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平成 30 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 30 年 8 月 21 日（火） 15：00～16：30 

場 所：分庁舎 4階 教育委員会室 

出席委員：10 名  

傍 聴 者： 0 名 

配布資料：「平成 30 年度第 1 回明石市立学校通学区域審議会次第」 

「平成 30 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 10 名全員にご出席いただいています。 

会議に先立ちまして、今回 7名の方を当審議会の委員に新た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。 
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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 10 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ます。 

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。 

なお、本日は、傍聴の方はいらっしゃいません。 

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。 

 

◎会長 

昭和 41 年に条例制定されてから、改正などは無いのでしょうか。 

 

●事務局 

大きな改正は特段ございません。 

 

◎会長 

わかりました。 

 

●事務局 

他に何かございませんか。 

無いようですので、続きまして「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。 

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

た藤本淳委員には、第 2 号委員として市連合 PTA の役員枠から選出されておりましたが、連
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合 PTA からの選出委員の交代により、藤本氏は本会委員を辞任されたため、副会長職が不在

となっており、新たに副会長を選任する必要がございます。 

そこで、もし、委員の皆さまのご賛同を頂けるのであれば、事務局の方からの提案として、

第 3 号委員から選出で明石市連合まちづくり協議会の会長である安藤正博委員に就任頂けた

らと考えております。 

安藤正博委員については、平成 28 年 7 月から本会委員に就任いただいており、今後、地域

を代表するお立場として、また本会の副会長として安東茂樹会長とともに会の進行にも尽力

いただけたらと考えております。 

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、本会の副会長に安藤正博委員に就任いただくこととい

たします。安藤副会長どうかよろしくお願いいたします。 

 

≪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、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ので、明石市全体の「校区の現況に

ついて」、報告させていただきます。 

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 30 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。 
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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。 

こちらに、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。 

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が含まれております。 

30 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 1,321 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 217 名の 10 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、25 年度には

特別支援学級を含む児童数が 776 名、学級数が 26 学級でしたが、30 年度では 1,012 名の 35

学級で、236 名の 9 学級増えました。続いてが、表の上から 2 番目にございます朝霧小学校

で、朝霧駅前のマンション開発等により、25 年度には特別支援学級を含む児童数が 618 名、

学級数が 21 学級でしたが、30 年度では 761 名の 25 学級で、143 名の 4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、25 年度には特別支援学級を含む児童数が 727 名、学級数が 26 学級でし

たが、30 年度では 540 名の 23 学級と、187 名、3 学級減りました。続いてが、下から 11 行

目の高丘東小学校で、25 年度には特別支援学級を含む児童数が 334 名、学級数が 13 学級で

したが、30 年度では 260 名の 14 学級と、74 名減りました。 

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、4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 年間の推移を記載しております。 

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。 

30 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 1,068 名の 30 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 196 名の 8 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。 

