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第１回 七宝北中学校地区委員会 

 会議録 

 

開 催 日 時 平成２９年１０月１９日（木）午後３時～午後４時３０分 

開 催 場 所 美和総合福祉センターすみれの里  ２階 集会室  集会室 

出 席 委 員 七宝小学校関係：  木全 孝（校長） 

佐藤典子（運営協議会委員）亀山大介（ＰＴＡ代表） 

宝小学校関係：    

水野文男（評議員） 田口健次郎（ＰＴＡ代表） 

秋竹小学校関係：  賀島 美恵子（校長） 

 大西純滋（評議員） 伊藤由仁（ＰＴＡ代表） 

篠田小学校関係：  飯田康正（校長） 

宮地正耕（評議員） 原 貴子（ＰＴＡ代表） 

美和東小学校関係： 横江由美（校長） 

  鈴木良法（評議員） 北浦美樹（ＰＴＡ代表） 

七宝北中学校関係： 中野義彦（校長） 

粂野俊弘（評議員） 宮地砂稚（ＰＴＡ代表） 

一般公募関係：   小澤 勝・春木良美 

前委員長：     溝口 紘 

欠 席 委 員 横井三千代（宝小学校長） 

出 席 者 松永教育長、木村教育部長、三輪学校教育課長、内山主幹 

傍 聴 人 ０人 

議 事 日 程 １．地区委員会委員就任依頼 

   教育委員会あいさつ 

   地区委員会委員長、副委員長の選任について 

２．議  題 

（１）地区委員会の趣旨及び目的について 

（２）「学校選択制」について 

（３）篠田小学校・美和東小学校・七宝北中学校・美和

中学校地区委員会の経過について 

（４）七宝北中学校の現状・課題について 

（５）宝小学校・秋竹小学校・七宝小学校・美和東小学

校・篠田小学校の現状について 

（６）選択区域の提案について 

３．その他 

   スケジュール（案）について 
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教育部長 本日は、ご多忙のところ、ご出席賜りましてありがとうござ

います。ただいまより、あま市立小中学校適正規模等に向けた

検討委員会「第１回七宝北中学校地区委員会」を開会します。 

 最初に、教育委員会のメンバーを紹介させていただきます。 

 七宝北中学校地区委員会名簿をご覧ください。 

 あま市教育委員会 教育長の松永裕和です。 

 学校教育課課長の三輪久夫です。 

 学校教育課主幹の内山伸也です。 

 申し遅れましたが、私は、本日の委員会の進行を務めさせて

いただきます、あま市教育委員会教育部長の木村元彦です。よ

ろしくお願いします。 

なお、本委員会の議事録を市のホームページで公開するため

委員会の内容を録音させていただきますので、ご了解ください

ますようお願いします。 

この委員会での議事録については、大要とさせていただきま

すのでご理解の程よろしくお願いします。また、ホームページ

掲載前には、各個人へ発言内容についてご確認のため議事録案

を送付させていただきますのでよろしくお願いします。 

 また、この委員会は、１時間半程度の時間を予定しています

ので、午後５時までを目途として進めていきたいと思います。 

それでは、「地区委員会委員就任依頼」に入ります。あま市立小

中学校適正規模等に向けた検討委員会要綱第３条により地区委

員会の委員は教育委員会が依頼することとされています。配布

しております名簿順に職名等とお名前を申しあげますので、そ

の場にて、お返事をお願いします。 

（職名、名前を読み上げる。） 

なお、本日は、お一人の委員から欠席の連絡をいただいてお

ります。 

 

教育部長  続きまして、教育長より一言申し上げます。 

教育長 

ただいま、お名前を読み上げさせていただきました２１名の

皆さんをあま市教育委員会教育委員会議の承認を受けまして

「あま市立小中学校適規模等に向けた検討委員会の七宝北中

学校地区委員会委員としてご依頼させていただきますので、宜

しくお願いします。 

教育部長  続きまして、教育委員会あいさつに移ります。あま市教育委

員会教育長よりごあいさつ申し上げます。 

教育長 本日は足元の悪い中、出にくい時間にお集まりいただきあり

がとうございます。「あま市立小中学校適規模等に向けた検討
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委員会」については、元々美和中学校区と七宝北中学校区の適

