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平成 29 年度 第 1 回 明石市立学校通学区域審議会  議事録（案） 

 

日 時：平成 29 年 8 月 21 日（月） 13：30～14：50 

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 29 年度第 1 回明石市立学校通学区域審議会次第」 

「平成 29 年度明石市立学校通学区域審議会資料 資料 1」 

「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 13 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、今回再任も含め 6 名の方を当審議会の委員に委嘱させていただきま

した。 

委員の皆様に、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。 

「資料 1 平成 29 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。 

左側に「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、審議をい

ただいております。なお、本日は具体的な通学区域の設定、変更等の検討を直ちに行う案件

がないため、委員の皆様には明石市の校区の現況について説明を申し上げ、理解を深めてい

ただくべく本日開催をさせていただいております。 

（委員確認用）



2 

 

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。 

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。現在の委員は名簿記載の 13 名の皆様となっております。 

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、このうち会長につきましては後ほど、別でご説明させていただきます。 

第 5 条では、この審議会は、委員の過半数が出席しなければ成立しないということ、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、庶務を教育委員会事務局の総務課が担当することを定めています。 

傍聴についてですが、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、本日は実際に傍聴の方がおい

でです。 

なお、審議事項によっては、個人情報や委員の自由な発言、公平・中立性を確保するため、

会長が必要と認める場合に非公開とする場合もございますので、よろしくお願いいたします。 

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様に

よる互選となっておりますことを申し上げました。 

このうち会長職についてでございますが、前回まで本会の会長をお務めいただきました安

東委員には、学識経験者枠から選出され、今年 6 月末 2 年の任期を満了しましたが、引き続

き委員をお願いしたところでございます。 

そこで、もし、委員の皆様にご異存がないようでしたら、事務局の方からの提案といたし

まして、引き続き経験が豊富で、通学区域審議も熟知された安東委員に引き続き会長として

会の進行をお願いしたいと思いますが、皆様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、安東委員に会長に就任いただき、

藤本副会長とともに会の運営進行をお願いしたいと思います。どうかよろしくお願いいたし

ます。 
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≪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、安東会長、進行をよろしくお願い

します。 

 

 

２．議事 

◎会長 

それでは、会議次第に基づきまして、議事 1つ目の「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 

本審議会への出席が初めての委員もいらっしゃいます。 

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」、報告させていた

だいております。 

現在までの児童数・生徒数及び学級数の推移と、今後の見通しの 2 つに分けて説明させて

いただきます。 

まずは、現在までの推移について説明させていただきます。 

「資料 1 平成 29 年度明石市立学校通学区域審議会資料」の 2ページをご覧ください。 

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 日現在の特

別支援学級を含む児童数・生徒数及び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、小学校の校区境は点線で、中学校の校区境は実線で示しておりま

す。 

また地図の上に示した表ですが、これは小学校区と中学校区の関係を示しているもので、

例えば魚住東中のように 1 中学校区内に複数の小学校区が含まれているところ、あるいは江

井島中のように 1 中学校区内に 1 小学校区しかないところ、あるいは大久保小学校のように

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。 

続いて 3 ページをご覧ください。 

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、グラフ化してお示ししてお

ります。 

まず、上段に示しております小学校の児童数は、平成 27 年度まで減少傾向にありましたが、

近年は横ばいもしくはやや増加傾向に転じております。 

折れ線グラフで示しております学級数については、平成 28 年度、29 年度と大きく増加し

ております。こちらについては、平成 28 年度は 1 年生に 30 人学級編制を導入したことが、

平成 29 年度は特別支援学級の学級数が、平成 28 年度から全市で 8 クラス増加したことが原

因と考えられます。 

一方、下段に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、生徒数と同じく減少傾向でございます。 
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次に、4 ページをご覧ください。 

具体的な各小学校の児童数・学級数の直近 6年間の推移を掲載しております。 

表の見方ですが、各年度の児童数は、特別支援学級を含む全児童数を記載しており、各年

度の学級数は 2 列表示いたしておりますが、左側の列に特別支援学級を含む学級数を、右側

の列に斜字で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、表の一番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、そのうち右側の列の斜字で表しておりますのは、児童生徒数急増対策

