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平成 28 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 28年 10 月 31 日（月） 14：00～15：30 

場 所：議会棟 第 4委員会室 

出席委員：12 名  

傍 聴 者：1 名 

配布資料：「平成 28 年度第 3 回明石市立学校通学区域審議会次第」 

「このたびの諮問について 資料 1」 

「運動場でのケガによる保健室利用状況 資料 2」 

「山手小学校区内及びその周辺のため池の状況 資料 3-1」 

「学校位置図 資料 3-2」 

「検討対象区域の状況 資料 4-1」 

「検討対象区域図 資料 4-2」 

「検討対象区域写真 資料 4-3」 

「変更先となる小学校の状況 資料 5-1」 

「通学路写真位置図 資料 5-2」 

「高丘東小学校 通学路 資料 5-3」 

「高丘西小学校 通学路 資料 5-4」 

 

◎：会長 ○：委員 ●：事務局 

 

 

１．開会 

◎会長 

ただいまから、明石市立学校通学区域審議会を開催させていただきます。 

それでは事務局より本日の出席状況の報告をお願いします。  

 

●事務局 

本日は、委員 14名中、12 名の委員にご出席いただいております。 

また、本日は、山手小学校の八杉校長にご出席いただいております。 

 

◎会長 

それでは、これより議事に移らせていただきます。 

会議次第に基づきまして、議事１項目めの諮問「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、まず、喰ヶ池やその周辺の視察、また、山手小学校区内の

状況も見ました。 

その後の審議では、山手小学校区内には、喰ヶ池のほか、茜地区の区画整理事業地や、ま

だ宅地化が可能な農地があることから、審議会がとるべき対策として、まずは「新設校の設

置」の検討を行った後、次に「通学区域の変更」の検討が必要だというまとめを行い、山手

小学校区全体の将来を見越した意見をいただいたところです。 

（委員確認用） 
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今後、審議を進めていくうえで、これまでの振り返りも含め、議事１点目の「このたびの

諮問について」、事務局から説明をお願いします。 

 

●事務局 

「資料１ このたびの諮問について」をご覧ください。 

これからご説明いたしますことは、第１回審議会でご説明しました内容と重複する部分が

ありますが、振り返りも含め、このたびの諮問について、再度、ご確認をさせていただきま

したうえで、今後の審議を進めていただけましたらと考えております。 

まず、上の枠囲み内でございますが、このたびの諮問の内容をそのまま記載しております。 

諮問事項は、喰ヶ池（大久保町大窪）の通学区域について、諮問理由は、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。 

次に、諮問に至った背景でございますが、(1)の喰ヶ池の状況については、①の現在の所有

者は大窪村財産区ですが、②の喰ヶ池（西側）の購入予定者はすでに特定の開発業者で決定

しております。 

なお、その開発業者により、池の西側と、引き続き、ため池として利活用される池の東側

との分筆登記や、県道から池へ至る進入用道路用地の取得はすでに完了している模様です。 

③の所有権移転及び引渡しの時期ですが、次の 12 月市議会での議決をもって、早ければ、

来年年明けには購入予定者へ喰ヶ池（西側）の所有権移転及び引渡しが行われる予定です。 

(2)の喰ヶ池の宅地開発などの見通しですが、ここに居住されるまでには数年間かかると思

われますが、開発業者へ池の西側の所有権移転・引渡しが済みますと、先行して、学校区名

を明記した宅地分譲等の広告宣伝が可能となります。 

その下に、参考として記載しておりますのが、平成 25 年度から当審議会で協議いただきま

した、大久保小学校過大規模対策の取り組みの審議期間でございます。 

まず、①の 1 回目の通学区域変更でございますが、この時の変更区域となりましたのは、

松陰山手土地区画整理事業の宅地開発地以外、ほぼすべてが既存住宅地でした。 

平成 25年 9 月に教育委員会から審議会へ諮問、平成 26年 10 月に答申をいただくまでに審

議会を 9回開催し、同年 12 月に答申を受けて教育委員会が決定するまでに 1 年 3ヶ月以上を

要しました。 

また、変更区域の大半が既存住宅地でしたので、幾度も地元説明を行いながら周知期間を

確保するとともに、兄姉特例などの各種特例の設定が必要でしたので、平成 28 年 4月に通学

区域変更を実施するまでには 2 年半以上を要しました。 

一方、②の 2 回目の通学区域変更でございますが、この時の変更区域は、神戸刑務所の北

側に位置する新規造成地で、すでに一部、居住世帯がございましたが、大半が新規造成地で

ありました。 

平成 27年 12 月に審議会へ、その新規造成地の状況報告をさせていただき、平成 28 年 2 月

に諮問、約 2 週間後の審議会で答申をいただくまでに審議会を 3 回開催し、翌月 3 月に答申

を受けて教育委員会が決定するまでに 2 ヶ月程度で終えることができ、1 回目の通学区域変

更の実施日と合わせた平成 28 年 4月に実施することができました。 
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大久保小学校過大規模対策の取り組みでは多くの教訓や反省がありました。特に、前回審

