学校の 1年生の学級数については、35 人学級で試算しています。 

2 つめとして、兄姉特例対象者は、全員、大久保小学校へ入学するものとして試算してい
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ます。 

なお、記載しておりませんが、この見込みには、引越しによる転出入などの社会増減は反

映しておりません。 

このたびの通学区域変更の影響を受けます 4 つの小学校について、順次、ご説明いたしま

すと、まず、一番上の、大久保小学校ですが、児童数は、28 年度が 1,350 人で、通学区域変

更前の 27 年度よりも増加し、30 年度まで 27 年度の児童数を下回ることは見込めない状況で

す。 

学級数は、表の一番右側に記載しております保有教室数 43 教室に対し、29 年度と 30 年度

がピークの 42 学級でございます。 

今後、数年間、過密状況が続く見通しではありますが、人口が急増していた数年前と比較

しますと、人口動態はおおむね落ち着いてきていると思われ、32 年度には通学区域変更の効

果が出てくる見通しでございます。 

次に、大久保南小学校ですが、このたびの通学区域変更によって新入生の増が見込まれる

にもかかわらず、児童数は減少していく見通しです。ただ、同校区内において、大久保駅南

側の日本たばこ産業跡地の再開発が将来的にありうることから、そのあたりの動向について

注視していく必要があります。 

次に、谷八木小学校ですが、児童数は増えていく見通しです。 

特に、33 年度には、学級数が保有教室数を上回る見通しですので、教室施設の増築等を図

っていくこととなります。 

次に、沢池小学校ですが、児童数は増えていく見通しです。 

34 年度には、学級数が保有教室数と同数になる見通しですので、今後の人口動態を注視し

ながら、教室施設の増築等を検討してまいりたいと考えております。 

続きまして、下の中学校の表をごらんください。 

このたびの通学区域変更の影響を受けます 3 つの中学校について、順次、ご説明いたしま

すと、まず、一番上の、大久保中学校ですが、生徒数は、今後もおおむね横ばいの見通しで

ございます。 

 次に、大久保北中学校ですが、生徒数は増えていく見通しです。 

34 年度には、学級数が保有教室数と同数になる見通しですので、今後の人口動態を注視し

ながら、教室施設の増築等を検討してまいりたいと考えております。 

後に、野々池中学校ですが、今後もおおむね横ばいの見通しでございます。 

説明は以上でございます。 

 

◎会長 

ご質問などはありますでしょうか。 

大久保小学校はある程度の効果は見えますが、あと 5 年後、6 年後には谷八木小学校や沢

池小学校で教室数不足の状況が出てくるということで、今は増築という言葉で保有教室を増

やすということを考えられているということもお知らせいただきました。 

大久保小学校の 1年生だけ 35 人学級でやっているということは、今後の課題だと思ってい

ます。小学校 1年生は 30 人学級ということで全市でやっているにもかかわらず、大久保小学

校は 35 人学級でということで試算していただいていますが、できれば、30 人学級にするに
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はどうしたらいいのかという検討も前向きにはお願いしたいと思います。 

 

○委員 

今のところは、まだ通学区域変更の効果があまり出て無いようにも見えますが、これは何

年か経つにつれて、数字が減ってくるのだと思います。 

ただ、大久保から沢池へ変更となった区域で、どんどん開発が進んでいることを心配して

います。この開発を見込んでの試算なのでしょうか。 

 

●事務局 

先ほどもご指摘がありましたが、これは 5 月 1 日現在の人口をベースに試算しております

ので、例えば⑦の松陰山手区画整理地内には、まだ住宅建設可能な更地があると思っており

ます。 

そのあたりが見込みには反映できてはおりません。戸建て住宅の新たな宅地開発というの

は、一斉に住宅建設されず、ぽつぽつと建設されていくもので、またそこに転入してきます

年齢層というものも、なかなか見込みづらいものがございます。また、市外からの転入の場

合や、市内での転居もありますうえ、校区内での転居の場合は社会増にはならないものです。

マンションなどの集合住宅とは違いまして、戸建ての宅地開発の見込みというのは極めて難

しいと思っております。 

 