正規模化に向けての検討委員会を行ってまいりました。それぞ

れご意見をいただきながら新たな方向性で今年度より、「七宝

北中学校地区委員会」という形で発足させていただきます。

色々とご意見をいただきながら、今日その第一回目ということ

でありますので、今後の方向性を含めて一般的なことも含めた

形で、今日はご説明申し上げ皆様方のご意見をいただきなが

ら、より良い方向へ進めてまいりたいと思っておりますので宜

しくお願い致します。 

教育部長 続きまして「地区委員会委員長、副委員長の選任について」

に移ります。要綱第６条により地区委員会に委員長及び副委員

長を置き、委員の互選により定めることとなっています。委員

長及び副委員長の選任について、推薦により選出したいと思い

ます。ご意見はありませんか。 

委員  委員長には、七宝北中学校の学校評議員であり、識見もある

粂野委員を推薦します。また、副委員長には七宝北中学校長の

中野委員を推薦します。 

教育部長  ただ今、大西委員より、委員長に粂野委員、副委員長に中野

委員のご推薦がありましたが、他にご意見はありませんか。 

無いようですので、それでは、指名推薦により、委員長に粂

野委員、副委員長に中野委員が就任することを、ご承認いただ

ければ拍手をお願いします。 

各委員 （拍手） 

教育部長  ありがとうございます。それでは、粂野委員に委員長を、中

野委員に副委員長をお願いしたいと思います。よろしくお願い

します。 

教育部長 それでは、粂野委員に委員長の就任のごあいさつをお願いし

ます。 

委員長 

ただいま、七宝北中学校地区委員会の委員長を拝命しました

粂野と申します。このような大役は経験がありませんので、不

慣れな部分も多くご迷惑をお掛けすることが多分にあるかと

思いますが委員の皆様、教育委員会の皆様のご理解・ご協力を

賜り、この委員会が実り多いものになるよう、尽力してまいり

たいと考えております。簡単ですが、就任にあたりまして、私

のあいさつとさせていただきます。宜しくお願い致します。 

教育部長 続きまして副委員長の就任のごあいさつをお願いします。 

副委員長 
副委員長を務めさせていただきます中野でございます。子供

たちの幸せを願ってこの会が進んで行くことを願っています。
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宜しくお願い致します。 

教育部長  これより委員会のとりまわしを委員長にお願いします。 

委員長  それでは、「２.議題」に入ります。 

（１）「地区委員会の趣旨及び目的について」、及び（２）「学

校選択制について」事務局から説明をお願いします。 

学校教育課長 （（1）、（2）について、資料に基づき説明する。） 

委員長  ただいまの事務局の説明に対しまして、何かご質問・ご意見

はありませんか。ご質問やご意見のある方は、挙手をお願いし

ます。 

委員  この会議と言うのは決定するのではなく検討する会議でよ

ろしいのでしょうか？ 

教育長  検討していただいてある程度の提言を教育委員会の方へ出

していただきそして、それを基にして教育委員会会議で検討を

重ねて前へ進むということを最終的な方向性と考えておりま

す。 

委員長 他によろしいですか？（質疑なし） 

それでは、（3）「篠田小学校・美和東小学校・七宝北中学校・

美和中学校地区委員会の経過について」、事務局から説明をお

願いします。 

学校教育課長 （（3）について、資料に基づき説明する。） 

委員長 ただいまの事務局の説明に対しまして何かご質問・ご意見はあ

りませんか。ご質問やご意見のある方は、挙手をお願いします。 

委員 上から３番目の「特認校制」を先回の会議でお話が出たと思

うので、これ自体持ち帰らせていただきたいのですが宜しいで

しょうか？ 

教育部長 （２）学校選択制について「特認校制」をどのように？ 

委員 

 

話し合いをいつ篠田小のＰＴＡの方へ持ち帰って、いつ話し

合いをすればいいのでしょうか？ 

教育長 前回の最後の会議のところで、篠田小学校においても美和東

小学校においても全校区を対象とした児童に対しての対象に

した選択制であれば、前に進みましょうと言ったご意見をいた

だいて提言をされたということで、基本的には「特定地域選択

制」という形で、美和東と篠田の学区全体を対象にした選択制

を皆さんで検討していただくという、ただ今日は全体の流れを

皆さんとの意見を聞きながら、今後の方向性もありますので、

そういう意見であれば、皆さんに認めていただければ、また持

ち帰っていただいて検討していただき、次回に検討する事はや

ぶさかではございません。 
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委員長 宜しいでしょうか？その他ありませんか？それでは、（4）「七

