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平成３０年度第１回 七宝北中学校地区委員会 

 会議録（大要） 

 

開 催 日 時 平成３０年６月２０日（水）午後３時～ 

開 催 場 所 美和総合福祉センターすみれの里  ２階 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） 

宝小学校関係： 横井三千代（校長） 

  田口健次郎（ＰＴＡ代表） 

秋竹小学校関係：安井明人（校長）伊藤由仁（ＰＴＡ代表） 

大西純滋（運営協議会委員）  

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： 林 俊文（校長） 

七宝北中学校関係： 中野義彦（校長）粂野俊弘（評議員）  

一般公募関係：   小澤 勝・春木良美 

前委員長：     溝口 紘 

欠 席 委 員 亀山委員・水野委員・鈴木委員・北浦委員・宮地（砂）委員 

出 席 者 
松永教育長、三輪教育部長、前田教育次長、吉川学校教育課

長、内山主幹、杉藤課長補佐 

傍 聴 人 ６人 

議 事 日 程 

１．七宝北中学校学校選択制の導入について 

２．七宝北中学校への選択制入学に関する意見・要望等 

３．具体的な調整・課題事項について 
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委員 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 平成３０年度第１回七宝北中学校地区委員会 を

開会します。それでは、最初に、市教育委員会を代表しまして

教育長よりごあいさつをお願いします。 

教育長  一昨日は、大阪で地震が起こりまして、不幸にも小学生がブ

ロック塀の下敷きになり亡くなるという不幸な事案がありまし

た。市教育委員会としては、市内小中学校に、各校で特に小学

校は通学路の危険ヵ所をＰＴＡのみなさんや子どもたちにもご

協力いただいて、チェックしていただいております。あらため

て、危険ヵ所について、特にブロック塀については再度確認と

いうようなお願いをしました。教育委員会の職員についても学

校に出向いてできるだけ早く確認し、改善しなければならない

部分については、市長部局と連携をとって対応したいと考えて

います。平成３０年度第１回七宝北中学校地区委員会というこ

とでお集まりいただきました。平成２９年度は３月１５日の会

議にてまとめをしていただきまして、４月の教育委員会にて選

択制を導入するということについて委員の皆様方にご同意いた

だきました。今年度は、具体的な事案について、今までの課題

について皆さん方や関係のＰＴＡの方々から出していただきま

した。こういったものをきちんと解決し、選択制の導入に向け

て今年度は粛々と進めていきたいと思っています。忌憚のない

ご意見をいただいて前進できるよう、委員の皆様方にはお願い

いたしまして、挨拶とさせていただきます。 

委員 ありがとうございました。 

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。 

また、本委員会は、１時間半程度の時間を予定していますの

で、午後４時３０分までを目途として進めていきたいと思いま

す。また、この会館の使用時間は５時までとなっておりますの

でご了解ください。議事進行にご協力をお願いします。 

学校教育課主

幹 

４月の異動により、委員・事務局に若干の変更がありました

ので、ご報告させていただきます。秋竹小学校で安井校長先生

に、美和東小学校で林校長先生に、それぞれ代わられました。

事務局については、教育部長としまして三輪久夫、教育部次長

としまして前田健治、学校教育課長としまして吉川誠が４月に

異動しました。ご紹介させていただきます。 
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委員 それでは、「議題（１）七宝北中学校学校選択制の導入につい