続いてページが飛びますが、9 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。 

先程の数字のみの説明では全体的な傾向が少し見えづらいかと思いますので、こちらで改

めて、本年度までの全市の児童生徒数の推移について、ご確認いただければと思います。 

まず、上段に示しております小学校について、棒グラフで示しております児童数は平成 27

年度まで減少傾向にありましたが、それ以降は横ばいから増加傾向に転じております。 

次に、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 年度から大きく増加して

おります。 

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。 

平成 31 年度以降の将来推計については、別途改めて説明させていただきます。 

続いて、5ページにお戻りください。 

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ので、ご確認いただければと思いますが、表の中ほどにご

ざいます大久保小学校区の状況について補足説明をさせていただきます。 

大久保小学校区の世帯数や人口をご覧いただきますと、一つ上にございます大久保南小学

校区よりも少ないことがわかりますが、一方で児童数については大久保小学校の方が多くな

ってございます。 

大久保小学校については、児童数増加による過大規模化に伴い、平成 28 年 4 月に本審議会

においてご議論いただき、一部区域を大久保南小学校区と沢池小学校区に変更しております

が、大久保南小学校区や沢池小学校区に変更となった区域にお住まいの方で、変更時点で大

久保小学校に在籍していた児童及びその弟や妹については、引き続き大久保小学校に通うこ

とができるという特例を設けております。そのため、他校区から大久保小学校に通う児童が

現在も一定数いるという現状があり、そのことが児童数と世帯数及び人口の逆転現象の要因

の一つとなっております。 

6 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ので、ご確認ください。 

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。 

私の方からお聞きしたいのですが、小学校の推移が 25 年度から 30 年度までありますが、

説明の中で高丘東小学校の児童数が 334 人から 260 人に減ったと言われましたが、学級数は

13 から 14 に増えていますが、これはどのような要因でしょうか。 

児童数が 70 名近く減っているにもかかわらず、学級数が増えたというのは、市の施策の影

響があるからでしょうか。 
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●事務局 

ご質問の件ですが、3 点の要因があると考えておりまして、1 点目は平成 28 年度に本市で

は小学校 1年生の 30 人学級編成を導入しましたので、それに伴いまして学級数が増加してい

るというところがございます。 

2 点目につきましては、特別支援学級の増加ということがありまして、平成 25 年度の高丘

東小学校の特別支援学級は 1学級でしたが、平成 30 年度は 2学級になっております。 

それから 3 点目ですが、学級編制をする中で、一人児童が増えれば学級数が一つ増えてし

まう場合がありまして、そのような要因もあるかと思います。 

 

◎会長 

児童数が減ったのに学級数が増えるということは、一人ひとりに良い教育をしていただく

観点ではいいことかなと思いますので、問題ではないと考えております。 

小学校を見せていただくと、西部地区のほうがやや児童数が減っている学校が多いという

現象が見られると思います。 

それから、松が丘を外した谷八木あたりから東部地区のほうは児童数が増加する傾向にあ

るのかなと思いました。 

何かご質問などはありませんでしょうか。 

なお、大久保小校区を平成 28 年 4 月から変更したという説明もありましたが、その効果は

すぐには分からないんですか。 

そのあとの通学区域審議会で効果は出ていますと教えていただいたのは覚えていますが、

校区変更の特例として、手を挙げれば在籍児童の弟妹は前の大久保小校区でもいいですよと

いうようなことがあり、効果が見えるまでにはある程度の期間を要するということで校区変

更をしましたが、その効果を現時点でどう分析されていますか。 

 

●事務局 

大久保小学校の校区変更の効果について、まず、特例措置というところについてですが、

校区変更を実施した平成 28 年 4 月時点での在校生の方と、その弟妹で学校の在籍期間が兄姉

と重複する方については、引き続き大久保小学校に通うことができる特例を設けましたので、

すぐに校区変更の効果が出づらいところがあるのかなと考えております。 

平成 28 年 4 月 1日時点の校区変更施行時の状況として、304 名の在校生のうち、他校区へ

の転校をされたのは 2 名だけでした。当時の校区変更区域における新入学生 73 名のうち 41

名が特例で大久保小学校へ通われています。また、この特例の対象者数は、年を経るごとに

減っていきます。平成 29 年度につきましては、新入学生 58 名のうち 19 名が特例で大久保小

学校へ、本年 4 月 1 日では新入学生 71 名のうち 15 名が特例で大久保小学校へという状況に

なっておりますので、効果がはっきりと見えてくるにはもう少し時間がかかるかと考えてお

ります。 

 

◎会長 

プレハブ教室を利用しているというのは、どのように理解したらいいでしょうか。 

学級数から保有教室数を引いて、その差し引きでオーバーした場合はプレハブを利用して
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いるということでしょうか。プレハブ教室でホームルームをしているような学校は実際ある

んでしょうか。 

 

●事務局 

まず、資料中における保有教室数の中のプレハブという記載について補足しますと、プレ

ハブ教室の数も左側の保有教室数に含まれております。 

また、プレハブの利用につきましても、普通教室として利用している学校もございます。 

 

◎会長 

それでは 3ページをご覧ください。 

大久保小学校の場合は全然余裕がないということですね。43 学級で 43 保有教室ですね。 

 

●事務局 

大久保小学校は保有教室が 43 で、そのうちプレハブ教室が 6室あるということです。 

 

◎会長 

人丸小学校も同じことだと思いますが、一つも余った教室がないという捉え方で、29 学級

で保有教室が 29 ですね。 

 

●事務局 

そのとおりでございます。 

 