◎会長 

いろいろな方向から見ていただくように、ぜひお願いしたいと思います。 

ご意見のとおりだと思います。 

保有教室数に関して、増やすのは良いんだけどグラウンドが狭くなるという、悪循環もあ

りますので、単に教室数を増やせばいいという問題ではないかと思いますので、そのあたり

も検討の一つかなと思いますので、よろしくお願いします。 

ではこれで、議事 2 は終わらせていただきます。 

議事 3の「喰ヶ池の通学区域について」、教育委員会より当審議会に諮問書が提出されてお

りますので、事務局から内容の説明をお願いします。 

 

●事務局 

まず、本日配付しております、印影付きの諮問書「喰ヶ池（大久保町大窪）の通学区域に

ついて」をごらんください。 

このたびの諮問でございますが、「2 諮問理由」に記載のとおり、山手小学校は、今後、

過大規模化が見込まれており、将来に渡って子どもたちの良好な教育環境を確保する観点か

ら、同校区内で大規模な宅地開発が予定されている喰ヶ池の通学区域を検討する必要がある

ためでございます。 

このたびの諮問の検討区域としております喰ヶ池ですが、事前に送付いたしておりました

諮問書（案）と、資料 2 枚目の「検討区域図」をごらんください。 

山手小学校を中央にした小学校区全体を示しておりまして、黒の太線が校区の境界線とな

っております。 
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先ほど申し上げました、喰ヶ池の位置につきましては、黒点線で囲んでおります場所にあ

り、山手小学校区内の、 も北側に位置しております。 

この喰ヶ池については、後ほど、詳しくご説明いたしますが、現在、大窪村財産区の所有

でございまして、譲り受けた開発業者により、早ければ来年年明けから、池の西側半分の約

3 万㎡で宅地開発が始まる見通しでございます。 

4 枚目の「山手小学校の児童数・学級数について」をごらんください。 

これは、本年 5月 1 日現在の人口を基に、34 年度までの児童数見込みをグラフ化しました

ものです。 

棒グラフは児童数、折れ線グラフは学級数を示しております。 

左から 2 番目の 28 年度をごらんいただきますと、児童数が 873 名、学級数は特別支援学級

を含めて 30 学級でございます。 

その右の 29 年度以降も児童数は年々増え続け、34 年度の児童数は 1,144 名、学級数は 36

学級と、34 年度においても、ピークが見えない状況でございます。 

右下に、山手小学校の保有教室数を記載しておりますが、この 6 月に運動場の隅に増築し

ましたプレハブ校舎 6教室を含めて、37 教室ございます。 

5 枚目の「山手小学校 児童数見込み」をごらんください。 

この表は、先ほどごらんいただきましたグラフの児童数と学級数の内訳でございます。 

説明が前後しまして申し訳ございませんが、表の下の※印をごらんください。 

1 つめとして、29 年度以降の特別支援学級の児童数は、28 年度の児童数と同数で試算して

います。 

2 つめとして、1年生の学級数ですが、30 人学級で試算しています。 

3 つめは、割愛させていただきます。 

あと、記載しておりませんが、この見込みには、引越しによる転出入など社会増減は反映

しておりません。 

上の表をごらんください。 

29 年度以降の 2年生から 6年生までの各学年の児童数は、前の年度の 1学年下の児童数と

同数にしております。例えば、29 年度の 2 年生は 147 名となっていますが、これは 28 年度

の 1年生の児童数を年度送りしたものです。 

3 枚目の「学校位置図」にお戻りください。 

黒の太線が小学校区の境界線となっておりまして、下側が山手小学校区、右上が高丘東小

学校区、左上が高丘西小学校区でございます。 

山手小学校と、高丘東小学校、及び、高丘西小学校から見ました喰ヶ池の位置がお分かり

いただけるかと思います。 

ここで、高丘東小学校、及び、高丘西小学校の状況でございますが、まことに恐れ入りま

すが、1 つめの議題、「校区の現況について」で用いました、「資料１ 明石市立学校通学区

域審議会資料」の 8 ページをごらんください。 

下から 11 行目に高丘東小学校、その 1行下に高丘西小学校の児童数・学級数を記載してお

りますが、両校ともに、児童数は年々減少していく見通しであり、一番右に記載しておりま

す保有教室数からも、両校ともに施設面で余裕があることがお分かりいただけるかと思いま

す。 
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山手小学校区内には、大久保町茜地区の区画整理事業地や、その他にも、まだ宅地化が可