宝北中学校の現状・課題について」、事務局から説明をお願い

します。 

学校教育課長 （（４）について、資料に基づき説明） 

委員長 ただいまの事務局の説明に対しまして、何かご質問・ご意見

はありませんか。ご質問やご意見のある方は、挙手をお願いし

ます。（質疑なし） 

委員長 それでは、（5）「宝小学校・秋竹小学校・七宝小学校・美和

東小学校・篠田小学校の現状について」、事務局から説明をお

願いします。 

学校教育課長 （（５）について、資料に基づき説明） 

委員長 ただいまの事務局の説明に対しまして、何かご質問・ご意見

はありませんか。ご質問やご意見のある方は、挙手をお願いし

ます。（質疑なし） 

委員長 それでは、（6）「選択区域の提案について」、事務局から説明

をお願いします。 

学校教育課長 （（６）について、資料に基づき説明） 

委員長 ただいまの事務局の説明に対しまして、何かご質問・ご意見

はありませんか。ご質問やご意見のある方は、挙手をお願いし

ます。 

委員 現実的には選択制の導入への課題かと思うのですが、例えば

選択地域に限って言えば、全域と提案されたのですが全域とし

ますと、問題は通学距離及び通学の安全面に対して大丈夫かな

と懸念があります。特に七宝小学校ですか、あと篠田小学校の

場合、従来の指定校より遠距離になる。そのような地域が含ま

れるということですね。それから七宝北中へ通学する場合に現

在通学路が極端に言えば名古屋電機工業北側と美和製作所南

側においては通路しかない。そこを通らないとそこは非常に交

通事情がよくないということを考えれば、せめて真中あたりに

橋をかけて通路を確保するとか、そのような安全対策を捉えた

うえでの話であればわかりますが、現状無い中でいきなり全域

をやってしまっていいのかどうか？この辺り疑問があると思

いますので委員会の方のご意見をお聞きしたいと思います。 

教育長 前提の条件として当然通学路の整備というものは、今まで  

３月までの委員会の処での何れにせよ通学路の整備をしない

と前に進めないだろうと、ただ整備と言ってもかなりの金額が

掛る事からきちっと見通しが無いと予算は付けられないのが

現状でございます。委員の全域については、これは一つの委員
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会の皆さんの特に小学校の篠田と美和東の委員さんの強い要

