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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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皆皆皆皆さんこんにちはさんこんにちはさんこんにちはさんこんにちは。。。。後後後後ほどほどほどほど議題議題議題議題のののの説明等説明等説明等説明等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、、、、本日本日本日本日はははは大大大大きなきなきなきな絵絵絵絵をどうをどうをどうをどう描描描描

くかということがくかということがくかということがくかということが議題議題議題議題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っておりますっておりますっておりますっております。。。。    

    それではそれではそれではそれでは議題議題議題議題にそってにそってにそってにそって議事議事議事議事をををを進進進進めてまいりますめてまいりますめてまいりますめてまいります。。。。    

前回前回前回前回のののの議事録議事録議事録議事録をををを読読読読ませていただきましませていただきましませていただきましませていただきましたたたた。。。。そのそのそのその中中中中でででで、、、、緑台中学校緑台中学校緑台中学校緑台中学校がががが来年度来年度来年度来年度２２２２クラスクラスクラスクラスになになになにな

るるるる可能性可能性可能性可能性があがあがあがありりりり、、、、希望者希望者希望者希望者がががが多多多多いということでいということでいということでいということで、、、、特例特例特例特例としてとしてとしてとして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希望者全員希望者全員希望者全員希望者全員のののの校校校校

区外就学区外就学区外就学区外就学をををを認認認認めるということについてめるということについてめるということについてめるということについて、、、、合意合意合意合意していただしていただしていただしていただきましたきましたきましたきました。。。。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ををを拝見拝見拝見拝見いいいい

たしましてたしましてたしましてたしまして、、、、課題課題課題課題がでがでがでがでるるるる度度度度にににに対応策対応策対応策対応策をとっていくということではをとっていくということではをとっていくということではをとっていくということでは、、、、我我我我々々々々のののの方針方針方針方針がががが問問問問われまわれまわれまわれま

すのですのですのですので、、、、再度再度再度再度、、、、色色色色々々々々とととと議論議論議論議論をををを積積積積みみみみ重重重重ねてねてねてねて、、、、今日今日今日今日までにまでにまでにまでに至至至至ったったったった経緯経緯経緯経緯もももも踏踏踏踏まえましてまえましてまえましてまえまして、、、、今後今後今後今後のののの

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をどういうをどういうをどういう形形形形にしていくべきかにしていくべきかにしていくべきかにしていくべきか、、、、あるいはどうあるべきなのかということをあるいはどうあるべきなのかということをあるいはどうあるべきなのかということをあるいはどうあるべきなのかということを

議論議論議論議論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いますいますいますいます。。。。    

これまでこれまでこれまでこれまで全国全国全国全国でもでもでもでも非常非常非常非常にににに珍珍珍珍しいしいしいしい、、、、５５５５パーセントパーセントパーセントパーセント枠枠枠枠というというというという制度制度制度制度をつくりをつくりをつくりをつくり、、、、運用運用運用運用してきまししてきまししてきまししてきまし

たたたた。。。。これはこれはこれはこれは送送送送りりりり出出出出すすすす側側側側のののの制限制限制限制限をををを５５５５パーセントパーセントパーセントパーセントとしてとしてとしてとして、、、、学区学区学区学区がががが損損損損なわれないようななわれないようななわれないようななわれないような形形形形をとりをとりをとりをとり

ながらながらながらながら、、、、あるあるあるある程度程度程度程度のののの自由自由自由自由をををを認認認認めていこうというめていこうというめていこうというめていこうという制度制度制度制度でしたでしたでしたでした。。。。制限制限制限制限をををを超超超超えるえるえるえる申請申請申請申請があったがあったがあったがあった場場場場

合合合合はははは抽選抽選抽選抽選でででで決定決定決定決定しておりますしておりますしておりますしております。。。。受受受受けけけけ入入入入れるれるれるれる側側側側にもにもにもにも制限制限制限制限をををを設設設設けてけてけてけて、、、、それをそれをそれをそれを超超超超えればえればえればえれば抽選抽選抽選抽選をををを行行行行

うということになっておりますうということになっておりますうということになっておりますうということになっております。。。。そういうそういうそういうそういう制度制度制度制度をつくをつくをつくをつくりりりり、、、、実績実績実績実績をををを積積積積みみみみ重重重重ねてきたねてきたねてきたねてきた中中中中でででで、、、、来来来来

年度以降年度以降年度以降年度以降のののの課題課題課題課題としてとしてとしてとして、、、、クラスクラスクラスクラス数数数数のののの減少減少減少減少ということということということということをををを突突突突きききき付付付付けられたということがけられたということがけられたということがけられたということが、、、、前回前回前回前回

のののの課題課題課題課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。。。。    

そういうそういうそういうそういう中中中中でででで、、、、校区校区校区校区をををを見直見直見直見直ししたししたししたしした方方方方がいいのかがいいのかがいいのかがいいのか、、、、制度制度制度制度そのもののそのもののそのもののそのものの見直見直見直見直しをしたしをしたしをしたしをした方方方方がいいがいいがいいがいい

のかのかのかのか、、、、ああああるいはるいはるいはるいは、、、、現在現在現在現在のののの制度制度制度制度をををを維持維持維持維持したしたしたした方方方方がいいのかというがいいのかというがいいのかというがいいのかという議論議論議論議論をををを第一段階第一段階第一段階第一段階とととと考考考考えていまえていまえていまえていま

すすすす。。。。第二段階第二段階第二段階第二段階としましてはとしましてはとしましてはとしましては、、、、これはこれはこれはこれは第一段階第一段階第一段階第一段階のののの話話話話にもよりますがにもよりますがにもよりますがにもよりますが、、、、仮仮仮仮にににに制度制度制度制度をををを抜本的抜本的抜本的抜本的にににに変変変変

えるえるえるえるべきだというべきだというべきだというべきだという意見意見意見意見がががが強強強強いようであればいようであればいようであればいようであれば、、、、あるいはあるいはあるいはあるいはそれもそれもそれもそれも含含含含めてめてめてめて議論議論議論議論すべきだというすべきだというすべきだというすべきだという意意意意

見見見見があったがあったがあったがあった場合場合場合場合、、、、具体的具体的具体的具体的にどういうにどういうにどういうにどういう形形形形のののの制度設計制度設計制度設計制度設計をしていくのかということになるとをしていくのかということになるとをしていくのかということになるとをしていくのかということになると思思思思いいいい

ますますますます。。。。    

ということでということでということでということで、、、、最初最初最初最初のののの１１１１、、、、２２２２回回回回はこれまでのはこれまでのはこれまでのはこれまでの５５５５パーセントパーセントパーセントパーセント枠枠枠枠によってによってによってによって行行行行われてきたわれてきたわれてきたわれてきた校区校区校区校区

のののの維持維持維持維持がよかったのかどうかがよかったのかどうかがよかったのかどうかがよかったのかどうか、、、、それからそれからそれからそれから、、、、今後今後今後今後どういうようなどういうようなどういうようなどういうような問題問題問題問題がががが生生生生じるじるじるじる可能性可能性可能性可能性があるがあるがあるがある

かということかということかということかということをををを事務局事務局事務局事務局からからからからデータデータデータデータをををを提提提提供供供供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、、、、そのうえでそのうえでそのうえでそのうえで制度制度制度制度をををを考考考考えるえるえるえる縁縁縁縁（（（（よよよよ

すがすがすがすが））））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ますいますいますいます。。。。したがってしたがってしたがってしたがって、、、、今日今日今日今日はははは何何何何かをかをかをかを決決決決めるということではなくてめるということではなくてめるということではなくてめるということではなくて、、、、

議論議論議論議論をををを深深深深めるめるめるめる場場場場としたいととしたいととしたいととし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。。。。    

それではそれではそれではそれでは、、、、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がががが出出出出されているようですのされているようですのされているようですのされているようですの

でででで、、、、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、、、、過去過去過去過去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のでのでのでの検討事項検討事項検討事項検討事項およびおよびおよびおよび教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会にににに寄寄寄寄せられたせられたせられたせられた要望要望要望要望などをなどをなどをなどを要因要因要因要因

別別別別にににに整理整理整理整理しししし、、、、校区見直校区見直校区見直校区見直しのしのしのしの必要性必要性必要性必要性についてまとめたものですについてまとめたものですについてまとめたものですについてまとめたものです。。。。資料資料資料資料のののの表題表題表題表題にはにはにはには「「「「校区見直校区見直校区見直校区見直

しのしのしのしの検討検討検討検討についてについてについてについて」」」」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がががが、、、、あくまであくまであくまであくまで「「「「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」」」」のののの議論議論議論議論

をしていただくためのをしていただくためのをしていただくためのをしていただくための資料資料資料資料としてとしてとしてとして作成作成作成作成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、、、、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。。。。    

一番目一番目一番目一番目としてとしてとしてとして、、、、学校規模学校規模学校規模学校規模やややや将来推計将来推計将来推計将来推計のののの観点観点観点観点からからからから検討検討検討検討がががが必要必要必要必要なななな学校区学校区学校区学校区をををを挙挙挙挙げておりますげておりますげておりますげております。。。。    

これはこれはこれはこれは、、、、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おでおでおでお配配配配りしたりしたりしたりした（（（（資料資料資料資料２２２２）「）「）「）「児童生徒数及児童生徒数及児童生徒数及児童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」」」」をもとをもとをもとをもと

にしておりますのでにしておりますのでにしておりますのでにしておりますので、、、、そちらもあわせてごそちらもあわせてごそちらもあわせてごそちらもあわせてご覧覧覧覧くださいくださいくださいください。。。。    



    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

会会会会    長長長長    

    

委委委委    員員員員    

このこのこのこの中中中中でででで、、、、人数人数人数人数やややや学級数学級数学級数学級数がががが多多多多いためいためいためいため教室数教室数教室数教室数にににに余裕余裕余裕余裕がなくがなくがなくがなく、、、、検討検討検討検討がががが必要必要必要必要とととと考考考考えていますのえていますのえていますのえていますの

がががが、、、、川西小学校川西小学校川西小学校川西小学校、、、、明峰小学校明峰小学校明峰小学校明峰小学校、、、、東谷小学校東谷小学校東谷小学校東谷小学校、、、、東谷中学校東谷中学校東谷中学校東谷中学校のののの４４４４校校校校ですですですです。。。。    

川西小学校川西小学校川西小学校川西小学校はははは、、、、推計推計推計推計によるとによるとによるとによると児童数児童数児童数児童数はははは緩緩緩緩やかにやかにやかにやかに減少減少減少減少しますがしますがしますがしますが、、、、能勢口周辺能勢口周辺能勢口周辺能勢口周辺ののののマンションマンションマンションマンション

等開発等開発等開発等開発のののの状況状況状況状況によってはによってはによってはによっては、、、、増加増加増加増加するするするする可能性可能性可能性可能性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、、、、東谷小学校東谷小学校東谷小学校東谷小学校もももも減少傾向減少傾向減少傾向減少傾向にありますがにありますがにありますがにありますが、、、、児童数児童数児童数児童数がががが９００９００９００９００人人人人をををを超超超超えるえるえるえる状態状態状態状態がががが続続続続

くくくく見込見込見込見込みですみですみですみです。。。。    

東谷中学校東谷中学校東谷中学校東谷中学校はははは増加傾向増加傾向増加傾向増加傾向にありにありにありにあり、、、、明峰小学校明峰小学校明峰小学校明峰小学校、、、、東谷小学校東谷小学校東谷小学校東谷小学校とととと同様同様同様同様にににに生徒数生徒数生徒数生徒数がががが９００９００９００９００人人人人をををを超超超超

えるえるえるえる見込見込見込見込みですみですみですみです。。。。    

逆逆逆逆にににに、、、、人数人数人数人数やややや学級数学級数学級数学級数がががが少少少少ないためないためないためないため、、、、検討検討検討検討がががが必要必要必要必要としているとしているとしているとしている学校学校学校学校がががが、、、、桜桜桜桜がががが丘小学校丘小学校丘小学校丘小学校、、、、陽明陽明陽明陽明

小学校小学校小学校小学校、、、、清和台小学校清和台小学校清和台小学校清和台小学校、、、、緑台中学校緑台中学校緑台中学校緑台中学校ですですですです。。。。    

桜桜桜桜がががが丘小学校丘小学校丘小学校丘小学校はははは、、、、児童数児童数児童数児童数がががが横横横横ばいばいばいばい状態状態状態状態でででで、、、、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するするするする見込見込見込見込みですみですみですみです。。。。    

陽明小学校陽明小学校陽明小学校陽明小学校はははは平成平成平成平成２２２２２２２２年度年度年度年度のののの３０９３０９３０９３０９人人人人ををををピークピークピークピークにににに減少減少減少減少していくしていくしていくしていく見込見込見込見込みですみですみですみです。。。。またまたまたまた、、、、同一同一同一同一

団地内団地内団地内団地内のののの緑台小学校緑台小学校緑台小学校緑台小学校もももも減少傾向減少傾向減少傾向減少傾向にありにありにありにあり、、、、推計推計推計推計ではではではでは平成平成平成平成２６２６２６２６年度年度年度年度にににに３００３００３００３００人程度人程度人程度人程度になるになるになるになる見込見込見込見込

みですみですみですみです。。。。    

清和台小学校清和台小学校清和台小学校清和台小学校もももも平成平成平成平成２２２２２２２２年度年度年度年度のののの４１７４１７４１７４１７人人人人ををををピークピークピークピークにににに、、、、平成平成平成平成２７２７２７２７年度年度年度年度にはにはにはには３０６３０６３０６３０６人人人人までまでまでまで減減減減

少少少少するするするする見込見込見込見込みですみですみですみです。。。。    

緑台中学校緑台中学校緑台中学校緑台中学校もももも減少傾向減少傾向減少傾向減少傾向ですですですです。。。。平成平成平成平成２５２５２５２５年度年度年度年度、、、、平成平成平成平成２６２６２６２６年度年度年度年度にはにはにはには一旦増加一旦増加一旦増加一旦増加するもののするもののするもののするものの、、、、平平平平

成成成成２７２７２７２７年度年度年度年度にはにはにはには再再再再びびびび減少減少減少減少するするするする見込見込見込見込みですみですみですみです。。。。    

今後今後今後今後のののの地区人口地区人口地区人口地区人口のののの推移推移推移推移などなどなどなど、、、、これらのこれらのこれらのこれらの項目項目項目項目についてはについてはについてはについては、、、、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推計推計推計推計

をもとにしておりますをもとにしておりますをもとにしておりますをもとにしております。。。。毎年毎年毎年毎年５５５５月月月月にににに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ますのでしますのでしますのでしますので、、、、そのそのそのその状況状況状況状況をををを随時確認随時確認随時確認随時確認するするするする

必必必必要要要要はありますがはありますがはありますがはありますが、、、、大大大大きなきなきなきな流流流流れはれはれはれは変変変変わらないものとわらないものとわらないものとわらないものと見込見込見込見込んでいますんでいますんでいますんでいます。。。。    

二番目二番目二番目二番目としてとしてとしてとして、、、、校区外就学校区外就学校区外就学校区外就学のののの申請状況申請状況申請状況申請状況やややや要望要望要望要望のののの観点観点観点観点からからからから検討検討検討検討がががが必要必要必要必要なななな学校区学校区学校区学校区をををを挙挙挙挙げておげておげておげてお

りますりますりますります。。。。学校名学校名学校名学校名のののの上段上段上段上段がががが校区校区校区校区のののの学校学校学校学校、、、、矢印矢印矢印矢印でででで示示示示しているのがしているのがしているのがしているのが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。。。。    

矢問矢問矢問矢問２２２２丁目丁目丁目丁目についてはについてはについてはについては、、、、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おでおでおでお配配配配りしたりしたりしたりした要望書要望書要望書要望書のののの出出出出ているているているている地域地域地域地域ですですですです。。。。    

次次次次のののの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。。。。平野平野平野平野２２２２丁目丁目丁目丁目ですがですがですがですが、、、、記載記載記載記載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、、、、過去過去過去過去６６６６年間年間年間年間のののの

合計合計合計合計でででで３５３５３５３５名名名名がががが校区外申請校区外申請校区外申請校区外申請をしておりをしておりをしておりをしており、、、、申請数申請数申請数申請数がががが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。。。。要望書等要望書等要望書等要望書等はでておりはでておりはでておりはでており

ませんませんませんません。。。。    

そのそのそのその下下下下のののの南花屋敷南花屋敷南花屋敷南花屋敷１１１１丁目丁目丁目丁目からからからから最後最後最後最後のののの緑台緑台緑台緑台７７７７丁目丁目丁目丁目までですがまでですがまでですがまでですが、、、、過過過過去去去去６６６６年間年間年間年間のののの合計合計合計合計でででで１０１０１０１０名名名名

をををを超超超超えるえるえるえる申請申請申請申請があったがあったがあったがあった地域地域地域地域をををを記載記載記載記載しておりますしておりますしておりますしております。。。。    

三番目三番目三番目三番目にそのにそのにそのにその他他他他としてとしてとしてとして、、、、学校学校学校学校やややや地域地域地域地域のののの成成成成りりりり立立立立ちちちち、、、、入試制度入試制度入試制度入試制度のののの変更変更変更変更、、、、３５３５３５３５人学級人学級人学級人学級などなどなどなど、、、、上上上上

記記記記１１１１、、、、２２２２以外以外以外以外にににに検討検討検討検討するためにするためにするためにするために必要必要必要必要なななな要素要素要素要素としてとしてとしてとして記載記載記載記載しましたしましたしましたしました。。。。    

最後最後最後最後にににに参考参考参考参考とありますがとありますがとありますがとありますが、、、、これはこれはこれはこれは過去過去過去過去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ででで答申答申答申答申されたされたされたされた「「「「学校区学校区学校区学校区のありのありのありのあり方方方方」」」」にににに

ついてからついてからついてからついてから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。。。。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、、、、校区校区校区校区はははは地域地域地域地域にににに密着密着密着密着したしたしたした重要重要重要重要なものであなものであなものであなものであ

ることることることること、、、、学校学校学校学校はははは子子子子どもがどもがどもがどもが主役主役主役主役でありでありでありであり、、、、地域地域地域地域のののの顔顔顔顔でもあることでもあることでもあることでもあること、、、、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通学通学通学通学のののの距離距離距離距離

