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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１２１２１２１２月月月月２１２１２１２１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    
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山内乾史山内乾史山内乾史山内乾史、、、、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    
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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、、、、稲野学務課長補佐稲野学務課長補佐稲野学務課長補佐稲野学務課長補佐、、、、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、、、、    
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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) 緑台中学校緑台中学校緑台中学校緑台中学校へのへのへのへの平成平成平成平成２３２３２３２３年度校区外就学年度校区外就学年度校区外就学年度校区外就学希望者希望者希望者希望者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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副会長副会長副会長副会長    

    

    

事務局事務局事務局事務局    

    

副会長副会長副会長副会長    

    

    

事務局事務局事務局事務局    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

副会長副会長副会長副会長    

    

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    

    

    

    

    

ただただただただ今今今今からからからから第第第第１２１２１２１２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しますいたしますいたしますいたします。。。。開会開会開会開会にあたりましてにあたりましてにあたりましてにあたりまして、、、、

本日本日本日本日、、、、会長会長会長会長がごがごがごがご欠席欠席欠席欠席ですのでですのでですのでですので進行進行進行進行をををを副会長副会長副会長副会長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。。。。    

それではそれではそれではそれでは、、、、はじめにはじめにはじめにはじめに副会長副会長副会長副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。。。。よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いいたいいたいいたいいた

しますしますしますします。。。。    

本日本日本日本日はおはおはおはお足元足元足元足元のののの悪悪悪悪いいいい中中中中、、、、またまたまたまた年末年末年末年末のごのごのごのご多用多用多用多用なななな中中中中、、、、おおおお集集集集まりいただきましてありがとうごまりいただきましてありがとうごまりいただきましてありがとうごまりいただきましてありがとうご

ざいますざいますざいますざいます。。。。会長会長会長会長がごがごがごがご欠席欠席欠席欠席ということでということでということでということで、、、、私私私私がががが代理代理代理代理としてとしてとしてとして進行進行進行進行してまいりますのでしてまいりますのでしてまいりますのでしてまいりますので、、、、皆様皆様皆様皆様ごごごご

協力協力協力協力のののの程程程程、、、、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、、、、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副会長副会長副会長副会長にににに

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。。。。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にににに入入入入らせていただきますらせていただきますらせていただきますらせていただきます。。。。おおおお手元手元手元手元のののの次第次第次第次第にありますようににありますようににありますようににありますように、、、、本日本日本日本日はははは議事議事議事議事がががが

２２２２件件件件ございますございますございますございます。。。。まずまずまずまず１１１１件目件目件目件目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へのへのへのへの平平平平成成成成２３２３２３２３年度校区外就学希望者年度校区外就学希望者年度校区外就学希望者年度校区外就学希望者につにつにつにつ

いていていていて」」」」ということでございますということでございますということでございますということでございます。。。。事務局事務局事務局事務局よりよりよりより説明説明説明説明をおをおをおを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。。。。    

ごごご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。。。。資料資料資料資料１１１１をごをごをごをご覧覧覧覧くださいくださいくださいください。。。。    

先月先月先月先月１３１３１３１３日日日日にににに川西市立川西市立川西市立川西市立小学校及小学校及小学校及小学校及びびびび中学校中学校中学校中学校のののの就学指定等就学指定等就学指定等就学指定等にににに関関関関するするするする規則第規則第規則第規則第７７７７条条条条にににに基基基基づきづきづきづき、、、、校校校校

区外就学希望制度区外就学希望制度区外就学希望制度区外就学希望制度におけるにおけるにおけるにおける本来校本来校本来校本来校からからからから出出出出るるるる分分分分、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる５５５５％％％％限度枠限度枠限度枠限度枠にににに係係係係るるるる抽選抽選抽選抽選がががが行行行行われまわれまわれまわれま

したしたしたした。。。。    

このこのこのこの校区外申請校区外申請校区外申請校区外申請によりによりによりにより、、、、緑台中学校緑台中学校緑台中学校緑台中学校からからからから他校他校他校他校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９９９９名名名名、、、、他校他校他校他校からからからから

緑台中学校緑台中学校緑台中学校緑台中学校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３１３１３１３１名名名名いらっしゃいますいらっしゃいますいらっしゃいますいらっしゃいます。。。。３１３１３１３１名名名名のうちのうちのうちのうち５５５５名名名名につにつにつにつ

いてはいてはいてはいては、、、、５５５５％％％％限度枠限度枠限度枠限度枠にににに係係係係るるるる抽選抽選抽選抽選によってによってによってによって補欠扱補欠扱補欠扱補欠扱いとないとないとないとなっておりますっておりますっておりますっております。。。。    

ところでところでところでところで、、、、緑台中学校緑台中学校緑台中学校緑台中学校はははは現在現在現在現在、、、、生徒数生徒数生徒数生徒数がががが２７４２７４２７４２７４名名名名、、、、学級数学級数学級数学級数がががが９９９９クラスクラスクラスクラスとなっていますがとなっていますがとなっていますがとなっていますが、、、、

来年度推計来年度推計来年度推計来年度推計によりますとによりますとによりますとによりますと、、、、生徒数生徒数生徒数生徒数がががが２４７２４７２４７２４７名名名名、、、、学級数学級数学級数学級数がががが８８８８クラスクラスクラスクラスとなりとなりとなりとなり、、、、生徒数生徒数生徒数生徒数でででで約約約約３０３０３０３０

名名名名、、、、学級数学級数学級数学級数でででで１１１１クラスクラスクラスクラス減減減減るるるる見込見込見込見込みとなっていますみとなっていますみとなっていますみとなっています。。。。教員教員教員教員のののの定数定数定数定数ははははクラスクラスクラスクラス数数数数にににに基基基基づきづきづきづき県県県県がががが配配配配

置置置置しますがしますがしますがしますが、、、、平成平成平成平成２２２２２２２２年度年度年度年度クラスクラスクラスクラス数数数数がががが減少減少減少減少したことによりしたことによりしたことによりしたことにより教員教員教員教員をををを減減減減らされらされらされらされ、、、、学校運営学校運営学校運営学校運営にににに支支支支

障障障障をををを来来来来しているところにしているところにしているところにしているところに、、、、平成平成平成平成２３２３２３２３年度年度年度年度、、、、更更更更にににに生徒数生徒数生徒数生徒数、、、、学級数学級数学級数学級数がががが減少減少減少減少するとするとするとすると、、、、教員不足教員不足教員不足教員不足にににに

よりよりよりよりクラブクラブクラブクラブやややや授業内容等授業内容等授業内容等授業内容等、、、、影響影響影響影響がががが大大大大きくなりすぎるときくなりすぎるときくなりすぎるときくなりすぎる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。。。。    

そこでそこでそこでそこで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、、、、同規同規同規同規則同条第則同条第則同条第則同条第２２２２項第項第項第項第２２２２号号号号によりによりによりにより、、、、今回特例今回特例今回特例今回特例としてとしてとしてとして緑台中学緑台中学緑台中学緑台中学

校校校校へのへのへのへの校区外就学希望者全員校区外就学希望者全員校区外就学希望者全員校区外就学希望者全員についてについてについてについて就学就学就学就学をををを認認認認めめめめ、、、、緑台中学校緑台中学校緑台中学校緑台中学校のののの学校運営学校運営学校運営学校運営のののの安定安定安定安定をををを図図図図るるるる緊緊緊緊

急的急的急的急的なななな対応対応対応対応をとりたいとをとりたいとをとりたいとをとり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。。。。    

ごごごご審議審議審議審議のののの程程程程、、、、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。。。。ただただただただ今今今今、、、、資料資料資料資料１１１１にににに基基基基づきごづきごづきごづきご説明説明説明説明がありましたがありましたがありましたがありました。。。。委員委員委員委員のののの皆様皆様皆様皆様、、、、

ごごごご意見意見意見意見、、、、ごごごご質問等質問等質問等質問等ございましたらございましたらございましたらございましたら、、、、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。。。。    

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きたいきたいきたい人人人人をををを全員認全員認全員認全員認めるということですねめるということですねめるということですねめるということですね。。。。    

そうですそうですそうですそうです。。。。    

おっしゃることはわかりますがおっしゃることはわかりますがおっしゃることはわかりますがおっしゃることはわかりますが、、、、緊急措置緊急措置緊急措置緊急措置をとってをとってをとってをとって本当本当本当本当にそれでいいのかというにそれでいいのかというにそれでいいのかというにそれでいいのかという問題問題問題問題がががが

あるとあるとあるとあると思思思思いますいますいますいます。。。。２３２３２３２３年度年度年度年度はそれはそれはそれはそれでいいのかもしれませんがでいいのかもしれませんがでいいのかもしれませんがでいいのかもしれませんが、、、、他他他他のののの学校学校学校学校とのとのとのとの関係関係関係関係がありまがありまがありまがありま

すのですのですのですので、、、、来年度以降来年度以降来年度以降来年度以降はどうするのかはどうするのかはどうするのかはどうするのか、、、、やはりきっちりしたやはりきっちりしたやはりきっちりしたやはりきっちりした方針方針方針方針をををを出出出出していかないとしていかないとしていかないとしていかないと。。。。    

審議会審議会審議会審議会としてはとしてはとしてはとしては、、、、緊急措置緊急措置緊急措置緊急措置だからだからだからだから認認認認めてくださいといってめてくださいといってめてくださいといってめてくださいといって、、、、ただただただただ単単単単にいいですよというにいいですよというにいいですよというにいいですよという

わけにはいかないでしょうわけにはいかないでしょうわけにはいかないでしょうわけにはいかないでしょう。。。。問題解決問題解決問題解決問題解決せずにせずにせずにせずに先延先延先延先延ばししているようにばししているようにばししているようにばししているように感感感感じますのでじますのでじますのでじますので、、、、きっきっきっきっ
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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    

    

    

    

    

    

    

    

委委委委    員員員員    

    

    

    

    

    

    

事務局事務局事務局事務局    

    

    

    

    

    

ちりとちりとちりとちりと論議論議論議論議したしたしたした方方方方がよいとがよいとがよいとがよいと思思思思いますいますいますいます。。。。教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会としてはどうとしてはどうとしてはどうとしてはどう考考考考えていますかえていますかえていますかえていますか。。。。    

確確確確かにおっしゃるとおりだとかにおっしゃるとおりだとかにおっしゃるとおりだとかにおっしゃるとおり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、、、、来年度来年度来年度来年度のののの入学入学入学入学がががが目目目目のののの前前前前にににに迫迫迫迫っておりますっておりますっておりますっております

のでのでのでので、、、、今回今回今回今回につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、先程先程先程先程ごごごご説明説明説明説明いたしましたとおりいたしましたとおりいたしましたとおりいたしましたとおり、、、、特例特例特例特例としてとしてとしてとして認認認認めるめるめるめる方方方方向向向向でとでとでとでと

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。。。。結果結果結果結果としてとしてとしてとして先延先延先延先延ばしになってしまいますがばしになってしまいますがばしになってしまいますがばしになってしまいますが、、、、今後今後今後今後、、、、問題解決問題解決問題解決問題解決にににに向向向向けてのけてのけてのけての

議論議論議論議論ができればとができればとができればとができれば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。。。。    

２３２３２３２３年度年度年度年度だけでだけでだけでだけで考考考考えればそうかもしれませんがえればそうかもしれませんがえればそうかもしれませんがえればそうかもしれませんが、、、、そうしたらそうしたらそうしたらそうしたら次年度次年度次年度次年度のののの時時時時にににに、、、、特例特例特例特例をををを認認認認めめめめ

たのだからたのだからたのだからたのだから我我我我々々々々もももも認認認認めてめてめてめ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声声声声がががが当然出当然出当然出当然出てくるとてくるとてくるとてくる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、、、、これはこれはこれはこれは

特例特例特例特例ではなくなってきますからではなくなってきますからではなくなってきますからではなくなってきますから、、、、本当本当本当本当にににに緑台中学校緑台中学校緑台中学校緑台中学校のためになるのかのためになるのかのためになるのかのためになるのか、、、、校区校区校区校区をどうするのをどうするのをどうするのをどうするの