望で、全校区を対象にしていただいたうえでのお話だというこ

とでありますので、事務局としては全校区を対象として希望し

た人については、遠くてもいいのか？良いですよ、を受けての

前提の基で案を提案させていただいたのが現状でございます。 

委員長 その他意見はありませんか？ 

それでは、３．「その他 スケジュール（案）について」、事

務局から説明をお願いします。 

学校教育課長 （３.その他 スケジュール（案）について、資料に基づき説

明） 

委員長 ただいまの事務局の説明に対しまして、何かご質問・ご意見

はありませんか。ご質問やご意見のある方は、挙手をお願いし

ます。 

教育長 今回、最後の３月のところで七宝小学校区も入れるというこ

とで、今回から七宝小校区で３名の委員がお入りをいただい

た。その辺りのところでそれぞれの３小学区の委員の皆様から

時間もありますので、ご意見をいただくなり、選択制について

は何が何でもではなく、これは不味いぞということであれば、

また違った形の方策を考えていくということも、事務局として

は考えております。したがって、今日の２１名委嘱させていた

だいた委員の皆様方の、まずは３回の討議の中で方向性を探っ

ていただくような形で、考えていただければと思っています。

また、宝・秋竹の委員さんについても忌憚のないご意見をいた

だければと思っています。 

委員長 時間もありますので、第一回ということで取敢えず、順に意

見や感想などをお願いします。 

委員 全部選択をお聞きしての感想意見ですが、もし字で分けると

分けられた隣の字の方が行きたいのに何故ここで線引かされ

たのかなと言う意見も出るのでは。そうなれば全校区を自由選

択もいいのかなと思う反面、たぶん七宝中の前を通学する子も

いるのかな。そうなると選択の一つで保護者の判断の中に安全

面を含まれた上での選択となるかなと思っておりました。そう

なるともっと先の事ですが、七宝北中学校の特色をどのように

保護者へ伝えるか？そのことも選択の一つとして大事な資料

になるのかなと、七宝中校区ですが七宝中よりも七宝北中での

教育を望みたい。その場合どのように提示していくのかな、そ

の辺も考えていかないといけないのではと思いました。 

委員 七宝小も対象になり驚きました。確かに安松の子、遠島の子

達、鳥居先の子は北から南、南から北へ行くし、安松の北の方
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は北から南へ交差していることが現実にありますので、それを

みたとき不思議な光景もありましたので、これも一つの方法か

なと思いました。選択制になると友達関係とかいろんな事が関

わってくるので難しいのかなと感じております。 

委員 七宝小学校が加わる事で通学の安全面と言った事が強調さ

れていることは確かにそうだなと感じています。前発言もです

が選択する要因。通学だけなのかなということで七宝北中の  

内容もアピールしていかないと今までの学校区を選択制に変

えたとしてもあまり変わらないのかなと個人的な考えですけ

れどもそういったところも考えていかないといけないのかな

と感じました。 

委員 学校選択制について特認校制・特定地域選択制の説明を再度

お願いします。 

教育長 特定の区域・特定地域選択制は、ここで言いますと篠田小学

校区・美和東小学校区・七宝小学校区の市内全部でなく、この

３校区のうちの希望する方を申出によって許可をするという

事になると思います。 

委員 それは申出をするという事は父兄が申出ということですか 

教育長 そういう事になります。意思表示をしていただく。 

委員 自分が選んだところへ許可が出れば行けると。 

教育長 そういう事です。先程の七宝小のご質問ですが、当然、七宝

北中学校の特性・特徴等をきちっと保護者の皆さんへＰＲし

て、美和中・七宝中とＰＲさせていただいて、是非行きたいと

いう様な形で選択していただく。それと学校紹介という形で、

北中の学校行事、授業公開などの機会を設けて、その様な事を

１年かけ、５年生時からご案内を申し上げて、６年生の最初の

頃に選択の意思を示していただく。もし、選択制を導入した場

合は遅くても学級編成の事もありますので、人数・クラス数に

よって教員の数が変わってまいります。その辺りを逆算しなが

ら４年生の頃から、もし選択制が導入とあればＰＲさせていた

だいて選んでいただく形になってくると思います。 

委員 学校の格差というのは出てこないですか？ 

学校教育課長 それは無いように、中学校どこも特色ある学校づくりを含め

て、ただ通学の距離など総合的に判断していていただいて選ん

でいただく形になると思います。 

委員長 委員宜しいですか？ 

委員 選択制の事なのですが、６ページにあるような「学校規模に

よるメリット・デメリット」がありますので、選択制について
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メリット・デメリットがどういった事が考えられるか。よろし