議会での委員のご意見にもございましたが、保護者や PTA 活動はもとより、自治会など地域

組織による子どもたちの健全な育成への協力の観点からも、既存住宅地よりも新規造成地の

方が対策を講じやすく、理解も得やすいのではないかと考えております。 

一方、前回審議会において、山手小学校区内には、茜地区の西脇土地区画整理事業地のほ

か、まだ宅地化が可能な農地があることなどから、将来を見越したご意見など多岐に渡る議

論をいただきました中で、まずは、「新設校の設置」を含めた過大規模化対策の検討が必要で

ないかというご意見をいただきました。 

「新設校の設置」を含めた対策については、山手小学校区のみならず、周辺の小学校区も

含めて、宅地開発や住宅建設、転出入などの状況を十分かつ詳細に把握する必要があります。 

また、その影響は、新興住宅地にとどまらず、既存の住宅地や自治会、さらには、小学校

区を越えた地域まで及ぶ可能性があります。 

こうしたことから、山手小学校区全体の過大規模化対策については、住宅開発や住宅建設

等に関して、確実性の高い情報を提供した上で、保護者、学校、地域などの関係者と、十分

な時間をかけて丁寧に意見交換などを行いながら検討する必要があります。 

以上のことから、このたびの諮問であります喰ヶ池につきましては、所有権移転などが間

近にせまっていることから先行して審議いただきましたうえで、年内を目途とした結論をい

ただけましたらと思っております。 

また、山手小学校区全体の過大規模化対策の必要性は、みなさまご認識いただいていると

ころだと思われますので、このたびの諮問の結論をいただきました後に、検討させていただ

けましたらと考えております。 

 

◎会長 

ただいまの事務局の説明にありましたように、審議の方向性を具体的に示していただいて

おります。 

諮問事項は「喰ヶ池の通学区域について」で、諮問理由の山手小学校は今後、過大規模化

が見込まれており、ということであります。 

大久保小学校過大規模対策の取り組みを振り返りますと、校区全体の通学区域変更の検討

には非常に時間を要した一方、新規造成地の通学区域変更の検討では２ヶ月程度でまとめる

ことができました。 

先ほどの事務局の説明をまとめますと、喰ヶ池（西側）の所有権移転などが間近にせまっ

ていること、所有権移転後には先行して学校区名が記載された宅地分譲広告などが可能とな

ること、大久保小学校過大規模対策の経験などから、喰ヶ池のような新規造成地の場合、比

較的、早期に結論が出しやすいのではないかということ、山手小学校区全体の過大規模化対

策の検討には十分な時間と丁寧な議論が必要であることなどから、このたびの諮問の喰ヶ池

については先行して審議し、早期に結論を出したいということでした。 

したがいまして、このたびの諮問「喰ヶ池の通学区域について」は、山手小学校区以外へ

の通学区域の変更の方向で検討を進めていくということで、みなさまいかがでしょうか。 
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○各委員 

 異議なし 

 

◎会長 

 それでは、このたびの諮問、喰ヶ池（大久保町大窪）の通学区域については、早期に結論

を出すこととし、山手小学校区以外への通学区域の変更の方向で検討を進めていくこととし

ます。 

あわせて、山手小学校区全体の過大規模化対策の必要性は委員のみなさまも感じておられ

るかと思いますので、例えば、このたびの諮問に対する答申の中に、当審議会としての付帯

意見として、山手小学校区全体の過大規模化対策の必要性について述べることを提案します

が、みなさまいかがでしょうか。 

 

○各委員 

 異議なし 

 

◎会長 

それでは、議事 2 点目の「喰ヶ池の通学区域について」、前回の審議会で出ました意見など

を踏まえて、事務局から説明をお願いします。 

 

●事務局 

「資料 2 運動場でのケガによる保健室利用状況」をご覧ください。 

前回の審議会におきまして、今後具体的にとるべき対策を検討していく際の根拠資料とし

て、運動場でのケガによる保健室の利用状況をとのことでしたので、前回審議会で運動場面

積をご説明しました際と同じ小学校の平成 27 年度の状況を掲載しております。 

なお、保健室の年間利用回数については、学校により保健室の利用記録のつけ方が若干異

なっているようですので、あくまで参考値としてご理解いただきますようよろしくお願い申

し上げます。 

山手小学校においては、児童 1 人あたりの年間利用回数は 1.1 回で、高丘東小学校、高丘

西小学校と比較しますとやや利用回数が多い結果となっており、児童１人あたりの運動場面

積が狭くなればなるほど、利用回数が多くなるという結果が出ました。 

また、児童 1 人あたりの運動場面積が山手小学校より狭い大久保小学校については、山手

小学校より児童 1 人あたりの年間利用回数が多くなっており、やはり児童 1 人あたりの運動

場面積と相関関係が見られます。 

なお、山手小学校については、平成 28 年 6月に運動場の隅にプレハブ校舎を増築しました

ので、その分、運動場が狭くなっていることから、平成 28 年度上半期の数値を参考に記載し

ており、児童 1人当たりの利用回数は 0.5 回となっております。 

平成 27 年度上半期と比較しますと、児童１人あたりの利用回数がやや増加している傾向に

あります。 

なお、その他の学校については、運動場面積に変動はありません。 
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●事務局 