能な農地がありますことなどから、児童数が多少、上振れするであろうと思われ、このたび

の喰ヶ池の大規模開発への対策を放置しますと、同校への児童受け入れが困難になる可能性

があります。 

子どもたちにとりまして、少しでもより良い環境下での学校教育を推進していきますため

に、仮に、ではございますが、このたびの諮問検討区域の通学区域を変更しようとします場

合、事務局としましては、教育施設の有効活用の点から、高丘東小学校、もしくは、高丘西

小学校が 1つの考え方になるのではないかと思っております。 

それでは、喰ヶ池の状況につきまして、引き続き、説明いたします。 

 

●事務局 

喰ヶ池の状況について説明させていただきます。 

資料 3をお手元にご用意ください。 

喰ヶ池は、山手小学校区の北の端、高丘地域との境目に位置する、6 万㎡ほどの大きな溜

池です。 

このたび、池の西側半分が住宅地として売却されることになりました。 

現在の所有者は大窪村財産区です。契約の相手方は、購入予定者という形で決定していま

すが、この売り払いは条件付きの入札となっておりまして、土地の分筆登記や進入用道路用

地の取得などが完了しないと、土地の売買契約を行うことができません。また、売買契約の

締結にあたっては、市議会の議決が必要となります。 

このため、 も早いスケジュールを想定した場合、平成 28 年 12 月議会での議決後に、売

買契約及び所有権の移転が行われる可能性があります。 

実際の工事は、かなりの長期間に渡ると見込まれますが、所有権が移転されますと、先行

して不動産業者による宅地分譲の宣伝が行われ、広告等に学校名が記載される可能性が高い

と思われます。 

仮に、ではございますが、通学区域を変更する場合、一度学校名が周知されてからの変更

は困難が伴いますので、事務局としましては、所有権移転まで、つまり年内を目途に決定を

行うことが 1 つの考え方になるのではないかと思っております。 

それでは、喰ヶ池の現況と今後の見通しについて、順にご説明いたします。資料 3 の 1 枚

目と、2 枚目の「検討区域拡大図」を併せてごらんください。 

まず、①喰ヶ池の西側半分についてご説明いたします。このたびの売り払いの対象となっ

ている区域で、一戸建ての住宅地として開発される予定です。詳細な計画等については現在

のところ未定となっておりますが、面積等を考慮すると、建築戸数は、およそ 150 戸から 200

戸程度の規模が見込まれます。また、後ほど写真をごらんいただきますが、周辺の区域とは

高低差があります。 

次に、②喰ヶ池の東側半分です。こちらは池の中央に新たな堤防を作り、引き続きため池

として利用される予定の区域です。 

③は、「検討区域拡大図」を上下に走るグレーのライン、県道大久保稲美加古川線から、宅

地開発予定地へ接続する進入用道路の予定地です。池の西側半分の売り払いの条件として、

道路用地を取得することが求められておりますので、一体で宅地開発される予定となってお
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ります。 