ければ、事務局の方で出していただければ、次回の会議で質疑

がしやすいと思いますのでお願したいです。 

委員長 事務局その辺を次回宜しくお願い致します。つづいて 

委員 秋竹小は学区も小さく人数も少ないですが、学校の規模の良

さもありますが、人数が少ないゆえのデメリットの部分もあり

ますので、子供たちにとって何が幸せに繋がるのかなというこ

とで人が増えることによって子供の生活にも広がって行くの

かなと、そのような面で選択制が子供たちの活動の広がりに  

繋げていけばなと思いますけれども、やはり先程の学校の要因

になる自分の学校ということを改めて考えていきたいなと思

いました。 

委員長 ありがとうございます。次の方 

委員 ２４年から今日までいろいろと行ってきました。２年遅れで

加わりました。七宝小が北中の選択制で驚きと思いますけれど

も、安松・遠島地区は長細く、私のところは境目で家から七宝

中が見えても北中へ通っています。そのような事も考えて先程

話された様に七宝北部保育園付近が七宝中へ行っている。普通

ですと北中へそのように矛盾している事から七宝小も北中の

仲間にどうかということであげている事なので、あまり深く考

えないようにと思います。 

委員長 ありがとうございます。次の方  

委員 秋竹小、北中と学んだ一人ですが年数が経ち、年々クラスが

減り、自分の三つ下の頃からすべて学年一クラスになっていた

のでは、人口が減って旧町のやり方というかやらなかったのも

一つかなと、親が学校選択であそこここと決めるよりも、   

例えば小学校２年３年生のところから例えば七宝小・篠田小  

の生徒同士の交流を図って、あなたどこ行く七宝中へ行く・行

かない、美和中に行く・行かないとやはり親がどうのこうのよ

りも、子供たちの選択を考えてあげた方が良いのではないかな

と。今の段階で学校選択制になるといじめの問題、その学校で

いじめられたから逃げるように違う学校に行くとかそういた

学校でいやのことが有ったから何処へ行く。また同じことを繰

り返すことも多々あると思うので、バラバラの幼稚園等から小

学校へ来ているので、小さいころからある程度３・４年たつと

幼稚園当時の友達で久しぶりだねとなると思うので、この事を

進めて行くとなれば小学校低学年時に交流（運動会・文化祭な

ど）を小学校同士でやって行く、交流から選択性が必然的にな
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ってくるのではないかなと、区割りでどうのこうのでは旧七宝

町方式で、あそこから七宝中。ここから北中と七宝中の方が時

間的に早いですが、その様な矛盾を解消するためにも低学年の

うちから他の学校と交流を図って、うまくいくようになってか

ら自由選択でもよいのではないかなという意見です。 

委員長 ありがとうございます。次の方お願いします。 

委員 昨年篠田小学校の適正化の精力的な活動がありました。適正

化委員が学習会を開催したり、アンケートを取ったり、機会を

捉えて保護者への説明などがありました。一方その中で忘れて

はいけない事は七宝北中を知らなくては話が出来ないという

ことで、七宝北中の学校行事にも出かけました。合唱を聞いて

歌声に心を打たれたようです。美和中には美和中の良さがあ

り、七宝北中にもその良さがあります。総合的に考えて自分が

どちらの中学校へ進学をするのかということを考えるのは保

護者も子供も双方自立を促すために、とっても良い事だと思っ

ています。選択区域の提案については、指定中学校は美和中学

校だけれども、選択中学校として七宝北中学校をあげる。しか

も選択区域に対しては篠田小学校全域を対象とする。これは   

提言書にも示されていますけれども、この形で進めていただく

のが一番いいと私も思っていますし、おそらく篠田小の多くの

保護者や地域の人も思っているのではないのかと感じていま

す。 

委員長 ありがとうございます。次の方お願いします。 

委員 提言書の紙３を読ませていただいて、いろんな角度から検討

されてこのような意見・考えをまとめられたと思いますが、◎

の上の方の「校区の見直しは行わない。」いろんな反対理由が

あったと思いますが、確かに学校選択制にいろんなメリットが

あると思いますが、先程ある委員が話されたようにやはり安全

な通学路を確保しないと親はなかなかその学校にしたいと思

っていてもはっきり言えない。そういう不安があるというの

は、現在、子供たちの事件や事故の多くは通学路で起こってい

るのですね。安全な通学路ですよとだから安心して通えるよ

と、そのようなこともきちっと説明できないといけないのでは 

そのような事を思います。ですから私は校区の見直しは悪くな

いと思うのですが、あまりにも一方的ではないかなと思って言

わない方が良いかもわかりませんが、校区の見直しの一番大き

な反対の意見は何ですか？一番反対理由は、それを聞きたいで

す。 
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主幹 小・中学校区の見直しということでこの会議が始まったので

