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平成 28 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 28年 11 月 29 日（火） 14：00～15：20 

場 所：分庁舎 4 階 教育委員会室 

出席委員：11 名  

傍 聴 者：1 名 

配布資料：「平成 28 年度第 4 回明石市立学校通学区域審議会次第」 

「喰ヶ池（大久保町大窪）の通学区域について【答申】（案）」 

 

◎：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、11 名の委員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」の答申（案）について、事務局から説明をお願いします。 

 

●事務局 

前回の審議会において、このたびの諮問「喰ヶ池の通学区域」について、山手小学校区以

外へ変更の方向で議論いただきました結果、後ほどご説明いたします区域について高丘東小

学校区とする方向性や、その他付帯事項に関するご意見をいただきましたことを踏まえ、答

申（案）を作成しております。 

それでは、答申（案）の 1 枚目をご覧ください。 

まず、「1 審議結果」の、(1)ですが、「当該諮問にかかる喰ヶ池のすべて、並びに住宅用

地となる喰ヶ池西側区域から高丘東小学校への通学路となる区域を高丘東小学校・高丘中学

校の通学区域に変更する」、「なお、県道 148 号線（大久保稲美加古川線）から住宅用地とな

る喰ヶ池西側区域への進入用道路の拡幅予定地については、道路残地の開発計画等を把握し

た後、すみやかに教育委員会において通学区域の変更等の対応をされたい」としております。 

 

2 枚目の図面「変更区域図」をご覧ください。黒の実線が、小学校区の境界線でございま

す。 

（委員確認用） 
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このたびの通学区域変更により、図面の真ん中に、□囲みで「変更区域」と表示しており

ます黒刷りの区域、すなわち、このたびの諮問にかかる喰ヶ池と、喰ヶ池からの通学路とな

ります区域を、高丘東小学校・高丘中学校の通学区域に変更しようとするものであり、山手

小学校区と高丘東小学校区の現在の境界線を点線で、変更後の新しい境界線を実線でそれぞ

れ表示しております。 

また、□囲みで「変更保留区域」と表示しております斜線の区域は、県道（大久保稲美加

古川線）から喰ヶ池（西側）への進入用道路の拡幅予定地でございます。 

3 枚目の図面「変更区域拡大図」をご覧ください。これは、変更対象区域となる喰ヶ池周

辺の拡大図でございます。 

ここで、恐れ入りますが、前回の審議会資料の資料 4-2 の航空写真、カラーの「検討対象

区域図」をお手元にご用意いただけますでしょうか。 

資料 4-2 の航空写真をご覧いただきますと、前回の審議会において、区域①・③・⑤、す

なわち、開発業者へ売却対象の喰ヶ池（西側）と、喰ヶ池からの通学路となる区域を高丘東

小学校区へ変更することとし、区域④の県道から喰ヶ池（西側）への進入用道路の拡幅予定

地については、道路残地の活用計画が分かった段階で通学区域の変更などの対応を図ること

とされました。また、その他の区域②・⑥・⑦・⑧は将来、必要に応じて検討するという方

向性をいただきました。 

このうち、引き続きため池として利活用されます区域②の喰ヶ池（東側）を答申（案）の

通学区域の変更対象に含めております理由としましては、まず、前回の審議会での委員のご

意見の中に、区域①の喰ヶ池（西側）が高丘東小学校区へ変更となれば、その東側の区域②

も合わせて高丘東小学校区へ変更した方が良いのでは、というご意見がございました。 

また、喰ヶ池の売却募集要領で、一定幅のため池管理用道路を区域①の喰ヶ池（西側）か

ら、区域②へ接続させることが売却条件となっております。 

また、区域②が長期的に見まして、仮に、宅地開発される場合は、このたびの区域①の喰

ヶ池（西側）と同様、大規模な開発となりますこと、大規模な開発の場合、一定幅の進入用

道路がなければ、開発許可が下りないことから、北側の区域⑥側からの大規模開発は、区域

⑦の道路幅が不足しているため考えにくいことや、池の南側からの大規模開発は、喰ヶ池を

囲んでいる堤防の高低差からも考えにくく、また、区域⑧のソーラーパネルは長期の発電事

業中でありますことなどから考慮しますと、一定幅のため池管理用道路で接続される池の西

側と東側が一体となる可能性が高いことが言えるのではないかと考えております。 

参考までに、大久保小学校過大規模対策では 2 度、通学区域変更を行いましたが、2 度目

の通学区域変更の対象となりました区域は、1 度目の通学区域変更の際には農地であった場

所が大規模開発地となりましたことで 2 度目の通学区域変更を行わざるを得なくなりました。 

恐れ入りますが、答申（案）の 1枚目にお戻りください。 

ただいま申し上げました観点から、「1 審議結果」の、(1)において、通学区域の変更対象

に、喰ヶ池（東側）を含めてご提案させていただいております。 

続きまして、(2)でございますが、「実施時期は、平成 29 年 4月 1 日とする」としておりま

す。 
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喰ヶ池（西側）は、早ければ、来年年明けには購入予定者である開発業者へ所有権移転及