て」に入ります。 

この件につきまして、事務局より説明をお願いします。 

学校教育課長 「議題（１）七宝北中学校学校選択制の導入について」 

資料１の朗読説明。 

今年度４月１７日に開催のあま市教育委員会会議にて、学校 

選択制導入についての議案を上程させていただきました。内容

につきましては、４本立てになっております。１点目としまし

て、七宝北中学校は学校選択制を導入することとする。この場

合において、従来の通学区域は残したままで特定の地域に居住

する者について学校選択を認める特定地域選択制の方式を採用

するものとする内容でございます。２点目としまして七宝北中

学校選択可能区域は、七宝小学校、篠田小学校及び美和東小学

校とする内容でございます。３点目としましては、七宝北中学

校の学校選択制導入時期は、平成３２年度を目標とする。４点

目としましては、平成３０年度以降は、学校選択制の導入に向

けて、啓発、ＰＲ及び具体的な調整を七宝北中学校地区委員会

で検討しながら進めていく。この４点につきましては、４月１

７日の教育委員会会議にて了承されました。このことに基づき

まして、今年度１回目を開催させていただいているところでご

ざいます。 

 続いて、資料２の説明。 

 Ｎ年度に選択制を導入する場合のスケジュール（骨子）です。 

このＮ年度というのは、今のところ一番早くて平成３２年度を

目標にしていますが、３２年度が決定したわけではございませ

ん。ですので、Ｎ年度と表現させていただきました。仮に、Ｎ

を３２と読み替えますと、Ｎ-１は３１年度となります。 

Ｎ-２年度というのは３０年度を指すことになります。この中

で、Ｎ-２年度、仮にＮを３２年度とすると、今年度１２月まで

に具体的な問題点等の調整を進めます。なお、この調整の中に

は七宝北中学校の具体的な様子の見学も想定しています。７月

以降について、随時周知と記載させていただいておりますが、

今回６月に１回目を開いていますが、７月にはその内容をホー

ムページに掲載する予定をしております。これが、一番最初の

市民の皆様への周知になるものと考えています。その後、色々

な内容をホームページや学校を通じて、各皆様の方に周知させ

ていただく、そういった段取りを考えています。３月につきま

しては、地区委員会には直接関係はありませんが、事務的な話

ですが、七宝北中学校の方へ他地区生徒の方がおみえになる場
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合は変更の手続きが必要となりますが、現在のところ、変更取

扱基準が改正前ですので、この改正を教育委員会の方で実施し

ます。Ｎ-１年度です。選択制導入の１年前となります。このＮ

-１年度というのはＮ-２年度の事務が完了したという前提でＮ

-１年度に進みます。もしかしますと、このＮ-２年度が２年間

にわたれば、当然１年先送りになるといった可能性もございま

す。ご承知おきいただきたいと思います。このＮ-１年度につき

ましては、４月～７月の段階で、進学希望者に対して照会・と

りまとめを実施したいと考えております。具体的には対象とな

る小学校が美和東小学校、篠田小学校、七宝小学校になります

ので、それぞれの学校から６年生の保護者の方に来年度４月か

ら七宝北中学校へ進学希望があるかないかといった照会文書を

配付させていただいて、取りまとめていただき、７月に報告い

ただく。８月につきましては、この報告に基づきまして、市教

育委員会から県教育委員会に対して生徒数の報告をします。そ

の内容によっては、翌年度の教員の配置・人数などに影響があ

る場合がありますので、そういった時期が８月となります。９

月ですが、七宝北中学校を希望される方につきましては、保護

者を通じて指定校変更届出書を市教育委員会へ提出していただ

く必要がありますので、そういった時期を想定しています。１

０月につきましては、市教育委員会に提出いただいた指定校変

更届出書を教育委員会会議に提出させていただいて、審査承認

という形で進めていきたいと考えています。１２月は、七宝北

中学校に翌４月に入学する方、美和東小学校、篠田小学校、七

宝小学校から入学される方も含めまして、入学説明会が予定さ

れます。１月になりますと、市教育委員会から入学される方の

保護者に対しまして、就学通知が郵送される運びとなります。

Ｎ年度の４月に七宝北中学校に通っていただくことになりま

す。なお、Ｎ-１年度の９月に※が付いています。この※は表の

下段に記載してございます。Ｎ-１年度の時に仮に希望される生

徒さんの数によって施設の改修、自転車小屋の改修なども含み

ますが、改修とか備品の購入が必要になる場合があります。こ

ういった場合につきましては、Ｎ-1 年度の９月か１２月補正で

予算を議会に上程したいと考えています。そして、議会で承認

をいただければ翌年の２月までには施設改修などの整備、ある

いは備品の調達を完了したいと考えています。といった形を七

宝北中学校の選択制導入に向けたスケジュールという形でＮ年

度を目標にといった表の説明とさせていただきます。 
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委員 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 ７月以降にホームページでご案内をしていただけるというこ