引き続き、「山手小学校区内及びその周辺のため池の状況」についてご説明いたします。 

まず、「資料 3-2 学校位置図」をごらんいただきますと、図面のため池にアルファベット

記号を赤字で表示しておりますが、この記号が、「資料 3-1 山手小学校区内及びその周辺の

ため池の状況」の表の左側の記号と対応しております。 

それでは、資料 3-1 をご覧ください。 

表には 8つのため池名と、それぞれの面積、小学校区、受益農地の有無を記載しています。 

これらのため池の所有・管理状況ですが、表の下の 1 つ目の※印をごらんいただきますと、

各ため池の敷地はそれぞれ地元財産区が所有し、地元水利組合が池及び農業用水の維持管理

を行っております。 

1 つ下の※印をご覧いただきますと、受益農地とは、そのため池から農業用水を利活用し

ている農地のことでございまして、地元水利組合を通じて利活用しています。 

それぞれのため池面積は記載のとおりですが、一般的に、小学校を新設するには約 2 万㎡

を必要とします。 

山手小学校区内では、B の喰ヶ池（東側）、G の八十島池が面積的には適合しますが、表の

下の 3 つ目の※印をご覧いただきますと、喰ヶ池（東側）については、引き続き、地元財産

区及び地元水利組合がため池として利活用していくことが、喰ヶ池（西側）の売却募集要領

に明記されております。 

また、1 つ下の※印の八十島池については受益農地があるうえ、八十島池の東側に位置し

ます、赤根川の河川改修事業、具体的には川の拡幅工事ですが、この工事が完了するまでの

間、雨水排水対策としての水位管理を要する調整池となっております。 

雨水排水対策としての調整池とは、例えば、台風などの大雨が降る直前に、ため池の水を

抜き、周辺の雨水を赤根川に放流せずに、八十島池を受け皿とすることで、周辺区域の浸水

対策の目的を持つ池のことです。この拡幅工事は、平成 19 年度から兵庫県が施行し、現在も

続けられていますが、終了年度ははっきりしておらず、当分の間、続く見通しです。 

 

◎会長 

ただいまの事務局の説明は、前回審議会で質問させていただいたことに対して、全体的に

調べていただいた内容でした。 

前回審議会で現地視察をしまして、八十島池の広さなら校舎を建てることができるのでは

ないかという意見がありましたが、災害のときに調整池として利用されていることとか、現

在、池の水が田んぼで利活用されているという状況をお聞きしました。 

また、喰ヶ池（東側）の水も現在、田んぼで利活用されているということでした。 

運動場とケガによる保健室利用の状況については、データとしては 4 校だけですが、やは

り狭い運動場の学校ほどケガによる保健室利用が多くなるという傾向が分かります。 

それから、資料 3-1、3-2 を説明していただいたように、新設校の設置の提案をさせていた

だいた中で、ため池を埋めてそこに校舎を、という考え方もありましたが、山手小学校区内

ではなかなか難しい状況があるということだと思います。それが先ほどの、B・F・G・H とい

う図の中にあります池の状況だと思います。 

このデータだけで決めてしまうのはよくないと思いますし、例えば狭くても分校的なもの
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が建てられるのではないかという考え方もできると思いますので、小学校を建てれないとい

う理由にはまだならないかと思います。 

特にご意見やご質問がないようでしたら、引き続き「喰ヶ池の通学区域について」、事務局

より説明をお願いします。 

 

●事務局 

「検討対象区域の状況」についてご説明いたします。 

まず、資料 4-2 の航空写真、「検討対象区域図」をご覧ください。 

黄色の線で区切った①～⑧の区域は、このたびの諮問の対象区域のほか、第 1 回目審議会

の中で議論の対象となった部分を追加し、そのうえで現地視察をしていただきましたが、土

地の高低差や道路状況などから一体として考えられる範囲を１つの区域として整理し、境界

線などを重ねましたものです。 

赤の太線が校区境界線です。中央の喰ヶ池を含むエリアが山手小学校区、右上のエリアが

高丘東小学校区、左上のエリアが高丘西小学校区です。①～⑧の番号が、資料 4-1 の「検討

対象区域の状況」の左端の番号に対応しています。 

それでは、資料 4-1 をご覧ください。 

まず、区域①の喰ヶ池（西側）は、開発業者へ売却の対象の区域です。 

現況ですが、「資料 4-3 検討対象区域写真」の（ア）もあわせてご覧いただきますと、北

側の高丘地区より低い位置にある一方で、西側の住宅地や南側の住宅地よりも高い位置にあ

ります。また、西側の住宅地との間には水路があります。 

今後の予定ですが、区域③の既存道路の部分に進入用道路が拡幅整備されることで県道と

接続し、池が埋め立てられ、150～200 戸程度の戸建て住宅地として開発されます。ただし、

現時点では開発計画の詳細は確定しておりません。 

通学区域の検討としましては、区域①の喰ヶ池（西側）が、このたびの諮問の直接的要因

ですので、変更対象とすることで山手小学校の児童数増を緩和できます。 

一方、変更対象としない場合、懸念されますのが、早ければ来年年明けには、開発業者へ

所有権移転及び引渡しが行われますので、その後、工事着手とともに、学校区名を明記した

宅地分譲等の広告宣伝が可能となります。その結果、児童数増を伴い、山手小学校への受入

れが困難になる恐れがあります。 

続きまして、区域② の喰ヶ池（東側）は、売却対象となっていない、残りの池です。 

現況ですが、北側の区域⑥の農地・空地とほぼ同じ高さにあります。 

資料 4-3 の、写真（イ）もあわせてご覧いただきますと、南側の住宅地よりも高い位置に

あります。また、区域⑧のソーラーパネルとの間にはフェンスで区切られています。 

今後の予定ですが、喰ヶ池の売却募集要領には、東側の池が引き続き、ため池として利活

用されることが明記され、一定幅のため池管理用道路を区域①側から接続させることが売却

条件となっています。 

通学区域の検討としましては、区域②の喰ヶ池（東側）を変更対象としました場合、先ほ

ど申し上げました、一定幅のため池管理用道路が区域①側から接続されます。すなわち、区

域②が宅地開発される場合は区域①側からとなると言えます。 

一方、変更対象としない場合、懸念されますのが、宅地開発は当面考えられないものの、
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長期的に宅地開発されました場合、山手小学校への受入れが困難になる可能性がありますう

