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様式第様式第様式第様式第 3333 号号号号    

会会会会        議議議議        録録録録    

会会会会    議議議議    名名名名    

（（（（付属機関等名付属機関等名付属機関等名付属機関等名））））    
第第第第１５１５１５１５回川西市立学校校区審議会回川西市立学校校区審議会回川西市立学校校区審議会回川西市立学校校区審議会    

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

開開開開    催催催催    日日日日    時時時時    平成平成平成平成２３２３２３２３年年年年５５５５月月月月２４２４２４２４日日日日（（（（火火火火））））    午後午後午後午後５５５５時時時時００００００００分分分分～～～～    

開開開開    催催催催    場場場場    所所所所    市役所市役所市役所市役所５５５５階階階階    ５０２５０２５０２５０２会会会会議室議室議室議室    

    

委委委委    員員員員    

    

植木壽子植木壽子植木壽子植木壽子、、、、山内乾史山内乾史山内乾史山内乾史、、、、米川英樹米川英樹米川英樹米川英樹、、、、上西淳一上西淳一上西淳一上西淳一、、、、小谷和代小谷和代小谷和代小谷和代、、、、豊泉浩孝豊泉浩孝豊泉浩孝豊泉浩孝、、、、

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

    

そそそそ    のののの    他他他他    

    

    

    

    

出出出出    

    

席席席席    

    

者者者者    

    

事事事事    務務務務    局局局局    
牛尾教育振興部長牛尾教育振興部長牛尾教育振興部長牛尾教育振興部長、、、、中塚総務調整室長中塚総務調整室長中塚総務調整室長中塚総務調整室長、、、、石田石田石田石田学校教育室長学校教育室長学校教育室長学校教育室長、、、、    

尾辻学務課長尾辻学務課長尾辻学務課長尾辻学務課長、、、、稲野学稲野学稲野学稲野学務課長補佐務課長補佐務課長補佐務課長補佐、、、、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、、、、    

尾屋学務課主任尾屋学務課主任尾屋学務課主任尾屋学務課主任    

傍聴傍聴傍聴傍聴のののの可否可否可否可否    可可可可    傍聴者数傍聴者数傍聴者数傍聴者数    ３３３３人人人人    

    

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

場合場合場合場合はははは、、、、そのそのそのその理由理由理由理由    

    

    

    

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

(1)(1)(1)(1)川西市立幼稚園川西市立幼稚園川西市立幼稚園川西市立幼稚園のののの園区園区園区園区にににに関関関関することすることすることすること    

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

(3)(3)(3)(3)そのそのそのその他他他他    

    

会会会会    議議議議    結結結結    果果果果    

    

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

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    

会会会会    長長長長    

    

    

委委委委    員員員員    

    

それではそれではそれではそれでは、、、、次第次第次第次第にににに沿沿沿沿ってってってって進進進進めますめますめますめます。。。。    

前回前回前回前回、、、、川西市立幼稚園川西市立幼稚園川西市立幼稚園川西市立幼稚園のののの園区園区園区園区にににに関関関関することについてすることについてすることについてすることについて諮問諮問諮問諮問がががが出出出出されましされましされましされましてててて、、、、二二二二つのつのつのつの園区園区園区園区をををを

合合合合わせてわせてわせてわせて一一一一つのつのつのつの園区園区園区園区とするということについてとするということについてとするということについてとするということについて、、、、審議審議審議審議していただきましたしていただきましたしていただきましたしていただきました。。。。本日本日本日本日はははは答申案答申案答申案答申案

にににに基基基基づいてづいてづいてづいて、、、、これでよければこのままおこれでよければこのままおこれでよければこのままおこれでよければこのままお認認認認めいただくということになろうかとめいただくということになろうかとめいただくということになろうかとめいただくということになろうかと思思思思いますいますいますいます。。。。

それではそれではそれではそれでは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。。。。川西市立幼稚園園区制度川西市立幼稚園園区制度川西市立幼稚園園区制度川西市立幼稚園園区制度についてについてについてについて（（（（概要概要概要概要））））というというというという見出見出見出見出しのしのしのしの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。。。。    

    現在現在現在現在のののの園区制度園区制度園区制度園区制度はははは、、、、平成平成平成平成１６１６１６１６年年年年４４４４月月月月１６１６１６１６日付日付日付日付「「「「新新新新たなたなたなたな園区制度園区制度園区制度園区制度のののの導入導入導入導入にかかるにかかるにかかるにかかる答申答申答申答申」」」」をををを

受受受受けましてけましてけましてけまして、、、、４４４４歳児歳児歳児歳児はははは平成平成平成平成１７１７１７１７年度年度年度年度、、、、５５５５歳児歳児歳児歳児はははは平成平成平成平成１８１８１８１８年度年度年度年度のののの入園入園入園入園にかかるにかかるにかかるにかかる新規募集新規募集新規募集新規募集からからからから

実施実施実施実施していますしていますしていますしています。。。。    

    内容内容内容内容ですがですがですがですが、、、、住所地住所地住所地住所地によるによるによるによる園区園区園区園区をををを基本基本基本基本としながらとしながらとしながらとしながら、、、、市内市内市内市内１０１０１０１０園園園園すべてのすべてのすべてのすべての幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園へへへへ入園入園入園入園でででで

きるようになっていますきるようになっていますきるようになっていますきるようになっています。。。。入園入園入園入園にあたってはにあたってはにあたってはにあたっては、、、、園区内園区内園区内園区内のののの申込申込申込申込みをみをみをみを優先優先優先優先しししし、、、、園区外園区外園区外園区外からのからのからのからの申申申申

込込込込みにみにみにみに対対対対してはしてはしてはしては、、、、空空空空きききき状況状況状況状況があればがあればがあればがあれば受受受受けけけけ入入入入れるというれるというれるというれるという仕組仕組仕組仕組みになっていますみになっていますみになっていますみになっています。。。。またまたまたまた定員定員定員定員をををを

超超超超えてえてえてえて申込申込申込申込みがあったみがあったみがあったみがあった場合場合場合場合はははは抽選抽選抽選抽選となりますとなりますとなりますとなります。。。。園区制度園区制度園区制度園区制度のののの概要概要概要概要についてはについてはについてはについては以上以上以上以上ですですですです。。。。    

    次次次次にににに、「、「、「、「川西市立幼稚園川西市立幼稚園川西市立幼稚園川西市立幼稚園のののの園区園区園区園区にににに関関関関することについてすることについてすることについてすることについて（（（（答申案答申案答申案答申案）」）」）」）」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。。。。    

    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内容内容内容内容をををを踏踏踏踏まえましてまえましてまえましてまえまして、、、、答申案答申案答申案答申案としてまとめましたとしてまとめましたとしてまとめましたとしてまとめました。。。。

２２２２枚目枚目枚目枚目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。。。。    

答申内容答申内容答申内容答申内容ですがですがですがですが、、、、結論結論結論結論をををを「「「「統合後統合後統合後統合後のののの加茂幼稚園区加茂幼稚園区加茂幼稚園区加茂幼稚園区はははは、、、、現行現行現行現行のののの加茂幼稚園区加茂幼稚園区加茂幼稚園区加茂幼稚園区とふたばとふたばとふたばとふたば幼稚幼稚幼稚幼稚

園区園区園区園区をををを合合合合わせたわせたわせたわせた園区園区園区園区がががが妥当妥当妥当妥当であるとであるとであるとであると判断判断判断判断するするするする。」。」。」。」としとしとしとし、、、、審議経過審議経過審議経過審議経過をををを「「「「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統合統合統合統合

したしたしたした場合場合場合場合、、、、園区園区園区園区もももも統合統合統合統合することはすることはすることはすることは原則原則原則原則にににに沿沿沿沿ったものであるということやったものであるということやったものであるということやったものであるということや、、、、川西市川西市川西市川西市のののの園区制園区制園区制園区制

度度度度がががが、、、、園区園区園区園区をををを基本基本基本基本としながらもとしながらもとしながらもとしながらも他園他園他園他園にににに通園通園通園通園できるできるできるできる制度制度制度制度となっていることからとなっていることからとなっていることからとなっていることから、、、、冒頭冒頭冒頭冒頭のののの結論結論結論結論

にににに至至至至ったものであるったものであるったものであるったものである。」。」。」。」とまとめておりますとまとめておりますとまとめておりますとまとめております。。。。    

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。。。。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いいいいいいたしますたしますたしますたします。。。。    

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。。。。事務局事務局事務局事務局でででで作作作作っていただいたっていただいたっていただいたっていただいた案案案案ですがですがですがですが、、、、ごごごご意見意見意見意見をおをおをおをお聞聞聞聞きしたいきしたいきしたいきしたい

とととと思思思思いますいますいますいます。。。。    

答申案答申案答申案答申案にはにはにはには日付日付日付日付がががが入入入入っておりませんがっておりませんがっておりませんがっておりませんが、、、、どのようにどのようにどのようにどのように取取取取りりりり扱扱扱扱うううう予定予定予定予定でしょうかでしょうかでしょうかでしょうか。。。。    

審議会審議会審議会審議会でででで採決採決採決採決していただいてからしていただいてからしていただいてからしていただいてから日付日付日付日付をををを記載記載記載記載するするするする予定予定予定予定ですですですです。。。。    

案案案案としてはとしてはとしてはとしては、、、、来年度入園来年度入園来年度入園来年度入園のおのおのおのお子子子子さんからということですかさんからということですかさんからということですかさんからということですか。。。。    

そうですそうですそうですそうです。。。。    

設定設定設定設定ということですからということですからということですからということですから、、、、今年度中今年度中今年度中今年度中にににに設定設定設定設定してしてしてして募集募集募集募集をををを行行行行うということであればうということであればうということであればうということであれば、、、、直直直直ちにちにちにちに

今日今日今日今日からということもからということもからということもからということ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、、、、６６６６月月月月２８２８２８２８日日日日にににに本審議会本審議会本審議会本審議会をををを開催開催開催開催するするするする予定予定予定予定ですですですですのでのでのでので、、、、

そのそのそのその日日日日でもでもでもでも構構構構わないかとわないかとわないかとわないかと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、どうでしょうかどうでしょうかどうでしょうかどうでしょうか。。。。    

６６６６月月月月２８２８２８２８日日日日でででで結構結構結構結構ですですですです。。。。    

そうですかそうですかそうですかそうですか。。。。それではそれではそれではそれでは、、、、今回今回今回今回、、、、承認承認承認承認したとしたとしたとしたといういういういう形形形形にしておいてにしておいてにしておいてにしておいて、、、、文言等文言等文言等文言等についてについてについてについて齟齬齟齬齟齬齟齬がががが

ないかどうかないかどうかないかどうかないかどうか次回次回次回次回、、、、最終確認最終確認最終確認最終確認したいとしたいとしたいとしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。    

内容内容内容内容についてどうでしょうかについてどうでしょうかについてどうでしょうかについてどうでしょうか、、、、何何何何かございますかかございますかかございますかかございますか。。。。    

前回前回前回前回、、、、急遽諮問急遽諮問急遽諮問急遽諮問されてされてされてされて、、、、結論結論結論結論をををを出出出出すということですがすということですがすということですがすということですが、、、、統合統合統合統合についてについてについてについて議会議会議会議会でででで議論議論議論議論されてされてされてされて、、、、

そのときにそのときにそのときにそのときに色色色色々々々々なななな問題点問題点問題点問題点がでていたはずですがでていたはずですがでていたはずですがでていたはずです。。。。    
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事務局事務局事務局事務局    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

委委委委    員員員員    

    

    

    

    

このこのこのこの答申案答申案答申案答申案をををを見見見見るとるとるとると、、、、すごくあすごくあすごくあすごくあっさりしていてっさりしていてっさりしていてっさりしていて、、、、何何何何もももも問題問題問題問題がなかったようにがなかったようにがなかったようにがなかったように見見見見えるんでえるんでえるんでえるんで

すがすがすがすが、、、、問題点問題点問題点問題点がでていたがでていたがでていたがでていたはずですはずですはずですはずです。。。。そのあたりのそのあたりのそのあたりのそのあたりの経過経過経過経過をををを一度説明一度説明一度説明一度説明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方方方方がいいがいいがいいがいい

のではないかとのではないかとのではないかとのではないかと思思思思いますいますいますいます。。。。    

それではそれではそれではそれでは当当当当時時時時のののの資料資料資料資料をもとにごをもとにごをもとにごをもとに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。。。。    

加茂幼稚園加茂幼稚園加茂幼稚園加茂幼稚園およびふたばおよびふたばおよびふたばおよびふたば幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園のののの統廃合統廃合統廃合統廃合についてについてについてについて、、、、いきなりいきなりいきなりいきなり議題議題議題議題があがあがあがあががががったということったということったということったということ

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。。。。    

まずまずまずまず、、、、公立幼稚園公立幼稚園公立幼稚園公立幼稚園のののの活性化活性化活性化活性化というというというという観点観点観点観点でででで、、、、平成平成平成平成２０２０２０２０年年年年７７７７月月月月３０３０３０３０日日日日にににに川西市幼児教育問題川西市幼児教育問題川西市幼児教育問題川西市幼児教育問題

審議審議審議審議会会会会をををを立立立立ちちちち上上上上げましてげましてげましてげまして、、、、諮問諮問諮問諮問しておりますしておりますしておりますしております。。。。そこでそこでそこでそこで、、、、平成平成平成平成２１２１２１２１年年年年１１１１１１１１月月月月３０３０３０３０日日日日にににに答申答申答申答申をををを

いただきましたいただきましたいただきましたいただきました。。。。    

一番目一番目一番目一番目にににに公立幼稚園公立幼稚園公立幼稚園公立幼稚園におけるにおけるにおけるにおける一学級一学級一学級一学級のののの適正人数適正人数適正人数適正人数はははは３０３０３０３０人人人人をををを上限上限上限上限とするというとするというとするというとするということでことでことでことで、、、、今今今今

まではまではまではまでは４４４４歳児歳児歳児歳児がががが３０３０３０３０人学級人学級人学級人学級、、、、５５５５歳児歳児歳児歳児がががが３５３５３５３５人学級人学級人学級人学級でしたがでしたがでしたがでしたが、、、、これこれこれこれをををを受受受受けてけてけてけて４４４４歳歳歳歳、、、、５５５５歳歳歳歳ともともともとも