やややや安全性安全性安全性安全性、、、、地形等地形等地形等地形等をををを優先優先優先優先しししし結論結論結論結論をををを出出出出したことしたことしたことしたこと、、、、またまたまたまた実際実際実際実際にににに校区校区校区校区をををを変更変更変更変更するにするにするにするにあたってはあたってはあたってはあたっては、、、、

地域地域地域地域のののの理解理解理解理解がががが得得得得られるようにられるようにられるようにられるように配慮配慮配慮配慮することといったすることといったすることといったすることといった形形形形でまとめられておりますでまとめられておりますでまとめられておりますでまとめられております。。。。    

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。。。。事務局事務局事務局事務局でまとめていただいたでまとめていただいたでまとめていただいたでまとめていただいた資料資料資料資料ですがですがですがですが、、、、何何何何かごかごかごかご質問質問質問質問がありがありがありがあり

ましたらましたらましたらましたら、、、、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。。。。    

標準学級数標準学級数標準学級数標準学級数とはどういうものでしょうかとはどういうものでしょうかとはどういうものでしょうかとはどういうものでしょうか。。。。    
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１２１２１２１２学級以上学級以上学級以上学級以上１８１８１８１８学級以下学級以下学級以下学級以下をををを標準学級標準学級標準学級標準学級としておりますとしておりますとしておりますとしております。。。。    

学校教育法施行規則学校教育法施行規則学校教育法施行規則学校教育法施行規則のののの第四十一条第四十一条第四十一条第四十一条「「「「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はははは、、、、十二学級以上十八学級以下十二学級以上十八学級以下十二学級以上十八学級以下十二学級以上十八学級以下をををを標標標標

準準準準とするとするとするとする。。。。ただしただしただしただし、、、、地域地域地域地域のののの実態実態実態実態そのそのそのその他他他他によりによりによりにより特別特別特別特別のののの事情事情事情事情のあるときはのあるときはのあるときはのあるときは、、、、このこのこのこの限限限限りでないりでないりでないりでない。」。」。」。」

及及及及びびびび第七十九条第七十九条第七十九条第七十九条「「「「第四十一条第四十一条第四十一条第四十一条からからからから第四十九第四十九第四十九第四十九条条条条までまでまでまで、、、、第五十条第二項第五十条第二項第五十条第二項第五十条第二項、、、、第五十四条第五十四条第五十四条第五十四条からからからから第六第六第六第六

十八条十八条十八条十八条までのまでのまでのまでの規定規定規定規定はははは、、、、中学校中学校中学校中学校にににに準用準用準用準用するするするする。」。」。」。」のののの条文条文条文条文がががが根拠根拠根拠根拠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。。。。    

３５３５３５３５人学級人学級人学級人学級のののの問題問題問題問題がでていますよねがでていますよねがでていますよねがでていますよね。。。。小学校小学校小学校小学校１１１１年生年生年生年生からからからから順次順次順次順次ということになっているとということになっているとということになっているとということになっていると

思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、これはこのこれはこのこれはこのこれはこの表表表表にはにはにはには反映反映反映反映されていますかされていますかされていますかされていますか。。。。    

平成平成平成平成２２２２２２２２年度年度年度年度はははは３５３５３５３５人学級人学級人学級人学級によるによるによるによる学級数学級数学級数学級数のののの増増増増ををををプラスプラスプラスプラス１１１１、、、、プラスプラスプラスプラス２２２２とととと表示表示表示表示していますしていますしていますしています。。。。

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推計推計推計推計はははは４０４０４０４０人学級人学級人学級人学級でででで計算計算計算計算したしたしたした学級数学級数学級数学級数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。。。。    

兵庫県兵庫県兵庫県兵庫県はははは、、、、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されていましたよねされていましたよねされていましたよねされていましたよね、、、、何年生何年生何年生何年生まででしたかまででしたかまででしたかまででしたか。。。。    

１１１１年生年生年生年生からからからから４４４４年生年生年生年生までがまでがまでがまでが対象対象対象対象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。。。。３５３５３５３５人学級人学級人学級人学級ががががベーベーベーベーススススとなっていましてとなっていましてとなっていましてとなっていまして、、、、

教室教室教室教室のないところについてはのないところについてはのないところについてはのないところについては、、、、１１１１、、、、２２２２年生年生年生年生ではではではでは複数担任制複数担任制複数担任制複数担任制、、、、３３３３、、、、４４４４年生年生年生年生はははは少人数学習少人数学習少人数学習少人数学習といといといとい

うううう形形形形をとっていますをとっていますをとっていますをとっています。。。。    

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。。。。これもこれもこれもこれも都道府県都道府県都道府県都道府県によってによってによってによって違違違違いがありましていがありましていがありましていがありまして、、、、大阪大阪大阪大阪のののの場合場合場合場合はははは小学小学小学小学

校校校校１１１１、、、、２２２２年生年生年生年生ですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、ないところもありますないところもありますないところもありますないところもあります。。。。これはこれはこれはこれは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もしてもしてもしても、、、、将将将将

来来来来４４４４年間年間年間年間はあまりはあまりはあまりはあまり考考考考えなくてもいいということでしょうかえなくてもいいということでしょうかえなくてもいいということでしょうかえなくてもいいということでしょうか。。。。    

平成平成平成平成２３２３２３２３年度年度年度年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、、、、文部科学省文部科学省文部科学省文部科学省のののの決定決定決定決定によりましてによりましてによりましてによりまして１１１１年生年生年生年生でででで３５３５３５３５人学級人学級人学級人学級をををを実実実実

施施施施しますしますしますします。。。。２２２２年生年生年生年生からからからから４４４４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兵庫県兵庫県兵庫県兵庫県のののの制度制度制度制度でででで続続続続くくくく事事事事になりますになりますになりますになります。。。。    

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はについてはについてはについては、、、、過去過去過去過去にいくつかのにいくつかのにいくつかのにいくつかの学校学校学校学校でででで抽選抽選抽選抽選がががが実施実施実施実施されましたがされましたがされましたがされましたが、、、、概概概概

ねねねね全体全体全体全体としてはとしてはとしてはとしては安定安定安定安定してしてしてして運用運用運用運用されてきたというされてきたというされてきたというされてきたという経緯経緯経緯経緯があったとがあったとがあったとがあったと思思思思いますいますいますいます。。。。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

議論議論議論議論されたされたされたされた特例特例特例特例というのがというのがというのがというのが、、、、かなりかなりかなりかなり大大大大きなきなきなきなインパクトインパクトインパクトインパクトをををを持持持持つのではないかとつのではないかとつのではないかとつのではないかと思思思思っておりまっておりまっておりまっておりま

すすすす。。。。将来将来将来将来これがこれがこれがこれが一一一一つのつのつのつの理由付理由付理由付理由付けになるけになるけになるけになる可能性可能性可能性可能性があるということですがあるということですがあるということですがあるということです。。。。そのあたりでそのあたりでそのあたりでそのあたりで自由自由自由自由にににに

ごごごご意見意見意見意見をををを出出出出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。。。。    

６６６６、、、、７７７７年前年前年前年前はははは教育教育教育教育のののの自由化自由化自由化自由化、、、、学区学区学区学区のののの自由化自由化自由化自由化というのがというのがというのがというのが全国的全国的全国的全国的にににに、、、、特特特特にににに東京東京東京東京あたりからいあたりからいあたりからいあたりからい

われてきましてわれてきましてわれてきましてわれてきまして、、、、保護者保護者保護者保護者がががが希望希望希望希望のののの学校学校学校学校にににに子子子子どもをどもをどもをどもを行行行行かせるということがありましたかせるということがありましたかせるということがありましたかせるということがありました。。。。そうそうそうそう

いういういういう中中中中でででで、、、、川西市川西市川西市川西市ではではではでは自由自由自由自由化化化化というというというという要素要素要素要素をををを少少少少しししし取取取取りりりり入入入入れましたれましたれましたれました。。。。いじめやいじめやいじめやいじめや引越引越引越引越しししし等等等等、、、、限定限定限定限定

的的的的にににに学校学校学校学校のののの変更変更変更変更がががが認認認認められていたものをめられていたものをめられていたものをめられていたものを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形形形形でででで５５５５パーセンパーセンパーセンパーセン

トトトト枠枠枠枠をををを作作作作りましたりましたりましたりました。。。。それによってここそれによってここそれによってここそれによってここ何年間何年間何年間何年間かはかはかはかは校区校区校区校区のののの線引線引線引線引きをするきをするきをするきをする必要必要必要必要がなくなったとがなくなったとがなくなったとがなくなったと

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。。。。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問問問問うのではなくてうのではなくてうのではなくてうのではなくて、、、、５５５５パーセントパーセントパーセントパーセント枠枠枠枠のののの中中中中でででで処理処理処理処理

してきたということだったとしてきたということだったとしてきたということだったとしてきたということだった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最近最近最近最近ではではではでは、、、、地域地域地域地域とのとのとのとの関係関係関係関係がががが切切切切れるとかれるとかれるとかれるとか、、、、子子子子

どものどものどものどもの安全安全安全安全をどうやってをどうやってをどうやってをどうやって守守守守ればいいのかということもあってればいいのかということもあってればいいのかということもあってればいいのかということもあって、、、、自由化自由化自由化自由化をやめようというをやめようというをやめようというをやめようという動動動動

きがきがきがき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。。。。そういったこともそういったこともそういったこともそういったことも踏踏踏踏まえてまえてまえてまえて、、、、そのそのそのその辺辺辺辺のののの考考考考ええええ方方方方がよかったのかどうかがよかったのかどうかがよかったのかどうかがよかったのかどうか、、、、

今後今後今後今後もそれでいいのかどうかということがもそれでいいのかどうかということがもそれでいいのかどうかということがもそれでいいのかどうかということが問問問問われているのかなとわれているのかなとわれているのかなとわれているのかなと思思思思いますいますいますいます。。。。    

今日今日今日今日のののの資料資料資料資料にありますにありますにありますにあります検討理由検討理由検討理由検討理由ですですですですがががが、、、、一番目一番目一番目一番目のののの観点観点観点観点がががが学級規模学級規模学級規模学級規模、、、、将来推計将来推計将来推計将来推計でででで、、、、標準的標準的標準的標準的

なななな学校学校学校学校のののの形形形形をををを守守守守るべきではないかということでするべきではないかということでするべきではないかということでするべきではないかということです。。。。あまりあまりあまりあまり多多多多くなってもくなってもくなってもくなっても、、、、またまたまたまた逆逆逆逆にににに少少少少なくなくなくなく

なってもなってもなってもなっても教育的教育的教育的教育的なななな課題課題課題課題がががが出出出出てくるてくるてくるてくるだろうということですだろうということですだろうということですだろうということです。。。。二番目二番目二番目二番目のののの観点観点観点観点はははは、、、、子子子子どものどものどものどもの安全安全安全安全

やややや通学通学通学通学をををを踏踏踏踏まえたうえでまえたうえでまえたうえでまえたうえで、、、、校区校区校区校区をををを考考考考えるべきではないかとえるべきではないかとえるべきではないかとえるべきではないかということですいうことですいうことですいうことです。。。。三番目三番目三番目三番目はははは色色色色々々々々とととと

ありますがありますがありますがありますが、、、、一番大一番大一番大一番大きいのはきいのはきいのはきいのは地域地域地域地域とのとのとのとの関関関関わりわりわりわりだとだとだとだ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ををを変変変変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、、、、

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ととととのののの関係関係関係関係がうまくいかなくなるがうまくいかなくなるがうまくいかなくなるがうまくいかなくなる可能性可能性可能性可能性があるということががあるということががあるということががあるということが、、、、以前以前以前以前のののの審審審審

議会議会議会議会でででで非常非常非常非常にににに強強強強くくくく述述述述べられていましたべられていましたべられていましたべられていました。。。。    
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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はははは、、、、運用運用運用運用ははははうまくされてきたとうまくされてきたとうまくされてきたとうまくされてきたと思思思思いますいますいますいます。。。。気気気気になるのがになるのがになるのがになるのが、、、、

明峰小学校明峰小学校明峰小学校明峰小学校がかなりがかなりがかなりがかなり増増増増えるえるえるえる見込見込見込見込みになっていることでみになっていることでみになっていることでみになっていることで、、、、このこのこのこのクラスクラスクラスクラス数数数数にににに耐耐耐耐えることができえることができえることができえることができ

るのでしょうかるのでしょうかるのでしょうかるのでしょうか。。。。    

平成平成平成平成２３２３２３２３年度年度年度年度をををを迎迎迎迎えたときにえたときにえたときにえたときに教室教室教室教室のゆとりがありませんのでのゆとりがありませんのでのゆとりがありませんのでのゆとりがありませんので、、、、このこのこのこの春休春休春休春休みにみにみにみに改造工事改造工事改造工事改造工事をををを

予定予定予定予定しておりますしておりますしておりますしております。。。。体育館体育館体育館体育館のののの下下下下にあるにあるにあるにある特別教室特別教室特別教室特別教室をををを普通教室普通教室普通教室普通教室にににに改造改造改造改造してしてしてして対応対応対応対応しようとしようとしようとしようと考考考考えてえてえてえて

おりますおりますおりますおります。。。。    

心配心配心配心配なのはなのはなのはなのは明峰小学校明峰小学校明峰小学校明峰小学校ですよねですよねですよねですよね、、、、東谷小学校東谷小学校東谷小学校東谷小学校はははは減減減減っていくっていくっていくっていく傾向傾向傾向傾向ですからですからですからですから、、、、今今今今がががが大丈夫大丈夫大丈夫大丈夫なななな

のであればのであればのであればのであればいいのかなといいのかなといいのかなといいのかなと思思思思いますいますいますいます。。。。川西小学校川西小学校川西小学校川西小学校はははは増増増増えるえるえるえる要素要素要素要素をををを持持持持っているっているっているっているのでのでのでので怖怖怖怖いなといなといなといなと思思思思

いますいますいますいます。。。。明峰小学校明峰小学校明峰小学校明峰小学校はははは、、、、校区校区校区校区をさわるをさわるをさわるをさわる必要必要必要必要があるのかどうかがあるのかどうかがあるのかどうかがあるのかどうか、、、、子子子子どもどもどもども達達達達がどこでがどこでがどこでがどこで増増増増えていえていえていえてい

るのかによりますよねるのかによりますよねるのかによりますよねるのかによりますよね。。。。全体的全体的全体的全体的にににに増増増増えていくのえていくのえていくのえていくのかかかか、、、、あるあるあるある地区地区地区地区だけでだけでだけでだけで増増増増えているということえているということえているということえているということ

なのかなのかなのかなのか、、、、そのあたりはそのあたりはそのあたりはそのあたりは掴掴掴掴んでいますかんでいますかんでいますかんでいますか。。。。    

前回前回前回前回、、、、特例特例特例特例をををを認認認認めめめめましたのでましたのでましたのでましたので、、、、特例特例特例特例はははは有有有有りだとりだとりだとりだと、、、、制度制度制度制度ががががあるあるあるある程度適正程度適正程度適正程度適正にににに運用運用運用運用されているされているされているされている

のであればのであればのであればのであれば、、、、そのそのそのその状況状況状況状況にあわせてにあわせてにあわせてにあわせて、、、、一番一番一番一番いいいいいいいい形形形形でででで動動動動かせばいいのかなとかせばいいのかなとかせばいいのかなとかせばいい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、、、、

あまりにもあまりにもあまりにもあまりにもイレギュラーイレギュラーイレギュラーイレギュラーがががが続続続続くとくとくとくと、、、、これはこれはこれはこれは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変変変変えないといけえないといけえないといけえないといけないというないというないというないという話話話話にににに

なってきますなってきますなってきますなってきます。。。。例例例例えばえばえばえば明峰小学校明峰小学校明峰小学校明峰小学校はははは人数人数人数人数ががががものすごくものすごくものすごくものすごく多多多多くてくてくてくて、、、、これもこれもこれもこれも特例特例特例特例としてとしてとしてとして対応対応対応対応しましましましま

すよとなってすよとなってすよとなってすよとなってもももも、、、、人数人数人数人数はそれはそれはそれはそれ程極端程極端程極端程極端にににに減減減減ることがなくることがなくることがなくることがなく、、、、推移推移推移推移していくようになっていますしていくようになっていますしていくようになっていますしていくようになっています。。。。

これがこれがこれがこれが校区校区校区校区のののの境目境目境目境目でででで人数人数人数人数がががが増増増増ええええていてていてていてていて、、、、校区校区校区校区をさわをさわをさわをさわるるるるというというというという話話話話でででで収収収収まればいいのですがまればいいのですがまればいいのですがまればいいのですが、、、、

そのそのそのその辺辺辺辺ははははどうですかどうですかどうですかどうですか。。。。    

明峰明峰明峰明峰についてについてについてについて言言言言えばえばえばえば、、、、南野坂南野坂南野坂南野坂ですですですです。。。。従来従来従来従来よりよりよりより都市計画都市計画都市計画都市計画がががが大大大大きくきくきくきく変変変変わっているところがわっているところがわっているところがわっているところがああああ

りりりり、、、、都心部都心部都心部都心部のののの価格価格価格価格がかなりがかなりがかなりがかなり下下下下がってきていますがってきていますがってきていますがってきています。。。。川西川西川西川西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、、、、大阪圏大阪圏大阪圏大阪圏もももも下下下下がってがってがってがって

いますいますいますいます。。。。大阪圏大阪圏大阪圏大阪圏がががが下下下下がればがればがればがれば、、、、住住住住みやすいところにみやすいところにみやすいところにみやすいところに若者若者若者若者はははは流流流流れますれますれますれますのでのでのでので、、、、逆逆逆逆にににに言言言言いますいますいますいますとととと、、、、

一戸建一戸建一戸建一戸建てのてのてのての大大大大きいきいきいきい家家家家であったであったであったであった明峰地区明峰地区明峰地区明峰地区がががが、、、、総総総総じてじてじてじてマンションマンションマンションマンションにににに住住住住むよりむよりむよりむより住住住住みやすくなってみやすくなってみやすくなってみやすくなって

いますいますいますいます。。。。南野坂南野坂南野坂南野坂のののの団地団地団地団地などなどなどなど、、、、以前以前以前以前はははは高額高額高額高額だっただっただっただった戸建戸建戸建戸建てがかなりてがかなりてがかなりてがかなり安安安安いいいい値段値段値段値段でででで出出出出ることになりることになりることになりることになり、、、、