び引渡しがされる予定ですので、このたびの答申をいただきましたら、すみやかに教育委員

会に提出し、変更決定いたしました後、早期に実施させていただきたいと思っております。 

平成 29年 4 月 1日の理由としましては、2 つございます。 

1 つ目は、通常、学年が変わる 4 月 1 日が望ましいこと、2 つ目は、開発業者や学校など、

関係者にとって、分かりやすいと思われますこと、でございます。 

続きまして、「2 付帯意見」でございますが、「(1)通学区域の変更にあたっては、通学路

の安全に十分配慮すること」「(2)山手小学校は今後、過大規模校となることから、将来に渡

り子どもたちの良好な教育環境の確保が必要である。宅地開発や人口動態等の状況を把握し、

早期に過大規模校対策の検討を進めること」としております。 

この付帯意見の主旨ですが、(1)の付帯意見は、子どもたちの通学路の安全のため、学校・

地域組織等のご協力を賜りながら安全対策を施していくこと、(2)の付帯意見は、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、子どもたちのよ

り良い教育環境の確保を目的とした山手小学校区全体の過大規模校対策の検討をできるだけ

早期に進めていこうとするものであります。 

「3 審議経過」については、記載のとおりです。 

 

◎会長 

今日の議論の論点をまとめさせていただきます。 

1 点目は、前回審議会資料で言うところの、このたび宅地化される区域①と区域③・⑤は

高丘東小学校へ通学区域を変更し、引き続きため池として残される区域②については対象に

含めておりませんでしたが、区域②には区域①から一定幅のため池管理用道路が接続されま

すので、区域②を含めて変更対象としてはどうかということでございます。 

ただいま、事務局から理由の説明があったように、今後宅地化される可能性があること、

幅員のある道路が南側や東側から接続される可能性が非常に薄いこと、などから喰ヶ池を一

つの区域として捉えるほうが妥当ではないかということです。 

一方で、5 年、10 年経った後でも、区域②の通学区域変更はできるのではないかというこ

とと、区域②を変更対象とした場合にその北側の区域⑥の農地・空地をどう考えるかが難し

いところです。 

事務局案ですと、区域⑥は山手小学校区として残りますので、ご意見をいただけたらと思

います。 

2 点目は、実施時期が平成 29 年 4月 1 日で良いかどうかであります。 

3 点目は、2 つの付帯意見が妥当かどうかです。 

まず 1 点目の変更対象区域ですが、事務局からの説明のように、喰ヶ池を一つの区域とし

て捉えて、区域②も含めた変更対象とする案です。 

前回審議会では区域①の喰ヶ池（西側）を変更対象とし、区域②の喰ヶ池（東側）は将来

の検討対象としていましたが、池全体を一つの区域として捉えるほうが妥当ではないかとい

うことでしたので、今回の提案になっております。 
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○委員 

 区域⑥の農地・空地には、そのうち家が建ちそうなので変更対象区域に含めてもよいので

はないですか。 

 

○委員 

 区域②を変更対象とした場合、区域⑥を変更対象としないことに不自然さが残ります。 

 

●事務局 

区域⑥の農地・空地につきまして補足説明いたします。 

このたび売却対象の区域①は造成されましたら、区域⑥と数メートル幅で陸地で接する見

通しです。ただ、陸地では繋がりますものの、区域⑥には道路がございませんので、人や車

両が通行できる状況には当面ならないのではないかと考えております。 

将来的には、開発によって道路でつながる可能性はありますが、その辺の開発計画が現段

階では全く不明でございます。開発されるとなりますと、行政主導で開発することはないと

思われますので、基本的には民間開発になります。 

そういった状況で、東側の区域⑦側から家が少しずつ建築される可能性があり、その場合、 

区域①と区域⑥が道路でつながっておりませんと、生活用道路としましては、喰ヶ池東側道

路として示しております東側へ抜ける道しかないという状況になります。すなわち、区域⑥

を高丘東小学校区へ変更した場合、区域①と区域⑥が道路でつながる前提でないと、高丘東

小学校区側からすると区域⑦・⑧は山手小学校区のまま残りますので、区域⑥が飛び地にな

ってしまう懸念がございます。 

 

