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平成 28 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 28年 9月 30 日（金） 15：00～16：30 

場 所：山手小学校コミセン 大会議室 

     出席委員：10 名 

傍 聴 者：8 名 

配布資料：「平成 28 年度第 2 回明石市立学校通学区域審議会次第」 

「山手小学校及び隣接小学校の状況について 資料 1」 

「検討対象区域の状況について 資料 2-1」 

「検討対象区域図 資料 2-2」 

「学校位置図 資料 3」 

「明石市立小・中学校の適正規模等に関する基準」（参考） 

 

◎：会長 ○：委員等 △：参考人 ●：事務局 

 

 

１．開会 

●事務局 

 みなさま、現地視察お疲れ様でした。 

只今から第 2 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、10名にご出席いただいています。 

また、本日は地元小学校での審議会開催となりましたことから、山手小学校教頭、山手幼

稚園長にもご出席いただいております。 

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。 

 

◎会長 

会議次第に基づきまして、議事の諮問「喰ヶ池（大久保町大窪）の通学区域について」で

すが、前回の審議会では、山手小学校は今後、過大規模化していくと見込まれていること、

そのような見通しの中、校区内の喰ヶ池において大規模な宅地開発が予定されていることで、

事務局から状況の説明を受けました。 

本日は、委員のみなさまと現地や校内の状況を見ましたので、議論を進めていくことがで

きるかと思っております。 

それでは、前回の審議会で出ました意見なども踏まえて、事務局から説明をお願いします。 

 

●事務局 

資料 1「山手小学校及び隣接小学校の状況について」をご覧ください。 

1.「児童数・学級数の見込み」でございますが、前回の審議会でご説明しました、本年 5

月現在の山手小学校と、その隣接校である高丘東小学校、高丘西小学校の今後 6 年間の将来
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推計を、また、参考情報としまして、市内最大規模の大久保小学校についても同様に、再掲

しましたものです。 

山手小学校の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。 

一番右には、同校の保有教室数を記載しておりますが、増築したプレハブ校舎 6 教室を含

めて 37 教室でございます。 

山手小学校区と北側で隣接します高丘東小学校と高丘西小学校の状況については、その下

に記載のとおり、両校ともに、児童数は年々減少していく見通しであり、一番右の保有教室

数からも、両校ともに施設面で余裕がございます。 

次に、2．「運動場面積（児童 1 人当たり）」でございますが、山手小学校においては、この

6 月にプレハブ校舎を運動場の隅に増築しましたので、その分、運動場が狭くなっているの

ですが、前回の審議会におきまして、他校と比較できるような情報を、とのことでしたので、

山手小学校、及び、隣接小学校の状況を掲載しております。 

一番右には、各小学校の運動場面積を記載しておりますが、この中では高丘西小学校が最

も広く、山手小学校はこの中では最も狭い状況です。 

各年度の見込み児童数で割りました 1 人あたりの運動場面積ですが、28年度では、この中

では高丘東小学校が最も広く、市内最大規模の大久保小学校がこの中では最も狭い状況です。 

34 年度では、今後、児童数が増え続けていく山手小学校が、大久保小学校よりも狭くなり、

高丘東小学校の約 7 分の 1 になる見通しです。 

このような状況において、約 3 万㎡にも及ぶ「喰ヶ池」の大規模宅地開発は、山手小学校

への児童受け入れが困難になる可能性がありますことから、子どもたちにとりまして、少し

でもより良い教育環境を確保するためのご検討をお願いいたします。 

 

◎会長 

先ほど、皆さまとともに小学校運動場の隅に増築された 2 階建てのプレハブ校舎を見まし

たが、運動場が狭くなっているのが分かりました。幼稚園にも増築された園舎がありました。 

本日は、山手小学校教頭と、山手幼稚園長にご出席いただいておりますので、ここで山手

小学校、及び、山手幼稚園の現状や課題について、それぞれのお立場からお話しをお伺いし

たいと思います。 

最初に、山手小学校教頭、お願いいたします。 

 

△山手小学校教頭 

プレハブ校舎が建ち、子どもたちの環境は良くなっております。 

しかし、プレハブの一部が運動場まで入りましたので、運動場が狭くなり、春に行われた

運動会の時、子どもたちや保護者の動線が遮られ、少し危険なところもあると感じました。 

また、今まで建物がなかったところに建ちましたので、死角が増えたことが一番大きな課

題だと思っております。 

本校の子どもは、休み時間に運動場で元気に活動しておりますが、どうしても限られた時

間に一度に活動しているため、死角が増えたことなどからも、2 ヵ所の玄関に一気に集まっ

てくるといったような危険が出ております。 
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また、給食準備に関して、今までは校舎にあった配膳室からエレベーターで移動していた