等で増築したプレハブ教室の数でございます。 

それから、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が含まれております。 

参考までに、29 年度の明石学園と清水が丘学園の特別支援学級はあわせて 3 学級 12 名で

ございますので、清水小学校内にある学級数としては 23 学級 627 名となります。 

29 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、特別支援学級を含む

児童数が 1,353 名の 43 学級で、逆に一番少ない小学校は、上から 6行目の大観小学校で、特

別支援学級を含む児童数が 226 名の 9学級でございます。 

直近 6 年間で大幅に児童が増えた小学校は、増加幅の大きな学校順で申し上げますと、先

程ご覧いただいた大久保小学校の一つ下の、山手小学校が も増加しており、24 年度には特

別支援学級を含む児童数が 751 名、学級数が 24 学級でしたが、29 年度では 942 名の 32 学級

で、191 名の 8 学級増えました。続いて増加しておりますのが、その一つ上にございます大

久保小学校で、24 年度には特別支援学級を含む児童数が 1,157 名、学級数が 36 学級でした

が、29 年度では 1,353 名の 43 学級で、196 名の 7学級増えております。 

一方、児童が減少した小学校は、減少幅の大きな学校順で申し上げますと、下から 4 行目

の二見北小学校は、24 年度には特別支援学級を含む児童数が 774 名、学級数が 26 学級でし

たが、29 年度では 551 名の 21 学級と、223 名 5 学級減りました。続いてが、下から 9行目の

江井島小学校で、24 年度には特別支援学級を含む児童数が 964 名、学級数が 32 学級でした

が、29 年度では 748 名の 27 学級と、216 名 5 学級減りました。 

全市的に見ますと、宅地開発等の影響で一部地域が増加傾向にある一方、特に魚住地域や

二見地域では児童数が減っている学校も多いという状況です。 

続いて、5ページをご覧ください。 

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。 

表の見方は小学校と同様です。 

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、29 年度の明石学園と清水が丘学園の特別支援学級は 8 学級 63 名でございま

すので、魚住中学校内にある学級数は 23 学級 769 名でございます。 

29 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、特別支援学級を含む

生徒数が 1,050 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特別

支援学級を含む生徒数が 191 名の 9 学級でございます。 

全市的に見ますと、小学校の傾向と同様で、大久保北中学校など、宅地開発等の影響で増

加している小学校を学校区に含む中学校が生徒数も増加傾向にある一方、魚住地域や二見地
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域の中学校は減少傾向にあります。 

続いて、6ページをご覧ください。 

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、保有教室数、

通学距離などを掲載しております。 

7 ページをご覧ください。 

同様に、各中学校の参考情報を掲載しております。 

簡単ではありますが、現在までの推移の説明は以上でございます。 

 

◎会長 

ただいまの事務局の説明をお聞きになって、ご意見・ご質問などはございませんでしょう

か。 

 

○委員 

昨年 4 月をもって大久保小学校の通学区域の見直しがされたということですが、例えば 6

ページの表を見ていただきますと分かりやすいと思いますが、教育委員会サイドとしては致

し方ないことかもしれませんが、例えば大久保南小学校区は世帯数が 6,221、人口 15,924 人

で、大久保小学校区はそれより少ないんですね。世帯数 5,391、人口 13,526 と。それにも関

わらず、児童数は大久保小学校の方が多いと。 

これが、昨年 4 月に通学区域の見直しをかけられた際に、大久保小学校へその段階で通っ

ている子ども、もしくはその子どもの兄弟については、大久保小学校への引き続きの入学を

認めますよという特例を設けたことで、今現在こういう推移になっている。 

ですから、一部の区域では、大久保小学校へ行っている子と大久保南小学校へ行っている

子、あるいは沢池小学校へ行っている子が、一つの区域であっても混在しているという異常

な状態になっています。 

先ほど申し上げた統計資料そのものが、教育委員会サイドとしては致し方ないと思います

が、校区変更した区域から大久保小学校に通っている子どもは資料の世帯人口上、大久保南

小学校区あるいは沢池小学校区に移行してしまっているんですね。実態は、大久保小学校へ

たくさんの子どもが未だに通っているにもかかわらず、校区としては大久保南小学校区であ

り、沢池小学校区であるということですから、こういったいびつな資料になってしまってい

る。ですから、この辺につきましては、現在の実態について、表そのものは致し方ないとし

ても、但し書きか何かしていただかないと分かりにくいと思うんですね。 

この状況は、地域としてはものすごく大きな課題になっているんですけど、既に校区変更

が実施された中で、それに何とか対応していく必要があるということで努力しているんです

けど、例えば大久保小学校区で今現在 15 の自治会で一緒に活動していますが、そのうち、こ

の校区変更の影響を受けているのが 7自治会あります。 

他校区に変更となりながら、まだ大久保小学校に通っている子どもが多いので、当分の間

は大久保小学校と一緒に付き合っていただくという形で今現在進んでいるところですが、統

計資料を見ますと、実態と、少しかけ離れた状態になっていると感じましたので、それだけ

申し伝えます。 
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◎会長 

ありがとうございます。 

今おっしゃったことを、この表の中にも何か示していただきたいという願いが、意見とし

てあるんですね。 

 

○委員 

資料だけ見ると勘違いしてしまう。 

誰が見てもおかしいですよね。世帯数、人口が大久保南小学校区の方が多いにかかわらず、

児童数は大久保小学校の方が多いと。これはなんだということになってくるかと思います。 

 

