
第７回 あかし教育懇話会  議事録 

 

日時  ：平成 24 年 12 月 19 日（水） 15：00～17：00 

場所  ：明石市役所南会議室棟１階 103BC 会議室 

出席委員：１１名 

配付資料：「よりよい明石の教育に向けて」【あかし教育懇話会 第７回会議資料】 

     「平成 24 年度 学校の管理・施設維持補修に要する予算」 

     「委員名簿」      

◎：座長 ○：委員 ●：事務局  

 

１．開会 

●事務局 

定刻になりましたので、あかし教育懇話会第７回目の会議を開催いたします。 

議事に入る前に１点ご報告があります。11 月 26 日付で市の人事異動があり、それに

伴い、本懇話会の委員も変更になっています。 

それでは、座長よろしくお願いいたします。 

 

２．議事 

◎座長 

皆様、大変お忙しいところ、お集まりいただきありがとうございます。 

今まで副座長を務めていた山本委員が異動となり、副座長が不在となっています。前

回と同様、座長から指名してもよろしいでしょうか。 

 （各委員「異議なし」） 

 

それでは、西川委員に副座長をお願いしたいと思います。 

 

[①前回会議より] 

◎座長 

事務局から説明をお願いします。 

 

●事務局 

「よりよい明石の教育に向けて」【あかし教育懇話会 第７回会議資料】をご覧くだ

さい。前回第６回の会議では、前半は懇話会の趣旨を委員の皆様と確認しました。その

後、学級規模と教員の適正配置について、学校選択制について話し合いを行ないました。 

学級規模については、小学校５～６年生が 40 人学級であることに対して、35 人学級

は学習効果があることから、市独自でも 35 人学級を検討すべきであるという意見が出

されました。それ以外に、専科の教員が複数校を兼任することはできないのかという意

見も出されました。前回は主に、少人数学級の編成と、学校規模によって教員の数が変

わってくるということが話の中心でした。専科の教員が複数校を兼任する件については、

本日資料を用意していますので、後ほど説明いたします。 
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学校選択制は、先行事例の中には既に廃止しているところ、廃止を検討しているとこ

ろなど様々な事例がありました。それらを見ながら議論をした結果、時間をかけて慎重

に議論すべきということがおおむねの意見でした。 

具体的な意見でもっとも大きかったのは、あかし教育プランでも謳っている｢地域で

子どもを育てるという視点が大切｣など、中学校までは地域で育てることが大切だとい

うことでした。学校選択制を採用するために部活動を起こすのでは本末転倒であり、特

色ある部活動や学習授業があるからこそ学校選択制が必要であるという意見もありま

した。一方、学校規模が小さくなるに伴い、多彩な部活動の運営が困難になる学校があ

ることを考慮すると、隣接地域やブロックなどで、ある程度地域を絞って学校選択制を

採用することも必要という意見もありました。特に小学生については、通学の安全性を

考えると、もっとも近い学校に通えることが重要という意見もありました。 

今回の会議では引き続き、学校規模の適正化に向けた通学区域の変更などについて議

論することとなりました。前回の会議の内容については以上です。 

 

◎座長 

前回の議事録の内容も確認していただき、もれ等が無いか確認いただければと思いま

す。 

学校選択制については、「地域の子どもは地域の中で」という観点から、慎重に議論

すべきだという意見が大方でした。部活動については、学校規模が小さくなる状況の中

ではもっと弾力的な考え方も必要だというご意見がありました。部活動については専門

の検討委員会があるため、そこでの進捗状況をこの懇話会でもお知らせしたいと思いま

す。 

 

[②教育環境の整備について] 

◎座長 

本日は、前回あまり触れられなかった通学区域の変更や、調整区域の設置、学校の統

廃合などについて、ご意見をいただきたいと思います。前回要望のあった資料を用意し

ていますので、まずは資料の説明からお願いします。 

 

●事務局 

「平成 24 年度 学校の管理・施設維持補修に要する予算」をご覧ください。前回の

会議で、教育環境の整備として、学校の予算に関する資料のご要望がありました。各学

校の予算は出しにくいのですが、小学校、中学校の総額として資料をまとめています。 

①と②は教育委員会として小学校と中学校に使っている維持管理費であり、工事費は

含まれていません。もっとも大きいのは光熱水費で、電気代、水道代、都市ガス代です。

小学校では３億 6,700 万円強で、全体の６割以上を占めています。物品購入費は備品や

消耗品の購入費で、１億 2,300 万円強、全体の２割を占めています。修繕料は、小学校

では 6,200 万円強で、全体の１割強を占めています。燃料費は、小学校は給食室がある

ため、プロパンガスや灯油などの使用により約 2,100 万円となっています。コピー代と

郵便代等は 930 万円強です。小学校全体では、１年に５億 8,400 万円強を予算化してい
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ます。 