のですが、1 年生が使用しているプレハブに運んでいく際に、どうしても段差やスロープが

あり、子どもたちだけでは難しく、調理員も 1 名そこへ行かなければいけないということで

課題も聞いております。 

 

◎会長 

事故が増えたということはありませんか。 

 

△山手小学校教頭 

 運動場で元気に活動しているというのはうれしいのですが、どうしても児童数が多いので、

休み時間後、保健室に行く子どもが増えたように感じます。 

 

◎会長 

2 階の職員室からは、プレハブの裏側にいる児童は見えないのでしょうか。 

 

△山手小学校教頭 

 今までは芝生とタイヤが並んでおり、運動場全体が見渡せておりましたが、そこにプレハ

ブが建ったことによって少し死角が増えました。 

 広いところから狭いところへ一気に子どもたちが移動しています。 

 

◎会長 

子供たちの動線が固まってしまうということですね。 

 

△山手小学校教頭 

 はい。そういうところで、少し課題が残っていると思います。 

 

◎会長 

 続いて、山手幼稚園長、お願いいたします。 

 

△山手幼稚園長 

 山手幼稚園の現状ですが、園児が平成 23～25 年度に 27 名増え、平成 25～28 年度に 43 名

増え、現在、8クラス 225 名の子ども達が生活をしております。 

 今年の 8 月頃までは大保育室を半分に仕切って保育室にしておりましたが、園舎を建てて

いただき、プレハブも増築していただきましたので、快適には過ごしています。ただ、新し

い大保育室は、8 クラス全員が入りましたら一杯の状態で、一緒に活動するには狭く、保護

者の方に入っていただいて何かを共に活動することもできない状態でございます。 

 以前の大保育室でも同じような状況でしたが、少し余裕がありますので、体操などをする

時には、以前の大保育室を使用するといった現状でございます。 

 また園庭でも、運動会の練習は全員一緒にできず、手を伸ばすと友達にあたるような状態

ですので、小学校の運動場をお借りして運動会の練習をしております。お昼休みなどにお借
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りしたりしております。 

入園式、修了式も、体育館でないと保護者に入っていただくことができませんので、小学

校も多くのクラスがありますが、時間を割いていただき、使わせていただいております。 

 あと、以前は花壇があり、子どもたちが花を植えたりし、自然環境を整え子どもたちの心

を育てる一端を担うこともできたのですが、現在、花壇というようなものは、園舎と園舎の

間の狭いところだけになっており、園庭周りにもそういった場所がありませんので、環境と

してもゆとりのなさを感じております。 

 あと、以前は、園舎から小学校の児童が帰る様子が見えていたのですが、プレハブが建っ

たことにより死角が増え、児童の動きが全く見えなくなり安全面の課題があります。 

 

◎会長 

 教頭と園長から、山手小学校、山手幼稚園の現況や課題などをお話しいただきました。 

プレハブ内は快適ではあるのですが、プレハブが建ったことで敷地内が狭くなったため死

角が増え、子どもの動きが阻害されているという状況だと思います。 

山手小学校の児童数・学級数が将来増えていく見通しの中で、学校敷地内の状況や、喰ヶ

池の開発規模も考慮し、今後どのような対策を講じていくべきか、今日は審議会としての方

向性を協議していきたいと思います。 

 まず、喰ヶ池の大規模開発は、どのような開発なのでしょうか。 

 宅地で一戸建ての住宅なのか、集合住宅が建つのか、もう一度確認いたします。 

 

●事務局 

喰ヶ池は、現在、財産区が所有しているのですが、公募という形で不動産業者に売却する

予定となっております。 

その条件の中に、一戸建て住宅の用地とするということで明記されておりますので、集合

住宅ではなく、一戸建ての住宅がたくさん建つという状況でございます。 

 

◎会長 

あれだけのところを埋め立てると、何戸くらい建つと予想されるのでしょうか。 

 

●事務局 

道路計画や敷地面積などに左右されますが、面積から考えますと、およそ 150～200 戸程度

の家を建てることができると思われます。 

 

◎会長 

新しく家を建てられる方は、お子様が小さいご家庭が多いと思います。喰ヶ池以外にも、

山手小学校区内には、たくさんの農地がありますので、まだまだ宅地が増えることが予想さ

れます。そのような状況で、喰ヶ池の開発で 150～200 戸がこの推計で出していただいた数字

に上乗せされる状態になりますので、そのあたりも考えながら審議したいと思います。 

 