◎会長 

表現が難しいかもしれませんが、我々がこれまで審議してきた大久保小学校の通学区域変

更で、入学時に在校生のお兄さんお姉さんがいれば、本人の希望で大久保小学校に入学でき

るという特例を設けています。したがって、 低 6 年かからないと、校区変更後の児童数が

定まりません。そのため、世帯数に対する子どもの数が比例していくような状況が生まれな

いということが読めると思います。 

事務局で、この備考の欄に説明を書き加えていただくようなことは出来ますでしょうか。

お願いします。 

 

●事務局 

初めての委員の方もいらっしゃいますので、改めて大久保小学校の校区変更について、簡

単にご報告させていただきます。 

平成 28 年 4 月 1日に実施をしておりますが、大久保小学校の児童数が非常に増加している

中で過大規模化対策ということで、こちらの審議会でご審議いただきまして、当時大久保小

学校区であった一部の区域を大久保南小学校区と沢池小学校区に校区変更するという形で決

定したところでございます。 

こちらについては、先ほど会長もおっしゃられたように、特例を設けておりまして、大久

保小学校の在校生にお兄さんやお姉さんのいる新入生につきましては、大久保小学校にその

まま入学できるという特例を設けております。 

ですので、大久保南小学校に校区が変更された区域、もしくは沢池小学校に校区が変更さ

れた区域につきましても、その条件にあてはまる場合には、大久保小学校に継続して通学し

ている子どもさんがいらっしゃいます。同じ区域内で大久保南小学校と大久保小学校ですと

か、沢池小学校と大久保小学校というように、２通りの小学校に通学している児童がいる状

況でございます。 

資料には、委員ご指摘のとおり、各校区内にいらっしゃる純粋な人口数を掲載しておりま

すので、希望して大久保小学校へ通っている児童の数は反映しておりません。今ご意見をい

ただきましたように、備考欄等で、何らかの形で分かるように工夫できないか検討してまい

りたいと思います。 

 

◎会長 
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事務局の方でご検討いただくということでお願いしたいと思います。 

私の方から、3ページをご覧ください。 

3 ページの図で、平成 24 年度から 29 年度について、棒グラフと折れ線グラフで学級数と

児童数・生徒数が載っています。この図の見方としては、まだ今後の見通しの説明は無いの

ですが、後ろの資料を見ますと、中学校の場合も平成 32 年度くらいで一番底に達し、そこか

らまた増加するという推移が予想されるという読み方でよろしいでしょうか。 

おそらく小学校の方が平成 28 年度で一番底に達し、それから増えている傾向にありますの

で、おそらくそれから 5 年後、6 年後に中学校も小学校の傾向を追いかけて同じようなグラ

フになると考えればよいととらえましたが、そういう読み方でいいんでしょうか。 

 

●事務局 

会長ご指摘のとおり、3 ページの資料では中学校の生徒数につきましては減少という傾向

が見られますが、小学校の方が今、増加に転じているという影響を受けまして、この後説明

させていただく予定だったんですが、平成 31 年度まで中学校の生徒数は減少し、その後平成

32 年度からは小学校を追いかけるような形で増加に転じるという見込みでございます。 

 

◎会長 

ですから、この審議会の役割を考えていくうえで、明石市の学校は過密な学校ができない

ではなく、子どもの数が増え、今後対策が必要なことを我々は読み取らないといけないと思

いますので、質問させていただきました。 

それからもう一点、同じところですが、先ほどの説明では平成 28 年度に小学校 1 年生の

30 人学級と言われていましたが、それと特別支援学級が増加したということが原因で 567 ク

ラスが 580 クラスで 13 クラス増、29 年度も 12 クラス増になっていますが、そういう傾向は

まだ続くんですか。 

1 年生の 30 人学級はほぼ終わっているのかどうか、それから特別支援学級もほぼ増え止ま

りとなっているのかどうか、その辺りはいかがでしょうか。 

 

●事務局 

まず 初の 30 人学級についてですが、平成 28 年度に 30 人学級編制を導入しておりますの

で、平成 29 年度以降の学級数については、それらを加味した数字になっているため、直接的

な影響は出てこないかと思われます。 

それから、特別支援学級については、平成 29 年度に 8 学級増えたということをご説明させ

ていただきましたが、具体的な話として、明石養護学校に入学を判定された児童でも、保護

者の方が地域の方にも見守っていただきながら、自分の校区の学校に通いたいという要望を

出されている世帯がございまして、我々としましても、ご要望については 大限聞いてまい

りたいと考えているところでございます。 

平成 29 年度につきましては、そういったご意見がございまして、新しく特別支援学級を校

内に作った学校があるということを聞いております。 

 