◎会長 

小学校で教室数に余裕がないことが問題にはなっていないんでしょうか。 

 

○委員 

当然問題にはなっています。 

例えば生活科室について、高学年で1クラスを2つに分けて授業をすることがありますが、

それがなかなかできないです。 

大久保小学校に至っては、プレハブ校舎を建ててその上でまだ満杯状態、人丸小学校も予

想以上に児童が増えております。 

 

◎会長 

私も時々小学校へ行かせていただくと、国際交流をやっていたらこの教室が空いているの

で、そこに記念品を置いているということがあったので、全く余裕教室のない学校ではどう

されているんだろうと思いました。 

 

○委員 

外国語活動で ALT の先生が来られても、例えば総合ルームのようなところで複数で集まる

というようなこともしにくいでしょうし、活動の種類や内容を制限されてしまったり、日常



8 

 

生活にも支障をきたしたりということがあるのが現状です。 

 

◎会長 

何か、それぞれの小学校や中学校で発展的な取組をやりたいときに空き教室が無いという

のは、そういう意味では窮屈というか、厳しい部分がでてくるのではないかと思います。 

現状のままでよいということは絶対ないと思いますので、当然ここに施設のご担当者もお

られますので、ある程度の余裕を持った学校づくりというのは必要かなと思います。 

一方で、プレハブ教室というのは、私が子どもの頃のプレハブとは違って非常に環境のい

いプレハブですので、子どもたちは逆にプレハブのほうが良いと喜ぶくらいの環境を作って

いただいていますので、それは素晴らしいことだと思います。ただ、教室に余裕がないとい

うのは学校行事等で制限があるのかなと思いまして、今のような質問をしました。 

 

○委員 

今年の場合は、大久保小学校は平成 29 年度から 30 年度にかけて少し児童が減りましたの

で、学校のほうも少しは効果が上がってきたという捉え方をされていますが、やはり教室の

数というのは学校サイドにとって、ものすごくプレッシャーがかかる話です。 

 

○委員 

中学校では、錦城中学校のような小規模校になりますと、ここには数字が出てこないので

すが、教員定数というものがあります。 

もし、錦城中学校の生徒が増えて学級数が増えれば、教員数も増えるというようなことも

あるのですが、一つ大きな問題として全教科の教師を揃えられないような状況が出てくるこ

とは、やはり子どもの教育に大きな影響がありますので、その辺は今後考えていく必要があ

るのではないかと思います。 

 

◎会長 

中学校は 9教科、今は 10 教科ですか。科目によって、教える先生に、そのとき 1 年だけ臨

時免許が授けられ教えている方が出るという時もありますので、ある程度教員定数が増えて

いかないと余裕がないと思います。 

中学校長会などではそういう話は出るんでしょうか。 

 

○委員 

錦城中の校長は毎年苦労されていると思いますが、年度末の人事異動の際、ある教科の先

生を出して来年同じ教科の先生を取るのか、別の教科の先生を取って足りなくなったところ

を、別の教科の先生が臨時の申請をやるか、教頭が授業を見るとかというような穴埋めをし

ないといけないという状況になります。人事との絡みもありますので、非常に悩ましい状況

が続いているんじゃないかなと思います。 

 

◎会長 

明石の学校で免許を持たない方が教えている教科は多いんでしょうか。 
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●事務局 

会長にもいろいろご心配いただいております技術・家庭科が、授業時数の関係もあり、や

はり免許外申請を従来取ってきたんですが、錦城中学校ではたまたま教頭が技術・家庭科の

免許所持者ですので、そちらで授業をしてくださっているという現状でございます。 

県立の明石学園や清水が丘学園でも免許外申請を出しています。 

 

◎会長 

教育の質と関係しますので、そういう教員の定員数も問題となってきます。ただ錦城中学

校の教員配置は、課題認識として受け止めておいていただいて、事務局のほうでも今後別途

ご検討いただけたらありがたいなと思います。 

それではその後の説明をしていただきたいと思います。事務局お願いします。 

 

●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 30 年度 明石市立学校通学区域審議会資料」の 7ページをご覧ください。 

本年 5月現在の 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、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」をお手元にご用意いただけますでしょうか。 

