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様式第様式第様式第様式第 3333 号号号号    

会会会会        議議議議        録録録録    

会会会会    議議議議    名名名名    

（（（（付属機関等名付属機関等名付属機関等名付属機関等名））））    
第第第第１１１１１１１１回川西市立学校校区審議会回川西市立学校校区審議会回川西市立学校校区審議会回川西市立学校校区審議会    

事事事事    務務務務    局局局局    （（（（担当課担当課担当課担当課））））    教育振興部学校教育室学務課教育振興部学校教育室学務課教育振興部学校教育室学務課教育振興部学校教育室学務課    

開開開開    催催催催    日日日日    時時時時    平成平成平成平成２２２２２２２２年年年年１０１０１０１０月月月月２６２６２６２６日日日日（（（（火火火火））））    午後午後午後午後５５５５時時時時３０３０３０３０分分分分～～～～    

開開開開    催催催催    場場場場    所所所所    市役所市役所市役所市役所４４４４階階階階    庁議室庁議室庁議室庁議室    

    

委委委委    員員員員    

    

山内乾史山内乾史山内乾史山内乾史、、、、米川英樹米川英樹米川英樹米川英樹、、、、池田貞夫池田貞夫池田貞夫池田貞夫、、、、小谷和代小谷和代小谷和代小谷和代、、、、関西廣樹関西廣樹関西廣樹関西廣樹、、、、田中利彦田中利彦田中利彦田中利彦、、、、

光本道尚光本道尚光本道尚光本道尚、、、、安田末廣安田末廣安田末廣安田末廣、、、、秋田修一秋田修一秋田修一秋田修一、、、、中井成郷中井成郷中井成郷中井成郷、、、、則兼千世則兼千世則兼千世則兼千世    

    

そそそそ    のののの    他他他他    

    

    

    

    

出出出出    

    

席席席席    

    

者者者者    

    

事事事事    務務務務    局局局局    
牛尾教育振興部長牛尾教育振興部長牛尾教育振興部長牛尾教育振興部長、、、、中塚総務調整室長中塚総務調整室長中塚総務調整室長中塚総務調整室長、、、、仲学校教育室長仲学校教育室長仲学校教育室長仲学校教育室長、、、、    

尾辻学務課長尾辻学務課長尾辻学務課長尾辻学務課長、、、、稲野学務課長稲野学務課長稲野学務課長稲野学務課長補佐補佐補佐補佐、、、、廣田学務課主査廣田学務課主査廣田学務課主査廣田学務課主査、、、、    

尾屋学務課主任尾屋学務課主任尾屋学務課主任尾屋学務課主任    

傍聴傍聴傍聴傍聴のののの可否可否可否可否    可可可可    傍聴者数傍聴者数傍聴者数傍聴者数    ００００人人人人    

    

傍聴不可傍聴不可傍聴不可傍聴不可・・・・一部不可一部不可一部不可一部不可のののの

場合場合場合場合はははは、、、、そのそのそのその理由理由理由理由    

    

    

    

会会会会    議議議議    次次次次    第第第第    議事議事議事議事    

(1)(1)(1)(1) 副会長副会長副会長副会長のののの選任選任選任選任についてについてについてについて    

(2)(2)(2)(2) 校区外就学希望制度校区外就学希望制度校区外就学希望制度校区外就学希望制度についてについてについてについて    

(3)(3)(3)(3) そのそのそのその他他他他    

    

会会会会    議議議議    結結結結    果果果果    

    

審議経過審議経過審議経過審議経過のとおりのとおりのとおりのとおり    
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審審審審    議議議議    経経経経    過過過過    

事務局事務局事務局事務局    

    

    

    

    

    

    

委委委委    員員員員    

    

    

    

    

    

    

事務局事務局事務局事務局    

委委委委    員員員員    

    

    

事務局事務局事務局事務局    

    

会会会会    長長長長    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

それではそれではそれではそれでは時間時間時間時間となりましたのでとなりましたのでとなりましたのでとなりましたので、、、、ただただただただ今今今今からからからから第第第第１１１１１１１１回川西市立学校校区審議会回川西市立学校校区審議会回川西市立学校校区審議会回川西市立学校校区審議会をををを開会開会開会開会いたいたいたいた

しますしますしますします。。。。開会開会開会開会にににに当当当当たりましてたりましてたりましてたりまして、、、、本日本日本日本日２２２２名名名名のののの方方方方がががが委員委員委員委員としてとしてとしてとして新新新新たにごたにごたにごたにご就任就任就任就任いただいておりまいただいておりまいただいておりまいただいておりま

すのですのですのですので、、、、はじめにはじめにはじめにはじめに委嘱状委嘱状委嘱状委嘱状をををを交付交付交付交付させていただきますさせていただきますさせていただきますさせていただきます。。。。    

山内乾史様山内乾史様山内乾史様山内乾史様。（。（。（。（委嘱状交付委嘱状交付委嘱状交付委嘱状交付））））    

田中利彦様田中利彦様田中利彦様田中利彦様。（。（。（。（委嘱状交付委嘱状交付委嘱状交付委嘱状交付））））    

ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました。。。。おおおお二人二人二人二人よりよりよりより一言一言一言一言ずつごずつごずつごずつご挨拶挨拶挨拶挨拶いただければといただければといただければといただければと思思思思いますいますいますいます。。。。    

山内様山内様山内様山内様おおおお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。    

私私私私、、、、山内乾史山内乾史山内乾史山内乾史とととと申申申申しますしますしますします。。。。現在現在現在現在、、、、神戸大学神戸大学神戸大学神戸大学のののの大学教育推進機構大学教育推進機構大学教育推進機構大学教育推進機構にににに勤勤勤勤めておりますめておりますめておりますめております。。。。専門分専門分専門分専門分

野野野野はははは会長会長会長会長とととと同同同同じじじじ教育社会学教育社会学教育社会学教育社会学でででで、、、、これまではこれまではこれまではこれまでは主主主主にににに大学問題大学問題大学問題大学問題をやってきましたをやってきましたをやってきましたをやってきました。。。。今今今今はははは国際協力国際協力国際協力国際協力

研究科研究科研究科研究科というというというという大学院大学院大学院大学院でもでもでもでも教教教教えておりますえておりますえておりますえております。。。。そちらでそちらでそちらでそちらで途上国途上国途上国途上国をををを始始始始めとするめとするめとするめとする初中等教育初中等教育初中等教育初中等教育をををを学生学生学生学生

とととと一緒一緒一緒一緒にににに勉強勉強勉強勉強していますしていますしていますしています。。。。最近国内最近国内最近国内最近国内ののののニューカマーニューカマーニューカマーニューカマーのののの児童児童児童児童やややや移民移民移民移民のののの子弟子弟子弟子弟のののの教育教育教育教育もももも兼兼兼兼ねてねてねてねて、、、、

日本日本日本日本のののの小学校小学校小学校小学校のことものことものことものことも研究対象研究対象研究対象研究対象としてとしてとしてとして、、、、関心関心関心関心をををを持持持持ってってってって勉強勉強勉強勉強しししし始始始始めていたところですめていたところですめていたところですめていたところです。。。。こうこうこうこう

いったいったいったいった審議会審議会審議会審議会にににに加加加加わらせていただくのはわらせていただくのはわらせていただくのはわらせていただくのは初初初初めてですのでめてですのでめてですのでめてですので、、、、最初最初最初最初のののの内内内内はははは勉強勉強勉強勉強させていただこさせていただこさせていただこさせていただこ

うとうとうとうと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。どうぞよろどうぞよろどうぞよろどうぞよろしくおしくおしくおしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。    

田中様田中様田中様田中様おおおお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。    

東谷小学校区東谷小学校区東谷小学校区東谷小学校区コミュニティコミュニティコミュニティコミュニティのののの田中利彦田中利彦田中利彦田中利彦とととと申申申申しますしますしますします。。。。今年度初今年度初今年度初今年度初めてめてめてめて会長会長会長会長をををを務務務務めさせていただめさせていただめさせていただめさせていただ

いておりますいておりますいておりますいております。。。。前任者前任者前任者前任者からからからから引引引引きききき継継継継ぎはぎはぎはぎは受受受受けましたがけましたがけましたがけましたが、、、、審議会自体審議会自体審議会自体審議会自体はははは全全全全くくくく初初初初めてでめてでめてでめてですのですのですのですので、、、、

よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。    

ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました。。。。それではそれではそれではそれでは会長会長会長会長よりごよりごよりごよりご挨拶挨拶挨拶挨拶をいただきたいとをいただきたいとをいただきたいとをいただきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。よろしくよろしくよろしくよろしく

おおおお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。    

みなさんこんばんはみなさんこんばんはみなさんこんばんはみなさんこんばんは。。。。おおおお忙忙忙忙しいしいしいしい中中中中、、、、またとてもまたとてもまたとてもまたとても風風風風のののの強強強強いいいい中中中中おおおお集集集集まりいただきましてまりいただきましてまりいただきましてまりいただきまして、、、、どうどうどうどう

もありがとうございますもありがとうございますもありがとうございますもありがとうございます。。。。前回前回前回前回までまでまでまで三上会長三上会長三上会長三上会長がここにいらっしゃいましてがここにいらっしゃいましてがここにいらっしゃいましてがここにいらっしゃいまして、、、、非常非常非常非常にににに落落落落ちちちち着着着着

いたいたいたいた議事捌議事捌議事捌議事捌きをされきをされきをされきをされていましてていましてていましてていまして、、、、隣隣隣隣でででで感心感心感心感心していましたがしていましたがしていましたがしていましたが、、、、本日本日本日本日はそのはそのはそのはその大役大役大役大役をををを担担担担いきれるいきれるいきれるいきれる

かどうかかどうかかどうかかどうか、、、、私自身私自身私自身私自身、、、、忸怩忸怩忸怩忸怩たるものがありますたるものがありますたるものがありますたるものがあります。。。。一生懸命務一生懸命務一生懸命務一生懸命務めさせていただきますのでめさせていただきますのでめさせていただきますのでめさせていただきますので、、、、どどどど

うぞよろしくおうぞよろしくおうぞよろしくおうぞよろしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。    

全国的全国的全国的全国的にににに見見見見ますとますとますとますと、、、、文部科学省文部科学省文部科学省文部科学省がががが３５３５３５３５人学級人学級人学級人学級というものをというものをというものをというものを推推推推しししし進進進進めようとしていますめようとしていますめようとしていますめようとしています。。。。小小小小

学校学校学校学校１１１１年生年生年生年生、、、、２２２２年生年生年生年生についてはについてはについてはについては３５３５３５３５人人人人にするというにするというにするというにするという法案法案法案法案をををを作作作作ろうとしていますろうとしていますろうとしていますろうとしています。。。。ねじれねじれねじれねじれ国国国国

会会会会のののの中中中中でそれがでそれがでそれがでそれが通通通通るかどうかはまだわかりませんがるかどうかはまだわかりませんがるかどうかはまだわかりませんがるかどうかはまだわかりませんが、、、、文部科学省文部科学省文部科学省文部科学省のののの案案案案としてはとしてはとしてはとしては、、、、来年度来年度来年度来年度かかかか

らららら進進進進めていこうとしていますめていこうとしていますめていこうとしていますめていこうとしています。。。。これはこれはこれはこれは校区審議会校区審議会校区審議会校区審議会のののの中中中中でもでもでもでも大大大大きなきなきなきな問題問題問題問題のののの要素要素要素要素のののの一一一一つとなるつとなるつとなるつとなる

だろうとだろうとだろうとだろうと思思思思っていますっていますっていますっています。。。。    

それからそれからそれからそれから、、、、東京東京東京東京をををを中心中心中心中心としてとしてとしてとして校区校区校区校区のののの自由化自由化自由化自由化をしていたところがをしていたところがをしていたところがをしていたところが、、、、相次相次相次相次いでいでいでいで撤退撤退撤退撤退のののの動動動動きがあきがあきがあきがあ

りますりますりますります。。。。これはこれはこれはこれは、、、、コミュニティコミュニティコミュニティコミュニティとのとのとのとの関係関係関係関係をもうをもうをもうをもう少少少少しししし強強強強めていきたいということとめていきたいということとめていきたいということとめていきたいということと、、、、学校学校学校学校をををを

できるだけできるだけできるだけできるだけ守守守守りたいというりたいというりたいというりたいという中中中中でででで、、、、少少少少しししし考考考考ええええ直直直直していくというしていくというしていくというしていくという動動動動きもあるときもあるときもあるときもあると思思思思いますいますいますいます。。。。    

こういったこういったこういったこういった動動動動きのきのきのきの中中中中でででで、、、、川西市川西市川西市川西市のののの校区校区校区校区をどういうふうにをどういうふうにをどういうふうにをどういうふうに考考考考えていけばいいかということをえていけばいいかということをえていけばいいかということをえていけばいいかということを

問問問問われているわけですがわれているわけですがわれているわけですがわれているわけですが、、、、昨年度昨年度昨年度昨年度のののの資料資料資料資料をををを見見見見ますとますとますとますと、、、、問題問題問題問題ががががでているのでているのでているのでているのではないかなとではないかなとではないかなとではないかなと思思思思

っていますっていますっていますっています。。。。学校学校学校学校がががが二極化二極化二極化二極化しているとしているとしているとしていると言言言言いますかいますかいますかいますか、、、、非常非常非常非常にににに大大大大きなきなきなきな学校学校学校学校とととと小小小小さなさなさなさな学校学校学校学校にににに分分分分かかかか

れてきているというれてきているというれてきているというれてきているという状況状況状況状況がこれまでがこれまでがこれまでがこれまでもありましたがもありましたがもありましたがもありましたが、、、、これがますますこれがますますこれがますますこれがますます進行進行進行進行しつつあるとしつつあるとしつつあるとしつつあると。。。。

こういうこういうこういうこういう中中中中でででで、、、、川西市川西市川西市川西市のののの校区審議会校区審議会校区審議会校区審議会はははは平成平成平成平成１７１７１７１７年度年度年度年度にににに送送送送りりりり出出出出すすすす側側側側のののの５５５５％％％％についてはについてはについてはについては、、、、理由理由理由理由
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事務局事務局事務局事務局    

    

会会会会    長長長長    

    

    

事務局事務局事務局事務局    

    

    

    

    

    

会会会会    長長長長    

    

    

    

    

事務局事務局事務局事務局    

    

    

    

    

    

    

会会会会    長長長長    

    

事務局事務局事務局事務局    

副会長副会長副会長副会長    

    

をををを問問問問わずわずわずわず隣接隣接隣接隣接のののの学区学区学区学区にににに行行行行ってもいいとってもいいとってもいいとってもいいといういういういう、、、、非常非常非常非常ににににユニークユニークユニークユニークなななな制度制度制度制度をををを作作作作りりりり上上上上げげげげましたましたましたました。。。。ここここ

れはれはれはれは全国的全国的全国的全国的にもにもにもにも注目注目注目注目されたされたされたされた制度制度制度制度でででで、、、、非常非常非常非常にににに新新新新しいしいしいしい発想発想発想発想をををを持持持持ったったったった設計設計設計設計であるというであるというであるというであるという評価評価評価評価もももも、、、、

一部一部一部一部ではあったではあったではあったではあったとととと思思思思いますいますいますいます。。。。このこのこのこの制度制度制度制度はははは最初最初最初最初のののの２２２２年年年年目目目目、、、、そしてそしてそしてそして５５５５年年年年おきにおきにおきにおきに見直見直見直見直すというすというすというすという形形形形

になっていまになっていまになっていまになっていますすすす。。。。昨年度昨年度昨年度昨年度５５５５年目年目年目年目をををを迎迎迎迎えましてえましてえましてえまして、、、、そのそのそのその報告報告報告報告をををを得得得得たわけですがたわけですがたわけですがたわけですが、、、、それそれそれそれ以降以降以降以降、、、、山山山山

積積積積するするするする問題問題問題問題にににに直面直面直面直面しししし、、、、このこのこのこの制度自体制度自体制度自体制度自体をどういうふうにをどういうふうにをどういうふうにをどういうふうに考考考考えていったらいえていったらいえていったらいえていったらいいのかということいのかということいのかということいのかということ

をををを問題問題問題問題にしていくにしていくにしていくにしていく必要必要必要必要があるとがあるとがあるとがあると思思思思っていますっていますっていますっています。。。。委員委員委員委員のののの皆様方皆様方皆様方皆様方のののの任期任期任期任期がががが来年来年来年来年のののの６６６６月月月月というこというこというこというこ

とですのでとですのでとですのでとですので、、、、それをそれをそれをそれを見据見据見据見据えたうえでえたうえでえたうえでえたうえで、、、、今後今後今後今後レールレールレールレールをををを何何何何とかしてとかしてとかしてとかして敷敷敷敷いていきたいといういていきたいといういていきたいといういていきたいという思思思思いいいい

でいますでいますでいますでいます。。。。私私私私はははは割割割割とととと前前前前にににに出出出出るほうなるほうなるほうなるほうなののののですがですがですがですが、、、、できるだけできるだけできるだけできるだけ出出出出ないようにしてないようにしてないようにしてないようにして、、、、皆皆皆皆さんのごさんのごさんのごさんのご

意見意見意見意見がががが出出出出やすいようなやすいようなやすいようなやすいような環境環境環境環境をををを作作作作りたいとりたいとりたいとりたいと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、時時時時々々々々はははは地地地地がががが出出出出てしまうとてしまうとてしまうとてしまうと思思思思いますのいますのいますのいますの

でででで、、、、そのそのそのその点点点点はごはごはごはご容赦容赦容赦容赦いただければといただければといただければといただければと思思思思いますいますいますいます。。。。良良良良いいいい校区校区校区校区をををを作作作作ってってってって、、、、良良良良いいいい教育教育教育教育をををを作作作作りりりり上上上上げてげてげてげて

いくといういくといういくといういくという思思思思いはいはいはいは、、、、皆皆皆皆さんとさんとさんとさんと共通共通共通共通しているとしているとしているとしていると思思思思いますのでいますのでいますのでいますので、、、、それにそれにそれにそれに向向向向けてけてけてけて邁進邁進邁進邁進したいとしたいとしたいとしたいと思思思思

いますいますいますいます。。。。どうぞよどうぞよどうぞよどうぞよろしくおろしくおろしくおろしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。    

ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました。。。。それではそれではそれではそれでは本日本日本日本日のののの議事進行議事進行議事進行議事進行につきましてにつきましてにつきましてにつきまして、、、、ここからここからここからここから会長会長会長会長におにおにおにお願願願願いいいい

いたしますいたしますいたしますいたします。。。。よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。    

本日本日本日本日のののの審議会審議会審議会審議会ですがですがですがですが、、、、終了時間終了時間終了時間終了時間をををを７７７７時頃時頃時頃時頃とととと考考考考えていますのでえていますのでえていますのでえていますので、、、、ごごごご協力協力協力協力をよろしくおをよろしくおをよろしくおをよろしくお願願願願いしいしいしいし

ますますますます。。。。早速早速早速早速ですがですがですがですが、、、、議題議題議題議題（（（（１１１１）「）「）「）「副会長副会長副会長副会長のののの選任選任選任選任についてについてについてについて」、」、」、」、事務局事務局事務局事務局からからからから説明説明説明説明をおをおをおをお願願願願いしたいいしたいいしたいいしたい

とととと思思思思いますいますいますいます。。。。    

それではごそれではごそれではごそれではご説明説明説明説明いたしますいたしますいたしますいたします。。。。前回前回前回前回６６６６月月月月にににに開催開催開催開催しましたしましたしましたしました審議会審議会審議会審議会においてにおいてにおいてにおいて、、、、三上前会長三上前会長三上前会長三上前会長がががが審議審議審議審議