３０３０３０３０人学級人学級人学級人学級としましたとしましたとしましたとしました。。。。    

二番目二番目二番目二番目にににに公立幼稚園公立幼稚園公立幼稚園公立幼稚園におにおにおにおけるけるけるける適正適正適正適正なななな学級数学級数学級数学級数のありのありのありのあり方方方方についてはについてはについてはについては、、、、複数学級複数学級複数学級複数学級がががが望望望望ましいましいましいましいとととと

いういういういう内容内容内容内容でしたでしたでしたでした。。。。一学年一学年一学年一学年にににに一学級一学級一学級一学級ではではではでは教育上支障教育上支障教育上支障教育上支障があるだろうということですがあるだろうということですがあるだろうということですがあるだろうということです。。。。    

三番目三番目三番目三番目にににに公立幼稚園公立幼稚園公立幼稚園公立幼稚園のののの適正適正適正適正なななな運営運営運営運営のためののためののためののための活性化策活性化策活性化策活性化策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歳児保育歳児保育歳児保育歳児保育のののの限定的限定的限定的限定的

なななな条件下条件下条件下条件下でのでのでのでの実施実施実施実施、、、、適切適切適切適切なななな内容内容内容内容やややや条件検討条件検討条件検討条件検討をををを行行行行ったうえでのったうえでのったうえでのったうえでの預預預預かりかりかりかり保育保育保育保育のののの実施実施実施実施、、、、保護者保護者保護者保護者とととと

地域地域地域地域のののの両方両方両方両方がががが主体主体主体主体となるとなるとなるとなる幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園をををを目指目指目指目指すすすす、、、、最後最後最後最後にににに適正適正適正適正なななな学級規模学級規模学級規模学級規模やややや学級数学級数学級数学級数のののの確保確保確保確保がががが困難困難困難困難なななな

場合場合場合場合はははは、、、、統廃合統廃合統廃合統廃合やややや廃園廃園廃園廃園もももも視野視野視野視野にににに入入入入れるとともにれるとともにれるとともにれるとともに、、、、今後今後今後今後のことをのことをのことをのことを考考考考えてえてえてえて、、、、子子子子どもどもどもども園園園園などのなどのなどのなどの方方方方

向性向性向性向性もももも目指目指目指目指すというすというすというすという答申答申答申答申をいただいておりますをいただいておりますをいただいておりますをいただいております。。。。    

そこでそこでそこでそこで、、、、市内市内市内市内のののの公立公立公立公立幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園のののの状況状況状況状況をををを調調調調べましたところべましたところべましたところべましたところ、、、、川西川西川西川西のののの南部地域南部地域南部地域南部地域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

がありませんがありませんがありませんがありません。。。。ですからですからですからですから、、、、ここでここでここでここで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ればすればすればすれば、、、、市民市民市民市民にとってにとってにとってにとって３３３３歳児保育歳児保育歳児保育歳児保育をををを受受受受

けやすいけやすいけやすいけやすい環境環境環境環境がががが整整整整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、、、、当該地区当該地区当該地区当該地区をををを選定選定選定選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。。。。３３３３歳児保育歳児保育歳児保育歳児保育をををを加茂幼稚加茂幼稚加茂幼稚加茂幼稚

園園園園でででで実施実施実施実施するにあたりするにあたりするにあたりするにあたり、、、、ふたばふたばふたばふたば幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園がががが加茂幼稚園加茂幼稚園加茂幼稚園加茂幼稚園からからからから分離分離分離分離してできているということしてできているということしてできているということしてできているということ

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のののの園児数園児数園児数園児数がががが非常非常非常非常にににに少少少少なくなくなくなく、、、、複数学級複数学級複数学級複数学級ができないができないができないができない状況状況状況状況がががが平成平成平成平成１７１７１７１７年年年年からからからから続続続続

いておりいておりいておりいており、、、、周辺地域周辺地域周辺地域周辺地域のののの住民動向住民動向住民動向住民動向をををを見見見見てもてもてもても、、、、今後今後今後今後もそのもそのもそのもその傾向傾向傾向傾向がががが続続続続くだろうということでくだろうということでくだろうということでくだろうということで、、、、加加加加

茂幼稚園茂幼稚園茂幼稚園茂幼稚園にににに移移移移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、、、、そこでそこでそこでそこで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するするする方方方方がいいのではないかというがいいのではないかというがいいのではないかというがいいのではないかという

結論結論結論結論をををを教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会でだしましたでだしましたでだしましたでだしました。。。。    

そのそのそのその後後後後、、、、平成平成平成平成２２２２２２２２年年年年８８８８月月月月にににに市議会市議会市議会市議会のののの文教公企常任委員協議会文教公企常任委員協議会文教公企常任委員協議会文教公企常任委員協議会でごでごでごでご説明説明説明説明いたしましていたしましていたしましていたしまして、、、、９９９９

月市議会月市議会月市議会月市議会でででで統合統合統合統合をををを含含含含めためためためた３３３３歳児保育歳児保育歳児保育歳児保育のののの実施実施実施実施というというというという条例条例条例条例をををを上程上程上程上程していますしていますしていますしています。。。。このこのこのこの間間間間、、、、将来的将来的将来的将来的

なななな幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園のののの計画計画計画計画はどうなっているのかはどうなっているのかはどうなっているのかはどうなっているのか、、、、定員定員定員定員のののの関係関係関係関係やややや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にあたりするにあたりするにあたりするにあたり環境環境環境環境

はどうなっているのかというごはどうなっているのかというごはどうなっているのかというごはどうなっているのかというご質疑質疑質疑質疑、、、、ごごごご提案提案提案提案をいただいてをいただいてをいただいてをいただいて、、、、教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会としてとしてとしてとして検討検討検討検討させてさせてさせてさせて

いただくというこいただくというこいただくというこいただくということでとでとでとで、、、、地元説明地元説明地元説明地元説明会会会会やややや内部内部内部内部のののの検討会検討会検討会検討会、、、、他市他市他市他市やややや私立幼稚園私立幼稚園私立幼稚園私立幼稚園などのなどのなどのなどの視察視察視察視察によっによっによっによっ

てててて情報情報情報情報をををを得得得得てててて、、、、平成平成平成平成２４２４２４２４年年年年４４４４月月月月１１１１日日日日実施実施実施実施にににに向向向向けてけてけてけて努力努力努力努力しておりしておりしておりしておりますますますます。。。。    

ですからですからですからですから、、、、平成平成平成平成２４２４２４２４年年年年４４４４月月月月１１１１日日日日からからからから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しししし、、、、それにそれにそれにそれに合合合合わせてわせてわせてわせて

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閉園閉園閉園閉園というというというという形形形形になりますになりますになりますになります。。。。以上以上以上以上のようなのようなのようなのような経過経過経過経過となっておりますとなっておりますとなっておりますとなっております。。。。    

教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会でででで統廃合統廃合統廃合統廃合がががが決定決定決定決定されてされてされてされて、、、、議会議会議会議会でででで議決議決議決議決をををを受受受受けてけてけてけて決決決決まりましたまりましたまりましたまりました、、、、それでそれでそれでそれで審議会審議会審議会審議会でででで

どうですかというどうですかというどうですかというどうですかという流流流流れれれれががががどうなどうなどうなどうなのかのかのかのかとととと思思思思いますいますいますいます。。。。本来本来本来本来はこのはこのはこのはこの審議会審議会審議会審議会でもでもでもでも色色色色々々々々なななな問題点問題点問題点問題点をををを取取取取

りりりり上上上上げてげてげてげて議論議論議論議論してもよかったのかなとしてもよかったのかなとしてもよかったのかなとしてもよかったのかなと思思思思いますいますいますいます。。。。結論結論結論結論ありきでどうですかとありきでどうですかとありきでどうですかとありきでどうですかと言言言言われてわれてわれてわれて、、、、いいいい

いですよというのがいですよというのがいですよというのがいですよというのが、、、、本当本当本当本当にににに審議会審議会審議会審議会としていいのかどうかというのはとしていいのかどうかというのはとしていいのかどうかというのはとしていいのかどうかというのは疑問疑問疑問疑問にににに感感感感じていまじていまじていまじていま

すすすす。。。。    
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幼稚園区幼稚園区幼稚園区幼稚園区ををををどこでどこでどこでどこで審議審議審議審議するのかとするのかとするのかとするのかといういういういう問題問題問題問題かなとかなとかなとかなと思思思思いますいますいますいます。。。。もしかするともしかするともしかするともしかすると、、、、幼児教育問幼児教育問幼児教育問幼児教育問

題審議会題審議会題審議会題審議会でででで園区園区園区園区についてもについてもについてもについても議論議論議論議論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方方方方がよかったのかもしれませんがよかったのかもしれませんがよかったのかもしれませんがよかったのかもしれません。。。。しかししかししかししかし、、、、

幼児教育問題審議会幼児教育問題審議会幼児教育問題審議会幼児教育問題審議会のののの内容内容内容内容としてはとしてはとしてはとしては、、、、教育内容教育内容教育内容教育内容についてのについてのについてのについての審議会審議会審議会審議会でででで、、、、園区園区園区園区はこちらではこちらではこちらではこちらで審議審議審議審議

していたしていたしていたしていた経緯経緯経緯経緯もあったのでもあったのでもあったのでもあったので、、、、幼児教育問題審議会幼児教育問題審議会幼児教育問題審議会幼児教育問題審議会のののの答申答申答申答申をををを受受受受けてけてけてけて、、、、議会議会議会議会でででで決定決定決定決定されてされてされてされて、、、、ここここ

ちらにちらにちらにちらに戻戻戻戻ってきたということでってきたということでってきたということでってきたということで、、、、我我我我々々々々としてはとしてはとしてはとしてはノーノーノーノーとととと言言言言えないえないえないえない状況状況状況状況にあるわけですにあるわけですにあるわけですにあるわけです。。。。    

議論議論議論議論するするするする余地余地余地余地がなくてがなくてがなくてがなくて、、、、審議会審議会審議会審議会でででで議論議論議論議論していいのかということがありますのでしていいのかということがありますのでしていいのかということがありますのでしていいのかということがありますので、、、、確確確確かにかにかにかに

それはあるのかなとそれはあるのかなとそれはあるのかなとそれはあるのかなと思思思思いますいますいますいます。。。。    

幼児教育問題審議会幼児教育問題審議会幼児教育問題審議会幼児教育問題審議会がががが発足発足発足発足してしてしてして、、、、そのそのそのその役割役割役割役割とかとかとかとか機能機能機能機能にににに園区園区園区園区がががが入入入入っていないというのがいっていないというのがいっていないというのがいっていないというのがい

いのかどうかいのかどうかいのかどうかいのかどうか、、、、ということのということのということのということの判断判断判断判断をどこかでしないといけなかったのかなとをどこかでしないといけなかったのかなとをどこかでしないといけなかったのかなとをどこかでしないといけなかったのかなと思思思思いますいますいますいます。。。。一一一一

応応応応、、、、内容的内容的内容的内容的なことになことになことになことに特化特化特化特化されたとされたとされたとされたということですのでいうことですのでいうことですのでいうことですので、、、、園区園区園区園区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

でででで、、、、今今今今のののの与与与与えられたえられたえられたえられた条件条件条件条件でででで、、、、我我我我々々々々としてはこれでいいですよととしてはこれでいいですよととしてはこれでいいですよととしてはこれでいいですよと言言言言うしかないですよねうしかないですよねうしかないですよねうしかないですよね。。。。    

議論議論議論議論のののの切切切切りりりり分分分分けがけがけがけがそういうそういうそういうそういう形形形形でいいのかどうかということについてはでいいのかどうかということについてはでいいのかどうかということについてはでいいのかどうかということについては、、、、やはりやはりやはりやはり残残残残りまりまりまりま

すすすす。。。。もしももしももしももしも色色色色々々々々議論議論議論議論がありましてがありましてがありましてがありまして、、、、園区園区園区園区のののの問題問題問題問題についてはについてはについてはについては、、、、やはりやはりやはりやはり幼児教育問題審議会幼児教育問題審議会幼児教育問題審議会幼児教育問題審議会のののの

中中中中でででで議論議論議論議論するべきだということがありましたらするべきだということがありましたらするべきだということがありましたらするべきだということがありましたら、、、、例例例例えばえばえばえば答申答申答申答申のののの付帯付帯付帯付帯としてとしてとしてとして書書書書いてもいいてもいいてもいいてもいいのいのいのいの

かなというかなというかなというかなという気気気気もしますもしますもしますもします。。。。もちろんもちろんもちろんもちろん皆皆皆皆さんのごさんのごさんのごさんのご意見意見意見意見をををを踏踏踏踏まえてということですがまえてということですがまえてということですがまえてということですが、、、、教育内容教育内容教育内容教育内容

とととと園区園区園区園区をををを一緒一緒一緒一緒にやるとにやるとにやるとにやると、、、、確確確確かにややこしいというのはありますかにややこしいというのはありますかにややこしいというのはありますかにややこしいというのはあります。。。。    

今回今回今回今回はははは、、、、このこのこのこの答申案答申案答申案答申案のとおりでいいとのとおりでいいとのとおりでいいとのとおりでいいと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、幼児教育問題審議会幼児教育問題審議会幼児教育問題審議会幼児教育問題審議会がががが、、、、園区園区園区園区についについについについ

てはてはてはては対象対象対象対象となっていないのがとなっていないのがとなっていないのがとなっていないのが問題問題問題問題だったのかなとだったのかなとだったのかなとだったのかなと思思思思いますいますいますいます。。。。そそそそちらちらちらちらでででで議論議論議論議論するのであれするのであれするのであれするのであれ

ばばばば、、、、このこのこのこの審議会審議会審議会審議会ではではではでは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ないのでがないのでがないのでがないので、、、、例例例例えばえばえばえば校区審議会校区審議会校区審議会校区審議会はははは、、、、幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園についてはについてはについてはについては別別別別

扱扱扱扱いにするといったことをいにするといったことをいにするといったことをいにするといったことを決決決決めておけばよかったのかなとめておけばよかったのかなとめておけばよかったのかなとめておけばよかったのかなと思思思思いますいますいますいます。。。。    

制度上制度上制度上制度上、、、、幼児教育問題審議会幼児教育問題審議会幼児教育問題審議会幼児教育問題審議会ではではではでは決決決決められないめられないめられないめられ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、、、、園区園区園区園区についてについてについてについてはははは本審議会本審議会本審議会本審議会

でででで決決決決めざるをめざるをめざるをめざるを得得得得ないないないない状況状況状況状況でででで、、、、しかししかししかししかし審議会審議会審議会審議会のののの本来本来本来本来のののの姿姿姿姿としてはとしてはとしてはとしては、、、、ノーノーノーノーとととと言言言言えないえないえないえない問題問題問題問題はあはあはあはあ