この基準は、平成 28 年 1 月に、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策定しま

した。 

本日、時間の都合上、この基準のすべてをご説明することはできませんが、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
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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も、1 学年あたり平均 3 学級から 8 学級となる「9 学級～24 学

級」を適正規模としておりますが、ここでは細かい説明は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

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ございます。 

(1)の小規模校対策について、①として、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、

としておりますが、30 年度では、市内に該当校はございません。 

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、30 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 1 学年 1 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(2)の過大規模校対策をご覧いただきますと、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。 

30 年度で 31 学級以上の過大規模校となっているのは、大久保小学校と山手小学校が該当

します。 

説明が前後して、恐れ入りますが、資料 1 の 7 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、30 年度が特別支

援学級を含んで 15,886 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 36 年度には 16,608

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 30 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まいります。 

まず、上から 6行目の大観小学校をご覧ください。 

大観小学校については、平成 30 年度が特別支援学級を含む児童数が 217 名の 10 学級、普

通学級数では 9学級の小規模校となっており、基準に沿って、平成 28 年度から地域や PTA の

皆様とも意見交換を行いましたが、引き続きクラス替えのできない 1 学年 1 学級の学年が 1

～4 学年発生する状況が続くものの、30 年度以降、児童数は横ばいから増加に転じる見込み

であり、児童数の推移を注視してまいります。 
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次に、表のちょうど中ほどに大久保小学校がございますので、ご覧ください。 

こちらの学校については、平成30年度で特別支援学級を含む児童数が1,321名の 43学級、

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 28 年度より校区変更を実施

しました。今後の見込みとして、過密状態はもうしばらく続いていく見込みです。 

次に、1 つ下の行の山手小学校をご覧ください。 

こちらの学校については、平成30年度で特別支援学級を含む児童数が1,012名の 35学級、

普通学級数では 32 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、一

部区域を高丘東小学校区へ平成 29 年度より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、引き続き児童数増加の傾向は続き、平成 33 年度には特別支援学級を含む児童

数が 1,153 名の 38 学級、普通学級数が 35 学級で、現在の保有教室数を上回ってくる推計に

なっております。 

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、

沢池小学校が挙げられます。 

先程ご覧いただいた山手小学校の少し上にございます沢池小学校をご覧ください。平成 30

年度で特別支援学級を含む児童数が 614 名の 24 学級、普通学級数は 22 学級ですが、今後の

見込みとして、平成 34 年度時点には特別支援学級を含む児童数が 848 名の 29 学級、普通学

級数は 27 学級で、現在の保有教室数を上回ってくる推計になっており、平成 36 年度には特

別支援学級を含む児童数が 978 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。早ければ、来年度の平成 31 年度で特別支援学級を含む児童数が 240

名の 13 学級、普通学級数は 11 学級となり、クラス替えのできない 1 学年 1 学級の学年が 1

学年発生する見通しで、その後も小規模化が進んでいく推計になっております。 

次に、資料 1 の 8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、30 年度が 7,454 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

え続けた後、また若干減少に転じ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。 

しかし、表の中ほどにございます、大久保北中学校をご覧いただきますと、平成 35 年度時

点には、特別支援学級を含む生徒数が 758 名の 23 学級、普通学級数は 21 学級となり、現在

の保有教室を上回ってくる推計になっております。 

次に、先程ご覧いただいた 9ページのグラフを再度ご覧ください。 

こちらで改めて、今後の全市の児童生徒数の将来推計について、ご確認いただければと思

います。 

まず、上段に示しております小学校について、棒グラフで示しております児童数は平成 30

年度以降、増加傾向にあることが分かります。 

次に、折れ線グラフで示しております学級数についても、児童数増加に伴い、平成 30 年度
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から横ばいから増加傾向にあることが分かります。 

一方、下段に示しております中学校の生徒数は平成 31 年度まで減少傾向にありますが、そ

れ以降ほぼ横ばいの傾向にあります。 

折れ線グラフで示しております学級数も、生徒数と同じくほぼ横ばいでございます。 

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した。 

非常に詳しい、分かりやすい説明だったと思いますが、いかがでしょうか。 

9 ページにおいて、平成 32 年から 33 年にかけて、小学校の児童数は増えているにもかか

わらず、学級数が減るというところの説明をしていただければありがたいのですが。 

 

