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    こんにちはこんにちはこんにちはこんにちは。。。。本審議会本審議会本審議会本審議会もこのもこのもこのもこの後後後後１１１１、、、、２２２２回回回回ぐらいでぐらいでぐらいでぐらいで、、、、少少少少しししし結論結論結論結論めいたものをめいたものをめいたものをめいたものを考考考考えていきたえていきたえていきたえていきた

ととと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。。。。６６６６月末月末月末月末がががが任期任期任期任期となっておりとなっておりとなっておりとなっており、、、、交代交代交代交代されるされるされるされる方方方方もいらっしゃるのでもいらっしゃるのでもいらっしゃるのでもいらっしゃるので、、、、できできできでき

るだけるだけるだけるだけ任期任期任期任期をををを考考考考えたうえでえたうえでえたうえでえたうえで、、、、皆皆皆皆さんのさんのさんのさんの知恵知恵知恵知恵をいただきながらをいただきながらをいただきながらをいただきながら進進進進めたいとめたいとめたいとめたいと思思思思いますいますいますいます。。。。よろしよろしよろしよろし

くおくおくお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。。。。    

    これまでこれまでこれまでこれまでのののの議論議論議論議論、、、、前回前回前回前回、、、、前前前前々々々々回回回回とととと随分動随分動随分動随分動いてきましていてきましていてきましていてきまして、、、、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をどうをどうをどう考考考考えていくえていくえていくえていく

のかということをめぐってのかということをめぐってのかということをめぐってのかということをめぐって、、、、前回前回前回前回はかなりはかなりはかなりはかなり多様多様多様多様なななな方向方向方向方向からからからから議論議論議論議論をいただきましたをいただきましたをいただきましたをいただきました。。。。    

一一一一つはつはつはつは公教育公教育公教育公教育であるであるであるである限限限限りりりり、、、、教育教育教育教育のののの平等性平等性平等性平等性、、、、学校教育学校教育学校教育学校教育はははは全全全全てのてのてのての子子子子どもどもどもども達達達達にににに、、、、できるだけできるだけできるだけできるだけ同同同同

じようじようじようじようなななな教育教育教育教育をををを受受受受けさせるけさせるけさせるけさせるべきであるべきであるべきであるべきであるととと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。。。。あまりにもあまりにもあまりにもあまりにも教育教育教育教育のののの質質質質がががが違違違違うのでうのでうのでうので

はははは、、、、公教育公教育公教育公教育としてとしてとしてとして問題問題問題問題があるだろうということががあるだろうということががあるだろうということががあるだろうということが挙挙挙挙げられましたげられましたげられましたげられました。。。。もうもうもうもう一一一一つはつはつはつは通学通学通学通学のののの距離距離距離距離、、、、

これはこれはこれはこれ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もももも関関関関わってのことだろうとわってのことだろうとわってのことだろうとわってのことだろうと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、学校距離学校距離学校距離学校距離のののの課題課題課題課題があるだろうがあるだろうがあるだろうがあるだろう

ととと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。。。。あとあとあとあと一一一一つはつはつはつはコミュニティコミュニティコミュニティコミュニティとのとのとのとの関係関係関係関係とととといいますかいいますかいいますかいいますか、、、、地域住民地域住民地域住民地域住民とととと学校学校学校学校がどのがどのがどのがどの

ようにようにようにように関関関関わりわりわりわり合合合合いをいをいをいを持持持持つべきなのかということについてつべきなのかということについてつべきなのかということについてつべきなのかということについて、、、、考考考考えておくえておくえておくえておく必要必要必要必要があるだろうとがあるだろうとがあるだろうとがあるだろうと

いうことですいうことですいうことですいうことです。。。。大大大大きくきくきくきく分分分分けてそのけてそのけてそのけてその３３３３点点点点がががが、、、、原則原則原則原則なりなりなりなり考考考考ええええ方方方方のののの筋道筋道筋道筋道だろうということでだろうということでだろうということでだろうということでしたしたしたした。。。。    

そういうそういうそういうそういう全体全体全体全体のののの流流流流れのなかでれのなかでれのなかでれのなかで考考考考えていこうということですがえていこうということですがえていこうということですがえていこうということですが、、、、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

でででで、、、、あるあるあるある種種種種のののの調整弁調整弁調整弁調整弁のようなものがのようなものがのようなものがのようなものが作作作作られましてられましてられましてられまして、、、、それがこのそれがこのそれがこのそれがこの数年間数年間数年間数年間、、、、機能機能機能機能してきたわけしてきたわけしてきたわけしてきたわけ

ですですですです。。。。それがはたしてそれがはたしてそれがはたしてそれがはたして今現在今現在今現在今現在、、、、機能不全機能不全機能不全機能不全にににに陥陥陥陥っているのかっているのかっているのかっているのか、、、、そのそのそのその問題意識問題意識問題意識問題意識もありますもありますもありますもあります。。。。どどどど

のようにのようにのようにのように住民住民住民住民のののの意思意思意思意思をををを汲汲汲汲みながらみながらみながらみながら学区学区学区学区をををを決決決決めていくのかということでめていくのかということでめていくのかということでめていくのかということで、、、、そういったそういったそういったそういった調整調整調整調整弁弁弁弁

のよのよのよのようなものもうなものもうなものもうなものも含含含含みながらみながらみながらみながら、、、、これまでこれまでこれまでこれまで制度制度制度制度をををを設計設計設計設計してきましたしてきましたしてきましたしてきました。。。。制度制度制度制度をををを作作作作ってみてもってみてもってみてもってみても、、、、例例例例

えばえばえばえば緑台中学校緑台中学校緑台中学校緑台中学校のところではのところではのところではのところでは、、、、あまりにもあまりにもあまりにもあまりにもクラスクラスクラスクラス数数数数がががが少少少少なくなってしまうというなくなってしまうというなくなってしまうというなくなってしまうという課題課題課題課題かかかか

らららら、、、、特例的特例的特例的特例的にににに５５５５パーセントパーセントパーセントパーセントのののの枠枠枠枠をををを超超超超えるものもえるものもえるものもえるものも受受受受けけけけ入入入入れるということをれるということをれるということをれるということを認認認認めましためましためましためました。。。。    

全体全体全体全体としてはとしてはとしてはとしては３３３３つのつのつのつの原則原則原則原則にににに基基基基づいてづいてづいてづいて議論議論議論議論すべきだとすべきだとすべきだとすべきだと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、現実問題現実問題現実問題現実問題としてそうしとしてそうしとしてそうしとしてそうし

たたたた課題課題課題課題もももも突突突突きききき付付付付けられてきたというなかでけられてきたというなかでけられてきたというなかでけられてきたというなかで、、、、それじゃあどうするのかそれじゃあどうするのかそれじゃあどうするのかそれじゃあどうするのか、、、、川西市川西市川西市川西市のののの校区全体校区全体校区全体校区全体

をどういうふうにをどういうふうにをどういうふうにをどういうふうに考考考考えればいいのかということがえればいいのかということがえればいいのかということがえればいいのかということが、、、、我我我我々々々々にににに課課課課せられたせられたせられたせられた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いまいまいま

すすすす。。。。    

色色色色々々々々なななな課題課題課題課題があるがあるがあるがある地域地域地域地域、、、、安定的安定的安定的安定的にににに推推推推移移移移しているしているしているしている地域地域地域地域とととと変動要因変動要因変動要因変動要因をををを含含含含んだんだんだんだ地域地域地域地域もあるだろもあるだろもあるだろもあるだろ

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、、、、二二二二つのつのつのつの地域地域地域地域についてについてについてについて指摘指摘指摘指摘がなされがなされがなされがなされましたましたましたました。。。。一一一一つはつはつはつ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

ですねですねですねですね。。。。具体的具体的具体的具体的にはにはにはには、、、、このこのこのこの６６６６年間年間年間年間でででで４０４０４０４０人人人人のののの申請申請申請申請があったわけですががあったわけですががあったわけですががあったわけですが、、、、そのそのそのその分母分母分母分母はどれだはどれだはどれだはどれだ

けなのかけなのかけなのかけなのか、、、、何人何人何人何人のののの中中中中でででで４０４０４０４０人人人人がががが申請申請申請申請したのかしたのかしたのかしたのか、、、、それはそれはそれはそれは住民住民住民住民のののの意思意思意思意思をそこでをそこでをそこでをそこで汲汲汲汲みみみみ取取取取るるるる一一一一つのつのつのつの

要因要因要因要因になるだろうということでになるだろうということでになるだろうということでになるだろうということで、、、、資料資料資料資料のののの作成作成作成作成をおをおをおをお願願願願いしておりましたいしておりましたいしておりましたいしておりました。。。。    

一方一方一方一方でもうでもうでもうでもう一一一一つのつのつのつの東谷東谷東谷東谷についてはについてはについてはについては、、、、コミュニティコミュニティコミュニティコミュニティとのとのとのとの繋繋繋繋がりががりががりががりが非常非常非常非常にににに強強強強いいいい地域地域地域地域ですのですのですのですの

でででで、、、、これはこれはこれはこれは別途考別途考別途考別途考えていくえていくえていくえていく必要必要必要必要があるだろうということでがあるだろうということでがあるだろうということでがあるだろうということで終終終終わっていたかとわっていたかとわっていたかとわっていたかと思思思思いますいますいますいます。。。。そそそそ

ういういういういうううう全体全体全体全体のののの流流流流れですがれですがれですがれですが、、、、まずまずまずまず焦点化焦点化焦点化焦点化したしたしたした形形形形でででで議論議論議論議論をしたいとをしたいとをしたいとを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。。。。    

最初最初最初最初にににに日程日程日程日程についてのごについてのごについてのごについてのご相談相談相談相談ですがですがですがですが、、、、本審議会本審議会本審議会本審議会はははは６６６６月末月末月末月末でででで交代交代交代交代されるされるされるされる方方方方がががが多多多多いとおいとおいとおいとお聞聞聞聞きききき

しておりますしておりますしておりますしております。。。。任期任期任期任期がががが６６６６月月月月３０３０３０３０日日日日となっていますのでとなっていますのでとなっていますのでとなっていますので、、、、それまでにできるそれまでにできるそれまでにできるそれまでにできる事事事事、、、、それそれそれそれ以降以降以降以降にににに

やるべきやるべきやるべきやるべき事事事事、、、、少少少少しししし整理整理整理整理するするするする必要必要必要必要があるとがあるとがあるとがあると思思思思いますいますいますいます。。。。今後今後今後今後、、、、５５５５月月月月とととと６６６６月月月月にににに開催開催開催開催しししし当面当面当面当面のののの課題課題課題課題

についてについてについてについて、、、、とりあえずのとりあえずのとりあえずのとりあえずの結論結論結論結論をををを得得得得たいとたいとたいと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。。。。言言言言ってみればってみればってみればってみれば今今今今やろうとしているやろうとしているやろうとしているやろうとしている

ことはことはことはことは、、、、現実現実現実現実をををを前前前前にしてにしてにしてにして、、、、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考考考考えればいいのかえればいいのかえればいいのかえればいいのかというというというという具体的具体的具体的具体的なななな場所場所場所場所をををを考考考考えてえてえてえて

いるわけですがいるわけですがいるわけですがいるわけですが、、、、もうもうもうもう一一一一つはさらにつはさらにつはさらにつはさらに全体全体全体全体のののの枠組枠組枠組枠組みをみをみをみを正面正面正面正面にににに据据据据えてえてえてえて、、、、校区全体校区全体校区全体校区全体についてのについてのについてのについての議議議議
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論論論論をいただくということでをいただくということでをいただくということでをいただくということで、、、、二段階二段階二段階二段階にににに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くのがいいのではないかとしていただくのがいいのではないかとしていただくのがいいのではないかとしていただくのがいいのではないかと考考考考

えていますえていますえていますえています。。。。６６６６月以降月以降月以降月以降についてはについてはについてはについては全体全体全体全体のののの枠組枠組枠組枠組みみみみ、、、、６６６６月月月月まではまではまではまでは今今今今できることをやるというできることをやるというできることをやるというできることをやるという形形形形

でででで進進進進めたいとめたいとめたいとめたいと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、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。。。。    

今会長今会長今会長今会長がおっしゃったことでいいとがおっしゃったことでいいとがおっしゃったことでいいとがおっしゃったことでいいと思思思思いますいますいますいます。。。。一一一一つつつつ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、、、、今回今回今回今回のののの震災震災震災震災のののの

関係関係関係関係でででで、、、、学校学校学校学校がががが受受受受けけけけ入入入入れをどのようにされているのかそのれをどのようにされているのかそのれをどのようにされているのかそのれをどのようにされているのかその現状現状現状現状とととと、、、、受受受受けけけけ入入入入れれれれされているされているされているされている場場場場

合合合合、、、、いつぐらいまでされるのでしょうかいつぐらいまでされるのでしょうかいつぐらいまでされるのでしょうかいつぐらいまでされるのでしょうか。。。。    

三三三三つのつのつのつの小学校小学校小学校小学校でででで、、、、１１１１年生年生年生年生２２２２名名名名、、、、４４４４年生年生年生年生１１１１名名名名、、、、５５５５年生年生年生年生１１１１名名名名のののの合計合計合計合計４４４４名名名名をををを受受受受けけけけ入入入入れていまれていまれていまれていますすすす。。。。    

制度的制度的制度的制度的にはにはにはには、、、、震災震災震災震災ということでということでということでということで特別特別特別特別ににににルールルールルールルールをををを作作作作ってってってって受受受受けけけけ入入入入れるということはしておりれるということはしておりれるということはしておりれるということはしており

ませんませんませんません。。。。既存既存既存既存のののの制度制度制度制度でででで運用運用運用運用していますがしていますがしていますがしていますが、、、、添付書類添付書類添付書類添付書類をををを不要不要不要不要とするなどとするなどとするなどとするなど、、、、できるだけできるだけできるだけできるだけ負担負担負担負担をををを

少少少少なくするようになくするようになくするようになくするように対応対応対応対応しておりますしておりますしておりますしております。。。。またまたまたまた、、、、学用品学用品学用品学用品などなどなどなど就学関係就学関係就学関係就学関係のののの準備準備準備準備ができていないができていないができていないができていない可可可可

能性能性能性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運用運用運用運用でででで対応対応対応対応しておりますしておりますしておりますしております。。。。    

またまたまたまた、、、、期日期日期日期日をををを設設設設けましてけましてけましてけまして、、、、現在現在現在現在のところはのところはのところはのところは１１１１年間年間年間年間、、、、様子様子様子様子をををを見見見見ようとようとようとようと思思思思っていますっていますっていますっています。。。。    

今後今後今後今後、、、、増増増増えるかもしれないといったえるかもしれないといったえるかもしれないといったえるかもしれないといった予想予想予想予想などはされていますかなどはされていますかなどはされていますかなどはされていますか。。。。    

このこのこのこの先先先先、、、、向向向向こうでこうでこうでこうで学校学校学校学校のののの復興復興復興復興ががががないとかないとかないとかないとか、、、、関東圏関東圏関東圏関東圏までまでまでまで来来来来られるかられるかられるかられるか、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは関関関関西西西西までまでまでまで来来来来

られるのかられるのかられるのかられるのか、、、、様子様子様子様子をををを見見見見ながらながらながらながら次次次次のののの手手手手がががが必要必要必要必要なときにはまたなときにはまたなときにはまたなときにはまた考考考考えようかとえようかとえようかとえようか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。。。。    

会長会長会長会長ののののおっしゃったおっしゃったおっしゃったおっしゃった方針方針方針方針でいいかとでいいかとでいいかとでいいかと思思思思いますいますいますいます。。。。確認確認確認確認ですがですがですがですが、、、、校区校区校区校区のののの問題問題問題問題についてについてについてについて、、、、小学小学小学小学

校校校校はははは今回入今回入今回入今回入らないんでらないんでらないんでらないんでしょうかしょうかしょうかしょうか。。。。例例例例えばえばえばえ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、、、、多田中学校多田中学校多田中学校多田中学校のののの問題問題問題問題、、、、それからそれからそれからそれから

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、、、、そのそのそのその問題問題問題問題についてはについてはについてはについては、、、、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見見見見ますとますとますとますと非常非常非常非常にににに浮浮浮浮きききき上上上上がってがってがってがって見見見見

えてきましたえてきましたえてきましたえてきました。。。。小学校小学校小学校小学校ははははコミュニティコミュニティコミュニティコミュニティのののの問題問題問題問題もあるしもあるしもあるしもあるし、、、、そこにそこにそこにそこに手手手手をををを入入入入れるのはすぐにはれるのはすぐにはれるのはすぐにはれるのはすぐには難難難難