かというかというかというかという根本的根本的根本的根本的なところをなところをなところをなところを問題問題問題問題にしてにしてにしてにして議論議論議論議論していかないとしていかないとしていかないとしていかないと、、、、２３２３２３２３年度年度年度年度はははは時間時間時間時間がないのでがないのでがないのでがないので認認認認

めてめてめてめて欲欲欲欲しいとおっしゃることはわかりますけれどもしいとおっしゃることはわかりますけれどもしいとおっしゃることはわかりますけれどもしいとおっしゃることはわかりますけれども、、、、それがそれがそれがそれが本当本当本当本当にににに問題問題問題問題のののの解決解決解決解決になになになになるかとるかとるかとるかと

いうというというというと、、、、私私私私はならないとはならないとはならないとはならないと思思思思いますいますいますいます。。。。    

緑台中学校緑台中学校緑台中学校緑台中学校のののの現状現状現状現状というのはというのはというのはというのは、、、、４４４４、、、、５５５５年前年前年前年前からからからから３００３００３００３００人前後人前後人前後人前後でででで推移推移推移推移していますしていますしていますしています。。。。先程先程先程先程のののの

説明説明説明説明にもありましたがにもありましたがにもありましたがにもありましたが、、、、現在現在現在現在はははは特別支援学級特別支援学級特別支援学級特別支援学級をををを含含含含めてめてめてめて９９９９クラスクラスクラスクラスありますありますありますあります。。。。来年来年来年来年、、、、再来年再来年再来年再来年とととと

３００３００３００３００人前後人前後人前後人前後のののの状況状況状況状況でででで推移推移推移推移するというこするというこするというこするということとととがございますがございますがございますがございます。。。。そういうそういうそういうそういう状況状況状況状況のののの中中中中でででで今後今後今後今後のことのことのことのこと

もももも含含含含めましてめましてめましてめまして、、、、校区全体校区全体校区全体校区全体のことにつきましてもごのことにつきましてもごのことにつきましてもごのことにつきましてもご審議審議審議審議をおをおをおをお願願願願いいいいできればできればできればできればとととと思思思思いますいますいますいます。。。。    

    今回今回今回今回、、、、２０２０２０２０数名数名数名数名がごがごがごがご了解了解了解了解いただけるようでしたらいただけるようでしたらいただけるようでしたらいただけるようでしたら、、、、１００１００１００１００名近名近名近名近くのおくのおくのおくのお子子子子さんがさんがさんがさんが緑台中学緑台中学緑台中学緑台中学

校校校校にににに入学入学入学入学できることになろうかとできることになろうかとできることになろうかとできることになろうかと思思思思いますいますいますいます。。。。そうなればそうなればそうなればそうなれば３３３３学級学級学級学級ということになりまということになりまということになりまということになりまししししてててて、、、、

将来的将来的将来的将来的にににに８８８８学級学級学級学級のののの可能性可能性可能性可能性がががが９９９９学級学級学級学級になりになりになりになり、、、、教員教員教員教員のののの定数定数定数定数がががが減減減減ららららずずずず、、、、学校運営学校運営学校運営学校運営のののの支障支障支障支障をををを一定一定一定一定にににに

とどめることができてとどめることができてとどめることができてとどめることができて、、、、円滑円滑円滑円滑なななな運営運営運営運営をををを確保確保確保確保できるのかなとできるのかなとできるのかなとできるのかな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。。。。    

多田多田多田多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というというというという地名地名地名地名ですがですがですがですが、、、、緑台緑台緑台緑台、、、、水明台水明台水明台水明台、、、、向陽台向陽台向陽台向陽台とととと３３３３地区地区地区地区がありましてがありましてがありましてがありまして、、、、

緑台緑台緑台緑台はははは１１１１丁目丁目丁目丁目からからからから７７７７丁目丁目丁目丁目までありますまでありますまでありますまであります。。。。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、、、、特例特例特例特例でやるのでやるのでやるのでやるの

ではなくてではなくてではなくてではなくて、、、、例例例例えばえばえばえば１１１１、、、、２２２２、、、、３３３３、、、、５５５５丁目丁目丁目丁目だけをだけをだけをだけを多田中学校多田中学校多田中学校多田中学校にしてにしてにしてにして、、、、残残残残りのりのりのりの４４４４、、、、６６６６、、、、７７７７丁目丁目丁目丁目

をををを緑台中学校緑台中学校緑台中学校緑台中学校にするとかにするとかにするとかにするとか、、、、校区校区校区校区をををを変更変更変更変更できないものかとできないものかとできないものかとできないものかと思思思思っていましたしっていましたしっていましたしっていましたし、、、、去年去年去年去年ののののＰＴＡＰＴＡＰＴＡＰＴＡ

のののの役員役員役員役員のののの方方方方とととと今年今年今年今年とととと両方聞両方聞両方聞両方聞きましたらきましたらきましたらきましたら、、、、校区校区校区校区をををを半強制的半強制的半強制的半強制的にににに変変変変えるしかないなというえるしかないなというえるしかないなというえるしかないなという声声声声があがあがあがあ

りましたりましたりましたりました。。。。３３３３倍近倍近倍近倍近くくくく多田中学校多田中学校多田中学校多田中学校がいてがいてがいてがいて、、、、緑台緑台緑台緑台がががが２７４２７４２７４２７４名名名名でででで、、、、来年来年来年来年はははは２４７２４７２４７２４７名名名名になるになるになるになる見込見込見込見込みみみみ

だというものですからだというものですからだというものですからだというものですから、、、、心配心配心配心配しておりますしておりますしておりますしております。。。。一時的一時的一時的一時的なななな措置措置措置措置だけでだけでだけでだけで特例特例特例特例でやったのではでやったのではでやったのではでやったのでは、、、、来来来来

年以降年以降年以降年以降にににに問題問題問題問題をををを残残残残すとすとすとすと思思思思いますいますいますいます。。。。    

先程先程先程先程のおのおのおのお話話話話のののの中中中中でででで、、、、校区審議会校区審議会校区審議会校区審議会としてのとしてのとしてのとしてのガイドラインガイドラインガイドラインガイドラインはここまでだというはここまでだというはここまでだというはここまでだという線線線線はははは引引引引いておいておいておいてお

くべきだとくべきだとくべきだとくべきだと思思思思いますいますいますいます。。。。今回今回今回今回にににに限限限限ってはってはってはっては親親親親のののの立場立場立場立場からすればからすればからすればからすれば、、、、クラスクラスクラスクラス数数数数がががが１１１１減減減減ることでることでることでることで先生先生先生先生

がががが一人減一人減一人減一人減るるるる、、、、教科担任制教科担任制教科担任制教科担任制のことものことものことものことも含含含含めてめてめてめて学校学校学校学校のののの運営運営運営運営にににに支障支障支障支障がががが出出出出てくるということがありまてくるということがありまてくるということがありまてくるということがありま

すよねすよねすよねすよね。。。。それであればそれであればそれであればそれであれば、、、、今回今回今回今回のののの特例特例特例特例はははは通通通通さないさないさないさないとととと仕方仕方仕方仕方がないとがないとがないとがないと思思思思いますいますいますいます。。。。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教教教

育育育育がががが受受受受けられなくなりますのでけられなくなりますのでけられなくなりますのでけられなくなりますので。。。。親親親親のののの立場立場立場立場としてはとしてはとしてはとしては、、、、そこをそこをそこをそこを一番一番一番一番のののの観点観点観点観点にしたいなとにしたいなとにしたいなとにしたいなと思思思思いいいい

ますますますます。。。。そうすればあるそうすればあるそうすればあるそうすればある程度程度程度程度、、、、今回今回今回今回のののの特例特例特例特例というのはというのはというのはというのは、、、、これでこれでこれでこれで救救救救われるのであればわれるのであればわれるのであればわれるのであれば、、、、認認認認めてめてめてめて

いくいくいくいく方向方向方向方向でででで考考考考えたいなとえたいなとえたいなとえたいなと思思思思いますいますいますいます。。。。    

若干蛇足若干蛇足若干蛇足若干蛇足になりますがになりますがになりますがになりますが、、、、教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会としてのとしてのとしてのとしての基準基準基準基準といいますかといいますかといいますかといいますか、、、、翌年度翌年度翌年度翌年度またこういったまたこういったまたこういったまたこういった

ことがことがことがことが起起起起こったこったこったこった場合場合場合場合どうするのかというごどうするのかというごどうするのかというごどうするのかというご指摘指摘指摘指摘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、、、、今回全員今回全員今回全員今回全員をををを認認認認めるといめるといめるといめるとい

うううう判断判断判断判断をしましたをしましたをしましたをしましたがががが、、、、どういうどういうどういうどういうケースケースケースケースのののの時時時時にこういったにこういったにこういったにこういった判断判断判断判断をするのかというをするのかというをするのかというをするのかという基準基準基準基準をごをごをごをご説説説説

明明明明いたしますいたしますいたしますいたします。。。。おおおお配配配配りしているりしているりしているりしている資料資料資料資料１１１１にもありにもありにもありにもありますようにますようにますようにますように、、、、合計合計合計合計クラスクラスクラスクラス数数数数がががが９９９９、、、、これがこれがこれがこれが８８８８

にににに減減減減っていますっていますっていますっています。。。。これはあくまでこれはあくまでこれはあくまでこれはあくまで見込見込見込見込みですがみですがみですがみですが、、、、これによってこれによってこれによってこれによって教員教員教員教員のののの数数数数がががが１１１１名減名減名減名減となりまとなりまとなりまとなりま

すすすす。。。。なんとかこのなんとかこのなんとかこのなんとかこのラインラインラインライン、、、、９９９９からからからから８８８８というのをというのをというのをというのを臨時臨時臨時臨時のののの措置措置措置措置のののの基準基準基準基準としたいなととしたいなととしたいなととしたいなと思思思思っておりっておりっておりっており
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ますますますます。。。。他他他他のののの学校学校学校学校におきましてもにおきましてもにおきましてもにおきましても、、、、このこのこのこのレベルレベルレベルレベルまでくればまでくればまでくればまでくれば、、、、本来本来本来本来はそれまでにはそれまでにはそれまでにはそれまでに手手手手をつけるべをつけるべをつけるべをつけるべ

きですがきですがきですがきですが、、、、例例例例えばえばえばえば校区校区校区校区にににに手手手手をつけるをつけるをつけるをつけるとかとかとかとか、、、、一部一部一部一部のののの地域地域地域地域でででで自由校区自由校区自由校区自由校区をををを認認認認めるとかめるとかめるとかめるとか、、、、選択肢選択肢選択肢選択肢はははは

色色色色々々々々とあるととあるととあるととあると思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、そのようなことをそのようなことをそのようなことをそのようなことを考考考考えていきたいとえていきたいとえていきたいとえていき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。。。。このこのこのこの２３２３２３２３年年年年

度度度度につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、９９９９からからからから８８８８ににににクラスクラスクラスクラス数数数数がががが減減減減りりりり、、、、教員数教員数教員数教員数がががが減減減減るるるる見込見込見込見込みであるからとみであるからとみであるからとみであるからといういういういう理理理理

由由由由ですですですです。。。。翌年度持翌年度持翌年度持翌年度持ちちちち直直直直しましたらしましたらしましたらしましたら、、、、このこのこのこの臨時措置臨時措置臨時措置臨時措置はしないということになりますがはしないということになりますがはしないということになりますがはしないということになりますが、、、、一方一方一方一方

でででで、、、、委員委員委員委員ごごごご指摘指摘指摘指摘のとおりのとおりのとおりのとおり、、、、このままこのままこのままこのまま対処療法対処療法対処療法対処療法をやっていたのではいけませんのでをやっていたのではいけませんのでをやっていたのではいけませんのでをやっていたのではいけませんので、、、、平行平行平行平行しししし

てごてごてごてご議論議論議論議論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。。。。    

他市他市他市他市のののの例例例例ですがですがですがですが、、、、本年度本年度本年度本年度、、、、宝塚市宝塚市宝塚市宝塚市やややや西宮市西宮市西宮市西宮市でででで校区再編校区再編校区再編校区再編をををを地元地元地元地元にににに諮諮諮諮ったったったったところところところところ、、、、なかなかなかなかなかなかなかなか