○委員等 
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資料 1 を見ると、高丘東小学校の児童数が減っているので、高丘東小学校区と喰ヶ池の関

係を考えることができないだろうかと思っておりました。ですが、現地に行ってみると、高

丘東小学校区と喰ヶ池との関係は考えにくい状況だと感じました。そうすると、山手小学校

の対策は、山手小学校独自で考えていくか、あるいは西に隣接する学校との関係で考えてい

かなければならないと思いました。今日の視察は、非常に参考になりました。 

 

◎会長 

 喰ヶ池に 150～200 戸の家が建ち、児童が移ってきた場合、例えば、高丘東小学校や高丘西

小学校に通うのはお墓の南側の道路からしか通えませんし、高丘東小学校区と直接つながる

新しい道ができるのかを見たのですが、なかなか難しい状態でありますので、高丘東小学校

や高丘西小学校へ通学区域を変更することは、難しいのではないかとのお考えでした。 

そのように考えられたのは、通学距離の面からでしょうか。 

 

○委員等 

 広い道路を横断するのには信号機があるものの、現地を見て通学路の問題もあるように感

じました。 

 

◎会長 

 大久保小学校の通学区域変更の時もそうでしたが、子どもたちの安全が第一だと思います

ので、通学路がどのようになるのかというところは、今後、検討していくうえで大切な要素

だと思います。 

 現状としては、資料 1のとおり、28 年度の山手小学校は 873 名の児童で運動場が一杯だと

いう状況ですし、34 年度にはさらに増えて 1,144 名になります。児童数推計は、最低限の児

童数で、喰ヶ池に住宅ができたり、農地が宅地造成されたりすれば、さらに多くなるだろう

ということが分かります。そうすると山手小学校は、何らかの手を打たなければならないと

いうことを感じます。 

なかなか難しい方法ですが、新しい学校を作ることができれば解消できますので、まずは

このような理想的な方法をとることを考えながら、もし無理であれば、どのような通学区域

にしていくかを考えていくべきだと思います。 

 

○委員等 

新興住宅地には、ほとんど若い世代が転入してきますので、何らかの手を打たなければい

けないと思います。 

ただ、大久保小学校区の変更では、当分の間とはいえ、同じ地域に住んでいるにもかかわ

らず、大久保南小学校と大久保小学校、あるいは、沢池小学校と大久保小学校と、同じ学校

に通えないという児童が混在する状態にあり、地域は色々な面で大変な状況になっています。

児童の安全確保は図っていかなければならないですが、スクールガードの方や PTA の方も

別々になりますので、地域全体で子どもたちを健全に育成していくということであれば、自

治会を単位として活動しておりますので、やはり自治会単位で考えていくことが一番理想だ

と思います。 
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そういうことから、今回の喰ヶ池でまとまった開発がされるということになりますと、山

手小学校ではなく、高丘東小学校や高丘西小学校を検討することは賢明な考え方だと思いま

す。今日、両校までの通学路は歩いておりませんが、高丘地区の歩道や横断歩道は整備でき

ていると聞きますので、ある程度の安全確保は図れるのではないかと期待しております。 

 

◎会長 

資料 3 を見ていただきますと、喰ヶ池から高丘東小学校までが約 1,100ｍ、高丘西小学校

までが約 900ｍということで、比較的安全な通学路であれば、小学校 1 年生でも歩ける距離

だと思います。 

自治会活動の面からも、喰ヶ池を山手小学校でも高丘東小学校でも高丘西小学校でも通学

できるようにするのではなく、喰ヶ池を一体としてどのようにするかということではないで

しょうか。 

 

○委員等 

喰ヶ池で 150～200 戸建つとなると、一つの自治会が作れますので、そのまとまりは維持す

べきです。山手小学校区のままにしておくと受け入れが厳しくなりますし、高丘側へ通学区

域を変えても、通学面は比較的安全だと思います。 

 

◎会長 

まだ具体的な案を見ていませんが、今日、見学した状況での判断では、喰ヶ池の開発地に

ついては、山手小学校で受け入れるような形にはしていきたくないというのが個人的な考え

です。 

 

○委員等 

 山手小学校区内には、まだ農地や八十島池などもありますので、住宅が建つとまた児童数

が増える可能性があると思います。 

 

◎会長 

将来的な展望では、山手小学校区にはたくさんの未就学児がいて、まだ宅地も増えていく

という想定で考えないといけないので、当然、このままというわけにはいかない状況が続く

と思いますが、まずは、今回諮問された喰ヶ池の開発をどうするかということが検討課題だ

と思います。 

一番大事にしたいことは、子どもたちの安全面です。校内で事故が起こることが一番かわ

いそうですし、教育を受ける権利の平等性の点からも身の安全を守っていきたいと思います。

山手小学校の場合、すでに厳しい状況にきているのではないかと思いますので、対策を講じ

たいと思っています。 

 