しいのではないかというようなしいのではないかというようなしいのではないかというようなしいのではないかというような議論議論議論議論がががが前回前回前回前回あったようにあったようにあったようにあったように思思思思いますいますいますいます。。。。そうしますとそうしますとそうしますとそうしますと、、、、このこのこのこの中中中中

学校学校学校学校のののの問題問題問題問題でででで５５５５パーセントパーセントパーセントパーセントのののの枠枠枠枠をどうするかというをどうするかというをどうするかというをどうするかという従来通従来通従来通従来通りのやりりのやりりのやりりのやり方方方方のののの問題問題問題問題とととと、、、、校区校区校区校区のののの線線線線

引引引引きのきのきのきの問題問題問題問題もももも含含含含めてこのめてこのめてこのめてこの中中中中でででで議論議論議論議論していくというふうにしていくというふうにしていくというふうにしていくというふうに考考考考えていいのでしょうかえていいのでしょうかえていいのでしょうかえていいのでしょうか。。。。    

小学校小学校小学校小学校のことについてはこれまであまりのことについてはこれまであまりのことについてはこれまであまりのことについてはこれまであまり議論議論議論議論してきませんでしたしてきませんでしたしてきませんでしたしてきませんでした。。。。中学校区中学校区中学校区中学校区ということということということということ

ですからですからですからですから、、、、当然当然当然当然、、、、なかなかなかなかにににに小学校区小学校区小学校区小学校区がががが含含含含まれるということですのでまれるということですのでまれるということですのでまれるということですので、、、、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影響影響影響影響がががが

ありますありますありますあります。。。。    

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であればであればであればであれば問題問題問題問題ないのですがないのですがないのですがないのですが、、、、線引線引線引線引きをきをきをきを変変変変えるとなるとえるとなるとえるとなるとえるとなると小学校小学校小学校小学校のことものことものことものことも

考考考考えなくてはいけないですねえなくてはいけないですねえなくてはいけないですねえなくてはいけないですね。。。。    

そうですねそうですねそうですねそうですね、、、、線引線引線引線引きをきをきをきを変変変変えるとなるとえるとなるとえるとなるとえるとなると小学校小学校小学校小学校もももも影響影響影響影響がががが出出出出てきますねてきますねてきますねてきますね。。。。これはこれはこれはこれは議論議論議論議論のののの中中中中にににに

含含含含めていただくめていただくめていただくめていただく内容内容内容内容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。。。。    

それではそれではそれではそれでは先程申先程申先程申先程申しししし上上上上げたようにげたようにげたようにげたように、、、、二段階二段階二段階二段階にににに分分分分けてけてけてけて審議審議審議審議をををを進進進進めたいとめたいとめたいとめたいと思思思思いますいますいますいます。。。。    

はじめにはじめにはじめにはじめに事務局事務局事務局事務局からからからから資料資料資料資料のののの説明説明説明説明をおをおをおをお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。    

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。。。。    

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丁目丁目丁目丁目およびおよびおよびおよび西畦野西畦野西畦野西畦野１１１１・・・・２２２２丁目丁目丁目丁目のののの年度別中学一年生対象者数年度別中学一年生対象者数年度別中学一年生対象者数年度別中学一年生対象者数というというというという表題表題表題表題

のついているものですのついているものですのついているものですのついているものです。。。。    

表表表表がががが上下上下上下上下２２２２段段段段になっておりましてになっておりましてになっておりましてになっておりまして、、、、まずまずまずまず上上上上のののの表表表表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、、、、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丁目丁目丁目丁目およびおよびおよびおよび西畦野西畦野西畦野西畦野１１１１、、、、２２２２丁目丁目丁目丁目にににに居住居住居住居住するするするする、、、、各年度各年度各年度各年度のののの中学一年中学一年中学一年中学一年

生生生生のののの人数人数人数人数をををを集計集計集計集計したものですしたものですしたものですしたものです。。。。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丁目丁目丁目丁目のののの合計合計合計合計はははは、、、、各年度各年度各年度各年度３０３０３０３０名程度名程度名程度名程度、、、、西畦西畦西畦西畦

野野野野１１１１、、、、２２２２丁目丁目丁目丁目のののの合計合計合計合計はははは１０１０１０１０名程度名程度名程度名程度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。。。。    

下段下段下段下段のののの表表表表ですがですがですがですが、、、、参考参考参考参考としましてとしましてとしましてとしまして、、、、今年度今年度今年度今年度のののの小学校小学校小学校小学校６６６６年生年生年生年生からからからから１１１１年生年生年生年生のののの人数人数人数人数をををを記載記載記載記載いたいたいたいた

しましたしましたしましたしました。。。。    



    

    

    

    

    

会会会会    長長長長    

事事事事務局務局務局務局    

    

    

    

会会会会    長長長長    

    

事務局事務局事務局事務局    

    

会会会会    長長長長    

    

    

    

委委委委    員員員員    

事務局事務局事務局事務局    

    

会会会会    長長長長    

    

事務局事務局事務局事務局    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

会会会会    長長長長    

    

事務局事務局事務局事務局    

    

平成平成平成平成２４２４２４２４年度年度年度年度にはにはにはには６６６６年生年生年生年生がががが中学中学中学中学１１１１年生年生年生年生にににに、、、、平成平成平成平成２５２５２５２５年度年度年度年度にはにはにはには５５５５年生年生年生年生がががが中学中学中学中学１１１１年生年生年生年生へとへとへとへと進進進進

学学学学いたしますのでいたしますのでいたしますのでいたしますので、、、、来年度以降来年度以降来年度以降来年度以降をををを考考考考えるえるえるえる上上上上でででで参考参考参考参考にしていただければとにしていただければとにしていただければとに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。。。。    

なおなおなおなお、、、、これはこれはこれはこれは平成平成平成平成２３２３２３２３年年年年４４４４月月月月１１１１日現在日現在日現在日現在のののの人数人数人数人数ですのでですのでですのでですので、、、、転入転入転入転入やややや転出転出転出転出、、、、私立学校等私立学校等私立学校等私立学校等へのへのへのへの就就就就

学学学学によりによりによりにより、、、、実際実際実際実際にににに公立中学公立中学公立中学公立中学にににに進学進学進学進学するするするする人数人数人数人数はははは変変変変わってきますわってきますわってきますわってきます。。。。あくまでもあくまでもあくまでもあくまでも目安目安目安目安としておとしておとしておとしてお考考考考

えくださいえくださいえくださいえください。。。。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。。。。    

このこのこのこの地域地域地域地域からからからから校区外申請校区外申請校区外申請校区外申請をされたのはをされたのはをされたのはをされたのは何名何名何名何名でしたかでしたかでしたかでしたか。。。。    

平成平成平成平成２２２２２２２２年年年年１２１２１２１２月月月月２１２１２１２１日日日日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にありますがにありますがにありますがにありますが、、、、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丁丁丁丁

目目目目までにおまでにおまでにおまでにお住住住住まいのまいのまいのまいの方方方方でででで、、、、平成平成平成平成１７１７１７１７年度年度年度年度からからからから平成平成平成平成２２２２２２２２年度年度年度年度にかけてにかけてにかけてにかけて校区外校区外校区外校区外をををを申請申請申請申請されたされたされたされた人人人人

数数数数はははは、、、、合計合計合計合計でででで４０４０４０４０名名名名となっていますとなっていますとなっていますとなっています。。。。西畦野西畦野西畦野西畦野１１１１丁目丁目丁目丁目、、、、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申請申請申請申請されたされたされたされた方方方方はいはいはいはい

らっしゃいませんらっしゃいませんらっしゃいませんらっしゃいません。。。。    

前回前回前回前回ののの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、、、、母数母数母数母数がわからないとがわからないとがわからないとがわからないと。。。。申請申請申請申請したしたしたした人数人数人数人数はわかるけれどもはわかるけれどもはわかるけれどもはわかるけれども、、、、何人何人何人何人いるいるいるいる

内内内内のののの４０４０４０４０人人人人なのかというごなのかというごなのかというごなのかというご質問質問質問質問でしたでしたでしたでした。。。。６６６６年間年間年間年間をををを合計合計合計合計するとするとするとすると何人何人何人何人になりますでしょうかになりますでしょうかになりますでしょうかになりますでしょうか。。。。    

平成平成平成平成１７１７１７１７年度年度年度年度のののの人数人数人数人数がががが確認確認確認確認できませんでしたのでできませんでしたのでできませんでしたのでできませんでしたので、、、、おおおお出出出出ししているししているししているししている表表表表はははは１８１８１８１８年度年度年度年度からからからから記記記記

載載載載しておりましておりましておりましておりますすすす。。。。このこのこのこの表表表表にあるにあるにあるにある６６６６年間年間年間年間のののの人数人数人数人数をををを合計合計合計合計しますとしますとしますとしますと、、、、２００２００２００２００名名名名になりますになりますになりますになります。。。。    

おおよそおおよそおおよそおおよそ２００２００２００２００名名名名のののの内内内内のののの４０４０４０４０名名名名、、、、２０２０２０２０パーセントパーセントパーセントパーセントのののの方方方方がががが申請申請申請申請をだされたということですをだされたということですをだされたということですをだされたということです

ねねねね、、、、これをどうこれをどうこれをどうこれをどう評価評価評価評価するのかするのかするのかするのか。。。。西畦野西畦野西畦野西畦野についてはについてはについてはについては申請者申請者申請者申請者がありませんでしたのでそんなにがありませんでしたのでそんなにがありませんでしたのでそんなにがありませんでしたのでそんなに

要望要望要望要望がなくてがなくてがなくてがなくて、、、、緑台緑台緑台緑台のののの１１１１丁目丁目丁目丁目からからからから５５５５丁目丁目丁目丁目についてはについてはについてはについては、、、、かなりかなりかなりかなり高高高高いいいい割合割合割合割合でででで申請申請申請申請があったといがあったといがあったといがあったとい

うことですねうことですねうことですねうことですね。。。。    

申請申請申請申請されたされたされたされた４０４０４０４０名名名名のののの方方方方はははは、、、、全員全員全員全員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行行行行けたということですかけたということですかけたということですかけたということですか。。。。    

先程申先程申先程申先程申しししし上上上上げたとおりげたとおりげたとおりげたとおり、、、、４０４０４０４０名名名名はははは申請者申請者申請者申請者のののの人数人数人数人数ですですですです。。。。抽選抽選抽選抽選になったになったになったになった年年年年もありましたのでもありましたのでもありましたのでもありましたので、、、、

希望希望希望希望がががが通通通通らなかったらなかったらなかったらなかった方方方方がいらっしゃるがいらっしゃるがいらっしゃるがいらっしゃる可能性可能性可能性可能性はあはあはあはありますりますりますります。。。。    

希望希望希望希望がががが通通通通ったかどうかはったかどうかはったかどうかはったかどうかは別別別別としてとしてとしてとして、、、、それだけのそれだけのそれだけのそれだけのニーズニーズニーズニーズがあったということですねがあったということですねがあったということですねがあったということですね。。。。    

事務局事務局事務局事務局ではこれをどのようにではこれをどのようにではこれをどのようにではこれをどのように分析分析分析分析されていらっしゃいますかされていらっしゃいますかされていらっしゃいますかされていらっしゃいますか。。。。    

繰繰繰繰りりりり返返返返しになりますがしになりますがしになりますがしになりますが、、、、平成平成平成平成２２２２２２２２年年年年１２１２１２１２月月月月２１２１２１２１日日日日のののの資料資料資料資料のののの３３３３ページページページページによりますとによりますとによりますとによりますと、、、、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方方方方がががが申請申請申請申請をををを出出出出されてされてされてされて、、、、出出出出されたされたされたされた方方方方のののの総数総数総数総数がががが４０４０４０４０名名名名でしたでしたでしたでした。。。。本日本日本日本日おおおお配配配配りりりり

しているしているしているしている資料資料資料資料をををを見見見見ますとますとますとますと、、、、同地区同地区同地区同地区のののの人数人数人数人数はははは２００２００２００２００名名名名いたということからいたということからいたということからいたということから、、、、約約約約２０２０２０２０パーセンパーセンパーセンパーセン

トトトトのののの方方方方がががが校区外校区外校区外校区外にににに行行行行きたかったということになりますきたかったということになりますきたかったということになりますきたかったということになります。。。。そのそのそのその理由理由理由理由としてはとしてはとしてはとしては、、、、学校規模学校規模学校規模学校規模によによによによ

ってやりたいってやりたいってやりたいってやりたいクラブクラブクラブクラブがないであるとかがないであるとかがないであるとかがないであるとか、、、、それそれそれそれ以外以外以外以外のののの環境環境環境環境がががが自分自分自分自分にににに合合合合っているっているっているっている、、、、合合合合っていなっていなっていなっていな

いといういといういといういという理由理由理由理由をあげられていますをあげられていますをあげられていますをあげられています。。。。事務局事務局事務局事務局としてはとしてはとしてはとしては２０２０２０２０パーセントパーセントパーセントパーセントのののの方方方方ががが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ささささ

れたれたれたれたというというというという事実事実事実事実だけをだけをだけをだけを把握把握把握把握していますしていますしていますしています。。。。    

そうしたときにそうしたときにそうしたときにそうしたときに、、、、このこのこのこの傾向傾向傾向傾向がずっとがずっとがずっとがずっと続続続続くのかということでくのかということでくのかということでくのかということで、、、、下段下段下段下段のののの表表表表ですがですがですがですが、、、、これをこれをこれをこれを見見見見

ましたましたましたました。。。。これではこれではこれではこれでは小学校小学校小学校小学校６６６６年生年生年生年生がががが３５３５３５３５人人人人、、、、５５５５年生年生年生年生がががが３１３１３１３１人人人人でででで、、、、３０３０３０３０人程度人程度人程度人程度がずっとがずっとがずっとがずっと続続続続きまきまきまきま

すすすす。。。。そうするとそうするとそうするとそうすると、、、、もしもしもしもし周周周周りのりのりのりの環境環境環境環境がががが同同同同じであればじであればじであればじであれば、、、、同同同同じようにこれだけのじようにこれだけのじようにこれだけのじようにこれだけのニーズニーズニーズニーズはあるだはあるだはあるだはあるだ

ろうということがろうということがろうということがろうという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。。。。    

次次次次にですがにですがにですがにですが、、、、このこのこのこの状況状況状況状況がががが続続続続いたからいたからいたからいたから現在緑台中学校現在緑台中学校現在緑台中学校現在緑台中学校ではではではでは内容内容内容内容のののの不公平感不公平感不公平感不公平感というというというという問題点問題点問題点問題点がががが

出出出出ておりますのでておりますのでておりますのでておりますので、、、、何何何何らかのらかのらかのらかの手立手立手立手立てをてをてをてを打打打打たなければならないのかなとたなければならないのかなとたなければならないのかなとたなければならない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。。。。    

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。。。。以前以前以前以前からからからから緑台緑台緑台緑台のことについてはのことについてはのことについてはのことについては議論議論議論議論があってがあってがあってがあって、、、、分断分断分断分断するするするする形形形形になになになにな

っていたんですかねっていたんですかねっていたんですかねっていたんですかね。。。。もうもうもうもう一度緑台校区一度緑台校区一度緑台校区一度緑台校区についてについてについてについて教教教教えていただけますかえていただけますかえていただけますかえていただけますか。。。。    

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、、、、小学校区小学校区小学校区小学校区がががが緑台緑台緑台緑台でででで、、、、中学校区中学校区中学校区中学校区はははは多田多田多田多田になりますになりますになりますになります。。。。目目目目のののの前前前前にあにあにあにあ

るということとるということとるということとるということと、、、、緑台中学校緑台中学校緑台中学校緑台中学校ができたができたができたができた時期時期時期時期がががが遅遅遅遅かったということがありましてかったということがありましてかったということがありましてかったということがありまして、、、、多田中学多田中学多田中学多田中学
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校校校校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丁目丁目丁目丁目についてはについてはについてはについては緑台中学校緑台中学校緑台中学校緑台中学校ができたができたができたができた後後後後にににに開発開発開発開発されましされましされましされまし

たのでたのでたのでたので、、、、距離的距離的距離的距離的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のののの方方方方がががが若干近若干近若干近若干近いんですがいんですがいんですがいんですが、、、、緑台中学校緑台中学校緑台中学校緑台中学校がががが校区校区校区校区となっていまとなっていまとなっていまとなっていま