ってはならないとってはならないとってはならないとってはならない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、、、、今後今後今後今後についてはについてはについてはについては、、、、同同同同じじじじ轍轍轍轍をををを踏踏踏踏まないようにまないようにまないようにまないように考考考考えていただえていただえていただえていただ

きたいときたいときたいときたい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、、、、幼児教育問題審議会幼児教育問題審議会幼児教育問題審議会幼児教育問題審議会のののの役割役割役割役割はどうなっていますかはどうなっていますかはどうなっていますかはどうなっていますか。。。。    

幼児教育問題審議会幼児教育問題審議会幼児教育問題審議会幼児教育問題審議会にににに諮問諮問諮問諮問したしたしたした内容内容内容内容というのがというのがというのがというのが、、、、公立幼稚園公立幼稚園公立幼稚園公立幼稚園のののの活性化活性化活性化活性化というものでしというものでしというものでしというものでし

てててて、、、、特定特定特定特定のののの幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園によるものではありませんでしたによるものではありませんでしたによるものではありませんでしたによるものではありませんでした。。。。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全体的全体的全体的全体的にににに少少少少なかっなかっなかっなかっ

たのでたのでたのでたので、、、、何何何何とかするとかするとかするとかする方法方法方法方法はありませんかというはありませんかというはありませんかというはありませんかという主旨主旨主旨主旨でででで諮問諮問諮問諮問いたしましたいたしましたいたしましたいたしました。。。。そのそのそのその諮問諮問諮問諮問のののの内容内容内容内容

はははは、、、、先程申先程申先程申先程申しししし上上上上げげげげましたましたましたましたがががが、、、、「「「「公立幼稚園公立幼稚園公立幼稚園公立幼稚園におけるにおけるにおけるにおける一学級一学級一学級一学級のののの適正人数適正人数適正人数適正人数についてについてについてについて」「」「」「」「公立幼稚公立幼稚公立幼稚公立幼稚

園園園園におけるにおけるにおけるにおける適正適正適正適正なななな学級数学級数学級数学級数についてについてについてについて」「」「」「」「公立幼稚園公立幼稚園公立幼稚園公立幼稚園のののの適正適正適正適正なななな運営運営運営運営のためののためののためののための活性化策活性化策活性化策活性化策についてについてについてについて」」」」

となっておりますとなっておりますとなっておりますとなっております。。。。そのそのそのその後後後後、、、、答申答申答申答申にもとづきましてにもとづきましてにもとづきましてにもとづきまして、、、、集合集合集合集合がががが重重重重なったところがなったところがなったところがなったところが加茂加茂加茂加茂とふたとふたとふたとふた

ばのばのばのばの園区園区園区園区だだだだったったったったということということということということですですですです。。。。    

幼児教育問題審議会幼児教育問題審議会幼児教育問題審議会幼児教育問題審議会はははは、、、、スタンダードスタンダードスタンダードスタンダードとととと言言言言いますかいますかいますかいますか、、、、幼児教育幼児教育幼児教育幼児教育をををを活性化活性化活性化活性化するためのするためのするためのするための指針指針指針指針

をををを示示示示しししし、、、、統合統合統合統合についてはについてはについてはについては教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会がががが上程上程上程上程しししし、、、、それにそれにそれにそれに基基基基づいてづいてづいてづいて議会議会議会議会でででで議論議論議論議論されされされされ、、、、決定決定決定決定されされされされ

たということですねたということですねたということですねたということですね。。。。プロセスプロセスプロセスプロセスをををを考考考考えてみるとえてみるとえてみるとえてみると、、、、二通二通二通二通りあるのかなとりあるのかなとりあるのかなとりあるのかなと思思思思いますいますいますいます。。。。一一一一つはつはつはつは幼幼幼幼

児教育問題審議会児教育問題審議会児教育問題審議会児教育問題審議会にににに議論議論議論議論のののの場場場場をををを与与与与えるというえるというえるというえるという方法方法方法方法、、、、もうもうもうもう一一一一つはつはつはつは議会議会議会議会でででで決定決定決定決定するするするする前前前前にににに校区審校区審校区審校区審

議会議会議会議会にににに諮問諮問諮問諮問されてされてされてされて、、、、二二二二つのつのつのつの審議会審議会審議会審議会のののの結論結論結論結論をもってをもってをもってをもって議会議会議会議会にににに上程上程上程上程されるというされるというされるというされるという方法方法方法方法もももも、、、、運用上運用上運用上運用上

はははは可能可能可能可能だったはずですだったはずですだったはずですだったはずです。。。。ですからですからですからですから、、、、どちらかをやらないとどちらかをやらないとどちらかをやらないとどちらかをやらないと今今今今みたいにみたいにみたいにみたいに自動運転自動運転自動運転自動運転になってしになってしになってしになってし

まいますのでまいますのでまいますのでまいますので、、、、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少少少少しししし考考考考えておかないといけなかったえておかないといけなかったえておかないといけなかったえておかないといけなかった部分部分部分部分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。。。。    

委員委員委員委員のおっしゃることはもっともでのおっしゃることはもっともでのおっしゃることはもっともでのおっしゃることはもっともで、、、、我我我我々々々々としてはわかりましたととしてはわかりましたととしてはわかりましたととしてはわかりましたと言言言言うしかないのかなうしかないのかなうしかないのかなうしかないのかな
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委委委委    員員員員    

というというというという形形形形でででで動動動動いていますいていますいていますいています。。。。今後今後今後今後はこういうはこういうはこういうはこういう事事事事がないようにがないようにがないようにがないように、、、、事務局事務局事務局事務局におにおにおにお願願願願いしたいといしたいといしたいといしたいと思思思思いいいい

ますますますます。。。。    

確認確認確認確認ですがですがですがですが、、、、一一一一つはつはつはつは議論議論議論議論のののの流流流流れがこれでよかったのかれがこれでよかったのかれがこれでよかったのかれがこれでよかったのかどうかどうかどうかどうか、、、、もうもうもうもう一一一一つはつはつはつは事務局事務局事務局事務局からからからから経経経経

過過過過をををを説明説明説明説明いただいいただいいただいいただいたたたた、、、、問題点問題点問題点問題点のののの所在所在所在所在やどういうやどういうやどういうやどういう課題課題課題課題があったのかというがあったのかというがあったのかというがあったのかという内容内容内容内容、、、、以上二以上二以上二以上二つのつのつのつの

ことでことでことでことで了解了解了解了解がががが得得得得られればられればられればられれば、、、、ゴーサインゴーサインゴーサインゴーサインをだしてもいいのかなとをだしてもいいのかなとをだしてもいいのかなとをだしてもいいのかなと思思思思いますいますいますいます。。。。    

私私私私はははは答申答申答申答申のののの文言文言文言文言でででで、、、、今言今言今言今言われたことをわれたことをわれたことをわれたことを指摘指摘指摘指摘するというようなするというようなするというようなするというような形形形形でででで入入入入れておいたれておいたれておいたれておいた方方方方がががが、、、、審審審審

議会議会議会議会としていいのかなととしていいのかなととしていいのかなととしていいのかなと思思思思いますいますいますいます。。。。    

そうしましたらそうしましたらそうしましたらそうしましたら、、、、次回次回次回次回までにまでにまでにまでに別文書別文書別文書別文書ででで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、、、、校区審議会校区審議会校区審議会校区審議会がががが、、、、他他他他のののの審議会等審議会等審議会等審議会等のののの結結結結

論論論論をそのままをそのままをそのままをそのまま受受受受けけけけ入入入入れざるをれざるをれざるをれざるを得得得得ないないないない状況状況状況状況でででで、、、、案件案件案件案件をををを審議審議審議審議することのないようにすることのないようにすることのないようにすることのないように問題点問題点問題点問題点をををを指指指指

摘摘摘摘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でででで、、、、次回次回次回次回のののの時時時時にににに事務局事務局事務局事務局からそのことについてからそのことについてからそのことについてからそのことについて案案案案をををを出出出出ししししていただくというていただくというていただくというていただくという

形形形形でよろしいでしょうかでよろしいでしょうかでよろしいでしょうかでよろしいでしょうか。。。。    

－－－－反対意見反対意見反対意見反対意見なしなしなしなし－－－－    

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。。。。このこのこのこの件件件件についてはについてはについてはについては承認承認承認承認いただいたということでいただいたということでいただいたということでいただいたということで確認確認確認確認いたしましいたしましいたしましいたしまし

たたたた。。。。ただしただしただしただし、、、、指摘事項指摘事項指摘事項指摘事項をををを踏踏踏踏まえてまえてまえてまえて次回次回次回次回、、、、もうもうもうもう一度一度一度一度おおおお諮諮諮諮りいたしますりいたしますりいたしますりいたします。。。。    

それではそれではそれではそれでは次次次次のののの議題議題議題議題のののの「「「「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」」」」にににに入入入入りますりますりますります。。。。    

１２１２１２１２月月月月のののの審議会審議会審議会審議会でででで、、、、緑台中学校区緑台中学校区緑台中学校区緑台中学校区のののの平成平成平成平成２３２３２３２３年度入学者年度入学者年度入学者年度入学者についてについてについてについて、、、、特例的特例的特例的特例的にににに入学入学入学入学をををを認認認認めめめめ

たたた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。。。。理由理由理由理由としてはとしてはとしてはとして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課題課題課題課題とととと言言言言いますかいますかいますかいますか、、、、教育教育教育教育のよりよいのよりよいのよりよいのよりよい実施実施実施実施

のうえでのうえでのうえでのうえで必要必要必要必要であったということであったということであったということであったということでででで、、、、特例特例特例特例としてとしてとしてとして５５５５パーセントパーセントパーセントパーセントではないではないではないではない形形形形でででで認認認認めたというめたというめたというめたという

ことだったことだったことだったことだったとととと思思思思いますいますいますいます。。。。それをそれをそれをそれを受受受受けてけてけてけて、、、、前回前回前回前回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丁目丁目丁目丁目についてについてについてについて議論議論議論議論があっがあっがあっがあっ

たかとたかとたかとたかと思思思思いますいますいますいます。。。。前回前回前回前回はははは、、、、当該地区当該地区当該地区当該地区ででででこれまでどのくらいのこれまでどのくらいのこれまでどのくらいのこれまでどのくらいの割合割合割合割合のののの人人人人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ををを行行行行っっっっ

たのかをたのかをたのかをたのかを調調調調べていただきましたべていただきましたべていただきましたべていただきました。。。。結果結果結果結果としてとしてとしてとして６６６６年間年間年間年間でででで約約約約２００２００２００２００人人人人のののの内内内内、、、、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したことがわかりましたしたことがわかりましたしたことがわかりましたしたことがわかりました。。。。これはこれはこれはこれは予想予想予想予想をををを大大大大きくきくきくきく超超超超えるものでえるものでえるものでえるもので、、、、このことについてこのことについてこのことについてこのことについて

何何何何とかしなければならないのではないかというとかしなければならないのではないかというとかしなければならないのではないかというとかしなければならないのではないかという議論議論議論議論がありましたがありましたがありましたがありました。。。。    

これまでのこれまでのこれまでのこれまでの議論議論議論議論をまとめますとをまとめますとをまとめますとをまとめますと、、、、三三三三つのつのつのつの考考考考ええええ方方方方のののの基準基準基準基準があったかとがあったかとがあったかとがあったかと思思思思いますいますいますいます。。。。一一一一つはつはつはつは公公公公

教育教育教育教育ですのでですのでですのでですので、、、、教育条件教育条件教育条件教育条件にあまりにもにあまりにもにあまりにもにあまりにも差差差差があるのはおかしいだろうとがあるのはおかしいだろうとがあるのはおかしいだろうとがあるのはおかし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、、、、基本的基本的基本的基本的

にはにはにはに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ということがえるということがえるということがえるということが必要必要必要必要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。。。。二二二二つつつつ目目目目はははは通学上通学上通学上通学上のののの安全安全安全安全

確保確保確保確保、、、、距離距離距離距離のののの問題問題問題問題がありましたがありましたがありましたがありました。。。。三三三三つつつつ目目目目としてはとしてはとしてはとしては、、、、校区校区校区校区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係関係関係関係もももも考考考考えるえるえるえる

必要必要必要必要があるだろうということですがあるだろうということですがあるだろうということですがあるだろうということです。。。。    

そのそのそのその中中中中でででで、、、、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についてについてについて、、、、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ればいいかということをえればいいかということをえればいいかということをえればいいかということを審審審審

議議議議していただきましたしていただきましたしていただきましたしていただきました。。。。流流流流れとしてれとしてれとしてれとしてはははは、、、、たくさんのたくさんのたくさんのたくさんの方方方方がががが望望望望まれているまれているまれているまれているのであればのであればのであればのであれば、、、、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うがいいのではないかというがいいのではないかというがいいのではないかという方向方向方向方向でででで議論議論議論議論がががが進進進進んでいまんでいまんでいまんでいま

すすすす。。。。このことについてこのことについてこのことについてこのことについて、、、、ただただただただ単単単単にににに切切切切りりりり分分分分けるだけではなくてけるだけではなくてけるだけではなくてけるだけではなくて、、、、元元元元のののの校区校区校区校区のののの方方方方がいいというがいいというがいいというがいいという

方方方方もいらっしゃるでしょうしもいらっしゃるでしょうしもいらっしゃるでしょうしもいらっしゃるでしょうし、、、、色色色色々々々々なななな問題問題問題問題がががが起起起起きてくるでしょうからきてくるでしょうからきてくるでしょうからきてくるでしょうから、、、、そういったそういったそういったそういった柔柔柔柔らからからからか

いいいい部分部分部分部分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っていくかということについてもっていくかということについてもっていくかということについてもっていくかということについても考考考考えていくえていくえていくえていく必要必要必要必要がある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。。。。今日今日今日今日、、、、改改改改めてこのめてこのめてこのめてこの問題問題問題問題についてどういうについてどういうについてどういうについてどういう形形形形でででで議論議論議論議論すればいいのかすればいいのかすればいいのかすればいいのか、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは内容内容内容内容

についてについてについてについて議論議論議論議論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いますいますいますいます。。。。    

ただしただしただしただし、、、、現委員現委員現委員現委員のののの任期任期任期任期がががが６６６６月末月末月末月末でででで、、、、今回今回今回今回をををを含含含含めてあとめてあとめてあとめてあと２２２２回回回回しかありませんしかありませんしかありませんしかありません。。。。形形形形としてとしてとしてとして、、、、