すが、地元の方へ校区を分けるとなると例えば甚目寺を例にし

ますと大字甚目寺に学区が２つあって別れてしまいコミュニ

ティが潰れてしまう懸念があり、この点が一番多くご意見があ

りました。校区の見直しを行う事は無理だろうなということに

達しました。一番大きな理由は大字を割る事が地元の人たちの

ご意見・理解を得ることができないということです。 

委員長 ありがとうございます。次の方お願いします。 

委員 コミュニティはいろんな形でも潰れる。そういう見方もでき

るのですがその辺が多かった。アンケートにも出ていましたけ

れども。いま何をしてもいい意見を出しても４割は反対なので

すよ。わかりました。 

委員長 ありがとうございます。次の方お願いします。 

委員 この資料を前日にいただくということは遅すぎると思いま

す。パート等で忙しくて読み込みができませんでした。開催案

内も１週間前と期間が短く、せめて１か月前とか、資料を最低

でも２～３週間前にいただかないと、自分の意見を持ってこれ

ませんので、その辺の配慮をお願いしたいです。 

委員長 ありがとうございます。次の方お願いします。 

委員 何年間に渡り委員会を進めて来てくださって、昨年度末に何

処かで小学校区の区割りの案がありましたが、やはり全域での

考えが出て来て、それに基づいて今回の説明があったと思いま

す。別紙の５で美和東小校区は、美和中に近いところもあれば

北中に近いところもあって、全域が選択できる対象になること

はそれぞれの地域にとっていいのかなと思いますけれど、根本

的には子供たちにとってどうなのか保護者にとってどうなの

かいろんなそれぞれの家庭で選択の内容が違ってくるので、そ

の辺をどのように情報提供して、選択をこのまま進めば   

していただけるようにしていくかが、学校としてはこれから心

掛けていくのかなと思いました。熱い想いを今までも地域の

方、保護者の想いを聞いていますのでそれを踏まえてのこの検

討会がなるといいと思っております。 

委員長 ありがとうございます。次の方お願いします。 

委員 間接的にもこれで２回目の参加となり、毎回委員会を行って

地域の皆さんに説明や話し合いをしてきた中で、こう変わって

きて、最近多い意見としては、名前が七宝北中でないとダメ。

校名を変え新たなスタートをしてくれたらと言う意見もある

ので、その辺りも検討して欲しいのかなというのはあります。 
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教育長 実は、その辺の処も教育委員会会議の中でも、七宝・美和の

枠組みの中で、今まで見えて旧美和の人が七宝の名の付くとこ

ろへ行くのはすごく抵抗があるのではないかなと教育委員会

の委員のご意見もあって、やはり、校名変更とかを含めて考え

ていく事が前に進む一つの条件じゃないかなということはあ

りますので、是非この場でもそういった意見を出していただい

て、前進できるようにしていただきたいなと思っております。 

委員長 ありがとうございます。次の方お願いします。 

委員 初めて参加させていただきまして、いろんな意見がある事が

わかりました。また、それを考慮しながら子供たちのために、

何が改善なのかを一番に考えながら、保護者の皆様とともに良

い案が出ればいいなと思っております。 

委員長 ありがとうございます。次の方お願いします。 

委員 初めて参加させていただいて、娘が通っていて人数が少ない

です。良いところもあれば悪いところもあって、先生達の目が

とても行き届いて、多分全員の名前が分かって、人数が少ない

事から例えば向上心が無く競争しなく、部活でもすぐレギュラ

ーになれるところもあるので、こういう会議で前向きに、反対

意見もあると思いますが前向きに検討していただける方向で

いろいろ意見が出て進んで行くといいのかなと思います。 

委員長 ありがとうございます。次の方お願いします。 

委員 数日前に提言書をいただき読ませていただきました。先程篠

田小学校の校長先生が言われたとおり記載どおり行けば、素晴

らしいじゃないかと思いました。ただ、地域に関して、例えば

篠田小学校・美和東小の全部の方が通学にちょっと遠いとかが

ありますので、その辺りはどうかと思っております。あと選択

制にした時に、例えば美和中学と七宝北中学が変な意味の競争

が始まって、生徒の取合いになって無理なことになってしまう

事になっていかないか少々思っています。そのようにならない

ように各中学校の特色だけを前に出されてやって行けばいい

じゃないかと思っています。 

委員長 ありがとうございます。次の方お願いします。 

委員 ２５・２７・２８年の３年間にわたって参加していて多少先

導しているところもありますが、今回学校選択制を提案したも

のとして、責任を感じておりまして、実際問題、学校選択制に

ついてメリット・デメリットが現実的にあります。先程から初

めてもいいじゃないか現実的にデメリットともある事を前提

において、この中でいかに解決・解消していくかを考えていか
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なければと思っております。先程も通学路の意見でも課題と言