すすすす。。。。    

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丁目丁目丁目丁目はははは、、、、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多田中学校多田中学校多田中学校多田中学校へへへへ、、、、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小学緑台小学緑台小学緑台小学

校校校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というへというへというへという形形形形でででで、、、、いずれもいずれもいずれもいずれも多田中学校多田中学校多田中学校多田中学校がががが距離的距離的距離的距離的にににに近近近近いということになるわいということになるわいということになるわいということになるわ

けですねけですねけですねけですね。。。。距離距離距離距離をををを絶対基準絶対基準絶対基準絶対基準にににに置置置置くとくとくとくと現在現在現在現在のののの校区校区校区校区のののの分分分分けけけけ方方方方はははは妥当妥当妥当妥当であるであるであるであるとととと、、、、ただしただしただしただし、、、、前前前前々々々々回回回回

のののの議論議論議論議論であったとであったとであったとであったと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、教育内容教育内容教育内容教育内容とととと言言言言いますかいますかいますかいますか、、、、片方片方片方片方がすごくがすごくがすごくがすごく小小小小さくてさくてさくてさくて、、、、片方片方片方片方はははは大大大大

きいときいときいときいと、、、、同同同同じじじじ様様様様なななな教育教育教育教育ができるかというとができるかというとができるかというとができるかというと、、、、必必必必ずしもそうではないずしもそうではないずしもそうではないずしもそうではない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もあもあもあもあ

ってってってって、、、、教育内容教育内容教育内容教育内容をををを絶対基準絶対基準絶対基準絶対基準にするのであればにするのであればにするのであればにするのであれば、、、、移動移動移動移動はあったはあったはあったはあった方方方方がいいだろうとがいいだろうとがいいだろうとがいいだろうということでいうことでいうことでいうことで

すすすす。。。。そういうそういうそういうそういう原則原則原則原則をめぐってをめぐってをめぐってをめぐって、、、、何何何何をををを優先優先優先優先させるのかによってさせるのかによってさせるのかによってさせるのかによって結論結論結論結論がががが違違違違ってきますってきますってきますってきます。。。。    

緑台中学校緑台中学校緑台中学校緑台中学校はははは昨年度昨年度昨年度昨年度、、、、学級数学級数学級数学級数がががが少少少少なくなったためなくなったためなくなったためなくなったため、、、、教員数教員数教員数教員数がががが減減減減りましたりましたりましたりました。。。。今年度今年度今年度今年度はははは２２２２年年年年

前前前前のののの教員数教員数教員数教員数にににに戻戻戻戻っていますっていますっていますっています。。。。昨年度昨年度昨年度昨年度はははは教員数教員数教員数教員数がががが減減減減ったったったった影響影響影響影響でででで専門専門専門専門のののの先生先生先生先生がいないがいないがいないがいない教科教科教科教科があがあがあがあ

りりりり、、、、免許外申請免許外申請免許外申請免許外申請をしてをしてをしてをして授業授業授業授業をををを教教教教えるというえるというえるというえるという状態状態状態状態でしたでしたでしたでした。。。。今年今年今年今年はなんとかはなんとかはなんとかはなんとか確保確保確保確保できましたができましたができましたができましたが、、、、

学級数学級数学級数学級数によってによってによってによって教員教員教員教員のののの定数定数定数定数がががが決決決決まりますのでまりますのでまりますのでまりますので、、、、学級数学級数学級数学級数がががが増増増増えてえてえてえて、、、、教員数教員数教員数教員数がががが増増増増えてえてえてえて、、、、免許外免許外免許外免許外

申請申請申請申請がなくがなくがなくがなく、、、、部活動部活動部活動部活動もももも子子子子どもどもどもども達達達達にとってはにとってはにとってはにとっては魅力魅力魅力魅力のののの一一一一つですからつですからつですからつですから、、、、これもこれもこれもこれも増増増増やしていきたいやしていきたいやしていきたいやしていきたい

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。。。。やりたいやりたいやりたいやりたい部活動部活動部活動部活動がないからがないからがないからがないから他校他校他校他校へへへへ行行行行くくくく生徒生徒生徒生徒もいますもいますもいますもいます。。。。今年度今年度今年度今年度はははは緑台中学緑台中学緑台中学緑台中学

校校校校にににに隣接隣接隣接隣接するするするする小学校小学校小学校小学校ににににオープンスクールオープンスクールオープンスクールオープンスクールのののの案内案内案内案内をををを配布配布配布配布してしてしてして、、、、校区外校区外校区外校区外からからからからオープンスクールオープンスクールオープンスクールオープンスクール

やややや土曜体験土曜体験土曜体験土曜体験にたくさんのにたくさんのにたくさんのにたくさんの方方方方にににに来来来来ていただきましたていただきましたていただきましたていただきました。。。。そのそのそのその結果結果結果結果、、、、校区外校区外校区外校区外からのからのからのからの入学者入学者入学者入学者がががが例年例年例年例年

よりもよりもよりもよりも多多多多くなりましたくなりましたくなりましたくなりました。。。。学校学校学校学校としてもとしてもとしてもとしても努力努力努力努力していますがしていますがしていますがしていますが、、、、なにぶんなにぶんなにぶんなにぶん元元元元々々々々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ががが少少少少

ないのでないのでないのでないので、、、、厳厳厳厳しいしいしいしい状態状態状態状態ではありますではありますではありますではあります。。。。    

免許外申請免許外申請免許外申請免許外申請でででで別別別別のののの教科教科教科教科をををを担当担当担当担当しているしているしているしている先生先生先生先生がいらっしゃってがいらっしゃってがいらっしゃってがいらっしゃって、、、、それはあるそれはあるそれはあるそれはある種充分種充分種充分種充分なななな教育教育教育教育

をををを与与与与えているとはえているとはえているとはえているとは言言言言いいいい難難難難いということですねいということですねいということですねいということですね。。。。もちろんもちろんもちろんもちろん授業授業授業授業はきちんとされているとははきちんとされているとははきちんとされているとははきちんとされているとは思思思思

いますがいますがいますがいますが、、、、制度的制度的制度的制度的にはにはにはには課題課題課題課題があるということかとがあるということかとがあるということかとがあるということかと思思思思いますいますいますいます。。。。    

教育教育教育教育のののの内容内容内容内容にににに関関関関わっておわっておわっておわってお話話話話しいただきましたがしいただきましたがしいただきましたがしいただきましたが、、、、一方一方一方一方ではではではでは緑台緑台緑台緑台のののの部分部分部分部分でででで校区変更校区変更校区変更校区変更するとするとするとすると

すればすればすればすれば、、、、コミュニティコミュニティコミュニティコミュニティとのとのとのとの関係関係関係関係がががが変変変変わってくるわってくるわってくるわってくる可能性可能性可能性可能性があるかとがあるかとがあるかとがあるかと思思思思いますいますいますいます。。。。    

中学校中学校中学校中学校だけであればだけであればだけであればだけであれば変変変変わりませんわりませんわりませんわりません。。。。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すべてはすべてはすべてはすべて緑台緑台緑台緑台・・・・陽明地区陽明地区陽明地区陽明地区コミュコミュコミュコミュ

ニティニティニティニティですからですからですからですから。。。。    

コミュニティコミュニティコミュニティコミュニティののののレベルレベルレベルレベルからからからから言言言言えばえばえばえば特特特特にににに問題問題問題問題はないということですかはないということですかはないということですかはないということですか。。。。    

緑台緑台緑台緑台はそうですはそうですはそうですはそうです。。。。西畦野西畦野西畦野西畦野はははは違違違違ううううコミュニティコミュニティコミュニティコミュニティですがですがですがですが。。。。    

そうするとそうするとそうするとそうすると先程三先程三先程三先程三つつつつ言言言言いましたがいましたがいましたがいましたが、、、、教育的教育的教育的教育的なななな平等平等平等平等のののの問題問題問題問題、、、、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、、、、通学通学通学通学

距離距離距離距離のののの問題問題問題問題、、、、例例例例えばえばえばえば通学距離通学距離通学距離通学距離、、、、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ににに移移移移ししししたとすればたとすればたとすればたとすれば…………    

一番遠一番遠一番遠一番遠くてくてくてくて２２２２．．．．５５５５キロメートルキロメートルキロメートルキロメートルぐらいですねぐらいですねぐらいですねぐらいですね。。。。    

子子子子どもがどもがどもがどもが減減減減ってきているってきているってきているってきている地域地域地域地域なんですねなんですねなんですねなんですね、、、、オールドニュータウンオールドニュータウンオールドニュータウンオールドニュータウンというというというという呼呼呼呼びびびび方方方方をしていをしていをしていをしてい

ましてましてましてまして、、、、緑台緑台緑台緑台、、、、大和団地大和団地大和団地大和団地なんかはなんかはなんかはなんかは高齢化率高齢化率高齢化率高齢化率がががが進進進進んでいてんでいてんでいてんでいて、、、、子子子子どもどもどもども自体自体自体自体がががが減減減減ってきていますってきていますってきていますってきています。。。。

校区校区校区校区のののの広広広広さはさはさはさは以前以前以前以前とととと同同同同じでじでじでじで、、、、そこにそこにそこにそこに今回今回今回今回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ということでをということでをということでをということで、、、、減減減減ってきているってきているってきているってきている

中中中中からまたからまたからまたからまた減減減減るからるからるからるから緑台中学校緑台中学校緑台中学校緑台中学校のののの子子子子どもがどもがどもがどもが減減減減っているということだとっているということだとっているということだとっているということだ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

公平性公平性公平性公平性をををを保保保保つつつつ教育教育教育教育ををををやってもらうとすればやってもらうとすればやってもらうとすればやってもらうとすれば、、、、根本的根本的根本的根本的にはにはにはには校区校区校区校区をさわらないとどうしようもをさわらないとどうしようもをさわらないとどうしようもをさわらないとどうしようも

ないのかなとないのかなとないのかなとないのかなと思思思思いますいますいますいます。。。。それをどういうふうにするのかそれをどういうふうにするのかそれをどういうふうにするのかそれをどういうふうにするのか、、、、５５５５パーセントパーセントパーセントパーセントでででで一一一一つのつのつのつの影響影響影響影響もあもあもあもあ

りますがりますがりますがりますが、、、、地域全体地域全体地域全体地域全体でででで子子子子どもどもどもども自体自体自体自体がががが減減減減っているっているっているっている地域地域地域地域だとだとだとだと認識認識認識認識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、、、、極端極端極端極端なななな話話話話５５５５

パーセントパーセントパーセントパーセントをこのをこのをこのをこの地域地域地域地域だけなくしたとしてもだけなくしたとしてもだけなくしたとしてもだけなくしたとしても、、、、子子子子どもどもどもども自体自体自体自体がががが減減減減っているのでっているのでっているのでっているので、、、、いずれはどいずれはどいずれはどいずれはど
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んどんんどんんどんんどん減減減減ってきますってきますってきますってきます。。。。    

それはそれはそれはそれは、、、、例例例例えばえばえばえば今後今後今後今後１０１０１０１０年年年年、、、、２０２０２０２０年年年年のののの間間間間にまたにまたにまたにまた増増増増えたりはしないんでしょうかえたりはしないんでしょうかえたりはしないんでしょうかえたりはしないんでしょうか。。。。    

緑台緑台緑台緑台とととと向陽台向陽台向陽台向陽台はははは代替代替代替代替わりしわりしわりしわりしつつありつつありつつありつつありますがますがますがますが、、、、必必必必ずしもずしもずしもずしも子子子子どものいるどものいるどものいるどものいる世帯世帯世帯世帯がががが入入入入ってくるとってくるとってくるとってくると

はははは限限限限らないんですらないんですらないんですらないんです。。。。４０４０４０４０代代代代、、、、５０５０５０５０代代代代のののの方方方方がががが結構入結構入結構入結構入られていますられていますられていますられています。。。。参考参考参考参考までにまでにまでにまでに高齢化率高齢化率高齢化率高齢化率はははは、、、、

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でででで３６３６３６３６．．．．４４４４パーセントパーセントパーセントパーセント、、、、大和団地大和団地大和団地大和団地がががが３６３６３６３６．．．．８８８８パーセントパーセントパーセントパーセントになになになになっていまっていまっていまっていま

すすすす。。。。    

高齢化率高齢化率高齢化率高齢化率はははは６５６５６５６５才以上才以上才以上才以上のののの方方方方ですかですかですかですか。。。。    

そうですそうですそうですそうです。。。。またそのまたそのまたそのまたその予備軍予備軍予備軍予備軍がかなりいらっしゃいますがかなりいらっしゃいますがかなりいらっしゃいますがかなりいらっしゃいます。。。。今今今今までまでまでまで経験経験経験経験したことのないしたことのないしたことのないしたことのない高齢高齢高齢高齢

化社会化社会化社会化社会がどんどんがどんどんがどんどんがどんどん進進進進んでいますんでいますんでいますんでいます。。。。    

そうするとそうするとそうするとそうすると、、、、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丁目丁目丁目丁目をををを仮仮仮仮にににに校区変更校区変更校区変更校区変更したとしてもしたとしてもしたとしてもしたとしても、、、、あまりあまりあまりあまり意味意味意味意味がないかがないかがないかがないか

もしれないということですねもしれないということですねもしれないということですねもしれないということですね。。。。    

地図地図地図地図をををを見見見見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面積面積面積面積がががが明明明明らかにらかにらかにらかに小小小小さいですよねさいですよねさいですよねさいですよね。。。。そのうえそのうえそのうえそのうえ高齢化高齢化高齢化高齢化がががが進進進進んんんん

でででで子子子子どもがいなくなるというどもがいなくなるというどもがいなくなるというどもがいなくなるというダブルパンチダブルパンチダブルパンチダブルパンチでででで、、、、このこのこのこの場合場合場合場合、、、、校区校区校区校区をををを考考考考えるとすればえるとすればえるとすればえるとすれば、、、、地域地域地域地域もももも

含含含含めためためためた線引線引線引線引きをやりきをやりきをやりきをやり直直直直さないとさないとさないとさないと、、、、復活復活復活復活しにくいとしにくいとしにくいとしにくいと思思思思いますいますいますいます。。。。    

乱暴乱暴乱暴乱暴かもしれませんがかもしれませんがかもしれませんがかもしれませんが、、、、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にににに行行行行ってもらえればというってもらえればというってもらえればというってもらえればという思思思思

いはありますいはありますいはありますいはあります。。。。    

高齢化高齢化高齢化高齢化でででで子子子子どものどものどものどもの数数数数がががが減減減減ってくるとってくるとってくるとってくると、、、、本当本当本当本当はははは統廃合統廃合統廃合統廃合のののの問題問題問題問題がでてくるんですがでてくるんですがでてくるんですがでてくるんです。。。。ただただただただ、、、、統統統統

廃合廃合廃合廃合についてはについてはについてはについては本審議会本審議会本審議会本審議会のののの審議事項審議事項審議事項審議事項ではありませんのでではありませんのでではありませんのでではありませんので、、、、別別別別のところでのところでのところでのところで決決決決めていただくめていただくめていただくめていただく必必必必

要要要要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、、、、ただそれでただそれでただそれでただそれで学校学校学校学校のののの数数数数がががが減減減減るとかるとかるとかるとか、、、、現実現実現実現実にににに幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園のののの数数数数がががが減減減減ったとったとったとったと

いうことがありましたよねいうことがありましたよねいうことがありましたよねいうことがありましたよね。。。。これはまたこれはまたこれはまたこれはまた別別別別のののの次元次元次元次元のののの問題問題問題問題でででで、、、、本審議会本審議会本審議会本審議会ではではではでは現存現存現存現存するするするする小学校小学校小学校小学校、、、、

中学校中学校中学校中学校はははは存続存続存続存続しししし続続続続けるものとしてけるものとしてけるものとしてけるものとして、、、、そのうえでそのうえでそのうえでそのうえで校区校区校区校区のののの線引線引線引線引きをどうしていくかということきをどうしていくかということきをどうしていくかということきをどうしていくかということ

をををを考考考考えるのがえるのがえるのがえるのが、、、、我我我我々々々々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。。。。そうそうそうそういういういういう中中中中でででで校区校区校区校区のののの線引線引線引線引きやきやきやきや５５５５パーセパーセパーセパーセ

ントントントント枠枠枠枠をどうするのかというをどうするのかというをどうするのかというをどうするのかという課題課題課題課題がでてくるのかなとがでてくるのかなとがでてくるのかなとがでてくるのかなと思思思思いますいますいますいます。。。。トータルトータルトータルトータルでででで考考考考えるとえるとえるとえると本当本当本当本当