会委員会委員会委員会委員をををを辞任辞任辞任辞任されましたされましたされましたされました。。。。それにそれにそれにそれに伴伴伴伴いましていましていましていまして、、、、会長会長会長会長をををを選任選任選任選任するするするする必要必要必要必要がががが生生生生じたのですがじたのですがじたのですがじたのですが、、、、事事事事

務局一任務局一任務局一任務局一任のおのおのおのお声声声声をいただきましてをいただきましてをいただきましてをいただきまして、、、、三三三三上前会長上前会長上前会長上前会長、、、、米川前副会長米川前副会長米川前副会長米川前副会長、、、、事務局事務局事務局事務局でででで調整調整調整調整いたしましいたしましいたしましいたしまし

てててて、、、、米川前副会長米川前副会長米川前副会長米川前副会長にににに会長会長会長会長をおをおをおをお願願願願いすることとなりましたいすることとなりましたいすることとなりましたいすることとなりました。。。。これによりこれによりこれによりこれにより副会長副会長副会長副会長がががが不在不在不在不在となりとなりとなりとなり

ましたのでましたのでましたのでましたので、、、、新新新新たにたにたにたに副会長副会長副会長副会長をををを選任選任選任選任するためするためするためするため、、、、今回議題今回議題今回議題今回議題としてあげておりますとしてあげておりますとしてあげておりますとしてあげております。。。。よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお

願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。    

ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました。。。。副会長副会長副会長副会長のののの選任選任選任選任につきましてにつきましてにつきましてにつきまして、、、、審議会規則第審議会規則第審議会規則第審議会規則第６６６６条条条条ではではではでは委員委員委員委員のののの互選互選互選互選

によるとなっていますによるとなっていますによるとなっていますによるとなっています。。。。委員委員委員委員のののの皆様皆様皆様皆様からからからから推薦推薦推薦推薦あるいはあるいはあるいはあるいは自薦自薦自薦自薦があればとがあればとがあればとがあればと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、いかがいかがいかがいかが

でしょうかでしょうかでしょうかでしょうか。。。。    

（（（（事務局一任事務局一任事務局一任事務局一任のののの声声声声ありありありあり））））    

事務局一任事務局一任事務局一任事務局一任のののの声声声声がありましたのでがありましたのでがありましたのでがありましたので、、、、提案提案提案提案をおをおをおをお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。    

事務局一任事務局一任事務局一任事務局一任というおというおというおというお声声声声をいただきましたをいただきましたをいただきましたをいただきましたのでのでのでので、、、、ごごごご提案提案提案提案させていただきますさせていただきますさせていただきますさせていただきます。。。。    

山内乾史様山内乾史様山内乾史様山内乾史様におにおにおにお願願願願いしたいといしたいといしたいといしたいと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、いかがでしょうかいかがでしょうかいかがでしょうかいかがでしょうか。。。。    

（（（（賛同賛同賛同賛同のののの声声声声ありありありあり））））    

ありがとうございますありがとうございますありがとうございますありがとうございます。。。。委員委員委員委員のののの皆様皆様皆様皆様のごのごのごのご賛同賛同賛同賛同をををを得得得得ましたのでましたのでましたのでましたので、、、、山内乾史様山内乾史様山内乾史様山内乾史様にににに副会長副会長副会長副会長をおをおをおをお願願願願

いしたいといしたいといしたいといしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。    

それではそれではそれではそれでは、、、、副会長副会長副会長副会長にはにはにはには副会長席副会長席副会長席副会長席におにおにおにお着着着着きいただきますようきいただきますようきいただきますようきいただきますよう、、、、よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。    

（（（（副会長席副会長席副会長席副会長席にににに移動移動移動移動））））    

審議会審議会審議会審議会はははは初初初初めてということですがめてということですがめてということですがめてということですが、、、、非常非常非常非常にににに優秀優秀優秀優秀なななな方方方方ですですですです。。。。紳士紳士紳士紳士でででで誠実誠実誠実誠実なななな方方方方ですのでですのでですのでですので、、、、私私私私もももも

期待期待期待期待しておりますししておりますししておりますししておりますし、、、、力力力力をををを発揮発揮発揮発揮していただけるとしていただけるとしていただけるとしていただけると思思思思いますいますいますいます。。。。    

副会長副会長副会長副会長よりよりよりより一言一言一言一言ごごごご挨拶挨拶挨拶挨拶をおをおをおをお願願願願いいたしまいいたしまいいたしまいいたしますすすす。。。。    

ごごごご指名指名指名指名をををを受受受受けましたからにはけましたからにはけましたからにはけましたからには、、、、誠心誠意誠心誠意誠心誠意誠心誠意やらせていただきたいとやらせていただきたいとやらせていただきたいとやらせていただきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願

いしますいしますいしますいします。。。。    
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ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました。。。。それではそれではそれではそれでは副会長副会長副会長副会長がががが決決決決まりましたのでまりましたのでまりましたのでまりましたので、、、、進行進行進行進行をををを会長会長会長会長におにおにおにお返返返返しいたしいたしいたしいた

しますしますしますします。。。。よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。    

それではそれではそれではそれでは、、、、議事議事議事議事（（（（２２２２）「）「）「）「校区外就学希望制度校区外就学希望制度校区外就学希望制度校区外就学希望制度についてについてについてについて」」」」ということでということでということでということで、、、、事務局事務局事務局事務局からからからから概要概要概要概要のののの

説明説明説明説明をおをおをおをお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。    

前回前回前回前回のののの審議会審議会審議会審議会でででで、、、、本制度本制度本制度本制度がががが曲曲曲曲がりがりがりがり角角角角にきているのではないかにきているのではないかにきているのではないかにきているのではないか、、、、というごというごというごというご指摘指摘指摘指摘をいただきまをいただきまをいただきまをいただきま

したしたしたした。。。。教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会としましてはとしましてはとしましてはとしましては、、、、現行制度現行制度現行制度現行制度はははは一定一定一定一定のののの成果成果成果成果をあげているもののをあげているもののをあげているもののをあげているものの、「、「、「、「自由選択自由選択自由選択自由選択

制制制制のののの縮小傾向縮小傾向縮小傾向縮小傾向」」」」やややや「「「「年齢構成年齢構成年齢構成年齢構成のののの変化変化変化変化」」」」とととといったいったいったいった、、、、社会全体社会全体社会全体社会全体やややや地域地域地域地域ごとのごとのごとのごとの変化変化変化変化、、、、またまたまたまた、「、「、「、「３３３３

５５５５人学級人学級人学級人学級へのへのへのへの動動動動きききき」」」」やややや「「「「小学校小学校小学校小学校でのでのでのでの教科担任制導入教科担任制導入教科担任制導入教科担任制導入」、「」、「」、「」、「高校高校高校高校のののの受験制度受験制度受験制度受験制度のののの変更変更変更変更」」」」といったといったといったといった

学校環境学校環境学校環境学校環境のののの変化変化変化変化がががが大大大大きくなりきくなりきくなりきくなり、、、、制度制度制度制度そのものをそのものをそのものをそのものを見直見直見直見直すすすす時期時期時期時期にきているものとにきているものとにきているものとにきているものと認識認識認識認識しておりしておりしておりしており

ますますますます。。。。    

このことからこのことからこのことからこのことから、、、、校区外就学希望制度校区外就学希望制度校区外就学希望制度校区外就学希望制度のののの今後今後今後今後のののの方向性方向性方向性方向性についてについてについてについて、、、、ごごごご審議審議審議審議いただければといただければといただければといただければと思思思思っっっっ

ておりますておりますておりますております。。。。よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。    

ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました。。。。最初最初最初最初のののの挨拶挨拶挨拶挨拶のののの時時時時にににに申申申申しししし上上上上げましたがげましたがげましたがげましたが、、、、制度制度制度制度のののの見直見直見直見直しについてはしについてはしについてはしについては、、、、

制度的制度的制度的制度的にはにはにはには５５５５年年年年おきにおきにおきにおきに見直見直見直見直すということになっておりますがすということになっておりますがすということになっておりますがすということになっておりますが、、、、資料資料資料資料をををを見見見見ますとますとますとますと、、、、段段段段々々々々とととと抽抽抽抽

選選選選でもれるでもれるでもれるでもれる人人人人がががが多多多多くなってきているということがくなってきているということがくなってきているということがくなってきているということが、、、、問題問題問題問題としてあるかととしてあるかととしてあるかととしてあるかと思思思思いますいますいますいます。。。。平成平成平成平成２２２２

２２２２年度入学者年度入学者年度入学者年度入学者でででで見見見見ますとますとますとますと、、、、前年前年前年前年からかなりからかなりからかなりからかなり希望希望希望希望がががが叶叶叶叶わなかったわなかったわなかったわなかった子子子子どもどもどもども達達達達がががが増増増増えているとえているとえているとえていると。。。。

これがこのままでいいのかどうかというこれがこのままでいいのかどうかというこれがこのままでいいのかどうかというこれがこのままでいいのかどうかという問題提起問題提起問題提起問題提起があろうかとがあろうかとがあろうかとがあろうかと思思思思いますいますいますいます。。。。    

このこのこのこの校区審議会校区審議会校区審議会校区審議会はははは、、、、基本的基本的基本的基本的にはにはにはには、、、、他他他他のののの自治体自治体自治体自治体ではではではでは線引線引線引線引きをどのようにきをどのようにきをどのようにきをどのように見直見直見直見直すかということすかということすかということすかということ

をををを中心的中心的中心的中心的なななな課題課題課題課題としてとしてとしてとして取取取取りりりり上上上上げているとげているとげているとげていると思思思思いますいますいますいます。。。。本審議会本審議会本審議会本審議会ではではではでは、、、、これまでこれまでこれまでこれまで５５５５％％％％枠枠枠枠というというというという

ものをものをものをものを設設設設けましたけましたけましたけました。。。。送送送送りりりり出出出出すすすす側側側側のののの５５５５％％％％まではまではまではまでは隣接校隣接校隣接校隣接校にににに行行行行くことをくことをくことをくことを許可許可許可許可するということでするということでするということでするということで、、、、

推移推移推移推移してきましたしてきましたしてきましたしてきました。。。。一方受一方受一方受一方受けけけけ手手手手のののの方方方方ははははキャパシティキャパシティキャパシティキャパシティがありますのでがありますのでがありますのでがありますので、、、、許容範囲許容範囲許容範囲許容範囲でででで受受受受けるとけるとけるとけると。。。。

ただただただただ、、、、受受受受けるけるけるける方方方方ででででもしもしもしもしキャパシティキャパシティキャパシティキャパシティがががが一杯一杯一杯一杯になったとしたらになったとしたらになったとしたらになったとしたら、、、、５５５５％％％％のののの枠枠枠枠があってもがあってもがあってもがあっても受受受受けらけらけらけら

れないれないれないれない、、、、断断断断ることができるということになっていまることができるということになっていまることができるということになっていまることができるということになっていますすすす。。。。    

ただただただただ、、、、受受受受けけけけ手手手手ではなくてではなくてではなくてではなくて、、、、送送送送りりりり手側手側手側手側のののの方方方方でででで色色色色々々々々なななな変化変化変化変化がががが生生生生じてきてじてきてじてきてじてきておりおりおりおり、、、、川西市川西市川西市川西市のののの今後今後今後今後をををを

見据見据見据見据えてえてえてえて、、、、このままでいいのかどうかということについてのこのままでいいのかどうかということについてのこのままでいいのかどうかということについてのこのままでいいのかどうかということについての議論議論議論議論をおをおをおをお願願願願いしたいといしたいといしたいといしたいと思思思思いまいまいまいま

すすすす。。。。    

５５５５％％％％枠枠枠枠というというというというユニークユニークユニークユニークなななな制度制度制度制度のののの形形形形をそのままをそのままをそのままをそのまま維持維持維持維持していくしていくしていくしていく、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは根底根底根底根底からからからから考考考考ええええ直直直直すすすす、、、、

そういったことをこのそういったことをこのそういったことをこのそういったことをこの審審審審議会議会議会議会でででで課題課題課題課題にしていきたいとにしていきたいとにしていきたいとにしていきたいと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。皆皆皆皆さんのこれまでさんのこれまでさんのこれまでさんのこれまで

ののののごごごご経験経験経験経験のののの中中中中でででで色色色色々々々々なごなごなごなご意見意見意見意見がおあがおあがおあがおありかとりかとりかとりかと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、事務局事務局事務局事務局からあったようにからあったようにからあったようにからあったように、、、、３５３５３５３５人人人人

学級学級学級学級についてについてについてについて、、、、今今今今、、、、政府案政府案政府案政府案ではではではでは来年度来年度来年度来年度からのからのからのからの実施実施実施実施をををを考考考考えているようでえているようでえているようでえているようで、、、、そそそそうするとうするとうするとうすると、、、、たちたちたちたち

まちまちまちまちクラスクラスクラスクラスのののの数数数数がががが増増増増えてくるというえてくるというえてくるというえてくるという状態状態状態状態になりますになりますになりますになります。。。。学校学校学校学校によってはによってはによってはによってはクラスクラスクラスクラスをををを増増増増やすことやすことやすことやすこと

ができないということもでてくるができないということもでてくるができないということもでてくるができないということもでてくる、、、、そういうこともそういうこともそういうこともそういうことも背景要因背景要因背景要因背景要因としてはあるかなととしてはあるかなととしてはあるかなととしてはあるかなと思思思思いまいまいまいま

すすすす。。。。学校学校学校学校によってはによってはによってはによっては余裕余裕余裕余裕があるところもあるとはがあるところもあるとはがあるところもあるとはがあるところもあるとは思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、川西川西川西川西のののの学校間学校間学校間学校間でのでのでのでの大大大大きいきいきいきい小小小小

さいのさいのさいのさいの問題問題問題問題がありましてがありましてがありましてがありまして、、、、クラブクラブクラブクラブ活動活動活動活動であるとかであるとかであるとかであるとか、、、、クラスクラスクラスクラス混合混合混合混合のののの活動活動活動活動についてについてについてについて、、、、今後今後今後今後このこのこのこの

ままでままでままでままで良良良良いのかといういのかといういのかといういのかという疑問疑問疑問疑問をををを持持持持っていらっしゃるっていらっしゃるっていらっしゃるっていらっしゃる方方方方もももも、、、、アンケートアンケートアンケートアンケートなんかなんかなんかなんかでもでもでもでも散見散見散見散見されまされまされまされま

すのですのですのですので、、、、これもこれもこれもこれも議題議題議題議題としてとしてとしてとして取取取取りりりり上上上上げたいとげたいとげたいとげたいと思思思思っていますがっていますがっていますがっていますが、、、、校区外就学希望制度校区外就学希望制度校区外就学希望制度校区外就学希望制度についてについてについてについて

のののの皆皆皆皆さんのごさんのごさんのごさんのご意見意見意見意見をまずおをまずおをまずおをまずお伺伺伺伺いしたうえでいしたうえでいしたうえでいしたうえで、、、、今後今後今後今後のののの進進進進めめめめ方方方方をををを検討検討検討検討していきたいとしていきたいとしていきたいとしていきたいと思思思思っておっておっておってお

りますのでりますのでりますのでりますので、、、、忌憚忌憚忌憚忌憚のないのないのないのない意見意見意見意見ををををおっしゃっておっしゃっておっしゃっておっしゃっていただきますようにいただきますようにいただきますようにいただきますように、、、、おおおお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。    

まずまずまずまず、、、、このこのこのこの校区外制度校区外制度校区外制度校区外制度ができたができたができたができた発端発端発端発端がががが、、、、私私私私のののの知知知知るところではるところではるところではるところでは緑台中学校緑台中学校緑台中学校緑台中学校、、、、緑台小学校緑台小学校緑台小学校緑台小学校のののの問問問問

題題題題だったとだったとだったとだったと思思思思いますいますいますいます。。。。本来本来本来本来はははは、、、、そのそのそのその時時時時にににに校区校区校区校区のののの見直見直見直見直しをしてしをしてしをしてしをして欲欲欲欲しいというしいというしいというしいということだったのがことだったのがことだったのがことだったのが、、、、
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事務局事務局事務局事務局    

    

    

委委委委    員員員員    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

事務局事務局事務局事務局    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

会会会会    長長長長    

    

    

それをそれをそれをそれを置置置置いておいていておいていておいていておいて、、、、５５５５％％％％枠枠枠枠でやりましょうかということででやりましょうかということででやりましょうかということででやりましょうかということで、、、、出出出出てきたのがこのてきたのがこのてきたのがこのてきたのがこの制度制度制度制度だとだとだとだと

思思思思っていますっていますっていますっています。。。。そそそそれがれがれがれが５５５５年経年経年経年経ってってってって、、、、色色色色々々々々なななな問題問題問題問題がががが出出出出ているしているしているしているし、、、、反対反対反対反対にににに利用利用利用利用されてされてされてされて喜喜喜喜んでいんでいんでいんでい

るるるる保護者保護者保護者保護者のののの方方方方もいらっしゃるともいらっしゃるともいらっしゃるともいらっしゃると。。。。本来本来本来本来はははは校区校区校区校区のののの見直見直見直見直しがしがしがしが最初最初最初最初だったのがだったのがだったのがだったのが、、、、知知知知らないらないらないらない間間間間にににに校校校校

区外制度区外制度区外制度区外制度がががが優先的優先的優先的優先的にされているというのはにされているというのはにされているというのはにされているというのは、、、、本来本来本来本来とはとはとはとは違違違違うなとうなとうなとうなと感感感感じていますじていますじていますじています。。。。会長会長会長会長がおっがおっがおっがおっ

しゃったようにしゃったようにしゃったようにしゃったように、、、、校区校区校区校区のののの見直見直見直見直しというのがしというのがしというのがしというのが審議会審議会審議会審議会のののの在在在在りりりり方方方方だとだとだとだと思思思思いますいますいますいます。。。。ただただただただ、、、、このこのこのこの制度制度制度制度

をををを採用採用採用採用してしてしてして５５５５年経年経年経年経ちましたからちましたからちましたからちましたから、、、、保護者保護者保護者保護者のののの方方方方やややや子子子子どもどもどもども達達達達はははは当当当当たりたりたりたり前前前前というというというという認識認識認識認識をされていをされていをされていをされてい

るるるるとととと思思思思いますいますいますいます。。。。事務局事務局事務局事務局におにおにおにお聞聞聞聞きしたいのきしたいのきしたいのきしたいのですがですがですがですが、、、、年年年年々々々々増増増増えてきているというのはえてきているというのはえてきているというのはえてきているというのは、、、、どういどういどういどうい

うううう理由理由理由理由だったのでしょうかだったのでしょうかだったのでしょうかだったのでしょうか。。。。    

元元元元々々々々はははは、、、、校区校区校区校区のののの境境境境やややや小小小小規模規模規模規模のののの宅地開発宅地開発宅地開発宅地開発でででで、、、、校区外校区外校区外校区外のののの学校学校学校学校がががが近近近近いであるとかいであるとかいであるとかいであるとか、、、、生活圏生活圏生活圏生活圏がががが校区校区校区校区

外外外外のののの学校学校学校学校にあるといったにあるといったにあるといったにあるといった理由理由理由理由がががが申請申請申請申請のののの主主主主なななな理由理由理由理由だったのですがだったのですがだったのですがだったのですが、、、、最近最近最近最近はははは、、、、学校学校学校学校ののののイメージイメージイメージイメージ

ややややクラブクラブクラブクラブ活動活動活動活動といったといったといったといった、、、、当初想定当初想定当初想定当初想定していなかったしていなかったしていなかったしていなかった理由理由理由理由によるによるによるによる申請申請申請申請がががが増増増増えていますえていますえていますえています。。。。    

最初最初最初最初のののの出発出発出発出発はははは、、、、緑台中学校緑台中学校緑台中学校緑台中学校、、、、緑台小学校緑台小学校緑台小学校緑台小学校のののの校区校区校区校区のののの見直見直見直見直しをというしをというしをというしをという話話話話からからからから、、、、こういうこういうこういうこういう話話話話になになになにな