中学校は、学校数が小学校の 28 校に対して 13 校と少ないこともあり、全体で２億

8,000万円強です。中学校では教科が増えることから物品購入費の割合が約３分の１と、

小学校より高めです。一方、中学校は給食が無い分、小学校より燃料費が少ないです。 

③は、この総額の中から学校配当予算として、各学校に配分する予算をまとめたもの

です。小学校 28 校、中学校 13 校で単純に割った１校平均の予算額を示しています。光

熱水費は、教育委員会の事務局で一括して支払っているため、各学校には配分していま

せん。大きな修繕については教育委員会の事務局で発注等を行っており、目安として１

件で 15 万円以下の修繕は、学校配当の中で行なってもらっています。 

小学校の１校平均は、物品購入費が 400 万円弱、修繕料が 70 万円弱、燃料費が 70 万

円強、コピー代等が約 21 万円で、全体で 550 万円弱です。中学校の１校平均は、物品

購入費が約 470 万円、修繕料が約 90 万円と小学校より若干多く、燃料費は少なくコピ

ー代等は多いです。全体で 619 万 9,000 円強で、小学校より若干多くなっています。 

続いて、クラブ入部状況についてご説明します。小規模な学校では部活動ができず、

民間の指導者にも来てもらっている状況もあります。 

クラブ数の多い衣川中学校、望海中学校では、スポーツ系で 10 のクラブがあります

が、もっとも小さい錦城中学校では４となっています。男女の内訳をみると、錦城中学

校は、男子は野球、バレーボール、ソフトテニス、剣道の４つ、女子はバレーボール、

ソフトテニス、剣道の３つです。朝霧中学校も同じような状況です。大蔵中学校は合計

は 10 ですが、男女共通のものは７つ、男子にはソフトテニスは無いが野球があり、女

子はサッカーが無いという状況です。文化系では、大久保中学校は７つありますが、高

丘中学校は吹奏楽の１つだけとなっています。 

入部者数は、おおむねスポーツ系が６割から７割、文化系が１割強から３割と、学校

によって若干バラツキがあります。全体の入部率はおおむね８割強から９割強で、ほと

んどの生徒が何らかのクラブに入っています。指導者として、教員が複数で顧問となっ

ていますが、民間からも指導者に来てもらっています。スポーツ系のクラブでは、13

校中 11 校が民間から来てもらっており、多いところでは６人あります。文科系のクラ

ブでは、13 校中４校が民間から来てもらっています。 

スポーツクラブ部員数では、男子のバレーボールは、朝霧中学校１人、大久保北中学

校４人、魚住中学校２人と、クラブの成立が懸念される学校もあります。一方、生徒数

の多い大久保中学校は、野球やサッカーのように 90 人以上のクラブもあります。 

文化クラブ部員数では、吹奏楽は全中学校にありますが、それ以外は学校によって異

なります。文化系においても部員数のバラツキがある状況です。大久保中学校では、文

芸が４人、ペンフレンドが１人と１桁の人数ですが、吹奏楽は男子９人、女子 113 人で

合計 122 人の大所帯です。 

スポーツクラブ指導者数につきましては、各学校では、長く担当している指導者が多

いと聞いていますが、民間からも様々なクラブに指導に来てもらっています。民間から

の指導者数がもっとも多いのは、朝霧中学校の６人で、サッカー１人、バスケットボー

ル２人、卓球３人です。高丘中学校と魚住中学校には民間の指導者はいません。 

文化クラブ指導者数で見ますと、文化クラブにおいても、数は少ないものの、民間か
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ら指導者に来てもらっています。全中学校にある吹奏楽部では、野々池中学校と江井島

中学校でそれぞれ１人、大蔵中学校のカルチャーで１人、大久保の家庭科で１人、江井

島中学校の茶華道で１人となっています。 

次に、教員の複数校兼任の事例をご紹介します。前回の会議で、図工や音楽などの専

科は教員１人あたりの時間数が少ないため、複数校を兼任することによって、他の教科

の教員の配置ができないかというご意見がありました。他県の教育委員会で、小中一貫

教育の中で加配を利用した制度を採用している事例として、同県内の市の事例を用意し

ました。前回の会議で出された、小学校間、中学校間という同じ校種間での兼任の事例

ではありませんがご紹介します。 

この市では 2003 年から加配教員による兼任を実施していました。ひとつの中学校の

加配の国語の教員が、連携先の３つの小学校で６年生の国語の授業を行ない、４校を兼

任しました。この教員は当初の３年間で異動され、その後は、英語の教員が２代に渡っ

て兼務しました。しかし、現在は異動により行き来が生じて人事管理等の事務が煩雑に

なっていることなどから、実施されていないようです。説明は以上です。 

 