にににに子子子子どものどものどものどもの数数数数がががが減減減減ってってってって、、、、学校学校学校学校のののの数数数数がそのままでいいのかというがそのままでいいのかというがそのままでいいのかというがそのままでいいのかという議論議論議論議論はでてくるはでてくるはでてくるはでてくる可能性可能性可能性可能性があがあがあがあ

りますりますりますります。。。。    

議論議論議論議論のののの流流流流れのれのれのれの中中中中でででで平成平成平成平成２２２２２２２２年年年年６６６６月以降月以降月以降月以降、、、、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総論総論総論総論のののの問題問題問題問題のののの掘掘掘掘りりりり

起起起起こしをしていただいておりますこしをしていただいておりますこしをしていただいておりますこしをしていただいております。。。。前回前回前回前回もももも距離距離距離距離によるものやによるものやによるものやによるものや規模規模規模規模によるものといったによるものといったによるものといったによるものといった分析分析分析分析

をををを行行行行ってってってって、、、、市内市内市内市内にそれなりににそれなりににそれなりににそれなりに個別個別個別個別のののの事情事情事情事情でもってでもってでもってでもって考考考考えるえるえるえる必要必要必要必要のあるのあるのあるのあるケースケースケースケースがあるとがあるとがあるとがあると認識認識認識認識しししし

ていただきましたていただきましたていただきましたていただきました。。。。事務局事務局事務局事務局としましてはとしましてはとしましてはとしましては、、、、任期任期任期任期というものもというものもというものもというものも念頭念頭念頭念頭にににに入入入入れましてれましてれましてれまして、、、、６６６６月末月末月末月末まままま

でにでにでにでに検討検討検討検討していただくしていただくしていただくしていただく課題課題課題課題とととと、、、、よりよりよりより早急早急早急早急にににに対応対応対応対応するするするする必要必要必要必要のあるものにのあるものにのあるものにのあるものに切切切切りりりり分分分分けてけてけてけて、、、、諮問諮問諮問諮問のののの

文言文言文言文言をををを調整調整調整調整したいとしたいとしたいとし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。。。。    

考考考考ええええ方方方方としましてはとしましてはとしましてはとしましては、、、、大大大大きいきいきいきい話話話話としてとしてとしてとして市域全体市域全体市域全体市域全体のののの学校学校学校学校でででで、、、、あるべきあるべきあるべきあるべき姿姿姿姿というものをというものをというものをというものを考考考考ええええ

ていただくということでていただくということでていただくということでていただくということで、、、、このこのこのこの課題課題課題課題につきましてはすぐににつきましてはすぐににつきましてはすぐににつきましてはすぐに答答答答えがえがえがえが出出出出るものではないとるものではないとるものではないとるものではないと思思思思いいいい

ますのでますのでますのでますので、、、、引引引引きききき続続続続きじっくりきじっくりきじっくりきじっくり考考考考えていただいてえていただいてえていただいてえていただいて、、、、制度制度制度制度をををを守守守守るべきなのかるべきなのかるべきなのかるべきなのか、、、、校区校区校区校区をををを変変変変えるべえるべえるべえるべ

きなのかきなのかきなのかきなのか、、、、そのあたりもそのあたりもそのあたりもそのあたりも含含含含めてめてめてめて議論議論議論議論をおをおをおをお願願願願いしたいといしたいといしたいといしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。そうしているそうしているそうしているそうしている間間間間にもにもにもにも次次次次のののの

入学生入学生入学生入学生がががが入入入入ってきますのでってきますのでってきますのでってきますので、、、、放置放置放置放置できないできないできないできない現実現実現実現実もございますもございますもございますもございます。。。。こういうこういうこういうこういう学校学校学校学校にににに対対対対してはしてはしてはしては早早早早

急急急急にににに対応対応対応対応するべくするべくするべくするべく、、、、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はではではでは抽選抽選抽選抽選なしでなしでなしでなしで対応対応対応対応するといったするといったするといったするといった判断判断判断判断もいただきましもいただきましもいただきましもいただきまし

たたたた。。。。こういったこういったこういったこういった運用運用運用運用でやっていくでやっていくでやっていくでやっていく、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは２２２２年後年後年後年後、、、、３３３３年後年後年後年後にににに結論結論結論結論づけるというようなづけるというようなづけるというようなづけるというような調調調調

整区域整区域整区域整区域のあるのあるのあるのある可能性可能性可能性可能性だとかだとかだとかだとか、、、、そういったごそういったごそういったごそういったご意見意見意見意見をいただきたいなとをいただきたいなとをいただきたいなとをいただき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。。。。    

６６６６月月月月までにはこのまでにはこのまでにはこのまでにはこの問題問題問題問題にににに、、、、一旦区切一旦区切一旦区切一旦区切りをつけたいとりをつけたいとりをつけたいとりをつ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。。。。ただしただしただしただし、、、、諮問諮問諮問諮問にににに答答答答ええええ
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てててて答申答申答申答申をつくるというのがをつくるというのがをつくるというのがをつくるというのが本審議会本審議会本審議会本審議会のののの役割役割役割役割ですのでですのでですのでですので、、、、諮問諮問諮問諮問がどのがどのがどのがどの様様様様なななな形形形形でだされるのかにでだされるのかにでだされるのかにでだされるのかに

よってよってよってよって、、、、違違違違ったったったった答答答答えがでるえがでるえがでるえがでる可能性可能性可能性可能性はありますはありますはありますはあります。。。。順序順序順序順序がががが少少少少しおかしいのかもしれませんがしおかしいのかもしれませんがしおかしいのかもしれませんがしおかしいのかもしれませんが、、、、

諮問諮問諮問諮問がきたときにはがきたときにはがきたときにはがきたときには、、、、川西全体川西全体川西全体川西全体ををををどういうどういうどういうどういう原則原則原則原則でででで、、、、校区校区校区校区をををを考考考考えていけばいいのかというのえていけばいいのかというのえていけばいいのかというのえていけばいいのかというの

がががが一一一一つとつとつとつと、、、、もうもうもうもう一一一一つはつはつはつは具体的具体的具体的具体的にににに緑台緑台緑台緑台やややや西畦野西畦野西畦野西畦野をどうするのかというをどうするのかというをどうするのかというをどうするのかという二二二二つをつをつをつを組組組組みみみみ込込込込んだんだんだんだ形形形形でででで

答申答申答申答申にににに反映反映反映反映するとするとするとすると。。。。おそらくおそらくおそらくおそらく諮問諮問諮問諮問されるのはされるのはされるのはされるのは６６６６月以降月以降月以降月以降になるとになるとになるとにな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、、、、議論議論議論議論のののの仕方仕方仕方仕方

としてはとしてはとしてはとしては、、、、緑台緑台緑台緑台のことについてのことについてのことについてのことについて一定一定一定一定のののの結論結論結論結論をつけをつけをつけをつけておいてておいてておいてておいて、、、、そしてそしてそしてそして全体全体全体全体のののの議論議論議論議論をををを６６６６月以降月以降月以降月以降

にはじめてにはじめてにはじめてにはじめて、、、、あわせてあわせてあわせてあわせて諮問諮問諮問諮問にににに答答答答えるえるえるえる形形形形でででで答申答申答申答申をだすということになるのかなとをだすということになるのかなとをだすということになるのかなとをだすということになるのかなと思思思思いますいますいますいます。。。。    

確認確認確認確認ですがですがですがですが、、、、校区校区校区校区のののの線引線引線引線引きはとてもきはとてもきはとてもきはとても無理無理無理無理だとだとだとだと。。。。当然当然当然当然ながらながらながらながら、、、、頭頭頭頭のののの中中中中にはにはにはには入入入入れながられながられながられながらといといといとい

うことうことうことうことですがですがですがですが、、、、そうするとそうするとそうするとそうすると先程事務局先程事務局先程事務局先程事務局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、、、、当面当面当面当面のののの問題問題問題問題というのはというのはというのはというのは緑台緑台緑台緑台

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どうするのかということでをどうするのかということでをどうするのかということでをどうするのかということで、、、、それはそれはそれはそれは校区校区校区校区のののの問題問題問題問題をををを頭頭頭頭にににに入入入入れながらであるけれながらであるけれながらであるけれながらであるけ

れどもれどもれどもれども、、、、線引線引線引線引きまではきまではきまではきまでは要求要求要求要求していないということですかしていないということですかしていないということですかしていないということですか。。。。    

事務局事務局事務局事務局がおっしゃったのはがおっしゃったのはがおっしゃったのはがおっしゃったのは、、、、部分的部分的部分的部分的なななな校区校区校区校区のののの変更変更変更変更をををを先行先行先行先行するということですねするということですねするということですねするということですね。。。。６６６６月月月月まままま

ではではではでは全体全体全体全体ではなくてではなくてではなくてではなく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丁目丁目丁目丁目についてのについてのについてのについての校区変更校区変更校区変更校区変更をををを先行先行先行先行させてさせてさせてさせて、、、、そのそのそのその後校区後校区後校区後校区

全体全体全体全体としてとしてとしてとして、、、、それもそれもそれもそれも含含含含めてめてめてめて諮問諮問諮問諮問にににに答答答答えるえるえるえる形形形形でででで答申答申答申答申をしたいということだとをしたいということだとをしたいということだとをしたいということだと思思思思いますいますいますいます。。。。    

まずあるべきまずあるべきまずあるべきまずあるべき姿姿姿姿というものをというものをというものをというものを審議会審議会審議会審議会でででで出出出出していただきますしていただきますしていただきますしていただきます。。。。そのそのそのその中中中中でででで個別個別個別個別のののの事情事情事情事情としてとしてとしてとして

すぐにすぐにすぐにすぐに対応対応対応対応するするするする必要必要必要必要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、、、、緑台中学緑台中学緑台中学緑台中学校校校校のののの問題問題問題問題をををを具体的具体的具体的具体的にににに答答答答えをいただけれえをいただけれえをいただけれえをいただけれ

ばばばば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。。。。長期長期長期長期にわたってにわたってにわたってにわたって検討検討検討検討していただくのがあるべきしていただくのがあるべきしていただくのがあるべきしていただくのがあるべき姿姿姿姿であるとであるとであるとである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。。。。    

すいませんすいませんすいませんすいません、、、、そこがそこがそこがそこが分分分分かりにくいのですがかりにくいのですがかりにくいのですがかりにくいのですが、、、、まずそこをまずそこをまずそこをまずそこを議論議論議論議論するということであればするということであればするということであればするということであれば、、、、

それがそれがそれがそれが終終終終わってからでないとわってからでないとわってからでないとわってからでないと緑台緑台緑台緑台のことはできませんよねのことはできませんよねのことはできませんよねのことはできませんよね。。。。    

あるべきあるべきあるべきあるべき姿姿姿姿がががが完成形完成形完成形完成形になるまでにになるまでにになるまでにになるまでに、、、、毎年入学生毎年入学生毎年入学生毎年入学生がでてきてがでてきてがでてきてがでてきて、、、、緑台緑台緑台緑台のののの問題問題問題問題をををを放置放置放置放置することすることすることすること

はできませんのではできませんのではできませんのではできませんので、、、、何何何何らかのらかのらかのらかの答答答答えをえをえをえを出出出出すすすす必要必要必要必要があるとがあるとがあるとがあると思思思思っていますっていますっていますっています。。。。    

まずまずまずまず議論議論議論議論はははは原則原則原則原則をををを決決決決めなさいとめなさいとめなさいとめなさいと、、、、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緑台緑台緑台緑台のことをのことをのことをのことを考考考考えられないえられないえられないえられない。。。。しかししかししかししかし

緑台緑台緑台緑台のことをのことをのことをのことを先行先行先行先行してくださいとしてくださいとしてくださいとしてくださいと言言言言われるわれるわれるわれるとととと、、、、議論議論議論議論ととととしてはしてはしてはしては錯綜錯綜錯綜錯綜してしまいしてしまいしてしまいしてしまいますますますます。。。。    

大大大大きなきなきなきな枠枠枠枠があってがあってがあってがあって、、、、そのそのそのその枠枠枠枠がががが決決決決まってからでないとまってからでないとまってからでないとまってからでないと個別個別個別個別のことはできないとのことはできないとのことはできないとのことはできないと考考考考えるのでえるのでえるのでえるので

はなくてはなくてはなくてはなくて、、、、一般的一般的一般的一般的にはにはにはには大大大大きいきいきいきい枠枠枠枠をををを決決決決めてからめてからめてからめてから個別個別個別個別のののの問題問題問題問題をするんですがをするんですがをするんですがをするんですが、、、、そうしていてはそうしていてはそうしていてはそうしていては

個別個別個別個別のののの問題問題問題問題がががが解決解決解決解決しませんのでしませんのでしませんのでしませんので、、、、大大大大きなきなきなきな問題問題問題問題はははは継続的継続的継続的継続的にににに検討検討検討検討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、、、、そのそのそのその前前前前にににに緑緑緑緑

台台台台のののの問題問題問題問題をををを先先先先にににに検討検討検討検討していただきたいしていただきたいしていただきたいしていただきたい。。。。方法方法方法方法としてはとしてはとしてはとしては、、、、校区校区校区校区のののの変更変更変更変更もあるもあるもあるもある中中中中でどうしたらでどうしたらでどうしたらでどうしたら

いいのかというようないいのかというようないいのかというようないいのかというような諮問内容諮問内容諮問内容諮問内容のののの工夫工夫工夫工夫がががが必要必要必要必要だとだとだとだ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。。。。    

まだまだまだまだ不明確不明確不明確不明確なななな部分部分部分部分もももも多多多多いのですがいのですがいのですがいのですが、、、、諮問諮問諮問諮問をどうするのかというのはをどうするのかというのはをどうするのかというのはをどうするのかというのは、、、、我我我我々々々々のののの問題問題問題問題ではあではあではあではあ

りませんがりませんがりませんがりませんが、、、、答答答答えはだいたいえはだいたいえはだいたいえはだいたい出出出出ているているているている状況状況状況状況でででで、、、、諮問諮問諮問諮問してくださいというしてくださいというしてくださいというしてくださいという形形形形になるわけですになるわけですになるわけですになるわけです

よねよねよねよね。。。。ですからですからですからですから諮問諮問諮問諮問がががが１１１１回回回回なのかなのかなのかなのか２２２２回回回回になるのかということもあるわけですになるのかということもあるわけですになるのかということもあるわけですになるのかということもあるわけです、、、、緑台緑台緑台緑台のことのことのことのこと

でででで一一一一つつつつ、、、、校区全体校区全体校区全体校区全体のことについてのことについてのことについてのことについて一一一一つつつつ、、、、あるいはそれをあるいはそれをあるいはそれをあるいはそれをセットセットセットセットにしてにしてにしてにして一一一一つのつのつのつの諮問諮問諮問諮問にするとにするとにするとにすると

いういういういう形形形形もありますもありますもありますもあります。。。。諮問諮問諮問諮問のののの形形形形もももも少少少少しししし知恵知恵知恵知恵をををを働働働働かかかかせてどういうせてどういうせてどういうせてどういう形形形形のののの諮問諮問諮問諮問であればであればであればであれば、、、、答答答答えをえをえをえを出出出出

しやすいのかしやすいのかしやすいのかしやすいのか、、、、これはこれはこれはこれは本来本来本来本来おかしいんですがおかしいんですがおかしいんですがおかしいんですが、、、、そういうそういうそういうそういう形形形形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。。。。    

答答答答えがえがえがえが決決決決まってからまってからまってからまってから諮問諮問諮問諮問するということするということするということするということですかねですかねですかねですかね。。。。校区校区校区校区をどうするのかはこれからをどうするのかはこれからをどうするのかはこれからをどうするのかはこれから始始始始まままま

ることでることでることでることで、、、、何一何一何一何一つつつつ答答答答えはえはえはえは決決決決まっていませんよねまっていませんよねまっていませんよねまっていませんよね。。。。ですからですからですからですから当面当面当面当面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人数人数人数人数のののの問題問題問題問題

ですかですかですかですか、、、、学級学級学級学級のののの問題問題問題問題、、、、それとそれとそれとそれと今今今今までどおりまでどおりまでどおりまでどおり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でいくのかでいくのかでいくのかでいくのか、、、、従来従来従来従来どおりのやりどおりのやりどおりのやりどおりのやり

方方方方でいくのかどうかというでいくのかどうかというでいくのかどうかというでいくのかどうかという問題問題問題問題でででで、、、、校区校区校区校区のののの問題問題問題問題はちょっとおいておきましょうというのがはちょっとおいておきましょうというのがはちょっとおいておきましょうというのがはちょっとおいておきましょうというのが