とであったが、各学校への説明会とかはありえますか。 

学校教育課長 各学校に説明会を設けるかどうかというご質問かと思いま

す。私共、教育委員会としましては、多数の方が七宝北中学校

へ行かれるということはあまり考えにくいこともありますが、

説明会を開催させていただきますと、風評みたいな形で、違う

方向に一人歩きしてしまうような懸念も想定しておりまして、

こういった七宝北中学校の方に進学を希望されたいということ

であれば、直接学校とか市の教育委員会の方へ個別にご相談し

ていただくという形をとらさせていただきたい。その方に集中

的に熱心にご説明させていただければ、と考えています。現在

のところ、選択制を導入するということは、既に決定事項でご

ざいますので、あえて、全体で説明会をするということは今の

ところは考えておりません。先程も申しましたとおり、そうい

ったことに賛同されて、あるいは興味のある、または、こうい

ったことがもっと知りたいという方があれば直接、学校あるい

は市教育委員会の方で個別に丁寧に説明していきたいと考えて

おります。 

委員 選択制度を導入するということを事前に言わないと分からな

いと思いますが、それはどのように説明されていく予定でしょ

うか。学校への説明会がないということは、各学校の私たちが

説明しないといけないということになるのでしょうか。ホーム

ページのことも皆さん分からないですし。 

学校教育課長 先程の説明、少し言葉が足らなく申し訳ございませんでした。

今日の検討委員会が終わりましたら、夏休みに入る前の段階で、

保護者の方に、チラシになるか分かりませんが、今こういう形

で進めておりますと、ただ、先ほど申しましたとおり、Ｎ年度

が３２年度ありきではございませんので、七宝北中学校の方に

興味があるとかないとか、来たいという方もみえますし、そう

いったことに関心がない方もみえますし、両極端になるかもし

れませんが、そういったことで、ホームページだとかＰＴＡの

方を通じて説明をしていただくとか、色々な方法があろうかと

思いますが、教育委員会としましては学校を通じて保護者の方

にチラシか何かの紙媒体で情報提供をさせていただきたいと思

っております。 



6 

委員 もう一つ、大切なことを確認させていただきたいと思います

が、昨年度検討委員会ということで会議が進められて、導入す

るという決定する云々の決議をとっていないと思われますが、

どの時点で、この選択制度が決定されたのでしょうか。 

学校教育課長 決定云々というのは、この地区委員会で決定されてないとい

うことでしょうか。 

委員 私はそのように認識しておりますし、一番最初に検討すると

いうことであったので、これを導入するという時に、挙手をす

るなり、その話合いをしていなかったので、私としては選択制

度についての話合いをするところだと思っておりますし、決定

したとは、昨年度の終わりでは思っていなかったので、先ほど

の話を聞いて考えがぶれたところがあるんですが、 

学校教育課長 平成３０年３月１５日に七宝地区委員会が開催されました。

この中で、事務局の方から七宝地区の選択制について、学校選

択制の種類の説明とか選択可能区域の説明ですね。これという

のは、今回先ほど２ページの中で、１番２番の項目としてあげ

させていただいたところですが、これに対しまして、原案どお

りよろしいでしょうか。という委員長の司会進行がありまして、

それに対しまして、異議なしという声をいただいております。

それでは、原案どおりとさせていただきます。という流れにな

っておりますので、ここの部分をみれば、委員会として原案ど

おり承認というか、決定したというふうに考えられます。 

委員 大切な事を決める時に、異議なしという１名の方が言われた

だけで決まるような会議なのか。私は基本的に皆さんと話し合

える。多数決なり、分り易い説明を受けて賛成反対だと思って

おりましたが、今回１名の方だけが異議なしということで、他

の方が賛成なのか反対なのか分からない状態だったんですね。

前回の会議では。 

学校教育課長 違いますよ。委員長が委員の異議なしと言われた後で、委員

長が、ありがとうございました。それでは原案どおりとさせて

いただきます。の後に、異議ありとかといったご発言はありま

せんので、そういった段階で原案どおりということになると思

います。 

委員 こういう決める時は、賛成とか反対とかということはなく、

何もなかったら、そのまま通るということでしょうか。 

学校教育課長 そういうことではなく、その時に異議ありとか反対だとかを

何かご意見とか、おっしゃっていただいて、さらに議論が進む

ということになろうかと思いますが、そのような流れになって

ないと思われますので、原案どおりとさせていただきますとい
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うことについて、特に反対の意見は委員の皆さんの中からは、