◎座長 

ご意見等をお願いします。 

 

○委員 

 学校配当による修繕料は１件 15 万円以下ということでしたが、物品購入費について

はいかがですか。 

 

●事務局 

制限はありません。講堂で使う椅子など大量に必要なものは、教育委員会の事務局で

予算化していますが、基本的には学校配当によって購入してもらっています。修繕料は

15 万円以下のものは学校で発注してもらい、それ以上の価格のものは教育委員会の事

務局で予算化しています。 

 

○委員 

 以前、子どもの学校で、吹奏楽部の練習が夏場に窓を開けるとうるさいということで、

顧問の先生が自腹でエアコンを購入したと聞き、各学校の教員の裁量でどのくらいのも

のが購入できるのかが疑問でした。先日テレビで、子どもの学力が高いフィンランドの

ことを取り上げていましたが、国が教育に多くのお金を使っており、校長先生の裁量で

高価なものも購入できるそうです。電子黒板も当たり前ということで、これがあれば、

日本のようにプロジェクターに映したり、黒板に書いたり、ＣＤを鳴らすなどをしなく

てもよいと思いました。日本とはずいぶん事情が異なると感じました。 

 

●事務局 

 明石市でも電子黒板は全校配置しています。電子黒板の他に、電子教科書もあり、こ

のようなＩＣ機器をどのように授業の中で活用するかというソフト面が次の課題にな
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っています。 

 

○委員 

 子どもの学校で電子黒板を見たことがないのですが、各校に１台はあるのですか。 

 

●事務局 

 １台は配置しています。 

 

○委員 

 備品の購入も限られた予算の中では、教科同士の取り合いであり、校長の裁量は難し

いです。電子黒板も学校に１台では、どのように活用するかが難しく、学年全体が集ま

るような場合に活用するくらいです。 

 修繕費についても、傷んでいる部分を学校予算の中でと言われても、追いついていな

いのが現状です。教育委員会に要望書を上げていますが、なかなか修繕してもらえませ

ん。大規模校としては、学校規模によって予算をつけていただけるとありがたいです。 

 

◎座長 

 資料に記載している金額は、これで十分というものではなく、各学校がこの予算の中

で何とかやりくりしているというのが現状だと思います。 

 電子機器は積極的に使用しようという動きがある一方で、絶対数は不足しています。

子どもの理解を深め、新たな発見をしたり、様々なものを製作していくうえでも電子機

器は求められている部分が大きいと思います。 

 

●事務局 

 補足ですが、教員が使用するパソコンはリースですが、この予算の中には入っていま

せん。別途リース料を支払っています。 

 

◎座長 

 施設維持等に関する予算については、もっと積極的に整備すべきだとのご意見が多い

と受けとめました。事務局としても、今後の取組を強化すべき項目になると思います。 

 

○委員 

 学校配当予算は、どこの自治体でも同じくらいなのですか。例えば神戸市と比べてど

うなのですか。 

 

●事務局 

 予算は、学校数により全体の規模は当然異なります。他の自治体の１校あたりの配当

予算額については現時点では情報をもっていないため、調べます。 

 以前はほとんど事務局が予算を執行しておりましたが、現在は約４分の３を学校に配

当しています。金額はまだ十分ではないと思いますが、使いやすくなってきていると思
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います。秋の運動会で使う綱引きの綱は、何年かに１回は切れるのですが、非常に高価

格のため、学校間で使い回しているようなこともあり、決して十分ではないことは承知

しています。 

 

◎座長 

 １校あたりの配当予算額を他市の状況と比較できるものがあれば、今後提示していき

たいと思います。 

 

○委員 

 光熱水費はもっと節約できるのではないでしょうか。まだ明るいときに体育館の照明

を多くつけているケースがあります。社会全体で節電が必要な時期のため、皆が少しず

つ気をつければよいと思います。 

 

●事務局 

 光熱水費は、ここ５～７年は下がり続けています。学校の運営時間は日中ですが、地

域の方が学校を使うこともあります。学校使用分と学校以外の使用分を分けることはで

きないため、この予算額は学校使用分だけではないことをご了承ください。 

 

○委員 

 学校も、学校外も、使用する全員が節約に努めれば、金額を下げることはできると思

います。 

 