◎会長 

区域①と区域⑥は接するものの、道路はないということです。 

順に区域①が宅地になり、区域②が宅地になり、区域⑥が宅地になった場合は当然、道路

がつながっていくだろうという予測は立ちますが、区域⑦側からの住宅建設もあり得るとい

うことで、区域⑥の検討に関してはこれから非常に難しい状況だということです。 

区域⑥に関しては、将来的に検討を要すると思いますが、このたびの答申としては区域②

を入れた喰ヶ池の全てを変更対象とすることでよろしいでしょうか。 

 

○各委員 

 異議なし 

 

◎会長 

2 点目の実施時期ですが、平成 29年 4月 1 日という案です。 

先程、事務局からの説明のとおり、子どもたちの学年の切り替わりや、所有権移転や引渡

しが早期に行われる状況ということで、4 月 1 日が分かりやすいのではないかということで

すが、いかがでしょうか。 

 

○各委員 
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異議なし 

 

◎会長 

3 点目として、付帯意見の 1 つ目の「(1)通学区域の変更にあたっては、通学路の安全に十

分配慮すること。」ですが、前回審議会では、歩道橋の設置は出来ないのかという意見もいた

だきました。 

「通学路の安全に十分配慮」の中に歩道橋の設置を検討していただくようなニュアンスが

含まれると思いますが、例えば「歩道橋の設置など通学路の安全の配慮を希望する。」という

ように、はっきりと記載するべきか、意図が汲みとれるくらいでまとめておくべきかですが、

いかがでしょうか。 

 

○委員 

「関係各位からの協力を得るなど」というような形で入れておいて、警察との連携や地元

自治会との連携をとっていくことが分かるようにしてもいいかもしれないです。 

 

◎会長 

江井ヶ島松陰新田線に歩道橋ができれば子どもたちの安全はより確保されます、という意

見であったと思いますので、簡単にできないことはよく分かっていますが、審議会の希望が

伝わるよう、例えば「通学区域の変更にあたっては、児童の安全により配慮して、例えば歩

道橋の設置など将来的に関係機関との調整を図っていただきたい」というような書き方はで

きないのかということです。 

 

○委員 

歩道橋を設置しても子どもたちがきちんと渡らなかったりするので、それをスクールガー

ドが指導をして習慣づけるということもありますし、そういうことも視野に入れた付帯意見

がいいかもしれません。 

 

◎会長 

「学校や地域組織など関係機関との連携を図りながら、通学路の安全に十分配慮すること」

ではいかがでしょうか。 

 

○委員 

学校が文言として入っていなかったのは盲点というところではあったので入ってもいいと

思いますし、関係機関は地域組織だけに限らず、警察等も含んでいるということで、「学校や

関係機関などとの連携」というのでもいいかもしれないです。地域組織を強調するのであれ

ば入れてもいいと思いますし。 

 

◎会長 

「学校など関係機関との連携」、もしくは「学校や地域組織など関係機関との連携」のどち

らかですね。 
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●事務局 

一般論ですが、歩道橋も含め、横断歩道や信号、そういう交通規制等を伴うような要望を

行う場合、要望先は公安委員会等の警察組織になるわけですが、地元要望が原則で、行政か

らの要望は受け付けていただけません。地域組織が主体となり要望していただくということ

が原則となっています。 

 

◎会長 

 例えば、町内会が歩道橋を付けてくださいと要望することが必要で、行政からの要望は出

しにくいということです。 

 

○委員 

警察は地域が要望してきたときには対応してくれますが、学校の要望では対応してくれま

せん。そういうシステムになっています。 

 

◎会長 

それでは、「通学区域の変更にあたっては、学校や地域組織など関係機関との連携を図りな

がら、通学路の安全に十分配慮すること」ということでいきたいと思います。 

そして、この付帯意見には、できれば将来的に歩道橋などができればいいですねというよ

うな意味を持たせていただけたらと思います。 

次に、「(2)山手小学校は今後、過大規模校となることから、将来に渡り子どもたちの良好

な教育環境の確保が必要である。宅地開発や人口動態等の状況を把握し、早期に過大規模校

対策の検討を進めること。」ですが、どなたにも分かるような文章が良いと思います。 

一文目はまず状況を説明して、「そのため」というような文言が本来続くと思いますが、「宅

地開発や人口動態等の状況を把握し、早急に過大規模校対策の検討を進めること。」とつなが

っています。 

 