ご発言がなかったということになっております。 

委員 検討委員会で案とかだったので、それが基で決定していくと

は考えていなかったので、考えなくてはならないですね。 

学校教育課長 こういった委員会というのは、最初、事務局がご提案するの

は案という形になりますが、皆さんとこういうやり取りをさせ

ていただく中で賛成とか反対とかがあって、どちらかに決める

ことになろうかと思いますけれども。この流れでいきますと、

異議なしとういう流れに対してご発言・反論がなければ原案ど

おりになるであろう方向性だと思っております。 

委員 すいません。いまいち、分からないのですが。 

学校教育課長 どのあたりが分からないのか、お教えください。 

委員 案ということで出ているんですが、一番最初に検討委員会と

いうことであったので、検討を進めていって、すべてが終わっ

てから決定だと思っていたんですが、案でいいですね。案がき

ちんとこれが決定だよというふうに私が理解していなっかたの

で。 

委員 議事録が手元にないので、細かい前後関係を承知していませ

んが、確か、異議なしの前後あたりで意見させていただいた記

憶がありますが、その時にですね、選択制の方向に持っていく

ということは間違いない。ただ、色々な課題がありますね。そ

れを今年度さらに、詰めていこうということで、選択制を絶対

やろうという決定事項ではなかったように記憶をしています。

委員からもご質問がありましたが、あまりにも決定事項だとい

うような中身ではなかったと思われますが、議事録の内容をみ

せて頂ければと思いますけれども。 

学校教育課長 委員、最後のところですが、議事録の内容とは別にと言われ

たのでしょうか。 

委員 不確かではございますが、確かに、選択制を導入するんだと

いうふうにですね。その時の方向性はあったと思いますが、た

だですね。絶対的にできるのか。多くの課題がありますね。そ

の課題について今年度やるというふうだったと思います。それ

が決定していて何も課題がないんだという前提条件でやるとい

うものではないというように理解していました。 

学校教育課長 役所的な話し方になってしまいますが、役所というところは

何か物事をする場合に、まず、方向性だけが定まっていないと、

その後の肉付けの細部についての議論に入っていけない部分が

あります。そういった中で今回にあてはめますと、選択制導入

が大きな枠となってきます。そういったことが決まらないと、
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通学路や制服等の課題、個別の議論に入っていけない。仮に選