え、その場合、区域①の喰ヶ池（西側）と一体になる可能性がありますので、山手小学校へ

の通学には高丘側の小学校区内を通ることとなります。 

また、区域⑧のソーラーパネルは、長期の発電事業を行っており、周囲はフェンスで囲ま

れているため、喰ヶ池の東側の道路への接続は見込めません。 

続きまして、区域③の既存道路は、区域①の喰ヶ池（西側）の開発に伴い進入用道路とし

て拡幅整備予定の道路です。 

この道路の現況ですが、資料 4-3 の写真（ウ）（エ）もあわせてご覧いただきますと、北側

の区域⑤の墓地・民家や高丘地区よりもかなり低い位置にあります。 

今後の予定ですが、区域①の喰ヶ池（西側）への進入用道路として整備するには南側に拡

幅することになります。現時点では道路計画の詳細は確定しておりませんが、区域④のアパ

ート・民家の一部を使って拡幅整備されるようです。 

通学区域の検討としましては、この区域③は、区域①の喰ヶ池（西側）への進入用道路と

して一体的に整備されますので、変更対象とすることで、高丘側小学校への通学路となりま

す。 

一方、変更対象としない場合、懸念されますのが、区域①の喰ヶ池（西側）から高丘側小

学校への通学に山手小学校区内を通ることとなり、好ましくはありません。 

続きまして、区域④のアパート・民家は、一部が区域①の喰ヶ池（西側）への進入用道路

の拡幅予定地です。 

現況ですが、資料 4-3 の写真（オ）もあわせてご覧いただきますと、アパートは、区域③

の既存道路より低い位置にあります。現在、居住世帯がおられますが、進入用道路の拡幅工

事が始まるまでには転居されることになるかと思われます。 

今後の予定ですが、区域①の喰ヶ池（西側）への進入用道路の拡幅後に、残地が宅地化さ

れる可能性があります。ただし、現時点では宅地化計画は、未定でございます。 

通学区域の検討としましては、この区域④を変更対象としました場合、懸念されますのが、

進入用道路残地の宅地化計画が未定でありますうえ、区域③の既存道路とは高低差があるた

め、住宅建設されたとしても、進入用道路と接続されるかが不明でございます。 

また、区域④と南側で隣接する住宅との間に、山手小学校区との校区境界線が引かれるこ

ととなりますので、校区境が分かりにくくなる恐れもあります。 

一方、変更対象としない場合、懸念されますのが、進入用道路残地の宅地化により、山手

小学校の児童数増を伴う恐れがあります。しかし、進入用道路残地の宅地化計画が判明した

段階で対策を講ずることができるメリットもあります。 

続きまして、区域⑤の墓地・民家は、区域③の既存道路と西側の県道、そして赤い太線の

校区境界線に囲まれた土地です。 

現況ですが、資料 4-3 の写真（ウ）（オ）（カ）もあわせてご覧いただきますと、南側の区

域③の既存道路へのみ接続し、その他の隣接地とは高低差があります。この区域の今後の予

定は、特にございません。 

通学区域の検討としましては、区域⑤には、すでに居住世帯がありますものの、変更対象

とすることで、高丘側小学校への通学路となります。 

一方、変更対象としない場合、懸念されますのが、区域①の喰ヶ池（西側）から高丘側小
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学校への通学に山手小学校区内を通ることとなり、好ましくはありません。 