◎会長 
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その辺りも我々は視野に入れながら、今後の市の児童生徒数の推移というのを読み取らな

いといけないと思います。 

まず今年度までの経緯をお知らせいただきました。それでは、事務局より、引き続き説明

をお願いします。 

 

●事務局 

続きまして、今後の見通しとして、小学校、中学校の年度別児童数・学級数推計をご報告

させていただきます。 

「資料 1 平成 29 年度 明石市立学校通学区域審議会資料」の 8ページをご覧ください。 

本年 5月 1日現在の 0～5歳の人口を基にした、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。 

表の見方ですが、各年度の児童数を 2 列表示いたしておりますが、左側の列に特別支援学

級を含む児童数を、右側の列に斜字で特別支援学級を除いた普通学級の児童数を記載してお

ります。また、各年度の学級数も 2 列表示いたしておりますが、同様に左側の列に特別支援

学級を含む学級数を、右側の列に斜字で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、表の一番右端に保有教室数を記載しておりますが、これも先程までと同様に普通教

室として使える教室数でございまして、そのうち右側の列の斜字で表しておりますのは、児

童生徒数急増対策等で増築したプレハブ教室の数でございます。 

なお、記載しておりませんが、この推計は引越し等による転出入や大規模な宅地開発等に

よる社会増減は反映しておりません。 

さて、具体的な説明に入る前に、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、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、平成 28 年 1 月に策定しま

した。 

児童生徒数の推計と関連する部分のみ抜粋して説明いたしますので、ご確認ください。 

まず、「基準」の方の 6ページをお開きください。 

学校規模が適正であるかを判断するにあたり、学級数をものさしにしておりまして、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、本市と

して考える望ましい学級数を中ほどの、「○小学校」のところに記載しております。 

小学校については、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 学級の学年が必ず発生することにな

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

大規模校と定義しています。 

 中学校の適正規模については、説明を割愛させていただきます。 

 

次に、基準の方の 12 ページをお開きください。 

先程説明させていただいた、小規模校や過大規模校すべてに一律に適用するというもので
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はございませんが、児童生徒の状況や今後の見込み、地域住民・保護者の意見、地域の特性

や歴史的な経緯、学校施設・設備の状態や立地条件等、様々な事情等を考慮し、良好な教育

環境を確保するため、総合的に検討する前提で、学校規模の適正化に向けて検討したり、対

策を講じる目安を示しています。 

⑴の小規模校対策について、①は、1 学年 1 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、29 年度では、学級数だけで判断すれば、王子小学校がこれに該当します。 

次に、②として、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、29 年度では大観小学校がこ

れに該当します。 

後に、③は、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、市内に該当校はございません。 

一方、その下の⑵の過大規模校対策をご覧いただきますと、特別支援学級を除く 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、特別支援学級を除く 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見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。 

29 年度で 31 学級以上の過大規模校となっているのは、大久保小学校が該当します。 

説明が前後して、恐れ入りますが、資料 1の 8 ページを再度ご覧ください。 

今後の見込みについて説明させていただきます。 

まず、表の 1 番下の行の、「合計」の全市児童数をご覧いただきますと、29 年度は特別支

援学級を含んで 15,622 人、現在の 0 歳児がそのまま引越しなどしなかったとして、また新た

に転入してくる子どもがいなかったとして、小学校へ入学する 6 年後の 35 年度には 16,242

人となる見通しで、児童数が少しずつ増加していくことが分かります。 

ここから、先程基準の説明の中で、平成 29 年度の学級数が、小規模校又は過大規模校とし

てあてはまった学校について具体的に今後の見通しを説明して参ります。 

まず、上から 7行目の王子小学校をご覧ください。 

平成 29 年度で特別支援学級を含む児童数が 283 名の 13 学級で、普通学級数は 11 学級でご

ざいます。こちらは 11 学級以下の小規模校に該当します。しかし、今後の見通しとして、さ

らに右の列をご確認いただきますと、児童数が横ばいもしくは増加傾向にあり、平成 30 年度

には特別支援学級を含む児童数が 301 名の 14 学級で、普通学級数は 12 学級に増加すると推

計されることから、もうしばらく傾向を見守る必要はあるものの、学校が小規模校ではなく

なる見通しでございます。 

次に、王子小学校の一つ上の行にある大観小学校をご覧ください。 

大観小学校については、平成 29 年度の特別支援学級を含む児童数が 226 名の 9学級、普通

学級数では 8 学級の小規模校となっております。こちらの学校については、基準に沿って、

昨年度から地域や PTA の皆様と意見交換を行っております。今後については、児童数はほぼ

横ばいで、普通学級数も 8～9のまま推移していくと見込んでおります。 

次に、表のちょうど中ほどに大久保小学校がございます。 

こちらの学校については、平成29年度で特別支援学級を含む児童数が1,353名の 43学級、
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普通学級数では 39 学級で過大規模校となっておりますが、本審議会でもご審議いただき、平