ごごごご同意同意同意同意いただけていないいただけていないいただけていないいただけていない実情実情実情実情がございますがございますがございますがございます。。。。ですからですからですからですから、、、、こちらのこちらのこちらのこちらの校区審議会校区審議会校区審議会校区審議会におきましてにおきましてにおきましてにおきまして

もももも、、、、慎重慎重慎重慎重にににに審議審議審議審議してしてしてしていただいていただいていただいていただいて、、、、答答答答えをえをえをえを決決決決めていきたいとめていきたいとめていきたいとめ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。。。。    

他他他他にごにごにごにご意見意見意見意見はいかがでしょうかはいかがでしょうかはいかがでしょうかはいかがでしょうか。。。。    

クラスクラスクラスクラス数数数数がががが９９９９からからからから８８８８になるのかになるのかになるのかになるのか、、、、先生先生先生先生のののの数数数数がががが９９９９からからからから８８８８ですですですですかかかか。。。。    

クラスクラスクラスクラス数数数数ですですですです。。。。定数定数定数定数のののの関係関係関係関係をををを少少少少しししし補足補足補足補足いたしますといたしますといたしますといたしますと、、、、１０１０１０１０学級学級学級学級ですとですとですとですと定数定数定数定数はははは１７１７１７１７名名名名となとなとなとな

りますりますりますります。。。。現在現在現在現在のののの９９９９クラスクラスクラスクラスですとですとですとですと２２２２名減名減名減名減ってってってって１５１５１５１５名名名名になりますになりますになりますになります。。。。さらにさらにさらにさらに８８８８クラスクラスクラスクラスになりますになりますになりますになります

とととと１４１４１４１４名名名名となりますとなりますとなりますとなります。。。。    

学校運営上学校運営上学校運営上学校運営上、、、、教員数教員数教員数教員数がががが減減減減りますとりますとりますとりますと、、、、教科外教科外教科外教科外、、、、免許外免許外免許外免許外のののの先生先生先生先生がががが教教教教えたりえたりえたりえたり、、、、指導主事指導主事指導主事指導主事をををを派遣派遣派遣派遣

してしてしてして応援態勢応援態勢応援態勢応援態勢をををを組組組組んだりとんだりとんだりとんだりといったいったいったいった状況状況状況状況になりますになりますになりますになります。。。。委員委員委員委員がおっしゃったがおっしゃったがおっしゃったがおっしゃった根本的根本的根本的根本的なななな論議論議論議論議をををを

近近近近々々々々にやるにやるにやるにや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充分充分充分充分承知承知承知承知しておりますのでしておりますのでしておりますのでしておりますので、、、、そのあたりもごそのあたりもごそのあたりもごそのあたりもご意見意見意見意見をいただいてをいただいてをいただいてをいただいて、、、、

審議審議審議審議をををを進進進進めていただければとめていただければとめていただければとめていただければ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。。。。    

今今今今、、、、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していただきましたがしていただきましたがしていただきましたがしていただきましたが、、、、２３２３２３２３年年年年度度度度のことはわかりますがのことはわかりますがのことはわかりますがのことはわかりますが、、、、将来的将来的将来的将来的にににに

このこのこのこの地域地域地域地域のののの子子子子どものどものどものどもの数数数数がどうなっているのかがどうなっているのかがどうなっているのかがどうなっているのか、、、、そういうことがわからないとそういうことがわからないとそういうことがわからないとそういうことがわからないと、、、、最終的最終的最終的最終的なななな結結結結

論論論論にににに達達達達しないとしないとしないとしないと思思思思うんですうんですうんですうんです。。。。    

今今今今おっしゃったことについておっしゃったことについておっしゃったことについておっしゃったことについて、、、、資料資料資料資料２２２２にににに今後今後今後今後のののの推計推計推計推計というのがありますのでというのがありますのでというのがありますのでというのがありますので、、、、事務局事務局事務局事務局かかかか

らごらごらごらご説明説明説明説明をおをおをおを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。。。。    

資料資料資料資料２２２２のののの説明説明説明説明をいたしますをいたしますをいたしますをいたします。。。。こちらはこちらはこちらはこちらは平成平成平成平成２２２２２２２２年年年年５５５５月月月月１１１１日現在日現在日現在日現在のののの校区別児童校区別児童校区別児童校区別児童・・・・生徒数及生徒数及生徒数及生徒数及

びびびび学級数学級数学級数学級数のののの推計推計推計推計ですですですです。。。。１１１１ページページページページ目目目目がががが小学校小学校小学校小学校、、、、２２２２ページページページページ目目目目がががが中学校中学校中学校中学校ですですですです。。。。小学校小学校小学校小学校のののの学級数学級数学級数学級数でででで

「＋「＋「＋「＋１１１１」」」」やややや「＋「＋「＋「＋２２２２」」」」とととと表記表記表記表記されていますのはされていますのはされていますのはされていますのは、、、、県事業県事業県事業県事業のののの新学習新学習新学習新学習システムシステムシステムシステムでででで、、、、３５３５３５３５人学級人学級人学級人学級をををを

実施実施実施実施しているためしているためしているためしているため、、、、通常通常通常通常よりよりよりより学級数学級数学級数学級数がががが多多多多くなっていることをくなっていることをくなっていることをくなっていることを表表表表していますしていますしていますしています。。。。例例例例えばえばえばえば久代小久代小久代小久代小

学校学校学校学校ではではではでは「「「「１５１５１５１５＋＋＋＋２２２２」」」」とありますがとありますがとありますがとありますが、、、、４０４０４０４０人学級人学級人学級人学級のみであればのみであればのみであればのみであれば１５１５１５１５クラスクラスクラスクラスですがですがですがですが、、、、３５３５３５３５人人人人

学級学級学級学級をををを実施実施実施実施しているためしているためしているためしているため１７１７１７１７クラスクラスクラスクラス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。。。。    

平成平成平成平成２３２３２３２３年度以降年度以降年度以降年度以降のののの人数人数人数人数ですがですがですがですが、、、、小学校小学校小学校小学校２２２２年生年生年生年生からからからから６６６６年生年生年生年生はははは前年前年前年前年のののの１１１１年生年生年生年生からからからから５５５５年生年生年生年生、、、、

中学校中学校中学校中学校２２２２・・・・３３３３年生年生年生年生はははは前年前年前年前年のののの１１１１・・・・２２２２年生年生年生年生のののの人数人数人数人数ををををスライドスライドスライドスライドしていますしていますしていますしています。。。。１１１１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平平平平

成成成成２２２２２２２２年年年年５５５５月月月月１１１１日現在日現在日現在日現在のののの対象年齢児童数対象年齢児童数対象年齢児童数対象年齢児童数にににに過去過去過去過去３３３３年平均年平均年平均年平均のののの進学率進学率進学率進学率をかけてをかけてをかけてをかけて推計推計推計推計していましていましていましていま

すすすす。。。。なおなおなおなお、、、、学級数学級数学級数学級数についてはについてはについてはについては４０４０４０４０人学級人学級人学級人学級をををを想定想定想定想定してしてしてして算出算出算出算出していますしていますしていますしています。。。。    

先程先程先程先程、、、、委員委員委員委員がおっしゃっていたがおっしゃっていたがおっしゃっていたがおっしゃっていただきましただきましただきましただきました緑台中学校緑台中学校緑台中学校緑台中学校ですがですがですがですが、、、、２２２２ページページページページをごをごをごをご覧覧覧覧くださいくださいくださいください。。。。

これによりますとこれによりますとこれによりますとこれによりますと、、、、２３２３２３２３、、、、２４２４２４２４年度年度年度年度がががが７７７７クラスクラスクラスクラス、、、、２５２５２５２５年度年度年度年度はははは少少少少しししし持持持持ちちちち直直直直しましてしましてしましてしまして８８８８クラスクラスクラスクラス、、、、

２６２６２６２６年度年度年度年度はははは９９９９クラスクラスクラスクラス、、、、２７２７２７２７年度年度年度年度はははは８８８８クラスクラスクラスクラスというというというという推計推計推計推計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。。。。    

ただしただしただしただし、、、、あくまであくまであくまであくまで推計推計推計推計ですですですですのでのでのでので、、、、来年来年来年来年のののの５５５５月月月月１１１１日日日日にはにはにはには新新新新たなたなたなたな推計推計推計推計をををを出出出出してしてしてして将来見込将来見込将来見込将来見込みをみをみをみを見見見見

直直直直すことになりますすことになりますすことになりますすことになります。。。。    

確確確確かなかなかなかな話話話話ではないのですがではないのですがではないのですがではないのですが、、、、緑台緑台緑台緑台のこののこののこののこの地域地域地域地域にににに関関関関してはしてはしてはしては、、、、多田中多田中多田中多田中学校学校学校学校とととと緑台中緑台中緑台中緑台中学校学校学校学校でやでやでやでや
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やこしいやこしいやこしいやこしい地域地域地域地域だとだとだとだと聞聞聞聞きますきますきますきます。。。。今回今回今回今回のののの特例特例特例特例にににに基基基基づいてこのづいてこのづいてこのづいてこの辺辺辺辺りのりのりのりの校区校区校区校区のののの線引線引線引線引きがきがきがきが今後今後今後今後どういどういどういどうい

うううう風風風風になっていくかということをになっていくかということをになっていくかということをになっていくかということを平行平行平行平行してしてしてして話話話話をしないとをしないとをしないとをしないと、、、、解決解決解決解決しないしないしないしない問題問題問題問題なのかなとなのかなとなのかなとなのかなと思思思思いいいい

ますますますます。。。。本当本当本当本当だったらだったらだったらだったら緑台小学校緑台小学校緑台小学校緑台小学校からからからから緑台中学校緑台中学校緑台中学校緑台中学校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人達人達人達人達もいながらのもいながらのもいながらのもいながらの多田中多田中多田中多田中

学校学校学校学校にというにというにというにという地域地域地域地域でででで、、、、毎年毎年毎年毎年、、、、小学校小学校小学校小学校のののの５５５５、、、、６６６６年生年生年生年生になってくるとそのになってくるとそのになってくるとそのになってくるとその方達方達方達方達がががが右往左往右往左往右往左往右往左往するするするする

ようなようなようなような話話話話をををを噂噂噂噂でででで聞聞聞聞きますのできますのできますのできますので、、、、今回今回今回今回はははは特例措置特例措置特例措置特例措置をとられたとしてもをとられたとしてもをとられたとしてもをとられたとしても、、、、今後今後今後今後どのようにおどのようにおどのようにおどのようにお考考考考

えなのかおえなのかおえなのかおえなのかお聞聞聞聞きしたいのですがきしたいのですがきしたいのですがきしたいのですが。。。。    

すいませんすいませんすいませんすいません、、、、もうもうもうもう一一一一つのつのつのつの資料資料資料資料についてごについてごについてごについて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。。。。    

資料資料資料資料５５５５のののの５５５５ページページページページをごをごをごをご覧覧覧覧くださいくださいくださいください。。。。今今今今おおおお話話話話しいただきましたしいただきましたしいただきましたしいただきました地域地域地域地域のののの周辺地図周辺地図周辺地図周辺地図になっておになっておになっておになってお

りますりますりますります。。。。赤線赤線赤線赤線がががが小学校区小学校区小学校区小学校区のののの境境境境でででで、、、、ピンクピンクピンクピンクのののの蛍光蛍光蛍光蛍光ペペペペンンンンでででで囲囲囲囲っているっているっているっている地域地域地域地域がががが矢問矢問矢問矢問２２２２丁目丁目丁目丁目とととと平野平野平野平野

２２２２丁目丁目丁目丁目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。。。。このこのこのこの二二二二地域地域地域地域がががが他他他他にににに比比比比べてべてべてべて校区外就学希望申請校区外就学希望申請校区外就学希望申請校区外就学希望申請がががが多多多多かったところでかったところでかったところでかったところで

すすすす。。。。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委員委員委員委員からごからごからごからご要望要望要望要望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、、、、今回資料今回資料今回資料今回資料としておとしておとしておとしてお出出出出ししておりまししておりまししておりまししておりま