主旨主旨主旨主旨かなとかなとかなとかなと私私私私はははは感感感感じましたじましたじましたじました。。。。    
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とりあえずとりあえずとりあえずとりあえず６６６６月月月月まではそういうまではそういうまではそういうまではそういう形形形形でいくということでよろしいでしょうかでいくということでよろしいでしょうかでいくということでよろしいでしょうかでいくということでよろしいでしょうか。。。。    

全体全体全体全体のののの議論議論議論議論をこれまでにしていただいてをこれまでにしていただいてをこれまでにしていただいてをこれまでにしていただいて、、、、市内全体市内全体市内全体市内全体のののの校区校区校区校区のののの課題等課題等課題等課題等についてについてについてについて出出出出していたしていたしていたしていた

だくだくだくだく中中中中でででで、、、、６６６６月以降月以降月以降月以降にににに委員委員委員委員もももも替替替替わられるということもあってわられるということもあってわられるということもあってわられるということもあって、、、、当面当面当面当面できることできることできることできること、、、、やることやることやることやること

をををを先程申先程申先程申先程申しししし上上上上げましたげましたげましたげました。。。。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生徒数生徒数生徒数生徒数のののの大小大小大小大小やややや、、、、他他他他にもありますがにもありますがにもありますがにもありますが、、、、そのそのそのその中中中中でででで少少少少

しししし絞絞絞絞ればればればれば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ことをのことをのことをのことを今議論今議論今議論今議論していただいていましていただいていましていただいていましていただいていましてしてしてして、、、、そういったところがそういったところがそういったところがそういったところが喫緊喫緊喫緊喫緊

のののの課題課題課題課題ではではではでは浮上浮上浮上浮上しておりますしておりますしておりますしております。。。。６６６６月月月月末末末末でででで委員委員委員委員のののの方方方方々々々々もももも変変変変わられますのでわられますのでわられますのでわられますので、、、、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

論議論議論議論議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、、、、一定一定一定一定のののの答答答答えではなくてえではなくてえではなくてえではなくて課題課題課題課題とかとかとかとか成果成果成果成果といったものをいただいてといったものをいただいてといったものをいただいてといったものをいただいて、、、、そそそそ

れをれをれをれを一一一一つのつのつのつの条件条件条件条件としてとしてとしてとして考考考考えたいとえたいとえたいとえ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。。。。またまたまたまた平行平行平行平行してしてしてして全体全体全体全体のののの論議論議論議論議もあもあもあもありりりり、、、、それはそれはそれはそれは

一定継続一定継続一定継続一定継続していただくしていただくしていただくしていただく中中中中でででで、、、、両方両方両方両方をををを合合合合わせてわせてわせてわせて諮問諮問諮問諮問するかもしれませんしするかもしれませんしするかもしれませんしするかもしれませんし、、、、別別別別々々々々にさせていにさせていにさせていにさせてい

ただくただくただくただくかもしれませかもしれませかもしれませかもしれませ。。。。少少少少しおしおしおしお時間時間時間時間をををを取取取取っていただいてっていただいてっていただいてっていただいて、、、、そういうそういうそういうそういう課題等課題等課題等課題等についてについてについてについて議論議論議論議論いたいたいたいた

だいてだいてだいてだいて、、、、方向性方向性方向性方向性がががが一定一定一定一定でればでればでればでれば諮問諮問諮問諮問のことにのことにのことにのことに関関関関ししししてててて出出出出てこようかとてこようかとてこようかとてこようかと思思思思いますのでいますのでいますのでいますので、、、、そのそのそのその時時時時にににに

はおはおはおはお願願願願いしたいといしたいといしたいといしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。    

ということでということでということでということで、、、、６６６６月月月月のののの任期任期任期任期までにまでにまでにまでに少少少少なくともなくともなくともなくとも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ことについてのことについてのことについてのことについて統一的統一的統一的統一的なななな意見意見意見意見

をををを出出出出しておこうということだったとしておこうということだったとしておこうということだったとしておこう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。。。。    

期限的期限的期限的期限的にはにはにはには本当本当本当本当にににに迫迫迫迫っていますのでっていますのでっていますのでっていますので、、、、結論結論結論結論ががががでにくいでにくいでにくいでにくい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。。。。それはそれはそれはそれは６６６６月月月月をををを機機機機

にににに一定一定一定一定のののの方向性方向性方向性方向性がかなりかたまったがかなりかたまったがかなりかたまったがかなりかたまった形形形形になるとはになるとはになるとはになるとは限限限限りませんのでりませんのでりませんのでりませんので、、、、そのあたりはそのあたりはそのあたりはそのあたりはかたまっかたまっかたまっかたまっ

ていなくてもていなくてもていなくてもていなくても期限的期限的期限的期限的にはにはにはには少少少少しししし余裕余裕余裕余裕をををを持持持持ってってってって新新新新しいしいしいしいメンバメンバメンバメンバーーーー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することになすることになすることになすることにな

るかもしれませんるかもしれませんるかもしれませんるかもしれませんがががが、、、、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。。。。    

メンバーメンバーメンバーメンバーがががが替替替替わったとしてもわったとしてもわったとしてもわったとしても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継続継続継続継続しますのでしますのでしますのでしますので、、、、そういうそういうそういうそういう形形形形になろうかとになろうかとになろうかとになろうかと

思思思思いますいますいますいます。。。。最終的最終的最終的最終的にはにはにはには答申答申答申答申のののの段階段階段階段階でででで決決決決まってくるということですまってくるということですまってくるということですまってくるということです。。。。一定一定一定一定のののの了解事項了解事項了解事項了解事項としてとしてとしてとして

議論議論議論議論はできるかなとはできるかなとはできるかなとはできるかなと思思思思いますいますいますいます。。。。    

一番最初一番最初一番最初一番最初にににに申申申申しししし上上上上げたことげたことげたことげたこと、、、、原則原則原則原則をめぐってどういうふうにをめぐってどういうふうにをめぐってどういうふうにをめぐってどういうふうに考考考考えるかえるかえるかえるか、、、、教育教育教育教育のののの平等性平等性平等性平等性ああああ

るいはるいはるいはるいは教育内容教育内容教育内容教育内容がががが従前従前従前従前のものであるべきだというのがのものであるべきだというのがのものであるべきだというのがのものであるべきだというのが一点一点一点一点。。。。もうもうもうもう一点一点一点一点はははは通学距離通学距離通学距離通学距離、、、、これはこれはこれはこれは

安全安全安全安全とのとのとのとの関関関関わりでわりでわりでわりで、、、、できるだけできるだけできるだけできるだけ短短短短くするべきだということくするべきだということくするべきだということくするべきだということ。。。。三点目三点目三点目三点目ははははコミュニティコミュニティコミュニティコミュニティとのとのとのとの関関関関

係係係係でででで、、、、コミュニコミュニコミュニコミュニティティティティ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ないようにれないようにれないようにれないように設定設定設定設定するするするする必要必要必要必要があるだろうということでがあるだろうということでがあるだろうということでがあるだろうということで、、、、

全体全体全体全体としてとしてとしてとして申申申申しししし上上上上げましたげましたげましたげました。。。。そのそのそのその中中中中でででで第一点目第一点目第一点目第一点目のののの教育教育教育教育のののの平等平等平等平等ということでいいますとということでいいますとということでいいますとということでいいますと、、、、昨昨昨昨

年年年年はははは非常非常非常非常にににに困困困困ったったったった状態状態状態状態があがあがあがありりりり、、、、緑台中学校緑台中学校緑台中学校緑台中学校についてはもうについてはもうについてはもうについてはもう少少少少しししし人数人数人数人数があったがあったがあったがあった方方方方がいいだろがいいだろがいいだろがいいだろ

うというごうというごうというごうというご意見意見意見意見がありましたがありましたがありましたがありました。。。。またまたまたまた、、、、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丁目丁目丁目丁目をををを仮仮仮仮にににに校区変更校区変更校区変更校区変更してもしてもしてもしてもコミュコミュコミュコミュ

ニティニティニティニティとしてはとしてはとしてはとしては切切切切れないのでれないのでれないのでれないので、、、、問題問題問題問題はないのではないかというごはないのではないかというごはないのではないかというごはないのではないかというご意見意見意見意見もありましたもありましたもありましたもありました。。。。問題問題問題問題

はははは通学距離通学距離通学距離通学距離やややや子子子子どものどものどものどもの安全安全安全安全についてどうかということがありますについてどうかということがありますについてどうかということがありますについてどうかということがあります。。。。ただこれについてはどただこれについてはどただこれについてはどただこれについてはど

うしようもないうしようもないうしようもないうしようもない部分部分部分部分があってがあってがあってがあって、、、、校区変更校区変更校区変更校区変更すればそこすればそこすればそこすればそこにににに不満不満不満不満がたまってくるがたまってくるがたまってくるがたまってくる可能性可能性可能性可能性がありまがありまがありまがありま

すすすす。。。。三三三三つつつつ原則原則原則原則めいたものがあったとすればめいたものがあったとすればめいたものがあったとすればめいたものがあったとすれば、、、、二二二二つまではいいんだけれどもつまではいいんだけれどもつまではいいんだけれどもつまではいいんだけれども、、、、後後後後のののの一一一一つがつがつがつが課課課課

題題題題としてとしてとしてとして残残残残るのかなとるのかなとるのかなとるのかなと思思思思いますいますいますいます。。。。これはこれはこれはこれは解決不可能解決不可能解決不可能解決不可能なななな課題課題課題課題であるとであるとであるとであると思思思思いますいますいますいます。。。。ただただただただ原則原則原則原則のののの

中中中中にににに順序順序順序順序をををを付付付付けるべきではないかというけるべきではないかというけるべきではないかというけるべきではないかという議論議論議論議論もおそらくあるともおそらくあるともおそらくあるともおそらくあると思思思思いますいますいますいます。。。。    

原則論原則論原則論原則論でいくとでいくとでいくとでいくと一番一番一番一番はははは教育教育教育教育のののの平等性平等性平等性平等性でででで、、、、これはこれはこれはこれは必必必必ずずずず確保確保確保確保していただきたいとしていただきたいとしていただきたいとしていただきたいと思思思思っていまっていまっていまっていま

すすすす。。。。これがこれがこれがこれが全全全全てのてのてのての基礎基礎基礎基礎だとだとだとだ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。。。。地域地域地域地域とのとのとのとの関連性関連性関連性関連性のののの問題問題問題問題はははは今後今後今後今後どういうどういうどういうどういう形形形形でででで進進進進んんんん

でいくのかでいくのかでいくのかでいくのか、、、、将来的将来的将来的将来的にはまだわからないのでにはまだわからないのでにはまだわからないのでにはまだわからないので、、、、教育教育教育教育のののの平等性平等性平等性平等性がががが原則確保原則確保原則確保原則確保できるならできるならできるならできるなら、、、、一時一時一時一時

的的的的にそれのみにそれのみにそれのみにそれのみをををを重視重視重視重視してしてしてして答申答申答申答申するというのもするというのもするというのもするというのも有有有有りなのかなとりなのかなとりなのかなとりな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、、、、今緑台今緑台今緑台今緑台がががが

議論議論議論議論になっていますがになっていますがになっていますがになっていますが、、、、多田中学校区多田中学校区多田中学校区多田中学校区になっているになっているになっているになっている緑台緑台緑台緑台１１１１丁目丁目丁目丁目からからからから５５５５丁目丁目丁目丁目をひとまずをひとまずをひとまずをひとまず緑台緑台緑台緑台

中学校区中学校区中学校区中学校区にににに変変変変えるとえるとえるとえると、、、、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運用運用運用運用をををを変変変変えていくえていくえていくえていく、、、、例例例例えばえばえばえば緑台緑台緑台緑台だけはだけはだけはだけは５５５５パーセントパーセントパーセントパーセント
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運用運用運用運用をしませんというをしませんというをしませんというをしませんという話話話話をするとをするとをするとをすると、、、、校区審議会校区審議会校区審議会校区審議会のののの５５５５パーセントパーセントパーセントパーセントのののの原則原則原則原則がががが崩崩崩崩れてしまうのれてしまうのれてしまうのれてしまうの

でででで、、、、これはあまりこれはあまりこれはあまりこれはあまり適当適当適当適当ではないではないではないではないでしょうでしょうでしょうでしょう。。。。ただただただただ例外的例外的例外的例外的にににに前回緑台中学校区前回緑台中学校区前回緑台中学校区前回緑台中学校区にににに関関関関してはしてはしてはしては小規小規小規小規

模校模校模校模校にににになるなるなるなる問題問題問題問題ををををクリアクリアクリアクリアするためにやったするためにやったするためにやったするためにやった措置措置措置措置ですよとですよとですよとですよと。。。。ここでここでここでここで教育教育教育教育のののの条件条件条件条件のののの部分部分部分部分ををををクリクリクリクリ

アアアアするんですがするんですがするんですがするんですが、、、、ずっとそれをずっとそれをずっとそれをずっとそれを言言言言いいいい続続続続けるのならけるのならけるのならけるのなら、、、、どうしてどうしてどうしてどうして校区校区校区校区をををを変変変変えないのかというえないのかというえないのかというえないのかという問問問問

題題題題になってしまうのでになってしまうのでになってしまうのでになってしまうので、、、、やはりここはやはりここはやはりここはやはりここは一度一度一度一度、、、、緑台中学校区緑台中学校区緑台中学校区緑台中学校区はははは考考考考えないといけないのかなとえないといけないのかなとえないといけないのかなとえ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。。。。    

またまたまたまた、、、、隣接隣接隣接隣接しているしているしているしている東谷東谷東谷東谷のののの問題問題問題問題もももも次次次次にににに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。。。。耐震化耐震化耐震化耐震化でででで移動移動移動移動しないといけしないといけしないといけしないといけ

ないうえにないうえにないうえにないうえに、、、、子子子子どもがどもがどもがどもが増増増増えてえてえてえて教室教室教室教室がががが足足足足りなくなるりなくなるりなくなるりなくなる。。。。隣接隣接隣接隣接しているしているしているしている学校学校学校学校はははは緑台中学校緑台中学校緑台中学校緑台中学校であるであるであるである

というというというという問題問題問題問題でででで、、、、そこをにらみながらそこをにらみながらそこをにらみながらそこをにらみながら話話話話をしていかないといけないのではないかとをしていかないといけないのではないかとをしていかないといけないのではないかとをしていかないといけないのではないかと思思思思いまいまいまいま

すすすす。。。。    

東谷東谷東谷東谷のののの問題問題問題問題はははは最初最初最初最初にににに私私私私もももも申申申申しししし上上上上げましたがげましたがげましたがげましたが、、、、コミュニティコミュニティコミュニティコミュニティとのとのとのとの関係関係関係関係がけっこうかかるかがけっこうかかるかがけっこうかかるかがけっこうかかるか

なとなとなと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。。。。    

東谷東谷東谷東谷ははははコミュニティコミュニティコミュニティコミュニティのののの意識意識意識意識がががが非常非常非常非常にににに強強強強いんですいんですいんですいんです。。。。特特特特にににに西畦野地域西畦野地域西畦野地域西畦野地域というのはというのはというのはというのは昔昔昔昔からのからのからのからの家家家家

がががが残残残残っていますのでっていますのでっていますのでっていますので、、、、そういうそういうそういうそういう関係関係関係関係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がががが強強強強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。。。。    

東谷東谷東谷東谷についてはについてはについてはについては多分多分多分多分、、、、次次次次のののの課題課題課題課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いますがいますがいますがいますが、、、、校区全体校区全体校区全体校区全体のののの審議審議審議審議をするときをするときをするときをするとき

のののの対象対象対象対象にしたいとにしたいとにしたいとにしたいと思思思思っていますのでっていますのでっていますのでっていますので、、、、当面当面当面当面はははは緑台緑台緑台緑台にににに集中集中集中集中したしたしたした方方方方がががが能率的能率的能率的能率的だろうとだろうとだろうとだろうと思思思思いまいまいまいま

すすすす。。。。    

昨年昨年昨年昨年のののの生徒数生徒数生徒数生徒数ですがですがですがですが、、、、陽明小学校陽明小学校陽明小学校陽明小学校がががが３１５３１５３１５３１５名名名名、、、、緑台小学校緑台小学校緑台小学校緑台小学校がががが４１５４１５４１５４１５名名名名でででで、、、、あわせてあわせてあわせてあわせて７３７３７３７３