○委員等 

山手小学校のお昼休みに遊んでいる子どもたちを見て、すごく多いと感じました。 

子どもたちの安全を考えていかなければいけませんので、高丘側へ通学区域を変えた方が
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良いと思います。 

 あと、お墓のところに家はあるのでしょうか。 

 

●事務局 

 前回の審議会におきまして、住宅はないとご説明させていただきましたが、再度確認しま

したところ、住宅がございました。子どもはおられないようです。 

 

○委員等 

高丘側と校区境界線が接していますので、高丘東小学校区あるいは高丘西小学校区に通学

区域を変えることができますし、例えば、交差点のところに旗持ち当番などを自治会や子ど

も会等でやっていってもらえることができれば、子どもの安全を確保できるのではないかと

思います。 

 

◎会長 

 喰ヶ池と高丘東小学校区とが直接つながる新しい道ができるのは無理であることが分かり

ましたので、開発地から県道までしっかりした広い安全な道路ができれば、そこが通学路に

なると思います。 

 喰ヶ池と南側の大久保北中学校の間など、あれだけの高低差があれば、池の部分は区切ら

れた区域のように見えますので、山手小学校でなければいけないというような感覚はないの

ではないかと感じます。 

 今後の山手小学校区を考えた場合に、まずは対策を講じるということで確認させていただ

いてよろしいでしょうか。 

 

○各委員 

 異議なし 

 

◎会長 

 みなさんからは参考意見として出していただきましたが、できれば高丘東小学校、高丘西

小学校へ通学区域を変更するべきではないかというご意見が多かったということで、今のと

ころ進めさせていただきます。 

 それでは、事務局の方で、もう少し具体的な案をお願いしたいと思います。 

もし、審議の進め方が急であるようでしたら、審議はまだまだ続きますので、ご意見があ

ればお願いしますが、まずは、現状把握ができましたので、今のところは喰ヶ池の開発区域

に関しては、山手小学校区ではなく、他の小学校区に変える方向で確認させていただいてよ

ろしいでしょうか。 

 

○各委員 

 異議なし 

 

◎会長 
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 将来的には、まだまだ山手小学校の規模の拡大の解消は、喰ヶ池の通学区域の変更だけで

はできないと思います。 

 ですから、今後どのような対策をしていくかということをこれから審議会として考えない

といけないと思っておりますので、この件に関してもご意見があればお願いします。 

 事務局の方で、例えば、まずは新しい学校を作るということを考えていただきたいのです

が、もしできなければ、通学区域の変え方をどうするかといった案を今後、出していただけ

れば良いと思います。 

まず、今日の審議会では、喰ヶ池の大規模開発区域に関しては、山手小学校区ではなく、

他の小学校区に変える方向でということを確認させていただきました。 

 では、具体的に取るべき対策といったことに関して進めたいと思います。まず、事務局に

お聞きしますが、まず山手小学校のような将来的に過大規模化していく学校への具体的な対

策としてのご説明をいただけますでしょうか。 

 

●事務局 

大半の方のご意見が高丘側への通学区域ということですが、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」を策定しておりますので、参考

までに基準に載っております対策をご紹介させていただきたいと思います。 

この基準は、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に策定いたしました。 

この基準でいう過大規模校とは、特別支援学級を除く普通学級数で、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おります。 

過大規模校に対する具体的な対策につきましては、「明石市立小・中学校の適正規模等に関

する基準」の 10 ﾍﾟｰｼﾞをお開きください。 

山手小学校につきましては、近い将来、過大規模校となりますことから、ここに掲げてい

る内容が具体的な対策となります。 

先ほど委員のみなさまのご意見といたしましては、審議会として②の「通学区域の変更」

という方向で今後議論いただくことになるかと思いますが、具体的な過大規模校対策として

6 つありますので、ご説明させていただきます。 

まず、①「調整区域等の解消」でございますが、隣接する他校区から就学を認める調整区

域を解消することです。調整区域とは、前回の審議会で大久保小学校の通学区域変更の説明

をしました際に、大久保南小学校区内の一部区域に、谷八木小学校へ就学できる区域がある

ことをご説明しましたが、希望により隣接する校区の学校へ就学できる区域のことです。 

なお、山手小学校には、他校区から就学を認めている調整区域はございません。 

 次に、②「通学区域の変更」でございますが、記載のとおり、通学区域の一部を隣接校の

通学区域に変更することです。 

 次に、③「調整区域の設定」ですが、希望により隣接する他校区の学校へ就学を認める区

域を新たに設定することです。喰ヶ池については、これから新しく家が建っていく区域です

ので、通学面や地域の一体性という観点から、一つの小学校へ就学していただくのが望まし

いと考えております。また、山手小学校への入学希望者が多くなった場合、過大規模対策と

しての効果が薄まることも懸念されます。 
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 なお、現在、山手小学校区内の東側、大久保小学校区と隣接している一部地域で、大久保