中間中間中間中間報告報告報告報告というというというという形形形形でまとめでまとめでまとめでまとめましてましてましてまして、、、、７７７７月以降新月以降新月以降新月以降新しいしいしいしい委員委員委員委員にににに申申申申しししし送送送送れればとれればとれればとれ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。。。。

それでいいかどうかということもそれでいいかどうかということもそれでいいかどうかということもそれでいいかどうかということも含含含含めてめてめてめて、、、、ごごごご意見意見意見意見をいただければをいただければをいただければをいただければとととと思思思思いますいますいますいます。。。。    

会長会長会長会長がおっしゃったやりがおっしゃったやりがおっしゃったやりがおっしゃったやり方方方方でいいとでいいとでいいとでいいと思思思思いますいますいますいます。。。。    
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委委委委    員員員員    

    

    

    

    

    

会会会会    長長長長    

    

    

    

委委委委    員員員員    

    

    

    

    

    

会会会会    長長長長    

    

    

    

委委委委    員員員員    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

会会会会    長長長長    

    

    

    

課題課題課題課題としてとしてとしてとして、、、、地元地元地元地元からのからのからのからの要望要望要望要望がががが今今今今までもあがっているのでまでもあがっているのでまでもあがっているのでまでもあがっているので、、、、それをどうそれをどうそれをどうそれをどう取取取取りりりり扱扱扱扱うかがうかがうかがうかが一一一一

つあるのとつあるのとつあるのとつあるのと、、、、今今今今までまでまでまでににににもももも話話話話しましたがしましたがしましたがしましたが、、、、なぜなぜなぜなぜ緑台緑台緑台緑台１１１１丁目丁目丁目丁目からからからから５５５５丁目丁目丁目丁目がががが多田中学校多田中学校多田中学校多田中学校なのかとなのかとなのかとなのかと

いういういういう歴史的歴史的歴史的歴史的なななな経緯経緯経緯経緯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、、、、それをどうそれをどうそれをどうそれをどう処理処理処理処理するのかするのかするのかするのか。。。。さらにさらにさらにさらに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すですですです

よねよねよねよね。。。。中学校中学校中学校中学校ではではではでは特特特特にににに部活動部活動部活動部活動のののの関係関係関係関係もありますしもありますしもありますしもありますし、、、、それをどうそれをどうそれをどうそれをどう考考考考えていくのかということえていくのかということえていくのかということえていくのかということ

をををを問題問題問題問題としてとしてとしてとして受受受受けけけけ止止止止めていますめていますめていますめています。。。。    

緑台中学校緑台中学校緑台中学校緑台中学校はははは、、、、年年年年々々々々校区外校区外校区外校区外からきているからきているからきているからきている子子子子どもがどもがどもがども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。。。。    

何何何何クラスクラスクラスクラスがががが適当適当適当適当であるかというのはであるかというのはであるかというのはであるかというのは、、、、基準基準基準基準としてとしてとしてとしてはははは非常非常非常非常にににに難難難難しいとはしいとはしいとはしいとは思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、あるあるあるある

程度安定程度安定程度安定程度安定したしたしたした学級数学級数学級数学級数があればがあればがあればがあれば、、、、勉強勉強勉強勉強だけでなくだけでなくだけでなくだけでなく部活動部活動部活動部活動もももも活発活発活発活発になるのではとになるのではとになるのではとになるのではと思思思思いますいますいますいます。。。。希希希希

望望望望のののの部活動部活動部活動部活動がないのでがないのでがないのでがないので、、、、緑台中学校以外緑台中学校以外緑台中学校以外緑台中学校以外をををを選択選択選択選択するするするする方方方方もいらっしゃいますしもいらっしゃいますしもいらっしゃいますしもいらっしゃいますし、、、、小規模校小規模校小規模校小規模校だだだだ

からからからから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方方方方もいらっしゃいますもいらっしゃいますもいらっしゃいますもいらっしゃいます。。。。規模的規模的規模的規模的にはにはにはには１１１１学年学年学年学年にににに４４４４クラスクラスクラスクラスあればあればあればあればバランスバランスバランスバランス

がいいのかなとがいいのかなとがいいのかなとがいいのかなと感感感感じますじますじますじます。。。。    

前回前回前回前回からからからから申申申申しししし上上上上げているようにげているようにげているようにげているように、、、、暫定的暫定的暫定的暫定的にににに三三三三つのつのつのつの基準基準基準基準をををを設設設設けたけたけたけたときにときにときにときに、、、、教育教育教育教育のののの平等平等平等平等、、、、通通通通

学学学学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、、、、このこのこのこの中中中中でででで今今今今おっしゃったのはおっしゃったのはおっしゃったのはおっしゃったのは一番目一番目一番目一番目のののの問題問題問題問題についてでについてでについてでについてで

したしたしたした。。。。公立公立公立公立のののの学校学校学校学校としてはとしてはとしてはとしては一番一番一番一番にににに考慮考慮考慮考慮すべきすべきすべきすべき内容内容内容内容をををを含含含含んでいんでいんでいんでいるとるとるとると思思思思いますいますいますいます。。。。    

二番目二番目二番目二番目とととと三番目三番目三番目三番目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、、、、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関係関係関係関係からはいかがでしょうかからはいかがでしょうかからはいかがでしょうかからはいかがでしょうか。。。。    

何度何度何度何度かかかか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、、、、緑台小学校区緑台小学校区緑台小学校区緑台小学校区とととと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ででで一一一一つのつのつのつのコミュニティコミュニティコミュニティコミュニティになってになってになってになって

いますいますいますいます。。。。昭和昭和昭和昭和５４５４５４５４年年年年にににに緑台中学校緑台中学校緑台中学校緑台中学校ができたときにができたときにができたときにができたときに、、、、緑台小学校緑台小学校緑台小学校緑台小学校をををを分分分分けたことがけたことがけたことがけたことが問題問題問題問題のののの始始始始まままま

りだったのではないかとりだったのではないかとりだったのではないかとりだったのではない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。。。。あまりにあまりにあまりにあまりに小規模小規模小規模小規模ですとですとですとですと教育上教育上教育上教育上、、、、無理無理無理無理がががが生生生生じることじることじることじること

もあるでしょうしもあるでしょうしもあるでしょうしもあるでしょうし、、、、部活動部活動部活動部活動においてもにおいてもにおいてもにおいても不公平感不公平感不公平感不公平感をををを感感感感じることがあるとじることがあるとじることがあるとじることがあ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、、、、

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のののの出身者出身者出身者出身者をををを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するのがにするのがにするのがにするのが望望望望ましいのではないかとましいのではないかとましいのではないかとましいのではないかと

考考考考えていますえていますえていますえています。。。。    

緑台中学緑台中学緑台中学緑台中学校校校校にににに行行行行くことについてくことについてくことについてくことについて、、、、プラスプラスプラスプラスになるというごになるというごになるというごになるというご意見意見意見意見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。。。。多田中学多田中学多田中学多田中学

校校校校にににに行行行行くことになってからくことになってからくことになってからくことになってから随分時間随分時間随分時間随分時間がががが経経経経っていますっていますっていますっていますしししし、、、、兄弟関係兄弟関係兄弟関係兄弟関係なんかもありますのでなんかもありますのでなんかもありますのでなんかもありますので、、、、

一概一概一概一概にはにはにはには言言言言えないえないえないえない部分部分部分部分もあるでしょうもあるでしょうもあるでしょうもあるでしょう。。。。    

今今今今、、、、学校教育学校教育学校教育学校教育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のののの二二二二つのつのつのつの面面面面でおでおでおでお話話話話しいただきましたしいただきましたしいただきましたしいただきました。。。。    

先程先程先程先程からからからから会長会長会長会長がおっしゃるようにがおっしゃるようにがおっしゃるようにがおっしゃるように、、、、子子子子どもをどもをどもをどもを中心中心中心中心としたとしたとしたとした条件条件条件条件がががが第一義第一義第一義第一義であるとであるとであるとであると考考考考えていえていえていえてい

ますますますます。。。。とにかくとにかくとにかくとにかく子子子子どもにどもにどもにどもに関関関関わることがわることがわることがわることが第一義第一義第一義第一義だだだだ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。。。。当然当然当然当然、、、、教育環境教育環境教育環境教育環境そしてそしてそしてそして安安安安

全全全全・・・・通学通学通学通学、、、、こういうこういうこういうこういう順番順番順番順番であってほしいとであってほしいとであってほしいとであってほしいと願願願願っていますっていますっていますっています。。。。    

喫緊喫緊喫緊喫緊のののの問題問題問題問題でででで言言言言いますといますといますといますと、、、、緑台緑台緑台緑台１１１１丁目丁目丁目丁目かかかからららら５５５５丁目丁目丁目丁目ということになりますがということになりますがということになりますがということになりますが、、、、一一一一つつつつ校区校区校区校区とととと

いうもののいうもののいうもののいうものの定義定義定義定義をををを考考考考ええええたときにたときにたときにたときに、、、、５５５５パーセントパーセントパーセントパーセントがががが優先優先優先優先なのかなのかなのかなのか校区校区校区校区がががが優先優先優先優先なのかというなのかというなのかというなのかという話話話話

でででで、、、、まずはまずはまずはまずは校区校区校区校区がががが優先優先優先優先でなければでなければでなければでなければ５５５５パーセントパーセントパーセントパーセントというのはというのはというのはというのは有有有有りりりり得得得得ませんませんませんません。。。。そのそのそのそのパーセントパーセントパーセントパーセント

をををを変変変変えてしまうのはえてしまうのはえてしまうのはえてしまうのは、、、、校区校区校区校区をなくしてしまうのにをなくしてしまうのにをなくしてしまうのにをなくしてしまうのに等等等等しいしいしいしい意味合意味合意味合意味合いになってくるといになってくるといになってくるといになってくると思思思思うのうのうのうの

でででで、、、、まずはまずはまずはまずは校区校区校区校区をををを中心中心中心中心にににに考考考考えていきましょうとえていきましょうとえていきましょうとえていきましょうと。。。。そのうえでそのうえでそのうえでそのうえで、、、、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、、、、いいいい

わゆるわゆるわゆるわゆる緑台小学校区緑台小学校区緑台小学校区緑台小学校区、、、、陽明小学校区陽明小学校区陽明小学校区陽明小学校区のののの両校区両校区両校区両校区がががが一一一一つのつのつのつの中学校区中学校区中学校区中学校区ですよというですよというですよというですよという、、、、校区校区校区校区のののの大大大大きききき

なくくりのなくくりのなくくりのなくくりの定義定義定義定義をををを設設設設けけけけてててて変変変変ええええることでることでることでることで、、、、そのそのそのその中中中中のののの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運用運用運用運用がががが、、、、今度今度今度今度はそはそはそはそういうういうういうういう

視点視点視点視点にににに変変変変えてみてもいいのではないかとえてみてもいいのではないかとえてみてもいいのではないかとえてみ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。。。。    

前回前回前回前回からからからから申申申申しししし上上上上げていましたげていましたげていましたげていました、、、、三三三三つのつのつのつの基準基準基準基準があるとすればがあるとすればがあるとすればがあるとすれば、、、、自自自自ずとずとずとずと優先順位優先順位優先順位優先順位があるのでがあるのでがあるのでがあるので

はないかはないかはないかはないか、、、、それはそれはそれはそれは子子子子どもどもどもども中心中心中心中心にににに見見見見ていくべきであるとていくべきであるとていくべきであるとていくべきであ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。。。。学校学校学校学校のののの教育教育教育教育がががが公平公平公平公平にににに、、、、

子子子子どものどものどものどもの教育教育教育教育がよりがよりがよりがより良良良良いものになるようないものになるようないものになるようないものになるような形形形形がががが第一義第一義第一義第一義であるというごであるというごであるというごであるというご意見意見意見意見だとだとだとだ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意味意味意味意味ではではではでは、、、、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丁目丁目丁目丁目についてはについてはについてはについては線引線引線引線引きをしたきをしたきをしたきをした方方方方がいいというごがいいというごがいいというごがいいというご意見意見意見意見
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委委委委    員員員員    

    

    

    

    

    

    

    

副副副副会長会長会長会長    

    

    

    

    

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    

    

    

    

    

としてとしてとしてとして受受受受けけけけ止止止止めましためましためましためました。。。。子子子子どものどものどものどもの安全安全安全安全だとかそのだとかそのだとかそのだとかその他他他他のののの問題問題問題問題はあるにせよはあるにせよはあるにせよはあるにせよ、、、、当然当然当然当然このこのこのこの問題問題問題問題もももも

議論議論議論議論すべきですがすべきですがすべきですがすべきですが、、、、子子子子どもをどもをどもをどもを中心中心中心中心にににに考考考考えるというおえるというおえるというおえるというお話話話話でしたでしたでしたでした。。。。    

先程先程先程先程のののの委員委員委員委員のののの意見意見意見意見にににに同感同感同感同感ですがですがですがですが、、、、話話話話のもっていきのもっていきのもっていきのもっていき方方方方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をををを救救救救おうというおうというおうというおうという

ことではないということではないということではないということではないというベースベースベースベースをしっかりとをしっかりとをしっかりとをしっかりと作作作作っておかないとっておかないとっておかないとっておかないと、、、、話話話話はははは非常非常非常非常にややこしくなるのにややこしくなるのにややこしくなるのにややこしくなるの

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。。。。子子子子どもどもどもども達達達達にとってにとってにとってにとって良良良良いことだからいことだからいことだからいことだから、、、、歴史的歴史的歴史的歴史的なななな背景背景背景背景もももも含含含含めてめてめてめて、、、、線引線引線引線引きをきをきをきを見見見見

直直直直しましょうというしましょうというしましょうというしましょうという筋筋筋筋をををを一本通一本通一本通一本通しておくべきだとしておくべきだとしておくべきだとしておくべきだと思思思思いますいますいますいます。。。。    

川西市川西市川西市川西市はははは大規模校大規模校大規模校大規模校とととと小規模校小規模校小規模校小規模校というというというという差差差差がありまがありまがありまがありますすすす。。。。本当本当本当本当にににに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られているけられているけられているけられている

のかというのかというのかというのかという思思思思いがいがいがいがありましてありましてありましてありまして、、、、１０００１０００１０００１０００人人人人のののの学校学校学校学校とととと３００３００３００３００人人人人のののの学校学校学校学校ということでということでということでということで、、、、それでそれでそれでそれで