おおおお子子子子さんをおさんをおさんをおさんをお持持持持ちのちのちのちの世帯世帯世帯世帯がががが異動異動異動異動してしてしてしてきますきますきますきます。。。。これからこれからこれからこれから子子子子どもがどもがどもがどもが生生生生まれるというまれるというまれるというまれるという世帯世帯世帯世帯ではなではなではなではな

くくくく、、、、引越引越引越引越しによってしによってしによってしによって増増増増えてくるえてくるえてくるえてくる。。。。このこのこのこの異動異動異動異動によるによるによるによる要素要素要素要素がががが非常非常非常非常にににに強強強強くなってくなってくなってくなっていますいますいますいます。。。。団地部団地部団地部団地部

はそれがはそれがはそれがはそれが非常非常非常非常にににに多多多多いのですがいのですがいのですがいのですが、、、、このこのこのこの特長特長特長特長はははは大和団地大和団地大和団地大和団地などなどなどなど、、、、能勢電能勢電能勢電能勢電車車車車でででで少少少少しししし奥奥奥奥にににに行行行行かなけれかなけれかなけれかなけれ

ばならないというばならないというばならないというばならないという部分部分部分部分についてはについてはについてはについては、、、、交通交通交通交通のののの便便便便からいうとからいうとからいうとからいうと若干嫌若干嫌若干嫌若干嫌われるわれるわれるわれるためあまりためあまりためあまりためあまり当当当当てはまてはまてはまてはま

りませんりませんりませんりません。。。。ですからですからですからですから若者若者若者若者がががが入入入入ってくるのはってくるのはってくるのはってくるのは駅駅駅駅のののの中心部中心部中心部中心部、、、、近接地帯近接地帯近接地帯近接地帯、、、、あるいはあるいはあるいはあるいはバスバスバスバスでででで行行行行けるけるけるける

場所場所場所場所ということということということということになりますのになりますのになりますのになりますのでででで、、、、そういうそういうそういうそういうエリアエリアエリアエリアのののの人数人数人数人数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。。。。    

それからそれからそれからそれから川西小学校区川西小学校区川西小学校区川西小学校区ですがですがですがですが、、、、ここはここはここはここはマンションマンションマンションマンションがががが１１１１棟建棟建棟建棟建ちますとちますとちますとちますと、、、、がらっとがらっとがらっとがらっと変変変変わりまわりまわりまわりま

すすすす。。。。ジャスコジャスコジャスコジャスコ跡地跡地跡地跡地、、、、旧市役所付近旧市役所付近旧市役所付近旧市役所付近、、、、今今今今もももも小小小小さなさなさなさな家家家家がたくさんありますががたくさんありますががたくさんありますががたくさんありますが、、、、そこがそこがそこがそこが高層建物高層建物高層建物高層建物

になるとまたになるとまたになるとまたになるとまた変変変変わりますわりますわりますわります。。。。都市計画都市計画都市計画都市計画とととと密接密接密接密接にににに関連関連関連関連していますのでしていますのでしていますのでしていますので、、、、読読読読みがみがみがみが以前以前以前以前ほどほどほどほど楽楽楽楽ではではではでは

なくなりましたなくなりましたなくなりましたなくなりました。。。。    

あとはあとはあとはあとは舎羅林山舎羅林山舎羅林山舎羅林山のののの開発開発開発開発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、、、、あれはどうなりましたかあれはどうなりましたかあれはどうなりましたかあれはどうなりましたか。。。。    

開発開発開発開発がうまくいかなかったがうまくいかなかったがうまくいかなかったがうまくいかなかった方方方方といいますかといいますかといいますかといいますか、、、、沿線沿線沿線沿線としてはとしてはとしてはとしては人気人気人気人気がなくなっているがなくなっているがなくなっているがなくなっているのでのでのでので、、、、

現在中止現在中止現在中止現在中止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。。。。以前以前以前以前ににににこのこのこのこの審議会審議会審議会審議会でもでもでもでも話話話話しておりまししておりまししておりまししておりましてててて、、、、緑台小学校緑台小学校緑台小学校緑台小学校区区区区、、、、あるあるあるある

いはいはいはいは牧牧牧牧のののの台小学校区台小学校区台小学校区台小学校区ということでということでということでということで考考考考えておりましたがえておりましたがえておりましたがえておりましたが、、、、開発開発開発開発したとしてもしたとしてもしたとしてもしたとしても一一一一のののの鳥居鳥居鳥居鳥居までまでまでまで出出出出

てくるてくるてくるてくる交通交通交通交通のののの便便便便やややや公共施設公共施設公共施設公共施設のののの配置具合配置具合配置具合配置具合、、、、そのそのそのその辺辺辺辺りからりからりからりから非常非常非常非常にににに厳厳厳厳しいしいしいしい見通見通見通見通しになっているよしになっているよしになっているよしになっているよ

うですうですうですうです。。。。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、、、、現在計画現在計画現在計画現在計画はははは大大大大きくはきくはきくはきくは動動動動いておりませんいておりませんいておりませんいておりません。。。。    

社会増社会増社会増社会増といいますかといいますかといいますかといいますか、、、、市街地市街地市街地市街地のののの建建建建てててて直直直直しがしがしがしが中心中心中心中心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いうことですねいうことですねいうことですねいうことですね。。。。しかもしかもしかもしかも
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それはそれはそれはそれは経済経済経済経済のののの状態状態状態状態とととと随分随分随分随分とととと関関関関わりがあるようですのでわりがあるようですのでわりがあるようですのでわりがあるようですので、、、、あまりあまりあまりあまり予測予測予測予測がががが簡単簡単簡単簡単にできないといにできないといにできないといにできないとい

うううう前提前提前提前提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。。。。    

旧市役所旧市役所旧市役所旧市役所付近付近付近付近ととととはどのはどのはどのはどの辺辺辺辺りのことですかりのことですかりのことですかりのことですか。。。。    

市役所市役所市役所市役所のののの西側西側西側西側にににに平地平地平地平地のののの駐車場駐車場駐車場駐車場になっているところがありましてになっているところがありましてになっているところがありましてになっているところがありまして、、、、そのそのそのその辺辺辺辺りですりですりですりです。。。。そこをそこをそこをそこを

有効活用有効活用有効活用有効活用してしてしてして立体建物立体建物立体建物立体建物になったになったになったになった場合場合場合場合、、、、同規模同規模同規模同規模ののののマンションマンションマンションマンションがががが建建建建つことがつことがつことがつことが予想予想予想予想されますされますされますされます。。。。たたたた

だしだしだしだし、、、、そのそのそのその計画計画計画計画がががが具体的具体的具体的具体的にあるわけではありませんにあるわけではありませんにあるわけではありませんにあるわけではありません。。。。平地平地平地平地のののの駐車場駐車場駐車場駐車場がががが市市市市のののの中心部中心部中心部中心部にににに結構結構結構結構ああああ

りますのでりますのでりますのでりますので、、、、これがどういうふうになこれがどういうふうになこれがどういうふうになこれがどういうふうになるるるるのかがのかがのかがのかが、、、、今今今今はははは予測予測予測予測できませんできませんできませんできません。。。。    

ジャスコジャスコジャスコジャスコ跡地跡地跡地跡地ははははマンションマンションマンションマンション計画計画計画計画がががが既既既既にあにあにあにあってってってって、、、、あそこはあそこはあそこはあそこは川西小学校区川西小学校区川西小学校区川西小学校区ですよねですよねですよねですよね。。。。ただただただただ、、、、

マンションマンションマンションマンションがどんながどんながどんながどんな形態形態形態形態になるのかになるのかになるのかになるのか、、、、そのそのそのその辺辺辺辺はははは街街街街づくりのづくりのづくりのづくりの計画計画計画計画によってかなりによってかなりによってかなりによってかなり左右左右左右左右されるされるされるされる

場所場所場所場所ですねですねですねですね。。。。    

川西川西川西川西小学校小学校小学校小学校はははは、、、、推計推計推計推計ではではではではだいたいだいたいだいたいだいたいコンスタントコンスタントコンスタントコンスタントですですですですがががが、、、、増増増増えるえるえるえる可能性可能性可能性可能性があるがあるがあるがあるということということということということ

ですねですねですねですね。。。。    

実例実例実例実例としてとしてとしてとして、、、、川西小学校区川西小学校区川西小学校区川西小学校区にににに３５０３５０３５０３５０戸戸戸戸ののののマンションマンションマンションマンションがありますがありますがありますがあります。。。。建設当時建設当時建設当時建設当時からからからから、、、、既既既既にににに１１１１

３３３３、、、、４４４４年経年経年経年経ちますがちますがちますがちますが、、、、そのそのそのそのマンションマンションマンションマンションだけでだけでだけでだけで常常常常にににに２２２２クラスクラスクラスクラス分分分分のののの子子子子どもがどもがどもがどもが住住住住んでいますんでいますんでいますんでいます。。。。ささささ

らにらにらにらに２２２２クラスクラスクラスクラス増増増増えるとえるとえるとえると、、、、大丈夫大丈夫大丈夫大丈夫かなとかなとかなとかなと。。。。しかしあそこのしかしあそこのしかしあそこのしかしあそこの校区校区校区校区はははは変変変変えられませんからえられませんからえられませんからえられませんから。。。。    

最近最近最近最近はははは小中一貫校小中一貫校小中一貫校小中一貫校がががが多多多多くなってきていまくなってきていまくなってきていまくなってきていますすすす。。。。そのそのそのそのメリットメリットメリットメリットとしてとしてとしてとして言言言言われているわれているわれているわれているのがのがのがのが、、、、例例例例

えばえばえばえば小学校小学校小学校小学校５５５５年生年生年生年生からからからから教科指導教科指導教科指導教科指導をををを行行行行うとかうとかうとかうとか、、、、小学校英語小学校英語小学校英語小学校英語なんかがなんかがなんかがなんかが入入入入ってきましてってきましてってきましてってきまして、、、、中学校中学校中学校中学校

のののの先生先生先生先生がががが指導指導指導指導にににに入入入入っているというっているというっているというっているという状況状況状況状況もあるようですもあるようですもあるようですもあるようです。。。。あまりあまりあまりあまり固定的固定的固定的固定的にににに考考考考えるとにっちもえるとにっちもえるとにっちもえるとにっちも

さっちもいかなくなるさっちもいかなくなるさっちもいかなくなるさっちもいかなくなる可能性可能性可能性可能性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、、、、そのそのそのその辺辺辺辺もももも頭頭頭頭のののの片隅片隅片隅片隅にににに置置置置いておいたいておいたいておいたいておいた方方方方がいいがいいがいいがいい

のかもしれませんのかもしれませんのかもしれませんのかもしれません。。。。大抵大抵大抵大抵はははは統廃合統廃合統廃合統廃合とのとのとのとの絡絡絡絡みでそういうみでそういうみでそういうみでそういう形形形形をとることがをとることがをとることがをとることが多多多多いようですいようですいようですいようです。。。。    

東谷中学校東谷中学校東谷中学校東谷中学校もももも危危危危ないのではないでないのではないでないのではないでないのではないでしょうかしょうかしょうかしょうか。。。。推計推計推計推計でででではははは平成平成平成平成２４２４２４２４年度年度年度年度にかなりにかなりにかなりにかなり増増増増えていまえていまえていまえていま

すからすからすからすから。。。。教室数教室数教室数教室数はははは足足足足りるのでしょうかりるのでしょうかりるのでしょうかりるのでしょうか。。。。    

平成平成平成平成２７２７２７２７年度年度年度年度まではまではまではまでは増増増増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推計推計推計推計になっておりになっておりになっておりになっており、、、、今現在今現在今現在今現在でもでもでもでも一杯一杯一杯一杯のののの状態状態状態状態なのなのなのなの

でででで、、、、新年度新年度新年度新年度ににににプレハブプレハブプレハブプレハブをををを２２２２クラスクラスクラスクラス分設置分設置分設置分設置するするするする予定予定予定予定ですですですです。。。。そのそのそのその後後後後、、、、２２２２クラスクラスクラスクラス分分分分ではまかないではまかないではまかないではまかない

きれませんのできれませんのできれませんのできれませんので、、、、どうするかとどうするかとどうするかとどうするかといいますいいますいいますいいますとととと、、、、校舎全体校舎全体校舎全体校舎全体にににに及及及及ぶぶぶぶ耐震工事耐震工事耐震工事耐震工事のののの予定予定予定予定がありましてがありましてがありましてがありまして

そのそのそのその工事工事工事工事にににに伴伴伴伴いいいい仮設校舎仮設校舎仮設校舎仮設校舎をををを設置設置設置設置しますしますしますします。。。。耐震工事耐震工事耐震工事耐震工事がががが終終終終わりましたらわりましたらわりましたらわりましたら、、、、本校舎本校舎本校舎本校舎にににに戻戻戻戻るわけでるわけでるわけでるわけで

すがすがすがすが、、、、将来的将来的将来的将来的にににに見見見見てててて教室教室教室教室がががが足足足足りなくなりますのでりなくなりますのでりなくなりますのでりなくなりますので、、、、平成平成平成平成２７２７２７２７年度以降年度以降年度以降年度以降のののの推移推移推移推移をををを見見見見ながらながらながらながら、、、、

仮設校舎仮設校舎仮設校舎仮設校舎をををを一部一部一部一部残残残残ししししてててて対応対応対応対応することをすることをすることをすることを現段階現段階現段階現段階でででで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。。。。    

仮設仮設仮設仮設をををを建建建建てるということはてるということはてるということはてるということは、、、、何何何何かをかをかをかを犠牲犠牲犠牲犠牲にしないとにしないとにしないとにしないと無理無理無理無理だとだとだとだと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、おそらくはおそらくはおそらくはおそらくはググググ

ラウンドラウンドラウンドラウンドでしょうでしょうでしょうでしょう。。。。ということはということはということはということは、、、、本校舎本校舎本校舎本校舎にににに戻戻戻戻ってもってもってもっても、、、、子子子子どもどもどもども達達達達ははははグランドグランドグランドグランドがががが狭狭狭狭いいいい状態状態状態状態でででで

すごすということになってくるのでしょうかすごすということになってくるのでしょうかすごすということになってくるのでしょうかすごすということになってくるのでしょうか。。。。    

一時的一時的一時的一時的にににに仮設仮設仮設仮設をををを残残残残すということになりますとすということになりますとすということになりますとすということになりますと、、、、自自自自ずずずずととととグラウンドグラウンドグラウンドグラウンドはははは狭狭狭狭くなりますくなりますくなりますくなります。。。。耐震耐震耐震耐震

工事工事工事工事はははは現在現在現在現在のののの校舎校舎校舎校舎にににに関関関関してしてしてして行行行行いますのでいますのでいますのでいますので、、、、増築増築増築増築するわけではありませんするわけではありませんするわけではありませんするわけではありません。。。。    

すいませんすいませんすいませんすいません、、、、ここでここでここでここで前前前前にににに掲示掲示掲示掲示しておりますしておりますしておりますしております地図地図地図地図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。。。。向向向向ってってってって右右右右がががが

中学校区中学校区中学校区中学校区のののの地図地図地図地図ですですですです。。。。今話題今話題今話題今話題となっていますのがとなっていますのがとなっていますのがとなっていますのが、、、、東谷中学校区東谷中学校区東谷中学校区東谷中学校区でででで紫色紫色紫色紫色のののの部分部分部分部分ですですですです。。。。紫色紫色紫色紫色

のののの上半分上半分上半分上半分ほどはほどはほどはほどは、、、、黒川地区黒川地区黒川地区黒川地区といいましてといいましてといいましてといいまして、、、、あまりあまりあまりあまり人人人人がおりませんがおりませんがおりませんがおりません。。。。下半分下半分下半分下半分のののの北陵地区北陵地区北陵地区北陵地区のののの団団団団

地地地地とととと、、、、旧東谷村旧東谷村旧東谷村旧東谷村ののののエリアエリアエリアエリア、、、、それからそれからそれからそれから大和団地大和団地大和団地大和団地のほぼのほぼのほぼのほぼ中央中央中央中央にににに東谷中学校東谷中学校東谷中学校東谷中学校はありましてはありましてはありましてはありまして、、、、パンパンパンパン

ククククしそうだというしそうだというしそうだというしそうだという状態状態状態状態ですですですです。。。。    

一方一方一方一方でででで、、、、緑色緑色緑色緑色ののののエリアエリアエリアエリアがありますががありますががありますががありますが、、、、これがこれがこれがこれが先程話題先程話題先程話題先程話題にあがりましたにあがりましたにあがりましたにあがりました、、、、ググググリーンハイツリーンハイツリーンハイツリーンハイツ

ですですですです。。。。ちょうどちょうどちょうどちょうど下下下下のののの方方方方でででで切切切切れていますのがれていますのがれていますのがれていますのが、、、、多田中学校多田中学校多田中学校多田中学校がすぐがすぐがすぐがすぐ下下下下にありましてにありましてにありましてにありまして、、、、開発開発開発開発がががが順順順順々々々々
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にににに奥奥奥奥にににに進進進進んでいきましたのでんでいきましたのでんでいきましたのでんでいきましたので、、、、このこのこのこの辺辺辺辺りはりはりはりは団地団地団地団地のののの中中中中ですがですがですがですが、、、、入居入居入居入居されたときにはされたときにはされたときにはされたときには緑台中学緑台中学緑台中学緑台中学

校校校校ができてができてができてができておらずおらずおらずおらず、、、、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くしかくしかくしかくしかありませんでしたありませんでしたありませんでしたありませんでした。。。。時代的時代的時代的時代的なななな背景背景背景背景でしようがなでしようがなでしようがなでしようがな

かったかったかったかった部分部分部分部分ですですですです。。。。小学校小学校小学校小学校はははは緑台小学校緑台小学校緑台小学校緑台小学校ですがですがですがですが、、、、中学校中学校中学校中学校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なりますになりますになりますになります。。。。現状現状現状現状はははは通通通通

学学学学距離距離距離距離のののの面面面面からからからから考考考考えるとえるとえるとえると妥当妥当妥当妥当だとだとだとだ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ってをさわってをさわってをさわって団地内団地内団地内団地内はははは全全全全てててて緑台中学校緑台中学校緑台中学校緑台中学校としとしとしとし