成 28 年度より一部区域を大久保南小学校区及び沢池小学校区へ校区変更を実施したところ

でございます。今後の見込みとして、もうしばらく過密状態が続きますが、平成 35 年度には

特別支援学級を含む児童数が 1,272 名の 40 学級、普通学級数では 36 学級と、若干ではあり

ますが、減少に向かうと見込んでおります。 

その他で、今後、将来的に普通学級数が 31 学級以上の過大規模校となる小学校としては、

山手小学校が挙げられます。 

大久保小学校の一つ下が山手小学校になっておりますのでご覧ください。平成 29 年度で特

別支援学級を含む児童数が 942 名の 32 学級、普通学級数は 30 学級ですが、平成 30 年度には

特別支援学級を含む児童数が 995 名の 34 学級、普通学級数が 32 学級の過大規模校となる見

通しで、その後も平成 34 年度までは増加傾向が続いていく見込みです。 

山手小学校につきましては、本審議会でも昨年度ご審議いただき、喰ヶ池いう大規模な宅

地開発が行われている区域を高丘東小学校へ本年度より校区変更したところですが、山手小

学校区内にはその他にも宅地開発が可能な区域が多数存在しており、それらの状況を注視し

ているところです。 

一方、今後、将来的に普通学級数が 11 学級以下の小規模校となる小学校としては、高丘東

小学校が挙げられます。平成 29 年度では特別支援学級を含む児童数が 267 名の 14 学級、普

通学級数は 12 学級ですが、5年後の 34 年度には特別支援学級を含む児童数は 201 名の 10 学

級となり、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。 

恐れ入りますが、 後に、資料 1の 9ページをご覧ください。 

中学校の将来推計についてですが、1 番下の行の、「合計」の全市生徒数をご覧いただきま

すと、29 年度が 7,617 人、その後も 31 年度までは減少しますが、31 年度を底に少しずつ増

え続けていく傾向にあります。 

中学校は先ほどの小学校と違い、特に西部にあります中学校が減少傾向にありますものの、

基準において検討又は対策が必要とされる過大規模校や、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。 

後に、繰り返しになりますが、これらの将来推計は、社会動態や宅地開発によって多少

の変動が出てきます。当然、特に過大規模校に係る情報収集は可能な限り我々も進めている

ところですが、一方で社会動態は予想が難しく、宅地開発についても具体的に、いつどのく

らいの規模でというようなものを完全に把握しきれないというのも実情でございます。 

委員の皆様におかれましては、まずは本日の説明で、おおむねの今後の傾向をご理解いた

だければと思います。 

今後の見通しの説明は以上でございます。 

 

◎会長 

ありがとうございます。 

皆様、いかがでしょうか。 

説明に無かったので気になったんですが、8 ページの沢池小学校についてですが、沢池小

学校の将来推計を見てみますと、この 6 年間で 351 名増える予想をしております。現況で教
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室数が 26 教室で、そのうちプレハブが 6 あるんだと思いますが、平成 35 年度の予想を見ま

すと 32 学級という予想がされています。 

平成 33 年度くらいから 26 学級で全ての教室を使わないといけないようになって、平成 34

年度には 29 学級という、急激に増えていくようですが、その辺りはどうでしょうか。 

 