続きまして、資料 3の 3 枚目、「喰ヶ池周辺」の航空写真をごらんください。中央の緑色の

池が、喰ヶ池です。 

写真の左端を上下に走る道路は県道大久保稲美加古川線、左上から右斜め下へ走る広い道

路が江井島松陰新田線です。喰ヶ池周辺は高低差の激しい地域でして、例えば先ほどの江井

島松陰新田線は、池よりかなり高い位置にあります。また、池の西側と南側は堤防に囲まれ

ており、その外側の住宅は、池より低い位置に建っています。 

池の右側にあるのはソーラーパネルで、元々は喰ヶ池の一部だったようですが、埋め立て

られ、現在は事業所が太陽光発電を行っています。 

では、資料 3 の 4 枚目、「写真位置図」をごらんください。図の①番から⑩番までの番号の

場所から、それぞれ黒い三角形の方角を向いて撮影した写真を載せております。 

①の写真をごらんください。県道大久保稲美加古川線から喰ヶ池方面、つまり東を撮影し

たものです。写真中央の道路が拡幅され、喰ヶ池への進入用道路となる予定です。 

②の写真をごらんください。先ほどの道路を東へ進んだところですが、ここで道幅が狭く

なっていることが分かります。写真の左側、つまり北側はマンションの擁壁ですので、この

部分に広い道路を作るためには、写真の右側、南側の家が建っている土地が道路用地になる

と考えられます。 

1 枚めくっていただきまして、③の写真をごらんください。こちらは「写真位置図」③番

の場所から、南東方向を撮影したものです。また、④の写真は、同じく④番の場所から北東

方向を撮影したものです。かなり大きい池であることがお分かりいただけると思います。 

⑤の写真をごらんください。池の北西にありますマンション周辺を、南側から撮影したも

のです。マンションとその東側の住宅地は、池よりかなり高い位置にあることが分かります。 

また、写真左端の住宅地は、池の西側区域ですが、池よりもさらに低い土地に建っている

ことがごらんいただけると思います。 

⑥の写真をごらんください。こちらは池の南側、ちょうど大久保北中学校の北側から、喰

ヶ池の堤防を撮影したものです。南側の区域は、池と高低差があり、池よりも低い土地に建

物が建っています。 

1 枚めくっていただきまして、⑦の写真をごらんください。池の南東から、北西のマンシ

ョン方向を撮影したものです。マンション周辺は、擁壁の南側はすぐに池の水面という位置

関係でしたが、池の北東部分は、高いところにある住宅地と池の間にも、低い土地が広がっ

ていることがごらんいただけるかと思います。 

⑧は、⑦の東側区域です。右端に映っているのはソーラーパネルです。 

⑨の写真をごらんください。池の北東部分に広がる平地を撮影したものです。写真の右側、

つまり北側には急斜面があり、その上に住宅地が広がっています。また、南側には喰ヶ池の

水面が見えておりますが、このあたりの土地は、池の土手と同じくらいの高さとなっていま

す。 

⑩は、⑨の南側、少し池寄りの位置から西側を撮影したものです。高さ 2ｍほどの雑草が

生い茂っているため、見通しが悪くなっておりますが、マンションより低い土地であること

がお分かりいただけるかと思います。 

喰ヶ池の状況についての説明は以上でございます。 
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◎会長 

ありがとうございます。 

今日お示しいただいた内容としましては、喰ヶ池の西側部分が埋め立てられ、そこに分譲

住宅が建つ予定とのことですので、それについての検討を依頼されているわけです。 

平面図や航空写真などを見ても、なかなか分かりにくいところもありますが、北側のとこ

ろに段差があるということ、ため池の部分と西側・南側には高さの差があるということが分

かると思います。 

⑤の写真の左側に見えているのは、民家の 2 階部分かなと思います。具体的には現地視察

の際にまた見ていただいたらと思いますが、一番北側が高くて、池の南は更に低いところが

あるんだということで検討いただけたらいいのかなと思います。 

今、道路がなぜ開発予定地の北側に付かないんだとか、そういうことも思いましたが、段

差があるので、北側に道路がなかなかできないようですね。だから西側の道路に接続すると

いうことだと思います。 

先ほどの①、②の写真にあるような細い部分を広げて、道路を拡張しながら工事を進める

のかなと思います。 

いかがでしょうか。何かご質問などありましたら、お願いしたいと思います。 

まず諮問の意味というのはご理解いただけましたでしょうか。 

山手小学校については、決して喰ヶ池だけの問題ではないということですが、喰ヶ池は来

年くらいから広告が打たれるんじゃないかということも言われていましたから、年内くらい

を目途に早めに審議していただいた方がということで、この喰ヶ池のみを対象とした諮問が

されたということであります。 

 

○委員 

ここには見学に行きますか。 

 

●事務局 

次回、9 月 30 日の審議会におきまして、現地視察をしていただこうと思っております。 

 