◎座長 

 それぞれが節約する意識をもつことが重要です。 

 

○委員 

 中学校のコピー代が、１校あたり年間約 37 万円、月約３万円ですが、試験問題など

で紙を大量に使うということですか。 

 

○委員 

 大量印刷用の印刷機が各学校に２～３台あり、その使用分があると思います。 

 

○委員 

 これは紙代ではないのですか。 

 

●事務局 

 はい。紙代は物品購入費に含まれています。 

 

◎座長 

 他になければ、部活動についてご意見をいただきたいと思います。 
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○委員 

 部活動にはお金がかかると思いますが、補助などはどのようになっていますか。十分

ではないのではと思いますが。 

 

●事務局 

 部活動の日々の運営費については、市から補助は出ていません。各学校でクラブ振興

会や父兄会から費用を徴収したり、部活動に入部している子どもの保護者が費用を負担

することでまかなっています。部活動によっては費用がかかるものがあります。吹奏楽

部の楽器は何十万円もするものもあり個人では購入できないため、先輩から後輩に引き

継いで使っています。ユニフォームなども先輩から譲り受けることもあります。私学と

比べて楽器が古いという声も聞いています。 

 

◎座長 

 近畿大会や全国大会などに対する若干の補助はありますが、通常の部活動では、保護

者負担が大部分になっています。全国大会となると、宿泊費や交通費で相当な出費にな

ると思います。 

 

○委員 

 全国大会などはお金がかかります。 

 

○委員 

 今回、大久保中学校が出場した全国の駅伝大会ではどうだったのですか。 

 

○委員 

 特別会計にプール金がありますが、陸上部だけで使うことはできないため、地域で工

面していただいたものの、非常に厳しかったです。 

 応援バス２台を学校でチャーターしました。引率者２名が選手に同行し、前日の開会

式から参加し、引率者１名は応援隊の引率として朝４時に出発し夜 10 時に帰ってきま

した。それで日当は 300 円でした。これだけの労力に対してはもっと考えていただきた

いと思います。子どもたちが頑張っている姿には非常に感動するのですが、現実をみる

と厳しい面があります。 

 

◎座長 

 大きな大会に出る際には、保護者など様々な方にお願いして回らなければならないの

が現状です。会場が近ければ大人数で応援に行けますが、遠いと人数も限られるなど、

様々な悩みがあります。 

 高校の状況はいかがですか。 

 

○委員 
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 高校は近畿大会、全国選抜とさらに規模が大きくなります。ＰＴＡ会費の中で部活動

の後援会としていただいており、その費用でやりくりしています。結果として保護者に

負担いただいている部分が大きくなっています。生徒の旅費も金額的に大きいのですが、

補助金を全額使うわけにもいかず半額程度を補助しており、自己負担の額が大きいです。 

 現在はかなり改善されましたが、私が現役の頃は、朝から晩まで部活動の指導をして

日当はやはり 333 円でした。 

 

○委員 

 以前は市ももっと部活動に力を入れており、かなり補助もありました。私立では試合

の前は早くから現地に入って練習しているケースもあり、同じ土俵で試合をする市立の

子どもはかわいそうだと感じます。 

 

○委員 

 公立高校で成績がよいところは、ＯＢやＰＴＡが独自に後援会を作って資金を集めて

います。 

 

◎座長 

 部活動の資金面の現状が厳しいというご意見であり、今後は現場支援が課題になって

くると思います。 

 教員の兼務については、兵庫県内では事例がほとんどなく全国的にも少ないです。小

中学校では、どこかに籍を置き、新任が入ったときに指導教員としていくというケース

などです。市内ではスポット的に中学校の英語の先生が小学校の外国語活動の指導にい

く例があるくらいです。 

プラスアルファの教員の配置がなければ教員の負担が増えるのみで、それほど頻繁に

できるものではありません。今後教員の兼務を進めていくには、人的支援や仕組み作り

が必要だと思われます。この辺りについてご意見はいかがですか。 

  

○委員 

 少しずつでも中学校の先生が小学校に行けば、小中学校の連携がとれるようになるの

と思います。 

 

◎座長 

 われわれの子ども時代は、小学校から中学校に上がることは、段差はあるものの嬉し

さもあり、乗り越えることで成長したものでした。今はそれが難しく、幼稚園から小学

校、小中や中高の接続や連携が、特に課題となっています。 

行事や生徒指導などでは連携がなされていますが、日頃の授業や学習面でのつながり

は難しい状況です。まずは先進事例を把握して、仕組み作りなどの研究から始める必要

があると思います。 

 小中学校では、それぞれに不登校など生徒指導上の問題を抱えて頑張っていますが、

連携によって効果が期待できるものもあると思いますので、連携は課題の一つだと思い
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ます。 