●事務局 

沢池小学校に係る施設面について、現段階の検討内容を報告させていただきます。 

8 ページにありますように、沢池小学校につきましては保有教室が 26 ございます。そのう

ち平成 29 年度で 22 教室を使っておりますので、現状といたしましては学習室や会議室ある

いは英語教室といったような用途で、実際に使われておりますが、4教室が残っております。

そのような中で、保有教室数のうちプレハブが 6教室ございます。この内容につきましては、

敷地の北側にございます、平成 19 年度に建った 2 階建の 4 教室、それから平成 16 年度に建

てた平屋建ての 2教室、この合計 6 教室のプレハブがございます。 

平成 29 年度から 30 年度、あるいは 31 年度までは、残りの教室数を考えますと、まずは教

室数は足りるんじゃないかと思いますが、先のことも考えまして、まずは平屋建ての 2 教室

を 2階建のプレハブに替えて 4 教室にするという検討を進めております。 

それが遅れますと、平屋建ての 2 教室を一旦取り壊している間に、現在ある 2 クラスを受

け入れるため、別に 2 教室確保する必要が出てきますので、プレハブ教室を建てるための仮

設教室を作らないといけないという非常に矛盾したような状態になってしまいます。 

プレハブ教室というのは、耐用年数が期待できる建物だと考えてください。一方、仮設教

室は、建物を改築するときなどに 1 年から 2年だけ持てばいいという類のものです。 

プレハブ教室を建てるために仮設教室を建てるとすれば、どちらも見た目はプレハブみた

いなものですが、不要なコストもかかりますし、仮設教室を建てる場所については、沢池小

学校の場合、運動場の一部に建てざるを得なくなりますので、現在の児童の教育環境をでき

るだけ損なわないためにも、生徒数の推移を見る限り、もう逼迫した状況ですが、まずは、

平屋建てのプレハブ教室を 2 階建のプレハブ教室にする。その間に、現在は余裕教室として

残っている 4 教室を使っていくという検討を進めております。 

なお、現在残っている 4 教室につきましては、いわゆる普通教室の形で残っており、大規

模な修繕等もいらないというふうに考えておりますが、今後の急激な児童数増加に対応する

ためには、プレハブ対応のみでは教室が足りなくなる可能性も高く、そうなった場合は運動

場に新たなプレハブ校舎を、といった対応が必要になる可能性もありますので、予想してい

る児童数まで大きく伸びるかどうか注視していきながら、現在のプレハブ教室の増築、余裕

教室の利用という基本線の中で出来るだけ無駄のでないように対応してまいりたいと検討し

ておりますので、よろしくお願いいたします。 

 

◎会長 

先程の指摘と同じことですが、大久保北中学校も平成 35 年度には保有教室が 22 のところ

23 学級になる見込みですね。その辺りのところのご検討があれば、お願いします。 

 

●事務局 
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大久保北中学校につきましても、山手小学校増加の影響を受け、大きく生徒数が増えて来

るであろうと考えております。 

沢池小学校のような逼迫した状況では無いにしても、このとおり進んでいくのであれば、

大久保北中学校の運動場に、いわゆるプレハブ教室を作っていくというような形で検討をせ

ざるを得ないとは考えておりますが、沢池小学校ほど具体的にはまだ至っておりません。 

 

◎会長 

沢池小学校についてですが、急激に 351 名増えるという、びっくりするような増え方が見

られました。 

それ以外の学校も、鳥羽小学校も 128 名増えたり藤江小学校は 141 名増えたり、推計が示

しております。この辺りの今後の対策というものを考えていくべきかと思います。 

当然、学校の保有教室はある程度余裕がある方が、会議室や少人数学習などに使うことが

できることからも、教室と児童数の関係というのは非常に大事かと思いますので、慎重にご

検討いただきたいと思います。 

逆に、児童数が急激に減っていくところもございます。 

高丘西小学校、高丘東小学校は、児童数の減少がまだ続くようです。この辺りも今後の検

討課題かと思います。 

皆様、いかがでしょうか。 

統計全体を見ておりましたら、市の東部地区は大体現状維持が続き、市の真ん中あたりの

学校区のほとんどが増加傾向にある。市の西部地区の、高丘も含んだ江井島、魚住、魚住東、

二見あたりが減少傾向にあるという、明石市全体の状況が見えてくるんですが。 

当然宅地開発による人口増だと思いますが、その辺りを広く検討していきたいと思います。

東部地区はほぼ児童数推移は一定に収束していますが、一番重要なのは市の真ん中あたりの

山手小学校、沢池小学校、鳥羽小学校の地区が、今後、増加傾向にあるということが分かり

ます。 

これまで委員をされてきた方や新たになって頂いた方で、疑問とかございませんでしょう

か。 

 

○委員 

先ほど会長がおっしゃられた高丘中学校の地区のことですが、資料の 9 ページについて申

し上げます。 

高丘中学校は現在 404 名の 14 学級ということですが、平成 32 年度には 13 学級になる見込

みのようですね。 

この地域は、住民が大久保のオーズタウンへかなり引っ越しているんじゃないかと思いま

す。そうすると当然のことながら子どもの数が減るということで、平成 32 年度には 1クラス

減って 13 学級になって、平成 35 年度には 11 学級の 357 人になってくる見込みである。こう

いった現状がありますので、児童数・学級数を注視していかないといけない状況であると感

じました。 

 

◎会長 
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そうですね。 

今まで我々は、錦城中学校や大観小学校が少ないということを注視していましたが、高丘

中学校区もこんなに減るんだということがよく分かってくると思います。 

 

○委員 

清水小学校は見てもらったら分かるように安定しています。 

開発も進んで人がどんどん増えてきているという状況です。それに応じて生徒数も若干増

えています。そういったように順次世帯が入れ替わっていくところはいいんです。若い人が

入って新しく活性化する。 

ですが、先ほど言われた高丘は、若いときに住宅を買った世帯が、40 年、50 年経過してき

たら空洞化して、子どもがいない状態になってしまう。ゆりのき通りへ移ってしまう。私の

知っている人も何人か、高丘の戸建住宅を売って、駅前に移っている方がいます。そういう

状態がこれからどんどん続いていくことが予想されますので、ゆりのき通りがある大久保南

小学校区の人口が増えて、高丘の人口が減っていくということがこれからますます進むとい

う傾向があります。 

これも時代の流れかもしれませんが、住宅事情により人口が変動しており、今は沢池小学

校も増えてきているところです。 

 