◎会長 

検討はそれ以降になるとは思いますが、現地に行ってからどうだろうというよりは、今の

段階で感じられたことを言っていただいたら、現地に行ったときに役立つのかなと思います。 

県道と江井島松陰新田線の交差点の南東の角にある場所は、今現在は山手小校区というこ

とですよね。進入用道路ができたら、この部分はどうなるのでしょうか。それから、池の北

側の住宅は高丘東小学校区と捉えたらいいんですよね。また、⑨、⑩の説明をされたときに、

池とほとんど同じ高さだとおっしゃったんですが、その部分の土地は山手小学校区と考えて

いいんでしょうか。 

 

●事務局 

今、会長から 3点ほどお問いかけがありましたので、順次お答えします。 
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「検討区域拡大図」をごらんください。小学校区の境界線であります赤い線の下側が山手

小学校区、左上が高丘西小学校区、右上が高丘東小学校区でございます。まず「③進入用道

路予定地」とされていますところの北側は、山手小学校区でございます。現況は墓地となっ

ておりまして、住宅などは建っておりません。 

2 点目ですが、喰ヶ池の北側は、擁壁に沿って校区の境界となっておりますので、赤い線

の部分に、4m から 5m ほどの段差があるとお考えいただければ結構でございます。赤い線の

北側は高丘東小学校区でございます。 

3 つ目については、池の北側の赤い線と池の間にある場所は、山手小学校区でございます。 

 

◎会長 

事務局の説明では、喰ヶ池の西側半分を高丘東小学校区か高丘西小学校区に変更すること

も考えられる、ということでしたが、再確認しますが、私が今たずねた場所は、現在は山手

小学校区であるということですね。 

 

●事務局 

今回埋め立てられて宅地開発されます喰ヶ池の西半分からの通学路としましては、基本的

には一旦進入用道路予定地を西側に進み県道大久保稲美加古川線へ出るしかございません。

当然ながら通学区域というのは境界線が一筆書きというのが原則でございますので、仮に通

学区域変更となれば、高丘西小学校へ変更となった場合におきましては、先ほど説明いたし

ました墓地のあたりにつきましても、同様に変更対象に含めるべきかと思います。また、仮

に高丘東小学校になった場合におきましても、やはり県道へ出てくることになりますが、他

校区の区域内を通って学校に通うというのは決して好ましいことではないと思いますので、

いずれにしましてもこの墓地のあたりにつきましては、検討対象区域に含めるべきであろう

と考えております。 

 

○委員 

北側に道路は無理でも階段でも付かないと、高丘東小学校は遠いこともあってなかなか厳

しいと思います。そういうような整備ができるとできないで大分違うと思いますが、そうい

う余地はあるんですか。 

 

●事務局 

航空写真の資料をごらんください。先ほど、池の北側の校区境に沿って住宅が建っている

ところは高低差があるという説明をさせていただきました。写真のとおり、家と家の間には

全く隙間がございません。個人の所有地が並んでおりますので、北側への階段を付けるため

の土地がないという状況です。 

 

◎会長 

おそらくこの高さがネックになっているんでしょうか。ぜひ現地でそのあたりもごらんい

ただきたいと思います。 

航空写真で緑の見える部分が、もし高丘東小学校区や高丘西小学校区へ変更された場合、
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どうなるのかということも考えないといけませんし、検討課題かなと思います。 

西側の墓地のところには住宅はないですね。 

 

●事務局 

住宅はございません。 

 

◎会長 

マンションのあたりは高丘東小学校区ですので、その左側の墓地のところには住宅は無い

ということです。 

池の東の方にはビニールハウスのようなものが見えますが、ここは住宅ではないですね。 

 

●事務局 

ここはビニールハウスでございます。 

南北にビニールハウスがありますが、その東側は住宅でございます。 

山手小学校区になります。 

 

◎会長 

ここに住まれている方は、ソーラーパネルと池の間を生活用道路としているわけではない

ですね。 

 

○委員 

東側の道ですね。 

 

◎会長 

ソーラーパネルの東側の道ですね。 

ビニールハウスのあたりがどうなるのかということは、きっと検討課題になるでしょう。 

やはり墓地のところと、池の北側の畑のあたりを、今後検討することになると思います。 

 