ますとますとますとますと、、、、緑台中学校緑台中学校緑台中学校緑台中学校はははは人数人数人数人数がががが増増増増えますのでえますのでえますのでえますので、、、、救救救救われることにはなりますわれることにはなりますわれることにはなりますわれることにはなります。。。。    

それともうそれともうそれともうそれともう一一一一カカカカ所所所所、、、、北端北端北端北端のののの隣接隣接隣接隣接ししししているているているている区域区域区域区域がありますがありますがありますがあります。。。。ここがここがここがここが東谷中学校区東谷中学校区東谷中学校区東谷中学校区のののの西畦野西畦野西畦野西畦野

というというというという地区地区地区地区ですですですです。。。。決決決決してしてしてして線引線引線引線引きをしてくださいというわけではありませんがきをしてくださいというわけではありませんがきをしてくださいというわけではありませんがきをしてくださいというわけではありませんが、、、、例例例例えばここえばここえばここえばここ

もももも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いただくとっていただくとっていただくとっていただくということもいうこともいうこともいうことも考考考考えられますえられますえられますえられます。。。。合理性合理性合理性合理性のののの面面面面だけでいえばそうだけでいえばそうだけでいえばそうだけでいえばそう

ですがですがですがですが、、、、校区校区校区校区とはとはとはとは何何何何かというかというかというかという話話話話でででで、、、、在在在在りりりり方方方方をををを考考考考えたときにえたときにえたときにえたときに、、、、コミュニティコミュニティコミュニティコミュニティからからからから切切切切ってもってもってもっても切切切切

れないというれないというれないというれないという理解理解理解理解もありますのでもありますのでもありますのでもありますので、、、、今今今今まではなかなかできなかったまではなかなかできなかったまではなかなかできなかったまではなかなかできなかった実情実情実情実情がありますがありますがありますがあります。。。。    

運動場運動場運動場運動場がががが狭狭狭狭くなってくなってくなってくなって、、、、それをそれをそれをそれを我慢我慢我慢我慢してでもしてでもしてでもしてでも校区校区校区校区をををを守守守守っていくのかっていくのかっていくのかっていくのか、、、、そうではなくてそうではなくてそうではなくてそうではなくて一部一部一部一部

校区校区校区校区をををを変更変更変更変更してしてしてして運動場運動場運動場運動場がががが狭狭狭狭くなるのをくなるのをくなるのをくなるのを減減減減らすかというらすかというらすかというらすかという選択選択選択選択をををを迫迫迫迫られているられているられているられている状状状状況況況況ですですですです。。。。単純単純単純単純

にににに新新新新しいしいしいしい土地土地土地土地があってがあってがあってがあって、、、、そこにそこにそこにそこに学校学校学校学校をををを建建建建てればてればてればてれば一番簡単一番簡単一番簡単一番簡単なんですがなんですがなんですがなんですが、、、、それでもそれでもそれでもそれでも工事工事工事工事にににに時間時間時間時間

がかかりますのでがかかりますのでがかかりますのでがかかりますので、、、、それがそれがそれがそれが建建建建ったったったった頃頃頃頃にはにはにはには人口人口人口人口がががが減減減減るということもありまするということもありまするということもありまするということもあります。。。。そのようなこそのようなこそのようなこそのようなこ

とがあってとがあってとがあってとがあって、、、、このこのこのこのエリアエリアエリアエリアはははは今問題今問題今問題今問題をををを抱抱抱抱えていますえていますえていますえています。。。。    

次次次次にににに左左左左のののの地図地図地図地図ですがですがですがですが、、、、小学校区小学校区小学校区小学校区のののの地図地図地図地図ですですですです。。。。中学校中学校中学校中学校とととと同同同同じくじくじくじく東谷小学校東谷小学校東谷小学校東谷小学校ののののエリアエリアエリアエリアがががが広広広広くくくく

なっていまなっていまなっていまなっていますすすす。。。。黄色黄色黄色黄色がががが牧牧牧牧のののの台小学校区台小学校区台小学校区台小学校区ですですですです。。。。牧牧牧牧のののの台小学校区台小学校区台小学校区台小学校区のののの南端南端南端南端のののの方方方方がががが舎羅林山舎羅林山舎羅林山舎羅林山ですですですです。。。。

先程言先程言先程言先程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、、、、不動産物価不動産物価不動産物価不動産物価があまりいいがあまりいいがあまりいいがあまりいい状況状況状況状況ではないのでではないのでではないのでではないので、、、、開発開発開発開発がががが進進進進んでいませんでいませんでいませんでいませ

んんんん。。。。それからそれからそれからそれからオレンジオレンジオレンジオレンジ色色色色のののの部分部分部分部分がががが陽明小学校区陽明小学校区陽明小学校区陽明小学校区ですですですです。。。。隣隣隣隣のののの濃濃濃濃いいいいピンクピンクピンクピンク色色色色がががが緑台小学校区緑台小学校区緑台小学校区緑台小学校区でででで

すすすす。。。。一一一一つのつのつのつの団地団地団地団地をををを二二二二つにつにつにつに区切区切区切区切っていまっていまっていまっていましてしてしてして、、、、両校両校両校両校ともともともとも将来推計将来推計将来推計将来推計はははは低低低低くくくく推移推移推移推移しますしますしますします。。。。これもこれもこれもこれも

誘導誘導誘導誘導ではありませんがではありませんがではありませんがではありませんが、、、、団地団地団地団地のののの中中中中にににに一一一一つのつのつのつの学校学校学校学校があってがあってがあってがあって、、、、全員全員全員全員がそこにがそこにがそこにがそこに行行行行くというのはくというのはくというのはくというのは、、、、

他他他他のののの校区校区校区校区をををを見見見見ればればればれば、、、、妥当妥当妥当妥当なのかもしれませんなのかもしれませんなのかもしれませんなのかもしれません。。。。ただしこれはただしこれはただしこれはただしこれは統廃合統廃合統廃合統廃合をををを前提前提前提前提にしていますのにしていますのにしていますのにしていますの

でででで、、、、それぞれのそれぞれのそれぞれのそれぞれの歴史歴史歴史歴史がありがありがありがあり、、、、なかなかなかなかなかなかなかなか調整調整調整調整はうまくいかないとはうまくいかないとはうまくいかないとはうまくいかないと思思思思いますいますいますいます。。。。    

赤色赤色赤色赤色ととととカーキカーキカーキカーキ色色色色のののの部分部分部分部分がががが清和台小学校区清和台小学校区清和台小学校区清和台小学校区とととと清和台南小学校区清和台南小学校区清和台南小学校区清和台南小学校区ですですですです。。。。    

少少少少しししし見見見見るだけでもるだけでもるだけでもるだけでも、、、、小学校区小学校区小学校区小学校区とととと中学校区中学校区中学校区中学校区はははは随分随分随分随分とととと形形形形がががが違違違違いますねいますねいますねいますね。。。。一般的一般的一般的一般的にはにはにはには２２２２小小小小１１１１中中中中

がががが多多多多いのですがいのですがいのですがいのですが、、、、３３３３小小小小１１１１中中中中にににに近近近近いようですいようですいようですいようですねねねね。。。。面積面積面積面積もももも大大大大きいところときいところときいところときいところと小小小小さいところがあっさいところがあっさいところがあっさいところがあっ

てててて、、、、先程先程先程先程のののの話話話話にありましたにありましたにありましたにありました、、、、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のののの境目境目境目境目をををを見見見見ますとますとますとますと、、、、近近近近くにくにくにくに多田中学多田中学多田中学多田中学

校校校校があるのにがあるのにがあるのにがあるのに、、、、校区校区校区校区をををを変変変変ええええてててて遠遠遠遠いいいい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くことになるとくことになるとくことになるとくことになると、、、、色色色色々々々々とととと問題問題問題問題もももも出出出出てくるてくるてくるてくる

でしょうねでしょうねでしょうねでしょうね。。。。    

緑台中学校緑台中学校緑台中学校緑台中学校とととと東谷中学校東谷中学校東谷中学校東谷中学校のののの問題問題問題問題はははは、、、、西畦野西畦野西畦野西畦野にににに住住住住んでいるんでいるんでいるんでいる方方方方がががが、、、、東谷中学校東谷中学校東谷中学校東谷中学校でないとでないとでないとでないと駄目駄目駄目駄目

だとだとだとだと言言言言わなければわなければわなければわなければ可能可能可能可能かもしれませんかもしれませんかもしれませんかもしれません。。。。    

西畦野西畦野西畦野西畦野はははは緑台中学校緑台中学校緑台中学校緑台中学校までのまでのまでのまでの距離距離距離距離がががが近近近近いですからねいですからねいですからねいですからね。。。。    

小学校区小学校区小学校区小学校区をさわるということはをさわるということはをさわるということはをさわるということは、、、、地域自治地域自治地域自治地域自治、、、、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枠枠枠枠をさわることにをさわることにをさわることにをさわることに繋繋繋繋がってがってがってがって

くるくるくるくるためためためため、、、、地域地域地域地域とのとのとのとの調整調整調整調整がすごくがすごくがすごくがすごく難難難難しいしいしいしいですですですです。。。。ですからですからですからですから、、、、以以以以前前前前はははは東谷東谷東谷東谷をさわれをさわれをさわれをさわれませんでしませんでしませんでしませんでし

たたたた。。。。ところがところがところがところが中学校区中学校区中学校区中学校区となってくるととなってくるととなってくるととなってくると、、、、少少少少しそのしそのしそのしその部分部分部分部分のののの理解理解理解理解はははは緩緩緩緩いかもしれませんいかもしれませんいかもしれませんいかもしれません。。。。そこそこそこそこ

のところはのところはのところはのところは、、、、うまくうまくうまくうまく地域地域地域地域のののの人達人達人達人達とととと話話話話をすればをすればをすればをすれば、、、、いけるかなといういけるかなといういけるかなといういけるかなという気気気気はしますはしますはしますはします。。。。    

東谷中学校東谷中学校東谷中学校東谷中学校のののの状況状況状況状況をををを見見見見るとるとるとると、、、、これはこれはこれはこれは平等平等平等平等なななな教育教育教育教育をををを受受受受けるというけるというけるというけるという状況状況状況状況ではなではなではなではなくくくく、、、、保護者保護者保護者保護者かかかか

らすればらすればらすればらすれば推奨推奨推奨推奨できるできるできるできる状況状況状況状況ではありませんではありませんではありませんではありません。。。。グラウンドグラウンドグラウンドグラウンドがががが狭狭狭狭くなりますしくなりますしくなりますしくなりますし、、、、３３３３年間年間年間年間プレハブプレハブプレハブプレハブ

でででで過過過過ごすごすごすごす子子子子どももいるかもしれませんどももいるかもしれませんどももいるかもしれませんどももいるかもしれません。。。。プレハブプレハブプレハブプレハブであればであればであればであれば冷暖房冷暖房冷暖房冷暖房はたぶんはたぶんはたぶんはたぶん整備整備整備整備するんですするんですするんですするんです

よねよねよねよね、、、、逆逆逆逆ににににプレハブプレハブプレハブプレハブのののの方方方方がかえっていいというがかえっていいというがかえっていいというがかえっていいという子子子子どもどもどもども達達達達がががが出出出出てくるかもしれませんてくるかもしれませんてくるかもしれませんてくるかもしれません。。。。そうそうそうそう
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なるとそれもなるとそれもなるとそれもなるとそれも平等平等平等平等ではではではではありませんありませんありませんありません。。。。やはりどこかでやはりどこかでやはりどこかでやはりどこかで判断判断判断判断していかないといけなくてしていかないといけなくてしていかないといけなくてしていかないといけなくて、、、、耐震耐震耐震耐震

工事工事工事工事がががが終終終終わったときわったときわったときわったときににににプレハブプレハブプレハブプレハブをををを残残残残さないさないさないさない方方方方ががががコストコストコストコスト的的的的にもいいんですよねにもいいんですよねにもいいんですよねにもいいんですよね。。。。    

そうですそうですそうですそうです。。。。リースリースリースリースになりますのでになりますのでになりますのでになりますので。。。。    

財政上財政上財政上財政上のののの話話話話でいけばでいけばでいけばでいけば、、、、校区校区校区校区をををを変変変変ええええててててプレハブプレハブプレハブプレハブについてはについてはについてはについては工事中工事中工事中工事中だけとしただけとしただけとしただけとした方方方方がががが安安安安くくくく済済済済みみみみ

ますよねますよねますよねますよね。。。。    

当然当然当然当然、、、、教室教室教室教室としてとしてとしてとして耐耐耐耐えうるえうるえうるえうる仕様仕様仕様仕様にしますのでにしますのでにしますのでにしますので、、、、構造上構造上構造上構造上のののの違違違違いはありませんいはありませんいはありませんいはありませんがががが、、、、残残残残すとなすとなすとなすとな

るとるとるとると、、、、リースリースリースリース期間期間期間期間がががが長長長長くなりますからくなりますからくなりますからくなりますから、、、、そのそのそのその分分分分コストコストコストコストがかかがかかがかかがかかりますりますりますります。。。。    

一番北部一番北部一番北部一番北部にあるにあるにあるにある学校学校学校学校ですからですからですからですから、、、、さわるとなるとさわるとなるとさわるとなるとさわるとなると隣接隣接隣接隣接するするするする校区校区校区校区をさわるしかないんですよをさわるしかないんですよをさわるしかないんですよをさわるしかないんですよ

ねねねね。。。。おそらくおそらくおそらくおそらく次次次次はははは、、、、ここにここにここにここに集中集中集中集中したしたしたした議論議論議論議論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はははは昭和昭和昭和昭和４２４２４２４２、、、、３３３３年頃年頃年頃年頃にににに開発開発開発開発がはじまってがはじまってがはじまってがはじまって５０５０５０５０年頃年頃年頃年頃まではまではまではまでは、、、、緑台緑台緑台緑台とととと向向向向

陽台地区陽台地区陽台地区陽台地区がががが開発開発開発開発されましされましされましされましたたたた。。。。水明台水明台水明台水明台はははは一番後発一番後発一番後発一番後発でででで昭和昭和昭和昭和５０５０５０５０年以降年以降年以降年以降にににに開発開発開発開発されましたされましたされましたされました。。。。当初当初当初当初

はははは学校学校学校学校がありませんでしたからがありませんでしたからがありませんでしたからがありませんでしたから、、、、全員全員全員全員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ってってってっておりおりおりおり、、、、そのそのそのその後後後後、、、、水明台水明台水明台水明台がががが大大大大きききき

くくくく増増増増えてきてえてきてえてきてえてきて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。。。。最近最近最近最近ではではではでは生徒数生徒数生徒数生徒数のののの差差差差がががが３３３３倍近倍近倍近倍近くくくくあってあってあってあって、、、、本当本当本当本当ははははググググ

リーンハイツリーンハイツリーンハイツリーンハイツ地区全員地区全員地区全員地区全員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ればとにすればとにすればとにすれば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。。。。    

東谷地区東谷地区東谷地区東谷地区のののの西畦野西畦野西畦野西畦野もももも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けばとけばとけばとけばとはははは思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、距離距離距離距離はははは近近近近いいいいもののもののもののものの、、、、コミュニコミュニコミュニコミュニ

ティティティティのののの関係関係関係関係でややこしいとでややこしいとでややこしいとでややこしい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方方方方がががが、、、、強強強強くくくく意見意見意見意見をををを述述述述べられていたのをべられていたのをべられていたのをべられていたのを覚覚覚覚えていますえていますえていますえています。。。。    

例例例例えばえばえばえばアメリカアメリカアメリカアメリカなんかですとなんかですとなんかですとなんかですと、、、、毎年校区毎年校区毎年校区毎年校区をををを変変変変ええええますますますます。。。。何故何故何故何故かというとかというとかというとかというと、、、、バスバスバスバスをををを使使使使いますいますいますいます

からからからから、、、、繋繋繋繋がりとかがりとかがりとかがりとか歩歩歩歩くくくく距離距離距離距離はははは関係関係関係関係ありませんありませんありませんありません。。。。割割割割とととと物理的物理的物理的物理的にできるんですにできるんですにできるんですにできるんですがががが、、、、日本日本日本日本のののの場合場合場合場合

はなかなかそういうわけにはいかないのではなかなかそういうわけにはいかないのではなかなかそういうわけにはいかないのではなかなかそういうわけにはいかないので、、、、難難難難しいしいしいしいですねですねですねですね。。。。そういうこともあってそういうこともあってそういうこともあってそういうこともあって、、、、５５５５パパパパ

ーセントーセントーセントーセント枠枠枠枠にしていったというにしていったというにしていったというにしていったという経緯経緯経緯経緯があったわけですがあったわけですがあったわけですがあったわけです。。。。    

わずかなわずかなわずかなわずかなイレギュラーイレギュラーイレギュラーイレギュラーでででで対応対応対応対応できるのであればできるのであればできるのであればできるのであれば、、、、そのそのそのその方方方方がいいのかもしれませんががいいのかもしれませんががいいのかもしれませんががいいのかもしれませんが、、、、５５５５

パーセントパーセントパーセントパーセントのののの枠枠枠枠をををを明明明明らかにらかにらかにらかに超超超超ええええるるるる場合場合場合場合はははは、、、、校区校区校区校区をををを見直見直見直見直すというのがすというのがすというのがすというのが、、、、本来本来本来本来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

役割役割役割役割だとだとだとだと思思思思いますいますいますいます。。。。    

今今今今おっしゃったおっしゃったおっしゃったおっしゃった中心中心中心中心のののの部分部分部分部分はははは、、、、中学校中学校中学校中学校のののの問題問題問題問題をおっしゃっていましたよねをおっしゃっていましたよねをおっしゃっていましたよねをおっしゃっていましたよね。。。。特特特特にににに東谷中東谷中東谷中東谷中

学校学校学校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、、、、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、、、、これがこれがこれがこれが３３３３倍倍倍倍ほどほどほどほど差差差差があるがあるがあるがある。。。。    

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多田中学校多田中学校多田中学校多田中学校へへへへ、、、、１００１００１００１００人近人近人近人近くくくく行行行行かれてかれてかれてかれているようですいるようですいるようですいるようです。。。。    