◎会長 

この推計以上に増えるということですね。 

 

○委員 

だいぶ宅地化が進んでいます。 

そういう状態で大久保の地区の中でもどんどん変わってきている。 

清水小学校区もだいぶん変わりましたので、その他では谷八木小学校区なんかも変わって

くると思います。 

そういう状態があるので、生徒数に加え、住宅開発を含んだ将来推計を見込んでいく必要

があると思います。 

明石は人口が増えたと言っていますが、そのすべてが果たしてありがたいものかどうか。 

 

◎会長 

今委員からもご発言いただきましたが、私自身も沢池小学校区が急激に増えているのが気

になります。まださらに増える可能性があります、と言われており、現時点でも 350 名以上

が 6 年間で増える可能性があるということを考えると、プレハブを 2 階建にするだけで本当

に間に合うのかということも心配になってきます。 

そういう時には、校区割を変えないといけないというような検討も並行して行っていくん

だとは思いますが、できれば校区は変えたくないというのが、審議会の会長をさせていただ

いている中での本意なんです。 

ここの区域の方はあちらの学校へ行ってくださいとお願いしているような状況になります

ので、出来れば今後そういったことが無いようにとは思っています。２年ほど前の審議では、
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子どもが増える地区には校舎の建て増しを行うということが、我々審議会の 適な答えでし

た。しかし、予算等の都合もあるので、すぐに校舎を増やすことは難しいと事務局の説明も

ありました。我々としては児童が増加するところには、校舎の増築なり学校数を増やすなり

で対応して欲しいと考えています。 

そして、児童が減っていくところはそのままの状態で置いておくというのが、本来の在り

方と思っていますが、やはり市の効果的な財政執行もありますので、 適な対応として、校

区割を変えたりしているわけであります。 

いかがでしょうか。 

 

●事務局 

先ほどから話題に出ております沢池小学校のことですが、8 ページでお示ししている児童

数の推計ですが、これは説明にもあったとおり、今校区内に住んでいる 0 歳児から 6 歳児が

そのまま小学校へ進学した場合ということで、その方が出て行かない、もしくは新たな方が

入ってこないという前提でこの数字を出しております。 

沢池小学校は校区内に西明石駅近辺の小久保地域がありますが、小久保地域につきまして

は就学前の子どもはいらっしゃいますが、子どもが就学年齢になると同時に減っていき、人

口移動の多い傾向にある地区でございます。そのため、ここ 3～4年ずっと推移を追いかけて

いますが、小久保地域については就学年齢になったら子どもが減っていくということで、小

久保地域について言えば、将来推計の数字よりは少し減るかもしれません。 

一方、大久保小学校から沢池小学校に校区変更をした区域の中で、松陰山手の土地区画整

理事業地というのがございます。そこは全体で 150 区画、約 400 数十名入るような区域です

が、この統計を取りました 5 月 1 日現在では、約 3 分の 2 が入居されているようでございま

す。 

よって、その 3 分の 2 の方々については、お子さんの数字は推計に含まれております。た

だ、残り 3 分の 1 程度は見込んでおらず、3 分の 2 で約 90 人の子どもが入っていますので、

残り3分の1に入居されるとさらに40人くらいの子どもが増えるかもしれません。すなわち、

小久保で減る分、こちらで増えるわけです。 

それから、先ほど委員から指摘のありましたとおり、沢池小学校区には、それ以外にも宅

地開発をされているところがありますので、事務局としましては、校区全体だけではなくて

その中でさらに細かく地区割りをして、地域ごとの詳細な数字も出して推計を見守っていき

たいなということで進めているところです。 

 

◎会長 

ぜひ沢池小学校区の状況を細かく注視しながら検討していく必要があると思います。 

それと、以前から課題として出ているとおり、山手小学校の児童数が増えていくというこ

とですね。この辺りが我々の課題として残っているんじゃないかと思います。 

その他は話題にはならなかったですが、鳥羽小学校の児童数も増えていくんですね。その

辺りも今後検討していかないといけないことになるかもしれません。 

その他、藤江小学校の児童数が今後増えていくと思います。 

皆さん、いかがでしょうか。 
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別件でお尋ねしたいんですが、大久保小学校の校区を変更したことで、兄姉がいる場合に