 

○委員 

 私の住んでいる地域は過疎地ではありませんが、小規模校であることで、図工の先生

がいないという状況になっています。図工や音楽の先生は、常勤でなくても、授業のあ

る時間だけ来てもらうことは、それほど難しいことなのでしょうか。 

 

●事務局 

 現在も正規の教員だけでは足りず、非常勤の教員で対応しています。１人の図工の教

員が３～４校を兼務することは不可能ではありません。どのような方法がもっともよい

かを現場と話しながら考えていきたいと思います。私見ですが将来的には、専科に限ら

ず、英語の指導免許をもっている人を業者に委託して、派遣してもらうような時代がく

るのではと思っています。 

 

◎座長 

 教員の配置は学校の規模によって基準があります。小学校の専科として、音楽はどこ

でもありますが、小規模校では図工や家庭科がなくなるというケースもあります。大規

模校でも、家庭科は学年の中で担任がやりくりを行い、音楽に力を入れるために、図工

をやめて音楽の教員を２名配置しているところもあります。 

 小学校で、特定の授業時間だけ担当する時間講師という仕組みは現時点ではありませ

ん。一方で、 近は小学校でも短時間勤務の教員もいます。 

 

○委員 

 教員の定年は何歳ですか。 

 

◎座長 

 60 歳です。 

 

○委員 

 定年の延長はどうなのですか。 

 

●事務局 

 定年退職後に再度雇用する、再任制度はあります。 

 

○委員 

 近は、学校以外で英会話を習っている子どもが多く、小学校の先生の英語の授業を

バカにする子どもがあると聞きます。英語の授業は、英語の専門の先生のほうがよいと

思います。 

 

○委員 
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 私も同感です。英語は、音楽や図工と同様に専門性が必要なため、小学校の先生が英

語の授業を行なうことはかなり負担だと思います。 

 

◎座長 

 英語の授業の研修を行ったり、発音を考慮してネイティブの先生を派遣するケースも

あります。小学校は、中学校の英語教育とは異なり外国語活動として行なっているため、

中学校とうまく連携できなければ、中学校でやりにくくなる面もあると思います。  

高丘地域では、高丘中学校と高丘東小学校、高丘西小学校が交流を図りながら、外国

語活動と英語教育をつなげる取組を行っています。 

英語に限らずどの教科でも、せっかくの取組がむしろ悪影響にならないよう、うまく

つながりを進める必要があると思います。 

 

○委員 

 夢を語るという側面から意見を述べさせていただきます。 

 小学校との交流に意欲をもつ教員がいれば、高丘地域のような取組はできますが、教

員の負担が増えることも事実です。すべての学校で同じように取組を行なうことは厳し

いです。「明石市は、国際都市明石として、全国にも誇れるほど英語教育を進めている」

と言えるくらいの気持ちで、人的にも予算的にも市の制度として取り組んではどうかと

思います。 

 より専門的な指導が必要な教科は時間講師になるかもしれませんが、一般市民の目線

からは、教員の兼任という教育制度についてもニーズがあると考えています。将来的に

夢がかなえられるよう、よろしくお願いしたいと思います。 

 

◎座長 

 様々な面で子どもの関心を呼び起こすような仕組みとして、子どもと専門性の高い人

材との関わりが必要だと思います。人材としては、教員のほかに地域の人も考えられま

す。例えば外国語活動では、国際理解のために地域の海外経験豊富な人材による支援も

考えられます。このような取組は学校だけでは難しいため、行政的な仕組み作りが必要

だと思います。 

 

○委員 

 再任用についてですが、来年度どのくらいの教員に残っていただけるのかと思ってい

ます。 

 臨時の若い教員は、部活動の指導にも熱心で保護者としては大変ありがたいと思って

います。その先生をみて、将来中学校の教員になりたいという子どももあるほど、影響

力をもっていますが、採用試験になかなか通らないと聞きます。 

 本人の実力不足であれば仕方ないのですが、自治体の財政難や、新たな再任用の制度

のために、採用を抑えているようなことはあるのでしょうか。 

 

◎座長 
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 採用人数は年々増え、今年は近年で過去 高人数になっています。それだけ退職者も

増えているということです。 

 

●事務局 

 小学校教員の県の採用枠が 600 弱、神戸市が約 180 で、約４倍の競争率となっていま

す。中学校は教科によって、３～４倍から 10 倍までかなり幅広くなっています。 

 現在の制度では、臨時教員として明石市で実際に指導経験をもっていても、採用試験

で優遇措置はありません。 

 