００００名名名名。。。。緑台中学校緑台中学校緑台中学校緑台中学校がががが２７４２７４２７４２７４名名名名、、、、多田中学校多田中学校多田中学校多田中学校がががが８６４８６４８６４８６４名名名名ですですですです。。。。多田中学校多田中学校多田中学校多田中学校のののの１１１１学年学年学年学年がががが緑台中緑台中緑台中緑台中

学校全体学校全体学校全体学校全体よりよりよりより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。。。。今年今年今年今年もそうでしたもそうでしたもそうでしたもそうでした。。。。２８０２８０２８０２８０数名数名数名数名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入入入入られまられまられまられま

したしたしたした。。。。我我我我々々々々のののの時代時代時代時代ではではではでは２２２２小学校小学校小学校小学校からからからから中学校中学校中学校中学校にににに行行行行けばけばけばけば、、、、中学校中学校中学校中学校のののの方方方方がががが規模規模規模規模がががが大大大大きくなるはずきくなるはずきくなるはずきくなるはず

でででで、、、、それがそれがそれがそれが逆逆逆逆にににに少少少少なくなっていますなくなっていますなくなっていますなくなっています。。。。明明明明らかにらかにらかにらかにアンバランスアンバランスアンバランスアンバランス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話話話話がががが出出出出ていますがていますがていますがていますが、、、、平野地区平野地区平野地区平野地区もももも課題課題課題課題としてあるのかなととしてあるのかなととしてあるのかなととしてあるのかなと思思思思いまいまいまいま

すすすす。。。。平野平野平野平野はははは現在多田東小学校区現在多田東小学校区現在多田東小学校区現在多田東小学校区になっていましてになっていましてになっていましてになっていまして、、、、大大大大きなきなきなきな道路道路道路道路をををを渡渡渡渡らないといけないのでらないといけないのでらないといけないのでらないといけないので、、、、

緑台小学校緑台小学校緑台小学校緑台小学校へのへのへのへの要望要望要望要望がけっこうあるのではないかとがけっこうあるのではないかとがけっこうあるのではないかとがけっこうあるのではないかと思思思思いますいますいますいます。。。。    

それとそれとそれとそれと先程距離先程距離先程距離先程距離のののの話話話話がでましたががでましたががでましたががでましたが、、、、距離距離距離距離にににに関関関関してはしてはしてはしては、、、、中学生中学生中学生中学生にもなればにもなればにもなればにもなれば特特特特にににに問題問題問題問題にするにするにするにする

ほどでもないのかなというほどでもないのかなというほどでもないのかなというほどでもないのかなという思思思思いはありますいはありますいはありますいはあります。。。。    

法律的法律的法律的法律的にはにはにはには小学校小学校小学校小学校はははは４４４４キロメートルキロメートルキロメートルキロメートル以内以内以内以内、、、、中学校中学校中学校中学校はははは６６６６キロメートルキロメートルキロメートルキロメートル以内以内以内以内にということでにということでにということでにということで

すのですのですのですので、、、、法律的法律的法律的法律的にはにはにはにはクリアクリアクリアクリアされているのかなとされているのかなとされているのかなとされているのかなと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、ただただただただ心情的心情的心情的心情的にににに近近近近いかいかいかいか遠遠遠遠いかといかといかといかと

いうのはあるというのはあるというのはあるというのはあると思思思思いますいますいますいます。。。。    

平野平野平野平野についてはについてはについてはについては、、、、申請申請申請申請のののの人数人数人数人数をををを見見見見ればればればれば校区変更校区変更校区変更校区変更というのはというのはというのはというのは明明明明らかにらかにらかにらかに検討検討検討検討のののの必要必要必要必要があったがあったがあったがあった

とととと思思思思っていてっていてっていてっていて、、、、そのそのそのその地域地域地域地域のののの方方方方もどんどんもどんどんもどんどんもどんどん子子子子どもがどもがどもがどもが大大大大きくなっていてきくなっていてきくなっていてきくなっていて、、、、そのそのそのその必要性必要性必要性必要性がががが低低低低くなくなくなくな

ってきたのかなとってきたのかなとってきたのかなとってきたのかなと思思思思いますいますいますいます。。。。今今今今はははは多田地域多田地域多田地域多田地域からからからから明峰明峰明峰明峰にいっているにいっているにいっているにいっている地区地区地区地区ががががピークピークピークピークにあるのかにあるのかにあるのかにあるのか

なとなとなとなと思思思思いますいますいますいます。。。。    

委員委員委員委員がおっしゃったことはがおっしゃったことはがおっしゃったことはがおっしゃったことは、、、、おそらくおそらくおそらくおそらく校区全体校区全体校区全体校区全体にににに関関関関わることかなとわることかなとわることかなとわることかなと思思思思いますいますいますいます。。。。小学校区小学校区小学校区小学校区

もももも含含含含めためためためた再編再編再編再編をををを考考考考えなければえなければえなければえなければ、、、、今今今今おおおおっしゃったことについてはなかなかっしゃったことについてはなかなかっしゃったことについてはなかなかっしゃったことについてはなかなか解決解決解決解決しないのかなしないのかなしないのかなしないのかな

ととと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をどうをどうをどうをどう中学校中学校中学校中学校にににに統一統一統一統一するかするかするかするか、、、、割割割割りりりり振振振振るかというるかというるかというるかという議論議論議論議論ではなくてではなくてではなくてではなくて、、、、小学校区小学校区小学校区小学校区もももも含含含含めめめめ

たたたた全体全体全体全体のののの校区編成校区編成校区編成校区編成にににに関関関関わるだろうとわるだろうとわるだろうとわるだろう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審議会校区審議会校区審議会校区審議会のののの議論議論議論議論のののの対象対象対象対象ですのでですのでですのでですので、、、、

避避避避けてけてけてけて通通通通ることができないかとることができないかとることができないかとることができ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、、、、議事運営議事運営議事運営議事運営のののの面面面面からからからから言言言言いますといますといますといますと、、、、６６６６月月月月をををを一一一一
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旦旦旦旦のののの区切区切区切区切りとりとりとりと考考考考えていますのでえていますのでえていますのでえていますので、、、、それそれそれそれ以降以降以降以降にそういうにそういうにそういうにそういう話話話話もできればともできればともできればともできれば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。。。。    

今今今今おっしゃったことはおっしゃったことはおっしゃったことはおっしゃったことは、、、、とてもとてもとてもとても大事大事大事大事なことだとなことだとなことだとなことだと思思思思っていますっていますっていますっています。。。。我我我我々々々々のののの議論議論議論議論としてとしてとしてと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丁目丁目丁目丁目までしていますがまでしていますがまでしていますがまでしていますが、、、、平野平野平野平野のののの問題問題問題問題だとかそのだとかそのだとかそのだとかその他他他他もももも議論議論議論議論するするするする必要必要必要必要があるとがあるとがあるとがあると考考考考ええええ

ていますていますていますています。。。。    

先程委員先程委員先程委員先程委員もおっしゃったようにもおっしゃったようにもおっしゃったようにもおっしゃったように、、、、教育教育教育教育のののの平等性平等性平等性平等性というものがというものがというものがというものが保護者保護者保護者保護者としてとしてとしてとして一番求一番求一番求一番求めていめていめていめてい

るるるる部分部分部分部分でもありますのででもありますのででもありますのででもありますので、、、、実際実際実際実際にそうであるということもおにそうであるということもおにそうであるということもおにそうであるということも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。。。。教育教育教育教育のののの平等平等平等平等

性性性性とととと通学上通学上通学上通学上のののの安全安全安全安全、、、、子子子子どもどもどもどもにとってよりにとってよりにとってよりにとってより良良良良いいいい形形形形でででで、、、、どどどどういったういったういったういった流流流流れがれがれがれが一番一番一番一番いいのかといういいのかといういいのかといういいのかという

ところをところをところをところを一番一番一番一番にににに考考考考えていただければとえていただければとえていただければとえていただければと思思思思っていますっていますっていますっています。。。。それはそれはそれはそれは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のののの連携連携連携連携だとだとだとだと思思思思

っていますのでっていますのでっていますのでっていますので、、、、そのあたりもそのあたりもそのあたりもそのあたりも含含含含めてめてめてめて議論議論議論議論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。。。。    

色色色色々々々々とととと課題課題課題課題をいただいたようですがをいただいたようですがをいただいたようですがをいただいたようですが、、、、校区全体校区全体校区全体校区全体をををを審議審議審議審議するときにはするときにはするときにはするときには、、、、中学校中学校中学校中学校からはじめからはじめからはじめからはじめ

るのではなるのではなるのではなるのではなくてくてくてくて、、、、小学校小学校小学校小学校からはじめるからはじめるからはじめるからはじめる必要必要必要必要があるかなとがあるかなとがあるかなとがある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からはじめないからはじめないからはじめないからはじめない

とととと、、、、子子子子どもがどもがどもがどもが別別別別れていくときにれていくときにれていくときにれていくときにバラバラバラバラバラバラバラバラになってしまうということですになってしまうということですになってしまうということですになってしまうということです。。。。コミュニティコミュニティコミュニティコミュニティとととと

のののの繋繋繋繋がりはがりはがりはがりは重要重要重要重要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をををを先行先行先行先行してしてしてして議論議論議論議論してしてしてして、、、、中学校区中学校区中学校区中学校区にににに繋繋繋繋げていくということげていくということげていくということげていくということ

でないとでないとでないとでないと、、、、おそらくおそらくおそらくおそらく解解解解はでないであろうとはでないであろうとはでないであろうとはでないであろうと思思思思いますいますいますいます。。。。中学校中学校中学校中学校からからからから急急急急にににに引引引引っっっっ張張張張ってくるとかってくるとかってくるとかってくるとか、、、、

人数人数人数人数がががが足足足足りないからどうするということではなくてりないからどうするということではなくてりないからどうするということではなくてりないからどうするということではなくて、、、、小学校区小学校区小学校区小学校区もももも議論議論議論議論のののの対象対象対象対象にしなければにしなければにしなければにしなければ

全体全体全体全体ののののバランスバランスバランスバランスがとれないかなとがとれないかなとがとれないかなとがとれないかなと思思思思いますいますいますいます。。。。これはこれはこれはこれは記録記録記録記録にとどめていただいてにとどめていただいてにとどめていただいてにとどめていただいて、、、、校区全体校区全体校区全体校区全体

のののの論議論議論議論議をするときにごをするときにごをするときにごをするときにご意見意見意見意見をををを活活活活かしていきたかしていきたかしていきたかしていきたいといといといと思思思思いますいますいますいます。。。。    

東谷東谷東谷東谷のことにのことにのことにのことに関関関関してはしてはしてはしては、、、、先程先程先程先程からごからごからごからご意見意見意見意見がでていますようにがでていますようにがでていますようにがでていますように、、、、保護者保護者保護者保護者からすればからすればからすればからすれば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させたいというけさせたいというけさせたいというけさせたいという気持気持気持気持ちがちがちがちが一番高一番高一番高一番高いといといといと思思思思いますいますいますいます。。。。今回今回今回今回のののの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にににに関関関関しししし

てはてはてはては、、、、教員教員教員教員のののの数数数数のののの問題問題問題問題もももも含含含含めてめてめてめて、、、、緑台中学校緑台中学校緑台中学校緑台中学校にににに通通通通うううう子子子子どもどもどもども達達達達がががが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ことがけることがけることがけることが

できなくなるというできなくなるというできなくなるというできなくなるという状況状況状況状況のののの中中中中でででで、、、、特例措置特例措置特例措置特例措置としてとしてとしてとして認認認認めためためためた経緯経緯経緯経緯がありましたがありましたがありましたがありました。。。。    

扇扇扇扇のののの経営経営経営経営というのがありましてというのがありましてというのがありましてというのがありまして、、、、景気景気景気景気のいいときはのいいときはのいいときはのいいときは扇扇扇扇をををを広広広広げてげてげてげて、、、、景気景気景気景気がががが悪悪悪悪くなればくなればくなればくなれば扇扇扇扇をををを

狭狭狭狭めるというめるというめるというめるという形形形形でででで、、、、そういうそういうそういうそういう考考考考ええええ方方方方、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる生徒数生徒数生徒数生徒数がががが多多多多いときはどうするのかいときはどうするのかいときはどうするのかいときはどうするのか、、、、生徒数生徒数生徒数生徒数

がががが少少少少なくなったときはどうするのなくなったときはどうするのなくなったときはどうするのなくなったときはどうするのかというところでかというところでかというところでかというところで、、、、それがそれがそれがそれが校区校区校区校区のののの線引線引線引線引きとしてきとしてきとしてきとして変変変変えていえていえていえてい

けるのであればけるのであればけるのであればけるのであれば、、、、それそれそれそれ以上以上以上以上のものはないのではないかとのものはないのではないかとのものはないのではないかとのものはないのではないかと思思思思いますいますいますいます。。。。    

ちなみにちなみにちなみにちなみに私私私私がががが子子子子どものどものどものどもの頃頃頃頃はははは、、、、校区校区校区校区がよくがよくがよくがよく変変変変わっていましたわっていましたわっていましたわっていました。。。。人人人人がががが増増増増えていったえていったえていったえていった時代時代時代時代でしでしでしでし

たのでたのでたのでたので、、、、新新新新しいしいしいしい小学校小学校小学校小学校ができるとができるとができるとができると校区校区校区校区がががが変変変変わりましたわりましたわりましたわりました。。。。それにそれにそれにそれに関関関関してしてしてして小学生小学生小学生小学生のののの立場立場立場立場でででで言言言言ええええ

ばばばば、、、、そうなのかというそうなのかというそうなのかというそうなのかという程度程度程度程度でしたでしたでしたでした。。。。そういうそういうそういうそういう経験経験経験経験をしていてをしていてをしていてをしていて、、、、子子子子どもながらにどもながらにどもながらにどもながらに特特特特にこれとにこれとにこれとにこれと

いっていっていっていって抵抗抵抗抵抗抵抗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。。。。保護者保護者保護者保護者やややや近所近所近所近所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方方方方々々々々はははは色色色色々々々々とととと意見意見意見意見はあっはあっはあっはあっ

たとはたとはたとはたとは思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、子子子子どものどものどものどもの思思思思いとしてはいとしてはいとしてはいとしては、、、、そんなにないのではないかとそんなにないのではないかとそんなにないのではないかとそんなにないのではないかと思思思思いますいますいますいます。。。。親親親親のののの

思思思思いいいい、、、、地域地域地域地域のののの思思思思いいいい、、、、教育者教育者教育者教育者のののの思思思思いはいはいはい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いますいますいますがががが、、、、そういったことからそういったことからそういったことからそういったことから、、、、一一一一つつつつ

子子子子どもにどもにどもにどもにどういうどういうどういうどういう影響影響影響影響があるかというがあるかというがあるかというがあるかという視点視点視点視点もこのもこのもこのもこの中中中中にににに入入入入れておくべきではないかとれておくべきではないかとれておくべきではないかとれておくべきではないか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のののの問題問題問題問題についてについてについてについて、、、、あるあるあるある程度程度程度程度のののの結論結論結論結論めいたものをまずめいたものをまずめいたものをまずめいたものをまず出出出出すのかすのかすのかすのか出出出出さないのかさないのかさないのかさないのか、、、、

色色色色々々々々なななな意見意見意見意見をををを出出出出されていますがされていますがされていますがされていますが、、、、本審議会本審議会本審議会本審議会としてはとしてはとしてはとしては６６６６月末月末月末月末までにまでにまでにまで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関関関関してのしてのしてのしての結結結結

論論論論をををを出出出出すのかすのかすのかすのか出出出出さないのかというのをさないのかというのをさないのかというのをさないのかというのを決決決決めていかないとめていかないとめていかないとめていかないと、、、、思思思思っていることはどんどんっていることはどんどんっていることはどんどんっていることはどんどん言言言言うううう

けれどもそれだけでけれどもそれだけでけれどもそれだけでけれどもそれだけで終終終終わってしまうのかなというわってしまうのかなというわってしまうのかなというわってしまうのかなという感感感感じがしますがじがしますがじがしますがじがしますが、、、、そのへんはどうでしょそのへんはどうでしょそのへんはどうでしょそのへんはどうでしょ

うかうかうかうか。。。。    

先程申先程申先程申先程申しししし上上上上げたようにげたようにげたようにげたように、、、、出出出出したいとしたいとしたい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。。。。ただしただしただしただし正式正式正式正式なななな答申答申答申答申ではなくてではなくてではなくてではなくて、、、、諮問諮問諮問諮問