例例例例えばえばえばえばそのおそのおそのおそのお子子子子さんをさんをさんをさんを全部全部全部全部、、、、緑台中学校緑台中学校緑台中学校緑台中学校へとすればへとすればへとすればへとすればバランスバランスバランスバランスがよくなるとがよくなるとがよくなるとがよくなるということですいうことですいうことですいうことです

ねねねね。。。。ただそうなるとただそうなるとただそうなるとただそうなると通学距離通学距離通学距離通学距離がががが延延延延びますからびますからびますからびますから、、、、保護者保護者保護者保護者はははは反対反対反対反対するするするする可能性可能性可能性可能性がありますねがありますねがありますねがありますね。。。。    

隣接隣接隣接隣接するところにするところにするところにするところに住住住住んでいるんでいるんでいるんでいる方達方達方達方達はははは、、、、すぐすぐすぐすぐ前前前前ににに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すかがありますかがありますかがありますからららら、、、、反対反対反対反対されるされるされるされる

でしょうでしょうでしょうでしょう。。。。近近近近くのくのくのくの人人人人はははは多田中学校多田中学校多田中学校多田中学校じゃないとじゃないとじゃないとじゃないと嫌嫌嫌嫌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ありますがありますがありますがあります。。。。ところがそれところがそれところがそれところがそれ以以以以

外外外外のところはのところはのところはのところは緑台中学校緑台中学校緑台中学校緑台中学校にしてにしてにしてにして欲欲欲欲しいというわけですしいというわけですしいというわけですしいというわけです。。。。緑台中学校緑台中学校緑台中学校緑台中学校のののの規模規模規模規模がががが小小小小さくなればさくなればさくなればさくなれば

なるほどなるほどなるほどなるほど、、、、学校運営学校運営学校運営学校運営がががが厳厳厳厳しくなるということでしくなるということでしくなるということでしくなるということで、、、、前回出前回出前回出前回出たたたた課題課題課題課題はそこだったんですはそこだったんですはそこだったんですはそこだったんです。。。。小規小規小規小規

模校模校模校模校にしてしまうのをにしてしまうのをにしてしまうのをにしてしまうのを何何何何とかとかとかとか防防防防ごうというごうというごうというごうということことことことでででで、、、、前回前回前回前回はははは特例特例特例特例をををを認認認認めめめめましましましましたたたた。。。。今度今度今度今度はははは東谷東谷東谷東谷

のののの増加増加増加増加とととといういういういう問題問題問題問題がありがありがありがあり、、、、緑台中学校区緑台中学校区緑台中学校区緑台中学校区とととと隣接隣接隣接隣接しているものですからしているものですからしているものですからしているものですから、、、、それならそれならそれならそれなら隣接隣接隣接隣接してしてしてして

いるいるいるいる部分部分部分部分をををを何何何何とかさわれたらというのがとかさわれたらというのがとかさわれたらというのがとかさわれたらというのが、、、、次次次次ののののテーマテーマテーマテーマ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。。。。西畦野西畦野西畦野西畦野にどにどにどにど

れだけのれだけのれだけのれだけの子子子子どもがいどもがいどもがいどもがいるのかわかりませんるのかわかりませんるのかわかりませんるのかわかりませんがががが。。。。    

こういうこういうこういうこういう問題問題問題問題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のでしいのでしいのでしいので、、、、基本的基本的基本的基本的にはにはにはには原則原則原則原則をををを決決決決めないとめないとめないとめないと、、、、たぶんたぶんたぶんたぶん糸糸糸糸がほぐれがほぐれがほぐれがほぐれ

てしまうばかりだろうなとてしまうばかりだろうなとてしまうばかりだろうなとてしまうばかりだろうな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標準標準標準標準規模規模規模規模をををを前提前提前提前提とするとかとするとかとするとかとするとか、、、、教育教育教育教育のののの質質質質のののの均等均等均等均等

をををを前提前提前提前提にするとかにするとかにするとかにするとか、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは別別別別のののの考考考考えかもしれませんがえかもしれませんがえかもしれませんがえかもしれませんが、、、、通学距離通学距離通学距離通学距離のののの問題問題問題問題もももも出出出出てくるのかてくるのかてくるのかてくるのか
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なとなとなとなと。。。。いくつかいくつかいくつかいくつか前提前提前提前提があってがあってがあってがあって、、、、原則原則原則原則をををを決決決決めるめるめるめる、、、、そのそのそのその中中中中でででで優先順位優先順位優先順位優先順位をつけるというをつけるというをつけるというをつけるという形形形形にすれにすれにすれにすれ

ばばばば、、、、解解解解はでてくるだろうとはでてくるだろうとはでてくるだろうとはでてくるだろうと思思思思いますいますいますいます。。。。このこのこのこの中中中中でもでもでもでも、、、、校区校区校区校区のののの見直見直見直見直しについてしについてしについてしについて、、、、規模規模規模規模とととと距離距離距離距離とととと

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係関係関係関係ということでということでということでということで、、、、３３３３つつつつ並列並列並列並列してしまうとしてしまうとしてしまうとしてしまうと、、、、おそらくおそらくおそらくおそらく解解解解はでてこないはでてこないはでてこないはでてこないだだだだ

ろうとろうとろうとろうと思思思思いいいいますますますます。。。。そのそのそのその中中中中でででで５５５５パーセントパーセントパーセントパーセント枠枠枠枠というというというという形形形形をををを作作作作りりりり出出出出していったしていったしていったしていった経緯経緯経緯経緯がありましがありましがありましがありまし

たたたた。。。。どちらにしてもどちらにしてもどちらにしてもどちらにしても、、、、片方片方片方片方にとってはにとってはにとってはにとっては面白面白面白面白くないくないくないくない話話話話になりますになりますになりますになりますがががが。。。。    

どうにもどうにもどうにもどうにも悩悩悩悩ましいましいましいましい問題問題問題問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。。。。緑台中学校緑台中学校緑台中学校緑台中学校はははは、、、、前回前回前回前回、、、、学校運営学校運営学校運営学校運営にににに支障支障支障支障をををを来来来来すすすす可能可能可能可能

性性性性があるということでがあるということでがあるということでがあるということで、、、、今回限今回限今回限今回限りでりでりでりで特例特例特例特例をををを認認認認めましためましためましためました。。。。緑台緑台緑台緑台にににに隣接隣接隣接隣接するするするする多田中学校多田中学校多田中学校多田中学校がたくがたくがたくがたく

さんのさんのさんのさんの人数人数人数人数をををを抱抱抱抱えていえていえていえていてててて、、、、東谷中学校東谷中学校東谷中学校東谷中学校もももも同様同様同様同様だとだとだとだと。。。。このこのこのこの審議会審議会審議会審議会のののの中中中中でででで通学通学通学通学のののの安全安心安全安心安全安心安全安心だとだとだとだと

いういういういう考考考考ええええ方方方方がありましたがありましたがありましたがありました。。。。通学通学通学通学のののの安全安全安全安全のののの次次次次はははは、、、、同同同同じじじじ教育教育教育教育がががが受受受受けられるけられるけられるけられる状態状態状態状態がががが大事大事大事大事だとだとだとだと思思思思いいいい

ますますますます。。。。緑台中学校緑台中学校緑台中学校緑台中学校はははは１１１１学年学年学年学年がががが２２２２、、、、３３３３クラスクラスクラスクラスでででで、、、、一方一方一方一方ではではではでは７７７７、、、、８８８８クラスクラスクラスクラスああああるとるとるとると、、、、それがはたそれがはたそれがはたそれがはた

してしてしてして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がががが受受受受けられるけられるけられるけられるのかということはのかということはのかということはのかということは思思思思いますいますいますいます。。。。人人人人がががが多多多多いからいからいからいから切磋琢磨切磋琢磨切磋琢磨切磋琢磨しししし

てというてというてというてという考考考考ええええ方方方方もありますもありますもありますもあります。。。。少少少少ないからないからないからないからいいんだいいんだいいんだいいんだというというというという考考考考ええええ方方方方もありますもありますもありますもあります。。。。できればできればできればできれば同同同同じじじじ

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させてあげたいなとけさせてあげたいなとけさせてあげたいなとけさせてあげ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。。。。    

公立公立公立公立のののの学校学校学校学校ですからですからですからですから、、、、前提前提前提前提はははは平等平等平等平等なななな教育教育教育教育をををを与与与与えるえるえるえることだとことだとことだとことだと思思思思いますいますいますいます。。。。通学通学通学通学についてはについてはについてはについては短短短短

いいいい方方方方がいいんだけれどもがいいんだけれどもがいいんだけれどもがいいんだけれども、、、、基本的基本的基本的基本的にはにはにはには通通通通えるえるえるえる距離距離距離距離のののの中中中中でででで考考考考えていただくというえていただくというえていただくというえていただくという結論結論結論結論のののの方方方方にににに

いくのかなとおいくのかなとおいくのかなとおいくのかなとお聞聞聞聞きしていましたきしていましたきしていましたきしていました。。。。ただただただただ、、、、現実問題現実問題現実問題現実問題としてとしてとしてとして、、、、保護者保護者保護者保護者としてはとしてはとしてはとしては目目目目のののの前前前前にあるにあるにあるにある

のにのにのにのに遠遠遠遠いいいい学校学校学校学校にににに行行行行くというのはくというのはくというのはくというのは、、、、それはそれはそれはそれは違違違違ううううだろうだろうだろうだろうというというというという人人人人がでてくるとがでてくるとがでてくるとがでてくると思思思思いますいますいますいます。。。。    

本来本来本来本来であればであればであればであれば最初最初最初最初ににに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、、、、現在現在現在現在のののの５５５５パーセントパーセントパーセントパーセント枠枠枠枠がががが有効有効有効有効にににに機能機能機能機能しているのしているのしているのしているの

かしていないのかかしていないのかかしていないのかかしていないのか、、、、このままのこのままのこのままのこのままの形形形形ではではではでは駄目駄目駄目駄目なのかどうかということをなのかどうかということをなのかどうかということをなのかどうかということを判断判断判断判断していただいたしていただいたしていただいたしていただいた

うえでうえでうえでうえで、、、、今今今今のようなのようなのようなのような議論議論議論議論をしていただこうとをしていただこうとをしていただこうとをしていただこうと思思思思っていましたがっていましたがっていましたがっていましたが、、、、先取先取先取先取りしてりしてりしてりして色色色色々々々々とおとおとおとお話話話話しししし

いただいておりますいただいておりますいただいておりますいただいております。。。。    

教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会でででで、、、、中学校単位中学校単位中学校単位中学校単位をををを一一一一つのつのつのつの故郷故郷故郷故郷とととと思思思思えるようなえるようなえるようなえるような指導指導指導指導をしてきたというのはをしてきたというのはをしてきたというのはをしてきたというのは、、、、すすすす

ごくいいことだとごくいいことだとごくいいことだとごくいいこ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、、、、だからだからだからだから悩悩悩悩ましいところですがましいところですがましいところですがましいところですが。。。。    

全国的全国的全国的全国的にはにはにはには地域本部制地域本部制地域本部制地域本部制というのがつくられてきましてというのがつくられてきましてというのがつくられてきましてというのがつくられてきまして、、、、たぶんたぶんたぶんたぶん兵庫県兵庫県兵庫県兵庫県もももも川西川西川西川西もももも関係関係関係関係してしてしてして

いるいるいるいるとととと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、中学校単位中学校単位中学校単位中学校単位でででで地域教育協議会地域教育協議会地域教育協議会地域教育協議会をまとめてをまとめてをまとめてをまとめて一一一一つのつのつのつの広域的広域的広域的広域的なななな学校学校学校学校サポートサポートサポートサポート

のののの地域地域地域地域をつくっていこうというをつくっていこうというをつくっていこうというをつくっていこうという形形形形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いますいますいます。。。。例例例例えばえばえばえば、、、、大阪市大阪市大阪市大阪市でいいますとでいいますとでいいますとでいいますと、、、、

小学校区小学校区小学校区小学校区ではではではでは一生懸命一生懸命一生懸命一生懸命つくられてつくられてつくられてつくられて、、、、コミュニティコミュニティコミュニティコミュニティがしっかりしているんですがしっかりしているんですがしっかりしているんですがしっかりしているんです。。。。ところがところがところがところが中中中中

学校学校学校学校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ベースベースベースベースがないがないがないがないののののでででで四苦八苦四苦八苦四苦八苦四苦八苦しているようですしているようですしているようですしているようです。。。。ですかですかですかですか

ららら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作作作作りりりり直直直直していくかしていくかしていくかしていくか、、、、広域的広域的広域的広域的なものをそのなものをそのなものをそのなものをその上上上上にかぶせていにかぶせていにかぶせていにかぶせてい

くかということでくかということでくかということでくかということで苦労苦労苦労苦労しているところがあるそうですしているところがあるそうですしているところがあるそうですしているところがあるそうです。。。。これはこれはこれはこれは全国的全国的全国的全国的にもそうだとにもそうだとにもそうだとにもそうだと思思思思いまいまいまいま

すがすがすがすが。。。。    

少少少少しししし会長会長会長会長にににに質問質問質問質問をさせていたをさせていたをさせていたをさせていただきたいのですがだきたいのですがだきたいのですがだきたいのですが、、、、冒頭冒頭冒頭冒頭でででで自由選択自由選択自由選択自由選択のおのおのおのお話話話話がありましたがありましたがありましたがありました

がががが、、、、先程委員先程委員先程委員先程委員からでたからでたからでたからでた教育教育教育教育のののの質質質質のののの平等性平等性平等性平等性ということがということがということがということが、、、、おそらくおそらくおそらくおそらく自由選択制自由選択制自由選択制自由選択制のののの時時時時にものすにものすにものすにものす

ごくごくごくごく問題視問題視問題視問題視されてされてされてされて、、、、東京東京東京東京のののの品川区品川区品川区品川区がががが先鋭的先鋭的先鋭的先鋭的なななな例例例例としてとしてとしてとして知知知知られていますがられていますがられていますがられていますが、、、、あそこなんかがあそこなんかがあそこなんかがあそこなんかが

小中一貫制小中一貫制小中一貫制小中一貫制をををを取取取取りりりり入入入入れていったわけですれていったわけですれていったわけですれていったわけです。。。。自由選択制自由選択制自由選択制自由選択制とととと小中一貫制小中一貫制小中一貫制小中一貫制とととと、、、、それからそれからそれからそれから自由選択自由選択自由選択自由選択

制制制制のののの見直見直見直見直しというかしというかしというかしというか手直手直手直手直しというかしというかしというかしというか、、、、そのあたりのそのあたりのそのあたりのそのあたりの因果関係因果関係因果関係因果関係をををを教教教教えていただきたいのですえていただきたいのですえていただきたいのですえていただきたいのです

がががが。。。。    

基本的基本的基本的基本的にはにはにはには、、、、アカウンタビリティアカウンタビリティアカウンタビリティアカウンタビリティというかというかというかというか、、、、要要要要するにするにするにするに保護者保護者保護者保護者、、、、納税者納税者納税者納税者にににに対対対対してしてしてして学校学校学校学校、、、、市市市市

はははは応応応応えないといけないとえないといけないとえないといけないとえないといけないと。。。。保護者保護者保護者保護者がががが高高高高いいいい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望望望望めばそめばそめばそめばそれをれをれをれを提供提供提供提供するべきだとするべきだとするべきだとするべきだと。。。。

これはこれはこれはこれは自由化自由化自由化自由化ですよねですよねですよねですよね。。。。５５５５校校校校あればあればあればあれば１１１１番番番番からからからから５５５５番番番番まであまであまであまであってってってって、、、、そのうちそのうちそのうちそのうち１１１１番目番目番目番目のところのところのところのところにににに



    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

委委委委    員員員員    

    

    

会会会会    長長長長    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

委委委委    員員員員    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

寄寄寄寄っていくっていくっていくっていくとととと、、、、５５５５番目番目番目番目がつぶれていくとそういうがつぶれていくとそういうがつぶれていくとそういうがつぶれていくとそういう形形形形ですねですねですねですね、、、、イギリスイギリスイギリスイギリスではそういうではそういうではそういうではそういう形形形形をとをとをとをと

っていますっていますっていますっています。。。。それにそれにそれにそれに似似似似たようなたようなたようなたような形形形形をとってをとってをとってをとって、、、、いいいいいいいい学校学校学校学校をををを残残残残してしてしてして、、、、悪悪悪悪いいいい学校学校学校学校をををを切切切切ろうというろうというろうというろうという

発想発想発想発想がががが強強強強くありましたくありましたくありましたくありました。。。。それはそれはそれはそれは新自由主義的新自由主義的新自由主義的新自由主義的なななな考考考考ええええ方方方方といといといというかうかうかうか、、、、マーケットマーケットマーケットマーケット論理論理論理論理というかというかというかというか、、、、

教育教育教育教育をををを買買買買うのはうのはうのはうのは保護者保護者保護者保護者であるとであるとであるとであると、、、、そのそのそのその保護者保護者保護者保護者がががが自由自由自由自由にににに選択選択選択選択できるようなできるようなできるようなできるような形形形形をするのがをするのがをするのがをするのが望望望望まままま

しいのではないかというのがしいのではないかというのがしいのではないかというのがしいのではないかというのが、、、、そのそのそのその時代時代時代時代のののの基本的基本的基本的基本的なななな考考考考ええええ方方方方にあったとにあったとにあったとにあったと思思思思いますいますいますいます。。。。    

そのそのそのその時時時時にににに小中一小中一小中一小中一貫貫貫貫制制制制がががが出出出出てきたというのはてきたというのはてきたというのはてきたというのは、、、、そのそのそのその方方方方がががが質質質質のののの高高高高いものができるということいものができるということいものができるということいものができるということ

とととと、、、、人口的人口的人口的人口的なななな問題問題問題問題もあったともあったともあったともあったと思思思思いますいますいますいます。。。。小中一貫小中一貫小中一貫小中一貫にすることによってにすることによってにすることによってにすることによって、、、、レベルレベルレベルレベルをあげるこをあげるこをあげるこをあげるこ

とができるとができるとができるとができるだろうだろうだろうだろうというというというという議論議論議論議論があったとがあったとがあったとがあったと思思思思いますいますいますいます。。。。それはそれはそれはそれは一一一一つのつのつのつの質質質質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レベレベレベレベ