また、区域①が、高丘側小学校区の飛び地になる恐れもあります。 

続きまして、区域⑥の農地・空地は、区域②の喰ヶ池（東側）と、太い赤線の校区境界線

との間にある平地です。 

現況ですが、北側の高丘地区より低い位置にありますが、南側の喰ヶ池とは、ほぼ同じ高

さにあります。 

この区域の道路状況ですが、資料 4-3 の写真（ク）もあわせてご覧いただきますと、区域

⑧のソーラーパネルの東側から細い道路のみが接続しています。 

今後の予定ですが、区域①の喰ヶ池（西側）の埋立て造成後の北東の端と、区域⑥の南西

の端が、数ｍほど陸続きで接しますので、この接地箇所で道路が接続する可能性があります。

ただし、区域⑥の農地・空地の開発計画は、不明でございます。 

通学区域の検討としましては、この区域⑥を変更対象としました場合、将来的に宅地開発

される可能性がありますものの、懸念されますのが、区域①の喰ヶ池（西側）と道路が接続

する開発計画が不明でありますため、先に区域⑦の住宅地側から住宅建設された場合、接続

道路は東側への道路のみとなりますので、高丘側の小学校への通学には山手小学校区内を通

ることとなり、好ましくはありません。 

一方、変更対象としない場合、懸念されますのが、将来的に宅地開発された場合、山手小

学校への受入れが困難になる可能性があります。しかし、区域①の喰ヶ池（西側）と道路が

接続する開発計画を見極めたうえで対策を講ずることもできます。 

続きまして、区域⑦の住宅地は、区域⑥の農地・空地の東側にある既存の住宅地で、多数

の居住世帯があります。 

現況ですが、資料 4-3 の写真（キ）もあわせてご覧いただきますと、区域⑥の農地・空地

と同様、北側の高丘地区より低い位置にあり、南側の区域⑧のソーラーパネルとの高低差は

ありませんが、間はフェンスで区切られています。この区域の道路事情ですが、先ほどの区

域⑥と同様、東側から細い道路のみが接続しています。 

通学区域の検討としましては、この区域⑦を変更対象としました場合、懸念されますのは、

すでに多数の居住世帯がありますことと、東側の道路へのみ接続しており、県道から区域①

の喰ヶ池（西側）への進入用道路を利活用できないため、高丘側小学校への通学には山手小

学校区内を通ることとなり好ましくはありません。 

最後に、区域⑧のソーラーパネルの現況ですが、事業所が太陽光発電事業をしており、周

囲はフェンスで囲まれ、南側の住宅地よりも高い位置にあります。道路状況ですが、区域⑥

の農地・空地や、区域⑦の住宅地と同様に、東側の細い道路のみが接続しています。 

今後の予定ですが、長期の発電事業であるため、当分の間、宅地開発の見込みはございま

せん。 

通学区域の検討としましては、この区域⑧を変更対象としました場合、懸念されますのが、

東側の道路へのみ接続しており、高丘側小学校への通学には山手小学校区内を通ることとな

り、好ましくはありません。 

一方、変更対象としない場合、懸念されますのが、長期的には宅地開発される可能性があ

ります。しかし、開発計画の有無などを見極めたうえで対策を講ずることもできます。 
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◎会長 

まず、区域①の喰ヶ池（西側）の売却条件の中に、宅地造成の際、まだこれからも池とし

て使おうとしている区域②の喰ヶ池（東側）の土地に道路をつなぐことが条件として付いて

いるようですから、遠い将来かもしれませんが区域②も宅地造成が見込まれているというこ

とです。 

また、区域⑥の農地・空地には現在、道路がありません。喰ヶ池の東側道路を通らない限

り区域⑥へ行けませんので、将来的に区域①と道路が接続するのかどうか、全く分からない

状況です。 

よって、区域②・⑥は、まだ不確定であるという状況だと思います。 

区域⑦の住宅地と区域⑧のソーラーパネルに関しては、現況のような状況です。 

区域②・⑥の状況が変われば区域⑦・⑧にも影響してくると思いますが、特に区域⑧のソ

ーラーパネルのところがすぐにでも宅地になると聞いていないということですので、このた

びの審議ではあまり考えなくてもいいのかなと思っております。 

あとは、区域③の既存道路と区域④のアパート・民家と区域⑤の墓地・民家ですが、区域

③には進入用道路、区域④の一部も進入用道路となり、その残地は宅地になっていく可能性

があることで、現在の区域④の居住者は転居されるのではないかとのことです。区域⑤には

居住者がおられるようですが、児童生徒のいる世帯ではないようだと聞いております。 

もし区域①を高丘側小学校区に変更するのであれば、当然、区域③・④・⑤も検討しなけ

ればいけないということになります。 

私個人的には、区域②・⑥・⑦・⑧を審議の中で検討するのはちょっと早いかなと思って

います。あまりにも検討対象を広げ過ぎてしまうと、予測がつかないことも起きるかもしれ

ませんので、例えば、区域②が今後、宅地造成されるのであれば、区域⑥・⑦への影響もあ

わせて考えないといけないと思いますが、今のところ、区域①とともに、区域③・④・⑤を

審議の中で検討していくことを考えていきたいと思います。 

前回審議会で、区域⑤は、区域①を飛び地にしてはいけないということで区域①と同じ小

学校区へ変更するべきではないかという意見が出ていたと思います。 

あと、区域③・④には進入用道路が拡幅されるようですが、区域④の余った土地に住宅が

建たないかという懸念があって、その残地をどうするかということです。そこも新しい家に

なり、新しい住民が転入して来られるのであれば、区域③・④も区域①と同様に高丘側小学

校区へ変更する方向で考えていくのはいかがでしょうか。 

 

●事務局 

区域④について補足説明いたします。この区域④のうち、進入用道路の拡幅後の残地につ

いては将来的に宅地化される可能性があることをご説明しましたが、資料 4-3 の検討区域写

真の 2 枚目の（オ）をご覧ください。 

左側の区域③と右側の区域④の間に、2 メートルほどの高低差がございます。進入用道路

の拡幅は、区域③の既存道路をベースに拡幅していくと考えられますので、区域③と同じ高

さになるように盛り土をした進入用道路ができるかと思います。 

区域④全体の盛り土をせずに、引き続き、2 メートルほどの高低差が残った場合、仮に区

域④の中に新しい家が建ったときに果たして拡幅後の進入用道路が玄関口になるのかが不明
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でございます。 

写真（オ）の手前に写っているアパートの出入口は、この写真の奥に南北に通っている道

路でございまして、区域④全体が区域③と同じ高さまで盛り土をされた場合は、拡幅後の進

入用道路が玄関口となる可能性がありますが、現段階ではそこまで計画が見えておりません。 

宅地化後の生活用道路は、引き続き現状と同じ南北に通る道路となる可能性があるという

ことで、区域③と④の高低差について補足説明させていただきました。 

 

◎会長 

区域③と④が一体となるような形ではなく、区域③の方の道路幅が広がり、区域④の道路

残地は、引き続き低いまま残るかもしれないということだと思います。 

ですから、区域④に関しては今後の状況を見ないと分からないということだと思いますし、

変更対象とすることで近隣の住宅街との分断が生じるかもしれないということも考えられま

すので、先程の私の発言は撤回させていただいて、区域①・③・⑤について高丘側小学校区

へ変更する方向で、区域④は保留させていただいて進入用道路の残地の活用計画が分かった

段階で再度検討ということになるかと思います。 

皆さま、いかがでしょうか。 

 