ってきましたがってきましたがってきましたがってきましたが、、、、結局結局結局結局、、、、先程申先程申先程申先程申しましたようにしましたようにしましたようにしましたように、、、、５５５５年間実施年間実施年間実施年間実施したことによってしたことによってしたことによってしたことによって、、、、保護者保護者保護者保護者のののの

方方方方もももも子子子子どもどもどもども達達達達もももも、、、、友達関係友達関係友達関係友達関係とかとかとかとか、、、、幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園からのからのからのからの関係関係関係関係とかとかとかとか、、、、色色色色々々々々なななな関係関係関係関係でででで希望者希望者希望者希望者がががが増増増増えていえていえていえてい

るとるとるとると。。。。それによってそれによってそれによってそれによって、、、、前回前回前回前回のののの審議会審議会審議会審議会でもでもでもでも、、、、反省反省反省反省というというというという中中中中でででで、、、、色色色色々々々々なななな問題問題問題問題がおきていますよがおきていますよがおきていますよがおきていますよ

ねねねね。。。。見直見直見直見直しするしするしするしする必要必要必要必要があるかどうかはがあるかどうかはがあるかどうかはがあるかどうかは、、、、皆皆皆皆さんのさんのさんのさんの意見意見意見意見もおもおもおもお聞聞聞聞きしないとわかりませんがきしないとわかりませんがきしないとわかりませんがきしないとわかりませんが、、、、

それをそれをそれをそれを踏踏踏踏まえてまえてまえてまえて、、、、本来本来本来本来のののの校区校区校区校区をどうするのかというをどうするのかというをどうするのかというをどうするのかという議論議論議論議論をしてからをしてからをしてからをしてから、、、、校区外制度校区外制度校区外制度校区外制度をををを今後今後今後今後どどどど

うするのかといううするのかといううするのかといううするのかという議論議論議論議論をするをするをするをする必要必要必要必要があるとがあるとがあるとがあると思思思思いますいますいますいます。。。。    

前前前前にもにもにもにも言言言言いましたようにいましたようにいましたようにいましたように、、、、１１１１人人人人がががが増増増増えるかえるかえるかえるか減減減減るかによってるかによってるかによってるかによって学級数学級数学級数学級数がががが変変変変わってくるわけですわってくるわけですわってくるわけですわってくるわけです

からからからから、、、、それによってそれによってそれによってそれによって学校学校学校学校もももも大変大変大変大変だろうしだろうしだろうしだろうし、、、、どこまでどこまでどこまでどこまで認認認認めればいいのかというめればいいのかというめればいいのかというめればいいのかという問題問題問題問題はははは、、、、実際実際実際実際

にににに起起起起きているのをきているのをきているのをきているのを聞聞聞聞いていますのでいていますのでいていますのでいていますので、、、、本当本当本当本当にににに現状現状現状現状のままがいいのかというのはのままがいいのかというのはのままがいいのかというのはのままがいいのかというのは、、、、見直見直見直見直してしてしてして

いくといくといくといくと。。。。    

委員委員委員委員にはにはにはには学校学校学校学校のののの代表代表代表代表のののの方方方方もいらもいらもいらもいらっしゃるのでっしゃるのでっしゃるのでっしゃるので、、、、実際実際実際実際にはどうなのかにはどうなのかにはどうなのかにはどうなのか、、、、おおおお聞聞聞聞きしたいなときしたいなときしたいなときしたいなと思思思思

っていますっていますっていますっています。。。。    

すみませんすみませんすみませんすみません、、、、資料資料資料資料をごをごをごをご用意用意用意用意しましたのでしましたのでしましたのでしましたので、、、、おおおお配配配配りしたいとりしたいとりしたいとりしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。    

（（（（資料配付資料配付資料配付資料配付））））    

ごごごご説明説明説明説明させていただきますさせていただきますさせていただきますさせていただきます。。。。このこのこのこの表表表表のののの見方見方見方見方ですがですがですがですが、、、、縦縦縦縦にににに並並並並んでいるのがんでいるのがんでいるのがんでいるのが、、、、本来本来本来本来のののの校区校区校区校区のののの学学学学

校校校校ですですですです。。。。横横横横にににに並並並並んでいるのはんでいるのはんでいるのはんでいるのは、、、、希望先希望先希望先希望先のののの学校学校学校学校ですですですです。。。。    

久代小学校区久代小学校区久代小学校区久代小学校区のののの方方方方がががが加茂小学校加茂小学校加茂小学校加茂小学校にににに１１１１名名名名、、、、校区外就学希望校区外就学希望校区外就学希望校区外就学希望されたというふうにされたというふうにされたというふうにされたというふうに見見見見ますますますます。。。。    

加茂小学校区加茂小学校区加茂小学校区加茂小学校区をををを見見見見ますとますとますとますと、、、、１１１１名名名名がががが久代小学校久代小学校久代小学校久代小学校をををを希望希望希望希望されされされされ、、、、２０２０２０２０名名名名がががが川西小学校川西小学校川西小学校川西小学校をををを希望希望希望希望されされされされ

ていますていますていますています。。。。    

特特特特にににに目立目立目立目立ちますのがちますのがちますのがちますのが、、、、多田東小学校多田東小学校多田東小学校多田東小学校、、、、４６４６４６４６名名名名がががが緑台小学校緑台小学校緑台小学校緑台小学校をををを希望希望希望希望されたというされたというされたというされたということでことでことでことで、、、、校校校校

区区区区のののの問題問題問題問題もももも原因原因原因原因のののの一一一一つですがつですがつですがつですが、、、、緑台小学校緑台小学校緑台小学校緑台小学校にににに行行行行きたいというふうにおっしゃっていたのがきたいというふうにおっしゃっていたのがきたいというふうにおっしゃっていたのがきたいというふうにおっしゃっていたのが

見見見見てててて取取取取れますれますれますれます。。。。中学校中学校中学校中学校のののの方方方方でもでもでもでも、、、、例例例例えばえばえばえば多田中学校多田中学校多田中学校多田中学校ではではではでは１７１７１７１７名名名名のおのおのおのお子子子子さんがさんがさんがさんが明峰中学校明峰中学校明峰中学校明峰中学校にににに、、、、

６６６６６６６６名名名名がががが緑台中学校緑台中学校緑台中学校緑台中学校にににに行行行行きたいときたいときたいときたいと希望希望希望希望されていますされていますされていますされています。。。。    

先程先程先程先程、、、、委員委員委員委員がおっしゃったようにがおっしゃったようにがおっしゃったようにがおっしゃったように、、、、校区校区校区校区のののの線引線引線引線引きをきをきをきを見直見直見直見直せばせばせばせば、、、、それぞれのそれぞれのそれぞれのそれぞれの横横横横ののののシフトシフトシフトシフトがががが変変変変

わってくるとわってくるとわってくるとわってくると考考考考えられますえられますえられますえられます。。。。    

ただただただただ、、、、平成平成平成平成２０２０２０２０年年年年かかかか２１２１２１２１年年年年でしたかでしたかでしたかでしたか、、、、このこのこのこの地域地域地域地域のののの高校高校高校高校のののの制度制度制度制度がががが総合選抜制総合選抜制総合選抜制総合選抜制からからからから複数志願制複数志願制複数志願制複数志願制

というというというという形形形形にににに変変変変わってきましたよねわってきましたよねわってきましたよねわってきましたよね。。。。どのどのどのどの学校中心学校中心学校中心学校中心であるかということについてはであるかということについてはであるかということについてはであるかということについては、、、、少少少少しししし関関関関

係係係係がなくなってきているがなくなってきているがなくなってきているがなくなってきているとととと。。。。人気校区人気校区人気校区人気校区というのがあったというのがあったというのがあったというのがあったでしょうがでしょうがでしょうがでしょうが、、、、それそれそれそれ以降以降以降以降、、、、人気校区人気校区人気校区人気校区
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委委委委    員員員員    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

委委委委    員員員員    

委委委委    員員員員    

    

    

会会会会    長長長長    

    

委委委委    員員員員    

    

    

にににに対対対対するするするする集中集中集中集中ということについてはということについてはということについてはということについては、、、、少少少少しししし様子様子様子様子がががが変変変変わってきているのかなとわってきているのかなとわってきているのかなとわってきているのかなと思思思思いますいますいますいます。。。。    

平成平成平成平成１７１７１７１７年年年年からからからから２２２２２２２２年年年年をををを通通通通してということではなくてしてということではなくてしてということではなくてしてということではなくて、、、、そこでそこでそこでそこで二二二二つにつにつにつに別別別別れるのではないかれるのではないかれるのではないかれるのではないか

とととと思思思思いますいますいますいます。。。。いずれにしてもいずれにしてもいずれにしてもいずれにしても、、、、小学校区小学校区小学校区小学校区でででではははは多田多田多田多田、、、、多田東多田東多田東多田東、、、、東谷東谷東谷東谷、、、、川西北川西北川西北川西北、、、、中学校中学校中学校中学校区区区区ではではではでは

川西川西川西川西、、、、多田多田多田多田でででで校区外校区外校区外校区外へのへのへのへの就学就学就学就学をををを希望希望希望希望しているしているしているしている人人人人がががが多多多多いということがいということがいということがいということが、、、、目立目立目立目立つということでつということでつということでつということで

すねすねすねすね。。。。逆逆逆逆にににに言言言言いますといますといますといますと、、、、そういうそういうそういうそういう学校区学校区学校区学校区でででで校区校区校区校区のののの線引線引線引線引きききき、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは自由化自由化自由化自由化というというというという要望要望要望要望がでがでがでがで

てくるであろうということがてくるであろうということがてくるであろうということがてくるであろうということが考考考考えられますねえられますねえられますねえられますね。。。。    

先程先程先程先程、、、、学校学校学校学校現場現場現場現場はどうですかというごはどうですかというごはどうですかというごはどうですかというご質問質問質問質問がありましたががありましたががありましたががありましたが、、、、いかがでしょうかいかがでしょうかいかがでしょうかいかがでしょうか。。。。    

緑台小学校緑台小学校緑台小学校緑台小学校でででで言言言言いますといますといますといますと、、、、４４４４６６６６名名名名がががが多田東多田東多田東多田東小学校小学校小学校小学校からのからのからのからの希望希望希望希望であるとであるとであるとであると書書書書いてありますがいてありますがいてありますがいてありますが、、、、

まさにまさにまさにまさに緑台小学校緑台小学校緑台小学校緑台小学校はははは、、、、多田東多田東多田東多田東小小小小校区校区校区校区からからからからたくさんたくさんたくさんたくさん来来来来ていただいてていただいてていただいてていただいて、、、、何何何何とかもっているとかもっているとかもっているとかもっている学校学校学校学校

だなとだなとだなとだなと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。例例例例えばえばえばえば来年度来年度来年度来年度のののの予測予測予測予測をををを申申申申しししし上上上上げますとげますとげますとげますと、、、、緑台小学校緑台小学校緑台小学校緑台小学校はははは４７４７４７４７名名名名ですですですです。。。。

陽明小学校陽明小学校陽明小学校陽明小学校がががが４５４５４５４５名名名名ですですですです。。。。緑台小緑台小緑台小緑台小とととと陽明小陽明小陽明小陽明小ははははグリーンハイツグリーンハイツグリーンハイツグリーンハイツというというというという地域地域地域地域にありますにありますにありますにあります。。。。現在現在現在現在、、、、

緑台小学校緑台小学校緑台小学校緑台小学校はははは４１５４１５４１５４１５名名名名、、、、陽明小学校陽明小学校陽明小学校陽明小学校はははは３１５３１５３１５３１５名名名名ですですですです。。。。毎年毎年毎年毎年１００１００１００１００名名名名ほどほどほどほど違違違違いますいますいますいます。。。。両校併両校併両校併両校併

せればせればせればせれば良良良良いいいい規模規模規模規模になるのかなとになるのかなとになるのかなとになるのかなと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、例例例例ええええばばばば４７４７４７４７名名名名とととと４５４５４５４５名名名名というというというという入入入入りりりり方方方方をををを毎年毎年毎年毎年しししし

ていればていればていればていれば、、、、こんなにこんなにこんなにこんなに差差差差がががが開開開開くことはありませんくことはありませんくことはありませんくことはありません。。。。なぜかといいますとなぜかといいますとなぜかといいますとなぜかといいますと、、、、緑台緑台緑台緑台小小小小にににに多田東小多田東小多田東小多田東小

校区校区校区校区からからからから毎年毎年毎年毎年５５５５％％％％枠枠枠枠でででで入入入入ってきていただけるのでってきていただけるのでってきていただけるのでってきていただけるので、、、、これがこれがこれがこれが４７４７４７４７名名名名ではなくてではなくてではなくてではなくて、、、、６０６０６０６０数名数名数名数名にににに

増増増増えるわけですえるわけですえるわけですえるわけです。。。。ところがところがところがところが陽明小陽明小陽明小陽明小はどこからもはどこからもはどこからもはどこからも入入入入ってこないってこないってこないってこない、、、、希望希望希望希望があまりないがあまりないがあまりないがあまりない地域地域地域地域になになになにな

りますりますりますります。。。。そうそうそうそうするとするとするとすると、、、、どんどんどんどんどんどんどんどん人数人数人数人数がががが減減減減っていくというっていくというっていくというっていくという形形形形になりますになりますになりますになります。。。。したがいましてしたがいましてしたがいましてしたがいまして、、、、

緑台小学校緑台小学校緑台小学校緑台小学校ははははなんとかなんとかなんとかなんとか潤潤潤潤っていますがっていますがっていますがっていますが、、、、これでいいのかどうかこれでいいのかどうかこれでいいのかどうかこれでいいのかどうか、、、、特特特特にににに陽明小陽明小陽明小陽明小にとりましたにとりましたにとりましたにとりました

らららら、、、、人数人数人数人数がががが減減減減っていってっていってっていってっていって、、、、５５５５％％％％枠枠枠枠というのがというのがというのがというのが活活活活きないというきないというきないというきないという形形形形になっていますになっていますになっていますになっています。。。。これこれこれこれをずをずをずをず

っとっとっとっと続続続続けていくのがいいのかどうかけていくのがいいのかどうかけていくのがいいのかどうかけていくのがいいのかどうか、、、、同同同同じじじじグリーンハイツグリーンハイツグリーンハイツグリーンハイツのののの地域地域地域地域にあってにあってにあってにあって、、、、両校一緒両校一緒両校一緒両校一緒にすにすにすにす

るとかるとかるとかるとか、、、、そういうそういうそういうそういう形形形形になっていけばになっていけばになっていけばになっていけば、、、、そういうそういうそういうそういう動動動動きにもなるのかなときにもなるのかなときにもなるのかなときにもなるのかなと考考考考えていますえていますえていますえています。。。。    

それからそれからそれからそれから、、、、緑台小緑台小緑台小緑台小からからからから多田中多田中多田中多田中へへへへ行行行行くのかくのかくのかくのか、、、、緑台中緑台中緑台中緑台中へへへへ行行行行くのかということがくのかということがくのかということがくのかということが、、、、一一一一つつつつ問問問問われるわれるわれるわれる

ところですところですところですところです。。。。毎年毎年毎年毎年６６６６年生年生年生年生がどちらへがどちらへがどちらへがどちらへ行行行行くのかということでくのかということでくのかということでくのかということで、、、、迷迷迷迷っておりますっておりますっておりますっております。。。。一時期一時期一時期一時期、、、、多多多多

田中田中田中田中がががが少少少少しししし荒荒荒荒れましてれましてれましてれまして、、、、できればできればできればできれば行行行行きたくないということもあってきたくないということもあってきたくないということもあってきたくないということもあって、、、、緑台中緑台中緑台中緑台中へのへのへのへの希望希望希望希望がががが増増増増

えたというえたというえたというえたという時期時期時期時期もありますもありますもありますもあります。。。。今今今今はははは逆逆逆逆もありましてもありましてもありましてもありまして、、、、多田中多田中多田中多田中はたくさんのはたくさんのはたくさんのはたくさんの生徒生徒生徒生徒がいてがいてがいてがいて、、、、部活部活部活部活

もももも活発活発活発活発であるであるであるである、、、、したがってそちらしたがってそちらしたがってそちらしたがってそちらへへへへ行行行行けばけばけばけば色色色色々々々々なななな部活部活部活部活からからからから選選選選べるとべるとべるとべると。。。。緑台緑台緑台緑台中中中中にににに行行行行くとくとくとくと静静静静かかかか

なななな環境環境環境環境でででで勉強勉強勉強勉強はできるけれどもはできるけれどもはできるけれどもはできるけれども、、、、自分自分自分自分のののの希望希望希望希望するするするする部活部活部活部活がないということでがないということでがないということでがないということで、、、、できればできればできればできれば多田多田多田多田

中中中中へへへへ行行行行きたいというきたいというきたいというきたいという希望希望希望希望をだされることがをだされることがをだされることがをだされることが増増増増えてきているというところがありますえてきているというところがありますえてきているというところがありますえてきているというところがあります。。。。    

緑台中緑台中緑台中緑台中ががががどこからどこからどこからどこから入入入入るかとるかとるかとるかと言言言言いますといますといますといますと、、、、緑台小緑台小緑台小緑台小のののの約半分約半分約半分約半分とととと陽明小学校陽明小学校陽明小学校陽明小学校からでからでからでからで、、、、今今今今はははは約約約約３０３０３０３０

００００人在籍人在籍人在籍人在籍していますしていますしていますしています。。。。多田中学校多田中学校多田中学校多田中学校についてはについてはについてはについては、、、、多田小多田小多田小多田小、、、、多田東小多田東小多田東小多田東小とととと緑台小緑台小緑台小緑台小のののの約半分約半分約半分約半分がががが入入入入りりりり

ますのでますのでますのでますので、、、、８００８００８００８００人台人台人台人台になっていますになっていますになっていますになっています。。。。    

多田中学校多田中学校多田中学校多田中学校がががが８６４８６４８６４８６４名名名名、、、、緑台中学校緑台中学校緑台中学校緑台中学校がががが２７４２７４２７４２７４名名名名ですねですねですねですね。。。。    

こういうこういうこういうこういう制度制度制度制度がががが本当本当本当本当にににに中学中学中学中学でででで活活活活きているのかきているのかきているのかきているのか。。。。今申今申今申今申しししし上上上上げまげまげまげましたようにしたようにしたようにしたように、、、、陽明小陽明小陽明小陽明小にはにはにはには５５５５％％％％

枠枠枠枠がががが効効効効いていないためにいていないためにいていないためにいていないために、、、、そのそのそのその制度制度制度制度でででで潤潤潤潤っていないっていないっていないっていない小学校小学校小学校小学校がががが出出出出てきていますてきていますてきていますてきています。。。。そういうあそういうあそういうあそういうあ

たりもたりもたりもたりも一一一一つのつのつのつの問題問題問題問題ではないかとではないかとではないかとではないかと思思思思いますいますいますいます。。。。    

ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました。。。。委員委員委員委員からからからから学校学校学校学校にににに即即即即したおしたおしたおしたお話話話話をいただきましたをいただきましたをいただきましたをいただきました。。。。他他他他にもにもにもにも色色色色々々々々とごとごとごとご

意見意見意見意見があろうかとがあろうかとがあろうかとがあろうかと思思思思いますのでいますのでいますのでいますので、、、、続続続続けてけてけてけて皆皆皆皆さんのごさんのごさんのごさんのご意見意見意見意見をおをおをおをお伺伺伺伺いしたいといしたいといしたいといしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。    