すすすす。。。。    

このこのこのこの地図地図地図地図でででで言言言言いますといますといますといますと、、、、真真真真んんんん中当中当中当中当りにりにりにりに多田中学校多田中学校多田中学校多田中学校がありましてがありましてがありましてがありまして、、、、緑台緑台緑台緑台１１１１丁目丁目丁目丁目からからからから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のののの校区校区校区校区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。。。。緑台緑台緑台緑台６６６６丁目丁目丁目丁目、、、、７７７７丁目丁目丁目丁目はははは緑台中学校緑台中学校緑台中学校緑台中学校のののの校区校区校区校区となっていとなっていとなっていとなってい

ますますますます。。。。    

このこのこのこの辺辺辺辺りはりはりはりは、、、、どちらでもどちらでもどちらでもどちらでも選択選択選択選択できますできますできますできますよというよというよというよという調整区域調整区域調整区域調整区域にはなっていないんですかにはなっていないんですかにはなっていないんですかにはなっていないんですか。。。。    

現在現在現在現在、、、、川西市川西市川西市川西市ではではではでは校区校区校区校区をををを決決決決めるめるめるめる意味意味意味意味でのでのでのでの調整区域調整区域調整区域調整区域はありませんはありませんはありませんはありません。。。。    

他他他他にににに何何何何かごかごかごかご意見意見意見意見はございませんかはございませんかはございませんかはございませんか。。。。    

緑台中学緑台中学緑台中学緑台中学校校校校がこういうがこういうがこういうがこういう状況状況状況状況のののの中中中中でででで、、、、認認認認めてあげたいというめてあげたいというめてあげたいというめてあげたいという思思思思いはいはいはいは強強強強くもっておりますくもっておりますくもっておりますくもっております。。。。

学校学校学校学校としてのとしてのとしてのとしての適正規模適正規模適正規模適正規模というのもありますというのもありますというのもありますというのもあります。。。。ただただただただ、、、、今回特例今回特例今回特例今回特例でしのいででしのいででしのいででしのいで、、、、委員委員委員委員としてこれとしてこれとしてこれとしてこれ

でよいのかというでよいのかというでよいのかというでよいのかという部分部分部分部分でででで葛藤葛藤葛藤葛藤がありますがありますがありますがあります。。。。    

結局結局結局結局そもそもそもそもそもそもそもそも論論論論になってしまうんですがになってしまうんですがになってしまうんですがになってしまうんですが、、、、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ができたができたができたができた問題点問題点問題点問題点がががが何何何何かとかとかとかと

いうというというというと、、、、緑台中緑台中緑台中緑台中学校学校学校学校だったとだったとだったとだったと記憶記憶記憶記憶していますしていますしていますしています。。。。緑台緑台緑台緑台１１１１丁目丁目丁目丁目からからからから５５５５丁目丁目丁目丁目までがまでがまでがまでが多田中学校多田中学校多田中学校多田中学校でででで、、、、

緑台中学校緑台中学校緑台中学校緑台中学校がががが減減減減ってきたからってきたからってきたからってきたから何何何何とかしてとかしてとかしてとかして欲欲欲欲しいというのがしいというのがしいというのがしいというのが、、、、地元地元地元地元のののの要望要望要望要望だったとだったとだったとだったと。。。。それをそれをそれをそれを

解決解決解決解決せずにせずにせずにせずに５５５５％％％％枠枠枠枠をををを設設設設けましょうというけましょうというけましょうというけましょうという方向方向方向方向でででで今今今今までまでまでまで来来来来たたたた訳訳訳訳ですですですです。。。。ですからですからですからですから、、、、先程言先程言先程言先程言いまいまいまいま

ししししたようにたようにたようにたように、、、、２３２３２３２３年度年度年度年度はははは仕方仕方仕方仕方がないけれどもがないけれどもがないけれどもがないけれども、、、、本当本当本当本当にそれでにそれでにそれでにそれで良良良良いのかといのかといのかといのかと。。。。やはりやはりやはりやはり校区校区校区校区のののの見見見見

直直直直しをきっちりやらないとしをきっちりやらないとしをきっちりやらないとしをきっちりやらないと、、、、毎年同毎年同毎年同毎年同じじじじ問題問題問題問題がでてくるのではないかとがでてくるのではないかとがでてくるのではないかとがでてくるのではないかと思思思思いますいますいますいます。。。。    

今日結論今日結論今日結論今日結論をださなくてもいいんですがをださなくてもいいんですがをださなくてもいいんですがをださなくてもいいんですが、、、、審議会審議会審議会審議会としてどういうとしてどういうとしてどういうとしてどういう方向方向方向方向にもっていくのかにもっていくのかにもっていくのかにもっていくのか

がががが、、、、一番大事一番大事一番大事一番大事だとだとだとだと思思思思いますいますいますいます。。。。    

多田多田多田多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はははは昭和昭和昭和昭和４２４２４２４２年頃年頃年頃年頃からからからから、、、、だんだんだんだんだんだんだんだん人口人口人口人口がががが増増増増えてきましたえてきましたえてきましたえてきました。。。。当時当時当時当時、、、、このこのこのこの

地域地域地域地域にはにはにはには多田中学校多田中学校多田中学校多田中学校しかありませんでしたしかありませんでしたしかありませんでしたしかありませんでした。。。。昭和昭和昭和昭和５０５０５０５０年頃年頃年頃年頃になりますとになりますとになりますとになりますと、、、、水明台等水明台等水明台等水明台等がががが開発開発開発開発

されましてされましてされましてされまして、、、、陽明小学校陽明小学校陽明小学校陽明小学校ができができができができ、、、、緑台中学校緑台中学校緑台中学校緑台中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。。。。はっきりしたはっきりしたはっきりしたはっきりした年年年年はわかりませはわかりませはわかりませはわかりませ

んがんがんがんが、、、、１０１０１０１０年近年近年近年近いいいい差差差差があるはずですがあるはずですがあるはずですがあるはずです。。。。多田中学校多田中学校多田中学校多田中学校とととと緑台中学校緑台中学校緑台中学校緑台中学校はははは本来本来本来本来、、、、人口人口人口人口がががが増増増増えてえてえてえて、、、、水水水水

明台明台明台明台、、、、向陽台向陽台向陽台向陽台、、、、緑台緑台緑台緑台いずれもいずれもいずれもいずれも２２２２,,,,００００００００００００世帯位世帯位世帯位世帯位になったときにになったときにになったときにになったときに、、、、校区校区校区校区をををを見直見直見直見直すべきだったんすべきだったんすべきだったんすべきだったん

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。。。。    

毎年毎年毎年毎年ＰＴＡＰＴＡＰＴＡＰＴＡにおにおにおにお聞聞聞聞きしましたらきしましたらきしましたらきしましたら、、、、ＰＴＡＰＴＡＰＴＡＰＴＡ役員役員役員役員はははは１１１１年交替年交替年交替年交替なのでなのでなのでなので継続的継続的継続的継続的にそういうにそういうにそういうにそういう意見意見意見意見がががが

伝伝伝伝わってないんですわってないんですわってないんですわってないんです。。。。ただただただただ、、、、保護者保護者保護者保護者からはからはからはからは何何何何とかしないととかしないととかしないととかしないと、、、、というというというという意見意見意見意見はははは出出出出てててていますいますいますいます。。。。本本本本

当当当当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全体全体全体全体のののの校区校区校区校区をををを変変変変えるべきでえるべきでえるべきでえるべきで、、、、５５５５％％％％ではではではでは収収収収まらないとまらないとまらないとまらないと思思思思いますいますいますいます。。。。    

今今今今、、、、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出出出出しいただきましたことをまとめますとしいただきましたことをまとめますとしいただきましたことをまとめますとしいただきましたことをまとめますと、、、、抜本的抜本的抜本的抜本的なななな検討検討検討検討がががが必要必要必要必要でででで

はあるがはあるがはあるがはあるが、、、、一方一方一方一方でででで平成平成平成平成２３２３２３２３年度入学年度入学年度入学年度入学にににに関関関関してはしてはしてはしては、、、、特例特例特例特例としてとしてとしてとして認認認認めてもめてもめてもめても良良良良いのではというこいのではというこいのではというこいのではというこ
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とだととだととだととだと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、何何何何かごかごかごかご意見意見意見意見はございますかはございますかはございますかはございますか。。。。    

おおおお聞聞聞聞きしておきたいのですがきしておきたいのですがきしておきたいのですがきしておきたいのですが、、、、特例特例特例特例をををを認認認認めればめればめればめれば３３３３クラスクラスクラスクラスをををを確保確保確保確保できるということですできるということですできるということですできるということです

かかかか。。。。    

転入転入転入転入、、、、転出等転出等転出等転出等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、、、、断言断言断言断言はできませんがはできませんがはできませんがはできませんが、、、、３３３３クラスクラスクラスクラスをををを確保確保確保確保できるできるできるできる見込見込見込見込みがみがみがみが非非非非

常常常常にににに高高高高くなりますくなりますくなりますくなります。。。。    

中心中心中心中心にもってくるにもってくるにもってくるにもってくる話話話話がががが、、、、クラスクラスクラスクラス数数数数をををを減少減少減少減少させないということですよねさせないということですよねさせないということですよねさせないということですよね。。。。今回今回今回今回はははは学校学校学校学校のののの小小小小

規模化規模化規模化規模化をををを防防防防ぐぐぐぐ対策対策対策対策をををを講講講講じることがじることがじることがじることが何何何何とかできないかというとかできないかというとかできないかというとかできないかという議論議論議論議論になっているということになっているということになっているということになっているということ

ですよねですよねですよねですよね。。。。    

そうですそうですそうですそうです。。。。就学希望者就学希望者就学希望者就学希望者をををを決決決決めるにめるにめるにめる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、、、、おおおお配配配配りしていますりしていますりしていますりしています規則規則規則規則のののの７７７７条条条条にににに、「、「、「、「校校校校

区審議会区審議会区審議会区審議会のののの意見意見意見意見をををを聴聴聴聴いたいたいたいた上上上上でででで」」」」となっておりますのでとなっておりますのでとなっておりますのでとなっておりますので、、、、今回今回今回今回のののの手順手順手順手順をををを踏踏踏踏ませていただいてませていただいてませていただいてませていただいて

おりますおりますおりますおります。。。。    

それとそれとそれとそれと、、、、今回今回今回今回２３２３２３２３年度年度年度年度をををを認認認認めるにめるにめるにめる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、、、、校区審議会校区審議会校区審議会校区審議会のののの立場立場立場立場でででで２３２３２３２３年度中年度中年度中年度中にににに抜本抜本抜本抜本

的解決的解決的解決的解決をををを図図図図るるるる方策方策方策方策をををを検討検討検討検討することというごすることというごすることというごすることというご意見意見意見意見をいただければをいただければをいただければをいただければ、、、、それはそれはそれはそれは継続継続継続継続のののの議題議題議題議題としてとしてとしてとして

検討検討検討検討することもすることもすることもすることも可能可能可能可能かとかとかとか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地区地区地区地区からからからから約約約約１５０１５０１５０１５０人人人人がががが多田中学校多田中学校多田中学校多田中学校へへへへ行行行行っているそうですっているそうですっているそうですっているそうです。。。。一番遠一番遠一番遠一番遠いとこいとこいとこいとこ

ろでもろでもろでもろでも３３３３キロキロキロキロ弱弱弱弱ですからですからですからですから、、、、根本解決根本解決根本解決根本解決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地区全部地区全部地区全部地区全部をををを緑台中学校緑台中学校緑台中学校緑台中学校へとへとへとへというこというこというこということ

でもいいのではないかとでもいいのではないかとでもいいのではないかとでもいいのではないかと思思思思いますいますいますいます。。。。    

今今今今のごのごのごのご意見意見意見意見のとおりのとおりのとおりのとおりなのなのなのなのですがですがですがですが、、、、実際実際実際実際にににに他市他市他市他市でごでごでごでご苦労苦労苦労苦労されていますのもされていますのもされていますのもされていますのも、、、、線線線線のののの間近間近間近間近のののの方方方方

なんですなんですなんですなんです。。。。多田中学校多田中学校多田中学校多田中学校のすぐそばにのすぐそばにのすぐそばにのすぐそばに住住住住んでいてんでいてんでいてんでいて、、、、強制的強制的強制的強制的にににに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ってくださいとってくださいとってくださいとってくださいと