○各委員 

 異議なし 

 

◎会長 

では、実際に変更先となる小学校区について、事務局より説明をお願いします。 

 

●事務局 

「変更先となる小学校の状況」についてご説明いたします。 

まず、「資料 5-2 通学路写真位置図」をご覧ください。 

こちらは、喰ヶ池西側から進入用道路を通り、高丘東小学校、もしくは、高丘西小学校ま

での通学路を図示しました。 

薄い赤の太線が現在の校区境界線で、黄色の線は高丘東小学校、及び、高丘西小学校へ、

それぞれ、従前から子どもたちが通っている既存の通学路ルートを示しています。 

喰ヶ池西側の進入用道路から青色の導線を、それぞれ両校への既存の通学路である黄色の

導線につなげていますが、この青色の導線が通学区域変更後、新規の通学路となる想定ルー

トでございます。 

また、赤色の矢印にそれぞれ東①～東⑧、西①～西⑧と記号をつけていますが、この記号

が、「資料 5-3 高丘東小学校通学路」及び「資料 5-4 高丘西小学校通学路」の写真に対応

し、矢印の向きに写真撮影しています。前回審議会で高丘側小学校区内の現地視察ができま

せんでしたので、多めに写真を用意いたしました。 

通学路写真をご覧いただきますと、それぞれの写真の中に、すべて黄色の矢印で導線を引

いております。先ほど資料 5-2 の位置図での説明で、青色の導線が新規の想定通学路である

と申し上げましたが、この通学路写真では色分けができておりません。 
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具体的には、高丘東小学校側の東①～東③と高丘西小学校側の西①～西④が新規の通学路

ルートに位置する写真になりますことを補足いたします。 

それでは、「資料 5-1 変更先となる小学校の状況」をご覧ください。 

まず、通学距離ですが、喰ヶ池の北西付近を起点とした距離で、高丘東小学校が約 1,100m

に対し、高丘西小学校が約 900m です。 

表の下の※印をごらんいただきますと、市内 28小学校の各校区内での最長の通学距離の平

均は約 1,500m であり、市内小学校での最長は、藤江小学校区内の約 2,300m ですので、両校

ともに許容される距離の範囲内と思われます。 

なお、「小・中学校の適正規模等に関する基準」では、概ね 3km を上限とするとしています。 

次に、通学路想定ルートは、4 つの視点から整理しました。 

1 つ目の幹線道路の横断ですが、これは、江井島松陰新田線と県道大久保稲美加古川線の

横断を要するかどうかです。 

高丘東小学校の場合、資料 5-3 の写真、東④をあわせてご覧いただきますと、江井島松陰

新田線の横断が必要です。 

ただし、資料 5-2 の位置図でご確認いただきますと、東④の矢印付近になりますが、通学

路ルートが黄色の導線ですので、既存の通学路でございます。 

高丘西小学校の場合、資料 5-4 の写真、西②及び 2 枚目の西⑦をあわせてご覧いただきま

すと、江井島松陰新田線と県道大久保稲美加古川線の両方の横断が必要となります。 

ただし、西⑦の写真のとおり、県道大久保稲美加古川線は歩道橋で横断しますうえ、資料

5-2 の位置図では西⑦の矢印付近になりますが、既存の通学路でもあります。 

一方、西②の写真の江井島松陰新田線の横断は、新規の通学路となりますので、喰ヶ池の

宅地開発地から通学する児童だけが横断することとなります。 

資料 5-1 の表に戻っていただきまして、2つ目の大店舗駐車場出入口の数ですが、これは、

頻繁に車両が出入りする場所が通学路ルートにあるかどうかでございます。 

高丘東小学校が該当なし、に対し、高丘西小学校が 1 ヶ所ございます。 

この 1 ヶ所の位置は、西③の矢印の場所で、2 つの幹線道路交差点の北東のキリン堂です。

資料 5-4 の写真、西③をあわせてご覧いただきますと、この駐車場出入口の横断が必要です。

ここは新規の通学路になりますうえ、店舗には警備員などがいないようです。 

3 つ目のその他道路の横断ですが、これは、幹線道路や大店舗駐車場出入口以外の道路の

横断箇所の数ですが、横断を要する位置は緑色の○印をつけている場所になります。 

高丘東小学校の場合は 4ヶ所、高丘西小学校の場合は 5 ヶ所 の横断が必要です。 

4 つ目の歩道の状況ですが、両校ともに、道路横断箇所を除く通学路全体において、車道

と分離された歩道、もしくは、遊歩道がルートとなっており、市内でもかなり整備された通

学路です。 

続きまして、喰ヶ池進入用道路付近と各小学校との高低差ですが、高丘東小学校の場合、

約 16m の高低差、ただし、通学路途中で最大約 20m の高低差になります。一方、高丘西小学

校の場合、約 24m の高低差があります。 

続きまして、通学区域の境界線の形状ですが、恐れ入りますが、資料 4-2 の航空写真「検

討対象区域図」をご覧ください。 

高丘東小学校へ変更した場合をご想像いただきますと、境界線の線引きや区域面の形状は
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比較的まとまります。 