ここにここにここにここに初初初初めてめてめてめて出席出席出席出席したときからしたときからしたときからしたときから、、、、校区校区校区校区のののの問題問題問題問題についてはについてはについてはについては随分随分随分随分おおおお話話話話しさせていただきまししさせていただきまししさせていただきまししさせていただきまし

たたたた。。。。多田小校区多田小校区多田小校区多田小校区からからからから明峰明峰明峰明峰小小小小にににに行行行行くくくく子子子子どもどもどもども達達達達、、、、多田東多田東多田東多田東小小小小とととと緑台小緑台小緑台小緑台小とのとのとのとの兼兼兼兼ねねねね合合合合いといといといと、、、、またまたまたまた中学中学中学中学

校校校校でもこのようなでもこのようなでもこのようなでもこのような問題問題問題問題でででで、、、、校区校区校区校区はいつはいつはいつはいつ変変変変わるのかなといわるのかなといわるのかなといわるのかなといつもつもつもつも思思思思っていましたっていましたっていましたっていました。。。。もうもうもうもう少少少少しししし校校校校
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委委委委    員員員員    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

区区区区をををを整理整理整理整理していただければしていただければしていただければしていただければ、、、、学校学校学校学校ののののバランスバランスバランスバランスがががが良良良良くなるのではないかというのはくなるのではないかというのはくなるのではないかというのはくなるのではないかというのは、、、、保護者保護者保護者保護者

のののの間間間間でもよくでていたでもよくでていたでもよくでていたでもよくでていた話話話話ですですですです。。。。ただただただただ、、、、それがなかなかそれがなかなかそれがなかなかそれがなかなか難難難難しいというおしいというおしいというおしいというお話話話話をここでをここでをここでをここで確確確確かおかおかおかお聞聞聞聞

ききききしたとしたとしたとしたと思思思思いますいますいますいます。。。。何故何故何故何故そういうふうにそういうふうにそういうふうにそういうふうに偏偏偏偏るかというとるかというとるかというとるかというと、、、、先程先程先程先程もおっしゃったようにもおっしゃったようにもおっしゃったようにもおっしゃったように、、、、住住住住

宅地宅地宅地宅地のののの開発開発開発開発があげられてがあげられてがあげられてがあげられて、、、、そういうところでそういうところでそういうところでそういうところで子子子子どもどもどもども達達達達がががが安全安全安全安全にににに行行行行けるけるけるける場所場所場所場所をををを先先先先にににに探探探探しまししまししまししまし

ょうということになるとょうということになるとょうということになるとょうということになると、、、、大大大大きいきいきいきい道路道路道路道路をををを渡渡渡渡ってってってって行行行行くぐらいならくぐらいならくぐらいならくぐらいなら、、、、５５５５％％％％枠枠枠枠をををを使使使使ってってってって近近近近いいいい方方方方のののの

安全安全安全安全なななな学校学校学校学校へということがへということがへということがへということが、、、、保護者保護者保護者保護者のののの中中中中ではよくでるではよくでるではよくでるではよくでる話題話題話題話題ですですですです。。。。小学校小学校小学校小学校１１１１年生年生年生年生のののの子子子子どもにどもにどもにどもに、、、、

あなたはどこのあなたはどこのあなたはどこのあなたはどこの小学校小学校小学校小学校にににに行行行行きますかときますかときますかときますかと問問問問われてもわれてもわれてもわれても、、、、子子子子どもはわからないですどもはわからないですどもはわからないですどもはわからないです。。。。子子子子どもはどもはどもはどもは友友友友

達達達達とととと一緒一緒一緒一緒のののの学校学校学校学校にににに行行行行きたいきたいきたいきたい、、、、でもおでもおでもおでもお母母母母さんとしてはそうではなくさんとしてはそうではなくさんとしてはそうではなくさんとしてはそうではなく子子子子どもをどもをどもをどもを安全安全安全安全にににに通通通通えるえるえるえる近近近近

いいいい学校学校学校学校にににに行行行行かせたいというのがかせたいというのがかせたいというのがかせたいというのが本音本音本音本音ですですですです。。。。でもでもでもでも小学校小学校小学校小学校１１１１年生年生年生年生のののの子子子子どもとどもとどもとどもと話話話話をするのはをするのはをするのはをするのは難難難難しししし

いのでいのでいのでいので、、、、校区校区校区校区をもうをもうをもうをもう少少少少しししし考考考考えてえてえてえて変変変変えていただければというおえていただければというおえていただければというおえていただければというお話話話話はははは耳耳耳耳にしますにしますにしますにします。。。。    

親親親親のののの立場立場立場立場からからからから他他他他のののの保護者保護者保護者保護者のののの方方方方をををを見見見見てててて思思思思うことはうことはうことはうことは、、、、このこのこのこの５５５５％％％％枠枠枠枠をををを自分自分自分自分のののの子子子子どものためにどものためにどものためにどものために上手上手上手上手

くくくく使使使使っていっていっていっているなというのがるなというのがるなというのがるなというのが、、、、正直正直正直正直なななな印象印象印象印象ですですですです。。。。このこのこのこの間間間間もあるもあるもあるもある保護者保護者保護者保護者のののの方方方方とととと話話話話をしましてをしましてをしましてをしまして、、、、

東谷地域東谷地域東谷地域東谷地域のののの方方方方がががが緑台緑台緑台緑台にににに行行行行くとくとくとくと、、、、子子子子どものどものどものどもの性格性格性格性格、、、、のんびりしたのんびりしたのんびりしたのんびりした性格性格性格性格がががが緑台緑台緑台緑台とととと合合合合っているのでっているのでっているのでっているので

はないかとはないかとはないかとはないかと思思思思ってそうしたとおしゃっていましたってそうしたとおしゃっていましたってそうしたとおしゃっていましたってそうしたとおしゃっていました。。。。学校学校学校学校によってによってによってによって人数人数人数人数がががが全然違全然違全然違全然違うのでうのでうのでうので、、、、各各各各

学校学校学校学校でででで同同同同じじじじレベルレベルレベルレベルのののの教育教育教育教育をををを受受受受けることにけることにけることにけることに役立役立役立役立っていないっていないっていないっていない生徒生徒生徒生徒もいるともいるともいるともいると思思思思うわけですうわけですうわけですうわけです。。。。例例例例ええええ

ばばばば緑台中学校緑台中学校緑台中学校緑台中学校でででで言言言言えばえばえばえば、、、、教科担任制教科担任制教科担任制教科担任制でありながらでありながらでありながらでありながら、、、、クラスクラスクラスクラス数数数数がががが少少少少ないからないからないからないから、、、、それだけのそれだけのそれだけのそれだけの先先先先

生生生生がががが確保確保確保確保できなできなできなできなかかかかったりったりったりったり、、、、学校学校学校学校はははは学校学校学校学校でででで問題問題問題問題をををを抱抱抱抱えてらっしゃるとえてらっしゃるとえてらっしゃるとえてらっしゃると思思思思いますいますいますいます。。。。そもそもそもそもそもそもそもそも学学学学

校校校校ののののキャパシティキャパシティキャパシティキャパシティにににに合合合合ったったったった形形形形のののの線引線引線引線引きというものをしていくことできというものをしていくことできというものをしていくことできというものをしていくことで、、、、大大大大きなおきなおきなおきなお金金金金をかけなをかけなをかけなをかけな

くてもくてもくてもくても教室教室教室教室がががが確保確保確保確保できたりできたりできたりできたり、、、、そういったこともこのそういったこともこのそういったこともこのそういったこともこの検討検討検討検討のののの中中中中にににに本来入本来入本来入本来入っているとっているとっているとっていると思思思思いまいまいまいま

すすすす。。。。特特特特にににに東東東東谷谷谷谷のののの話題話題話題話題でいいますとでいいますとでいいますとでいいますと、、、、文化文化文化文化のののの違違違違いでありますとかいでありますとかいでありますとかいでありますとか、、、、線引線引線引線引きをきをきをきを変変変変えることにえることにえることにえることにココココ

ミュニティミュニティミュニティミュニティのののの方方方方からからからから大反対大反対大反対大反対があったりがあったりがあったりがあったりしてしてしてして、、、、全体全体全体全体にとってにとってにとってにとって、、、、学校学校学校学校、、、、地域地域地域地域もももも含含含含めためためためた形形形形のののの、、、、何何何何

かかかか運用運用運用運用ででででカバーカバーカバーカバーしていけないのかなとしていけないのかなとしていけないのかなとしていけないのかなと。。。。あっちのあっちのあっちのあっちの小学校小学校小学校小学校にににに行行行行ったからったからったからったから、、、、あっちのあっちのあっちのあっちのコミュニコミュニコミュニコミュニ

ティティティティにににに入入入入らないといけないとからないといけないとからないといけないとからないといけないとか、、、、それそれそれそれ以前以前以前以前のののの問題問題問題問題でででで、、、、教育教育教育教育がががが同同同同じじじじレベルレベルレベルレベルになっていないよになっていないよになっていないよになっていないよ

うなうなうなうな気気気気がしますのでがしますのでがしますのでがしますので、、、、そこをそこをそこをそこを運用運用運用運用でででで何何何何かかかか変変変変えることができるえることができるえることができるえることができる制度制度制度制度であるべきなのかなとであるべきなのかなとであるべきなのかなとであるべきなのかなと思思思思

いますいますいますいます。。。。    

このこのこのこの制度制度制度制度のののの起起起起こりはこりはこりはこりは緑台緑台緑台緑台でしたからでしたからでしたからでしたから、、、、今今今今なおまたなおまたなおまたなおまた問題問題問題問題はははは緑台緑台緑台緑台かなとかなとかなとかなと。。。。今今今今まではまではまではまでは緑台緑台緑台緑台にににに集中集中集中集中

していたものがしていたものがしていたものがしていたものが今今今今度度度度はははは離離離離れようとしているというのがれようとしているというのがれようとしているというのがれようとしているというのが、、、、ここのここのここのここの難難難難しいしいしいしい問題問題問題問題かなとかなとかなとかなと思思思思いまいまいまいま

すすすす。。。。このこのこのこの制度制度制度制度のののの利用利用利用利用はははは、、、、先程委員先程委員先程委員先程委員がおっしゃったようにがおっしゃったようにがおっしゃったようにがおっしゃったように、、、、保護者保護者保護者保護者のののの方達方達方達方達はははは本当本当本当本当にににに都合良都合良都合良都合良くくくく

使使使使われているでしょうわれているでしょうわれているでしょうわれているでしょう。。。。ただしただしただしただし、、、、じゃあそれはなぜというじゃあそれはなぜというじゃあそれはなぜというじゃあそれはなぜという情報情報情報情報ですよねですよねですよねですよね、、、、情報情報情報情報はははは何何何何をををを基基基基にににに

されているのかということになるとされているのかということになるとされているのかということになるとされているのかということになると、、、、部活部活部活部活のののの状況状況状況状況であったりであったりであったりであったり、、、、部活部活部活部活のののの種類種類種類種類というというというという点点点点ではではではでは見見見見

事事事事にににに目目目目にににに見見見見えてわかるえてわかるえてわかるえてわかる情報情報情報情報ですよねですよねですよねですよね。。。。これについてはこれについてはこれについてはこれについては確確確確かにかにかにかに多田多田多田多田とととと緑台緑台緑台緑台ではではではでは大大大大きなきなきなきな開開開開きがきがきがきが

でてしまうんですけれどもでてしまうんですけれどもでてしまうんですけれどもでてしまうんですけれども、、、、それそれそれそれ以外以外以外以外のののの情報情報情報情報というのはというのはというのはというのは、、、、非常非常非常非常にににに曖昧模糊曖昧模糊曖昧模糊曖昧模糊としたものでとしたものでとしたものでとしたもので、、、、

校区校区校区校区をををを判断判断判断判断していくとしていくとしていくとしていくと。。。。あそこのあそこのあそこのあそこの学校学校学校学校ののののレベルレベルレベルレベルはいいらはいいらはいいらはいいらしいしいしいしい、、、、こんなことでこんなことでこんなことでこんなことで判断判断判断判断したりしたりしたりしたり、、、、

噂噂噂噂だけでだけでだけでだけで判断判断判断判断するするするするとととと。。。。学校学校学校学校のののの特性特性特性特性をををを保護者保護者保護者保護者にににに事前事前事前事前にににに知知知知らしめたうえでらしめたうえでらしめたうえでらしめたうえで、、、、選択選択選択選択していくといしていくといしていくといしていくとい

うことであればうことであればうことであればうことであれば、、、、これはまだこれはまだこれはまだこれはまだ選択選択選択選択のののの内容内容内容内容をををを理解理解理解理解できるのですができるのですができるのですができるのですが、、、、そういうそういうそういうそういう制度制度制度制度ではではではでは当然当然当然当然なななな

いですからいですからいですからいですから、、、、制度制度制度制度のののの使使使使いいいい方方方方というのはというのはというのはというのは、、、、保護者保護者保護者保護者にににに対対対対してもうしてもうしてもうしてもう少少少少しししし啓発啓発啓発啓発していくしていくしていくしていく必要必要必要必要はははは多分多分多分多分

あるだろうとあるだろうとあるだろうとあるだろうと思思思思いますいますいますいます。。。。だからといってだからといってだからといってだからといって、、、、駄目駄目駄目駄目だとはだとはだとはだとは言言言言いにくいいにくいいにくいいにくい、、、、このこのこのこの辺辺辺辺がががが難難難難しいところしいところしいところしいところ

ですねですねですねですね。。。。    

厳密厳密厳密厳密ななななラインラインラインライン引引引引きができるのならそれがきができるのならそれがきができるのならそれがきができるのならそれがベストベストベストベストだとだとだとだと、、、、私私私私はははは以前以前以前以前からからからから考考考考えていますえていますえていますえています。。。。ただしただしただしただし、、、、

そのそのそのその線引線引線引線引きはきはきはきは道路事情道路事情道路事情道路事情であったりであったりであったりであったり、、、、住宅事情住宅事情住宅事情住宅事情であったりであったりであったりであったり、、、、そぐわないそぐわないそぐわないそぐわない場合場合場合場合があがあがあがあるるるる。。。。ここのここのここのここの
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部分部分部分部分をどうにかをどうにかをどうにかをどうにかクリアクリアクリアクリアするためにするためにするためにするために、、、、できたできたできたできた制度制度制度制度だろうとだろうとだろうとだろうと思思思思いますのでいますのでいますのでいますので、、、、そのそのそのその辺辺辺辺をもうをもうをもうをもう少少少少しししし、、、、

きっちりときっちりときっちりときっちりと表現表現表現表現していくなりしていくなりしていくなりしていくなり、、、、啓発啓発啓発啓発していくということでしていくということでしていくということでしていくということで、、、、なんとかこのなんとかこのなんとかこのなんとかこの制度制度制度制度をををを上手上手上手上手くくくく利利利利

用用用用していくということはしていくということはしていくということはしていくということは必要必要必要必要なのかなというなのかなというなのかなというなのかなという気気気気がしますがしますがしますがします。。。。    

ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました。ＰＴＡ。ＰＴＡ。ＰＴＡ。ＰＴＡのののの立場立場立場立場からからからから色色色色々々々々とごとごとごとご意見意見意見意見がでましたががでましたががでましたががでましたが、、、、学校学校学校学校のののの立場立場立場立場からからからから

もうもうもうもう少少少少しししし問題提起問題提起問題提起問題提起していただければとしていただければとしていただければとしていただければと思思思思いますいますいますいます。。。。おおおお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。    

子子子子どもはやはりどもはやはりどもはやはりどもはやはり地域地域地域地域のののの中中中中でででで育育育育ちますのでちますのでちますのでちますので、、、、地域地域地域地域にににに見守見守見守見守っていただけるというのはっていただけるというのはっていただけるというのはっていただけるというのは一番大事一番大事一番大事一番大事

なことだとなことだとなことだとなことだと思思思思いますいますいますいます。。。。これがこれがこれがこれが大前提大前提大前提大前提になるのかなとになるのかなとになるのかなとになるのかなと。。。。ただただただただ、、、、それでそれでそれでそれで今今今今のよのよのよのようなうなうなうな問題問題問題問題がががが起起起起ここここ

っていっていっていっていますのでますのでますのでますので難難難難しいですねしいですねしいですねしいですね。。。。例例例例えばえばえばえば校区校区校区校区のののの変更変更変更変更ということがありますがということがありますがということがありますがということがありますが、、、、自分自分自分自分もももも担任担任担任担任をををを

しているときにしているときにしているときにしているときに家庭訪問家庭訪問家庭訪問家庭訪問にににに行行行行きますときますときますときますと、「、「、「、「うちはうちはうちはうちは太閤検地太閤検地太閤検地太閤検地のののの地図地図地図地図からからからから載載載載っているんですよっているんですよっているんですよっているんですよ」」」」

とととと言言言言われたことがわれたことがわれたことがわれたことがありますありますありますあります。。。。先程先程先程先程おっしゃったようにおっしゃったようにおっしゃったようにおっしゃったように、、、、人数人数人数人数がががが少少少少ないとないとないとないと教員教員教員教員のののの数数数数もももも限限限限られられられられ

ますしますしますしますし、、、、教科教科教科教科によってはによってはによってはによっては専任専任専任専任のののの教師教師教師教師がいなかったりしますがいなかったりしますがいなかったりしますがいなかったりします。。。。自分自分自分自分もももも経験経験経験経験がありますのでがありますのでがありますのでがありますので、、、、

人数人数人数人数がががが少少少少ないのはどういうことかというのはないのはどういうことかというのはないのはどういうことかというのはないのはどういうことかというのは分分分分かっていますからかっていますからかっていますからかっていますから、、、、あるあるあるある程度人数程度人数程度人数程度人数がないがないがないがない

とととと、、、、学校学校学校学校としてとしてとしてとして活気活気活気活気がががが生生生生まれにくいなとまれにくいなとまれにくいなとまれにくいなと思思思思いますいますいますいます。。。。かといってかといってかといってかといってコミュニティコミュニティコミュニティコミュニティのののの問題問題問題問題もももも絡絡絡絡んんんん

できますのでできますのでできますのでできますので、、、、難難難難しいなとしいなとしいなとしいなと。。。。ただただただただ、、、、希望希望希望希望をだせばをだせばをだせばをだせば全全全全ててててパスパスパスパスというのはというのはというのはというのは、、、、自分自分自分自分としてはとしてはとしてはとしては思思思思うううう

ところはありますところはありますところはありますところはあります。。。。ぽつんとぽつんとぽつんとぽつんと離離離離れてしまうとれてしまうとれてしまうとれてしまうと地域地域地域地域でででで見守見守見守見守るということがなくなってしまいるということがなくなってしまいるということがなくなってしまいるということがなくなってしまい

ますからますからますからますから、、、、色色色色々々々々とととと大人大人大人大人のののの目目目目でででで見守見守見守見守ってあげなければいけないけれどもってあげなければいけないけれどもってあげなければいけないけれどもってあげなければいけないけれども、、、、ぽつんぽつんときぽつんぽつんときぽつんぽつんときぽつんぽつんとき

ますとますとますとますと、、、、地域地域地域地域のののの目目目目でででで見守見守見守見守りながらりながらりながらりながら育育育育てていくということができにくくなりますのでてていくということができにくくなりますのでてていくということができにくくなりますのでてていくということができにくくなりますので、、、、そうそうそうそう

いったいったいったいった面面面面でででで、、、、部活部活部活部活とかはあるとかはあるとかはあるとかはある程度程度程度程度わわわわかるところもありますがかるところもありますがかるところもありますがかるところもありますが全全全全ててててパスパスパスパスというのはというのはというのはというのは、、、、自分自分自分自分とととと

してはちょっとしてはちょっとしてはちょっとしてはちょっと解解解解せないなというところはありますせないなというところはありますせないなというところはありますせないなというところはあります。。。。    