○委員 

山手小学校が今後、過大規模校になっていくというのは、皆さんが分かるところですが、

なぜ過大規模校になるのかという理由が必要ではないでしょうか。 

例えば「今後、山手小学校は○○によって、過大規模校になるので」というように、過大

規模校になる理由があった方が良いかと思います。 

 

◎会長 

過大規模校になる理由を入れたほうが良いということですね。 

 

○委員 

過大規模校となる理由は多岐にわたり難しいうえ長文になってしまいますので、「過大規模

校となることが予想されるので」ではいかがでしょうか。予想される理由として、例えば「今

後、山手小学校は人口推計等から過大規模校となることが予想されるので」というような形
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が良いと思います。 

 

◎会長 

「人口推計等から過大規模校となることが予想されるので」ですね。 

 

○委員 

確かに、理由があった方がこの答申だけを読む人には分かりやすいという点はあるかもし

れません。 

 

◎会長 

山手小学校が過大規模校になるという理由を少し入れておきたいので、「今後の人口推計よ

り、山手小学校は過大規模校となることが予想されることから、将来にわたり子どもたちの

良好な教育環境の確保が必要である。」 

そうなりますと、2 文目がいらなくなるかもしれませんね。 

 

○委員 

2 文目の人口動態と確かに被るので、「宅地開発等の状況を一層注視し」というのはどうで

しょうか。 

 

○委員 

「宅地開発や人口動態等の状況から、山手小学校は今後、過大規模校となることが予想さ

れる。」で一回切って、「将来にわたり子どもたちの良好な教育環境を確保するため、早期に

過大規模校対策の検討を進めること。」としてはいかがでしょうか。 

 

◎会長 

まずは山手小学校の状況を書いて、そのためで続けるということですね。 

 

○委員 

子どもたちの教育環境確保のために過大規模校対策をしてください、ということです。 

 

◎会長 

重要なのは 2 文目の、早期に過大規模校対策を検討することが言いたいことですね。その

理由を先に述べるということですね。いかがでしょうか。 

 

○委員 

全く問題ないと思います。 

その際、1 文目の宅地開発という言葉は、人口推計や人口動態等で通じますので削った方

が良いと思います。 

 

◎会長 
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それでは、「人口動態等の状況から、山手小学校は今後、過大規模校となることが予想され

る。将来にわたり子どもたちの良好な教育環境を確保するため、早期に過大規模校対策の検

討を進めること。」で、いかがでしょうか。 

 

○各委員 

異議なし 

 

◎会長 

では、この内容でまとめさせていただきたいと思います。 

事務局の方で修正していただきますので、少し休憩を取らせていただいて、改めて審議を

行います。 

 

●事務局 

（修正答申案を配付） 

 

◎会長 

それでは通学区域審議会を再開いたします。 

修正答申案をご確認ください。よろしいでしょうか。 

 

○各委員 

 異議なし 

 

◎会長 

では、これで（案）を消していただいて、これを答申としたいと思います。 

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。 

 

●事務局 

今回の諮問に関しましては、本日も含めまして 4 回審議会を開かせていただきまして、熱

心にご議論いただきました。また、現地では長距離にもかかわらず歩いて視察いただきまし

て、ありがとうございました。 

この答申をいただきましたら、速やかに教育委員会の方に提出しまして、教育委員会会議

で通学区域変更の手続きを進めていきたいと考えております。 

喰ヶ池は財産区財産ですので、これを処分しようとすると議会の議決が必要となります。

今回の 12月議会で議案として提出されていますので、議会で承認されれば、速やかに所有権

が移転する手続きに入っていくと思います。 

特に、付帯意見でいただきました今後の山手小学校の過大規模校対策につきましては、現

地でも見ていただいたように、まだまだ校区内には農地がありますし、開発がされる可能性

のある池も残ってございます。 

現状でも山手小学校は子どもたちが増えて、仮設の教室が 6 教室ありますが、その中でど

ういった方策を取っていくのが一番いいのか、そのあたりについて今後の開発動向を見極め
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て事務局で整理しながら、また皆様方には、諮問という形になるのか、まずは勉強会という

形でスタートさせていただくのか分からないですが、またお集まりいただいてそのあたりを

ご議論いただきたいと考えております。 

 

●事務局 

以上をもちまして、第 4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 