一方、高丘西小学校へ変更した場合をご想像いただきますと、西側の県道から喰ヶ池への

進入用道路部分の一部で、区域面が極端に細くなり、高丘東小学校の場合に比べると、境界

線の線引きが複雑、かつ、分かりにくくなり、区域面の形状もいびつになります。 

最後に、小学校の規模については、2 つの視点から整理しました。 

1 つ目の保有教室数ですが、高丘東小学校の場合、29 教室に対し、高丘西小学校の場合、

25 教室、2 つ目の児童数・学級数ですが、高丘東小学校の場合、28 年度が 286 人、12 の普通

学級に対し、高丘西小学校の場合、509 人、17 の普通学級でございます。 

6 年後の 34 年度には、高丘東小学校の場合、200 人、8 の普通学級に対し、高丘西小学校

の場合、396 人、12 の普通学級となる見通しでございます。 

特に、高丘東小学校の場合、普通学級数が 8 学級となりますと、クラス替えのできない学

年が 4 学年発生することとなります。 

 

◎会長 

まず、通学距離に関しては、高丘東小学校が 1,100m、高丘西小学校が 900m ということで、

両校とも許容範囲であるかと考えられます。 

それから、幹線道路の横断や、大店舗駐車場の出入口やその他の道路の横断を考えますと、

やはり状況的には高丘東小学校の方が良いのではないかと思われます。 

数だけでは判断できませんが、高丘西小学校の場合はキリン堂があって、その出入口が１

ヶ所あるということとか、その他道路の横断箇所は図面に○印の記載があり、それぞれ 4 ヶ

所と 5 ヶ所ということです。 

あと、喰ヶ池付近と各小学校との高低差ですが、これは高丘東小学校の方が低いようです。

途中で約 20m の高さになるところがあるようですが、また少し下がるようです。 

境界線の引き方ですが、高丘西小学校の場合は少しいびつになるかと思います。 

将来的な学校規模ですが、高丘東小学校の方が良いのではないかという見方もできると思

います。 

現地視察をした際には、私個人的には高丘西小学校の方が良いのではないかと思ったので

すが、この資料を見て少し考えが変わりました。 

ご意見・ご質問などはございませんでしょうか。 

 

○委員 

資料 5-1 の状況を見ますと、通学距離以外は高丘東小学校の方が適しているのではないか

と思います。 

また、先ほど資料 4-2 の航空写真を見て、区域②・⑥・⑦・⑧が今後の検討対象となるの

であれば、ここを高丘西小学校というよりも、高丘東小学校の方が後々、変更の検討もしや

すいのではないかなと思いました。 

 

◎会長 

 将来的に検討対象となるかもしれない区域②・⑥・⑦・⑧のことを考えると高丘東小学校

の方が良いのではというご指摘でした。 
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○委員 

高丘西小学校の場合、江井島松陰新田線を横断するのは喰ヶ池の宅地開発地から通学する

児童だけになります。一方、高丘東小学校であれば、江井島松陰新田線の南側の住宅地に在

住している子どもたちがすでに横断して高丘東小学校へ通学しているということで、一緒に

行けるような形になっていくのではないかなと考えます。 

 

○委員 

東④の写真の江井島松陰新田線の横断歩道ですが、児童が登下校する時間の車の通行量は

多いのですか。通行量が多いのであれば、ここに歩道橋を作っていただけるとより安心なの

かなと。将来、児童が増えていくと、スクールガードさんだけでは大変な負担になるのかな

と思います。 

 

◎会長 

江井島松陰新田線に歩道橋を設置してはということですね。 

私も歩道橋の新設の要望に関わったことがありますが、大変な時間と相当な労力が必要で

した。要望理由は安全面だけでは弱いうえ、完成までに 5～6 年かかりましたので、歩道橋は

簡単には出来ないことは分かっています。確かに江井島松陰新田線を走る車はスピードを出

していますから、子どもたちの安全を考えますと、やはり安全対策の一つとして歩道橋が必

要だというのは大事な意見だと思います。しかし、来年の 4 月からとか、再来年の 4 月から

というのは難しい状況だと思います。ただ、できれば将来そういう歩道橋が出来れば、スク

ールガードの方も負担が減るのではないかと思いますので、まずは検討事項の一つとしたい

と思います。 

 

○委員 

今の歩道橋の意見は、我々で決定できることではないので、とにかく要望としては、道路

管理者や警察に出すということでいいのかなと思います。 

横断歩道は無いところに設置できるかもしれませんが、歩道橋となると工事の関係もあっ

て、専門的にいろいろ検討しないといけないところがあるかもしれません。そういう要望が

ある以上は、とりあえず出してみて然るべきところで判断していただくということが良いの

かなと思います。 

あと、それと関連して、地域の実情に合っているかよく分からないんですが、写真を見る

限り、道路の大きさの割にはガードレールがあまり無いように思います。カーブの道路でな

く直線道路なので無いのかなとも思いますし、また、ガードレールがあることで不便になる

面もあります。これは要望ではないですが、昨今、いろいろ子どもが巻き込まれる交通事故

が多いので、専門的なご判断を仰いだ方がいいかもしれません。 

 

◎会長 

 確かに南北の県道にもガードレールは見当たらないです。 
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○委員 

 樹木も植えて、ガードレールもとなると、歩道が狭くなってしまうことが懸念されます。 

 

◎会長 

通学路にもかかわらず写真を見る限り県道にもガードレールが見当たりませんので、高丘

地区が開発されてからこれまで何十年も設置されていないのは、おそらく安全だと考えられ

ているのか、それとも別の事情があるのかだとは思います。全体的なバランスで考える必要

があるのかもしれませんが、審議会としては、子どもたちの通学路の安全を第一にというこ

とで、歩道橋とガードレールの設置を要望として出していきたいと思います。 

では、変更先となる小学校の検討に戻りますが、私は高丘東小学校が適していると思って

おりますが、みなさまのご意見はいかがでしょうか。 

 