やはりきちんとやはりきちんとやはりきちんとやはりきちんと理由理由理由理由をををを精査精査精査精査することがすることがすることがすることが必要必要必要必要かなとかなとかなとかなと、、、、どこでどこでどこでどこで線線線線をををを引引引引くのかはくのかはくのかはくのかは難難難難しいでしょうしいでしょうしいでしょうしいでしょう

がががが。。。。基本的基本的基本的基本的にはにはにはには地域地域地域地域でででで子子子子どもをどもをどもをどもを育育育育てていくてていくてていくてていく、、、、そうでないとそうでないとそうでないとそうでないと育育育育たないとたないとたないとたないと思思思思いますいますいますいます。。。。学校学校学校学校だけだけだけだけ

のののの力力力力ではなくてではなくてではなくてではなくてコミュニティコミュニティコミュニティコミュニティとのとのとのとの関係関係関係関係がないとがないとがないとがないと子子子子どもはどもはどもはどもは育育育育ちにくいとちにくいとちにくいとちにくいと思思思思いますいますいますいます。。。。    

ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました。。。。校区校区校区校区をををを越越越越えてえてえてえて別別別別のののの学校学校学校学校にににに行行行行くことができるというのはくことができるというのはくことができるというのはくことができるというのは、、、、以前以前以前以前はははは

いじめだとかいじめだとかいじめだとかいじめだとか色色色色々々々々なななな課題課題課題課題があったがあったがあったがあった場合場合場合場合、、、、それからそれからそれからそれから引引引引っっっっ越越越越しにしにしにしに伴伴伴伴ってってってって前前前前のののの学校学校学校学校にににに行行行行くというくというくというくという

場合場合場合場合などになどになどになどに限定限定限定限定ししししていていていていましたがましたがましたがましたが、、、、校区校区校区校区のののの自由化自由化自由化自由化ということでということでということでということで、、、、関東関東関東関東からからからから始始始始まっていきますまっていきますまっていきますまっていきます。。。。

これはこれはこれはこれは理由理由理由理由をををを問問問問わないということでわないということでわないということでわないということで、、、、どんなどんなどんなどんな理由理由理由理由でもでもでもでも選択選択選択選択のののの自由自由自由自由はははは保護者保護者保護者保護者にあるというにあるというにあるというにあるという形形形形

でででで、、、、推移推移推移推移してきましたしてきましたしてきましたしてきました。。。。川西市川西市川西市川西市のののの５５５５％％％％枠枠枠枠もももも部分的部分的部分的部分的にそのにそのにそのにその考考考考ええええ方方方方をををを借用借用借用借用しましてしましてしましてしまして、、、、５５５５％％％％にににに関関関関

してはしてはしてはしては、、、、様様様様々々々々なななな理由理由理由理由でででで規制規制規制規制をかけるというのはをかけるというのはをかけるというのはをかけるというのは馴染馴染馴染馴染まないだろうというまないだろうというまないだろうというまないだろうという発想発想発想発想でででで、、、、基本的基本的基本的基本的にににに

はははは保護者保護者保護者保護者がががが自分自分自分自分のののの都合都合都合都合でもでもでもでも構構構構わないということをわないということをわないということをわないということを許容許容許容許容してきたというしてきたというしてきたというしてきたという経緯経緯経緯経緯がありましたがありましたがありましたがありました。。。。

以前以前以前以前はどうしてもはどうしてもはどうしてもはどうしても具合具合具合具合がががが悪悪悪悪ければければければければ許容許容許容許容するというするというするというするという立場立場立場立場からからからから、、、、大大大大きくきくきくきく変変変変わっていったとわっていったとわっていったとわっていったと。。。。そそそそ

ういうういうういうういう中中中中でででで制度制度制度制度をををを作作作作ってきましたってきましたってきましたってきました。。。。そのことについてのそのことについてのそのことについてのそのことについての是非是非是非是非もあるだろうともあるだろうともあるだろうともあるだろうと思思思思いますいますいますいます。。。。    

今度今度今度今度ははははコミュニティコミュニティコミュニティコミュニティのののの側側側側からからからから、、、、ごごごご意見意見意見意見をおをおをおをお聞聞聞聞きしたいなときしたいなときしたいなときしたいなと思思思思いますいますいますいます。。。。    

グリーンハイツグリーンハイツグリーンハイツグリーンハイツはははは約約約約４３４３４３４３年年年年のののの歴史歴史歴史歴史があるんですががあるんですががあるんですががあるんですが、、、、最初最初最初最初にできたのがにできたのがにできたのがにできたのが緑台小学校緑台小学校緑台小学校緑台小学校、、、、多田中多田中多田中多田中

学校学校学校学校はははは始始始始めからありましたがめからありましたがめからありましたがめからありましたが、、、、そのそのそのその次次次次がががが緑台中学校緑台中学校緑台中学校緑台中学校、、、、そのそのそのその後後後後にににに陽明小学校陽明小学校陽明小学校陽明小学校ができましたができましたができましたができました。。。。

昭和昭和昭和昭和５０５０５０５０年代年代年代年代にはどちらもにはどちらもにはどちらもにはどちらも在校生在校生在校生在校生がががが１０００１０００１０００１０００人人人人をををを超超超超えていましたえていましたえていましたえていました。。。。ところがところがところがところが今今今今ではではではでは、、、、多田多田多田多田

中学校中学校中学校中学校がががが８６４８６４８６４８６４名名名名、、、、緑台中学校緑台中学校緑台中学校緑台中学校はははは２７４２７４２７４２７４名名名名、、、、多田中多田中多田中多田中のののの３３３３分分分分のののの１１１１以下以下以下以下なんですなんですなんですなんです。。。。緑台小学校緑台小学校緑台小学校緑台小学校

はははは４１５４１５４１５４１５名名名名、、、、陽明小学校陽明小学校陽明小学校陽明小学校がががが３１５３１５３１５３１５名名名名となっていますとなっていますとなっていますとなっています。。。。    

それそれそれそれとととと、、、、緑台中学校緑台中学校緑台中学校緑台中学校でででで以前以前以前以前におにおにおにお聞聞聞聞きしましたのはきしましたのはきしましたのはきしましたのは、、、、多多多多田田田田グリーンハイツグリーンハイツグリーンハイツグリーンハイツにはにはにはには、、、、向陽台向陽台向陽台向陽台、、、、水水水水

明台明台明台明台、、、、緑台緑台緑台緑台とととと３３３３つのつのつのつの台台台台があがあがあがありましてりましてりましてりまして、、、、緑台緑台緑台緑台４４４４・・・・５５５５丁目丁目丁目丁目はははは多田中学校多田中学校多田中学校多田中学校にににに近近近近いんですがいんですがいんですがいんですが、、、、水明水明水明水明

台台台台やややや向陽台向陽台向陽台向陽台からもからもからもからも行行行行かれているとかれているとかれているとかれていると。。。。何名何名何名何名ぐらいですかとおぐらいですかとおぐらいですかとおぐらいですかとお聞聞聞聞きしますときしますときしますときしますと、、、、１００１００１００１００数十名数十名数十名数十名、、、、



 9 

    

    

    

    

委委委委    員員員員    

    

    

会会会会    長長長長    

    

    

委委委委    員員員員    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

委委委委    員員員員    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

委委委委    員員員員    

本来緑台中学校本来緑台中学校本来緑台中学校本来緑台中学校にににに行行行行ってってってって欲欲欲欲しいとしいとしいとしいと思思思思っているっているっているっている方方方方がががが、、、、多田中学校多田中学校多田中学校多田中学校にににに行行行行かれているかれているかれているかれている。。。。そのそのそのその理由理由理由理由

はははは先程先程先程先程おっしゃったようにおっしゃったようにおっしゃったようにおっしゃったように、、、、クラブクラブクラブクラブ活動活動活動活動なんかがなんかがなんかがなんかが多多多多いですねいですねいですねいですね。。。。    

統合統合統合統合とかとかとかとか存亡存亡存亡存亡というのはちょっとというのはちょっとというのはちょっとというのはちょっと大袈裟大袈裟大袈裟大袈裟ですがですがですがですが、、、、緑台中学校緑台中学校緑台中学校緑台中学校のののの２７４２７４２７４２７４名名名名がいかにもがいかにもがいかにもがいかにも少少少少ないないないない

のでのでのでので、、、、気気気気になりますになりますになりますになります。。。。    

はっきりとははっきりとははっきりとははっきりとは承知承知承知承知しておりませんがしておりませんがしておりませんがしておりませんが、、、、東谷小学校東谷小学校東谷小学校東谷小学校がががが２２２２学期学期学期学期でででで１０００１０００１０００１０００人人人人をををを超超超超したとしたとしたとしたと。。。。中学中学中学中学

校校校校はははは９００９００９００９００人弱人弱人弱人弱、、、、これはつらいとこれはつらいとこれはつらいとこれはつらいと。。。。ピークピークピークピーク時時時時にはどうなるのかというのをおにはどうなるのかというのをおにはどうなるのかというのをおにはどうなるのかというのをお教教教教えいただきえいただきえいただきえいただき

たいのとたいのとたいのとたいのと、、、、それによってそれによってそれによってそれによって、、、、対策等対策等対策等対策等がががが考考考考えられるのではないかとえられるのではないかとえられるのではないかとえられるのではないかと思思思思いますいますいますいます。。。。    

ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました。。。。要望要望要望要望としてとしてとしてとして将来将来将来将来のののの人口推計人口推計人口推計人口推計、、、、それぞれのそれぞれのそれぞれのそれぞれの学区学区学区学区にににに関関関関わるとわるとわるとわると思思思思いまいまいまいま

すがすがすがすが、、、、将来将来将来将来どうなるのかどうなるのかどうなるのかどうなるのか。。。。以前以前以前以前にににに出出出出していただいたことがありましたのでしていただいたことがありましたのでしていただいたことがありましたのでしていただいたことがありましたので、、、、再度再度再度再度、、、、出出出出してしてしてして

いただくことがいただくことがいただくことがいただくことが必要必要必要必要かとかとかとかと思思思思いますいますいますいます。。。。    

多田東小多田東小多田東小多田東小からからからから緑台小緑台小緑台小緑台小ににににたくさんのたくさんのたくさんのたくさんの子子子子どもがどもがどもがどもが希望希望希望希望しているようにしているようにしているようにしているように見見見見ええええますますますます。。。。またまたまたまた、、、、明峰小学明峰小学明峰小学明峰小学

校校校校ではではではでは多田多田多田多田小小小小からからからから３８３８３８３８名希望名希望名希望名希望がありますがありますがありますがあります。。。。明峰明峰明峰明峰小小小小やややや緑台緑台緑台緑台小小小小がががが評価評価評価評価をををを受受受受けてけてけてけて、、、、希望希望希望希望がでていがでていがでていがでてい

るのかとるのかとるのかとるのかと。。。。緑台緑台緑台緑台小小小小がががが良良良良いからということであればいからということであればいからということであればいからということであれば、、、、陽明陽明陽明陽明小小小小もももも人数人数人数人数がががが増増増増えないとおかしいとえないとおかしいとえないとおかしいとえないとおかしいと

思思思思うんですうんですうんですうんです。。。。グリーンハイツグリーンハイツグリーンハイツグリーンハイツのののの中中中中でででで、、、、小学校小学校小学校小学校をををを見見見見ていてていてていてていて、、、、そんなにそんなにそんなにそんなに差差差差がないようにがないようにがないようにがないように思思思思いまいまいまいま

すすすす。。。。多田東多田東多田東多田東小小小小からからからから緑台緑台緑台緑台小小小小へへへへ希望希望希望希望があるのはがあるのはがあるのはがあるのは、、、、多田東多田東多田東多田東小小小小がががが嫌嫌嫌嫌でということではなくてでということではなくてでということではなくてでということではなくて、、、、グリグリグリグリ

ーンハイツーンハイツーンハイツーンハイツにににに近近近近いいいい平野平野平野平野のののの一部地域一部地域一部地域一部地域がががが希望希望希望希望をををを出出出出されているとされているとされているとされていると。。。。明峰明峰明峰明峰小小小小もももも同同同同じでじでじでじで、、、、多田多田多田多田小小小小よりよりよりより

もももも明峰明峰明峰明峰小小小小にににに近近近近いからということでいからということでいからということでいからということで、、、、明峰明峰明峰明峰小小小小をををを希望希望希望希望されるとされるとされるとされると。。。。１７１７１７１７年度年度年度年度まではまではまではまでは、、、、学区割学区割学区割学区割りがりがりがりが

あったためにあったためにあったためにあったために、、、、行行行行けなかったとけなかったとけなかったとけなかったと。。。。１７１７１７１７年度年度年度年度からはからはからはからは行行行行けるようになったというところでけるようになったというところでけるようになったというところでけるようになったというところで、、、、増増増増

えたのではないかとえたのではないかとえたのではないかとえたのではないかと思思思思いますいますいますいます。。。。緑台緑台緑台緑台小小小小もももも平野地平野地平野地平野地区区区区のののの子子子子どもがどもがどもがどもが少少少少なくなればなくなればなくなればなくなれば、、、、他他他他からからからから通通通通えるえるえるえる

ようなようなようなような近近近近さではないさではないさではないさではない、、、、他他他他とととと比比比比べてべてべてべて突出突出突出突出したしたしたした学校学校学校学校ではないとではないとではないとではないと思思思思いますいますいますいます。。。。ですからですからですからですから、、、、５５５５％％％％枠枠枠枠とととと

いうのもいうのもいうのもいうのも、、、、いずれいずれいずれいずれ効効効効かなくなるのではないかとかなくなるのではないかとかなくなるのではないかとかなくなるのではないかと思思思思いますいますいますいます。。。。やはりやはりやはりやはり、、、、近近近近いからといういからといういからといういからという条件条件条件条件はははは、、、、

非常非常非常非常にににに大大大大きなきなきなきなウェイトウェイトウェイトウェイトをををを占占占占めているとめているとめているとめていると感感感感じますじますじますじます。。。。    

近近近近いというかいというかいというかいというか、、、、道路道路道路道路なんですなんですなんですなんです。。。。道路道路道路道路をををを渡渡渡渡るかるかるかるか渡渡渡渡らないからないからないからないか。。。。明峰明峰明峰明峰小小小小もそうなんですもそうなんですもそうなんですもそうなんです。。。。多田多田多田多田小小小小

からからからから明峰明峰明峰明峰小小小小になぜになぜになぜになぜ行行行行くかといいますとくかといいますとくかといいますとくかといいますと、、、、大大大大きなきなきなきな道路道路道路道路がありますががありますががありますががありますが、、、、信号信号信号信号がきちんとがきちんとがきちんとがきちんと付付付付いていていていて

いていていていて、、、、それをそれをそれをそれを渡渡渡渡ればればればれば歩道歩道歩道歩道のののの付付付付いたいたいたいた道道道道にににに繋繋繋繋がるんですがるんですがるんですがるんです。。。。ところがところがところがところが多田小学校多田小学校多田小学校多田小学校へはへはへはへは点滅信号点滅信号点滅信号点滅信号をををを

渡渡渡渡らなければいけなくてらなければいけなくてらなければいけなくてらなければいけなくて、、、、信信信信号無視号無視号無視号無視のののの車車車車やややや点滅信号点滅信号点滅信号点滅信号があるというがあるというがあるというがあるという認識認識認識認識のないのないのないのない業者業者業者業者のののの車車車車がいがいがいがい

てててて、、、、必必必必ずずずず立立立立ちちちち番番番番がついてらっしゃいますががついてらっしゃいますががついてらっしゃいますががついてらっしゃいますが、、、、それぐらいそれぐらいそれぐらいそれぐらい危険危険危険危険なななな場所場所場所場所がががが一一一一カカカカ所所所所ありますありますありますあります。。。。そそそそ

こまでがまずこまでがまずこまでがまずこまでがまず多田小学校多田小学校多田小学校多田小学校にににに行行行行くくくく３３３３分分分分のののの１１１１でででで、、、、そこからそこからそこからそこから矢問矢問矢問矢問をををを抜抜抜抜けてけてけてけて新田新田新田新田にににに入入入入っていくのにっていくのにっていくのにっていくのに

歩道歩道歩道歩道がないとがないとがないとがないと。。。。そこがそこがそこがそこが多田小学校多田小学校多田小学校多田小学校のののの中中中中でででで問題問題問題問題になっているのでになっているのでになっているのでになっているので、、、、そこをそこをそこをそこを通通通通らないといらないといらないといらないといけなけなけなけな

いのでいのでいのでいので、、、、明峰明峰明峰明峰小小小小にににに流流流流れるんですよねれるんですよねれるんですよねれるんですよね。。。。    

平野平野平野平野はははは片側片側片側片側２２２２車線車線車線車線のののの道道道道をををを渡渡渡渡らないといけないらないといけないらないといけないらないといけない、、、、ついこのついこのついこのついこの前前前前にもにもにもにも事故事故事故事故がありましたがありましたがありましたがありました。。。。だからだからだからだから

緑台緑台緑台緑台小小小小をををを希望希望希望希望するとするとするとすると。。。。子子子子どもがどもがどもがどもが成長成長成長成長してしまえばしてしまえばしてしまえばしてしまえば、、、、それがなくなるのもそれがなくなるのもそれがなくなるのもそれがなくなるのも確確確確かだとかだとかだとかだと思思思思いますいますいますいます。。。。    

本当本当本当本当にににに保護者保護者保護者保護者のののの方方方方はははは５５５５％％％％をををを上手上手上手上手くくくく使使使使われているとわれているとわれているとわれていると思思思思いますいますいますいます。。。。しかししかししかししかし、、、、今今今今５５５５％％％％をををを何何何何でででで使使使使ってってってって

いるかというといるかというといるかというといるかというと、、、、本当本当本当本当にににに大大大大きなきなきなきなパーセンテージパーセンテージパーセンテージパーセンテージをををを占占占占めていてめていてめていてめていて、、、、本来使本来使本来使本来使われるはずのわれるはずのわれるはずのわれるはずの枠枠枠枠がががが使使使使

いいいい切切切切れていないというのがれていないというのがれていないというのがれていないというのが実情実情実情実情かなというかなというかなというかなという気気気気がしますがしますがしますがします。。。。    

保護者保護者保護者保護者のののの間間間間ではではではでは話話話話されていることであってされていることであってされていることであってされていることであって、、、、そこのそこのそこのそこの校区校区校区校区をををを変変変変えてえてえてえて欲欲欲欲しいということはしいということはしいということはしいということは、、、、何何何何

らかのらかのらかのらかの形形形形でおでおでおでお話話話話がいっているのかがいっているのかがいっているのかがいっているのか、、、、言言言言ってもってもってもっても仕方仕方仕方仕方がないとがないとがないとがないと諦諦諦諦めていらっしゃるのかわかりめていらっしゃるのかわかりめていらっしゃるのかわかりめていらっしゃるのかわかり

ませんがませんがませんがませんが。。。。矢問矢問矢問矢問のののの方方方方はははは、、、、皆皆皆皆さんさんさんさん子子子子どもがどもがどもがどもが大大大大きくなってきくなってきくなってきくなって、、、、落落落落ちちちち着着着着いているといているといているといていると思思思思いますいますいますいます。。。。平野平野平野平野

もあともあともあともあと数年数年数年数年すればすればすればすれば、、、、きっときっときっときっと落落落落ちちちち着着着着くとくとくとくと思思思思いますいますいますいます。。。。    

実実実実はははは私私私私もももも話話話話ををををききききいいいいていましてていましてていましてていまして、、、、矢問矢問矢問矢問のののの一部一部一部一部、、、、鶯台鶯台鶯台鶯台とととと隣接隣接隣接隣接しているしているしているしている地域地域地域地域、、、、そこのそこのそこのそこの１４１４１４１４軒軒軒軒のののの方方方方
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会会会会    長長長長    

    

委委委委    員員員員    

    