○委員 

山手小学校の話をされていますが、仮にこの池の区域が高丘側へ変更となると、中学校も

高丘中学校ということでよろしいですか。それとも、中学校区は間近にある大久保北中学校

になるんですか。 

 

●事務局 

高丘東小学校と高丘西小学校は高丘中学校区ですので、高丘東もしくは西小学校にご入学

された場合は、高丘中学校にご進学いただくのが原則でございます。 

 

○委員 

小学校によっては、中学校区が分かれるところもありますが、そういうことはせずに、同

じところに進学するということですか。 
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●事務局 

現在、市内の小学校では大久保小学校のみが、大久保中学校区と大久保北中学校区に分か

れておりますが、明確な通学区域の線引きがございます。ですから、こちらが高丘東小学校

あるいは高丘西小学校区となりましたら、中学校は高丘中学校区となります。 

 

◎会長 

池のすぐ南側に大久保北中学校がありますよね。それに対して高丘中学校はちょっと遠い

ですよね。その部分はいかがでしょうか。 

 

●事務局 

検討区域拡大図をごらんいただくと、喰ヶ池から見た近隣の学校の位置がお分かりいただ

けると思います。池の南側にお住まいの方にとっては、目の前に大久保北中学校が見える位

置になりますので、それと比べますと高丘中学校は確かに遠くなりますけれども、おおむね

1km 以内の通学距離となります。 

 

◎会長 

他の地区に比べると、近い距離と言えますね。 

 

○委員 

池から高丘西小学校へはどのくらいの距離がありますか。 

 

●事務局 

喰ヶ池西半分の分譲地からは、一旦西の県道に出ることが前提となりますので、そういう

ルートを通って、喰ヶ池の西側の中央あたりから高丘東小学校もしくは高丘西小学校へ通学

する場合の距離を申し上げますと、高丘東小学校が約 1.1km、高丘西小学校は約 0.9km、高丘

中学校は約 0.7km、山手小学校は約 0.7km です。 

大久保北中学校は一旦西の県道へ出て通学するということになりますと、約 0.7km になり

ます。これはまだ開発計画が不透明なんですが、仮に池の南側の堤防が削り取られて人が歩

ける程度の通路が出来た場合には、大久保北中学校へは約 0.4km の距離となります。 

 

◎会長 

割と近いということがよく分かりました。 

山手小学校の児童数はこれから非常に増えてくるという推計がありましたし、どうにか対

応したいということで、このたびの諮問が出ております。 

山手小学校に今年プレハブができたということは聞いたんですが、おそらく運動場などが

減っているんだと思うんですね。運動したりするときに問題になるので、児童一人当たりの

運動場の面積などのデータがあればありがたいです。 

諮問の内容を説明していただきましたが、次回は現地へ行って、ご意見をいただいたよう

な部分を実際に見せていただきたいと思います。よろしいでしょうか。 
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審議はこのあたりで終わらせていただきたいと思います。 

次回の審議会は、現地で視察と審議会を開催するということでお願いしたいと思います。 

それでは、これをもちまして本日の議事を終わらせていただきます。それでは進行を事務

局にお返しいたします。 

 

●事務局 

本日は本当にありがとうございました。 

今ご説明させていただきましたように、山手小学校については、今すでに住んでいらっし

ゃる方の推計だけでも、年々増えていくことが予測されまして、それ以外にも開発の動向を

見ますとそれ以上に増えていくのではないかということで懸念しております。 

そんな中で、今回喰ヶ池という大きなため池が埋め立てられて開発がされるという情報が

あり、できるだけ早い時期に対処したいということで、諮問させていただきました。 

今回いろいろご意見をいただきまして、次回は現地をぜひ見ていただいて、もし校区を変

更するとなれば、その時期や行き先ですとか、通学路がどうなっているのかといったいろん

な問題がありますので、そのあたりもできるだけ資料を取り揃えまして、ご協議いただきた

いと考えております。 

次回は現地視察の後、会議もさせていただこうと思っております。山手小学校のコミセン

を予定しておりますので、山手小学校の実態も見ていただけたらと考えております。 

本日はどうもありがとうございました。 

 

 

以上 