にににに対対対対してしてしてして答答答答えるときにえるときにえるときにえるときに正式正式正式正式なななな答申答申答申答申としてだすということですとしてだすということですとしてだすということですとしてだすということです。。。。緑台緑台緑台緑台についてはについてはについてはについては、、、、議論議論議論議論をををを煮煮煮煮
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詰詰詰詰めていただいてめていただいてめていただいてめていただいて、、、、諮問諮問諮問諮問がががが出出出出ればすぐにればすぐにればすぐにればすぐに答申答申答申答申がががが出出出出せるようなせるようなせるようなせるような形形形形をとりたいなとをとりたいなとをとりたいなとをとりたいなと思思思思っておりっておりっておりっており

ますますますます。。。。    

私私私私はははは歴史的歴史的歴史的歴史的なななな問題問題問題問題もあるともあるともあるともあると思思思思っていますっていますっていますっています。。。。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順番順番順番順番にににに開発開発開発開発

されてされてされてされて、、、、そのそのそのその当時当時当時当時はははは緑台中学校緑台中学校緑台中学校緑台中学校がなかったのでがなかったのでがなかったのでがなかったので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ましたっていましたっていましたっていました。。。。徐徐徐徐々々々々にににに開発開発開発開発

がががが進進進進んでんでんでんで人口人口人口人口がががが増増増増ええええ、、、、子子子子どもがどもがどもがどもが増増増増えてえてえてえて、、、、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。。。。本来本来本来本来はそのはそのはそのはその時時時時にににに緑台緑台緑台緑台はははは

緑台中学校区緑台中学校区緑台中学校区緑台中学校区にしておにしておにしておにしておけばけばけばけばよかったよかったよかったよかったんだんだんだんだとととと思思思思いますいますいますいます。。。。そそそそのののの問題問題問題問題がががが一一一一つありますつありますつありますつあります。。。。普通普通普通普通にににに考考考考

えればえればえればえれば緑台小学校緑台小学校緑台小学校緑台小学校にににに行行行行っているっているっているっている子子子子どもとどもとどもとどもと、、、、陽明小学校陽明小学校陽明小学校陽明小学校にににに行行行行っているっているっているっている子子子子どもがどもがどもがどもが緑台中学校緑台中学校緑台中学校緑台中学校にににに

行行行行けばけばけばけば何何何何もももも問題問題問題問題はないとはないとはないとはないと思思思思いますいますいますいます。。。。歴史的歴史的歴史的歴史的にそういうにそういうにそういうにそういう経緯経緯経緯経緯があったということでがあったということでがあったということでがあったということで、、、、私私私私はははは地地地地

元元元元のののの方方方方ががががどのようにどのようにどのようにどのように考考考考えてらっしゃるのかというのをえてらっしゃるのかというのをえてらっしゃるのかというのをえてらっしゃるのかというのを尊重尊重尊重尊重すべきだとすべきだとすべきだとすべきだと思思思思いますいますいますいます。。。。聞聞聞聞いてみいてみいてみいてみ

ればればればれば、、、、緑台小学校緑台小学校緑台小学校緑台小学校、、、、陽明小学校陽明小学校陽明小学校陽明小学校にににに行行行行っているっているっているっている方方方方はははは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べきだとくべきだとくべきだとくべきだと。。。。これはこれはこれはこれは平等平等平等平等

性性性性、、、、先程先程先程先程からからからから言言言言われているようにわれているようにわれているようにわれているように、、、、人数的人数的人数的人数的なものはなものはなものはなものはクリアクリアクリアクリアできるとできるとできるとできる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、、、、このこのこのこの審議会審議会審議会審議会でそこまででそこまででそこまででそこまで踏踏踏踏みみみみ込込込込んでんでんでんで、、、、緑台小学校緑台小学校緑台小学校緑台小学校、、、、陽明小学校陽明小学校陽明小学校陽明小学校はははは緑台中学校緑台中学校緑台中学校緑台中学校にににに

しますとしますとしますとしますと言言言言ええええるのかどうかということなんでするのかどうかということなんでするのかどうかということなんでするのかどうかということなんです。。。。    

東谷地域東谷地域東谷地域東谷地域をををを見見見見ればればればれば、、、、本来本来本来本来はははは大和団地大和団地大和団地大和団地のののの中中中中にににに中学校中学校中学校中学校があってもよかったかもしれませんがあってもよかったかもしれませんがあってもよかったかもしれませんがあってもよかったかもしれません

しししし、、、、北陵地域北陵地域北陵地域北陵地域でもでもでもでも中学校用地中学校用地中学校用地中学校用地はあるけれどもできないはあるけれどもできないはあるけれどもできないはあるけれどもできない。。。。もしもしもしもし造造造造っていればっていればっていればっていれば同同同同じじじじ様様様様なななな問題問題問題問題がががが

でていたのかもしれませんでていたのかもしれませんでていたのかもしれませんでていたのかもしれません。。。。たまたまたまたまたまたまたまたま緑台緑台緑台緑台はははは急速急速急速急速にににに人口人口人口人口がががが増増増増ええええ、、、、学校用地学校用地学校用地学校用地もあったのでもあったのでもあったのでもあったので造造造造

ったけれどもったけれどもったけれどもったけれども、、、、地図地図地図地図をををを見見見見ればわかるようにればわかるようにればわかるようにればわかるように、、、、東谷地域東谷地域東谷地域東谷地域はかなりはかなりはかなりはかなり広広広広いですがいですがいですがいですが中学校中学校中学校中学校はははは一一一一つだつだつだつだ

けですけですけですけです。。。。多田地域多田地域多田地域多田地域にはにはにはには中学校中学校中学校中学校がががが三三三三つありますつありますつありますつあります。。。。南部地域南部地域南部地域南部地域はははは中学校中学校中学校中学校がががが二二二二つあるとつあるとつあるとつあると。。。。本来本来本来本来はははは東東東東

谷地域谷地域谷地域谷地域でででで団地開発団地開発団地開発団地開発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中学校中学校中学校中学校ができていなければならないはずがができていなければならないはずがができていなければならないはずがができていなければならないはずが、、、、人口人口人口人口がががが急激急激急激急激

にににに増増増増えなかったためにえなかったためにえなかったためにえなかったために現状現状現状現状できているというできているというできているというできているという歴史的歴史的歴史的歴史的なものがあるとなものがあるとなものがあるとなものがある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ほとんどがはほとんどがはほとんどがはほとんどが一戸建一戸建一戸建一戸建てなんですてなんですてなんですてなんです。。。。何故何故何故何故かとかとかとかと言言言言いますといますといますといますと、、、、マンションマンションマンションマンション

なんかがなんかがなんかがなんかが建建建建てられないようにてられないようにてられないようにてられないように都市計画都市計画都市計画都市計画でででで決決決決められていましてめられていましてめられていましてめられていまして、、、、初初初初めはめはめはめは住住住住みよいからというみよいからというみよいからというみよいからという

ことでことでことでことで喜喜喜喜んでいましたがんでいましたがんでいましたがんでいましたが、、、、だんだんだんだんだんだんだんだん年年年年をとってきてをとってきてをとってきてをとってきて、、、、当時当時当時当時はははは家家家家がががが高高高高かったのでかったのでかったのでかったので若若若若いいいい人人人人はははは買買買買

えなくてえなくてえなくてえなくて、、、、そのままそのままそのままそのまま推移推移推移推移してきましたしてきましたしてきましたしてきました。。。。多田中学校区多田中学校区多田中学校区多田中学校区はははは集合住宅集合住宅集合住宅集合住宅があってがあってがあってがあって、、、、今後今後今後今後もももも増増増増えてえてえてえて

いくいくいくいく傾向傾向傾向傾向にあるんだとにあるんだとにあるんだとにあるんだと思思思思いますいますいますいます。。。。ですのでですのでですのでですので、、、、校区校区校区校区をををを変更変更変更変更するしかするしかするしかするしか方法方法方法方法がないのではないかがないのではないかがないのではないかがないのではないか

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。。。。    

仮仮仮仮にににに緑台緑台緑台緑台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まままでをでをでをでを校区変更校区変更校区変更校区変更したとしてしたとしてしたとしてしたとして、、、、何何何何かかかか障害障害障害障害はあるんでしょうかはあるんでしょうかはあるんでしょうかはあるんでしょうか。。。。    

住民住民住民住民のののの方方方方からからからから困困困困ったというったというったというったという意見意見意見意見がでるかどうかはがでるかどうかはがでるかどうかはがでるかどうかは、、、、現時点現時点現時点現時点ではわかりませんではわかりませんではわかりませんではわかりません。。。。ただただただただ、、、、安安安安

定定定定してしてしてして多田中学校多田中学校多田中学校多田中学校をををを運営運営運営運営されているされているされているされている状態状態状態状態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、、、、そこからそこからそこからそこから１００１００１００１００人人人人ほどをほどをほどをほどを一気一気一気一気にににに

移動移動移動移動させるとなるとさせるとなるとさせるとなるとさせるとなると、、、、何何何何らかのらかのらかのらかの影響影響影響影響はでるだろうとははでるだろうとははでるだろうとははでるだろうとは思思思思いますいますいますいます。。。。    

今今今今、、、、多田中学校多田中学校多田中学校多田中学校にににに通通通通わせているわせているわせているわせている子子子子どものどものどものどもの保護者保護者保護者保護者のののの間間間間ではではではでは、、、、現状現状現状現状のののの生徒数生徒数生徒数生徒数がががが学校学校学校学校のののの規模規模規模規模にににに

あっているのかあっているのかあっているのかあっているのか、、、、多多多多すぎないかということがすぎないかということがすぎないかということがすぎないかということが話題話題話題話題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。。。。ですからですからですからですから１００１００１００１００名名名名がががが動動動動

くことにくことにくことにくことに関関関関してはしてはしてはしては、、、、保護者保護者保護者保護者とすればよかったととすればよかったととすればよかったととすればよかったと思思思思われるかもしれませんわれるかもしれませんわれるかもしれませんわれるかもしれません。。。。    

ただただただただ、、、、緑台緑台緑台緑台１１１１丁丁丁丁目目目目からからからから５５５５丁目丁目丁目丁目のののの方方方方はははは多田中学校多田中学校多田中学校多田中学校にににに非常非常非常非常にににに近近近近いのでいのでいのでいので、、、、そのあたりがそのあたりがそのあたりがそのあたりが引引引引っっっっ掛掛掛掛

かりますかりますかりますかります。。。。このこのこのこの地区地区地区地区のののの方方方方がががが本当本当本当本当にににに望望望望まれているのであればいいんですがまれているのであればいいんですがまれているのであればいいんですがまれているのであればいいんですが。。。。    

２００２００２００２００人人人人のののの分母分母分母分母のののの内内内内、、、、４０４０４０４０人人人人がががが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されていますよねされていますよねされていますよねされていますよね。。。。ということはということはということはということは、、、、１１１１

６０６０６０６０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でいいとでいいとでいいとでいいと判断判断判断判断しているしているしているしている方方方方がいらっしゃるということですからがいらっしゃるということですからがいらっしゃるということですからがいらっしゃるということですから、、、、これにこれにこれにこれに

ついてはついてはついてはついては慎重慎重慎重慎重にににに議論議論議論議論するするするする必要必要必要必要があるとがあるとがあるとがあると思思思思いますいますいますいます。。。。地域地域地域地域のののの方方方方がががが緑台緑台緑台緑台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緑台緑台緑台緑台

中学校中学校中学校中学校にににに行行行行くべきだというくべきだというくべきだというくべきだという声声声声をををを大大大大きくしてしまうときくしてしまうときくしてしまうときくしてしまうと、、、、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たっていたっていたっていた人達人達人達人達

がががが、、、、自分達自分達自分達自分達はそんなことをはそんなことをはそんなことをはそんなことを望望望望んでいないとんでいないとんでいないとんでいないと言言言言うでしょうしうでしょうしうでしょうしうでしょうし、、、、地域地域地域地域はははは緑緑緑緑台台台台だとだとだとだと言言言言ってしまうってしまうってしまうってしまう



    

    

    

会会会会    長長長長    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

委委委委    員員員員    

    

    

    

    

    

    

    

    

委委委委    員員員員    

    

    

    

会会会会    長長長長    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

とととと揉揉揉揉めるもとになるとめるもとになるとめるもとになるとめるもとになる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、、、、あくまであくまであくまであくまで小学校区小学校区小学校区小学校区はははは統合統合統合統合でででで中学校中学校中学校中学校なんだといなんだといなんだといなんだとい

うううう大前提大前提大前提大前提をきちんとをきちんとをきちんとをきちんと打打打打ちちちち出出出出してしてしてして、、、、説明説明説明説明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、、、、地域内地域内地域内地域内でいさかいがでいさかいがでいさかいがでいさかいが起起起起こるというこるというこるというこるという

のはのはのはのは一番怖一番怖一番怖一番怖いいいい話話話話ですからですからですからですから、、、、そこはそこはそこはそこは充分留意充分留意充分留意充分留意するするするする必要必要必要必要があるとがあるとがあるとがあると思思思思いますいますいますいます。。。。    

議論議論議論議論がずいぶんがずいぶんがずいぶんがずいぶん前前前前にににに進進進進んでいるかなとんでいるかなとんでいるかなとんでいるかなと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、緑台緑台緑台緑台のののの問題問題問題問題にににに集中集中集中集中してしてしてして議論議論議論議論していたしていたしていたしていた

だいているということですがだいているということですがだいているということですがだいているということですが、、、、色色色色々々々々なごなごなごなご意見意見意見意見をおをおをおをお聞聞聞聞きするときするときするときすると、、、、教育教育教育教育のののの平等平等平等平等のののの問題問題問題問題、、、、地域地域地域地域とととと

のののの関関関関わりわりわりわり、、、、小学校区小学校区小学校区小学校区はははは一体一体一体一体としてとしてとしてとして中学校中学校中学校中学校にににに行行行行ったったったった方方方方がいいだろうというがいいだろうというがいいだろうというがいいだろうという教育的教育的教育的教育的なななな配慮配慮配慮配慮のののの問問問問

題題題題ということがということがということがということが出出出出てきたかなとてきたかなとてきたかなとてきたかなと思思思思いますいますいますいます。。。。    

課題課題課題課題はははは、、、、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、、、、今多田中学校今多田中学校今多田中学校今多田中学校でででで満足満足満足満足されているされているされているされている人達人達人達人達にににに対対対対してしてしてして、、、、どのようにどのようにどのようにどのように説説説説

明明明明するのかということでありますがするのかということでありますがするのかということでありますがするのかということでありますが、、、、校区変更校区変更校区変更校区変更というのはどうしてもそれがというのはどうしてもそれがというのはどうしてもそれがというのはどうしてもそれが伴伴伴伴うものであうものであうものであうものであ

ろうかとろうかとろうかとろうかと思思思思いますいますいますいます。。。。しかもしかもしかもしかも１１１１年生年生年生年生からからからから変変変変わっていくということもあろうかとわっていくということもあろうかとわっていくということもあろうかとわっていくということもあろうかと思思思思いますしいますしいますしいますし、、、、

仮仮仮仮にににに兄弟兄弟兄弟兄弟がいたときにどうするかというがいたときにどうするかというがいたときにどうするかというがいたときにどうするかという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。。。。それはそれはそれはそれは変変変変わるというわるというわるというわるという

ことをことをことをことを前提前提前提前提ととととしたときにそのようになるということですしたときにそのようになるということですしたときにそのようになるということですしたときにそのようになるということです。。。。今今今今、、、、議論議論議論議論ははは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丁丁丁丁

目目目目までにまでにまでにまでに集約集約集約集約してしてしてして、、、、全体全体全体全体のののの流流流流れとしてはれとしてはれとしてはれ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丁目丁目丁目丁目はははは緑台中学校緑台中学校緑台中学校緑台中学校にににに切切切切りりりり分分分分けたけたけたけた

方方方方がいいのではないかといがいいのではないかといがいいのではないかといがいいのではないかというううう意見意見意見意見がががが多多多多いのかなといのかなといのかなといのかなと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、一方一方一方一方でででで原則原則原則原則のののの問題問題問題問題とのとのとのとの関関関関わわわわ

りでりでりでりで、、、、どのどのどのどの様様様様にににに考考考考えればいいのかというえればいいのかというえればいいのかというえればいいのかという問題問題問題問題ももももありますありますありますあります。。。。    