    

    

    

    

    

会会会会    長長長長    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

副会長副会長副会長副会長    

    

    

    

    

がががが校区校区校区校区はははは多田多田多田多田小小小小だけれどもだけれどもだけれどもだけれども、、、、全全全全てててて明峰明峰明峰明峰小小小小にににに行行行行っているとっているとっているとっていると。。。。場所場所場所場所をををを見見見見ればわかりますがればわかりますがればわかりますがればわかりますが、、、、多多多多

田田田田小小小小にににに行行行行くよりくよりくよりくより明峰明峰明峰明峰小小小小にににに行行行行くくくく方方方方がががが、、、、便利便利便利便利だしだしだしだし近近近近いしということですいしということですいしということですいしということです。。。。このままこのままこのままこのまま中学校中学校中学校中学校もももも明明明明

峰峰峰峰中中中中にににに行行行行きたいからきたいからきたいからきたいから、、、、毎年要望書毎年要望書毎年要望書毎年要望書をををを出出出出されているそうですされているそうですされているそうですされているそうです。。。。校区校区校区校区をををを変変変変えてえてえてえて欲欲欲欲しいとしいとしいとしいと言言言言ってってってって

おられますおられますおられますおられます。。。。やはりそういうやはりそういうやはりそういうやはりそういう問題問題問題問題をををを含含含含んでいるというのはんでいるというのはんでいるというのはんでいるというのは、、、、今今今今おっしゃったようにおっしゃったようにおっしゃったようにおっしゃったように、、、、現状現状現状現状

はそういうはそういうはそういうはそういう形形形形になっていますになっていますになっていますになっています。。。。    

まだまだまだまだ発言発言発言発言されていないされていないされていないされていない委員委員委員委員のののの方方方方がいらっしゃいますのでがいらっしゃいますのでがいらっしゃいますのでがいらっしゃいますので、、、、一言一言一言一言おおおお願願願願いできればといできればといできればといできればと思思思思いまいまいまいま

すすすす。。。。    

今今今今、、、、道道道道のののの問題問題問題問題がががが出出出出ましたがましたがましたがましたが、、、、幼稚幼稚幼稚幼稚園園園園ではではではではベビーカーベビーカーベビーカーベビーカーをををを押押押押してしてしてして登園登園登園登園されるされるされるされる方方方方もいらっしゃいもいらっしゃいもいらっしゃいもいらっしゃい

ますますますます。。。。東谷幼東谷幼東谷幼東谷幼のののの地区地区地区地区のののの方方方方がががが、、、、坂坂坂坂はははは登登登登らないといけないがらないといけないがらないといけないがらないといけないが、、、、安全安全安全安全でででで近近近近いからといういからといういからといういからという理由理由理由理由でででで牧牧牧牧

のののの台幼台幼台幼台幼をををを希望希望希望希望されるされるされるされる方方方方がいますがいますがいますがいます。。。。またまたまたまた、、、、ふたばふたばふたばふたば幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園のおのおのおのお子子子子さんがさんがさんがさんが、、、、将来川西小学校将来川西小学校将来川西小学校将来川西小学校にににに行行行行

くくくくのでのでのでので、、、、友達友達友達友達をををを先先先先につくっておきたいということでにつくっておきたいということでにつくっておきたいということでにつくっておきたいということで、、、、川西幼稚園川西幼稚園川西幼稚園川西幼稚園をををを希望希望希望希望されたりしていまされたりしていまされたりしていまされたりしていま

すすすす。。。。コミュニティコミュニティコミュニティコミュニティとのとのとのとの繋繋繋繋がりががりががりががりが強強強強いところでいところでいところでいところで校区校区校区校区がががが変更変更変更変更になるとになるとになるとになると、、、、地域地域地域地域のののの中中中中でもごたごたでもごたごたでもごたごたでもごたごた

するするするする可能性可能性可能性可能性もあるなともあるなともあるなともあるなと思思思思いますのでいますのでいますのでいますので、、、、どうするのがどうするのがどうするのがどうするのが一番良一番良一番良一番良いのかわかりませんがいのかわかりませんがいのかわかりませんがいのかわかりませんが、、、、親親親親のののの気気気気

持持持持ちちちち、、、、コミュニティコミュニティコミュニティコミュニティのののの気持気持気持気持ちをよくちをよくちをよくちをよく考考考考えないとまとまりにくいなとえないとまとまりにくいなとえないとまとまりにくいなとえないとまとまりにくいなと感感感感じていますじていますじていますじています。。。。    

ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました。。。。今今今今までおまでおまでおまでお聞聞聞聞きしていますときしていますときしていますときしていますと、、、、地区割地区割地区割地区割りりりり、、、、緑台緑台緑台緑台のののの方方方方がががが出発点出発点出発点出発点といといといとい

うおうおうおうお話話話話ををををいただいていただいていただいていただいて、、、、そのそのそのその時時時時のののの校区変更校区変更校区変更校区変更のののの理由理由理由理由とととと、、、、最近最近最近最近のののの校区変更校区変更校区変更校区変更のののの理由理由理由理由はははは、、、、少少少少しずつしずつしずつしずつ変変変変

わってきているなとわってきているなとわってきているなとわってきているなと、、、、８８８８年年年年ほどほどほどほど校区審議会委員校区審議会委員校区審議会委員校区審議会委員をさせていただいていますがをさせていただいていますがをさせていただいていますがをさせていただいていますが、、、、思思思思いますいますいますいます。。。。    

主主主主にににに、、、、子子子子どものどものどものどもの安全安全安全安全、、、、距離距離距離距離よりもよりもよりもよりも安全安全安全安全とおっしゃっていただいてとおっしゃっていただいてとおっしゃっていただいてとおっしゃっていただいて、、、、それからそれからそれからそれからコミュニティコミュニティコミュニティコミュニティ

とのとのとのとの関係関係関係関係についてもおっしゃっていただいたとについてもおっしゃっていただいたとについてもおっしゃっていただいたとについてもおっしゃっていただいたと。。。。またまたまたまた、、、、学校学校学校学校のののの二極化二極化二極化二極化とととと言言言言いますかいますかいますかいますか、、、、大大大大きききき

いいいい小小小小さいでさいでさいでさいでアンバランスアンバランスアンバランスアンバランスになってきているということがあるとになってきているということがあるとになってきているということがあるとになってきているということがあると。。。。    

抱抱抱抱えているえているえているえている課題課題課題課題はははは結構大結構大結構大結構大きいなときいなときいなときいなと思思思思いまいまいまいますしすしすしすし、、、、状況状況状況状況のののの変化変化変化変化もかなりあるのかなともかなりあるのかなともかなりあるのかなともかなりあるのかなと思思思思うわけうわけうわけうわけ

ですがですがですがですが、、、、これまでのこれまでのこれまでのこれまでの議論議論議論議論のののの中中中中ではではではでは、、、、子子子子どものどものどものどもの安全安全安全安全とととと、、、、財務的財務的財務的財務的なななな問題問題問題問題というのもというのもというのもというのも背景背景背景背景にあっにあっにあっにあっ

てててて、、、、学校学校学校学校をををを新新新新しくしくしくしく作作作作るのはるのはるのはるのは無理無理無理無理だろうとかだろうとかだろうとかだろうとか、、、、校舎校舎校舎校舎をををを建建建建てててて増増増増しするのもおしするのもおしするのもおしするのもお金金金金のののの面面面面でのでのでのでの制約制約制約制約がががが

あるだろうとあるだろうとあるだろうとあるだろうと。。。。それからここでそれからここでそれからここでそれからここで扱扱扱扱うのはうのはうのはうのは教育論教育論教育論教育論とととと言言言言いますかいますかいますかいますか、、、、子子子子どものどものどものどもの成長成長成長成長、、、、発達発達発達発達にとっにとっにとっにとっ

てててて、、、、どういうことがどういうことがどういうことがどういうことが望望望望ましいのかましいのかましいのかましいのか。。。。同同同同じじじじレベルレベルレベルレベルになっていないということをになっていないということをになっていないということをになっていないということを先程先程先程先程おっしゃおっしゃおっしゃおっしゃ

っていただきましたがっていただきましたがっていただきましたがっていただきましたが、、、、そういうことでそういうことでそういうことでそういうことで公教育公教育公教育公教育としてとしてとしてとして同等同等同等同等のののの質質質質のののの教育教育教育教育をみんなにをみんなにをみんなにをみんなに与与与与えるえるえるえる

とととと、、、、どのどのどのどの子子子子どもにどもにどもにどもに対対対対してもしてもしてもしても与与与与えるということがえるということがえるということがえるということが、、、、一番大事一番大事一番大事一番大事なことだとなことだとなことだとなことだと思思思思っていっていっていっていますますますます。。。。教育教育教育教育

論論論論のののの立場立場立場立場とととと言言言言いますかいますかいますかいますか、、、、子子子子どものどものどものどもの成長成長成長成長、、、、発達発達発達発達にとってにとってにとってにとって一番良一番良一番良一番良いいいい、、、、子子子子どものどものどものどもの安全安全安全安全にとってにとってにとってにとって一一一一

番良番良番良番良いということもいということもいということもいということも中心中心中心中心にににに考考考考えていくべきであろうとえていくべきであろうとえていくべきであろうとえていくべきであろうと思思思思いますいますいますいます。。。。    

一方一方一方一方でででで制約条件制約条件制約条件制約条件としてはとしてはとしてはとしては、、、、先程申先程申先程申先程申しししし上上上上げたようにげたようにげたようにげたように、、、、財務的財務的財務的財務的なななな制約制約制約制約もあるともあるともあるともあると。。。。そのそのそのその中中中中でどうでどうでどうでどう

いうふうにいうふうにいうふうにいうふうに調整調整調整調整をををを図図図図るのかということがるのかということがるのかということがるのかということが、、、、これからのこれからのこれからのこれからの課題課題課題課題かなとかなとかなとかなと思思思思いますいますいますいます。。。。    

ごごごご意見意見意見意見をををを聞聞聞聞いていましたらいていましたらいていましたらいていましたら、、、、半分以上半分以上半分以上半分以上のののの方方方方がががが校区校区校区校区のことについてはのことについてはのことについてはのことについては満足満足満足満足されているというされているというされているというされているという

わけではないというわけではないというわけではないというわけではないという気気気気がしますがしますがしますがします。。。。一方一方一方一方でででで、、、、今今今今までまでまでまで５５５５％％％％枠枠枠枠というというというという形形形形でででで作作作作ってきたものをどうってきたものをどうってきたものをどうってきたものをどう

するのかというするのかというするのかというするのかという問題問題問題問題もももも、、、、現実的現実的現実的現実的なななな問題問題問題問題としてあるのかなととしてあるのかなととしてあるのかなととしてあるのかなと思思思思いますいますいますいます。。。。    

副会長副会長副会長副会長からなにかありましたらからなにかありましたらからなにかありましたらからなにかありましたら、、、、一言一言一言一言おおおお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。    

私私私私はははは宝塚宝塚宝塚宝塚のことをのことをのことをのことを少少少少しししし知知知知っているのですがっているのですがっているのですがっているのですが、、、、前回前回前回前回のののの資料資料資料資料をををを拝拝拝拝見見見見してしてしてして、、、、同同同同じじじじ様様様様なななな問題問題問題問題があるがあるがあるがある

んだなとんだなとんだなとんだなと思思思思いましたいましたいましたいました。。。。宝塚市宝塚市宝塚市宝塚市にもにもにもにも西宮市西宮市西宮市西宮市とととと非常非常非常非常にににに複雑複雑複雑複雑にににに入入入入りりりり組組組組んでんでんでんでいるところがありましいるところがありましいるところがありましいるところがありまし

てててて、、、、地元地元地元地元のののの住民住民住民住民でもどこからどこまでがでもどこからどこまでがでもどこからどこまでがでもどこからどこまでが西宮西宮西宮西宮かというのがよくわかっていないんですかというのがよくわかっていないんですかというのがよくわかっていないんですかというのがよくわかっていないんです。。。。先先先先

程程程程コミュニティコミュニティコミュニティコミュニティがががが大事大事大事大事だというおだというおだというおだというお話話話話がございましたががございましたががございましたががございましたが、、、、幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園まではみんなまではみんなまではみんなまではみんな仲良仲良仲良仲良くくくく同同同同じじじじ幼幼幼幼

稚園稚園稚園稚園にににに行行行行っていてっていてっていてっていて、、、、小学校小学校小学校小学校にににに行行行行くくくく段階段階段階段階でこちらはでこちらはでこちらはでこちらは西宮西宮西宮西宮のののの小学校小学校小学校小学校でででで、、、、こちらはこちらはこちらはこちらは宝塚宝塚宝塚宝塚のののの小学校小学校小学校小学校
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事務局事務局事務局事務局    

    

    

会会会会    長長長長    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

委委委委    員員員員    

    

    

    

だとだとだとだと。。。。なにかこうなにかこうなにかこうなにかこう分断分断分断分断されるようだとされるようだとされるようだとされるようだと。。。。市市市市がががが違違違違うからうからうからうから仕仕仕仕方方方方がないなとがないなとがないなとがないなと思思思思いながらいながらいながらいながら、、、、理不尽理不尽理不尽理不尽

なななな割割割割りりりり切切切切れないものをれないものをれないものをれないものを感感感感じたことがありましたじたことがありましたじたことがありましたじたことがありました。。。。いくつかのところではいくつかのところではいくつかのところではいくつかのところでは、、、、川西川西川西川西のののの方方方方がががが近近近近いいいい

のでのでのでので、、、、こちらにおこちらにおこちらにおこちらにお世話世話世話世話になってもいいんじゃないかとになってもいいんじゃないかとになってもいいんじゃないかとになってもいいんじゃないかと書書書書いているのがあっていているのがあっていているのがあっていているのがあって、、、、全全全全くそうだくそうだくそうだくそうだ

なとなとなとなと思思思思いましたいましたいましたいました。。。。    

それとそれとそれとそれと、、、、おおおお伺伺伺伺いしたいのがいしたいのがいしたいのがいしたいのが、、、、クラブクラブクラブクラブ活動活動活動活動がががが校区外校区外校区外校区外へのへのへのへの就学希望就学希望就学希望就学希望になるというおになるというおになるというおになるというお話話話話がいくつがいくつがいくつがいくつ

かございましたかございましたかございましたかございました。。。。それはどういうそれはどういうそれはどういうそれはどういうクラブクラブクラブクラブなんでしょうかなんでしょうかなんでしょうかなんでしょうか。。。。特別特別特別特別ななななクラブクラブクラブクラブがいくつかのがいくつかのがいくつかのがいくつかの学校学校学校学校

であるということなのでしょうかであるということなのでしょうかであるということなのでしょうかであるということなのでしょうか。。。。    

特別特別特別特別ななななクラブクラブクラブクラブということではなくてということではなくてということではなくてということではなくて、、、、生徒数生徒数生徒数生徒数がががが少少少少なくなるとなくなるとなくなるとなくなるとクラブクラブクラブクラブのののの種類種類種類種類がががが限定限定限定限定されてしされてしされてしされてし

まうのでまうのでまうのでまうので、、、、希望希望希望希望ののののクラブクラブクラブクラブがないこがないこがないこがないことがあるということですとがあるということですとがあるということですとがあるということです。。。。クラブクラブクラブクラブ自体自体自体自体はははは野球野球野球野球ややややサッカーサッカーサッカーサッカー

などなどなどなど一般的一般的一般的一般的にあるにあるにあるにあるクラブクラブクラブクラブですですですです。。。。    

ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました。。。。色色色色々々々々とごとごとごとご意見意見意見意見をおをおをおをお伺伺伺伺いしてみますといしてみますといしてみますといしてみますと、、、、状況状況状況状況がががが大大大大きくきくきくきく変変変変わってきわってきわってきわってき

ているとているとているとていると。。。。高校高校高校高校のののの学区学区学区学区もももも変変変変わってわってわってわって、、、、３５３５３５３５人学級人学級人学級人学級もももも目前目前目前目前にににに迫迫迫迫っているとっているとっているとっていると。。。。それからそれからそれからそれから、、、、たくさたくさたくさたくさ

んのんのんのんの方方方方々々々々がががが抽選抽選抽選抽選によってによってによってによって外外外外れているということもありますれているということもありますれているということもありますれているということもあります。。。。    

色色色色々々々々なことをなことをなことをなことを考考考考えますとえますとえますとえますと、、、、やはりやはりやはりやはり、、、、もうもうもうもう一度一度一度一度、、、、これをどういうこれをどういうこれをどういうこれをどういう形形形形でやっていくでやっていくでやっていくでやっていくのかのかのかのか、、、、かなかなかなかな

りりりり議論議論議論議論がががが必要必要必要必要かなとかなとかなとかなと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、形形形形としてはとしてはとしてはとしては、、、、例例例例えばえばえばえば３３３３つかつかつかつか４４４４つぐらいのつぐらいのつぐらいのつぐらいのケースケースケースケースがあるのがあるのがあるのがあるの

ではないかとではないかとではないかとではないかと私自身私自身私自身私自身はははは考考考考えていますえていますえていますえています。。。。    

一一一一つはつはつはつは５５５５％％％％枠枠枠枠をそのまをそのまをそのまをそのままままま守守守守っていくといっていくといっていくといっていくというううう考考考考ええええ方方方方があるとがあるとがあるとがあると思思思思いますいますいますいます。。。。もうもうもうもう一一一一つはつはつはつは、、、、５５５５％％％％枠枠枠枠

をををを多少拡多少拡多少拡多少拡げるげるげるげる、、、、少少少少しししし自由度自由度自由度自由度をををを増増増増やすというやすというやすというやすという考考考考ええええ方方方方もももも成成成成りりりり立立立立つとつとつとつと思思思思いますいますいますいます。。。。３３３３番目番目番目番目としてはとしてはとしてはとしては、、、、

枠枠枠枠というというというという形形形形ではなくてではなくてではなくてではなくて、、、、線引線引線引線引きそのものをきそのものをきそのものをきそのものを少少少少しししし変変変変えていくというえていくというえていくというえていくという考考考考ええええ方方方方ですねですねですねですね。。。。４４４４番目番目番目番目とととと

してはそれのしてはそれのしてはそれのしてはそれの組組組組みみみみ合合合合わせですねわせですねわせですねわせですね。。。。今今今今まではまではまではまでは５５５５％％％％枠枠枠枠のののの前前前前にはにはにはには調整区域調整区域調整区域調整区域みたいなものがありまみたいなものがありまみたいなものがありまみたいなものがありま

してしてしてして、、、、調整区域調整区域調整区域調整区域についてどういうについてどういうについてどういうについてどういう形形形形でやっていくかということでやっていくかということでやっていくかということでやっていくかということ、、、、これはこれはこれはこれは５５５５％％％％枠枠枠枠がががが設定設定設定設定されされされされ

たたたた段階段階段階段階でなくなりましたでなくなりましたでなくなりましたでなくなりました。。。。５５５５％％％％枠枠枠枠がそれにがそれにがそれにがそれに変変変変わるものであるとわるものであるとわるものであるとわるものであると。。。。そういうこともそういうこともそういうこともそういうことも含含含含めてめてめてめて、、、、

形形形形としてはとしてはとしてはとしては色色色色々々々々とととと考考考考えられるのかなとえられるのかなとえられるのかなとえられるのかなと思思思思っていますっていますっていますっています。。。。    

議論議論議論議論としてはとしてはとしてはとしては、、、、現状維持現状維持現状維持現状維持なのかなのかなのかなのか現状現状現状現状をををを少少少少しししし変変変変えていくのかえていくのかえていくのかえていくのか、、、、線引線引線引線引きをきをきをきを見直見直見直見直しするのかしするのかしするのかしするのか、、、、そそそそ