いういういういう校区校区校区校区にしますとにしますとにしますとにしますと、、、、目目目目のののの前前前前にににに学校学校学校学校があるのにということでがあるのにということでがあるのにということでがあるのにということで、、、、後後後後々々々々のののの問題問題問題問題がががが出出出出てきますてきますてきますてきます。。。。

ですからですからですからですから、、、、例例例例えばえばえばえば調整区域調整区域調整区域調整区域をををを設設設設けるとかけるとかけるとかけるとか、、、、このこのこのこの部分部分部分部分だけをだけをだけをだけを自由選択自由選択自由選択自由選択にするといったことをにするといったことをにするといったことをにするといったことを

今後審議会今後審議会今後審議会今後審議会のののの中中中中でででで検討検討検討検討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。。。。    

はじめにはじめにはじめにはじめに申申申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、、、、１１１１丁目丁目丁目丁目からからからから３３３３丁目丁目丁目丁目がががが多田中学校多田中学校多田中学校多田中学校でででで４４４４丁目丁目丁目丁目からからからから７７７７丁目丁目丁目丁目までまでまでまで緑緑緑緑

台中学校台中学校台中学校台中学校とかとかとかとか、、、、そうそうそうそういういういういう形形形形でもいいかとでもいいかとでもいいかとでもいいかと思思思思いますいますいますいます。。。。    

大大大大きなきなきなきな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現在検討現在検討現在検討現在検討のののの途上途上途上途上ですのでですのでですのでですので、、、、平成平成平成平成２３２３２３２３年入学年入学年入学年入学のののの生徒生徒生徒生徒にににに関関関関してはしてはしてはしては特特特特

例措置例措置例措置例措置としてとしてとしてとして認認認認めてめてめてめて、、、、委員委員委員委員のののの皆様皆様皆様皆様ののののごごごご意見意見意見意見につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、次次次次のののの議題議題議題議題のところでのところでのところでのところで継続継続継続継続してしてしてして

検討検討検討検討していくということでよろしいでしょうかしていくということでよろしいでしょうかしていくということでよろしいでしょうかしていくということでよろしいでしょうか。。。。    

（（（（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。。。。それではそれではそれではそれでは続続続続きましてきましてきましてきまして、「、「、「、「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」」」」というというというという

ところでところでところでところで、、、、既既既既にいくつかにいくつかにいくつかにいくつか資料資料資料資料のののの説明説明説明説明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、、、、前回各委員前回各委員前回各委員前回各委員からからからから要望要望要望要望がありましたがありましたがありましたがありました

資料資料資料資料についてについてについてについて、、、、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。。。。    

ごごご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。。。。資料資料資料資料２２２２についてはについてはについてはについては先程先程先程先程ごごごご説明説明説明説明いたしましたのでいたしましたのでいたしましたのでいたしましたので、、、、割愛割愛割愛割愛いたしますいたしますいたしますいたします。。。。    

資料資料資料資料３３３３をごをごをごをご覧覧覧覧くださいくださいくださいください。。。。これはこれはこれはこれは、、、、毎年新毎年新毎年新毎年新１１１１年生年生年生年生のののの保護者保護者保護者保護者をををを対象対象対象対象にににに、、、、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

ついてのついてのついてのついてのアンケートアンケートアンケートアンケートをををを実施実施実施実施しておりしておりしておりしており、、、、そのそのそのその一部一部一部一部をををを抜粋抜粋抜粋抜粋したものですしたものですしたものですしたものです。。。。校区外就学校区外就学校区外就学校区外就学をををを申請申請申請申請しししし

なかったとなかったとなかったとなかったと回答回答回答回答されたされたされたされた方方方方でででで、、、、人数制限人数制限人数制限人数制限やややや抽選抽選抽選抽選があるためにがあるためにがあるためにがあるために申請申請申請申請をしなかったとをしなかったとをしなかったとをしなかったと回答回答回答回答されたされたされたされた

方方方方のののの人数人数人数人数をををを学校別学校別学校別学校別、、、、年度別年度別年度別年度別にににに表表表表にしましたにしましたにしましたにしました。。。。    

次次次次にににに資料資料資料資料４４４４ですですですです。。。。１１１１ページページページページ目目目目はははは教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会にににに提出提出提出提出されたされたされたされた要望書要望書要望書要望書のののの写写写写しでしでしでしで、、、、矢問矢問矢問矢問２２２２丁目丁目丁目丁目５５５５

番番番番４８４８４８４８号号号号からからからから６１６１６１６１号号号号のののの校区校区校区校区についてのについてのについてのについての要望要望要望要望ですですですです。。。。２２２２ページページページページ目目目目にににに地図地図地図地図をつけておりますをつけておりますをつけておりますをつけております。。。。中中中中

央付近央付近央付近央付近にににに赤赤赤赤でででで線線線線をををを引引引引いておりますがいておりますがいておりますがいておりますが、、、、これがこれがこれがこれが多田小学校多田小学校多田小学校多田小学校とととと明峰小明峰小明峰小明峰小学校学校学校学校のののの校区境校区境校区境校区境をををを表表表表しておしておしておしてお

りりりり、、、、そのそのそのその境境境境にににに赤丸赤丸赤丸赤丸をしておりますところがをしておりますところがをしておりますところがをしておりますところが、、、、該当該当該当該当のののの地域地域地域地域ですですですです。。。。なおなおなおなお、、、、１２１２１２１２月月月月１５１５１５１５日付日付日付日付けでけでけでけで
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同様同様同様同様のののの要望要望要望要望がががが提出提出提出提出されておりますされておりますされておりますされております。。。。    

続続続続きましてきましてきましてきまして資料資料資料資料５５５５ですですですです。。。。校区外就学希望申請校区外就学希望申請校区外就学希望申請校区外就学希望申請のののの希望状況希望状況希望状況希望状況をををを住所別住所別住所別住所別でまとめたものででまとめたものででまとめたものででまとめたもので、、、、平平平平

成成成成１７１７１７１７年度年度年度年度からからからから２２２２２２２２年度年度年度年度までのまでのまでのまでの希望者数希望者数希望者数希望者数をををを集計集計集計集計していますしていますしていますしています。。。。１１１１、、、、２２２２ページページページページがががが小学校小学校小学校小学校、、、、３３３３、、、、

４４４４ページページページページがががが中学校中学校中学校中学校ですですですです。。。。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ででで白抜白抜白抜白抜きになっているところがきになっているところがきになっているところがきになっているところが、、、、隣接隣接隣接隣接するするするする校区校区校区校区でででで希希希希

望申請望申請望申請望申請できるできるできるできる学校学校学校学校ですですですです。。。。特特特特にににに人数人数人数人数がががが多多多多いのはいのはいのはいのは、、、、１１１１ページページページページのののの一番下一番下一番下一番下、、、、多田小学校多田小学校多田小学校多田小学校区区区区のののの矢問矢問矢問矢問２２２２

丁目丁目丁目丁目でででで２４２４２４２４名名名名、、、、それとそれとそれとそれと２２２２ページページページページ目目目目のののの一番上一番上一番上一番上、、、、多田東小学校区多田東小学校区多田東小学校区多田東小学校区のののの平平平平野野野野２２２２丁目丁目丁目丁目でででで３８３８３８３８名名名名、、、、特特特特にににに

このこのこのこの地域地域地域地域のののの申請申請申請申請がががが他他他他とととと比比比比べてべてべてべて多多多多くなっていますくなっていますくなっていますくなっています。。。。先程先程先程先程ごごごご説明説明説明説明いたしましたがいたしましたがいたしましたがいたしましたが、、、、５５５５ページページページページにににに

はそのはそのはそのはその地域地域地域地域のののの周辺地図周辺地図周辺地図周辺地図をつけておりますをつけておりますをつけておりますをつけております。。。。    

最後最後最後最後にににに資料資料資料資料６６６６はははは、、、、平成平成平成平成２３２３２３２３年度入学年度入学年度入学年度入学にににに係係係係るるるる校区外就学希望申請校区外就学希望申請校区外就学希望申請校区外就学希望申請のののの状況状況状況状況がががが確定確定確定確定しましたのしましたのしましたのしましたの

でででで、、、、そのそのそのその内容内容内容内容のののの報告報告報告報告ですですですです。。。。１１１１ページページページページがががが小学校小学校小学校小学校、、、、２２２２ページページページページがががが中学校中学校中学校中学校のののの申請状況一覧申請状況一覧申請状況一覧申請状況一覧ですですですです。。。。    

    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、、、、１１１１ページページページページのののの左端左端左端左端のののの列列列列、、、、上上上上からからからから５５５５行目行目行目行目のののの川西北小学校川西北小学校川西北小学校川西北小学校をごをごをごをご覧覧覧覧くださいくださいくださいください。。。。

右右右右にににに追追追追っていただきますとっていただきますとっていただきますとっていただきますと、、、、５５５５％％％％限度枠限度枠限度枠限度枠がががが４４４４名名名名にににに対対対対してしてしてして、、、、申請者申請者申請者申請者がががが１０１０１０１０名名名名おりましたおりましたおりましたおりました。。。。１１１１

００００名名名名のののの希望先希望先希望先希望先はははは、、、、更更更更にににに右右右右をををを見見見見ていただきていただきていただきていただき、、、、川西小学校川西小学校川西小学校川西小学校へへへへ１１１１名名名名、、、、桜桜桜桜がががが丘小学校丘小学校丘小学校丘小学校へへへへ４４４４名名名名、、、、明峰明峰明峰明峰

小学校小学校小学校小学校へのへのへのへの５５５５名名名名ですですですです。。。。更更更更にににに右右右右をををを見見見見ていただきますとていただきますとていただきますとていただきますと、、、、兄姉優先兄姉優先兄姉優先兄姉優先がががが２２２２名名名名おりましたのでおりましたのでおりましたのでおりましたので、、、、抽抽抽抽

選対象者選対象者選対象者選対象者はははは８８８８名名名名となりますとなりますとなりますとなります。。。。５５５５％％％％枠枠枠枠４４４４名名名名にににに対対対対してしてしてして抽選対象者抽選対象者抽選対象者抽選対象者がががが８８８８名名名名ですのでですのでですのでですので、、、、抽選抽選抽選抽選がががが有有有有りりりり

ましたましたましたました。。。。今回今回今回今回、、、、川西北小学校川西北小学校川西北小学校川西北小学校、、、、川西中学校川西中学校川西中学校川西中学校、、、、多田中学校多田中学校多田中学校多田中学校のののの３３３３校校校校でででで、、、、５５５５％％％％限度枠限度枠限度枠限度枠にににに係係係係るるるる抽選抽選抽選抽選

をををを実施実施実施実施いたしましたいたしましたいたしましたいたしました。。。。    

    受入状況受入状況受入状況受入状況についてはについてはについてはについては、、、、表表表表をををを縦縦縦縦にににに見見見見ていただきますていただきますていただきますていただきます。。。。１１１１ページページページページのののの上上上上のののの行行行行、、、、希望校別申請状希望校別申請状希望校別申請状希望校別申請状

況況況況とととと書書書書いたいたいたいた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。。。。こちらのこちらのこちらのこちらの明峰小学校明峰小学校明峰小学校明峰小学校をごをごをごをご覧覧覧覧くださいくださいくださいください。。。。明峰小学校明峰小学校明峰小学校明峰小学校はははは川西北小川西北小川西北小川西北小

学校学校学校学校からからからから５５５５名名名名、、、、多田小学校多田小学校多田小学校多田小学校からからからから９９９９名名名名、、、、合計合計合計合計１４１４１４１４名名名名のののの希望希望希望希望がありましたがありましたがありましたがありました。。。。一番下一番下一番下一番下のののの枠枠枠枠にににに受入受入受入受入

校別就学希望者校別就学希望者校別就学希望者校別就学希望者のののの状況状況状況状況がありますがありますがありますがあります。。。。明峰小学校明峰小学校明峰小学校明峰小学校のののの受入枠受入枠受入枠受入枠はははは１８１８１８１８名名名名、、、、それにそれにそれにそれに対対対対してしてしてして希望者数希望者数希望者数希望者数