教育教育教育教育のののの機会均等機会均等機会均等機会均等というというというという問題問題問題問題はははは出出出出てきましたてきましたてきましたてきました、、、、次次次次のののの問題問題問題問題としてはとしてはとしてはとしては地域地域地域地域のののの問題問題問題問題、、、、そうするとそうするとそうするとそうすると

残残残残るのはるのはるのはるのは、、、、安全性安全性安全性安全性、、、、距離距離距離距離のののの問題問題問題問題ということですがということですがということですがということですが、、、、距離距離距離距離についてはそれほどについてはそれほどについてはそれほどについてはそれほど気気気気にしなくてにしなくてにしなくてにしなくて

もいいともいいともいいともいいと思思思思いますいますいますいます。。。。ですからですからですからですから全体全体全体全体のののの流流流流れにあるれにあるれにあるれにある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壊壊壊壊されないされないされないされない、、、、それからそれからそれからそれから教育教育教育教育

もももも、、、、今多田中学校今多田中学校今多田中学校今多田中学校にににに８０８０８０８０パーセントパーセントパーセントパーセントがががが消極的消極的消極的消極的なななな希望希望希望希望をををを出出出出しているということですがしているということですがしているということですがしているということですが、、、、それそれそれそれ

はははは多田中学校多田中学校多田中学校多田中学校がががが、、、、非常非常非常非常ににににクラブクラブクラブクラブ活動活動活動活動なりがなりがなりがなりが盛盛盛盛んだということもんだということもんだということもんだということも加加加加わったわったわったわった結果結果結果結果だとだとだとだと思思思思いますいますいますいます

のでのでのでので、、、、緑台中学校緑台中学校緑台中学校緑台中学校がががが皆皆皆皆さんのさんのさんのさんの要望要望要望要望にににに添添添添うようなうようなうようなうような環境環境環境環境になればになればになればになれば、、、、保護者保護者保護者保護者とすればとすればとすればとすれば緑台中学校緑台中学校緑台中学校緑台中学校

でもでもでもでも別段苦情別段苦情別段苦情別段苦情はははは出出出出ないのではないかとないのではないかとないのではないかとないのではないか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

にににに移移移移すすすす、、、、移移移移しししし方方方方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、、、、そういうそういうそういうそういう方向付方向付方向付方向付けをしたほうがいいのではなけをしたほうがいいのではなけをしたほうがいいのではなけをしたほうがいいのではな

いかといかといかといかと思思思思いますいますいますいます。。。。    

昨今昨今昨今昨今のののの社会情勢社会情勢社会情勢社会情勢をををを考考考考えますとえますとえますとえますと、、、、頻繁頻繁頻繁頻繁にににに不審者情報不審者情報不審者情報不審者情報がががが入入入入ってきますってきますってきますってきます。。。。そういったことにつそういったことにつそういったことにつそういったことにつ

いていていていて、、、、安全対策安全対策安全対策安全対策がががが取取取取りやすいかりやすいかりやすいかりやすいか、、、、子子子子どものどものどものどもの命命命命をををを守守守守ろうとしたろうとしたろうとしたろうとした場合場合場合場合、、、、教育教育教育教育のののの平等平等平等平等よりもよりもよりもよりも子子子子どどどど

ものものものもの命命命命のほうがのほうがのほうがのほうが大事大事大事大事ではないかというではないかというではないかというではないかという考考考考ええええ方方方方もあるともあるともあるともあると思思思思いますいますいますいます。。。。自分自分自分自分のののの中中中中でもでもでもでも揺揺揺揺れているれているれているれている

部分部分部分部分はありますはありますはありますはあります。。。。    

だだだだいたいいたいいたいいたい今議論今議論今議論今議論のののの流流流流れがほぼできてきたかなとれがほぼできてきたかなとれがほぼできてきたかなとれがほぼできてきた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

のののの議論議論議論議論はははは、、、、流流流流れとしてはれとしてはれとしてはれとしては方向方向方向方向がつきつつあるかなとがつきつつあるかなとがつきつつあるかなとがつきつつあるかなと感感感感じていますがじていますがじていますがじていますが、、、、未未未未だだだだ残残残残されたされたされたされた地域地域地域地域のののの

課題課題課題課題、、、、例例例例えばえばえばえば平野地区平野地区平野地区平野地区のののの課題課題課題課題などなどなどなど、、、、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出出出出していただかないとしていただかないとしていただかないとしていただかないと、、、、そこだけをそこだけをそこだけをそこだけを

特化特化特化特化してやるというのもしてやるというのもしてやるというのもしてやるというのも変変変変なななな話話話話ですのでですのでですのでですので、、、、あとあとあとあと２２２２回回回回というというというという中中中中でででで、、、、西畦野西畦野西畦野西畦野についてはについてはについてはについてはニーズニーズニーズニーズ

がないということもありましたががないということもありましたががないということもありましたががないということもありましたが、、、、可能可能可能可能なありなありなありなあり得得得得るるるる校区変更校区変更校区変更校区変更のののの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地域地域地域地域はこはこはこはこ

れだけではないようなれだけではないようなれだけではないようなれだけではないような気気気気がしますのでがしますのでがしますのでがしますので、、、、ピックアップピックアップピックアップピックアップしていただくようにおしていただくようにおしていただくようにおしていただくようにお願願願願いしたいといしたいといしたいといしたいと

思思思思いますいますいますいます。。。。もしももしももしももしも校区変更校区変更校区変更校区変更をするとすれをするとすれをするとすれをするとすればばばば、、、、それにそれにそれにそれに対対対対してしてしてして反対反対反対反対するするするする人人人人もももも出出出出てくるでしょうてくるでしょうてくるでしょうてくるでしょう

しししし、、、、引引引引きききき続続続続きききき同同同同じところにじところにじところにじところ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をどうするのかというをどうするのかというをどうするのかというをどうするのかという議論議論議論議論をををを次次次次のののの会会会会でやりたでやりたでやりたでやりた

いなといなといなと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。。。。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いうのもけるというのもけるというのもけるというのも考考考考えられますしえられますしえられますしえられますし、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは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のようなのようなのようなのような形形形形でででで並立並立並立並立するするするする形形形形でででで残残残残すということもすということもすということもすということも可能可能可能可能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。。。。    

今日今日今日今日はもうはもうはもうはもう一一一一つつつつ議題議題議題議題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、、、、ごごごご協力協力協力協力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。。。。事務局事務局事務局事務局からからからから提案提案提案提案

をおをおをおをお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。    
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このたびこのたびこのたびこのたび、、、、加茂幼稚園加茂幼稚園加茂幼稚園加茂幼稚園とふたばとふたばとふたばとふたば幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園がががが統合統合統合統合することがすることがすることがすることが決定決定決定決定いたしましたいたしましたいたしましたいたしました。。。。それにそれにそれにそれに伴伴伴伴いいいい、、、、

規則規則規則規則でででで定定定定めているめているめているめている園区園区園区園区をををを設定設定設定設定するするするする必要必要必要必要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、、、、今回諮問今回諮問今回諮問今回諮問をををを提出提出提出提出させていただきまさせていただきまさせていただきまさせていただきま

すすすす。。。。    

～～～～諮問書提出諮問書提出諮問書提出諮問書提出～～～～    

二二二二つのつのつのつの幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園をををを一一一一つにしたということでつにしたということでつにしたということでつにしたということで、、、、当然園区当然園区当然園区当然園区がががが変変変変わるとわるとわるとわると。。。。園区園区園区園区をめぐってのをめぐってのをめぐってのをめぐっての議論議論議論議論

というのはいつまでにやればよろしいですかというのはいつまでにやればよろしいですかというのはいつまでにやればよろしいですかというのはいつまでにやればよろしいですか。。。。    

次回次回次回次回、、、、もしくはもしくはもしくはもしくは次次次次々々々々回回回回までにおまでにおまでにおまでにお願願願願いできればといできればといできればといできればと思思思思いますいますいますいます。。。。    

わかりましたわかりましたわかりましたわかりました。。。。このこのこのこの２２２２回回回回のうちのうちのうちのうちでででで答申答申答申答申をということですねをということですねをということですねをということですね。。。。園区園区園区園区のののの扱扱扱扱いについてはいについてはいについてはいについては、、、、小小小小

学校学校学校学校、、、、中学校中学校中学校中学校とととと少少少少しししし違違違違ったったったった扱扱扱扱いだったといだったといだったといだったと思思思思いますいますいますいます。。。。    

新旧対照表新旧対照表新旧対照表新旧対照表をををを見見見見ますとますとますとますと、、、、変更変更変更変更というよりというよりというよりというより、、、、足足足足したというしたというしたというしたという形形形形ですねですねですねですね。。。。二二二二つのつのつのつの園園園園をををを一一一一つにしつにしつにしつにし

てててて園区園区園区園区もももも足足足足したというしたというしたというしたという案案案案ですねですねですねですね。。。。これはこれはこれはこれは原則原則原則原則としてとしてとしてとして当然当然当然当然のことだろうとのことだろうとのことだろうとのことだろうと思思思思いますいますいますいます。。。。基本基本基本基本はははは

非常非常非常非常にににに単純単純単純単純だとだとだとだと思思思思いますいますいますいます。。。。二二二二つのつのつのつの園区園区園区園区をををを統合統合統合統合するだけにしかすぎないということですするだけにしかすぎないということですするだけにしかすぎないということですするだけにしかすぎないということです。。。。    

内容内容内容内容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。。。。ふたばふたばふたばふたば幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園にににに関関関関してはしてはしてはしては平成平成平成平成２２２２２２２２年年年年９９９９月月月月１６１６１６１６日日日日のののの市議市議市議市議

会会会会においてにおいてにおいてにおいて、、、、既既既既にににに決定決定決定決定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。。。。規則規則規則規則にどのにどのにどのにどの様様様様にににに書書書書かれているかといいますとかれているかといいますとかれているかといいますとかれているかといいますと、、、、おおおお

配配配配りしたりしたりしたりした資料資料資料資料「「「「川西市立幼稚園区川西市立幼稚園区川西市立幼稚園区川西市立幼稚園区新旧対照表新旧対照表新旧対照表新旧対照表」」」」のののの現行欄現行欄現行欄現行欄にににに書書書書かれていますかれていますかれていますかれています。。。。加茂幼稚園加茂幼稚園加茂幼稚園加茂幼稚園とととと

ふたばふたばふたばふたば幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園をををを統合統合統合統合しますのでしますのでしますのでしますので、、、、改正案改正案改正案改正案ではではではでは二二二二つのつのつのつの幼稚園区幼稚園区幼稚園区幼稚園区をををを統合統合統合統合するというするというするというするという主旨主旨主旨主旨になっになっになっになっ

ておりますておりますておりますております。。。。変更後変更後変更後変更後のののの答申案答申案答申案答申案ですがですがですがですが、、、、改正案改正案改正案改正案どおりでいただければとどおりでいただければとどおりでいただければとどおりで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。。。。    

あまりあまりあまりあまり議論議論議論議論するするするする余地余地余地余地もないようですがもないようですがもないようですがもないようですが…………    

統合統合統合統合ししししたたたた理由理由理由理由をををを簡単簡単簡単簡単にににに教教教教えていただけますかえていただけますかえていただけますかえていただけますか。。。。    

ふたばふたばふたばふたば幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園のののの園児数園児数園児数園児数ががががここここここここ数年伸数年伸数年伸数年伸びないびないびないびない中中中中でででで、、、、このままではこのままではこのままではこのままでは公平公平公平公平なななな幼稚園保育幼稚園保育幼稚園保育幼稚園保育がががが難難難難しししし

いといういといういといういという状況状況状況状況がありましたがありましたがありましたがありました。。。。    

またまたまたまた、、、、加茂幼稚園加茂幼稚園加茂幼稚園加茂幼稚園、、、、ふたばふたばふたばふたば幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園、、、、久代幼稚園久代幼稚園久代幼稚園久代幼稚園、、、、川西幼稚園川西幼稚園川西幼稚園川西幼稚園ののののエリアエリアエリアエリアにはにはにはには私立幼稚園私立幼稚園私立幼稚園私立幼稚園がががが

ありませんありませんありませんありません。。。。私立幼稚園私立幼稚園私立幼稚園私立幼稚園がないということでがないということでがないということでがないということで、、、、３３３３歳児保育歳児保育歳児保育歳児保育がががが実施実施実施実施されていませんでしたされていませんでしたされていませんでしたされていませんでした。。。。

統合後統合後統合後統合後のののの加茂幼稚園加茂幼稚園加茂幼稚園加茂幼稚園でででで３３３３歳児保育歳児保育歳児保育歳児保育をををを実施実施実施実施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、、、、このあたりのこのあたりのこのあたりのこのあたりの要求要求要求要求にににになんとかなんとかなんとかなんとか

応応応応えようえようえようえようというというというという主旨主旨主旨主旨ございますございますございますございます。。。。    

園舎園舎園舎園舎はそのままですかはそのままですかはそのままですかはそのままですか。。。。    

ふたばふたばふたばふたば幼稚園舎幼稚園舎幼稚園舎幼稚園舎のののの今後今後今後今後のののの用途用途用途用途についてはについてはについてはについては、、、、市市市市でででで検討検討検討検討しているしているしているしている最中最中最中最中でででで、、、、具体的具体的具体的具体的にはにはにはには決決決決まっまっまっまっ

ておりませんておりませんておりませんておりません。。。。    

統合統合統合統合すればすればすればすれば加茂幼稚園加茂幼稚園加茂幼稚園加茂幼稚園のののの人数人数人数人数がががが増増増増えるということですかえるということですかえるということですかえるということですか。。。。    

そのとおりですそのとおりですそのとおりですそのとおりです。。。。    

３３３３歳児保育歳児保育歳児保育歳児保育はははは認定子認定子認定子認定子どもどもどもども園園園園ではなくではなくではなくではなく幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園としてやっていくということですねとしてやっていくということですねとしてやっていくということですねとしてやっていくということですね。。。。今今今今までまでまでまで

はははは２２２２年保育年保育年保育年保育でやっていたのをでやっていたのをでやっていたのをでやっていたのを３３３３年保育年保育年保育年保育をするというのはをするというのはをするというのはをするというのは、、、、公立公立公立公立としてはとしてはとしてはとしては珍珍珍珍しいですねしいですねしいですねしいですね。。。。教教教教

育内容育内容育内容育内容についてはについてはについてはについては本審議会本審議会本審議会本審議会のののの審議内容審議内容審議内容審議内容ではありませんのでではありませんのでではありませんのでではありませんので、、、、あくまでもあくまでもあくまでもあくまでも園区園区園区園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

ありますがありますがありますがありますが、、、、園区園区園区園区にににに関関関関してはしてはしてはしては、、、、小学校区小学校区小学校区小学校区、、、、中学校区中学校区中学校区中学校区ととととはははは少少少少しししし違違違違ったったったった扱扱扱扱いをしていたといをしていたといをしていたといをしていたと思思思思いいいい

ますますますます。。。。園区園区園区園区をををを越越越越えてどういうふうにえてどういうふうにえてどういうふうにえてどういうふうに来来来来てもらうかというてもらうかというてもらうかというてもらうかという議論議論議論議論もももも以前以前以前以前ににににしたとしたとしたとしたと思思思思いますいますいますいます。。。。次次次次

回回回回のののの時時時時にににに答申案答申案答申案答申案をををを文章化文章化文章化文章化していただくこととしていただくこととしていただくこととしていただくことと、、、、園区園区園区園区についてのについてのについてのについての考考考考ええええ方方方方のののの基本基本基本基本をおさらいすをおさらいすをおさらいすをおさらいす

るるるる必要必要必要必要があるとがあるとがあるとがあると思思思思いますのでいますのでいますのでいますので、、、、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しますいしますいしますいします。。。。    

園区園区園区園区そのもののそのもののそのもののそのものの議論議論議論議論としてはとしてはとしてはとしては単純単純単純単純かなとかなとかなとかなと思思思思いますのでいますのでいますのでいますので、、、、次回答申案次回答申案次回答申案次回答申案をまとめてをまとめてをまとめてをまとめて了解了解了解了解してしてしてして

いただくといういただくといういただくといういただ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すいますいますいます。。。。    

予定予定予定予定されているされているされているされている議題議題議題議題はははは以上以上以上以上ですですですです。。。。それではそれではそれではそれでは次回日程次回日程次回日程次回日程ですがですがですがですが、、、、５５５５月月月月２４２４２４２４日火曜日日火曜日日火曜日日火曜日、、、、６６６６月月月月２２２２



    

    

８８８８日火曜日日火曜日日火曜日日火曜日ということでおということでおということでお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すいますいますいます。。。。    

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。。。。    

 