のののの時時時時にににに調整枠調整枠調整枠調整枠をどうするのかをどうするのかをどうするのかをどうするのか、、、、そういうそういうそういうそういう議論議論議論議論がががが成成成成りりりり立立立立つのかなとつのかなとつのかなとつのかなと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、皆皆皆皆さんのごさんのごさんのごさんのご

意見意見意見意見をををを聞聞聞聞いていますといていますといていますといていますと、、、、ここでおさらいをしてここでおさらいをしてここでおさらいをしてここでおさらいをして、、、、抜本的抜本的抜本的抜本的にににに考考考考えていくというえていくというえていくというえていくという形形形形のののの方方方方がががが良良良良いいいい

のであればのであればのであればのであれば、、、、こういうこういうこういうこういう形形形形でででで進進進進めたいとめたいとめたいとめたいと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、よろしいでしょうかよろしいでしょうかよろしいでしょうかよろしいでしょうか。。。。    

委員委員委員委員のののの皆皆皆皆さんのさんのさんのさんの任期任期任期任期がががが来年来年来年来年のののの６６６６月末月末月末月末となっていますのでとなっていますのでとなっていますのでとなっていますので、、、、それまでにそれまでにそれまでにそれまでに一応一応一応一応ののののレールレールレールレールをををを敷敷敷敷くくくく

とととと、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは考考考考ええええ方方方方のののの基礎基礎基礎基礎をををを積積積積みみみみ上上上上げていくというげていくというげていくというげていくという形形形形でででで、、、、４４４４、、、、５５５５回回回回ぐらいのぐらいのぐらいのぐらいの中中中中でででで議論議論議論議論をををを展展展展

開開開開するとするとするとすると。。。。６６６６月月月月ぐらいまでであればぐらいまでであればぐらいまでであればぐらいまでであれば、、、、せいぜいそせいぜいそせいぜいそせいぜいそれぐらいかなとれぐらいかなとれぐらいかなとれぐらいかなと。。。。そういうそういうそういうそういう形形形形でよければでよければでよければでよければ、、、、

このこのこのこの議論議論議論議論をををを引引引引きききき続続続続きききき続続続続けていきたいとけていきたいとけていきたいとけていきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。そのそのそのその際際際際にはにはにはには色色色色々々々々なななな資料資料資料資料をををを事務局事務局事務局事務局からからからから出出出出しししし

ていただいてていただいてていただいてていただいて、、、、先程先程先程先程のののの緑台緑台緑台緑台のののの問題問題問題問題もありますしもありますしもありますしもありますし、、、、昨年昨年昨年昨年のののの段階段階段階段階ではではではでは４４４４つのつのつのつの学校学校学校学校ががががオーバーフオーバーフオーバーフオーバーフ

ローローローローしているんですよねしているんですよねしているんですよねしているんですよね。。。。だいたいだいたいだいたいだいたい決決決決まったまったまったまった学校学校学校学校がががが抽選抽選抽選抽選になっているということですのになっているということですのになっているということですのになっているということですの

でででで、、、、それをもうそれをもうそれをもうそれをもう一度考一度考一度考一度考ええええ直直直直してもいいのではないかとしてもいいのではないかとしてもいいのではないかとしてもいいのではないかと。。。。それはどうあるべきなのかというそれはどうあるべきなのかというそれはどうあるべきなのかというそれはどうあるべきなのかという

ことをことをことをことを議論議論議論議論するというするというするというするという形形形形にににに土俵土俵土俵土俵をををを設定設定設定設定させていただいていいのかどうかということをおさせていただいていいのかどうかということをおさせていただいていいのかどうかということをおさせていただいていいのかどうかということをお

聞聞聞聞きしたいときしたいときしたいときしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。    

私私私私はははは、、、、将来将来将来将来のののの川西川西川西川西のののの子子子子どもどもどもども達達達達のののの人口推移人口推移人口推移人口推移がどうなっていくのがどうなっていくのがどうなっていくのがどうなっていくのかかかか、、、、特特特特にににに地域的地域的地域的地域的にどうなってにどうなってにどうなってにどうなって

いくのかいくのかいくのかいくのか。。。。今今今今のののの川西川西川西川西のののの小小小小・・・・中中中中学校学校学校学校のののの数数数数がががが適正適正適正適正なのかなのかなのかなのか。。。。適正適正適正適正なななな学校学校学校学校のののの規模規模規模規模はどのくらいなのはどのくらいなのはどのくらいなのはどのくらいなの

かということをかということをかということをかということを検証検証検証検証してしてしてして、、、、考考考考えていかないとえていかないとえていかないとえていかないと、、、、そのそのそのその中中中中にはにはにはには当然当然当然当然、、、、統廃合統廃合統廃合統廃合のののの問題問題問題問題もももも避避避避けてけてけてけて通通通通

れないとれないとれないとれないと思思思思いますいますいますいます。。。。それをそれをそれをそれを避避避避けていてはけていてはけていてはけていては、、、、同同同同じじじじ事事事事のののの繰繰繰繰りりりり返返返返しになるとしになるとしになるとしになると思思思思うのでうのでうのでうので、、、、少子化少子化少子化少子化とととと
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会会会会    長長長長    

    

    

    

言言言言われているわれているわれているわれている中中中中でででで、、、、川西川西川西川西にとってどのぐらいのにとってどのぐらいのにとってどのぐらいのにとってどのぐらいの規模規模規模規模のののの学校学校学校学校がががが一番良一番良一番良一番良いのかいのかいのかいのか、、、、そういうそういうそういうそういう事事事事をををを

考考考考えながらえながらえながらえながら、、、、５５５５％％％％枠枠枠枠をやるのであればをやるのであればをやるのであればをやるのであれば、、、、校区校区校区校区のののの見直見直見直見直しもやりながらやっていくしもやりながらやっていくしもやりながらやっていくしもやりながらやっていく必要必要必要必要があるがあるがあるがある

とととと思思思思いますいますいますいます。。。。    

会長会長会長会長がおっしゃったようにがおっしゃったようにがおっしゃったようにがおっしゃったように、、、、検討検討検討検討していくしていくしていくしていく中中中中にそういったにそういったにそういったにそういった色色色色々々々々なななな材料材料材料材料、、、、資料資料資料資料をををを出出出出していたしていたしていたしていた

だいてだいてだいてだいて、、、、川西川西川西川西にとってどういうにとってどういうにとってどういうにとってどういう形形形形がいいのかということをがいいのかということをがいいのかということをがいいのかということを検討検討検討検討していくべきだとしていくべきだとしていくべきだとしていくべきだと思思思思いまいまいまいま

すすすす。。。。    

ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました。。。。事務局事務局事務局事務局としてはとしてはとしてはとしては、、、、地区毎地区毎地区毎地区毎のののの人口推移人口推移人口推移人口推移ののののシミュレーションシミュレーションシミュレーションシミュレーションはははは可能可能可能可能

ですよねですよねですよねですよね。。。。    

具体的具体的具体的具体的にににに何何何何がおがおがおがお知知知知りになりたいのかをおっしゃっていただければりになりたいのかをおっしゃっていただければりになりたいのかをおっしゃっていただければりになりたいのかをおっしゃっていただければ、、、、可能可能可能可能なななな限限限限りごりごりごりご用意用意用意用意いたいたいたいた

しますしますしますします。。。。今今今今のののの推計推計推計推計はははは次回次回次回次回ごごごご用意用意用意用意いたしますいたしますいたしますいたします。。。。    

校区校区校区校区ごとのごとのごとのごとの推計推計推計推計でおでおでおでお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。それとそれとそれとそれと、、、、広域広域広域広域というのはというのはというのはというのは考考考考えられませんでしょうかえられませんでしょうかえられませんでしょうかえられませんでしょうか。。。。川川川川

西西西西のののの場合場合場合場合はははは道一本隔道一本隔道一本隔道一本隔てててててててて宝塚市宝塚市宝塚市宝塚市、、、、桜桜桜桜がががが丘小学校丘小学校丘小学校丘小学校のののの前前前前はははは宝塚市宝塚市宝塚市宝塚市ですよねですよねですよねですよね。。。。川西川西川西川西ににににはははは満願寺満願寺満願寺満願寺とととと

いういういういう飛地飛地飛地飛地があってがあってがあってがあって、、、、満願寺満願寺満願寺満願寺のののの子子子子どもはどもはどもはどもは、、、、中学校中学校中学校中学校はははは川川川川西西西西ですがですがですがですが、、、、小学校小学校小学校小学校はははは宝塚宝塚宝塚宝塚のののの長尾台小学長尾台小学長尾台小学長尾台小学

校校校校にににに行行行行かせてもらっていますかせてもらっていますかせてもらっていますかせてもらっています。。。。私私私私はははは広域広域広域広域であるであるであるである程度程度程度程度できるものはやっていくできるものはやっていくできるものはやっていくできるものはやっていく時代時代時代時代になってになってになってになって

いるのではないかといるのではないかといるのではないかといるのではないかと感感感感じていますじていますじていますじています。。。。ここはここはここはここは宝塚市宝塚市宝塚市宝塚市ですですですです、、、、ここはここはここはここは川西市川西市川西市川西市ですとですとですとですと言言言言わないでわないでわないでわないで、、、、

広域広域広域広域でででで取取取取りりりり組組組組んでいくんでいくんでいくんでいく必要必要必要必要があるとがあるとがあるとがあると思思思思いますいますいますいます。。。。    

そういうところはあるとそういうところはあるとそういうところはあるとそういうところはあると思思思思いますいますいますいます。。。。東谷東谷東谷東谷でいいますとでいいますとでいいますとでいいますと、、、、猪名川町猪名川町猪名川町猪名川町のののの中谷中中谷中中谷中中谷中がががが立派立派立派立派なななな校舎校舎校舎校舎でででで

グランドグランドグランドグランドもももも広広広広いけどいけどいけどいけど生徒生徒生徒生徒がががが少少少少ないとないとないとないと。。。。道一本道一本道一本道一本をををを隔隔隔隔てててててててて右右右右はははは東谷中東谷中東谷中東谷中、、、、左左左左はははは中谷中中谷中中谷中中谷中ですですですです。。。。組合組合組合組合

立立立立のののの学校学校学校学校をををを作作作作ってというってというってというってという発想発想発想発想もあればもあればもあればもあれば、、、、大分違大分違大分違大分違うんじゃないかなとうんじゃないかなとうんじゃないかなとうんじゃないかなと。。。。そうすればそうすればそうすればそうすれば、、、、定期定期定期定期をををを

使使使使ってってってって、、、、電車賃電車賃電車賃電車賃をををを使使使使ってということもってということもってということもってということもなくなるしなくなるしなくなるしなくなるし、、、、みんながみんなということではなくてみんながみんなということではなくてみんながみんなということではなくてみんながみんなということではなくて、、、、

少少少少なくともなくともなくともなくとも希望希望希望希望すればすればすればすれば認認認認めるというのもめるというのもめるというのもめるというのも、、、、一一一一つのつのつのつの形形形形かなとかなとかなとかなと思思思思いますいますいますいます。。。。    

これはこれはこれはこれは教育行政教育行政教育行政教育行政的的的的にはにはにはには、、、、かなりかなりかなりかなり厳厳厳厳しいしいしいしい課題課題課題課題だとだとだとだと思思思思いますいますいますいます。。。。今今今今のののの段階段階段階段階でおでおでおでお答答答答えできることにえできることにえできることにえできることに

ついてついてついてついて、、、、おおおお願願願願いできますかいできますかいできますかいできますか。。。。教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会としてはとしてはとしてはとしては権限権限権限権限をををを越越越越えるえるえるえる問題問題問題問題をををを扱扱扱扱うといううといううといううという事事事事になりになりになりになり

ますのでますのでますのでますので、、、、教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会におにおにおにお聞聞聞聞きするのがきするのがきするのがきするのが、、、、無理無理無理無理があるとはがあるとはがあるとはがあるとは思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、例例例例えばえばえばえば隣隣隣隣のののの池田市池田市池田市池田市

とかとかとかとか、、、、箕面市箕面市箕面市箕面市だとかはだとかはだとかはだとかは、、、、広域広域広域広域でででで教育行政教育行政教育行政教育行政をしようとされていてをしようとされていてをしようとされていてをしようとされていて、、、、そういうところであればそういうところであればそういうところであればそういうところであれば、、、、

変変変変わってくるわってくるわってくるわってくるとはとはとはとは思思思思いますいますいますいます。。。。今今今今のののの段階段階段階段階でででで、、、、それぞれそれぞれそれぞれそれぞれ市町村毎市町村毎市町村毎市町村毎にやっているにやっているにやっているにやっている中中中中でででで、、、、いきないきないきないきなりりりり

広域広域広域広域というというというという形形形形はははは、、、、ハードルハードルハードルハードルがあるのかなとがあるのかなとがあるのかなとがあるのかなと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会としてそのとしてそのとしてそのとしてその辺辺辺辺はははは考考考考えにえにえにえに

くいのかどうかくいのかどうかくいのかどうかくいのかどうか、、、、率直率直率直率直にににに言言言言っていただけっていただけっていただけっていただけますかますかますかますか。。。。方向方向方向方向としてとしてとしてとして、、、、もしやるとしたらもしやるとしたらもしやるとしたらもしやるとしたら教育委員教育委員教育委員教育委員

会同士会同士会同士会同士のののの協議協議協議協議がががが可能可能可能可能かもしれませんしかもしれませんしかもしれませんしかもしれませんし、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは財務財務財務財務のののの問題問題問題問題、、、、色色色色々々々々なななな問題問題問題問題がががが関関関関わってくるわってくるわってくるわってくる

かとかとかとかと思思思思いますがいますがいますがいますが。。。。    

委員会委員会委員会委員会としてもとしてもとしてもとしても、、、、色色色色々々々々なななな事事事事をををを考考考考えないでいけばえないでいけばえないでいけばえないでいけば、、、、それもありかなということはそれもありかなということはそれもありかなということはそれもありかなということは話話話話がでていがでていがでていがでてい

ますますますます。。。。例例例例えばえばえばえば満願寺満願寺満願寺満願寺にしましてもにしましてもにしましてもにしましても、、、、今今今今までまでまでまで宝塚市宝塚市宝塚市宝塚市とのとのとのとの歴史的歴史的歴史的歴史的なものがありますなものがありますなものがありますなものがあります。。。。当然当然当然当然そこそこそこそこ

にはにはにはには、、、、財政的財政的財政的財政的なものもなものもなものもなものも含含含含めてめてめてめて、、、、今今今今のののの形形形形があるわけですがあるわけですがあるわけですがあるわけです。。。。川西中川西中川西中川西中学学学学校区校区校区校区でででで宝塚宝塚宝塚宝塚とのとのとのとの入入入入りりりり組組組組んんんん

だだだだ場所場所場所場所であるであるであるであるとかとかとかとか、、、、猪名川町猪名川町猪名川町猪名川町のののの中谷中谷中谷中谷中中中中のののの部分部分部分部分であるとであるとであるとであるとかかかか。。。。小学校小学校小学校小学校もももも同同同同じじじじ様様様様なななな形形形形でででで、、、、北陵北陵北陵北陵小小小小

とととと松尾台松尾台松尾台松尾台小小小小のののの関係関係関係関係でででで、、、、児童数児童数児童数児童数のののの事事事事をををを考考考考えればえればえればえればそれもあるんですがそれもあるんですがそれもあるんですがそれもあるんですが、、、、一概一概一概一概にににに先程会長先程会長先程会長先程会長がおっがおっがおっがおっ

しゃったようにここだけのしゃったようにここだけのしゃったようにここだけのしゃったようにここだけの審議審議審議審議のののの中中中中でというのはでというのはでというのはでというのは難難難難しいしいしいしい部分部分部分部分がありますがありますがありますがあります。。。。    

教育行政教育行政教育行政教育行政としてはとしてはとしてはとしては、、、、かなりかなりかなりかなり難難難難しいしいしいしい課題課題課題課題だろうとだろうとだろうとだろうと思思思思いますいますいますいます。。。。広域行政広域行政広域行政広域行政がががが確立確立確立確立していないしていないしていないしていない段階段階段階段階

でででで他市他市他市他市とのとのとのとの校区校区校区校区のののの設定設定設定設定はかなりはかなりはかなりはかなり困難困難困難困難なななな課題課題課題課題だということはわかりますだということはわかりますだということはわかりますだということはわかります。。。。これはこれはこれはこれは恐恐恐恐らくらくらくらく、、、、行行行行

政的政的政的政的にににに変変変変わっていくわっていくわっていくわっていく中中中中でででで、、、、かなりかなりかなりかなり中長期的中長期的中長期的中長期的にににに考考考考えるべきえるべきえるべきえるべき課題課題課題課題だとだとだとだと思思思思いますのでいますのでいますのでいますので、、、、そのそのそのその視点視点視点視点

はははは持持持持ちながらちながらちながらちながら、、、、当面何当面何当面何当面何ができるかということをができるかということをができるかということをができるかということを考考考考えていくえていくえていくえていく必要必要必要必要があるのでがあるのでがあるのでがあるので、、、、そっちにそっちにそっちにそっちに集中集中集中集中



 13 

    

    

    

    

委委委委    員員員員    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

会会会会    長長長長    

    

    

委委委委    員員員員    

    

会会会会    長長長長    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

委委委委    員員員員    

    

    

したいとしたいとしたいとしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。ただただただただ、、、、可能性可能性可能性可能性をををを全全全全くくくく否定否定否定否定するのではなくてするのではなくてするのではなくてするのではなくて、、、、色色色色々々々々ななななケースケースケースケースもももも収集収集収集収集しなしなしなしな

がらがらがらがら、、、、今今今今のののの段階段階段階段階ではではではでは川西市川西市川西市川西市というというというという区切区切区切区切りのりのりのりの中中中中でででで考考考考えざるをえざるをえざるをえざるを得得得得ないかなとないかなとないかなとないかなと思思思思いますいますいますいます。。。。これがこれがこれがこれが

もしももしももしももしも拡大教育委員会拡大教育委員会拡大教育委員会拡大教育委員会、、、、拡大校区審議会拡大校区審議会拡大校区審議会拡大校区審議会がががが作作作作れたれたれたれた段階段階段階段階ではではではでは、、、、またまたまたまた変変変変わってくるかとわってくるかとわってくるかとわってくるかと思思思思いまいまいまいま

すすすす。。。。    

校区外就学校区外就学校区外就学校区外就学のののの利用利用利用利用のののの状況状況状況状況というのはというのはというのはというのは、、、、先程言先程言先程言先程言われたようにわれたようにわれたようにわれたように、、、、小学校小学校小学校小学校はははは安全性安全性安全性安全性がががが優先優先優先優先でででで、、、、中中中中

学学学学はまたはまたはまたはまた理由理由理由理由がががが違違違違いますいますいますいます。。。。コミュニティコミュニティコミュニティコミュニティとととと密接密接密接密接にににに関係関係関係関係しているのはしているのはしているのはしているのは小学校小学校小学校小学校であってであってであってであって、、、、中学中学中学中学

校校校校というのはというのはというのはというのはコミュニティコミュニティコミュニティコミュニティとはとはとはとは極端極端極端極端にににに関係関係関係関係しているわけではないんですしているわけではないんですしているわけではないんですしているわけではないんです。。。。そのそのそのその点点点点からからからから考考考考ええええ

るるるるとととと、、、、小学校小学校小学校小学校のののの運用運用運用運用のののの内容内容内容内容とととと、、、、中学校中学校中学校中学校のののの運用運用運用運用のののの内容内容内容内容、、、、もしくはもしくはもしくはもしくは校区校区校区校区というもののというもののというもののというものの考考考考ええええ方方方方もももも