学校学校学校学校ののののシステムシステムシステムシステムがががが色色色色々々々々とととと変変変変わってくるということもわってくるということもわってくるということもわってくるということも理解理解理解理解したうえでしたうえでしたうえでしたうえで申申申申しししし上上上上げておりますげておりますげておりますげております

がががが、、、、一一一一つつつつ筋筋筋筋をををを通通通通すということをおすということをおすということをおすということをお願願願願いしたいなといしたいなといしたいなといしたいなと思思思思いますいますいますいます。。。。    

確認確認確認確認をさせていただきたいのですがをさせていただきたいのですがをさせていただきたいのですがをさせていただきたいのですが、、、、１２１２１２１２月月月月のののの審議会審議会審議会審議会ではではではでは、、、、４４４４月月月月からからからから入学入学入学入学のののの生徒生徒生徒生徒のののの話話話話なななな

のでのでのでので臨時臨時臨時臨時にににに認認認認めてめてめてめて、、、、原理原則原理原則原理原則原理原則についてはについてはについてはについては後後後後でででで話話話話をしましょうということだったのですがをしましょうということだったのですがをしましょうということだったのですがをしましょうということだったのですが、、、、

今今今今のおのおのおのお話話話話はははは、、、、対処療法的対処療法的対処療法的対処療法的にににに校区校区校区校区をををを変変変変えるということではなくてえるということではなくてえるということではなくてえるということではなくて、、、、原理原則原理原則原理原則原理原則にににに手手手手をををを出出出出してしてしてして、、、、

校区校区校区校区というのはこうあるべきでというのはこうあるべきでというのはこうあるべきでというのはこうあるべきで、、、、だからだからだからだから原理原則原理原則原理原則原理原則にににに基基基基づいたづいたづいたづいた望望望望ましいましいましいましい線引線引線引線引きにきにきにきに変変変変えるといえるといえるといえるとい

うううう話話話話ですねですねですねですね。。。。    

そうですそうですそうですそうです。。。。緑台中学校緑台中学校緑台中学校緑台中学校にににに関関関関してはしてはしてはしては、、、、分離分離分離分離したときはそれしたときはそれしたときはそれしたときはそれ程人数程人数程人数程人数にににに差差差差はなかったけれどもはなかったけれどもはなかったけれどもはなかったけれども、、、、

段段段段々々々々ととととバランスバランスバランスバランスがががが悪悪悪悪くなってくなってくなってくなってきたというきたというきたというきたという経緯経緯経緯経緯があるようですがあるようですがあるようですがあるようです。。。。今今今今はははは見直見直見直見直すすすす時期時期時期時期、、、、制度制度制度制度がががが疲疲疲疲

労労労労してきているしてきているしてきているしてきている時期時期時期時期ににににあたるのかなというあたるのかなというあたるのかなというあたるのかなという感感感感じがしますじがしますじがしますじがします。。。。    

みなさんだいたいみなさんだいたいみなさんだいたいみなさんだいたい校区校区校区校区のののの変更変更変更変更についてについてについてについて肯定的肯定的肯定的肯定的なごなごなごなご意見意見意見意見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、、、、課題課題課題課題としてはとしてはとしてはとしては

二番目二番目二番目二番目のののの通学通学通学通学のののの問題問題問題問題があってがあってがあってがあって、、、、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よりもくよりもくよりもくよりも遠遠遠遠くなるくなるくなるくなる子子子子どもがいるということどもがいるということどもがいるということどもがいるということ

のののの中中中中でででで、、、、おそらくおそらくおそらくおそらく保護者保護者保護者保護者のののの中中中中にはもとのにはもとのにはもとのにはもとの方方方方がいいというふうにがいいというふうにがいいというふうにがいいというふうに考考考考えるえるえるえる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

思思思思いますいますいますいます。。。。そのそのそのその辺辺辺辺はどうでしょうかはどうでしょうかはどうでしょうかはどうでしょうか。。。。    

例例例例えばえばえばえば、、、、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近近近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にににに行行行行っていっていっていってい

ますますますます。。。。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のおのおのおのお子子子子さんはさんはさんはさんは、、、、原則原則原則原則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ということでということでということでということで、、、、原則原則原則原則

というというというという言葉言葉言葉言葉があればがあればがあればがあれば、、、、５５５５パーセントパーセントパーセントパーセントというというというという部分部分部分部分をををを利用利用利用利用していけるのではないかとしていけるのではないかとしていけるのではないかとしていけるのではないかと思思思思いまいまいまいま

すすすす。。。。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、、、、子子子子どものためどものためどものためどものためであったりであったりであったりであったり、、、、学校学校学校学校のののの活性化活性化活性化活性化にもにもにもにも繋繋繋繋がっていがっていがっていがってい

くくくく、、、、教育教育教育教育のののの平等性平等性平等性平等性にににに繋繋繋繋がっていくのかなとがっていくのかなとがっていくのかなとがっていくのかなと思思思思いますいますいますいます。。。。    

あとはあとはあとはあとは、、、、対象対象対象対象になるになるになるになる子子子子どもどもどもども達達達達のののの気持気持気持気持ちがちがちがちが問題問題問題問題だろうなとだろうなとだろうなとだろうな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丁目丁目丁目丁目まではまではまではまでは緑台中学校緑台中学校緑台中学校緑台中学校にしたにしたにしたにした方方方方がいいよとがいいよとがいいよとがいいよと言言言言っているっているっているっている。。。。私私私私もももも教育環境教育環境教育環境教育環境というというというという点点点点でででで考考考考

えたときにはえたときにはえたときにはえたときには、、、、当然校区当然校区当然校区当然校区をををを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たにしたにしたにし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思思思思っていますっていますっていますっています。。。。当当当当のののの子子子子どどどど

もももも達達達達がががが通学通学通学通学というというというという点点点点とととと部活動部活動部活動部活動、、、、大規模校大規模校大規模校大規模校とととといういういういう点点点点でででで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をどうをどうをどうをどう見見見見ていていていてい

るのかがわからないんでするのかがわからないんでするのかがわからないんでするのかがわからないんです。。。。近年近年近年近年でででで言言言言うとうとうとうと２００２００２００２００人人人人のののの内内内内４０４０４０４０人人人人、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる５５５５分分分分のののの１１１１がががが緑台緑台緑台緑台

中学校中学校中学校中学校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。。。。５５５５分分分分のののの４４４４についてはについてはについてはについては多田中学校多田中学校多田中学校多田中学校のままでのままでのままでのままで何何何何もももも文句文句文句文句をををを言言言言わなかったわなかったわなかったわなかった

ということですよねということですよねということですよねということですよね。。。。行政行政行政行政やややや学校学校学校学校やややや私達私達私達私達がががが配慮配慮配慮配慮しなければならないのはしなければならないのはしなければならないのはしなければならないのは、、、、実実実実はははは地域等地域等地域等地域等ではではではでは

なくてなくてなくてなくて、、、、子子子子どもどもどもども達達達達やそのやそのやそのやその保護者保護者保護者保護者なのかなとなのかなとなのかなとなのかなと考考考考えますえますえますえます。。。。    

５５５５分分分分のののの１１１１のののの方方方方はははは非常非常非常非常にににに明確明確明確明確なななな意志意志意志意志をををを持持持持ってらっしゃってってらっしゃってってらっしゃってってらっしゃって、、、、５５５５分分分分のののの４４４４についてはについてはについてはについては持持持持っていっていっていってい

たけどたけどたけどたけど諦諦諦諦めたのかもしれないしめたのかもしれないしめたのかもしれないしめたのかもしれないし、、、、好好好好きできできできで行行行行ったのかもしれないがったのかもしれないがったのかもしれないがったのかもしれないが、、、、そのそのそのその辺辺辺辺はよくわからなはよくわからなはよくわからなはよくわからな

いいいい部分部分部分部分ではありますではありますではありますではあります。。。。今今今今はははは緑台中学緑台中学緑台中学緑台中学校校校校のことばかりのことばかりのことばかりのことばかり話話話話していましたがしていましたがしていましたがしていましたが、、、、非常非常非常非常にににに大大大大きいきいきいきい中学中学中学中学

校校校校のののの課題課題課題課題ももももありますありますありますあります。。。。そこのそこのそこのそこの教育条件教育条件教育条件教育条件はどうなのかということをはどうなのかということをはどうなのかということをはどうなの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、、、、やはりやはりやはりやはり適適適適

正正正正なななな数数数数のののの方方方方がががが教育的教育的教育的教育的にはにはにはには望望望望ましいということでましいということでましいということでましいということで、、、、一方一方一方一方ではそういったではそういったではそういったではそういった部分部分部分部分もあろうかともあろうかともあろうかともあろうかと思思思思



 8 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

委委委委    員員員員    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

会会会会    長長長長    

    

    

副会長副会長副会長副会長    

    

    

    

    

    

委委委委    員員員員    

    

    

    

    

    

    

    

会会会会    長長長長    

いますいますいますいます。。。。要要要要するにするにするにするに出出出出しししし入入入入れのれのれのれの両方両方両方両方でででで見見見見ないとわからないということですねないとわからないということですねないとわからないということですねないとわからないということですね。。。。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満足満足満足満足していたけれどもしていたけれどもしていたけれどもしていたけれども、、、、こっちにこっちにこっちにこっちに行行行行ったらもっといいったらもっといいったらもっといいったらもっといい教育教育教育教育がががが受受受受けられるかもしれなけられるかもしれなけられるかもしれなけられるかもしれな

いということについてはいということについてはいということについてはいということについては説得的説得的説得的説得的でなければならないとでなければならないとでなければならないとでなければならないと思思思思いますいますいますいます。。。。両方両方両方両方のののの面面面面でででで多田多田多田多田にとってにとってにとってにとって

もいいもいいもいいもいい、、、、他他他他のののの子子子子どもにとってもいいどもにとってもいいどもにとってもいいどもにとってもいい、、、、本人本人本人本人にとってはなおいにとってはなおいにとってはなおいにとってはなおいいといういといういといういという形形形形でなければなかなでなければなかなでなければなかなでなければなかな

かかかか難難難難しいのかなというしいのかなというしいのかなというしい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。。。。    

これはこれはこれはこれはアンケートアンケートアンケートアンケートをををを取取取取るということもるということもるということもるということも考考考考えられなくもないですがえられなくもないですがえられなくもないですがえられなくもないですが、、、、これによっこれによっこれによっこれによってててて意志決意志決意志決意志決

定定定定をするということはをするということはをするということはをするということは、、、、あまりあまりあまりあまり馴染馴染馴染馴染まないまないまないまない部分部分部分部分でもあろうかでもあろうかでもあろうかでもあろうかとととと思思思思いますいますいますいます。。。。全体全体全体全体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切切切切りりりり分分分分けたほうがいいのではないかというけたほうがいいのではないかというけたほうがいいのではないかというけたほうがいいのではないかという意見意見意見意見がががが

圧倒的圧倒的圧倒的圧倒的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。。。。    

私私私私もももも緑台緑台緑台緑台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すればというにすればというにすればというにすればという思思思思いにいにいにいに傾傾傾傾いていますがいていますがいていますがいていますが、、、、ただただただただ現現現現

在在在在、、、、これからこれからこれからこれから中学中学中学中学にににに進進進進んでいこうとするんでいこうとするんでいこうとするんでいこうとする子子子子どもとそのどもとそのどもとそのどもとその保護者保護者保護者保護者がががが本当本当本当本当にににに望望望望んでいるのかどうんでいるのかどうんでいるのかどうんでいるのかどう

かかかか、、、、自分達自分達自分達自分達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行行行行くんだとくんだとくんだとくんだと思思思思っているっているっているっている方方方方のののの方方方方がががが多多多多いかもしれないいかもしれないいかもしれないいかもしれないですよねですよねですよねですよね。。。。審審審審

議会議会議会議会でででで決決決決まってまってまってまっ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までまでまで全部緑台中学校全部緑台中学校全部緑台中学校全部緑台中学校になりましたとなったときにになりましたとなったときにになりましたとなったときにになりましたとなったときに、、、、

地域住民地域住民地域住民地域住民のののの方達方達方達方達がががが納得納得納得納得されるかどうかされるかどうかされるかどうかされるかどうか、、、、そこでそこでそこでそこで新新新新たなたなたなたな火種火種火種火種ができてこないかどうかができてこないかどうかができてこないかどうかができてこないかどうか、、、、それそれそれそれ

をしっかりとをしっかりとをしっかりとをしっかりと掴掴掴掴まないといけないのではないかまないといけないのではないかまないといけないのではないかまないといけないのではないかとととと思思思思いますいますいますいます。。。。振振振振りりりり回回回回されるのはこれからそされるのはこれからそされるのはこれからそされるのはこれからそ

このこのこのこの中学校中学校中学校中学校にににに行行行行こうとしているこうとしているこうとしているこうとしている子子子子どもですからどもですからどもですからどもですから、、、、これからこれからこれからこれから将来将来将来将来のあるのあるのあるのある子子子子どもどもどもども達達達達にににに問題問題問題問題をををを残残残残

すことになるかもしれないとすことになるかもしれないとすことになるかもしれないとすことになるかもしれないと心配心配心配心配ししししますますますます。。。。    

それとそれとそれとそれと危険性危険性危険性危険性ですねですねですねですね。。。。造成当時造成当時造成当時造成当時はこれからはこれからはこれからはこれから街街街街がががが興興興興っていくなかでっていくなかでっていくなかでっていくなかで、、、、治安治安治安治安はそんなにはそんなにはそんなにはそんなに悪悪悪悪くくくく

なかったとなかったとなかったとなかったと思思思思いますいますいますいます。。。。ところがところがところがところが昨今昨今昨今昨今、、、、予測予測予測予測がつかないことがたくさんがつかないことがたくさんがつかないことがたくさんがつかないことがたくさん起起起起こっていますこっていますこっていますこっています。。。。そそそそ

ういうういうういうういう社会情勢社会情勢社会情勢社会情勢をををを保護者保護者保護者保護者がどのようにがどのようにがどのようにがどのように判断判断判断判断するのかするのかするのかするのか、、、、それもそれもそれもそれも考考考考えないとえないとえないとえないと、、、、今今今今はよくてもはよくてもはよくてもはよくても