は希望すれば特例で引き続き大久保小学校へ通学できいけるということはありますが、その

辺りのトラブルはなくスムーズに、我々が審議して答申したことが反映され、大久保地区で

進められているんでしょうか。 

 

●事務局 

会長がおっしゃられたとおり、同じ地区内で住んでいる方でも在校生の兄弟がいる方は特

例で大久保小学校に通うことができる反面で、それ以外の方は、校区変更した先の、沢池小

学校なり大久保南小学校にそのまま通学しなければいけないということで、保護者の皆様か

らは友達同士が離れてしまうとか、地域での孤立といったところを含めて様々なご意見をい

ただいています。 

我々としてはやはり決定事項というものが当然ございまして、大久保小学校の過大規模校

対策として実施しているものですので、厳しい意見も正直頂いてはおりますが、それぞれし

っかり受け止めながら事務の方を進めているところでございます。 

 

◎会長 

ぜひ丁寧に説明をしながら進めていただきたいと思います。 

 

○委員 

直接的な苦情はあまり聞いていないんですけど、ただ子どもの安全管理では、地区内で通

う学校が複数ありますので、その辺気を遣うところもあります。 

ただ、やはりややこしいですね。地域活動をするにあたって大きな課題になっています。 

市のコミュニティ推進課より、まちづくり計画を策定してくださいと指導を受けています

が、先ほど申し上げた通り、明石市自治基本条例なり、協働のまちづくり推進条例なりは、

小学校区を基本としている中で、その小学校区そのものが混在した状態になっていますので、

5 年先をどう考えたらいいのか、なかなか難しい状況です。 

 

◎会長 

決して我々は決めてそのまま放っておくのではなく、決定したことも経過を報告していた

だくことで、今後の審議に役立てたいと思いますので、事務局として大変ですが、また報告

をお願いしたいと思います。 

通学区域を変更したことで、小学校区で他に問題は出ていないですか。 

校長会などで通学区域を変更したことが何か問題になっているということはないでしょう

か。 

 

○委員 

校長会では特に出ていませんが、資料を見ましたらかなり児童数が急激に増えたり減った

りと変動がありますので、その辺りをどうするかということについて、地域の皆さんの意見

も聞きながら、ここでしっかりと議論をしていくということが大事かと思います。 
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◎会長 

おそらく同じ町内に住んでいても、大久保小学校であれば、兄姉が行っているから大久保

小学校へという特例があるため、朝の通学時に右に行く子どもと左に行く子どもが混在して

見られる地区が存在しているんだと思います。我々も校区の線は引くけど、後は知らないで

済ませず、線を引くことで、本当に一人一人が幸せな教育環境を受けられるように丁寧に対

応をしていきたいと思いますので、ぜひご協力をお願いしたいと思います。 

 

○委員 

大久保小学校の校区変更でずっと皆さんと検討させていただいた中で、こういった将来推

計を見せていただくと、それが反映されていくのに 5～6年と長い期間がかかるんだというこ

とを改めて実感させていただいて、児童数の減少や増加ということへの対策に早目に取り組

んでいかないと、決定してからも効果を発揮するまでに長い年月がかかるんだということを

改めて認識させていただいたので、早急な対策を考えていかないといけないと思います。 

 

◎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。進行を事務局にお返

しいたします。 

 

●事務局 

本日は、児童・生徒数の推移なり現況について、ご説明させていただきました。 

冒頭に会長からのご意見にもありましたが、明石は非常に人口が増えております。 

今年で市制 98 年、大正 8 年に明石市となってから過去 高の人口だということで、29 万

5,500 を超えております。まだ増えそうな勢いでございます。 

いろいろ要因はあるかと思いますが、個人的には 3つかと思います。 

一つは、これは昔からですが鉄道の便が良いので通勤しやすい、あるいは目の前に海があ

りますし新鮮な魚もあり、山の方にはため池があって非常に農作物が豊富ということで、住

みやすい。二つめは、宅地開発です。区画整理をはじめ、大久保中心となりますが、良好な

住宅が供給されたということと、三つめは、市長がずっと言っていますように子ども施策で

すね。医療費無料であるとか、保育料などについて、さまざまな面で非常に力を入れている

ということがあって、調べてみますと 20 代後半から 40 代の世帯の転入が非常に多いという

ことです。そこには当然小さいお子さんが付いてこられますので、子どもも増えているとい

う状況になっているかと思います。 

地域別で見ますと、神戸に比べて安価に宅地も買えるということで、大久保近辺は非常に

開発意欲が高いので、そのあたりでまだまだ人口が増えてきているのかなと思っております。 

色んなご意見をいただきましたが、危機感を持って、施設整備についても今後とも尽力し

ていきたいと思いますので、またご意見やご指導をいただくことになるかと思いますが、今

後ともよろしくお願いいたします。 

ありがとうございました。 

 

以上 