若干違若干違若干違若干違いがあるといがあるといがあるといがあると思思思思いますいますいますいます。。。。実実実実はははは中学校中学校中学校中学校のののの校区校区校区校区をををを触触触触るというのはるというのはるというのはるというのは、、、、そういうそういうそういうそういう意味意味意味意味でいくとでいくとでいくとでいくと、、、、

コミュニティコミュニティコミュニティコミュニティとのとのとのとの関連性関連性関連性関連性がががが密接密接密接密接ではないというところからではないというところからではないというところからではないというところから考考考考えるとえるとえるとえると、、、、動動動動かしかしかしかし易易易易いといといといと思思思思いまいまいまいま

すすすす。。。。ただただただただ、、、、学校運営学校運営学校運営学校運営のののの設計設計設計設計をををを考考考考えたうえでのえたうえでのえたうえでのえたうえでの校区校区校区校区というのがというのがというのがというのが選択可能選択可能選択可能選択可能になってくるのかなになってくるのかなになってくるのかなになってくるのかな

とととと思思思思いますいますいますいます。。。。そのそのそのその辺辺辺辺もももも視野視野視野視野にににに入入入入れてれてれてれて考考考考えていただければとえていただければとえていただければとえていただければと。。。。コミュニティコミュニティコミュニティコミュニティとととと密接密接密接密接にににに関係関係関係関係しししし

ているのはているのはているのはているのは、、、、あくまであくまであくまであくまで小学校小学校小学校小学校であるとであるとであるとであると。。。。小学校区小学校区小学校区小学校区ががががコミュニティコミュニティコミュニティコミュニティですとですとですとですと川西川西川西川西はははは定義定義定義定義していしていしていしてい

るのでるのでるのでるので、、、、校区校区校区校区をををを触触触触るということにるということにるということにるということに対対対対してはしてはしてはしては、、、、コミュニティコミュニティコミュニティコミュニティがががが変変変変わるというこわるというこわるというこわるということでとでとでとで、、、、コミュコミュコミュコミュ

ニティニティニティニティ側側側側はすごくはすごくはすごくはすごくデリケートデリケートデリケートデリケートであるとであるとであるとであると。。。。中学校中学校中学校中学校となるととなるととなるととなるとこれはこれはこれはこれは話話話話がががが別別別別なのでなのでなのでなのですがすがすがすが、、、、どこでどこでどこでどこで

切切切切るのかというるのかというるのかというるのかという問題問題問題問題がががが絡絡絡絡んでくるのでんでくるのでんでくるのでんでくるので、、、、このこのこのこの辺辺辺辺はははは少少少少しししし考考考考えながらやらないといけないとえながらやらないといけないとえながらやらないといけないとえながらやらないといけないと思思思思

いますいますいますいます。。。。    

ありがとうございますありがとうございますありがとうございますありがとうございます。。。。ただただただただ、、、、コミュニティコミュニティコミュニティコミュニティとととと小学校区小学校区小学校区小学校区ははははイコールイコールイコールイコールであるとであるとであるとであると定義定義定義定義されていされていされていされてい

るわけではなるわけではなるわけではなるわけではなくてくてくてくて、、、、実体的実体的実体的実体的にそういうふうになっているのではないかとにそういうふうになっているのではないかとにそういうふうになっているのではないかとにそういうふうになっているのではないかと思思思思うのですがうのですがうのですがうのですが。。。。小小小小

学校区学校区学校区学校区イコールコミュニティイコールコミュニティイコールコミュニティイコールコミュニティとどこかでとどこかでとどこかでとどこかで定義定義定義定義していたのでしょうかしていたのでしょうかしていたのでしょうかしていたのでしょうか。。。。    

川西川西川西川西はそうなっていますねはそうなっていますねはそうなっていますねはそうなっていますね。。。。ただただただただ、、、、二二二二つのつのつのつの小学校区小学校区小学校区小学校区がががが一一一一つのつのつのつのコミュニティコミュニティコミュニティコミュニティであであであであるというのるというのるというのるというの

ははははありますありますありますあります。。。。それはそれはそれはそれは緑台緑台緑台緑台・・・・陽明地域陽明地域陽明地域陽明地域やややや清和台清和台清和台清和台・・・・清和台南清和台南清和台南清和台南がががが一一一一つのつのつのつのコミュニティコミュニティコミュニティコミュニティですですですです。。。。    

コミュニティコミュニティコミュニティコミュニティとととと学校学校学校学校がががが密接密接密接密接になったになったになったになった方方方方がががが、、、、行政的行政的行政的行政的にはやりやすいというにはやりやすいというにはやりやすいというにはやりやすいという部分部分部分部分があってがあってがあってがあって、、、、民民民民

生委員生委員生委員生委員のののの問題問題問題問題だとかだとかだとかだとか、、、、教育教育教育教育だけではなくてだけではなくてだけではなくてだけではなくて、、、、福祉福祉福祉福祉のののの問題問題問題問題ともともともとも絡絡絡絡んできますのでんできますのでんできますのでんできますので、、、、確確確確かにそかにそかにそかにそ

ういうういうういうういう部分部分部分部分があるとがあるとがあるとがあると思思思思いますいますいますいます。。。。わかりましたわかりましたわかりましたわかりました。。。。それをそれをそれをそれを前提前提前提前提としてとしてとしてとして、、、、中学校中学校中学校中学校はははは違違違違うのではなうのではなうのではなうのではな

いかといかといかといかと。。。。それもそれもそれもそれも視野視野視野視野にににに入入入入れてれてれてれて、、、、次回以降次回以降次回以降次回以降、、、、議論議論議論議論したいとしたいとしたいとしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。    

今今今今おおおお出出出出しいただきたいのはしいただきたいのはしいただきたいのはしいただきたいのは、、、、事務局事務局事務局事務局からからからから次回次回次回次回どういったどういったどういったどういった資料資料資料資料をををを議論議論議論議論ののののベースベースベースベースにすにすにすにするるるるののののかとかとかとかと

いうことでいうことでいうことでいうことで、、、、人口人口人口人口のののの問題問題問題問題、、、、学校毎学校毎学校毎学校毎のののの就学者就学者就学者就学者ののののシシシシミュレーションミュレーションミュレーションミュレーションですよねですよねですよねですよね。。。。これはこれはこれはこれは重複重複重複重複するするするする

かもしれませんがかもしれませんがかもしれませんがかもしれませんが、、、、小学校区小学校区小学校区小学校区ではではではでは、、、、多田東多田東多田東多田東小小小小からからからから緑台緑台緑台緑台小小小小へたくさんへたくさんへたくさんへたくさん行行行行っているとっているとっているとっていると、、、、あるいあるいあるいあるい

はははは多田多田多田多田小小小小からからからから明峰明峰明峰明峰小小小小へへへへ行行行行っているとっているとっているとっていると。。。。そのそのそのその中中中中のののの内訳内訳内訳内訳、、、、どこのどこのどこのどこの地区地区地区地区からからからから行行行行っているのかっているのかっているのかっているのかといといといとい

うのはわかりますかうのはわかりますかうのはわかりますかうのはわかりますか。。。。もしわかればもしわかればもしわかればもしわかれば、、、、おおおお願願願願いしたいといしたいといしたいといしたいと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、以前以前以前以前のののの議論議論議論議論のののの中中中中でででで何丁何丁何丁何丁

目目目目というところまではというところまではというところまではというところまでは区割区割区割区割りとしてりとしてりとしてりとして可能可能可能可能だけれどだけれどだけれどだけれど、、、、何丁目何丁目何丁目何丁目のののの中中中中でわかれるというのはでわかれるというのはでわかれるというのはでわかれるというのは、、、、かかかか

なりなりなりなり難難難難しいというしいというしいというしいという議論議論議論議論をしていたとをしていたとをしていたとをしていたと思思思思いますいますいますいます。。。。そうなるとそうなるとそうなるとそうなると、、、、行政区行政区行政区行政区そのもののそのもののそのもののそのものの考考考考ええええ方方方方をををを変変変変

えていかなければいけないのかなということもありますのでえていかなければいけないのかなということもありますのでえていかなければいけないのかなということもありますのでえていかなければいけないのかなということもありますので、、、、そのそのそのその辺辺辺辺でででで微妙微妙微妙微妙なななな部分部分部分部分はあるはあるはあるはある

かとかとかとかと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、希望者希望者希望者希望者がたくさんでてきたようながたくさんでてきたようながたくさんでてきたようながたくさんでてきたような地域地域地域地域のののの特定特定特定特定がががができればできればできればできれば、、、、そのそのそのその時時時時にににに線引線引線引線引

きのきのきのきの問題問題問題問題ともともともとも関関関関わってくるというわってくるというわってくるというわってくるという形形形形だろうとだろうとだろうとだろうと思思思思いますいますいますいます。。。。そういったそういったそういったそういった資料資料資料資料をおをおをおをお出出出出しいただくしいただくしいただくしいただく

のはのはのはのは可能可能可能可能でしょうかでしょうかでしょうかでしょうか。。。。    

そういうそういうそういうそういう地域地域地域地域のののの方方方方からからからから、、、、校区校区校区校区をををを変変変変えてえてえてえて欲欲欲欲しいというしいというしいというしいという意見意見意見意見がでてがでてがでてがでているいるいるいるというというというということはわかりまことはわかりまことはわかりまことはわかりま

すかすかすかすか。。。。先程言先程言先程言先程言いましたいましたいましたいました線引線引線引線引きのきのきのきの地域地域地域地域のののの中中中中でででで、、、、ここのここのここのここの地域地域地域地域のののの方方方方からはからはからはからは校区校区校区校区をををを変変変変えてえてえてえて欲欲欲欲しいとしいとしいとしいと

いういういういう意見意見意見意見はははは、、、、どれくらどれくらどれくらどれくらいのいのいのいの回数回数回数回数でいただいているのかでいただいているのかでいただいているのかでいただいているのか、、、、そういうそういうそういうそういう事事事事もももも資料資料資料資料になればになればになればになれば、、、、毎年毎年毎年毎年
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事務局事務局事務局事務局    

    

    

でているのであればでているのであればでているのであればでているのであれば、、、、変変変変えないといけないとかえないといけないとかえないといけないとかえないといけないとか、、、、検討検討検討検討するようなことがあるのではないかするようなことがあるのではないかするようなことがあるのではないかするようなことがあるのではないか

とととと思思思思ったんですがったんですがったんですがったんですが。。。。    

これはこれはこれはこれは、、、、以前以前以前以前のののの資料資料資料資料にににに校区外就学希望制度校区外就学希望制度校区外就学希望制度校区外就学希望制度にににに関関関関するするするするアンケートアンケートアンケートアンケートのののの集計集計集計集計というのというのというのというのがありますがありますがありますがあります

よねよねよねよね。。。。そのそのそのその時時時時にににに聞聞聞聞かれているかとかれているかとかれているかとかれているかと思思思思いますのでいますのでいますのでいますので、、、、そのそのそのその時時時時のののの資料資料資料資料ももももわかりやすいわかりやすいわかりやすいわかりやすい形形形形ででででまとめまとめまとめまとめ

ていただていただていただていただければとければとければとければと思思思思いますいますいますいます。。。。５５５５％％％％枠枠枠枠をををを作作作作ったときにったときにったときにったときに、、、、希望希望希望希望をされたことをされたことをされたことをされたこと自体自体自体自体ががががデータデータデータデータになになになにな

るとるとるとるということがありましたいうことがありましたいうことがありましたいうことがありました。。。。それがあるんですがそれがあるんですがそれがあるんですがそれがあるんですが、、、、考考考考えていただけでえていただけでえていただけでえていただけで行動行動行動行動にににに移移移移さなかったさなかったさなかったさなかった

方方方方がががが、、、、どのどのどのどの位位位位いらっしゃるかということもありだとおっしゃっているといらっしゃるかということもありだとおっしゃっているといらっしゃるかということもありだとおっしゃっているといらっしゃるかということもありだとおっしゃっていると思思思思いますのでいますのでいますのでいますので、、、、なななな

かなかかなかかなかかなか踏踏踏踏みみみみ出出出出せないけれどもせないけれどもせないけれどもせないけれども、、、、内心内心内心内心はということですよねはということですよねはということですよねはということですよね。。。。そういうそういうそういうそういうデータデータデータデータはははは確確確確かありまかありまかありまかありま

したよねしたよねしたよねしたよね。。。。次回次回次回次回、、、、まとめていただいてまとめていただいてまとめていただいてまとめていただいて、、、、議論議論議論議論のののの俎上俎上俎上俎上にににに載載載載せたいとせたいとせたいとせたいと思思思思いますいますいますいます。。。。    

例例例例えばえばえばえば、、、、具体的具体的具体的具体的にににに要望書要望書要望書要望書がががが出出出出ておればておればておればておれば、、、、こちらでこちらでこちらでこちらで審議審議審議審議をおをおをおをお願願願願いするといういするといういするといういするという形形形形になりますがになりますがになりますがになりますが、、、、    

５５５５％％％％枠枠枠枠でででで救救救救えているうちはえているうちはえているうちはえているうちは、、、、このこのこのこの審議会審議会審議会審議会をををを使使使使ってということはしておりませんってということはしておりませんってということはしておりませんってということはしておりません。。。。ただただただただ、、、、分分分分

析用析用析用析用のののの資料資料資料資料をををを作作作作りましてりましてりましてりまして、、、、次回提出次回提出次回提出次回提出したいとしたいとしたいとしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。    

前前前前ののののアンケートアンケートアンケートアンケートでででで、、、、校区外就学希望校区外就学希望校区外就学希望校区外就学希望をしたかをしたかをしたかをしたか、、、、しないかというしないかというしないかというしないかという部分部分部分部分とととと、、、、校区外希望校区外希望校区外希望校区外希望のののの申請申請申請申請

をしなかったをしなかったをしなかったをしなかった人人人人のののの中中中中でででで、「、「、「、「校区外校区外校区外校区外のののの学校学校学校学校へのへのへのへの入学希望入学希望入学希望入学希望についてについてについてについて、、、、５５５５％％％％のののの人数制限人数制限人数制限人数制限がありがありがありがあり、、、、

受入校受入校受入校受入校においてもにおいてもにおいてもにおいても受入可能人数受入可能人数受入可能人数受入可能人数のののの設定設定設定設定がありがありがありがあり、、、、このためこのためこのためこのため場合場合場合場合によってはによってはによってはによっては抽選抽選抽選抽選がががが実施実施実施実施されるされるされるされる

たたたためめめめ。」。」。」。」というというというという選択肢選択肢選択肢選択肢がありましてがありましてがありましてがありまして、、、、本当本当本当本当はははは内心希望内心希望内心希望内心希望しているがしているがしているがしているが、、、、実際実際実際実際はははは申請申請申請申請というというというという行動行動行動行動

にににに出出出出なかったとなかったとなかったとなかったと、、、、思思思思っているだけだったというっているだけだったというっているだけだったというっているだけだったという数数数数はははは、、、、ここからここからここからここから出出出出てくるかなとてくるかなとてくるかなとてくるかなと思思思思いますのいますのいますのいますの

でででで、、、、それをそれをそれをそれを学校毎学校毎学校毎学校毎にとっているとにとっているとにとっているとにとっていると思思思思いますのでいますのでいますのでいますので、、、、資料資料資料資料としてとしてとしてとして添付添付添付添付していただければとしていただければとしていただければとしていただければと思思思思いいいい

ますますますます。。。。    

本日本日本日本日はははは実質的実質的実質的実質的にににに１１１１回目回目回目回目のののの議論議論議論議論ですがですがですがですが、、、、最初最初最初最初からからからから白熱白熱白熱白熱したしたしたした議論議論議論議論でででで、、、、後後後後をどうをどうをどうをどう捌捌捌捌けばよいのかけばよいのかけばよいのかけばよいのか

私自身不安私自身不安私自身不安私自身不安なななな部分部分部分部分もありますがもありますがもありますがもありますが、、、、時間時間時間時間となりましたのでとなりましたのでとなりましたのでとなりましたので、、、、今日今日今日今日のところはこれでのところはこれでのところはこれでのところはこれで締締締締めたいめたいめたいめたい

とととと思思思思いますいますいますいます。。。。たくさんのたくさんのたくさんのたくさんの課題課題課題課題ととととコメントコメントコメントコメントをいただきましたをいただきましたをいただきましたをいただきました。。。。いきなりいきなりいきなりいきなり議論議論議論議論のののの中核的中核的中核的中核的なななな部分部分部分部分

にににに入入入入ったかとったかとったかとったかと思思思思っていましてっていましてっていましてっていまして、、、、次回以降次回以降次回以降次回以降、、、、私私私私としてはとしてはとしてはとしては非常非常非常非常にににに楽楽楽楽しみなしみなしみなしみな議論議論議論議論になるかなとになるかなとになるかなとになるかなと思思思思

っていますっていますっていますっています。。。。次回以降次回以降次回以降次回以降のののの日程日程日程日程についてについてについてについて、、、、おおおお教教教教えいただければとえいただければとえいただければとえいただければと思思思思いますいますいますいます。。。。    

次回次回次回次回のののの日程日程日程日程ですがですがですがですが、、、、１２１２１２１２月頃月頃月頃月頃でいかがでしょうかでいかがでしょうかでいかがでしょうかでいかがでしょうか。。。。    

１２１２１２１２月月月月のどのあたりがよろしいですかのどのあたりがよろしいですかのどのあたりがよろしいですかのどのあたりがよろしいですか。。。。    

市議会市議会市議会市議会のののの関係関係関係関係がありますのでがありますのでがありますのでがありますので、、、、中旬中旬中旬中旬からからからから下旬下旬下旬下旬にかけてでおにかけてでおにかけてでおにかけてでお願願願願いできればといできればといできればといできればと思思思思いますいますいますいます。。。。    

そうしましたらそうしましたらそうしましたらそうしましたら、、、、次回次回次回次回についてはについてはについてはについては１２１２１２１２月月月月２１２１２１２１日日日日のののの５５５５時時時時３０３０３０３０分分分分からということでおからということでおからということでおからということでお願願願願いしたいしたいしたいした

いといといといと思思思思いますいますいますいます。。。。    

色色色色々々々々とごとごとごとご意見意見意見意見がでましてがでましてがでましてがでまして、、、、私私私私としましてはとてもとしましてはとてもとしましてはとてもとしましてはとても嬉嬉嬉嬉しくしくしくしく思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。一番心一番心一番心一番心がけたいがけたいがけたいがけたい

のはのはのはのは、、、、全全全全てのてのてのての委員委員委員委員がががが意見意見意見意見をををを言言言言っていただくというっていただくというっていただくというっていただくという形形形形をとをとをとをとりたいとりたいとりたいとりたいと思思思思っていますっていますっていますっています。。。。本日本日本日本日もごもごもごもご

出席出席出席出席のののの委員委員委員委員のののの方方方方々々々々にににに意見意見意見意見をををを言言言言っていただきましたっていただきましたっていただきましたっていただきました。。。。そういうそういうそういうそういう運営運営運営運営をををを心心心心がけたいとがけたいとがけたいとがけたいと思思思思いますいますいますいます

のでのでのでので、、、、次回以降次回以降次回以降次回以降もよろしくおもよろしくおもよろしくおもよろしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。    

本日本日本日本日はおはおはおはお忙忙忙忙しいしいしいしい中中中中、、、、おおおお集集集集まりいただきましてまりいただきましてまりいただきましてまりいただきまして、、、、またまたまたまた先進的先進的先進的先進的なななな意見意見意見意見もいただきましてもいただきましてもいただきましてもいただきまして、、、、事務事務事務事務

局局局局もももも勉強勉強勉強勉強しながらですがしながらですがしながらですがしながらですが、、、、取取取取りりりり入入入入れてれてれてれて反映反映反映反映させていきたいとさせていきたいとさせていきたいとさせていきたいと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。本日本日本日本日はありはありはありはあり

がとうございましたがとうございましたがとうございましたがとうございました。。。。    

    