はははは１１１１１１１１名名名名になっていますのでになっていますのでになっていますのでになっていますので、、、、抽選抽選抽選抽選はありませんはありませんはありませんはありません。。。。希望者希望者希望者希望者がががが１４１４１４１４名名名名とととと１１１１１１１１名名名名でででで差差差差がががが出出出出ていていていてい

ますのはますのはますのはますのは、、、、川西北小学校川西北小学校川西北小学校川西北小学校のののの５５５５％％％％枠枠枠枠にににに係係係係るるるる抽選抽選抽選抽選でででで落選者落選者落選者落選者がががが出出出出たためですたためですたためですたためです。。。。小学校小学校小学校小学校、、、、中学校中学校中学校中学校とととと

もももも、、、、受入枠受入枠受入枠受入枠をををを超超超超えるえるえるえる学校学校学校学校はありませんでしたのではありませんでしたのではありませんでしたのではありませんでしたので、、、、抽選抽選抽選抽選はありませんでしたはありませんでしたはありませんでしたはありませんでした。。。。    

    次次次次にににに３３３３ページページページページからからからから５５５５ページページページページですがですがですがですが、、、、これはこれはこれはこれは校区外就学申請者校区外就学申請者校区外就学申請者校区外就学申請者をををを住所別住所別住所別住所別にににに集計集計集計集計したものでしたものでしたものでしたもので

すすすす。。。。    

    またまたまたまた、、、、表表表表のののの右半分右半分右半分右半分にににに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というというというという欄欄欄欄がありますががありますががありますががありますが、、、、これはこれはこれはこれは、、、、申請書申請書申請書申請書にににに「「「「参考参考参考参考まままま

でにでにでにでに申請申請申請申請されたされたされたされた理理理理由由由由をおをおをおをお書書書書きくださいきくださいきくださいきください」」」」というというというという枠枠枠枠をををを設設設設けておりけておりけておりけており、、、、そこにそこにそこにそこに書書書書かれたものをこかれたものをこかれたものをこかれたものをこ

ちらでちらでちらでちらで分類分分類分分類分分類分けしたものですけしたものですけしたものですけしたものです。。。。資料資料資料資料のののの説明説明説明説明はははは以上以上以上以上ですですですです。。。。    

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。。。。前回委員前回委員前回委員前回委員からごからごからごからご要望要望要望要望のあったのあったのあったのあった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提出提出提出提出していたしていたしていたしていた

だきましただきましただきましただきました。。。。このこのこのこの資料資料資料資料についてごについてごについてごについてご意見意見意見意見、、、、ごごごご質問等質問等質問等質問等あるとあるとあるとあると思思思思いますいますいますいます。。。。あるいはあるいはあるいはあるいは他他他他にこういっにこういっにこういっにこういっ

たたたた資料資料資料資料はないのかというはないのかというはないのかというはないのかという、、、、さらなるごさらなるごさらなるごさらなるご要望要望要望要望もあるかともあるかともあるかともあるか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。。。。    

    これをこれをこれをこれを見見見見るるるる限限限限りりりり、、、、中学校中学校中学校中学校のののの申請理由申請理由申請理由申請理由がががが、、、、学校評価学校評価学校評価学校評価であったりであったりであったりであったり環境環境環境環境であったりというであったりというであったりというであったりという、、、、本本本本

来来来来のののの制度制度制度制度のののの理由理由理由理由とはとはとはとは違違違違うううう内容内容内容内容でででで申請申請申請申請されているされているされているされている方方方方がががが多多多多いなというのがいなというのがいなというのがいなというのが、、、、再度顕著再度顕著再度顕著再度顕著になっになっになっになったたたた

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。。。。通学上通学上通学上通学上のののの安全安全安全安全やややや学校学校学校学校がががが近近近近いといったいといったいといったいといった理由理由理由理由がががが本来本来本来本来はははは理由理由理由理由であってであってであってであって欲欲欲欲しいんしいんしいんしいん

ですがですがですがですが。。。。    

小学校小学校小学校小学校とととと中学校中学校中学校中学校ではかなりではかなりではかなりではかなり事情事情事情事情がががが違違違違うようですねうようですねうようですねうようですね。。。。    

本来本来本来本来はははは学校学校学校学校がががが近近近近くなるというくなるというくなるというくなるというスタンススタンススタンススタンスでででで、、、、特特特特にににに小学校小学校小学校小学校であればであればであればであれば選選選選ばれるでしょうがばれるでしょうがばれるでしょうがばれるでしょうが、、、、中中中中

学校学校学校学校はははは全全全全くくくく違違違違いましたねいましたねいましたねいましたね。。。。中学校中学校中学校中学校ははははクラブクラブクラブクラブがががが少少少少なかったりなかったりなかったりなかったり、、、、色色色色々々々々とありますからとありますからとありますからとありますから、、、、それでそれでそれでそれで

あればあればあればあれば他他他他へというへというへというへという部分部分部分部分もあるでしょうもあるでしょうもあるでしょうもあるでしょう。。。。申請申請申請申請されたされたされたされた方方方方にににに話話話話をおをおをおをお聞聞聞聞きしたのですがきしたのですがきしたのですがきしたのですが、、、、校区校区校区校区のののの
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学校学校学校学校よりもよりもよりもよりも生徒生徒生徒生徒がががが少少少少なければのんびりできるだろうとなければのんびりできるだろうとなければのんびりできるだろうとなければのんびりできるだろうと。。。。雰囲気雰囲気雰囲気雰囲気もあるしもあるしもあるしもあるし、、、、子子子子どものどものどものどもの性格性格性格性格にににに

合合合合っているとっているとっているとっているとおっしゃっていましたおっしゃっていましたおっしゃっていましたおっしゃっていました。。。。    

思思思思っていたとおりだっていたとおりだっていたとおりだっていたとおりだなということがなということがなということがなということが、、、、改改改改めてわかりましためてわかりましためてわかりましためてわかりました。。。。中学校中学校中学校中学校とととと小学校小学校小学校小学校ではではではでは違違違違うとうとうとうと

いうことということということということと、、、、小学校小学校小学校小学校にににに関関関関してしてしてして、、、、これだけのこれだけのこれだけのこれだけの移動移動移動移動があるならばがあるならばがあるならばがあるならば、、、、校区校区校区校区のののの変更変更変更変更をををを早急早急早急早急にににに考考考考えるえるえるえる

べきなのかなとべきなのかなとべきなのかなとべきなのかな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、、、、住宅住宅住宅住宅ができてができてができてができて入居入居入居入居されてされてされてされて、、、、現在現在現在現在そのそのそのその局面局面局面局面でででで、、、、それをそれをそれをそれを今今今今かかかか

らららら審議審議審議審議してこのしてこのしてこのしてこの先先先先となったとなったとなったとなった場合場合場合場合、、、、ピークピークピークピークをををを過過過過ぎてしまうのでぎてしまうのでぎてしまうのでぎてしまうので、、、、それをいかにそれをいかにそれをいかにそれをいかにフォローフォローフォローフォローしてしてしてして、、、、

変更変更変更変更していくかというところがしていくかというところがしていくかというところがしていくかというところが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。。。。今後今後今後今後、、、、大規模大規模大規模大規模なななな住宅住宅住宅住宅がががが建建建建つつつつ予想予想予想予想ができができができができ

てててて、、、、それがそれがそれがそれが見越見越見越見越せるようなせるようなせるようなせるような状態状態状態状態であればであればであればであれば一番一番一番一番いいといいといいといいと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、なかなかそれはなかなかそれはなかなかそれはなかなかそれは難難難難しいとしいとしいとしいと。。。。

できるだけできるだけできるだけできるだけ早早早早いいいい段階段階段階段階でででで予測予測予測予測してしてしてして対応対応対応対応できればとできればとできればとできればと思思思思いまいまいまいますすすす。。。。    

    特例措置特例措置特例措置特例措置だけではだけではだけではだけでは根本解決根本解決根本解決根本解決にはならないのでにはならないのでにはならないのでにはならないので、、、、校区校区校区校区のののの編成編成編成編成をきちんとしていただきたいをきちんとしていただきたいをきちんとしていただきたいをきちんとしていただきたい

ととと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。。。。明峰小学校明峰小学校明峰小学校明峰小学校でいいますとでいいますとでいいますとでいいますと、、、、近近近近いからというのもさることながらいからというのもさることながらいからというのもさることながらいからというのもさることながら、、、、安全安全安全安全だだだだ

ということがはっきりしてということがはっきりしてということがはっきりしてということがはっきりして、、、、多田小学校多田小学校多田小学校多田小学校よりもよりもよりもよりも明峰小学校明峰小学校明峰小学校明峰小学校へというへというへというへという話話話話ですのでですのでですのでですので、、、、こういうこういうこういうこういう

ところもところもところもところも今後今後今後今後、、、、一定一定一定一定のののの時期時期時期時期をををを経経経経てててて考考考考えることによってえることによってえることによってえることによって、、、、校区校区校区校区をををを考考考考えるえるえるえ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いまいまいま

すすすす。。。。    

    私私私私もももも小学校小学校小学校小学校とととと中学校中学校中学校中学校ではではではでは理由理由理由理由がががが違違違違うということをうということをうということをうということを如実如実如実如実にににに見見見見たというたというたというたという感感感感じですじですじですじです。。。。通学上通学上通学上通学上のののの

安全安全安全安全とかとかとかとか学校学校学校学校がががが近近近近いとかいとかいとかいとか、、、、毎日通学毎日通学毎日通学毎日通学していてしていてしていてしていて危険危険危険危険をををを感感感感じたりということもあるだろうなとじたりということもあるだろうなとじたりということもあるだろうなとじたりということもあるだろうなと

いうことでいうことでいうことでいうことで、、、、このこのこのこの辺辺辺辺りりりりのののの希望希望希望希望がががが多多多多いということはいということはいということはいということは、、、、何年何年何年何年かかかか先先先先にににに見直見直見直見直そうというよりもそうというよりもそうというよりもそうというよりも、、、、早早早早

急急急急にににに見直見直見直見直していかないといけないのかなとしていかないといけないのかなとしていかないといけないのかなとしていかないといけないのかなと痛感痛感痛感痛感しましたしましたしましたしました。。。。    

中学校中学校中学校中学校はだいぶはだいぶはだいぶはだいぶ違違違違うなとうなとうなとうなと。。。。学校評価学校評価学校評価学校評価がでていましてがでていましてがでていましてがでていまして、、、、単純単純単純単純にににに線線線線をををを引引引引けるのかどうかけるのかどうかけるのかどうかけるのかどうか、、、、慎慎慎慎

重重重重にににに考考考考えるえるえるえる必要必要必要必要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したいましたいましたいました。。。。    

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をををを設設設設けるけるけるける以前以前以前以前からからからから、、、、学校学校学校学校のののの変更変更変更変更というのはあったんですよねというのはあったんですよねというのはあったんですよねというのはあったんですよね。。。。そのそのそのその

時時時時はそういうはそういうはそういうはそういう制度制度制度制度をををを使使使使ってってってって、、、、特別特別特別特別なななな事情事情事情事情のあるのあるのあるのある方方方方はははは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へへへ行行行行くとくとくとくと。。。。校区外就学希校区外就学希校区外就学希校区外就学希

望制度望制度望制度望制度ができてができてができてができて、、、、上手上手上手上手くくくく使使使使っているっているっているっている方方方方はそのはそのはそのはその制度制度制度制度をををを利用利用利用利用してしてしてして行行行行ってしまったとってしまったとってしまったとってしまったと。。。。校区審議校区審議校区審議校区審議

会会会会としてはとしてはとしてはとしては、、、、このこのこのこの制度制度制度制度のののの上上上上にあぐらをにあぐらをにあぐらをにあぐらを組組組組んでんでんでんでいていいのかなといていいのかなといていいのかなといていいのかなと。。。。本来本来本来本来このこのこのこの審議会審議会審議会審議会はそうではそうではそうではそうで

はなはなはなはなくてくてくてくて、、、、校区校区校区校区のののの見直見直見直見直しをするのかしないのかしをするのかしないのかしをするのかしないのかしをするのかしないのか、、、、あるいはどういうふうにもっていくのかあるいはどういうふうにもっていくのかあるいはどういうふうにもっていくのかあるいはどういうふうにもっていくのか、、、、