段段段段々々々々暗暗暗暗くなってくるくなってくるくなってくるくなってくる、、、、近隣近隣近隣近隣でそういうでそういうでそういうでそういう事件事件事件事件がががが起起起起こったこったこったこった、、、、それならこっちがよかったというそれならこっちがよかったというそれならこっちがよかったというそれならこっちがよかったという

ことをことをことをことを思思思思わないようなわないようなわないようなわないような判断判断判断判断をしないといけないのかなとをしないといけないのかなとをしないといけないのかなとをし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。。。。    

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ををを巡巡巡巡ってはってはってはっては、、、、前回前回前回前回もももも小学校区小学校区小学校区小学校区とのとのとのとの連動連動連動連動もあるだろうというもあるだろうというもあるだろうというもあるだろうという話話話話がでていたとがでていたとがでていたとがでていたと

思思思思いますしいますしいますしいますし、、、、中学校中学校中学校中学校とととと小学校小学校小学校小学校はははは多少違多少違多少違多少違うかもしれませんがうかもしれませんがうかもしれませんがうかもしれませんが、、、、安全安全安全安全のののの面面面面ではではではでは共通共通共通共通しているとしているとしているとしていると

いうことでいうことでいうことでいうことで、、、、慎重慎重慎重慎重にやらなければならないというごにやらなければならないというごにやらなければならないというごにやらなければならないというご意見意見意見意見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。。。。    

委員委員委員委員がおっしがおっしがおっしがおっしゃっていたことでゃっていたことでゃっていたことでゃっていたことで気気気気になったんですがになったんですがになったんですがになったんですが、、、、２００２００２００２００人人人人のののの内内内内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てされていてされていてされていて、、、、どうしてもどうしてもどうしてもどうしても緑台中学校緑台中学校緑台中学校緑台中学校でないとでないとでないとでないと嫌嫌嫌嫌だというだというだというだという人人人人とととと、、、、行行行行けたらいいなといけたらいいなといけたらいいなといけたらいいなとい

うううう人人人人とがいるんだろうととがいるんだろうととがいるんだろうととがいるんだろうと思思思思いますいますいますいます。。。。それからそれからそれからそれから１６０１６０１６０１６０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

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、、、、それもそれもそれもそれも決決決決められためられためられためられた方方方方にににに行行行行くくくく、、、、緑台中学校緑台中学校緑台中学校緑台中学校ならならならなら文句文句文句文句もももも言言言言わずにそちらにわずにそちらにわずにそちらにわずにそちらに

行行行行くというくというくというくという人人人人もいればもいればもいればもいれば、、、、多田中学校多田中学校多田中学校多田中学校でないとでないとでないとでないと嫌嫌嫌嫌だというこだわりのだというこだわりのだというこだわりのだというこだわりの人人人人もいるわけですよもいるわけですよもいるわけですよもいるわけですよ

ねねねね。。。。そのあたりのそのあたりのそのあたりのそのあたりの生活感覚生活感覚生活感覚生活感覚がわからないがわからないがわからないがわからない部分部分部分部分があるのでがあるのでがあるのでがあるので、、、、そのそのそのその辺辺辺辺はどうなのはどうなのはどうなのはどうなのでしょうかでしょうかでしょうかでしょうか。。。。    

実際実際実際実際のところのところのところのところ、、、、わからないですよねわからないですよねわからないですよねわからないですよね。。。。校区校区校区校区だとだとだとだと言言言言わわわわれればそのれればそのれればそのれればその通通通通りりりり行行行行くくくく子子子子どももいるとどももいるとどももいるとどももいると

思思思思いますいますいますいます。。。。もちろんもちろんもちろんもちろん部活動部活動部活動部活動というというというという点点点点でいうとでいうとでいうとでいうと、、、、圧倒的圧倒的圧倒的圧倒的にににに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子子子子どもがどもがどもがどもが多多多多

いというのはいというのはいというのはいというのは事実事実事実事実ですですですです。。。。２２２２００００００００人人人人のののの内内内内４０４０４０４０人人人人というのはというのはというのはというのは、、、、明確明確明確明確にににに緑台中学校緑台中学校緑台中学校緑台中学校がいいとがいいとがいいとがいいと言言言言っっっっ

たたたた人人人人ですですですです。。。。残残残残りのりのりのりの１６０１６０１６０１６０人人人人のののの内内内内、、、、何人何人何人何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がいいとがいいとがいいとがいいと言言言言ったったったった人人人人でででで、、、、何人何人何人何人がががが校区校区校区校区だかだかだかだか

らららら行行行行ったのかはわかりませんったのかはわかりませんったのかはわかりませんったのかはわかりません。。。。仮仮仮仮にそのにそのにそのにその地域地域地域地域でででで半分半分半分半分ぐらいがぐらいがぐらいがぐらいが緑台中学校緑台中学校緑台中学校緑台中学校がいいということがいいということがいいということがいいということ

ならならならなら、、、、校区校区校区校区をををを変変変変えればいいじゃないかというえればいいじゃないかというえればいいじゃないかというえればいいじゃないかという話話話話になるとになるとになるとになる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、、、、５５５５分分分分のののの１１１１といといといとい

うことだったのでうことだったのでうことだったのでうことだったので、、、、このこのこのこの数数数数がががが果果果果たしてひっくりたしてひっくりたしてひっくりたしてひっくり返返返返したときにどうでるかがしたときにどうでるかがしたときにどうでるかがしたときにどうでるかが結構結構結構結構ポイントポイントポイントポイントかかかか

なとなとなとなと、、、、ここがここがここがここが火種火種火種火種になりかねないになりかねないになりかねないになりかねない話話話話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。。。。    

必必必必ずずずず反対反対反対反対はでてくるとははでてくるとははでてくるとははでてくるとは思思思思いますいますいますいます。。。。校区校区校区校区はどんなはどんなはどんなはどんな形形形形にせよにせよにせよにせよ、、、、これまでこっちにこれまでこっちにこれまでこっちにこれまでこっちに行行行行くんだくんだくんだくんだ
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事務局事務局事務局事務局    

    

とととと思思思思っていらっしゃったっていらっしゃったっていらっしゃったっていらっしゃった方方方方、、、、本人本人本人本人もももも含含含含めてめてめてめて一定一定一定一定のののの割合割合割合割合はははは存在存在存在存在しているしているしているしているでしょうでしょうでしょうでしょう。。。。ですからですからですからですから、、、、

もしもしもしもし切切切切りりりり分分分分けてけてけてけて違違違違うううう形形形形でやったときにはでやったときにはでやったときにはでやったときには、、、、必必必必ずそれにずそれにずそれにずそれに対対対対してのしてのしてのしての反発反発反発反発はありますはありますはありますはあります。。。。ただそれただそれただそれただそれ

がどのがどのがどのがどの程度程度程度程度なのかはなのかはなのかはなのかは読読読読めないめないめないめない部分部分部分部分でもありますでもありますでもありますでもあります。。。。    

校区校区校区校区のののの問題問題問題問題をををを地域地域地域地域からからからから課題課題課題課題としてとしてとしてとして出出出出ししししたときにたときにたときにたときに、、、、変更変更変更変更にににに該当該当該当該当するするするする人人人人からからからから不満不満不満不満がでるとがでるとがでるとがでると、、、、

地域地域地域地域ででででのののの争争争争いになりかねないというのがいになりかねないというのがいになりかねないというのがいになりかねないというのが一番危惧一番危惧一番危惧一番危惧するところですするところですするところですするところです。。。。でででですからすからすからすから、、、、子子子子どものどものどものどもの教教教教

育環境育環境育環境育環境というというというという観点観点観点観点かかかからららら地域地域地域地域にににに対対対対してしてしてして発信発信発信発信してもらしてもらしてもらしてもらいいいい、、、、そこのそこのそこのそこの声声声声をををを聞聞聞聞きながらきながらきながらきながら調整調整調整調整してしてしてして校区校区校区校区

変更変更変更変更をかけたをかけたをかけたをかけた中中中中でででで動向動向動向動向をををを見見見見ていくというのがていくというのがていくというのがていくというのが、、、、段階的段階的段階的段階的なななな対処法対処法対処法対処法なのかなというなのかなというなのかなというなのかなという気気気気がしまがしまがしまがしま

すすすす。。。。このままでいくならこのままでいくならこのままでいくならこのままでいくなら、、、、このままでもいいんですがこのままでもいいんですがこのままでもいいんですがこのままでもいいんですが、、、、それではそれではそれではそれでは校区校区校区校区というもののというもののというもののというものの定義定義定義定義がががが

崩崩崩崩れかねないとれかねないとれかねないとれかねない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、、、、もうもうもうもう一度校区一度校区一度校区一度校区というもののというもののというもののというものの定義定義定義定義をしっかりとたててをしっかりとたててをしっかりとたててをしっかりとたてて、、、、小学小学小学小学

校区校区校区校区はははは中学校区中学校区中学校区中学校区にににに行行行行きますよというきますよというきますよというきますよという大枠大枠大枠大枠のののの中中中中でででで、、、、ここをここをここをここを見見見見ていきていきていきていき、、、、なおかつなおかつなおかつなおかつ、、、、子子子子どものどものどものどもの教教教教

育育育育のののの平等性平等性平等性平等性のののの観点観点観点観点ももももミックスミックスミックスミックスされていますということでされていますということでされていますということでされていますということで、、、、ここのここのここのここの校区校区校区校区はははは少少少少しししし整理整理整理整理しようとしようとしようとしようと

いうのがいいのではないかというのがいいのではないかというのがいいのではないかというのが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。。。。    

大大大大きなきなきなきな流流流流れのれのれのれの中中中中でででで次次次次にににに見見見見ていかなければいけないのはていかなければいけないのはていかなければいけないのはていかなければいけないのは、、、、東谷中学校区東谷中学校区東谷中学校区東谷中学校区だとだとだとだと思思思思いますいますいますいます。。。。ここここ

こはこはこはこは非常非常非常非常にににに厳厳厳厳しいしいしいしい規模規模規模規模でででで、、、、膨膨膨膨れれれれ上上上上がりすぎてがりすぎてがりすぎてがりすぎて難難難難しくなるというしくなるというしくなるというしくなるという問題問題問題問題をををを抱抱抱抱えてえてえてえていていていていて、、、、適正適正適正適正とととと

はなんだというはなんだというはなんだというはなんだという議論議論議論議論がががが次次次次にでてくるだろうとにでてくるだろうとにでてくるだろうとにでてくるだろうと思思思思いますいますいますいます。。。。当然当然当然当然、、、、予算予算予算予算がががが絡絡絡絡んでくるんでくるんでくるんでくる話話話話ですのですのですのですの

でででで、、、、おおおお金金金金がががが潤沢潤沢潤沢潤沢にあればにあればにあればにあれば増築増築増築増築なりすればいいんでしょうがなりすればいいんでしょうがなりすればいいんでしょうがなりすればいいんでしょうが、、、、そういうわけにもいかないのそういうわけにもいかないのそういうわけにもいかないのそういうわけにもいかないの

でででで校区校区校区校区がががが存在存在存在存在するのかなとするのかなとするのかなとするのかなと思思思思いますいますいますいます。。。。校区校区校区校区というもののありというもののありというもののありというもののあり方方方方がそこでもがそこでもがそこでもがそこでも問問問問われてくるのわれてくるのわれてくるのわれてくるの

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。。。。    

例例例例えばえばえばえば、、、、箕面箕面箕面箕面にににに止止止止々々々々呂美学園呂美学園呂美学園呂美学園というところがありましてというところがありましてというところがありましてというところがありまして、、、、小中施設一体型小中施設一体型小中施設一体型小中施設一体型のののの学校学校学校学校でででで、、、、昔昔昔昔

はははは不便不便不便不便なところになところになところになところにありましたがありましたがありましたがありましたが、、、、千千千千里中央里中央里中央里中央からからからからトンネルトンネルトンネルトンネルができてができてができてができて、、、、非常非常非常非常にににに便利便利便利便利になったとになったとになったとになったと

ころですころですころですころです。。。。止止止止々々々々呂美呂美呂美呂美はははは施設一体型施設一体型施設一体型施設一体型としてとしてとしてとして非常非常非常非常にににに面白面白面白面白いことをやっていましていことをやっていましていことをやっていましていことをやっていまして、、、、そこはそこはそこはそこは自由自由自由自由

校区校区校区校区にしていますにしていますにしていますにしています。。。。要要要要するにするにするにするに子子子子どもがどもがどもがどもが来来来来ないとないとないとないと困困困困るるるるのでのでのでので、、、、こういうこういうこういうこういう形形形形のののの学校学校学校学校をををを作作作作りましたりましたりましたりました。。。。

魅力的魅力的魅力的魅力的なななな学校学校学校学校をををを作作作作りましたりましたりましたりましたのでのでのでので、、、、どうぞどうぞどうぞどうぞ来来来来てててて下下下下さいというさいというさいというさいという形形形形でででで、、、、そこだけはそこだけはそこだけはそこだけは自由校区自由校区自由校区自由校区にしにしにしにし

たというたというたというたという試試試試みですみですみですみです。。。。ですからですからですからですから、、、、本当本当本当本当はははは教育的教育的教育的教育的なななな中身中身中身中身でででで勝負勝負勝負勝負してしてしてして、、、、こういうこういうこういうこういう形形形形はどうですかはどうですかはどうですかはどうですか

というというというという提案提案提案提案できるものがあればできるものがあればできるものがあればできるものがあれば、、、、それがそれがそれがそれが一番良一番良一番良一番良いのではないかといのではないかといのではないかといのではないかと思思思思いますいますいますいます。。。。人数合人数合人数合人数合わせをわせをわせをわせを

しているというだけではどちらもしているというだけではどちらもしているというだけではどちらもしているというだけではどちらも不満不満不満不満がががが残残残残るとるとるとると思思思思いますいますいますいます。。。。もとのもとのもとのもとの学校学校学校学校にににに行行行行きたかったきたかったきたかったきたかった人人人人もももも

いるでしょうしいるでしょうしいるでしょうしいるでしょうし、、、、そのそのそのその辺辺辺辺はははは本来本来本来本来であればであればであればであれば教育教育教育教育のののの中身中身中身中身でででで勝負勝負勝負勝負するようなものがあればするようなものがあればするようなものがあればするようなものがあれば望望望望ましましましまし

いのですがいのですがいのですがいのですが、、、、これはこれはこれはこれは残念残念残念残念ながらながらながらながら校区審議会校区審議会校区審議会校区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、、、、ないものねだないものねだないものねだないものねだ