●事務局 

平成 33 年度の学級数の減少につきましてですが、前提としまして、本市の 1 年生は 30 人

学級、2 年生から 4 年生につきましては 35 人学級、5 年生と 6年生につきましては 40 人学級

となっておりますが、一例として 33 名のクラスを想像していただければと思いますが、1年

生の時には 2 学級となりますが、2 年生以降につきましては 1学級となってございます。 

この将来推計を作成していく中で、偶然そういった学年が非常に多く発生しまして、33 年

度の学級数がトータルとして減少したと考えております。 

 

◎会長 

今後、社会動態によって必ずしもこの推計のとおりにはならないということですが、今す

でに現時点で保有教室数について、例えば沢池小学校で平成 34 年度には 26 教室しかないの

に推計では 27 学級になります。そういうことが中学校でも同じようにあったかと思いますが、

こういった課題に対して市としてどういう対策をされるのか、今後のことも含めて説明をお

願いします。 

 

●事務局 

例えば沢池小学校ですが、児童数の推移というのを見ながら、すでにあるプレハブ校舎が

一部古くなっておりますので、そういったものを更新するとともに、なおかつ今後の状態を

見ながら新たなプレハブ校舎を造っていくということです。 

今後児童数が減ってきた場合には、プレハブを撤去し、面積を確保するというような形で、

流動的なことにも対応できるよう、プレハブを造ることで推移を見ている状況でございます。 
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◎会長 

校舎の建て増しは考えられていないということですね。 

 

●事務局 

校舎の建て増しについては、現在の生徒数ぎりぎりのところに対して補助金が付いてきま

すので、財政的な余裕があり、十分な教室が提供できた時代もあったとは思いますが、今は

ぎりぎりの状況で施設を造っているということでございます。 

あまり大きな校舎を造ると、後々維持管理していく費用も考える必要がありますので、そ

のバランスを見ながら考えているところでございます。 

 

◎会長 

よくわかりますが、いろんな小学校や中学校を見せていただくと、オープンスペースや廊

下を非常に広く確保した環境で教育をされているところもあります。間仕切りが無い学校も

ありました。ところが、明石にはそういう学校をあまり見たことがありません。 

教室が足りなければプレハブ教室で対応していくというご発言を聞いた時に、何かもっと

子どもたちの教育環境を考えるなら、もっと施策として新しい方向は無いのかということを

感じるんですが。 

 

●事務局 

実際に人丸小学校と錦城中学校で校舎の建て替えをしましたが、昨今のエコスクールの観

点も含めて、共用スペースは昔に比べて廊下も広くなっています。 

一時、大久保北中学校のように玄関を入ったところに大きな多目的ホールがあったり、ま

た壁のない学校というのを模索した時期もありましたが、現在については補助金等も考えな

がら、廊下の幅や共用スペースを十分に取っていくということを検討していますので、全く

無視しているわけではありません。 

 

◎会長 

環境が人を作るということがよく言われていますが、小学校や中学校の建て方とかも大切

ですし、今のこの児童数が増加していく推計だけを見るとプレハブ教室で対応していけると

いうことではいけないように思います。 

 

○委員 

平成 25 年度に人丸小学校の校舎を建て替えましたが、将来的に子どもの数が増えることは

分かっていたので、この教室数では足りないといくら言っても、国は今の子どもの数でしか

教室数を配置しないのです。補助金が出ないので、独自に市ができることがあればいいです

が、国の法律が根拠ですので、5 年後の子どもの数の学級数を見越して建物は造れないんで

す。 

 

◎会長 

将来推計を根拠に校舎を建てることはできないということですね。 
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ただ、やはり将来推計で人口の見込みは分かっているわけですから、来年度以降には教室

が足りなくなるということが分かっていたら、前向きに教室数を増やす方向なり方針を示す

べきだとは思います。ぜひまた検討してください。 

本日は初めて委員になられた方が 7 名おられますので、感想でもご意見でも構いませんの

で、一言いただきたいと思います。 

 

〇委員 

江井島小学校では 10 数年前には児童数が 1,200 人を超えましたが、そのとき体育館に子ど

もたちが入りきらない状況を経験しました。 

今は少し児童数が落ち着いているので、地域における行事において、空き教室を使用させ

ていただくこともあります。 

また、江井島校区は 1園 1小 1 中ということで、11 年間一緒に過ごして、高校になって初

めて違う地域の子と一緒になった時に不登校になったり中退する子が多かったです。 

 