ルアップルアップルアップルアップしていくのかというしていくのかというしていくのかというしていくのかという論理論理論理論理のののの中中中中ででてきたことだとででてきたことだとででてきたことだとででてきたことだ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いうのがというのがというのがというのが、、、、別別別別のののの論理論理論理論理からからからから出出出出てきててきててきててきて、、、、子子子子どもはどもはどもはどもは地域地域地域地域でででで守守守守らないといらないといらないといらないとい

けないとけないとけないとけないと、、、、じゃあそのじゃあそのじゃあそのじゃあその地域地域地域地域はどこなのかというとはどこなのかというとはどこなのかというとはどこなのかというと、、、、全然知全然知全然知全然知らないところかららないところかららないところかららないところから来来来来たたたた子子子子どもはどもはどもはどもは

守守守守れないということもあるしれないということもあるしれないということもあるしれないということもあるし、、、、子子子子どもとどもとどもとどもと地域地域地域地域のののの大人大人大人大人とのとのとのとの繋繋繋繋がりがりがりがりをををを保保保保ったうったうったうったうえでえでえでえで学校学校学校学校があるがあるがあるがある

のがのがのがのが、、、、正正正正しいしいしいしい在在在在りりりり方方方方なんじゃないかというなんじゃないかというなんじゃないかというなんじゃないかという議論議論議論議論があってがあってがあってがあって、、、、たぶんそれはたぶんそれはたぶんそれはたぶんそれは相容相容相容相容れないれないれないれない考考考考ええええ方方方方

があったんではないかとがあったんではないかとがあったんではないかとがあったんではないか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、、、、最近最近最近最近ではではではでは新自由主義的新自由主義的新自由主義的新自由主義的なななな、、、、要要要要するにするにするにするにマーケットマーケットマーケットマーケットにににに任任任任せるというせるというせるというせるという考考考考えがえがえがえが本当本当本当本当にいいにいいにいいにいい

のかどうかというのがあってのかどうかというのがあってのかどうかというのがあってのかどうかというのがあって、、、、地域社会地域社会地域社会地域社会のののの人人人人とのとのとのとの関係関係関係関係がうまくいかないというがうまくいかないというがうまくいかないというがうまくいかないという事事事事のののの中中中中でででで、、、、

元元元元にににに戻戻戻戻っているのかなとっているのかなとっているのかなとっているのかなと、、、、そういうそういうそういうそういう流流流流れではないかとれではないかとれではないかとれではないかと思思思思いますいますいますいます。。。。    

品川区品川区品川区品川区のののの場合場合場合場合、、、、だいたいだいたいだいたいだいたい動動動動いたいたいたいた人人人人のののの割合割合割合割合がががが１５１５１５１５パーセントパーセントパーセントパーセント前後前後前後前後なんですなんですなんですなんです。。。。それぐらいのそれぐらいのそれぐらいのそれぐらいの

人人人人のののの移動移動移動移動でかなりでかなりでかなりでかなり支障支障支障支障をををを来来来来していたということはしていたということはしていたということはしていたということは、、、、我我我我々々々々ももももケーススタディケーススタディケーススタディケーススタディとしてとしてとしてとして覚覚覚覚えておえておえておえてお

いたいたいたいた方方方方ががががいいのかなといいのかなといいのかなといいのかなと思思思思いますいますいますいます。。。。    

基本的基本的基本的基本的にににに５５５５パーセントパーセントパーセントパーセント枠枠枠枠にしたのはにしたのはにしたのはにしたのは、、、、兄弟兄弟兄弟兄弟もももも含含含含めてめてめてめて倍倍倍倍になるだろうとになるだろうとになるだろうとになるだろうと予測予測予測予測したからでしたからでしたからでしたからで

すすすす。。。。最大最大最大最大でででで１０１０１０１０パーセントパーセントパーセントパーセントになるだろうということがになるだろうということがになるだろうということがになるだろうということが前提前提前提前提なんですなんですなんですなんです。。。。１０１０１０１０パーセントパーセントパーセントパーセントぐらぐらぐらぐら

いであればいであればいであればいであれば、、、、多少多少多少多少ひずみはくるかもしれないけれどもひずみはくるかもしれないけれどもひずみはくるかもしれないけれどもひずみはくるかもしれないけれども、、、、守守守守れるのではないかとれるのではないかとれるのではないかとれるのではないかといういういういう発想発想発想発想でででで

５５５５パーセントパーセントパーセントパーセント枠枠枠枠をををを設設設設けけけけましたましたましたました。。。。ただただただただ、、、、蓋蓋蓋蓋をををを開開開開けてみたらけてみたらけてみたらけてみたら１０１０１０１０パーセントパーセントパーセントパーセントにはならなかったにはならなかったにはならなかったにはならなかった

んですねんですねんですねんですね。。。。兄弟枠兄弟枠兄弟枠兄弟枠がもうがもうがもうがもう少少少少しししし小小小小さくてさくてさくてさくて、、、、全体全体全体全体でせいぜいでせいぜいでせいぜいでせいぜい７７７７、、、、８８８８パーセントパーセントパーセントパーセントまでにまでにまでにまでに収収収収まってまってまってまって

いるかといるかといるかといるか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、、、、考考考考ええええ方方方方によってはのりしろはまだあるというふうにによってはのりしろはまだあるというふうにによってはのりしろはまだあるというふうにによってはのりしろはまだあるというふうに考考考考えてえてえてえて

もいいのかももいいのかももいいのかももいいのかもしれませんしれませんしれませんしれません。。。。５５５５パーセントパーセントパーセントパーセントをををを７７７７パーセントパーセントパーセントパーセントとかとかとかとか、、、、８８８８パーセントパーセントパーセントパーセントにしたときににしたときににしたときににしたときに、、、、

まだまだまだまだ校区校区校区校区をさわらなくてもいいというをさわらなくてもいいというをさわらなくてもいいというをさわらなくてもいいという考考考考ええええ方方方方もももも一方一方一方一方ではではではでは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。。。。    

一方一方一方一方そうではなくてそうではなくてそうではなくてそうではなくて、、、、基本的基本的基本的基本的にににに校区校区校区校区をををを最初最初最初最初からからからから変変変変えていったえていったえていったえていった方方方方ががががいいといういいといういいといういいという考考考考ええええ方方方方もあもあもあもあ

るとるとるとると思思思思いますいますいますいます。。。。そのそのそのその調整調整調整調整がこのがこのがこのがこの場場場場にににに任任任任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状況状況状況状況だとだとだとだと思思思思いますいますいますいます。。。。    

学校選択制学校選択制学校選択制学校選択制でででで、、、、和田中学校和田中学校和田中学校和田中学校のののの校長校長校長校長がががが学校支援地域本部学校支援地域本部学校支援地域本部学校支援地域本部をををを使使使使ってってってって土曜土曜土曜土曜スペシャルスペシャルスペシャルスペシャルをををを導入導入導入導入しししし

ましたましたましたました。。。。あれであれであれであれで生徒生徒生徒生徒数数数数がががが激減激減激減激減しているしているしているしている学校学校学校学校をををを立立立立てててて直直直直したということがありましたしたということがありましたしたということがありましたしたということがありました。。。。あのあのあのあの制制制制

度度度度をそのままをそのままをそのままをそのまま文部科学省文部科学省文部科学省文部科学省がががが取取取取りりりり入入入入れたのがれたのがれたのがれたのが、、、、小学校小学校小学校小学校のののの放課後子放課後子放課後子放課後子どもどもどもども教室教室教室教室ですですですです。。。。中学校中学校中学校中学校がががが行行行行

ったったったった、、、、学校学校学校学校をををを魅力的魅力的魅力的魅力的にするというにするというにするというにするという取取取取りりりり組組組組みがみがみがみが、、、、そのままそのままそのままそのままパッケージパッケージパッケージパッケージになってになってになってになって小学校小学校小学校小学校におりにおりにおりにおり

てきたわけですてきたわけですてきたわけですてきたわけです。。。。さらにはさらにはさらにはさらには地域力地域力地域力地域力がががが必要必要必要必要ですよですよですよですよ、、、、地域地域地域地域のののの連携連携連携連携がいがいがいがいりますりますりますりますよとよとよとよということでいうことでいうことでいうことで、、、、

地域地域地域地域とととと連携連携連携連携しなさいしなさいしなさいしなさい、、、、地域力地域力地域力地域力をををを高高高高めなさいというめなさいというめなさいというめなさいという話話話話をををを文部科学省文部科学省文部科学省文部科学省がすすめていますよねがすすめていますよねがすすめていますよねがすすめていますよね。。。。    

家庭力家庭力家庭力家庭力とととと地域力地域力地域力地域力とととと学校力学校力学校力学校力とととと、、、、このこのこのこの三三三三つをつをつをつをパッケージパッケージパッケージパッケージにしてにしてにしてにして、、、、そこへそこへそこへそこへ色色色色々々々々なものをなものをなものをなものを落落落落としとしとしとし

込込込込んでんでんでんで、、、、落落落落としとしとしとし込込込込みしすぎたのでみしすぎたのでみしすぎたのでみしすぎたので少少少少しししし整理整理整理整理しましょうかというしましょうかというしましょうかというしましょうかという状況状況状況状況にににに、、、、今文部科学省今文部科学省今文部科学省今文部科学省はなはなはなはな

っているんだとっているんだとっているんだとっているんだと思思思思いますいますいますいます。。。。それはそれはそれはそれは校区校区校区校区というものがというものがというものがというものが、、、、厳然厳然厳然厳然とととと存在存在存在存在しなければしなければしなければしなければ落落落落としとしとしとし込込込込みでみでみでみで

きないですよねきないですよねきないですよねきないですよね。。。。そうなるとそうなるとそうなるとそうなると、、、、教育環境教育環境教育環境教育環境のののの平等性平等性平等性平等性がががが一番一番一番一番、、、、これがまずあってこれがまずあってこれがまずあってこれがまずあって、、、、さらにはさらにはさらにはさらには通通通通
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えるえるえるえる安全性安全性安全性安全性、、、、あとはあとはあとはあとは地域地域地域地域とのとのとのとの調整調整調整調整がががが最後最後最後最後にににに残残残残ってくるだろうとってくるだろうとってくるだろうとってくるだろうと思思思思いますいますいますいます。。。。教育的見地教育的見地教育的見地教育的見地からからからから

校区校区校区校区をさわることはやむなしというのををさわることはやむなしというのををさわることはやむなしというのををさわることはやむなしというのを最上位最上位最上位最上位にににに持持持持ってってってってきてきてきてきて、、、、そのそのそのその微調整微調整微調整微調整のためののためののためののための運用運用運用運用

でででで、、、、５５５５パーセントパーセントパーセントパーセントはははは機能機能機能機能しているしているしているしているのだのだのだのだとととと思思思思いますいますいますいます。。。。割合割合割合割合をををを増増増増やすとやすとやすとやすと、、、、枠枠枠枠をををを決決決決めますというめますというめますというめますという

原理原理原理原理からからからから少少少少しししし緩緩緩緩くなるのでくなるのでくなるのでくなるので、、、、これはさわりませんよとこれはさわりませんよとこれはさわりませんよとこれはさわりませんよと、、、、これをこれをこれをこれを超超超超えるようだとえるようだとえるようだとえるようだと地域地域地域地域とのとのとのとの結結結結

びつきとかびつきとかびつきとかびつきとか地域力地域力地域力地域力とかとかとかとか家庭教育家庭教育家庭教育家庭教育というのができないとというのができないとというのができないとというのができないと思思思思いますいますいますいます。。。。    

前回前回前回前回認認認認めためためためた特例特例特例特例はははは、、、、５５５５パーセントパーセントパーセントパーセントのののの上位上位上位上位にににに立立立立つつつつ前提前提前提前提としてとしてとしてとして、、、、教育教育教育教育のののの平等平等平等平等というというというという形形形形をををを考考考考ええええ

たとたとたとたということでいうことでいうことでいうことで、、、、それはそれはそれはそれは制度制度制度制度としてはとしてはとしてはとしては原則原則原則原則があるのでがあるのでがあるのでがあるので、、、、崩崩崩崩れているわけではないというれているわけではないというれているわけではないというれているわけではないという論論論論

理理理理ですねですねですねですね。。。。    

それでいくのがそれでいくのがそれでいくのがそれでいくのが正正正正しいのではないかとしいのではないかとしいのではないかとしいのではないかと思思思思いますいますいますいます。。。。    

一一一一つのごつのごつのごつのご意見意見意見意見としておとしておとしておとしてお伺伺伺伺いいたしましたいいたしましたいいたしましたいいたしました。。。。和田中学校和田中学校和田中学校和田中学校についてについてについてについてはははは、、、、実際実際実際実際にににに地域地域地域地域のののの人人人人がががが中中中中

学校学校学校学校をををを手伝手伝手伝手伝ってってってって、、、、子子子子どものどものどものどもの学力学力学力学力をををを伸伸伸伸ばしていこうというのがばしていこうというのがばしていこうというのがばしていこうというのが前提前提前提前提ですがですがですがですが、、、、実際実際実際実際にはにはにはには大学大学大学大学生生生生

がほとんどなんですがほとんどなんですがほとんどなんですがほとんどなんです。。。。地域地域地域地域にににに住住住住んでいるんでいるんでいるんでいる人人人人ではなくてではなくてではなくてではなくて、、、、日本教育日本教育日本教育日本教育大学院大学大学院大学大学院大学大学院大学のののの学生学生学生学生をををを和田和田和田和田

中学校中学校中学校中学校にににに大量大量大量大量にいれましてにいれましてにいれましてにいれまして、、、、学力学力学力学力アップアップアップアップのためののためののためののためのボランティアボランティアボランティアボランティアとしてとしてとしてとして働働働働いてもらっているいてもらっているいてもらっているいてもらっている

というというというという形形形形ですですですです。。。。    

中学校区中学校区中学校区中学校区をををを単位単位単位単位としたとしたとしたとした学校学校学校学校づくりでづくりでづくりでづくりで、、、、地域地域地域地域のののの人達人達人達人達にににに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学校学校学校学校にににに来来来来ていただくていただくていただくていただく

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考考考考えたときにえたときにえたときにえたときに、、、、多多多多いいいいパターンパターンパターンパターンとしてとしてとしてとして、、、、一一一一つはつはつはつは学力学力学力学力がありますがありますがありますがあります。。。。ただただただただ中学生中学生中学生中学生

になるとなかなかになるとなかなかになるとなかなかになるとなかなか難難難難しくてしくてしくてしくて、、、、教教教教えられるえられるえられるえられる人人人人があまりいなくなるがあまりいなくなるがあまりいなくなるがあまりいなくなるのでのでのでので、、、、どうしてもどうしてもどうしてもどうしても大学生大学生大学生大学生にににに

なってしまいますなってしまいますなってしまいますなってしまいます。。。。もうもうもうもう一一一一つはつはつはつは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課外活動課外活動課外活動課外活動があってがあってがあってがあって、、、、課外活動課外活動課外活動課外活動であればであればであればであれば、、、、

地域地域地域地域のののの人人人人でもなんとかなでもなんとかなでもなんとかなでもなんとかなりますりますりますります。。。。    

地域本部制地域本部制地域本部制地域本部制ではではではではコーディネーターコーディネーターコーディネーターコーディネーターをををを雇用雇用雇用雇用してしてしてしていますいますいますいます。。。。コーディネーターコーディネーターコーディネーターコーディネーターはははは退職退職退職退職したしたしたした校長校長校長校長

のののの場合場合場合場合がががが多多多多いようですがいようですがいようですがいようですが、、、、地域地域地域地域コーディネーターコーディネーターコーディネーターコーディネーターとしてとしてとしてとして、、、、地域地域地域地域のののの人人人人とととと学校学校学校学校とをとをとをとを調整調整調整調整していしていしていしてい

くくくく役割役割役割役割をををを担担担担っていますっていますっていますっています。。。。元元元元々々々々あったあったあったあった和和和和田中学校田中学校田中学校田中学校のののの考考考考ええええ方方方方はははは学力学力学力学力をををを向上向上向上向上させるためですさせるためですさせるためですさせるためですがががが、、、、

それはうまくいっていないのがそれはうまくいっていないのがそれはうまくいっていないのがそれはうまくいっていないのが現実現実現実現実ですですですです。。。。けれどそれをけれどそれをけれどそれをけれどそれを地域地域地域地域のののの人人人人がうまくがうまくがうまくがうまく利用利用利用利用してしてしてして、、、、課外課外課外課外

活動活動活動活動なんかでなんかでなんかでなんかで使使使使っているとっているとっているとっているということですいうことですいうことですいうことです。。。。    

今回今回今回今回、、、、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ででで是非考是非考是非考是非考えていただきたいのがえていただきたいのがえていただきたいのがえていただきたいのが、、、、緑台中学校区緑台中学校区緑台中学校区緑台中学校区ですですですです。。。。グリーンハグリーンハグリーンハグリーンハ

イツイツイツイツのののの緑台緑台緑台緑台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多田多田多田中学校区中学校区中学校区中学校区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。。。。緑台中学校緑台中学校緑台中学校緑台中学校はははは昭和昭和昭和昭和５４５４５４５４年年年年にににに

できましてできましてできましてできまして、、、、当時当時当時当時、、、、多田中学校多田中学校多田中学校多田中学校がががが７９５７９５７９５７９５名名名名とととと緑台中学校緑台中学校緑台中学校緑台中学校がががが６６２６６２６６２６６２名名名名ににににわかれましたわかれましたわかれましたわかれました。。。。そのそのそのその

後後後後、、、、緑台中学校緑台中学校緑台中学校緑台中学校はははは８００８００８００８００名名名名をををを超超超超えたときもありましたえたときもありましたえたときもありましたえたときもありました。。。。緑台小学校緑台小学校緑台小学校緑台小学校とととと陽明小学校陽明小学校陽明小学校陽明小学校はははは丸丸丸丸ごとごとごとごと

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子子子子どもどもどもども達達達達でででで、、、、そのままそのままそのままそのまま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くのがくのがくのがくのが、、、、一一一一つのつのつのつの姿姿姿姿としてとしてとしてとして求求求求められめられめられめられ

てもいいのではないかとてもいいのではないかとてもいいのではないかとて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。。。。３０３０３０３０年前年前年前年前とはとはとはとは事情事情事情事情がががが違違違違いますいますいますいますからからからから、、、、落落落落ちちちち着着着着いていていていて審議審議審議審議しししし