りなのかもしれませんりなのかもしれませんりなのかもしれませんりなのかもしれません。。。。例例例例えばえばえばえばそういうそういうそういうそういう試試試試みのみのみのみの中中中中でででで解解解解がががが生生生生まれてくるまれてくるまれてくるまれてくる可能性可能性可能性可能性があるのかながあるのかながあるのかながあるのかな

とととと思思思思いますいますいますいます。。。。    

実実実実はははは先日先日先日先日、、、、事務局事務局事務局事務局とととと今後今後今後今後についてどうについてどうについてどうについてどう進進進進めめめめようかというようかというようかというようかという話話話話をしましてをしましてをしましてをしまして、、、、校区審議会校区審議会校区審議会校区審議会としとしとしとし

てててて中間的中間的中間的中間的なまとめのなまとめのなまとめのなまとめの案案案案をををを作作作作ってはどうかってはどうかってはどうかってはどうかというというというという話話話話がでましたがでましたがでましたがでました。。。。今今今今からからからからそのそのそのその資料資料資料資料をおをおをおをお配配配配りいりいりいりい

ただけますでしょうかただけますでしょうかただけますでしょうかただけますでしょうか。。。。    

－－－－資料配付資料配付資料配付資料配付－－－－    

本来本来本来本来はははは諮問諮問諮問諮問をををを受受受受けてけてけてけて議論議論議論議論をするということなんでをするということなんでをするということなんでをするということなんですがすがすがすが、、、、次回次回次回次回でででで一応一応一応一応のののの区切区切区切区切りをつけるとりをつけるとりをつけるとりをつけると

いういういういうことでことでことでことで、、、、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としてまとめておりますとしてまとめておりますとしてまとめておりますとしてまとめております。。。。もちろんこれがもちろんこれがもちろんこれがもちろんこれが完全完全完全完全なものというなものというなものというなものという

ことではありませんことではありませんことではありませんことではありません。。。。最終的最終的最終的最終的にはにはにはには皆皆皆皆さんのごさんのごさんのごさんのご意見意見意見意見をををを盛盛盛盛りりりり込込込込んでんでんでんで、、、、形形形形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っていまっていまっていま

すすすす。。。。事務局事務局事務局事務局からからからから読読読読みみみみ上上上上げていただけますでしょうかげていただけますでしょうかげていただけますでしょうかげていただけますでしょうか。。。。    

    それではそれではそれではそれでは、、、、今今今今おおおお配配配配りしたりしたりしたりした「「「「川西市川西市川西市川西市のののの学校校区学校校区学校校区学校校区のありのありのありのあり方方方方についてについてについてについて」」」」というというというという資料資料資料資料をををを読読読読みみみみ上上上上げげげげ

ますますますます。。。。    
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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    

    

委委委委    員員員員    

    

会会会会    長長長長    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

委委委委    員員員員    

会会会会    長長長長    

委委委委    員員員員    

    

    

    

    

    

会会会会    長長長長    

    

    

委委委委    員員員員    

    

    

    

    

    

    

－－－－資料読資料読資料読資料読みみみみ上上上上げげげげ－－－－    

このようなこのようなこのようなこのような形形形形でででで一旦一旦一旦一旦まとめましてまとめましてまとめましてまとめまして、、、、７７７７月以降月以降月以降月以降のののの審議会審議会審議会審議会にににに申申申申しししし送送送送るということにしたるということにしたるということにしたるということにした方方方方がががが

生産的生産的生産的生産的かなとかなとかなとかなと思思思思っていますっていますっていますっています。。。。基本的基本的基本的基本的なななな形形形形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

にににに仕仕仕仕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うまとめになっていますがいいのではないかというまとめになっていますがいいのではないかというまとめになっていますがいいのではないかというまとめになっています。。。。こういうこういうこういうこういう形形形形でいいのかどでいいのかどでいいのかどでいいのかど

うかもうかもうかもうかも含含含含めてめてめてめて、、、、ごごごご意見意見意見意見をいただければをいただければをいただければをいただければ、、、、次回一応次回一応次回一応次回一応ののののピリオドピリオドピリオドピリオドがががが打打打打てるのではないかとてるのではないかとてるのではないかとてるのではないかと思思思思いいいい

ますますますます。。。。    

具体的具体的具体的具体的にににに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地域地域地域地域とはどこをさしているのでしょうかとはどこをさしているのでしょうかとはどこをさしているのでしょうかとはどこをさしているのでしょうか。。。。    

緑台小学校区緑台小学校区緑台小学校区緑台小学校区とととと陽明小学校陽明小学校陽明小学校陽明小学校区区区区をををを合合合合わせたわせたわせたわせた地域地域地域地域でででで、、、、地名地名地名地名でででで言言言言いますといますといますといますと、、、、水明台水明台水明台水明台、、、、向陽台向陽台向陽台向陽台、、、、

緑台緑台緑台緑台となりますとなりますとなりますとなります。。。。    

それぞれそれぞれそれぞれそれぞれ約約約約２０００２０００２０００２０００世帯世帯世帯世帯、、、、合計合計合計合計でででで６０００６０００６０００６０００世帯世帯世帯世帯ほどありましてほどありましてほどありましてほどありまして、、、、人口人口人口人口はははは川西市川西市川西市川西市のののの約約約約１１１１割割割割

ですですですです。。。。    

今議論今議論今議論今議論をしていただいてをしていただいてをしていただいてをしていただいて、、、、こうやればこうやればこうやればこうやれば子子子子どもにとってどもにとってどもにとってどもにとって何何何何がいいのかがいいのかがいいのかがいいのかというというというという問題問題問題問題ですよですよですよですよ

ねねねね。。。。これはきちんとこれはきちんとこれはきちんとこれはきちんと書書書書いていていていておいたおいたおいたおいた方方方方がいいのかなとがいいのかなとがいいのかなとがいい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、、、、子子子子どものどものどものどもの教育教育教育教育のののの公公公公

平性平性平性平性とかとかとかとか充実充実充実充実についてはいいとかについてはいいとかについてはいいとかについてはいいとか、、、、どこまでどこまでどこまでどこまで具体的具体的具体的具体的にするかはわかりませんがにするかはわかりませんがにするかはわかりませんがにするかはわかりませんが、、、、クラブクラブクラブクラブ活活活活

動動動動もももも含含含含めためためためた色色色色々々々々なななな学校活動学校活動学校活動学校活動ににににプラスプラスプラスプラスであるとかであるとかであるとかであるとか、、、、子子子子どもにとってどもにとってどもにとってどもにとって何何何何がいいのかということがいいのかということがいいのかということがいいのかということ

をををを中心中心中心中心にににに、、、、いいところをもういいところをもういいところをもういいところをもう少少少少しししし書書書書いてもいいのかなといてもいいのかなといてもいいのかなといてもいいのかなと思思思思いますいますいますいます。。。。    

もしもしもしもし校区校区校区校区をををを変変変変えたえたえたえた場合場合場合場合、、、、住民住民住民住民にににに対対対対するするするする説明説明説明説明をされるとをされるとをされるとをされると思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、そのそのそのその時時時時にににに説明説明説明説明できるできるできるできる

ようなようなようなような形形形形でででで書書書書いていただいていていただいていていただいていていただいて、、、、これがいいんですよこれがいいんですよこれがいいんですよこれがいいんですよ、、、、こういうこういうこういうこういう理由理由理由理由でででで校区校区校区校区をををを変変変変えたえたえたえた方方方方がいがいがいがい

いんですよといういんですよといういんですよといういんですよという形形形形があってがあってがあってがあって、、、、そそそそのののの一部一部一部一部がここにもがここにもがここにもがここにも盛盛盛盛りりりり込込込込まれていますがまれていますがまれていますがまれていますが、、、、そのそのそのその方方方方ががががいいいいいいいい

のかなとのかなとのかなとのかなと思思思思いますいますいますいます。。。。    

これはあくまでこれはあくまでこれはあくまでこれはあくまで基本的基本的基本的基本的なことのみをなことのみをなことのみをなことのみを書書書書きききき出出出出してしてしてして、、、、たたきたたきたたきたたき台台台台としておとしておとしておとしてお出出出出ししたとごししたとごししたとごししたとご理解理解理解理解いいいい

ただければとただければとただければとただければと思思思思いますいますいますいます。。。。    

最後最後最後最後のののの「「「「ここにいくつかのここにいくつかのここにいくつかのここにいくつかの考考考考ええええ方方方方をををを示示示示すものであるすものであるすものであるすものである。」。」。」。」というのがわかりにくいですねというのがわかりにくいですねというのがわかりにくいですねというのがわかりにくいですね。。。。    

確確確確かにかにかにかに明確明確明確明確ではないのでではないのでではないのでではないので、、、、これはこれはこれはこれは外外外外したしたしたした方方方方がいいでしょうがいいでしょうがいいでしょうがいいでしょう。。。。    

「「「「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地域地域地域地域をををを一体一体一体一体のものとしてのものとしてのものとしてのものとして考考考考えるえるえるえる」」」」というというというという部分部分部分部分ですがですがですがですが、、、、このこのこのこの表現表現表現表現にににに

したのはしたのはしたのはしたのは何何何何かかかか意図意図意図意図があったんでしょうかがあったんでしょうかがあったんでしょうかがあったんでしょうか。。。。先程先程先程先程、、、、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のののの連携連携連携連携というおというおというおというお話話話話がががが

出出出出ましたがましたがましたがましたが、、、、敢敢敢敢えてこれをえてこれをえてこれをえてこれを「「「「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地域地域地域地域」」」」としとしとしとしてててて学校名学校名学校名学校名をををを出出出出さないというのさないというのさないというのさないというの

はははは、、、、恐恐恐恐らくらくらくらく今後開発今後開発今後開発今後開発はないでしょうがはないでしょうがはないでしょうがはないでしょうが、、、、なったときにありなったときにありなったときにありなったときにあり方方方方としてとしてとしてとして変変変変わってくるかもしれわってくるかもしれわってくるかもしれわってくるかもしれ

ませんのでませんのでませんのでませんので、、、、それをそれをそれをそれを「「「「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地域地域地域地域」」」」」」」」としたらいいのかとしたらいいのかとしたらいいのかとしたらいいのか、、、、陽明小学校陽明小学校陽明小学校陽明小学校、、、、緑台緑台緑台緑台

小学校小学校小学校小学校ががが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にとにとにとにと表現表現表現表現したしたした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、、、、どうでしょうかどうでしょうかどうでしょうかどうでしょうか。。。。    

形形形形としてはとしてはとしてはとしては、、、、二小一中二小一中二小一中二小一中というきれいなというきれいなというきれいなというきれいな形形形形のののの方方方方がががが望望望望ましいですよねましいですよねましいですよねましいですよね。。。。それについてはそれについてはそれについてはそれについては、、、、教教教教

育的育的育的育的なななな配慮配慮配慮配慮かなとかなとかなとかなと思思思思ってってってって、、、、確確確確かにかにかにか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としたにとしたにとしたにとした方方方方がよりがよりがよりがより具具具具

体的体的体的体的ですねですねですねですね。。。。    

文章文章文章文章をををを加加加加えるということですよねえるということですよねえるということですよねえるということですよね、、、、例例例例えばえばえばえば「「「「緑台小学校区緑台小学校区緑台小学校区緑台小学校区とととと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あるであるであるである多田多田多田多田ググググ

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域地域地域地域」」」」とするとかとするとかとするとかとするとか、、、、表現方法表現方法表現方法表現方法はははは色色色色々々々々とあとあとあとあるとるとると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、、、、そのそのそのその辺辺辺辺はははは考考考考えてえてえてえて

いただければといただければといただければといただければと思思思思いますいますいますいます。「。「。「。「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地域地域地域地域」」」」とするととするととするととすると、、、、小学校小学校小学校小学校とととと連動連動連動連動していましていましていましていま

すよというようなすよというようなすよというようなすよというような、、、、柔柔柔柔らかくらかくらかくらかく進進進進んでいくようなんでいくようなんでいくようなんでいくような印象印象印象印象をををを出出出出せるのかもしれませんせるのかもしれませんせるのかもしれませんせるのかもしれません。。。。    

今議論今議論今議論今議論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内容内容内容内容をををを踏踏踏踏まえてまえてまえてまえて、、、、このこのこのこの文章文章文章文章をたたきをたたきをたたきをたたき台台台台にしてにしてにしてにして、、、、またまたまたまた修正修正修正修正するといするといするといするとい

うううう形形形形でででで、、、、一応一応一応一応ののののピリオドピリオドピリオドピリオドをををを付付付付けるということでよろしいでしょうかけるということでよろしいでしょうかけるということでよろしいでしょうかけるということでよろしいでしょうか。。。。    

－－－－反対意見反対意見反対意見反対意見なしなしなしなし－－－－    
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副会長副会長副会長副会長    

    

    

    

会会会会    長長長長    

    

    

委委委委    員員員員    

    

    

    

    

    

会会会会    長長長長    

    

    

委委委委    員員員員    

    

委委委委    員員員員    

    

    

    

    

    

委委委委    員員員員    

    

    

委委委委    員員員員    

    

委委委委    員員員員    

    

    

    

    

    

会会会会    長長長長    

    

    

    

    

このこのこのこの審議会審議会審議会審議会でででで随分随分随分随分とごとごとごとご意見意見意見意見がががが出出出出ましたがましたがましたがましたが、、、、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のありのありのありのあり方方方方はははは違違違違うんだというんだというんだというんだとい

うおうおうおうお話話話話がががが随分随分随分随分とありましたとありましたとありましたとありました。。。。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がががが同同同同じようにじようにじようにじように議論議論議論議論されたとされたとされたとされたと受受受受けけけけ止止止止められめられめられめられ

てしまうてしまうてしまうてしまうかもしれませんのでかもしれませんのでかもしれませんのでかもしれませんので、、、、そのあたりもそのあたりもそのあたりもそのあたりも少少少少しししし盛盛盛盛りりりり込込込込んだんだんだんだ方方方方がいいのではないでしょうがいいのではないでしょうがいいのではないでしょうがいいのではないでしょう

かかかか。。。。    

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はははは、、、、後一回後一回後一回後一回ではではではでは無理無理無理無理かなとかなとかなとかなと思思思思いましていましていましていまして、、、、今回今回今回今回はこのはこのはこのはこの段階段階段階段階でできることにでできることにでできることにでできることに

限定限定限定限定してしてしてして、、、、次期次期次期次期のののの審議会審議会審議会審議会でじっくりとでじっくりとでじっくりとでじっくりと審議審議審議審議していただくというしていただくというしていただくというしていただくという形形形形のののの方方方方がいいのではないかがいいのではないかがいいのではないかがいいのではないか