うか選択制の導入に関しての課題として一つ挙げたのですが、

それ以外にも一杯あります。一例を挙げますと選択の定義を設

けるのか設けないのか、これが非常に大きい課題となっており

ます。立ち位置でも問題になっております。枠を設けると不平

等が生じてしまい。全員入れれば学校規模とか教員の補充をど

うするかが出てきて、現実的には不可能であるとか両方とも不

可能でどっちつかずになってしまい最後にはどうしようか。あ

とは意見の戦いで、なんとなく折角できた制度をかえって問題

になってしまった事例等があります。これ以外にもたくさんの

デメリットがありますので、追々一つずつ皆さんとお話をし

て、その中で地域に少しでも適したものを採り入れて行けるよ

うな意見を出していきたいと思っておりますので宜しくお願

い致します。 

委員長 ありがとうございます。次の方、お願いします。 

委員 何年間かかわってきましたが十分まとめることが出来なく

て反省しております。今日話を聞かせていただきそもそも学校

適正化ということは、その前提は何かということを再三申して

きたのですが、Ａ学校とＢ学校にあまりにも子供の数、規模に

差がありすぎて、将来子どもにとって同じような規模の学校で

生活をさせた方が、いろんな関係で人間関係をはじめいろんな

点でメリットがあり、いいもんであると考えて事務局の方が提

案されたと思います。今回もそうだと思います。その適正規模

にするためにはいろんな方法があると、例えば小さな学校は廃

校に、あるいは吸収合併、それから学区の見直しとか考えられ

ました。いろいろ検討して委員会で３年間検討し、紆余曲折が

あり、その結果、今回のように学校選択制の方に持って行こう

と皆さん総意の基に来たわけです。以前どうこうあったかをい

まさら言うのではなくて、このまま前へ進んで、学校選択制に

ついて我々は議論すべきと思います。先程来の選択制につい

て、ほとんどの方が選択制についてどういうものであるかにつ

いて私もそうで十分理解せておりません。一昨年、委員が非常

に勉強されて、選択制についての細かい資料を出していただ

き、私は再度そういったものを先程教育長さんも約束されたの

ですが、そういうものを出して我々がもう一度持ち帰り勉強し

て、次の機会に選択制についてどういうメリット・デメリット

があるかについて十分考えて、それから通学路の問題もありま

した。学校名変更、制服などいろいろ問題があると思います。

数えれば一杯でてくると思います。そういう問題を皆さんがい
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ろいろ出して、それで前へ進んで行けば最終的にはみなさんの

合意が得られるのではないかなと確信しております。そのよう

な感じを持っています。是非前向きに進めていただければあり

がたいなと思います。 

委員長 ありがとうございました。その他皆さん宜しいですか？無け

れば、これで本日の議題はすべて終了しました。本日は、長時

間にわたり、いろいろなご意見をお聞かせいただき、ありがと

うございました。 

事務局から事務連絡等はありましたらお願いします。 

学校教育課長  ４点ほどあります。 

 一つ目は、今回、意見・質問記入票をご用意しました。本委

員会で発言しききれなかったご意見や、持ち帰られてＰＴＡ等

の皆様に情報を伝えられた折などに出た意見や質問等があり

ましたら、事務局までＦＡＸ等でお寄せいただければ幸いで

す。 

 二つ目は、次回の委員会についてです。先ほど、スケジュー

ルでご説明しましたとおり１月頃に予定したいと考えており

ます。１８日（木）・１９日（金）頃に開催できたらと思いま

すが、いかがでしょうか。（課長が調整…時間、場所を含め） 

 では、次回の委員会は、１月１８日（木）午後３時から開催

させていただきます。会場は後日連絡します。 

 なお、開催通知は、時期が近づきましたら、文書でご連絡し

ます。また、資料につきましても、事前にお送りしますので、

よろしくお願いします。 

 三つ目は、同意書と関係委員さんの報償金振込み先の用紙に

ついてです。同意書につきましては、本日お帰りの際に、担当

者へ提出してくだいますようお願いします。また、報償金振込

先につきましては、受付の際に該当される方にお渡ししました

「債権者登録・口座振替支払申請書」をご記入いただき教育委

員会まで提出してください。以上です。 

 四つ目は、本日ファイルをお配りいたしましたので、ご活用

ください。 

 以上です。 

委員長 ありがとうございました。 

以上をもちまして、第１回七宝北中学校地区委員会を閉会しま

す。 

 