◎会長 

教室というのは数がある方がいろいろな用途で使えるということをおっしゃったので、そ

こに余裕がある市であってほしいと思います。教室がぎりぎりの学校は何もできませんので、

ぜひ教育の機会均等というか、明石市の子どもたちができるだけ同じ条件で育つことが本当

は理想だと思いますので、そのあたりの工夫は検討課題としてお願いします。 

 

〇委員 

明石市の人口が増えているということですが、地区によって子どもの数が増えるところ減

るところがあるということで、地区によっていろいろな問題があることが分かりました。 

 

◎会長 

 ありがとうございます。 

 

〇委員 

松が丘小校区は、朝霧小学校と松が丘小学校と選べる地域があると聞いておりまして、松

が丘幼稚園では 3 歳児保育や預かり保育もあるので、幼稚園だけ市から特別に許可をもらっ

て松が丘幼稚園に通って、小学校は朝霧小学校に通う人がいるということで、これも聞いた

話ですが、本来松が丘小学校の今年度の 1 年生は 3 クラスになるはずが、朝霧小学校へ変更

した方などがおり、クラス数が減少したようです。学校を選べる地域があるということで、

児童が他校区に取られていき、PTA の立場からすると役員になる方も減っていくということ

なので、保護者が選べるような形ではなく、市から松が丘小校区は松が丘小学校にしっかり

通学するよう案内してくれたらと思います。 

 

 

◎会長 

将来推計でいくと長期的には朝霧小学校も減っていく傾向があります。松が丘小学校も今
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後はぐっと減っていく状況がありますので、審議会としては客観的に大きな視野で見ていき

たいと思います。 

 

○委員 

錦城中学校について、今日のお話で教員定数の問題というのをお聞きして、先生方を見て

いても先生の人数が少ない分、持ち回りの仕事が多いように感じていたのですが、人数が決

まっているから仕方ない面もあるということで、難しい問題ではあるなと感じました。 

ただ、こじんまりしている分まとまりのいい学校だとも思いますが、高校で 1,000 人規模

の学校へ行くと不登校になる子がいますので、その辺も PTA としてフォローしていければと

思いました。 

 

◎会長 

今の意見も大事なことだと思いますので、確認をお願いします。 

 

○委員 

中学校は保有教室数と現在の学級数が、中学校は数学や英語で学級を半分に分けてやる少

人数教育を増やしていく方向や、習熟度別に子どもたちの能力や希望によって、一つのクラ

スを 2 つに分けてとか、そういうふうなことをやるにはやっぱり教室に余裕が絶対いるんで

すよね。そういったことを含めて教室の確保というのは学校によって余裕に差があるという

のが現状かなと思います。 

それから、 低全教科の先生が揃うだけのことは何らかの形でしないといけない。例えば

30 人学級を市が独自でやっているということもあるわけですから、全教科の教員がそろわな

いところには、市の予算として一人加配を置くとか、何らかの形は取るべきじゃないかなと

いうのは希望としてもあります。 

 

◎会長 

いい意見だと思います。 

 

○委員 

昨年、山手小学校の児童数が増加していることと、高丘東小学校の児童数が減少している

ということで、喰ヶ池の校区を山手小から高丘東小へ変更されました。 

学級数、児童数の推移はそういう社会情勢は入れていないということですが、とても心配

な数字を見まして、高丘東小学校はあまり人の出入りの少ない地域ですので、何年後に何人

というのが割と近い数字になりますので、地域の方も危機感をお持ちです。 

喰ヶ池のことが反映されてくるのが何年くらいになるのか教えていただけますか。 

 

●事務局 

喰ヶ池の工事は進んでおりまして、具体的には戸建住宅が 180 戸建設されるということで

す。 

工事が終わって入居者募集の流れを考えますと、 速で平成 31 年度以降の将来推計に喰ヶ
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池地区の戸建に入居される方が入ってくるかなと考えておりますので、そのあたりは引き続

き注視してまいりたいと考えております。 

 