以前以前以前以前のののの審議会審議会審議会審議会でもでもでもでも申申申申しましたがしましたがしましたがしましたが、、、、今今今今のののの学校学校学校学校のののの規模規模規模規模、、、、川西川西川西川西のののの今後今後今後今後のののの人口人口人口人口をををを見見見見たときにたときにたときにたときに、、、、小学小学小学小学

校校校校のののの数数数数、、、、中学校中学校中学校中学校のののの数数数数はこれでいいのかというはこれでいいのかというはこれでいいのかというはこれでいいのかという問題問題問題問題もでてくるはずですもでてくるはずですもでてくるはずですもでてくるはずです。。。。将来的将来的将来的将来的なことをなことをなことをなことを見見見見

てててて議論議論議論議論しないとしないとしないとしないと、、、、小手先小手先小手先小手先だけではだけではだけではだけでは川西川西川西川西のののの将来将来将来将来にとってにとってにとってにとって、、、、決決決決してしてしてして良良良良いことではないといことではないといことではないといことではない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。。。。委員委員委員委員のののの皆様皆様皆様皆様からいただいたごからいただいたごからいただいたごからいただいたご意見意見意見意見をををを総合総合総合総合しますとしますとしますとしますと、、、、校区校区校区校区そのそのそのその

ものあるいはものあるいはものあるいはものあるいは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をををを検討検討検討検討するするするする必要必要必要必要があるということとがあるということとがあるということとがあるということと、、、、ももももうううう一一一一つはつはつはつは、、、、小学小学小学小学

校校校校とととと中学校中学校中学校中学校ではではではでは事情事情事情事情がががが違違違違うのでうのでうのでうので、、、、別別別別々々々々にににに検討検討検討検討するするするする必要必要必要必要があるということだとがあるということだとがあるということだとがあるということだと思思思思いますいますいますいます。。。。    

    本日本日本日本日はなにぶんにもはなにぶんにもはなにぶんにもはなにぶんにも会長会長会長会長がががが不在不在不在不在ですのでですのでですのでですので、、、、あまりあまりあまりあまり議論議論議論議論をををを深深深深めるめるめるめるのものものものも難難難難しいかとしいかとしいかとしいかと思思思思いますいますいますいます

がががが、、、、これからこれからこれからこれから半年間半年間半年間半年間でででで答答答答えをえをえをえを出出出出していかないといけないのでしていかないといけないのでしていかないといけないのでしていかないといけないので、、、、議論議論議論議論のののの進進進進めめめめ方方方方をををを考考考考えないとえないとえないとえないと

いけないとはいけないとはいけないとはいけないとは思思思思いますいますいますいます。。。。    

    宝塚宝塚宝塚宝塚のののの逆瀬川逆瀬川逆瀬川逆瀬川にににに大大大大きなきなきなきなマンションマンションマンションマンションができができができができ、、、、校区校区校区校区をををを変変変変えるというえるというえるというえるという話話話話になりましてになりましてになりましてになりまして、、、、調整調整調整調整がががが

不可能不可能不可能不可能なぐらいなぐらいなぐらいなぐらい混乱混乱混乱混乱がががが生生生生じているようですじているようですじているようですじているようです。。。。校区審議会校区審議会校区審議会校区審議会をつくることもをつくることもをつくることもをつくることも駄目駄目駄目駄目だというだというだというだという意見意見意見意見

がでてがでてがでてがでて、、、、結局流結局流結局流結局流れたようですがれたようですがれたようですがれたようですが、、、、じゃあどうすればいいのかということでじゃあどうすればいいのかということでじゃあどうすればいいのかということでじゃあどうすればいいのかということで、、、、混乱混乱混乱混乱のののの極極極極みにみにみにみに

なっているようですなっているようですなっているようですなっているようです。。。。校区校区校区校区というのはというのはというのはというのは変更変更変更変更しないのもまずいんですがしないのもまずいんですがしないのもまずいんですがしないのもまずいんですが、、、、少少少少しいじるというしいじるというしいじるというしいじるという

ことでもことでもことでもことでも色色色色々々々々なななな判断判断判断判断がががが必要必要必要必要なななな難難難難しいしいしいしい問題問題問題問題でででで、、、、今後今後今後今後どういうふうにどういうふうにどういうふうにどういうふうに、、、、どれくらいのどれくらいのどれくらいのどれくらいのペースペースペースペースでででで
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進進進進めていくのかというごめていくのかというごめていくのかというごめていくのかというご意見意見意見意見もももも出出出出していただいてしていただいてしていただいてしていただいて、、、、議論議論議論議論のののの仕方仕方仕方仕方をををを決決決決めるということではいめるということではいめるということではいめるということではい

かがでしょうかかがでしょうかかがでしょうかかがでしょうか。。。。    

色色色色々々々々なななな角度角度角度角度からからからから考考考考えればえればえればえれば考考考考えるほどえるほどえるほどえるほど、、、、問題問題問題問題もももも出出出出てくるとてくるとてくるとてくると思思思思いますいますいますいます。。。。以前以前以前以前にににに東谷東谷東谷東谷のののの件件件件がががが出出出出

たときにたときにたときにたときに、、、、両方両方両方両方のののの意見意見意見意見がでてきましたがでてきましたがでてきましたがでてきました。。。。しかししかししかししかし、、、、先程先程先程先程からからからから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意見意見意見意見をおをおをおをお聞聞聞聞きしきしきしきし

ておりますとておりますとておりますとておりますと、、、、結論結論結論結論はなかなかはなかなかはなかなかはなかなか難難難難しいしいしいしい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がいますがいますがいますが、、、、いつまでもいつまでもいつまでもいつまでも引引引引っっっっ張張張張るわけるわけるわけるわけ

にはいきまにはいきまにはいきまにはいきませんのでせんのでせんのでせんので、、、、６６６６月末月末月末月末までにまでにまでにまでに、、、、あとあとあとあと３３３３回回回回ぐらいはぐらいはぐらいはぐらいは開催開催開催開催してしてしてして、、、、大大大大きなきなきなきな方向性方向性方向性方向性をおをおをおをお願願願願いいいい

できればとできればとできればとできれば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。。。。    

抜本的抜本的抜本的抜本的なななな見直見直見直見直しもしもしもしも有有有有りとするのかりとするのかりとするのかりとするのか、、、、そこでそこでそこでそこで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思思思思いますいますいますいます。。。。    

今回今回今回今回、、、、本当本当本当本当にににに校区校区校区校区をををを変変変変えますということならえますということならえますということならえますということなら、、、、ものすごくものすごくものすごくものすごく議論議論議論議論をしをしをしをしてててて理論付理論付理論付理論付けしておかけしておかけしておかけしておか

ないとないとないとないと、、、、納得納得納得納得はははは得得得得られないですよねられないですよねられないですよねられないですよね。。。。    

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、、、、６６６６月月月月までにまでにまでにまでに抜本的抜本的抜本的抜本的なななな改革改革改革改革というのはというのはというのはというのは難難難難しいとしいとしいとしいと考考考考えておりまえておりまえておりまえておりま

すすすす。。。。いくつかいくつかいくつかいくつか具体的具体的具体的具体的なななな校区校区校区校区のののの話話話話もももも出出出出ましたがましたがましたがましたが、、、、それにそれにそれにそれに繋繋繋繋がるがるがるがる方向性方向性方向性方向性をををを出出出出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

とととと思思思思いますいますいますいます。。。。    

校区校区校区校区をさわるをさわるをさわるをさわるケースケースケースケースやややや、、、、調整区域調整区域調整区域調整区域のようなのようなのようなのような形式形式形式形式をををを取取取取りりりり入入入入れたれたれたれた方方方方がよいがよいがよいがよいケケケケースースースースといといといといったったったった形形形形

でででで、、、、事務局事務局事務局事務局ででででたたきたたきたたきたたき台台台台をををを例示例示例示例示してしてしてして、、、、ごごごご審議審議審議審議いただきますときにこういういただきますときにこういういただきますときにこういういただきますときにこういう方向方向方向方向でででで検討検討検討検討すべきすべきすべきすべき

というというというという指針指針指針指針をををを頂頂頂頂ければければければければ、、、、次次次次のののの代代代代にににに繋繋繋繋がるのではないかなとがるのではないかなとがるのではないかなとがるの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。。。。具体的具体的具体的具体的なななな地域地域地域地域、、、、

例例例例えばえばえばえば矢問地区矢問地区矢問地区矢問地区とかとかとかとか平野地区平野地区平野地区平野地区といったといったといったといった部分部分部分部分のののの諮問諮問諮問諮問についてはについてはについてはについては、、、、今回結論今回結論今回結論今回結論をををを出出出出すのはすのはすのはすのは無理無理無理無理かかかか

もしれませんがもしれませんがもしれませんがもしれませんが、、、、大大大大まかなまかなまかなまかな矢印矢印矢印矢印だけだけだけだけ決決決決めていただくようにごめていただくようにごめていただくようにごめていただくように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いまいまいまいま

すすすす。。。。    

事務局事務局事務局事務局にににに質問質問質問質問ですがですがですがですが、、、、１２１２１２１２月市議会月市議会月市議会月市議会にににに傍聴傍聴傍聴傍聴にににに行行行行きましたらきましたらきましたらきましたら、、、、校区校区校区校区にににに関関関関するするするする質問質問質問質問がががが出出出出ていていていてい

ましたましたましたました。。。。以前以前以前以前にもにもにもにも校区校区校区校区についてのについてのについてのについての質質質質問問問問がががが出出出出ていたとおていたとおていたとおていたとお聞聞聞聞きしていますきしていますきしていますきしています。。。。過去何度過去何度過去何度過去何度もももも市議会市議会市議会市議会

でででで質問質問質問質問があったのがあったのがあったのがあったのでしょうかでしょうかでしょうかでしょうか。。。。    

毎年毎年毎年毎年１１１１回回回回かかかか２２２２回回回回はありますはありますはありますはあります。。。。全市的全市的全市的全市的にににに見見見見ればればればれば１６１６１６１６小学校小学校小学校小学校があってがあってがあってがあって、、、、７７７７中学校中学校中学校中学校がありますがありますがありますがあります。。。。

近近近近々々々々ではではではでは緑台中学校区緑台中学校区緑台中学校区緑台中学校区のののの同同同同じじじじ団地団地団地団地、、、、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一部一部一部一部がががが多田中学校区多田中学校区多田中学校区多田中学校区になっになっになっになっていていていてい

るるるる経緯経緯経緯経緯はあはあはあはありますりますりますりますがががが、、、、そこのそこのそこのそこの取取取取りりりり扱扱扱扱いにいにいにいに関関関関してしてしてして、、、、今今今今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２２２２、、、、３０３０３０３０年前年前年前年前とはとはとはとは違違違違

うということでうということでうということでうということで、、、、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、、、、緑台小学校緑台小学校緑台小学校緑台小学校のののの子子子子どもどもどもども達達達達はそろってはそろってはそろってはそろって緑台中学緑台中学緑台中学緑台中学

校校校校にににに行行行行ったらいいのではないかなというったらいいのではないかなというったらいいのではないかなというったらいいのではないかなという声声声声もございますもございますもございますもございます。。。。逆逆逆逆にににに１１１１丁目丁目丁目丁目からからからから５５５５丁目丁目丁目丁目のののの元元元元々々々々多多多多

田中学校区田中学校区田中学校区田中学校区だったところもだったところもだったところもだったところも昭和昭和昭和昭和５４５４５４５４年年年年からからからから相当経相当経相当経相当経っていまっていまっていまっていましてしてしてして、、、、地元地元地元地元のののの方方方方ででででおおおお父父父父さんさんさんさん、、、、おおおお

母母母母さんになられたさんになられたさんになられたさんになられた方方方方のののの気持気持気持気持ちをちをちをちを汲汲汲汲みますとみますとみますとみますと、、、、多田中学校多田中学校多田中学校多田中学校をををを望望望望まれるまれるまれるまれる可能性可能性可能性可能性もありますもありますもありますもあります。。。。両両両両

方方方方のごのごのごのご意見意見意見意見やややや過去過去過去過去のののの経緯経緯経緯経緯がががが一定一定一定一定ありますのでありますのでありますのでありますので、、、、学校運営学校運営学校運営学校運営のことのことのことのこと、、、、子子子子どもどもどもども達達達達のことそういっのことそういっのことそういっのことそういっ