○委員 

 子どものためにも、やる気や能力のある教員には、できるだけ早く安定した職場を提

供していただきたいと思います。 

 

◎座長 

 採用試験の１次は本人の成績次第です。 

市としては、校長先生から、非常に頑張っていると評価している臨時教員について情報

提供があれば、採用試験に不合格であっても引き続き明石市で勤務をお願いしています。

県でも、採用試験の１次に合格すれば、２次試験で子どもや保護者の評価や校長の推薦

などの情報提供をしたり、合格した場合には、明石市での勤務を要望しています。 

 各学校で頑張っている臨時教員については、しっかりと目配りをして情報収集したい

と思います。 

  

○委員 

 採用試験の 1次試験は筆記試験のみのため、多大な準備が必要ですが、土日に部活動

の指導も行っていれば、準備ができない状況だと思います。臨時教員を務めながら採用

試験の準備を行なうのは難しいケースもあると思われます。 

  

○委員 

 教員を目指している子どもにとっても、臨時教員がそのような状態では夢が壊れるた

め、教員にも頑張っていただき、ぜひよい方向に向かうことを期待しています。 

 

［③学校規模適正化について］ 

◎座長 

 前回は、学校規模適正化の中でも学校選択制についてご意見をいただきました。 

学校選択制には、様々な課題があり、全国的な先行事例においても、地域との希薄化

や学校の偏りが生じるなどの問題から廃止するケースも増えてきていることから、学校

選択制は慎重に考えるべきであるということが大方のご意見でした。また明石市が、地

域とのつながりを大切にする教育プランを構築していることを考えると、問題も多いの

ではというご意見もありました。 

 一方、子どもが「このような学校で学びたい」という特色ある取組も必要であり、特
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に、部活動については、もっと弾力的に考えてもよいというご意見もありました。学校

選択制については、様々なご意見を伺うことができました。 

 本日は、より難しいテーマとなりますが、通学区域の変更、調整区域の設置、学校の

統廃合などについてご意見をいただきたいと思います。近い将来、かなりの学校が小規

模化の方向に向かいますが、現時点だからこそ言える自由なご意見をぜひお伺いしたい

と思います。 

 

○委員 

 10 年先を考えると、学校の統廃合は計画的に行なう必要があります。早めにスケジ

ュールを組んで取り組んでいただきたいと思います。 

 

◎座長 

 子どもの人間関係の形成を考えると、極端な小規模化は懸念されます。大規模校は、

今後適正化に向かうことになりますが、通学区域の変更や調整区域の設置などが必要に

なるかもしれません。 

 

○委員 

 地域の子どもは地域で守り育てることを大原則としながらも、統廃合も視野に入れて

おく必要があると思います。 

「よりよい明石の教育に向けて」【あかし教育懇話会 第７回会議資料】の６頁で、

「隣接区域選択制」の「従来の通学区域は残したままで」の後に、「ゆるやかなブロッ

クを組み、ブロック内の希望する学校に就学を認める」として、隣接だけでなく、ブロ

ックとして選択できるようにしてはどうかと思います。隣接だけの二者選択では学校の

好き嫌いなどの問題があると思います。 

 従来の通学区域を残すことで、地域とのつながりは保ちつつ、厳密なブロックではな

く、ゆるやかなブロックとして広げるのがよいと思います。明石小学校や江井島小学校、

錦城中学校など単一の学校では問題が発生しやすいと思います。 

 

◎座長 

 全国的に、それぞれの地域に合わせて適正化に向けた施策を展開していますが、委員

から一つのご提案がありました。他の委員の方はいかがですか。 

 

○委員 

 小学校は統廃合しなければ補えない状況だと思います。 

 同時に、少子化対策として、結婚数を増やすことも必要だと思います。 

 

○委員 

 通学区域審議会とはどのようなものですか。 

 

●事務局 
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 教育委員会からの諮問に応じて審議を行なうものです。例えば、新設校の設置や、大

きな開発により校区を見直す必要が生じた場合などに、諮問と答申を行ないます。実は、

大久保地域で大規模な開発があるのですが、そこが丁度中学校区の境目になるため、今

年 12 月 25 日に諮問を行なう予定です。 

 したがって、現在は必要な時に諮問を行なっており、常時開設しているものではあり

ません。しかし、将来的に、全市的に学校の統廃合や通学区域の見直しを行なうとなれ

ば、審議会で検討いただいたうえで決定することになると思います。 

 

○委員 

 委員は、地域住民や学校関係の方ですか。 

 

●事務局 

 はい。地域の学校関係者やＰＴＡ、自治会関係者などです。 

 