◎会長 

この将来推計には前回山手小学校から通学区域の変更をした部分は含まれていないという

ことですね。 

これから家が建ち、引っ越してこられてどういう推計になるかということですね。 

 

○委員 

なんとか適正な規模で学校が地域の中で存続出来ればと思います。 

 

○委員 

小中学校の校舎は国の補助金に頼っていますので、国の補助金制度をなんとか未来を見越

したものにしてもらいたいです。 

幼稚園では、来年から 3 歳児保育を出来るだけ 27 園すべてでやろうとしていますが、教室

が足りなくなる園がいくつか出てきます。そうすると 3 歳児保育が出来ない幼稚園区の保護

者はきっと不満を持つだろうなと思いますので、そのための教室が足りないのが幼稚園現場

の悩みだと感じています。 

 

◎会長 

市長の施策ですので、しっかりと定めていただいて幼稚園の教室不足にも対応していただ

ければありがたいと思います。 

 

○委員 

平成 28 年度の大久保小学校の過大規模対策ということで、何回も会議を重ねて出来るだけ

早くということで、一生懸命審議した結果、校区変更がなされたわけですが、それでもやは

り今日聞いていて、結果が出てくるまでに 10 年近くかかるんだということを伺って、それだ

けかかるということを考えて対策を早めにしないといけないんだなということを痛感しまし

た。 

それと、今までは過大規模校にばかり目がいっていたんですが、小規模校についても、児

童生徒の皆さんが平等に教育を受けられるようその対策をやはり早めに行った方がいいんだ

なということを、今日改めて強く思いました。 

 

◎会長 

困ってからでは遅いんだということだと思いますので、ぜひそういう審議会にしていただ

きたいと思います。 

 

 

○委員 

大久保小学校の過大規模対策で審議会に出席していましたが、それと合わせまして、当時
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は大久保南小学校の児童が減っていくから大久保小学校区の一部を大久保南小学校区に持っ

ていくという説明でした。それはかなり地域の犠牲を払って行った経緯があるんですが、大

久保駅南小学校区の JT 跡地を民間に分譲してマンション群が建つとなりますと、また区域を

元へ戻すわけにも当然いきませんし、かなりの不安要素を抱えていると思います。そのあた

りが今後本格的に出てくると予想されますので、この審議会の役割も出てくると思います。 

 

◎会長 

おっしゃっられるとおりです。 

大久保小学校の教訓は審議会も忘れてはおりません。あの時は大久保小学校において、今

の子どもたち、今から 3 年後 4 年後の子どもたちに対応しないといけないということで対応

しましたので、次にまた通学区域の変更先である大久保南小学校に同じようにマンション群

が建ったらどうなるかというのは今後の課題なんですね。 

この審議会は課題に対し、早め早めの対策を検討し、明石の子どもたちが本当に良質でい

い環境で教育を受けられるようなそんな審議会でありたいと考えています。 

これで本日の議事は終了します。事務局へお返しします。 

 

●事務局 

今日は本当にどうもありがとうございました。 

去年のこの日も明石の人口はまだまだ増えるということを 後にお話しさせていただきま

したが、8月 1日現在の人口は 297,712 人。4月は 296,633 人でしたので、4月から 8月 1日

までで、1,000 人以上増えているという状況です。 

3 年前と比べますと、市内全部で 5,154 人増えています。ただ、地域別に見ますと児童生

徒と同じように差がありまして、本庁地区、大久保、魚住、二見と分けますと、本庁地区は

3 年間で 3,156 人増えています。大久保地区は 1,884 人増えています。逆に、魚住は 19 人減、

二見は 133 人増ということで、魚住より東で増えています。とりわけ、大久保につきまして

は、非常に宅地開発も活発で人気の土地になっているという状況もありまして増えていると

いうことです。 

あと 1、2年はこの状況が続くかなという感じは持っていますので、特に今話題に上った過

大規模校については、また皆さんにお知恵をお借りしてご協力いただく場面が近々出てくる

かもしれません。 

これだけ家が増えてきますと、校舎を建てたくても学校の周りに家が張り付いているとい

う状況もございまして、悩ましい部分も多いんですが、出来るだけ教育環境を保っていきた

いと考えておりますので、今後ともご協力のほどよろしくお願いしたいと思います。 

ありがとうございました。 

以上 