小学校への就学を認めている調整区域がございまして、現在、この調整区域内の児童は、山

手小学校と大久保小学校へそれぞれ約半数ずつ通学しています。 

 次に、④「既存施設の活用・増築等」でございますが、他の用途に転用している教室の普

通教室への再転用、校舎の増築や新築、仮設校舎の設置などの施設整備により、保有教室数

の増加を図ることです。この基準では、学級数の上限は定めておりませんが、過大規模校で

さらに学級数を増やすことは、学習生活面や学校運営面などに与える影響が大きく、さらな

る過大規模化を促進することとなります。 

 また、山手小学校は、本日ご覧いただきましたとおり、すでに本年 6 月に運動場の隅に 2

階建てプレハブ校舎を増築しております。 

 次に、⑤「新設校の設置」でございますが、記載のとおり学校を新設し、過大規模校の通

学区域を分割することです。学校の新設には、2 万㎡程度のまとまった広大な敷地が必要と

なり、相当の年数や多額の費用が伴います。 

 最後に、⑥「その他（学校選択制等）」でございますが、学校選択制等を導入し、他校への

就学を促進することです。学校選択制とは、就学先に指定校以外の学校を選択できる制度の

ことで、③の調整区域の設定が、隣接する校区の学校への就学を認める区域に限定していた

のに対し、就学先が広範囲になるものです。 

 なお、市内では学校選択制は導入しておりません。 

 

◎会長 

今、すでに山手小学校は大規模校であり、今後は 31 学級を超える過大規模校となっていき

ます。そして 6年後には 36 学級に増えることが予想されております。 

過大規模校対策として 6 つの対策があるとの説明がありましたが、今のところ①、⑥はで

きない状況だと思います。ですから、②～⑤が審議の内容になると思いますが、③に関しま

しても、山手小学校と大久保小学校の選択の部分がありますし、④に関しましても、先ほど

からご説明いただいたように、これ以上運動場や中庭を減らしてまでプレハブを建てるとい

うことはなかなか難しい状況だと思いますので、やはり、②と⑤が本来の形だと思います。 

 

○委員等 

段階を踏んで考えると、今回、喰ヶ池の通学区域設定をどうするかということにつきまし

ては、方向性が見えてきてよかったと思います。 

もう少しエビデンスも必要な面があって、一番気になったのは、保健室の利用が明らかに

大変な状況があったり、骨折等の重大な問題が起こっているとすれば、そういったことをし

っかり知りたいので、データが揃うとありがたいと思いました。 

山手小学校の問題だけではなく、市内全体でどういう状況があるのか知ることができれば

と思います。 

そういうものを見ながら、明石市の子どもたちに、なるだけ均等な教育機会を保障してい

くということが大事になると思いますので、そうしたエビデンスがあると分かりやすいです。

運動場面積を見ても、かなり差があるのが明らかですので、そのあたりがどこまでだったら

許容できるのかということを考えていくためにも、全学校は難しいかもしれませんが、今回、
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運動場面積を出していただいたのはとても分かりやすかったので、これに類似した複数の学