とととと思思思思いますいますいますいます。。。。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のののの関係関係関係関係をををを入入入入れれれれ出出出出すとすとすとすと、、、、簡単簡単簡単簡単にはいかないかとにはいかないかとにはいかないかとにはいかないかと思思思思いますいますいますいます。。。。    

このこのこのこの表題表題表題表題ではではではでは「「「「川西市川西市川西市川西市のののの学校校区学校校区学校校区学校校区のありのありのありのあり方方方方についてについてについてについて」」」」というというというという小中小中小中小中をををを含含含含めためためためた表現表現表現表現になってになってになってになって

いいいいましてましてましてまして、、、、理念理念理念理念としてはとしてはとしてはとしては小学校小学校小学校小学校、、、、中学校中学校中学校中学校とととと変変変変わらないわらないわらないわらないのでのでのでので、、、、あえてあえてあえてあえて区別区別区別区別するするするする必要必要必要必要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。。。。しかししかししかししかし、、、、今今今今までここでまでここでまでここでまでここで議論議論議論議論ししししてきたのはてきたのはてきたのはてきたのは、、、、中学校区中学校区中学校区中学校区のののの問題問題問題問題ですよねですよねですよねですよね。。。。小学校小学校小学校小学校もももも

含含含含めるとなるとめるとなるとめるとなるとめるとなると、、、、変変変変わるかわるかわるかわるか変変変変わらないかはわらないかはわらないかはわらないかは別別別別としてとしてとしてとして、、、、今今今今ここでここでここでここで読読読読んだんだんだんだ限限限限りではりではりではりでは中学校中学校中学校中学校といといといとい

うううう頭頭頭頭だけしかないのでだけしかないのでだけしかないのでだけしかないので、、、、このこのこのこの辺辺辺辺はははは小学校小学校小学校小学校もももも含含含含めためためためた校区校区校区校区のありのありのありのあり方方方方としてまとめるということとしてまとめるということとしてまとめるということとしてまとめるということ

になるのでしょうかになるのでしょうかになるのでしょうかになるのでしょうか。。。。    

前半前半前半前半のののの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、、、、小中小中小中小中にににに共通共通共通共通していますがしていますがしていますがしていますが、、、、具体的具体的具体的具体的なななな内容内容内容内容についてはについてはについてはについては中学校中学校中学校中学校といといといとい

うことですよねうことですよねうことですよねうことですよね。。。。ですからですからですからですから、「、「、「、「川西市川西市川西市川西市のののの学校校区学校校区学校校区学校校区のありのありのありのあり方方方方についてについてについてについて」」」」というというというという表題表題表題表題がいいのがいいのがいいのがいいの

かどうかということにかどうかということにかどうかということにかどうかということに関関関関わってきますねわってきますねわってきますねわってきますね。。。。    

上上上上からからからから６６６６行目行目行目行目までならまでならまでならまでなら当当当当てはまっているんですよねてはまっているんですよねてはまっているんですよねてはまっているんですよね。。。。下下下下のののの特別性特別性特別性特別性のののの話話話話がもうがもうがもうがもう少少少少しししし切切切切りりりり離離離離

されていれされていれされていれされていればばばば、、、、いいんでしょうねいいんでしょうねいいんでしょうねいいんでしょうね。。。。    

今現在今現在今現在今現在、、、、幼小中幼小中幼小中幼小中のののの連携連携連携連携ということでということでということでということで、、、、七七七七つのつのつのつの中学校区中学校区中学校区中学校区でででで協議協議協議協議をしたりをしたりをしたりをしたり、、、、連携連携連携連携をしたりをしたりをしたりをしたり、、、、

色色色色々々々々なことをしておりまなことをしておりまなことをしておりまなことをしておりますすすす。。。。緑台中学校区緑台中学校区緑台中学校区緑台中学校区もももも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三校三校三校三校

でででで授業授業授業授業のののの交流交流交流交流をしたりをしたりをしたりをしたり、、、、もちろんもちろんもちろんもちろん松風幼稚園松風幼稚園松風幼稚園松風幼稚園もありますがもありますがもありますがもありますが、、、、多田中学校区多田中学校区多田中学校区多田中学校区はははは多田小学校多田小学校多田小学校多田小学校とととと

多田東小学校多田東小学校多田東小学校多田東小学校とととと多田中学校多田中学校多田中学校多田中学校でででで協力協力協力協力していますしていますしていますしています。。。。そういうそういうそういうそういう意味意味意味意味ではではではでは、、、、どのどのどのどの学校学校学校学校もももも中学校区毎中学校区毎中学校区毎中学校区毎

にににに協議協議協議協議をしたりをしたりをしたりをしたり交流交流交流交流をしていますのでをしていますのでをしていますのでをしていますので、、、、中学校区中学校区中学校区中学校区というふうにすればというふうにすればというふうにすればというふうにすれば、、、、小学校小学校小学校小学校もももも幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園もももも

含含含含まれまれまれまれるとるとるとると思思思思いますいますいますいます。。。。    

ＰＴＡＰＴＡＰＴＡＰＴＡはははは緑台小学校緑台小学校緑台小学校緑台小学校もももも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っていますっていますっていますっています。。。。ですからですからですからです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ＰＰＰＰＴＡＴＡＴＡＴＡ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のののの校区校区校区校区にもにもにもにも入入入入られてられてられてられて、、、、いつもいつもいつもいつも交流会交流会交流会交流会でででで情報交換情報交換情報交換情報交換をををを行行行行っていますっていますっていますっています。。。。そのそのそのその中中中中でででで

ＰＴＡＰＴＡＰＴＡＰＴＡもももも子子子子どものことについてのどものことについてのどものことについてのどものことについての情報交換情報交換情報交換情報交換はきちんとしていますはきちんとしていますはきちんとしていますはきちんとしています。。。。    

今今今今はははは校区校区校区校区がこういうがこういうがこういうがこういう状況状況状況状況だからということですよねだからということですよねだからということですよねだからということですよね。。。。川西小学校川西小学校川西小学校川西小学校もそうですよねもそうですよねもそうですよねもそうですよね。。。。川西川西川西川西

南中学校南中学校南中学校南中学校とととと川西中学校川西中学校川西中学校川西中学校にににに別別別別れますかられますかられますかられますから。。。。    

ここここここここだけのだけのだけのだけの問題問題問題問題ではないということがではないということがではないということがではないということが本当本当本当本当によくわかりますによくわかりますによくわかりますによくわかります。。。。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学学学学校校校校がががが目目目目

のののの前前前前にあるのににあるのににあるのににあるのに違違違違うところということにうところということにうところということにうところということに関関関関してはしてはしてはしては、、、、子子子子どもどもどもども自身自身自身自身がががが行行行行くものだとくものだとくものだとくものだと思思思思っているっているっているっている

ところにところにところにところに、、、、急遽違急遽違急遽違急遽違いますよいうのはいますよいうのはいますよいうのはいますよいうのは、、、、本当本当本当本当にににに説明説明説明説明もももも必要必要必要必要ですしですしですしですし柔軟柔軟柔軟柔軟なななな期間期間期間期間がががが必要必要必要必要だなとだなとだなとだなと感感感感

じますじますじますじます。。。。安全性安全性安全性安全性のののの問題問題問題問題もそうですがもそうですがもそうですがもそうですが、、、、遅遅遅遅くまでくまでくまでくまで部活部活部活部活をしてをしてをしてをして帰帰帰帰ってくるってくるってくるってくる子子子子どもどもどもども達達達達のことをのことをのことをのことを考考考考

えるとえるとえるとえると、、、、保護者保護者保護者保護者としてどうとしてどうとしてどうとしてどう思思思思われるかというわれるかというわれるかというわれるかという部分部分部分部分ののののケアケアケアケアでででで、、、、柔軟柔軟柔軟柔軟なななな期間期間期間期間がががが必要必要必要必要だとだとだとだと思思思思いまいまいまいま

すすすす。。。。    

それはそれはそれはそれは確確確確かにどこかにかにどこかにかにどこかにかにどこかに反映反映反映反映するようなするようなするようなするような形形形形がががが望望望望ましいですねましいですねましいですねましいですね。。。。答申案答申案答申案答申案ではなくてではなくてではなくてではなくて、、、、次期次期次期次期のののの

審議会審議会審議会審議会へのへのへのへの申申申申しししし送送送送りですのでりですのでりですのでりですので。。。。    

例例例例えばえばえばえば調整区調整区調整区調整区をををを設設設設けるかけるかけるかけるか、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは枠枠枠枠をををを拡大拡大拡大拡大するのかするのかするのかするのか、、、、次期次期次期次期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考考考考ええええ方方方方をををを練練練練

っていただくっていただくっていただくっていただく必要必要必要必要があるとがあるとがあるとがあると思思思思いますいますいますいます。。。。このこのこのこの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基本的基本的基本的基本的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

まではまではまではまで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帰属帰属帰属帰属させるというさせるというさせるというさせるという結論結論結論結論をををを出出出出すんですがすんですがすんですがすんですが、、、、条件付条件付条件付条件付きというかそういったきというかそういったきというかそういったきというかそういった



 12 

    

委委委委    員員員員    

会会会会    長長長長    

委委委委    員員員員    

会会会会    長長長長    

    

    

    

委委委委    員員員員    

    

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    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

ことにことにことにことに配配配配慮慮慮慮してしてしてして、、、、スムーススムーススムーススムースにににに移行移行移行移行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でででで考考考考えるということですえるということですえるということですえるということです。。。。    

例例例例えばえばえばえば、、、、今今今今のののの在校生在校生在校生在校生をををを切切切切ってってってって分分分分けるというのはけるというのはけるというのはけるというのは不適切不適切不適切不適切ですよねですよねですよねですよね。。。。    

もしやるとすればもしやるとすればもしやるとすればもしやるとすれば、、、、例例例例えばえばえばえば中学校中学校中学校中学校１１１１年生年生年生年生のののの段階段階段階段階でやるといったことですねでやるといったことですねでやるといったことですねでやるといったことですね。。。。    

移行措置移行措置移行措置移行措置がががが必要必要必要必要かなとかなとかなとかなと思思思思いますいますいますいます。。。。    

一応議論一応議論一応議論一応議論としてはとしてはとしてはとしては、、、、だいたいだいたいだいたいだいたい収束収束収束収束しつつあるのかなとしつつあるのかなとしつつあるのかなとしつつあるのかな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宿題宿題宿題宿題をいただいをいただいをいただいをいただい

たわけですがたわけですがたわけですがたわけですが、、、、次回次回次回次回、、、、６６６６月月月月２８２８２８２８日日日日のののの段階段階段階段階でででで、、、、今日今日今日今日のごのごのごのご意見意見意見意見をををを踏踏踏踏まえてまえてまえてまえて、、、、本日本日本日本日のたたきのたたきのたたきのたたき台台台台をををを

練練練練りりりり直直直直してしてしてして、、、、中間報告中間報告中間報告中間報告のののの案案案案をごをごをごをご提示提示提示提示するということになるとするということになるとするということになるとするということになると思思思思いますいますいますいます。。。。    

何何何何かごかごかごかご意見意見意見意見、、、、ごごごご質問質問質問質問はございませんかはございませんかはございませんかはございませんか。。。。    

緑台緑台緑台緑台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ににに、、、、１１１１年生年生年生年生からからからから６６６６年生年生年生年生までまでまでまで何人何人何人何人のののの児童児童児童児童がいるのかがいるのかがいるのかがいるのか、、、、校区校区校区校区をををを見直見直見直見直しししし

てててて何人何人何人何人ぐらいがぐらいがぐらいがぐらいが増増増増えるのかえるのかえるのかえるのか、、、、データデータデータデータをををを出出出出していただくことはしていただくことはしていただくことはしていただくことは可能可能可能可能でしょうかでしょうかでしょうかでしょうか。。。。    

よろしいでしょうかよろしいでしょうかよろしいでしょうかよろしいでしょうか。。。。基本的基本的基本的基本的にはにはにはには今期今期今期今期のののの審議会審議会審議会審議会はははは次回次回次回次回でででで最後最後最後最後ですがですがですがですが、、、、次次次次々々々々回以降回以降回以降回以降についについについについ

てはこれをてはこれをてはこれをてはこれを受受受受けてけてけてけて校区自体校区自体校区自体校区自体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整理整理整理整理とととと、、、、ここだけではなくてここだけではなくてここだけではなくてここだけではなくて川西全体川西全体川西全体川西全体のののの学学学学

校区校区校区校区のののの考考考考ええええ方方方方をまとめるをまとめるをまとめるをまとめる必要必要必要必要もももも出出出出てくるかなとてくるかなとてくるかなとてくるかなと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。とりあえずできるところとりあえずできるところとりあえずできるところとりあえずできるところ

はここではここではここではここで次回次回次回次回ににににピリオドピリオドピリオドピリオドをををを打打打打つとつとつとつ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。。。。そのそのそのその次次次次についてはについてはについてはについては、、、、委員委員委員委員がおっしゃったがおっしゃったがおっしゃったがおっしゃった

ようなようなようなような事事事事についてもについてもについてもについても、、、、もうもうもうもう少少少少しししし内容内容内容内容をををを細細細細かくしたいとかくしたいとかくしたいとかくしたいと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、データデータデータデータとしとしとしとしてはてはてはては出出出出してしてしてして

いただいていただいていただいていただいて、、、、具体的具体的具体的具体的なななな緑台緑台緑台緑台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子子子子どもがどもがどもがどもが、、、、１１１１年生年生年生年生からからからから６６６６年生年生年生年生までまでまでまで何人何人何人何人

いるかとかいるかとかいるかとかいるかとか、、、、そのそのそのその後後後後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難難難難しいかもしれませんねしいかもしれませんねしいかもしれませんねしいかもしれませんね。。。。就学前就学前就学前就学前のののの人数人数人数人数はわかりまはわかりまはわかりまはわかりま

すかすかすかすか。。。。わかればわかればわかればわかれば人口人口人口人口だけでいいとだけでいいとだけでいいとだけでいい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。。。。    

おおおお調調調調べしてべしてべしてべして、、、、可能可能可能可能なななな限限限限りごりごりごりご提示提示提示提示したいとしたいとしたいとしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。    

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。。。。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をもちましてはこれをもちましてはこれをもちましてはこれをもちまして、、、、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。。。。ありありありあり

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