ていただくていただくていただくていただく中中中中でででで、、、、故郷志向故郷志向故郷志向故郷志向のののの中中中中にはめにはめにはめにはめ込込込込んでいただくことがんでいただくことがんでいただくことがんでいただくことが可能可能可能可能であればであればであればであれば、、、、審議審議審議審議のののの対象対象対象対象にににに

なろうかとなろうかとなろうかとなろうか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川西中学校区川西中学校区川西中学校区川西中学校区がありますがありますがありますがあります。。。。栄根栄根栄根栄根２２２２丁目丁目丁目丁目とととと下加茂下加茂下加茂下加茂１１１１、、、、２２２２丁目丁目丁目丁目はははは川西小学校区川西小学校区川西小学校区川西小学校区でででで

すがすがすがすが、、、、中学校中学校中学校中学校はははは川西南中学校川西南中学校川西南中学校川西南中学校ですですですです。。。。一一一一つのつのつのつの小学校小学校小学校小学校からからからから二二二二つのつのつのつの中学校中学校中学校中学校にわかれるにわかれるにわかれるにわかれる形形形形になりまになりまになりまになりま

すすすす。。。。ただただただただ、、、、ここここここここ数年数年数年数年、、、、あまりあまりあまりあまり議会議会議会議会やややや住民住民住民住民のののの方方方方からからからから、、、、論議論議論議論議としてまたとしてまたとしてまたとしてまたニーズニーズニーズニーズとしてあがったとしてあがったとしてあがったとしてあがった

ことはありませんことはありませんことはありませんことはありません。。。。またまたまたまた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関関関係係係係がありましてがありましてがありましてがありまして、、、、昔昔昔昔のののの地域性地域性地域性地域性がががが強強強強いところにいところにいところにいところに

なるとなるとなるとなると、、、、近近近近いからいからいからいから変変変変えましょうかとはならないところがえましょうかとはならないところがえましょうかとはならないところがえましょうかとはならないところがありますありますありますあります。。。。そういうそういうそういうそういう面面面面ではではではでは少少少少しししし分分分分

けてけてけてけて議論議論議論議論していただけるとありがたいなとしていただけるとありがたいなとしていただけるとありがたいなとしていただけるとありがたい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。。。。    

それとそれとそれとそれと、、、、学校地域本部制学校地域本部制学校地域本部制学校地域本部制ですですですですがががが、、、、本市本市本市本市ではではではではこのこのこのこの３３３３年間年間年間年間、、、、委託事業委託事業委託事業委託事業としてやっていまとしてやっていまとしてやっていまとしてやっていますすすす。。。。

各中学校区各中学校区各中学校区各中学校区ににににコーディネーターコーディネーターコーディネーターコーディネーターをおいてということですがをおいてということですがをおいてということですがをおいてということですが、、、、本部本部本部本部をををを市市市市においてにおいてにおいてにおいて、、、、四四四四つのつのつのつの中中中中
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学校区学校区学校区学校区ににににコーディネーターコーディネーターコーディネーターコーディネーターがががが数名数名数名数名ずつずつずつずつ育育育育ちつつありますちつつありますちつつありますちつつあります。。。。そういったそういったそういったそういった方方方方々々々々ににににバトンタッチバトンタッチバトンタッチバトンタッチ

してしてしてして将来的将来的将来的将来的にはにはにはには補助制度補助制度補助制度補助制度にににに切切切切りりりり替替替替わわわわるるるる予定予定予定予定ですですですです。。。。あとあとあとあと３３３３年年年年ぐらいはぐらいはぐらいはぐらいは中学校区中学校区中学校区中学校区ででででコーディネコーディネコーディネコーディネ

ーターーターーターーター体制体制体制体制をををを整整整整えてえてえてえて、、、、学習支援学習支援学習支援学習支援ややややボランティアボランティアボランティアボランティア支援支援支援支援をををを膨膨膨膨らませてらませてらませてらませて、、、、体制整備体制整備体制整備体制整備ができればとができればとができればとができればと

考考考考えていますえていますえていますえています。。。。    

制度制度制度制度としてはとしてはとしてはとしては、、、、併用併用併用併用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だとだとだとだと思思思思いますいますいますいます。。。。つまりつまりつまりつまり、、、、５５５５パーセントパーセントパーセントパーセント枠枠枠枠をそのままをそのままをそのままをそのまま

にしてにしてにしてにして、、、、線引線引線引線引ききききをををを変変変変えるとえるとえるとえると。。。。基本的基本的基本的基本的にはにはにはには学校学校学校学校をををを変変変変ええええてててて、、、、ただただただただ５５５５パーセントパーセントパーセントパーセント枠枠枠枠、、、、パーセンテパーセンテパーセンテパーセンテ

ージージージージはともかくとしてはともかくとしてはともかくとしてはともかくとして枠枠枠枠をををを残残残残すとすとすとすと。。。。それをそれをそれをそれを併用併用併用併用することによってすることによってすることによってすることによって、、、、調整調整調整調整ができるかもしれができるかもしれができるかもしれができるかもしれ

ないしないしないしないし、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは他他他他のののの地域地域地域地域のののの要望要望要望要望もそのもそのもそのもその中中中中でででで吸収吸収吸収吸収していくということもありしていくということもありしていくということもありしていくということもあり得得得得るかもしれるかもしれるかもしれるかもしれ

ないないないない。。。。少少少少しししし柔軟柔軟柔軟柔軟にににに考考考考えていくこともでえていくこともでえていくこともでえていくこともできるのかなときるのかなときるのかなときるのかなと思思思思いますいますいますいます。。。。私私私私はははは併用併用併用併用してもいいのかなしてもいいのかなしてもいいのかなしてもいいのかな

というというというという気気気気ががががしますしますしますします。。。。基本的基本的基本的基本的なななな枠組枠組枠組枠組みでみでみでみで調調調調整整整整できればいいけれどもできればいいけれどもできればいいけれどもできればいいけれども、、、、恐恐恐恐らくできないらくできないらくできないらくできない部分部分部分部分がががが

ありありありあり、、、、そのそのそのその時時時時にはにはにはには５５５５パーセントパーセントパーセントパーセント枠枠枠枠をををを使使使使ってってってって行行行行っていただくということもありっていただくということもありっていただくということもありっていただくということもあり得得得得るかなとるかなとるかなとるかなと思思思思

いますいますいますいます。。。。    

難難難難しいしいしいしい問題問題問題問題ですねですねですねですね。。。。制度制度制度制度をををを抜本的抜本的抜本的抜本的にににに変変変変えたえたえたえた方方方方がいいのかがいいのかがいいのかがいいのか、、、、このままこのままこのままこのまま５５５５パーセントパーセントパーセントパーセント枠枠枠枠でいでいでいでい

くのがいいのかとくのがいいのかとくのがいいのかとくのがいいのかと最初最初最初最初におっしゃいましたがにおっしゃいましたがにおっしゃいましたがにおっしゃいましたが、、、、地域地域地域地域とのとのとのとの関関関関わりわりわりわり、、、、幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園、、、、小学校小学校小学校小学校はははは特特特特にそにそにそにそ

うだとうだとうだとうだと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、コミュニティコミュニティコミュニティコミュニティやややや自治会自治会自治会自治会のののの支援支援支援支援やややや協力協力協力協力をいただいてをいただいてをいただいてをいただいて、、、、進進進進めているめているめているめている部分部分部分部分がががが

非常非常非常非常にににに大大大大きくなっていますきくなっていますきくなっていますきくなっています。。。。東谷東谷東谷東谷のののの話話話話がうまくいかなかったというがうまくいかなかったというがうまくいかなかったというがうまくいかなかったという点点点点からからからから見見見見てててて、、、、地域地域地域地域とのとのとのとの

関係関係関係関係をうまくをうまくをうまくをうまく保保保保ったままでったままでったままでったままで、、、、上手上手上手上手にににに変変変変えていけるのであればいいのえていけるのであればいいのえていけるのであればいいのえていけるのであればいいのだけれどもだけれどもだけれどもだけれども、、、、難難難難しいがしいがしいがしいが

故故故故にここまできているのかなとにここまできているのかなとにここまできているのかなとにここまできているのかなと思思思思いますいますいますいます。。。。    

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のののの面面面面からこっちにからこっちにからこっちにからこっちに変変変変わりたいわりたいわりたいわりたい、、、、中学校中学校中学校中学校はははは部活部活部活部活があるからここにがあるからここにがあるからここにがあるからここに行行行行きたいきたいきたいきたい

とととと、、、、それぞれのそれぞれのそれぞれのそれぞれの立場立場立場立場でででで要望要望要望要望がががが違違違違ってきているってきているってきているってきているのでのでのでので、、、、原則原則原則原則ははははここですよというのをここですよというのをここですよというのをここですよというのを審議会審議会審議会審議会でででで

決決決決められればいいのかなとめられればいいのかなとめられればいいのかなとめられればいいのかな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地域地域地域地域のことのことのことのことやややや安全性安全性安全性安全性のののの面面面面からからからから考考考考えてえてえてえて、、、、柔軟性柔軟性柔軟性柔軟性

をもってをもってをもってをもって進進進進めていかないといけないのかなとめていかないといけないのかなとめていかないといけないのかなとめていかないといけないのかなと思思思思いますいますいますいます。。。。    

緑台緑台緑台緑台のののの地域地域地域地域はははは１００１００１００１００名名名名ぐらいいらっしゃるんですかぐらいいらっしゃるんですかぐらいいらっしゃるんですかぐらいいらっしゃるんですか。。。。    

約約約約１００１００１００１００名名名名とととと聞聞聞聞いておりますいておりますいておりますいております。。。。緑台緑台緑台緑台、、、、向陽台向陽台向陽台向陽台、、、、水明台水明台水明台水明台とありましてとありましてとありましてとありまして、、、、緑台以外緑台以外緑台以外緑台以外のののの向陽台向陽台向陽台向陽台、、、、

水明台水明台水明台水明台からもからもからもからもクラブクラブクラブクラブのののの関係関係関係関係でででで多田中多田中多田中多田中学校学校学校学校へへへへ行行行行かれているかれているかれているかれている方方方方がががが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。。。。    

理由理由理由理由はははは問問問問いませんのでいませんのでいませんのでいませんので構構構構わないんですがわないんですがわないんですがわないんですが、、、、小学校小学校小学校小学校とはだいぶとはだいぶとはだいぶとはだいぶ違違違違いますよねいますよねいますよねいますよね。。。。    

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丁目丁目丁目丁目のののの生徒生徒生徒生徒のののの分布状況分布状況分布状況分布状況はははは掴掴掴掴んでいるのでしょうかんでいるのでしょうかんでいるのでしょうかんでいるのでしょうか。。。。ここはここはここはここは多田中学校多田中学校多田中学校多田中学校

区区区区ですよねですよねですよねですよね。。。。１７１７１７１７年年年年度度度度からからからから２２２２２２２２年年年年度度度度まででまででまででまでで、、、、延延延延べべべべ４０４０４０４０人人人人がががが多田中多田中多田中多田中学校学校学校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にににに行行行行

きたいというきたいというきたいというきたいというデータデータデータデータででででていますていますていますています。。。。ただしただしただしただし、、、、どれだけいるうちのどれだけいるうちのどれだけいるうちのどれだけいるうちの４０４０４０４０人人人人かはわからないかはわからないかはわからないかはわからない。。。。仮仮仮仮

にににに、、、、これがこれがこれがこれが元元元元々々々々緑台中学校区緑台中学校区緑台中学校区緑台中学校区であったであったであったであった場合場合場合場合、、、、多田中学校多田中学校多田中学校多田中学校のののの方方方方がががが圧倒的圧倒的圧倒的圧倒的にににに近近近近いのでいのでいのでいので、、、、多田中多田中多田中多田中

学校学校学校学校をををを希望希望希望希望しますよというしますよというしますよというしますよという逆逆逆逆のののの申請申請申請申請がががが予想予想予想予想されますされますされますされます。。。。校区校区校区校区をををを変変変変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多田中学多田中学多田中学多田中学

校校校校からからからから見見見見たたたた緑台中学校緑台中学校緑台中学校緑台中学校、、、、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見見見見たたたた多田中学校多田中学校多田中学校多田中学校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るわけですねわるわけですねわるわけですねわるわけですね。。。。今今今今

はははは多田中学校区多田中学校区多田中学校区多田中学校区だからだからだからだから緑台中学校緑台中学校緑台中学校緑台中学校にににに向向向向ってってってって４０４０４０４０人人人人がががが行行行行きたいときたいときたいときたいと言言言言っているっているっているっているけれどもけれどもけれどもけれども、、、、今度今度今度今度

はははは逆逆逆逆になってになってになってになって、、、、そのそのそのその延延延延べべべべ数数数数がががが２００２００２００２００人人人人ぐらいいればぐらいいればぐらいいればぐらいいれば、、、、校区校区校区校区をををを変変変変ええええることによってることによってることによってることによって１６１６１６１６００００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にににに行行行行きたいとなきたいとなきたいとなきたいとなりますのでりますのでりますのでりますので、、、、それこそまたそれこそまたそれこそまたそれこそまた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ってしになってしになってしになってし

ままままいますいますいますいます。。。。今今今今、、、、申請申請申請申請されていないされていないされていないされていない残数残数残数残数がこのままでいいとがこのままでいいとがこのままでいいとがこのままでいいと思思思思っているということのっているということのっているということのっているということの現現現現れなれなれなれな

のかなというのかなというのかなという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。。。。１７１７１７１７年度年度年度年度からからからから２２２２２２２２年度年度年度年度のののの緑台緑台緑台緑台１１１１丁目丁目丁目丁目からからからから５５５５丁目丁目丁目丁目のののの生徒数生徒数生徒数生徒数がががが何人何人何人何人

でででで、、、、そのそのそのその内内内内のののの４０４０４０４０人人人人がががが校区変更校区変更校区変更校区変更をををを希望希望希望希望しましたしましたしましたしました。。。。これをこれをこれをこれを見見見見るとるとるとると校区校区校区校区のののの線線線線のののの引引引引きききき方方方方がががが、、、、どちどちどちどち

らがよりらがよりらがよりらがより正正正正しいのかというのがしいのかというのがしいのかというのがしいのかというのが出出出出てくるのではないかとてくるのではないかとてくるのではないかと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。。。。    

線引線引線引線引きをきをきをきを変変変変えるとえるとえるとえると、、、、逆逆逆逆のののの方方方方にににに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人人人がががが出出出出てきててきててきててきて、、、、それをどうするのかというそれをどうするのかというそれをどうするのかというそれをどうするのかという
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ことですよねことですよねことですよねことですよね。。。。それがそれがそれがそれが増増増増えたえたえたえた場合場合場合場合ににににパンクパンクパンクパンクしてしまうしてしまうしてしまうしてしまう可能性可能性可能性可能性があるがあるがあるがある。。。。    

実実実実はそんなにはそんなにはそんなにはそんなに生徒数生徒数生徒数生徒数がいなくてがいなくてがいなくてがいなくて、、、、ほとんどがほとんどがほとんどがほとんどが校区外校区外校区外校区外をををを希望希望希望希望しているのであればしているのであればしているのであればしているのであれば、、、、校区校区校区校区をををを

変変変変えればいいということになえればいいということになえればいいということになえればいいということになるとるとるとると思思思思いますいますいますいます。。。。    

それはそれはそれはそれは以前以前以前以前ににににデータデータデータデータとしてとしてとしてとして出出出出していただいたことはありましたかしていただいたことはありましたかしていただいたことはありましたかしていただいたことはありましたか。。。。    

資料資料資料資料としてはとしてはとしてはとしては、、、、何人何人何人何人がががが希望希望希望希望したかというものしかしたかというものしかしたかというものしかしたかというものしか、、、、おおおお出出出出ししておりませんししておりませんししておりませんししておりません。。。。元元元元々々々々そのそのそのその地地地地

域域域域にににに何人何人何人何人いらっしゃったかはいらっしゃったかはいらっしゃったかはいらっしゃったかは、、、、今手元今手元今手元今手元にににに資料資料資料資料がありませんのでがありませんのでがありませんのでがありませんのでわかりませんわかりませんわかりませんわかりません。。。。調調調調べればあべればあべればあべればあ

るるるる程度程度程度程度はわかるとはわかるとはわかるとはわかると思思思思いますいますいますいます。。。。    

それではそれではそれではそれでは次回次回次回次回にににに向向向向けてけてけてけて、、、、そのそのそのその資料資料資料資料をごをごをごをご用意用意用意用意いただきたいといただきたいといただきたいといただきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。    

たぶんたぶんたぶんたぶん多田中学校多田中学校多田中学校多田中学校でいいとでいいとでいいとでいいと思思思思っているっているっているっている人人人人はははは、、、、文句文句文句文句をををを言言言言っていないとっていないとっていないとっていないと思思思思いますいますいますいます。。。。緑台緑台緑台緑台だかだかだかだか

らららら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んだというきたいんだというきたいんだというきたいんだという人人人人がががが、、、、ここにでているんですよここにでているんですよここにでているんですよここにでているんですよ。。。。    

ただただただただ、、、、欲求欲求欲求欲求はあるけれどもはあるけれどもはあるけれどもはあるけれども黙黙黙黙っているというっているというっているというっているという方方方方もいらっしゃるしもいらっしゃるしもいらっしゃるしもいらっしゃるし、、、、行動行動行動行動にににに出出出出るるるる方方方方はすごはすごはすごはすご

くくくく強強強強いいいい思思思思いでやっているわけですよねいでやっているわけですよねいでやっているわけですよねいでやっているわけですよね。。。。本当本当本当本当はははは行行行行きたいけれどもきたいけれどもきたいけれどもきたいけれども諦諦諦諦めているめているめているめている人人人人がががが潜在的潜在的潜在的潜在的にににに

何人何人何人何人いるかはわからないといるかはわからないといるかはわからないといるかはわからないと思思思思いますいますいますいます。。。。    

資料資料資料資料でででですがすがすがすが、、、、具体的具体的具体的具体的にににに場所場所場所場所をををを選選選選んでいただいたんでいただいたんでいただいたんでいただいた方方方方がががが資料資料資料資料としておとしておとしておとしてお出出出出ししやすいとししやすいとししやすいとししやすいと思思思思いまいまいまいま