校のケガでの保健室の利用状況のデータをお願いします。 

けがをすること自体、悪いことではないのですが、けがの数と児童数の割合を出さないと

いけませんし、それが低い場合でも、もしかしたら窮屈だからみんなが遠慮しているのかも

しれないので、数字だけを見て判断するのは危険な面もありますが、そういうエビデンスを

知りたいというのが一つあります。 

もう一つは、今日、喰ヶ池を見て率直に思ったことが、どうしてもっと早くにこのため池

を買って学校を作らなかったのかということです。もちろん、色々なご事情があると思いま

すし、市内に過大規模校と小規模校が混在しているようなことは仕方がないのですが、その

中でも問題を切り分けながら、過大規模の学校の問題をどのように考えてきたのかと思いま

した。 

今回の件は、通学区域変更でどうにかなる問題だろうか、大久保小学校の時も通学区域変

更で何とか結論づけたような感じにはなっていますが、根本的なところに目をつぶってきた

だけで、本当に良かったのだろうかと思っています。 

財政事情により学校の新設が難しいということであれば教育委員会事務局は動けないと思

いますので、他で言えるのはどこかというと、この審議会しかないと思います。 

ただ難しいのは、この審議会は、あくまで通学区域審議会ですので、新設校の提案までは

難しい可能性もあると思いつつ、ただ、基準の 10 ﾍﾟｰｼﾞに基づけば、それも提案できる立場

だと思いました。権限関係がよく分かりませんが、この審議会でしか言えないのであれば、

委員の総意で審議会として提言することを検討すべきで、そのための判断材料として先ほど

お願いしたエビデンスがほしいです。 

あと、教育委員会制度や、こうした問題につきまして、市長と話ができるはずですが、市

長の意向はどうなっているのか知りたいと思いました。 

 

◎会長 

まず、しっかりしたデータを見ながら、けがの状況や子どもたちの状況がもっと見えるも

のが必要ではないかということをおっしゃっていただきました。 

それと、通学区域の変更をするだけでよいのかといった疑問を出していただきました。 

本来ならば、新設校の設置を考えられないのかということだと思います。私も同感ですし、

あれだけのため池の土地があれば、そこに校舎を建てて小さな分校でもできればいいなとい

うようなことを私自身も率直に思いました。財政事情など色々ありますので、通学区域の変

更で対応しようと考えてしまうのですが、やはり、新設校ができても良いのではないかと思

います。短期間でできるものではないということは分かってはおりますが、可能性がないの

かは、もう一度この審議会で探るということはしたいと思います。 

それが駄目であれば、次の手ということで、通学区域の変更などを考えていくという形を

取りたいと思います。 

喰ヶ池の方向性は出させていただきましたが、今後、山手小学校区内で増えていく児童に

対して、審議会としては理想的なことを述べたいと思います。 

財政事情を考えるよりも、まずは、子どもたちの教育がどうなのか、安全なのか、平等な

のか、理想を述べる場だと思っております。 
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●事務局 

新設校を否定するものではないのですが、ご理解いただきたいのは、適正規模の基準にお

いては、小さすぎるのも大きすぎるのも駄目で、ある程度の規模の学校にしていくことが子

どもたちの教育環境としては良いという考え方となっております。 

資料 1 を見ていただきますと、山手小学校は過大規模校になっていく一方で、隣接する高

丘東小学校と高丘西小学校は、小規模化していくという状況でございます。 

子どもたちの教育環境を考えたとき、通学区域を変更することで、小規模校の教育環境を

良くするという面もあるということをご認識いただければと思います。 

 

◎会長 

高丘東小学校が平成 31 年度に 11 学級になると小規模校になりますので、山手小学校だけ

の問題ではなく、周りも見ながら考えていただきたいということだと思います。 

確かに、山手小学校だけを考えると、新設校があった方が良いと思いますが、できれば、

高丘東小学校のように減っていくことが分かっている地域のカバーもできればということだ

と思います。 

これは、審議の中では、バランス感覚で最終的に決めさせていただこうと思いますが、た

だ、このたびの諮問を受けた我々としては、山手小学校に視点をあてて、今の状態ではいけ

ないということを述べたいと思います。 

そのための対応としては、山手小学校に代わる校舎があってもいいのではないか、これは

理想論かもしれませんがまずは述べさせていただいたうえで、その次に、財政的な面や、高

丘東小学校のように小規模化していく学校を適正な規模にするための通学区域の変更の検討

をしていくのが筋ではないか、それは今後の審議の中でやっていければいいのかなと思いま

す。 

 

○委員等 

 通学できるような条件が揃うところであれば他の学校へ編入を考えて行けるのですが、今

日見た範囲ではちょっと難しいといった印象しかなく、幹線道路を跨ぎますし、道には勾配

があるので、どのぐらい通学ができるのか、今日の段階では分かりにくかったです。 

 高丘東小学校や高丘西小学校に対して、山手小学校区から振り分けていくことが良いのか、

別のところから振り分けてくるのが良いのかということについては、今日の資料ではネガテ

ィブに考えざるを得ないと感じました。 

 小規模校の問題があり、そちらも充実させていきたいのですが、過大規模校の問題とリン

クできるところはリンクしつつも、基本的には別問題だと思いますので、一つ一つ考えてい

きたいと思います。 

 小規模の問題と過大規模の問題が結び付けられるところは、事務局からご提案いただけれ

ばと思います。 

 

◎会長 

 審議会として山手小学校区の将来を考えた場合に新しい学校があってもいいのではないか
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と思いますし、また通学区域の変更の場合には考えられる線引き等を事務局には出していた