◎座長 

 １学年１クラスの学校や、複数学年の小学校が出てくることが予測される場合は、早

期に対応を考える必要があると思います。５、６年生で１クラスになる場合は、すぐに

中学校にあがるため、そこまでの対応は必要ないかもしれませんが、新１年生や２年生

で単学年になり将来的にも続くことが予測される場合には、同じ人間関係がずっと続く

ことによる保護者の心配も出てくるため、早期に対応が必要だと思います。 

 人数が少なければ、１人の子どもに細かく目が行き届くという利点はありますが、人

間関係面などからも配慮が必要だと思います。通常では、約半分が単学級になると対応

が必要になると思います。 

  

○委員 

 幼稚園の状況を見れば、小学校１～２年の状況も予測がつくため、早期対応が必要だ

と思います。 

また、学校の小規模化に合わせて、耐震工事や新築工事なども、予算の無駄使いとな

らないよう、早めに計画を立てる必要があります。 

 

◎座長 

 子どもの育ちの面からは、学校にはある程度の規模は必要だと思います。  

学校数が少なくなれば、１校あたりの予算は増えますが、投資するメリットや将来の

見通しなどの展望をもって予算を投じることが必要だと思います。 

 

○委員 

 奈良県では約 10 校の高校が統廃合を実施しており、かなり思い切った統廃合を行な

っています。統廃合は、個別の学校名を上げて議論すると利害関係がでてくるため、実

施しにくくなります。長期的なビジョンのもとで、客観的な視点で地区ごとの学校数を

見直すやり方でなければ、先に進まなくなると思います。 

 13



２～３校が１校になる際に、「つぶされた」というイメージがあるとうまくいきませ

ん。複数校が新しい１校に生まれ変わって、子どもたちが「夢がある」、「行きたい」と

思うような学校を作り上げることが必要です。極端に言えば、２校とも校舎を壊して別

に新しい校舎を作り変えるくらいの計画も必要だと思います。 

 

◎座長 

 県下では、統廃合を進めている市もあります。統廃合については、さらに情報収集し

ながら、将来推計も踏まえながら、今のご意見も含めて考え方を整理しなければならな

いと考えています。 

 

○委員 

 統廃合で廃校になった場合、別の学校に行かなければならないという気持ちになるよ

うではうまくいかないため、新しい１校が生まれるという希望が生まれるように整備し

ていくことが重要だと思います。 

 小学校と中学校を別に考えるのではなく、小中一貫で地域で子どもを育てるという観

点で考えることが重要です。地域の子どもは地域で育てるというベースは崩してはなら

ないと思います。校区が広がれば広がるほど、その概念は希薄になります。今回、本校

の駅伝の選手には、大久保小学校出身の子どもが４名、大久保南小学校出身の子どもが

１名いたからこそ、地域をあげて応援していただくことができたと思っています。 

 

◎座長 

通学区域についても、様々な方の知恵をお借りしながら、教育委員会の中で十分議論

すべきものだと思います。忌憚のないご意見をありがとうございました。 

錦城中学校の改築についてですが、錦城中学校は当分の間は学校規模にそれほど大き

な変化はありませんが、約 20 年後にはほとんどの学年が単学級になる見通しのため、

維持が難しくなる中で校舎の建て替えが必要という状況になります。この件に関して、

委員からご意見があるそうなので、伺いたいと思います。 

 

○委員 

錦城中学校は明石小学校とくっついているため、錦城中学校の問題は、明石小学校の

問題でもあります。２つの学校を廃校にして新しい１つの学校を作るという考え方も分

かるのですが、明石小学校は明治 20 年創立で 125 年の歴史をもつことから、新設とい

う考えになりにくい面があります。 

たまたま附属中学校がなくなったという背景もあることから、１つのアイデアとして、

両校を小中一貫校のモデルケースとして考えてはどうかと思っています。姫路市の小中

一貫のモデル校である市立白鷺小学校と市立白鷺中学校が、何年間でどのような計画を

立て、現在どのような状況にあるかについて、資料をお願いしたいと思っています。明

石小学校は耐震工事を終えたばかりのため、すぐにというわけにはいきませんが、場合

によっては、何年か先に明石小学校を錦城中学校の近くに移転することも考えられると

思います。小中一貫校として校区も広げる形で考えることをご提案します。 
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 もう１点、中崎小学校についてですが、中崎小学校は人丸小学校が大きくなりすぎた