たたたた状況状況状況状況をををを含含含含めてめてめてめて、、、、よりよいよりよいよりよいよりよい方向方向方向方向をををを審議審議審議審議していただしていただしていただし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。。。。    

あとあとあとあと、、、、他他他他のののの中学校区中学校区中学校区中学校区もございますのでもございますのでもございますのでもございますので、、、、それにそれにそれにそれに関関関関してはしてはしてはしては全市的全市的全市的全市的なことはまたなことはまたなことはまたなことはまた時間時間時間時間がかかがかかがかかがかか

るかもしれませんのでるかもしれませんのでるかもしれませんのでるかもしれませんので、、、、方向性方向性方向性方向性プラスプラスプラスプラスあるあるあるある校区校区校区校区にににに絞絞絞絞ってってってって数回数回数回数回のののの中中中中でででで方向性方向性方向性方向性をををを探探探探ってってってって審議審議審議審議しししし

ていただくことがていただくことがていただくことがていただくことが可能可能可能可能であればありがたくであればありがたくであればありがたくであればありがたく思思思思いますいますいますいます。。。。    

以前以前以前以前のののの校区審議会校区審議会校区審議会校区審議会のののの答申答申答申答申でででで桜桜桜桜がががが丘小丘小丘小丘小学校学校学校学校のののの問題問題問題問題やややや陽明陽明陽明陽明、、、、緑台小緑台小緑台小緑台小学校学校学校学校のののの問題問題問題問題、、、、これはこれはこれはこれは将来将来将来将来

的的的的にやらないといけなにやらないといけなにやらないといけなにやらないといけないといういといういといういという答申答申答申答申がでているんですがでているんですがでているんですがでているんです。。。。出出出出ているのにもているのにもているのにもているのにも関関関関わらずわらずわらずわらず、、、、校区外校区外校区外校区外

就学希望制度就学希望制度就学希望制度就学希望制度をををを作作作作ってしまったからってしまったからってしまったからってしまったから、、、、そのそのそのその話話話話がががが止止止止まってしまったというまってしまったというまってしまったというまってしまったという経緯経緯経緯経緯があるんでがあるんでがあるんでがあるんで

すすすす。。。。以前以前以前以前のののの校区審議会校区審議会校区審議会校区審議会でそういうでそういうでそういうでそういう問題提起問題提起問題提起問題提起をされていますからをされていますからをされていますからをされていますから、、、、それにどういうふうにそれにどういうふうにそれにどういうふうにそれにどういうふうに取取取取

りりりり組組組組んでいくのかがんでいくのかがんでいくのかがんでいくのかが大事大事大事大事だとだとだとだと思思思思いますいますいますいます。。。。    

過去過去過去過去にににに東谷東谷東谷東谷のののの問題問題問題問題がありましたよねがありましたよねがありましたよねがありましたよね、、、、今棚上今棚上今棚上今棚上げになっておりますがげになっておりますがげになっておりますがげになっておりますが、、、、それがもしもそれがもしもそれがもしもそれがもしも陽明陽明陽明陽明
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小学校小学校小学校小学校にににに行行行行っていればっていればっていればっていれば、、、、緑台中学校緑台中学校緑台中学校緑台中学校のののの問題問題問題問題もももも解決解決解決解決するというするというするというするというストーリーストーリーストーリーストーリーをををを委員会委員会委員会委員会はははは思思思思ってってってって

いたんですよねいたんですよねいたんですよねいたんですよね。。。。それがそれがそれがそれが棚上棚上棚上棚上げになってしまってげになってしまってげになってしまってげになってしまって、、、、リスタートリスタートリスタートリスタートになっているとになっているとになっているとになっていると。。。。それそれそれそれ以降以降以降以降

のののの方針方針方針方針をををを出出出出していかしていかしていかしていかないとないとないとないと、、、、というところですかねというところですかねというところですかねというところですかね。。。。    

課題課題課題課題となっているとなっているとなっているとなっている場所場所場所場所はははは限定限定限定限定されていますからされていますからされていますからされていますから、、、、調整区域調整区域調整区域調整区域というというというという一一一一つのつのつのつの設定設定設定設定はははは、、、、あるあるあるある意意意意

味折衷案的味折衷案的味折衷案的味折衷案的なことでなことでなことでなことで、、、、あるあるあるある程度程度程度程度クリアクリアクリアクリアできるのかなとできるのかなとできるのかなとできるのかなと思思思思ったりしますったりしますったりしますったりします。。。。ただただただただ、、、、本当本当本当本当にそれにそれにそれにそれ

をををを設設設設けることでけることでけることでけることで、、、、根本的根本的根本的根本的なななな解決解決解決解決になるかどうかはになるかどうかはになるかどうかはになるかどうかはわからないとわからないとわからないとわからないと。。。。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校区校区校区校区をさをさをさをさ

わってもわってもわってもわっても、、、、人口推計人口推計人口推計人口推計がががが変変変変わればわればわればわれば自自自自ずとずとずとずと校区自体校区自体校区自体校区自体もももも無意味無意味無意味無意味になるになるになるになる可能性可能性可能性可能性がありますからがありますからがありますからがありますから、、、、どどどど

んなんなんなんな方策方策方策方策をををを用用用用いてもいてもいてもいても、、、、１００１００１００１００点点点点というのはないのがというのはないのがというのはないのがというのはないのが実情実情実情実情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。。。。何何何何をもってをもってをもってをもってベーベーベーベー

ススススにしていくのかにしていくのかにしていくのかにしていくのか、、、、当然当然当然当然、、、、安全安心安全安心安全安心安全安心がががが一番一番一番一番ではありますがではありますがではありますがではありますが、、、、学校規模学校規模学校規模学校規模がががが小規模小規模小規模小規模になるとになるとになるとになると学学学学

校校校校運営運営運営運営がしにくいとがしにくいとがしにくいとがしにくいと。。。。これもこれもこれもこれも一一一一つのつのつのつの要因要因要因要因にににに含含含含めていくということはめていくということはめていくということはめていくということは、、、、今回特例今回特例今回特例今回特例ではあるけではあるけではあるけではあるけ

れどもれどもれどもれども入入入入ってきたというってきたというってきたというってきたという確認確認確認確認をさせていただきましたをさせていただきましたをさせていただきましたをさせていただきました。。。。今今今今はははは折衷的折衷的折衷的折衷的なななな措置措置措置措置でででで何何何何とかもうとかもうとかもうとかもう一一一一

つつつつクリアクリアクリアクリアしながらしながらしながらしながら、、、、どっとどっとどっとどっと変変変変えてしまうのもえてしまうのもえてしまうのもえてしまうのも手手手手なんですがなんですがなんですがなんですが、、、、問題問題問題問題がががが起起起起こったときにこったときにこったときにこったときに、、、、変変変変ええええ

たというたというたというたという実績実績実績実績がががが残残残残っていますからっていますからっていますからっていますから、、、、またまたまたまた変変変変えられるということになりますのでえられるということになりますのでえられるということになりますのでえられるということになりますので、、、、次次次次ののの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。。。。    

以前以前以前以前にににに加茂西小学校加茂西小学校加茂西小学校加茂西小学校とととと加茂小学校加茂小学校加茂小学校加茂小学校がががが統廃合統廃合統廃合統廃合しましたがしましたがしましたがしましたが、、、、そのそのそのその時時時時にどういうにどういうにどういうにどういう問題点問題点問題点問題点があっがあっがあっがあっ

てててて、、、、こういうことがあったんだということをもうこういうことがあったんだということをもうこういうことがあったんだということをもうこういうことがあったんだということをもう一度洗一度洗一度洗一度洗いいいい出出出出してもらってしてもらってしてもらってしてもらって、、、、校区校区校区校区をさわるをさわるをさわるをさわる

ときにこういうときにこういうときにこういうときにこういう問題問題問題問題があるよとがあるよとがあるよとがあるよと、、、、コミュニティコミュニティコミュニティコミュニティもももも２２２２つあったのがつあったのがつあったのがつあったのが１１１１つになったりつになったりつになったりつになったり、、、、色色色色々々々々なななな

問題問題問題問題があるわけですからがあるわけですからがあるわけですからがあるわけですから、、、、過去過去過去過去のののの記録記録記録記録をををを見見見見ればわかるとればわかるとればわかるとればわか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、、、、それをそれをそれをそれを出出出出していたしていたしていたしていた

だければだければだければだければ私達私達私達私達もももも議論議論議論議論がしやすいとがしやすいとがしやすいとがしやすいと思思思思いますいますいますいます。。。。    

既既既既にににに懸案懸案懸案懸案となっているとなっているとなっているとなっている地域地域地域地域、、、、過去過去過去過去どうだったかということをまとめましてどうだったかということをまとめましてどうだったかということをまとめましてどうだったかということをまとめまして、、、、残残残残りのりのりのりの回数回数回数回数

のののの中中中中でででで方針方針方針方針といいますかといいますかといいますかといいますか、、、、提案提案提案提案をををを何種類何種類何種類何種類かつくりましてかつくりましてかつくりましてかつくりまして、、、、それをごそれをごそれをごそれを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

いますいますいますいます。。。。またまたまたまた会長会長会長会長、、、、副会長副会長副会長副会長とごとごとごとご相談相談相談相談いたしましていたしましていたしましていたしまして、、、、資料資料資料資料をまとめさせていただきますをまとめさせていただきますをまとめさせていただきますをまとめさせていただきます。。。。    

以前以前以前以前にににに答申答申答申答申をだされているんですよねをだされているんですよねをだされているんですよねをだされているんですよね。。。。そのそのそのその答申答申答申答申でででで洗洗洗洗いいいい出出出出されたされたされたされた課題課題課題課題があるわけですよがあるわけですよがあるわけですよがあるわけですよ

ねねねね、、、、それはこそれはこそれはこそれはこのののの審議会審議会審議会審議会にににに引引引引きききき継継継継がれているのでしょうかがれているのでしょうかがれているのでしょうかがれているのでしょうか。。。。それともそれともそれともそれとも終終終終わっているのでしょわっているのでしょわっているのでしょわっているのでしょ

うかうかうかうか。。。。    

従来従来従来従来のののの審議会審議会審議会審議会のののの決定事項決定事項決定事項決定事項というのをというのをというのをというのを反映反映反映反映してしてしてして、、、、現在現在現在現在のののの制度制度制度制度になっておりますになっておりますになっておりますになっております。。。。具体的具体的具体的具体的にににに

項目項目項目項目をををを挙挙挙挙げてげてげてげて、、、、在在在在りりりり方方方方というのをというのをというのをというのを箇条書箇条書箇条書箇条書きにしたものはありませんきにしたものはありませんきにしたものはありませんきにしたものはありません。。。。それぞれのそれぞれのそれぞれのそれぞれの地区地区地区地区やこやこやこやこ

のののの校区校区校区校区をどうするというようなをどうするというようなをどうするというようなをどうするというような審議審議審議審議はははは、、、、今今今今までにまでにまでにまでに行行行行っておりまっておりまっておりまっておりましてしてしてして、、、、校区変更校区変更校区変更校区変更についてのについてのについてのについての

答申答申答申答申はいただいておりますのではいただいておりますのではいただいておりますのではいただいておりますので、、、、一度一度一度一度、、、、総論総論総論総論といいますかといいますかといいますかといいますか、、、、項目立項目立項目立項目立ててまとめたいとててまとめたいとててまとめたいとててまとめたいと思思思思いいいい

ますますますます。。。。    

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、、、、本日本日本日本日のののの審議会審議会審議会審議会はこれではこれではこれではこれで閉会閉会閉会閉会といたしますといたしますといたしますといたします。。。。    

次回次回次回次回のののの日程日程日程日程についてですがについてですがについてですがについてですが、、、、本日本日本日本日はははは会長会長会長会長がががが不不不不在在在在ですのでですのでですのでですので、、、、事務局事務局事務局事務局でででで後日調整後日調整後日調整後日調整するというするというするというするという

ことでおことでおことでおことで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どうもありがとうございましたはどうもありがとうございましたはどうもありがとうございましたはどうもありがとうございました。。。。    

    

    

    