だき、次回の審議に入っていけたらと思います。 

 今日、現地を見せていただいて、喰ヶ池と北側の段差が非常に大きなものだと分かりまし

たし、喰ヶ池と大久保北中学校の段差も大きいと分かりました。 

 6 つの過大規模対策がありましたが、今のところ②と⑤あたりを中心にこれから考えてい

きたいと思います。優先順位は⑤の「新設校の設置」、次に、②の「通学区域の変更」となり、

まずは、山手小学校の問題をどう解消していくか、そして、それに加えて、隣接する小学校

のことも今後の課題として考えていくという形でいきたいと思います。 

 

○委員等 

 大久保町茜の自治会は、どういう状況でしょうか。 

喰ヶ池の宅地開発地の通学区域を変更しなかった場合、山手小学校区の昔からある自治会

の方々のフォローがあると思われますが、高丘東小学校区や高丘西小学校区に変えたとして、

当然そこは新住民ばかりになるので担い手の面から自治会ができなかった場合、通学路の安

全面はどうなりますか。例えば、高丘東小学校区の場合は江井島松陰新田線に毎日スクール

ガードが立っていただいており、ありがたいと思っていますが、校区まちづくり協議会との

連携をとるためにも市民協働推進室の支援が必要だと思います。 

 

●事務局 

茜も自治会がないところで立ち上げるということを、校区まちづくり協議会と一緒にやっ

てまいりました。最初は隣接する西脇自治会に入れていただき、そこから独立するという形

を取りました。 

今回の場合は、そういった隣接自治会に入るということもなかなか難しいと思いますので、

ある程度、住民の方が転入してきた段階で、市と校区まちづくり協議会と一緒になった形で、

住民の方に意見交換会などを進める中で、自治会の立ち上げに向けての動きをしていきたい

と思っております。 

また、宅地を売り出すときに事業者との連携も必要になってきますので、そういった部分

にも働きかけていかないといけないと思います。 

 

◎会長 

市民協働推進室が中心になってやっていただけるということでしょうか。 

 

●事務局 

そうです。校区まちづくり協議会がありますので、山手小学校区や高丘東小学校区、高丘

西小学校区といったところと連携してやっていきたいと思います。 

 

◎会長 

おそらく、少しずつ転入してこられると思いますので、初めは自治会を作れないような状

況だと思います。 

 しかし少人数であっても小学生が通うのであれば、安全という部分を守らないといけない



13 

 

と思いますので、手厚い対応はお願いしたいと思います。 

 

●事務局 

 学校の新設についてですが、山手小学校区域内には、新設できるようなまとまった土地が

ございません。現実問題として、相当、困難な状況でございます。 

 また、通学区域の変更ということが前提の話しになりますが、高丘東小学校、高丘西小学

校への通学路は坂となっており、本日、残念ながら時間の関係上、両校への通学路を見てい

ただくことはできませんでしたが、小さな子どもがそこを上り下りしていくという状況が考

えられる中で、本日、最初に視察させていただいた喰ヶ池北西の幹線道路の交差点の東側や

北側あたりにお住まいの高丘東小学校区や高丘西小学校区のお子さんにつきましては、すで

に約 40 年近く、高丘東小学校、高丘西小学校へそれぞれ登下校しており、既存の通学路とし

て定着している状況です。 

 

◎会長 

ただ、我々の議論の中で、なぜ喰ヶ池の土地を買って校舎を建てないのかといった話や、

今、土地がないとおっしゃられましたが、例えば、八十島池は山手小学校と同じくらいの広

さはあると思いますし、その他にも喰ヶ池の東側半分が残っていますので、財政事情の面か

ら難しいかもしれませんが、小規模校くらいはできるのではないかと思います。 

比較的近くに小学校がいくつもあることは承知していますが、土地がないとおっしゃるな

らその理由も含めて検討していただいたうえで、説明いただければと思います。 

 

●事務局 

喰ヶ池の東側につきましては、西側の公募の売却条件の中で、引き続き、ため池として利

活用していきますので、売却の意思がないものと認識しております。 

 

◎会長 

理想的なことを言っているかもしれませんが、一つ一つ理由をつけて説明していただきた

いと思います。 

山手小学校の対策としては、今のところまず、⑤の「新設校の設置」、次に②の「通学区域

の変更」あたりを捉えながら、今後考えていくということでよろしいでしょうか。 

 

○各委員 

 異議なし 

 