○委員 

高丘東小学校は、資料を見ると 6 年後に 200 人 8 学級という予想が出ています。住宅の状

況は団地が多くて人口が減っていっているので、喰ヶ池の子どもたちは高丘東小学校がいい

のではないかと思います。 

 

◎会長 

高丘東小学校の児童数は、今後もあまり増えない状況があるということですね。 

 

○委員 

高丘東小学校の方が適切かと思います。 

区域②の喰ヶ池（東側）も、将来的にどうなるか分からないということでしたので、区域

①の喰ヶ池（西側）が高丘東小学校にも関わらず、東側で隣接する区域②が高丘西小学校と

いうのはおかしな形になってしまいますし、区域②もあわせて高丘東小学校とするのが良い

かなと思います。 

 

◎会長 

今回、区域①・③・⑤が高丘東小学校となれば、区域②は高丘西小学校という選択は無く

なるのではないかと思います。 

区域②・⑥・⑦・⑧に関して、将来、通学区域の変更の検討をするとした場合ですが、ほ

ぼ高丘東小学校区になるのではないかと思います。 

 

○委員 

資料 5-1 の児童数の推移を見ても高丘東小学校かと思いますが、一番大事な子どもの通学

路の安全を考えた場合に、距離は長いですがやはり高丘東小学校の方が安全だろうという感

想を持ちましたので、高丘東小学校の方が適切かなと思います。 

 

○委員 

児童数の推移や安全面を考えたら、高丘東小学校の方がいいのかなと思います。 
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○委員 

横断歩道が整備されているということでしたが、江井島松陰新田線を横断するという点が

非常に気になるところです。 

 

◎会長 

先ほど意見として出していただきましたが、子どもたちの安全というのが一番大事なこと

だということで歩道橋の設置は要望として出していきたいと思います。 

 

○委員 

高丘東小学校で異論はございません。 

 

○委員 

前回審議会までは、高丘西小学校の方が距離が近いから適当かなと思っていましたが、学

校の将来的な規模とか、区域②・⑥・⑦・⑧の将来的なこととか、あと高丘西小学校の場合、

キリン堂のところに警備員もいらっしゃらないようですし、写真で見る限り、車の出入りを

表すランプも付いていないようですし、きっと児童が帰る時間帯に車の出入りが多いのかな

と思いますので、そういう点からもやはり高丘東小学校の方がいいかなと思います。 

 

◎会長 

 朝の登校時間は大丈夫だと思いますが、帰りの下校時間にキリン堂の駐車場の出入りがあ

るので、それは非常に怖いということであります。 

 

○委員 

高丘東小学校で異存はございません。 

安全面と、将来児童数のデータなどを見ますと、高丘東小学校の方が良いと思います。 

 

○委員 

全てのことに関して、高丘東小学校がいいと思っていますので、それで進めていただけた

らと思います。 

 

○委員 

高丘東小学校の方がいいのではないかと思います。 

 

○委員 

山手小学校区内にはまだ八十島池や皿池などのため池がありまして、それが今後どうなる

のかが危惧されるところですが、審議会にて重ねて検討していかなければならないところが

出てくるのかなと思いました。 
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◎会長 

資料を見て分かったのは、現況では高丘東小学校の方が適切ということが言えるのではな

いかと思います。 

反対意見も無いようですので、高丘東小学校区とするという方向で決めさせていただいて

よろしいでしょうか。 

 

○各委員 

 異議なし 

 

◎会長 

では、区域①・③・⑤に関しては、高丘東小学校区とします。 

ただし、区域④に関しては今後の状況を見て検討していくとします。 

そして、さらに将来的には、区域②・⑥・⑦・⑧に関しても検討するということで、いか

がでしょうか。 

 

○各委員 

 異議なし 

 

◎会長 

その他、事務局の方から、何かありますでしょうか。 

 

●事務局 

本日ご審議いただきましたご意見をもとに、次回の審議会では施行期日等をご審議いただ

きましたうえで、答申案の検討をお願いできましたらと思います。 

 

◎会長 

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。 

 

●事務局 

今日冒頭で、このたびの諮問についてということで、本来ですと審議を遮るような形でど

うかなと思いましたが、前回現場を見ていただく中で、喰ヶ池の状況、山手小学校の狭い様

子も見ていただいて、非常に皆さん危機感を募らせていただき、いろんなご意見を出してい

ただいたと思いますので、本当にありがたいことです。 

今回、喰ヶ池のことについては結論がほぼ見えてきたのかなと思いますが、山手小学校に

つきましては、非常に危機感を持っております。というのは、今後例えば通学区域を変更す

るにしても、新たな校舎を建てて施設整備していくとしても、非常に厳しいところがござい

ます。特に、大久保小学校は既に過大規模校ですし、大久保南小学校も今後の JT 跡地の開発

状況によっては分からないところがありますので、山手小学校については今後どうしていく

のかというのを、我々としてもこれから真剣に考えていかなければならないと考えておりま

す。 
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今日いただいた意見も踏まえまして、また今回の答申をいただいた後に、改めて山手小学

校区について、何とかご審議をいただくという形で、諮問をさせていただくかどうかはまだ

分からない話ですが、引き続き議論をいただきたいと考えておりますので、そのときはよろ

しくお願いいたします。 

 

●事務局 

以上をもちまして、第 3回通学区域審議会を終了いたします。 

本日は、ありがとうございました。 

 

以上 