ことから今の場所に作られています。もちろん、現在中崎小学校に通っている方の考え

もありますが、昭和 55 年の創立から 30 年以上経っていることから、歴史的な状況にお

ける役割は果たし終えたと思っています。その線引きを元に戻せば、人丸小学校とも関

係してきますが、状況は変わってくると思います。確かではありませんが、現在、中崎

２丁目の子どもは錦城中学校が近いものの、大蔵中学校へ通っていると思います。中崎

小学校の子どもは、昔の人丸小学校区か明石小学校区から通っていると思います。地域

の方の理解を得たうえで、役割を終えた中崎小学校の校区を元に戻すことも、１つのア

イデアとしてご提案します。 

 小中一貫校については、教員免許や９年間のカリキュラム、地域住民の理解など課題

が多いため、すぐに実現できるものではないと承知しています。７年後に明石市は市制

100 年、明石城は築城 400 年を迎えるため、節目となる記念として、小中一貫校につい

て検討してはどうかと思います。さらに、錦城中学校と明石小学校だけでなく、明石市

全体で、子どもにとって何がもっともよいかという視点をもつことが重要だと思います。 

 

◎座長 

 姫路市の小中一貫校は、約 10 年前から計画され数年前に実現したため、７～８年か

かっていると思います。学校で９年間のカリキュラムを作るのは難しいため、行政が引

き受けて教育研究所でベースを作り、各学校でアレンジしています。先行事例は多いた

め、特に姫路市については、経緯も含めて資料を用意できると思いますので、意見交換

の材料にしたいと思います。 

 

○委員 

 錦城中学校のすぐ近くは神戸市西区であり、立地が悩ましいです。神戸市からも来や

すいのではないでしょうか。 

 

◎座長 

錦城中学校は改築することが決まっていることもあり、委員から先ほどのご意見が出

されましたが、大きな方向性が決まるまでについても、今の子どもたちの安全性を考え

る必要があります。しかし、大きな費用を投入しても 10～20 年後に統廃合の第１号に

なることは問題です。改築を進めながら、長期的な計画をどのように組むかを設計段階

から折り込むことが必要だと思います。 

 

○委員 

錦城中学校はそれほど大きくありませんが、小中一貫校とした場合に９学年のキャパ

シティは確保できるのですか。 

 

◎座長 

 現在は、３階建てと２階建てのため、階を増やすことになると思います。段差もあり、

地盤が軟弱のため、整備費用はかなりかかると聞いています。統廃合の見通しも含めて
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十分検討する必要があると思います。 

 

○委員 

 他県で高等学校が統廃合したときには、新しい学区を作る際にかなり特色を出したと

ころがあります。付加価値をつけて統廃合を行なうという面では、錦城中学校を小中一

貫校にすることや、通学区域を見直して子どもを増やすこと、明石市全体から募集でき

るような特色ある中学校のモデル校を作ることも、それぞれアイデアであり、様々な選

択肢があると思います。 

 

◎座長 

 様々な角度からアイデアを出していただき、ありがたいです。 

 次回の資料として、小中学校のつながりという観点で、白鷺小中学校や他市の事例を

用意したいと思います。特に小中学校間のカリキュラム上のつながりという面で参考し

たいと思います。 

 他にご意見、ご質問はありませんか。 

 

○委員 

 錦城中学校の部活動が少ないということですが、現在、錦城中学校にない部活動につ

いては隣の中学校で参加できるというような配慮はあるのですか。 

 

◎座長 

 現在はそのような対応はありません。学校内の部活動に入るよう進めています。 

 

○委員 

 部活動は、大人が思う以上に子どもにとって大きな問題だと思います。私自身も入り

たい部活動がなく、今でもやりたかったと思っているほどです。部活動にやる気をもて

るからこそ、勉強にも打ち込めるという面があると思います。学校選択制を考えるより、

部活動についてもって検討していただきたいと思います。 

 

◎座長 

 希望の部活動に入れないことは子どもの悩みでもあり、学校側も提供したくてもでき

ないことが悩みになっています。部活動に対する思いは十分分かるため、今の貴重のご

意見をクラブの検討委員会に伝え、検討していただくようお願いします。 

それでは、本日はこれで議事を終了します。 

 

３．閉会 

●事務局 

本日は長時間に渡り活発な議論をいただきありがとうございました。 

 次回第８回の懇話会は、来年１月中旬から下旬を予定しています。正式な開催通知

は、年明けに小中連携に関する資料と共に、改めてご連絡いたします。 
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第６回の会議録をご確認のうえ、12 月 28 日（金）までに修正等がありましたら、ご

連絡いただきたいと思います。その後ホームページに掲載いたします。 

これで、第７回あかし教育懇話会を終了いたします。ありがとうございました。 

以上 