すすすす。。。。ここにここにここにここに挙挙挙挙げておりますげておりますげておりますげております、、、、問題問題問題問題があるとがあるとがあるとがあると思思思思われるわれるわれるわれる校区全校区全校区全校区全てについてやるというのはてについてやるというのはてについてやるというのはてについてやるというのは、、、、共共共共

通点通点通点通点がでないかもしれませんのでがでないかもしれませんのでがでないかもしれませんのでがでないかもしれませんので、、、、できればどこからできればどこからできればどこからできればどこから解決解決解決解決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形形形形でごでごでごでご指示指示指示指示いたいたいたいた

だければとだければとだければとだければと思思思思いますいますいますいます。。。。    

要望要望要望要望としてはとしてはとしてはとしては、、、、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、、、、それとそれとそれとそれと西畦野地区西畦野地区西畦野地区西畦野地区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いますいますいます。。。。    

西畦野地区西畦野地区西畦野地区西畦野地区はわりとはわりとはわりとはわりと少少少少ないんじゃないかとないんじゃないかとないんじゃないかとないんじゃないかと思思思思いますいますいますいます。。。。    

    緑台緑台緑台緑台のののの問題問題問題問題はははは、、、、これをうまくこれをうまくこれをうまくこれをうまく整理整理整理整理すればすればすればすれば解決解決解決解決にににに近近近近づくのかなというづくのかなというづくのかなというづくのかなという気気気気がしたんですががしたんですががしたんですががしたんですが、、、、

東谷東谷東谷東谷はそういうわけにはいかないのかなはそういうわけにはいかないのかなはそういうわけにはいかないのかなはそういうわけにはいかないのかな。。。。    

    東谷東谷東谷東谷はははは地域地域地域地域ののののまとまりがまとまりがまとまりがまとまりが強強強強いですいですいですいですからからからから。。。。    

    東谷東谷東谷東谷はははは本当本当本当本当にににに手手手手をををを入入入入れないといけないれないといけないれないといけないれないといけない状況状況状況状況だとだとだとだと思思思思いましたのでいましたのでいましたのでいましたので。。。。    

    先程先程先程先程委員委員委員委員がおっしゃったとおりがおっしゃったとおりがおっしゃったとおりがおっしゃったとおり、、、、校区校区校区校区をををを変更変更変更変更したとしたらしたとしたらしたとしたらしたとしたら、、、、１１１１、、、、２２２２年目年目年目年目はははは逆逆逆逆にににに異動異動異動異動したしたしたした

いといといといというのがいうのがいうのがいうのが半分以上半分以上半分以上半分以上になるかもしれませんよねになるかもしれませんよねになるかもしれませんよねになるかもしれませんよね。。。。それをどういうふうにそれをどういうふうにそれをどういうふうにそれをどういうふうに調整調整調整調整していくのしていくのしていくのしていくの

かというかというかというかという逆逆逆逆のののの課題課題課題課題がががが出出出出てくるてくるてくるてくる可能性可能性可能性可能性がありますがありますがありますがあります。。。。当然距離当然距離当然距離当然距離からすればからすればからすればからすれば近近近近いわけですからいわけですからいわけですからいわけですから、、、、

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結構大変結構大変結構大変結構大変なことなことなことなことがががが生生生生じるなというじるなというじるなというじるなという感感感感じはしますじはしますじはしますじはします。。。。もしももしももしももしも、、、、本当本当本当本当にににに多多多多いいいい人数人数人数人数

がががが希望希望希望希望されているのであればされているのであればされているのであればされているのであれば、、、、変更変更変更変更もももも考考考考えられるしえられるしえられるしえられるし、、、、あるいはそれがあるいはそれがあるいはそれがあるいはそれが資料資料資料資料になになになにならなければらなければらなければらなければ、、、、

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中心中心中心中心になになになになってってってって住民住民住民住民のののの意識意識意識意識をををを聴聴聴聴いていただいたりいていただいたりいていただいたりいていただいたり、、、、そういうそういうそういうそういう形形形形でででで何何何何かかかか資料資料資料資料とととと

なるものがなければなるものがなければなるものがなければなるものがなければ、、、、怖怖怖怖くてなかなかできないですよねくてなかなかできないですよねくてなかなかできないですよねくてなかなかできないですよね。。。。大多数大多数大多数大多数がががが多田中学校多田中学校多田中学校多田中学校をををを希望希望希望希望するするするする

のであればのであればのであればのであれば、、、、これはやらないこれはやらないこれはやらないこれはやらない方方方方がいいのかもしれないがいいのかもしれないがいいのかもしれないがいいのかもしれない。。。。５５５５パーセントパーセントパーセントパーセントをををを７７７７パーセントパーセントパーセントパーセントににににすすすす

るというふうにやったるというふうにやったるというふうにやったるというふうにやった方方方方がいいのかもしれないですねがいいのかもしれないですねがいいのかもしれないですねがいいのかもしれないですね。。。。そのあたりそのあたりそのあたりそのあたり、、、、データデータデータデータがあるがあるがあるがある限限限限りでりでりでりで

結構結構結構結構ですのでですのでですのでですので、、、、おおおお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。    

    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をまでをまでをまでを調調調調べてもらうことがべてもらうことがべてもらうことがべてもらうことが、、、、一番一番一番一番いいのではないかといいのではないかといいのではないかと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。。。。

校区校区校区校区をさわれるをさわれるをさわれるをさわれる可能性可能性可能性可能性のあるのあるのあるのある場所場所場所場所というのはというのはというのはというのは、、、、実実実実はここだけですよねはここだけですよねはここだけですよねはここだけですよね。。。。    

    まとめますとまとめますとまとめますとまとめますと、、、、少少少少ししししデータデータデータデータをををを整理整理整理整理していしていしていしていただいてただいてただいてただいて、、、、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丁目丁目丁目丁目までのまでのまでのまでの人人人人でででで、、、、

これまでどれだけこれまでどれだけこれまでどれだけこれまでどれだけ移移移移ってきたかってきたかってきたかってきたか、、、、どういうどういうどういうどういう異動異動異動異動状況状況状況状況にあったのかにあったのかにあったのかにあったのか、、、、それはそれはそれはそれは全体全体全体全体のののの何何何何パーセパーセパーセパーセ

ントントントントにあたるのかということですねにあたるのかということですねにあたるのかということですねにあたるのかということですね。。。。ただただただただ、、、、これもこれもこれもこれも実際実際実際実際にににに移動移動移動移動されたのはされたのはされたのはされたのは、、、、すごくすごくすごくすごく強強強強いいいい思思思思

いをいをいをいを持持持持っているっているっているっている人人人人だけだけだけだけだだだだとととと思思思思いますいますいますいます。。。。実際実際実際実際にはにはにはには行行行行きたいけれどもきたいけれどもきたいけれどもきたいけれども諦諦諦諦めためためためた人人人人やややや意識意識意識意識だけはだけはだけはだけは持持持持

っているけれどっているけれどっているけれどっているけれど、、、、そこでいいかというふうにされたそこでいいかというふうにされたそこでいいかというふうにされたそこでいいかというふうにされた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、、、、そそそそ
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こらへんはわかりませんがこらへんはわかりませんがこらへんはわかりませんがこらへんはわかりませんが、、、、傾向傾向傾向傾向としてはわかるかもしれませんのでとしてはわかるかもしれませんのでとしてはわかるかもしれませんのでとしてはわかるかもしれませんので。。。。    

    できればもうできればもうできればもうできればもう一一一一つつつつおおおお願願願願いしたいのですがいしたいのですがいしたいのですがいしたいのですが、、、、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をををを希望希望希望希望したしたしたした人人人人のののの

理由理由理由理由がわかればがわかればがわかればがわかればとととと思思思思いますいますいますいます。。。。全部全部全部全部でなくでなくでなくでなく、、、、主主主主にこういうにこういうにこういうにこういう声声声声がががが多多多多かったとかったとかったとかったというのでいうのでいうのでいうので結構結構結構結構ですですですです。。。。

例例例例えばえばえばえば部活動部活動部活動部活動であればであればであればであれば多田中学校多田中学校多田中学校多田中学校をををを選選選選ぶぶぶぶ方方方方がががが多多多多いといといと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をををを選選選選ぶというぶというぶというぶという理理理理

由由由由がががが何何何何だったのかだったのかだったのかだったのか。。。。学力学力学力学力なのかなのかなのかなのか、、、、学力学力学力学力というのはというのはというのはというのはオープンオープンオープンオープンになっているになっているになっているになっている話話話話ではないのでではないのでではないのでではないので、、、、

何何何何をもってをもってをもってをもって行行行行こうとしたのかこうとしたのかこうとしたのかこうとしたのか。。。。    

    かつてはかつてはかつてはかつては高校高校高校高校のののの総合選抜総合選抜総合選抜総合選抜があってがあってがあってがあって、、、、地域地域地域地域をををを優先優先優先優先するのであそこがするのであそこがするのであそこがするのであそこが有利有利有利有利だというのがありだというのがありだというのがありだというのがあり

ましたましたましたました。。。。それはなくなりましたからそれはなくなりましたからそれはなくなりましたからそれはなくなりましたから、、、、今今今今とととと昔昔昔昔ではではではでは形形形形はははは変変変変わっていますよねわっていますよねわっていますよねわっていますよね。。。。    

    それでもそれでもそれでもそれでも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いうのはきたいというのはきたいというのはきたいというのは、、、、何何何何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。。。。    

    資料資料資料資料はあるはあるはあるはある限限限限りでりでりでりで結構結構結構結構ですですですです。。。。１０１０１０１０００００パーセントパーセントパーセントパーセント応応応応えるのはえるのはえるのはえるのは難難難難しいかもしれませんがしいかもしれませんがしいかもしれませんがしいかもしれませんが、、、、要要要要

望望望望をををを斟酌斟酌斟酌斟酌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、、、、できるできるできるできる限限限限りおりおりおりお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。    

    このこのこのこの議論議論議論議論をまたをまたをまたをまた次回次回次回次回もももも続続続続けたいとけたいとけたいとけ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。。。。今日始今日始今日始今日始めたばかりでめたばかりでめたばかりでめたばかりで、、、、一回一回一回一回でででで終終終終わるとわるとわるとわると

いういういういう性質性質性質性質のものではありませんのでのものではありませんのでのものではありませんのでのものではありませんので、、、、色色色色々々々々なななな形形形形ででででデータデータデータデータをををを出出出出しししし合合合合いながらいながらいながらいながら、、、、考考考考えながらえながらえながらえながら進進進進

めていければとめていければとめていければとめていければ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。。。。    

    教教教教えていただきたいのですがえていただきたいのですがえていただきたいのですがえていただきたいのですが、、、、今議論今議論今議論今議論のあったところとはのあったところとはのあったところとはのあったところとは別別別別ですがですがですがですが、、、、南部南部南部南部のののの方方方方でででで、、、、一一一一つつつつ

のののの小学校区小学校区小学校区小学校区からからからから複数複数複数複数のののの中学校区中学校区中学校区中学校区にまたがっているにまたがっているにまたがっているにまたがっているようですようですようですようですがががが、、、、コミュニティコミュニティコミュニティコミュニティとととと学校学校学校学校とのとのとのとの関関関関

係係係係であまりであまりであまりであまり問題問題問題問題はははは生生生生じていないのでしょうかじていないのでしょうかじていないのでしょうかじていないのでしょうか。。。。    

    一一一一つつつつ明確明確明確明確なななな線線線線があるがあるがあるがあるんですんですんですんです。ＪＲ。ＪＲ。ＪＲ。ＪＲのののの線路線路線路線路があってがあってがあってがあって、、、、そのそのそのその線路線路線路線路よりもよりもよりもよりも南南南南はははは川西南中学校川西南中学校川西南中学校川西南中学校、、、、

線路線路線路線路よりよりよりより北北北北はははは川西中学校川西中学校川西中学校川西中学校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。。。。昔昔昔昔からのからのからのからの明確明確明確明確なななな一一一一つのつのつのつの線線線線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、、、、うまうまうまうま

くくくく線引線引線引線引きされているきされているきされているきされているようですようですようですようです。。。。要要要要するにわかりやすいするにわかりやすいするにわかりやすいするにわかりやすい線線線線があればがあればがあればがあれば、、、、納得納得納得納得しやすいしやすいしやすいしやすいとととと思思思思いまいまいまいま

すすすす。。。。小学校区小学校区小学校区小学校区ののの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のののの線線線線をさわっていないのでをさわっていないのでをさわっていないのでをさわっていないので、、、、問題問題問題問題はははは起起起起きていませんきていませんきていませんきていません。。。。小学校小学校小学校小学校

区区区区ででででコミュニティコミュニティコミュニティコミュニティをををを形成形成形成形成しているのでしているのでしているのでしているので、、、、それをさわるとそれをさわるとそれをさわるとそれをさわる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ののののラインラインラインラインがががが変変変変わるとわるとわるとわると

いうのがいうのがいうのがいうのが、、、、一番問題一番問題一番問題一番問題になってになってになってになってきますきますきますきます。。。。川西小学校区川西小学校区川西小学校区川西小学校区のののの北端北端北端北端にににに隣接隣接隣接隣接しているしているしているしているののののがががが桜桜桜桜がががが丘小学丘小学丘小学丘小学

校区校区校区校区でででで、、、、そこはそこはそこはそこ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存在存在存在存在ししししませんませんませんません。。。。ですからですからですからですから、、、、そこらそこらそこらそこら辺辺辺辺のもめのもめのもめのもめ事事事事もそんなにあもそんなにあもそんなにあもそんなにあ

りませんりませんりませんりません。。。。といといといというううう理由理由理由理由からからからから、、、、うまいうまいうまいうまい具合具合具合具合にににに問題問題問題問題はあまりありませんねはあまりありませんねはあまりありませんねはあまりありませんね。。。。ちょうどちょうどちょうどちょうど川西北小川西北小川西北小川西北小

学校学校学校学校区区区区のののの境目境目境目境目がががが川西中学校川西中学校川西中学校川西中学校区区区区のののの境目境目境目境目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。。。。したがってしたがってしたがってしたがって、、、、川西小学校川西小学校川西小学校川西小学校さえさえさえさえ納得納得納得納得すすすす

ればればればれば、、、、中学校中学校中学校中学校のののの問題問題問題問題はははは、、、、特特特特にににに問題問題問題問題にならないということでにならないということでにならないということでにならないということで、、、、ここのここのここのここの地域地域地域地域はうまくいっていはうまくいっていはうまくいっていはうまくいってい

ますますますます。。。。    

    一度一度一度一度、、、、私私私私もももも含含含含めてめてめてめて見学見学見学見学したいなとしたいなとしたいなとしたいなと思思思思いますねいますねいますねいますね。。。。以前以前以前以前にもにもにもにも一度行一度行一度行一度行ったことがありますがったことがありますがったことがありますがったことがありますが、、、、

暖暖暖暖かくなってからでかくなってからでかくなってからでかくなってからで結構結構結構結構ですのでですのでですのでですので、、、、何何何何カカカカ所所所所かかかか連連連連れていっていただければとれていっていただければとれていっていただければとれていっていただければと思思思思いますいますいますいます。。。。    

    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つつつ質問質問質問質問ですですですです。。。。飛地飛地飛地飛地になっているところはになっているところはになっているところはになっているところは、、、、桜桜桜桜がががが丘小学校区丘小学校区丘小学校区丘小学校区ですかですかですかですか。。。。    

    そうですねそうですねそうですねそうですね、、、、そこだけはそこだけはそこだけはそこだけ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にににに行行行行けるようになっていますねけるようになっていますねけるようになっていますねけるようになっていますね。。。。宝塚市立長尾台宝塚市立長尾台宝塚市立長尾台宝塚市立長尾台

小学校小学校小学校小学校にににに行行行行けるようになっていますけるようになっていますけるようになっていますけるようになっています。。。。中学校中学校中学校中学校はははは川西中学校川西中学校川西中学校川西中学校ですですですです。。。。    

    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、、、、今日今日今日今日はははは本当本当本当本当にににに色色色色々々々々とおとおとおとお話話話話をおをおをおをお聞聞聞聞かせいただきましてかせいただきましてかせいただきましてかせいただきまして、、、、非常非常非常非常にににに

率直率直率直率直なななな話話話話ができたのかなとができたのかなとができたのかなとができたのかなと思思思思いますいますいますいます。。。。問題問題問題問題のののの所在所在所在所在であるとかであるとかであるとかであるとか、、、、解決解決解決解決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、、、、色色色色

んなおんなおんなおんなお話話話話をををを聞聞聞聞かせていただきましてかせていただきましてかせていただきましてかせていただきまして、、、、次回以降次回以降次回以降次回以降ベースベースベースベースにするものがにするものがにするものがにするものが、、、、少少少少しはできたのかなしはできたのかなしはできたのかなしはできたのかな

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。。。。次回次回次回次回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事務局事務局事務局事務局からからからから何何何何かありますでしょうかかありますでしょうかかありますでしょうかかありますでしょうか。。。。    

    これからこれからこれからこれから年度末年度末年度末年度末にかけてにかけてにかけてにかけて、、、、皆様皆様皆様皆様ますますおますますおますますおますますお忙忙忙忙しくなられることしくなられることしくなられることしくなられることとととと思思思思いますいますいますいますがががが、、、、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６６６６月末月末月末月末ですのでですのでですのでですので、、、、４４４４、、、、５５５５月頃月頃月頃月頃でででで調整調整調整調整できればとできればとできればとできれば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。。。。    

    ４４４４月月月月２６２６２６２６日日日日ではいかがでしょうかではいかがでしょうかではいかがでしょうかではいかがでしょうか。。。。    



    －－－－反対意見反対意見反対意見反対意見なしなしなしなし－－－－    

    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、、、、４４４４月月月月２６２６２６２６日日日日、、、、火曜日火曜日火曜日火曜日のののの１７１７１７１７時時時時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。。。。    

    次回次回次回次回ははははデータデータデータデータをををを検討検討検討検討するとこととするとこととするとこととするとことと、、、、原則原則原則原則をををを議論議論議論議論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形形形形をとりたいとをとりたいとをとりたいとをとりたいと思思思思いまいまいまいま

すすすす。。。。    

    それではそれではそれではそれでは本日本日本日本日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。。。。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。。。。    

    