○会長 

 本日、委員のみなさまには、喰ヶ池の現地を見ていただき、喰ヶ池とその周辺の状況につ

いて分かりました。それでは事務局から、今後の審議も含めて説明をお願いできたらと思い

ます。 

 

●事務局 
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 本日は資料 2、資料 3 もご用意させていただいておりましたが、こちらは現地視察に関連

したものでございます。審議の中で、新設校の設置についてもお伺いしましたので、そのあ

たりも踏まえて、また次回の審議会において改めて資料を準備させていただきます。 

 

◎会長 

 保健室でのけがの状況など、山手小学校と比較できる他学校のデータなどをお願いしたい

と思います。 

 

○委員等 

 資料１を見ました時に、山手小学校の平成 34年度の学級数が 36 学級で、保有教室数が 37

教室となっていますが、十分教室があるのではないかというふうに捉えないほうが良いかと

思います。 

学校現場では、例えば、少人数授業ということで教室を半分に分けたり、英語の授業は活

動もしたりしますので英語教室を設けたりします。実際に必要な教室数というのは、学級数

よりもっと多くなります。 

 あと、通学区域の変更にあたり、全く新規で造成されたところについては比較的スムーズ

にできると思いますが、今、子どもたちが住んでいて、小学校に通学している地域を別の小

学校へ変更する場合は、かなり問題が発生することが考えられます。 

 大久保小学校の通学区域変更でも、子どもは沢池小学校に通い、自治会は大久保小学校区

にあるというところで、地域の中でも困っていたり、登校班の編成でも非常に困っていると

いったことがあります。 

 全く新しい地域の場合でも、少しずつ家が建っていきますので、学校としてなかなか児童

数の見通しが立たないということもあったり、登校させるのに、どう班編成し、どのルート

を通ってくれば安全なのかというところが、なかなか分からないところがあり、教育委員会

との連携が必要だと思います。 

 あと、通学路の安全を考えた時に、横断歩道を作ってほしいとか看板を立ててほしいと思

っても、なかなか難しい面があります。 

 幸い高丘地区は通学路がはっきりしておりますので、高丘東小学校や高丘西小学校に通う

場合でも、道はしっかりしていると思いますが、大久保小学校の通学区域変更では、なかな

かスムーズにいかない面もあり、様々なことを考えていかなければいけないと思います。 

 

○委員等 

 子どもの人数が増えていくというのは、他の自治体から考えると、とても恵まれて良いこ

とだと思いますが、宅地開発でとにかくウェルカムということではなく、子どもの人数が増

えた結果、マンモス校がいくつかでき、その過大規模対策として、子どもの教育環境を守る

ためのエビデンスが出れば、審議会としてしっかり言えると思います。 

 ですので、市長がどのように思われているのかとありましたが、対処療法的に対策を行う

のではなく、審議会としては言うべきことは言っておくということが必要だと感じました。 

 

◎会長 
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 我々は、あくまでも子どもたちにとってどの方法が良いのか、子どもたちの教育がどのよ

うに守られているのかといったことに視点をあてながら、審議会として意見を出していきた

いと思います。 

右肩上がりの人口であると広報紙にも出ておりましたが、人口が増えたとしても丁寧な教

育が施していけるような審議会としての意見を出していきたいと思います。 

おおむね喰ヶ池の通学区域の件は方向性が出ましたし、これから山手小学校区に関しても

対策が必要だということをお分かりいただけたかと思います。 

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

局にお返しします。 

 

●事務局 

 新設校につきましては、事務局として絶対駄目ということではありませんが、大久保小学

校の通学区域を見直す際に多くの教訓や反省がありました。過大規模校の問題について、本

来は校区全体の状況を見ていかないといけないのですが、そうすると非常に時間もかかりま

すし、難しい面もあります。ただ、新しく宅地開発されるタイミングであれば比較的スムー

ズに対策が取れるのではないかということで、今回は、喰ヶ池に絞って諮問させていただい

ております関係上、そこに限って新設校を対策とするのは難しいと考えております。 

 ただ、将来を見越したご意見も多くいただきまして、次の段階では、今後の山手小学校区

の住宅の開発の状況も分かってくると思いますので、山手小学校区全体を見渡した時に、そ

の問題と隣接の校区とを見比べた時にどうなのかという話しは、また改めて諮問をさせてい

ただきながら進めていきたいと考えております。 

本日は、現場を見ていただき、喰ヶ池の状況も見ていただきましたので、その部分につき

ましては、前回審議会でもご説明しましたとおり年が明けると工事が始まり完成を待たずと

も販売が開始される恐れもありますことから、出来る限り早く結論を出していただきたいと

思います。 

本日は、ありがとうございました。 

 

以上 