択制導入の方向性が決まっていないのに、細部のことを検討し

て、仮に選択制がやらなくなったら、今までの議論は何であっ

たのか。皆様が時間を割いてお集まりいただいたのに、そうな

ると時間が無駄になってしまいます。役所的な発想で片づけて

しまうわけではございませんが、まずは、選択制導入すること

を大きい枠として決めていただいた中で、いろんな細部にあた

っての課題を個別に調整していくというスタイルでしか、役所

としては物事を進める事ができないんです。ですから、そうい

った形で平成３０年度中に枠組みとして選択制、それから学校

として美和東小・篠田小・七宝小の３校ありますが、まずは大

枠を決めて頂いたということで、認識しております。それに対

して先ほど申しましたとおり、教育委員会会議で承認いただい

て、今回それに基づいて、３０年度、皆様にお集まりいただい

て、個別の課題とか、問題点をさらに検討していくという段階

を踏んでいく場だと考えています。 

委員 物事を前に進める場合は、やはり何か方向性を決めていかな

ければいけないと思います。教育委員会がおっしゃられたよう

に。だから、選択制ということを決めつつ、そして、また付随

した課題が出てくると思います。それはそれとして、検討しな

がら、とにかく一歩でも半歩でも前に進めていくと、それが選

択制で、ここに書かれているように採用するものとするという

ことでないんですか。と解釈します。色々な課題があるでしょ

うし、問題点が出てくると思いますが、それはそれとして解決

するために話し合っていけばいい。とにかく、採用に向けての

話だけではないでしょう。違いますか。 

委員 先回の会議の終わりのところで、こんなことを言われました

ね。土台は共通理解したという言葉が出されました。土台とい

うのは選択制で進みましょう。という風に解釈しました。です

から、異議を申し上げたつもりはありませんし、異議はありま

せん。ただ、委員が言われたように、先々、通学路の問題や制

服の問題など、いろんな問題が出てくる。それについては、新

年度から検討してまいりましょう。という風で進められたと理

解しています。だから現在、教育委員会から出された案につい

ては疑義を感じていませんので、進めていただければいいと思

います。 

委員 他に、皆さん、ご意見ありますでしょうか。 

各委員 発言なし。 

委員 今、始まる前に大事なとこですが、３月の会議についての皆
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さんの認識がどの程度か、他に何かご意見があれば。 

各委員 発言なし。 

委員 委員長さんの認識はいかがでしょうか。 

委員 事務局が提案されたことに対して、委員が異議なしというこ

とで、通常はこういった会議で、たとえ一人でも異議なしとい

う声がでれば、それに対して、私は違うんだ、ということであ

れば、その時に発言するのが普通なんです。一人であろうが二

人であろうが関係ないんです。それに対して皆さんが何も言わ

ないということは異議なしということで賛成したと。ですから、

そこで改めて賛成ですか。反対ですか。というのは聞かないで

す。 

委員 こういったことに向けての話合いをしているのは、重々承知

しています。それで OK ですよとは思っていましたが、絶対や

るよというようなことではないと、検討すると思っていたので、

この会議は。 

委員 この１・２・３、これを提案して、これに対して異議なしと、

皆さんは何もないということは、それに対して賛成というよう

に認識して、これ以後来年度は選択制と言っても色々な問題が

あると、それをこの会議の中で３０年度に皆さんと議論しまし

ょうと、最後に北中学校の校長先生が話されたように、北中学

校を皆さんに見てもらいたいという発言があって終わった、と

思っています。ですから、今回は、選択制をやっていくにあた

っての問題点を議論していくというふうに、皆さん認識してお

られると思っています。だから、今この時点で選択制がいいの

か悪いのかは言えないので、最終的には選択制でも出来ないと

いうようになるかもしれません、色々な課題が解決できなけれ

ば。基本的には、色々な課題等を洗い出して解決していこうと

いうことでいきたいと思いますが、皆さんどうでしょうか。よ

ろしいでしょうか。 

委員 いいです。 

委員  それでは、議題（２）七宝北中学校への選択制入学に関する

意見・要望等に入ります。事務局より説明をお願いします。 

学校教育課長 資料４ページをご覧ください。こちらにつきましては、七宝

北中学校への選択制入学に関する意見・要望・質問集計のご報

告ということで、地区委員の委員の方からお骨折りをいただき

まして、地元のＰＴＡとかですね。勉強会を開催されてという

ことで、そういったご苦労をおかけし、報告書をまとめていた

だきました。こちらにつきましては、平成３０年５月９日付で

教育委員会教育長の方に紙ベースで提出いただきましたので、
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さっそく受領させていただきまして、教育長まで決裁を回させ

ていただいたところでございます。中身をご覧いただきますと、

２回ほど適正規模の関係で学習会を開催しましたと、４月２４

日・２７日の２回、その中で出されたご意見等を集約させてい

ただいて別紙のとおり提出させていただきますということで、

まず、教育委員会の主催による現状報告会の開催を強く希望し

ますと、教育長様におかれましては保護者等が納得いく形でこ

の会議が行われることを願っております。という内容になって

おります。右の方、５ページにつきましては、報告の中に集計

されていたものです。適正化勉強会のアンケート意見のまとめ

ということで約２０項目にわたってこういった形で記載されて

います。例えば、１番最初のボッチですが、選択後の変更は可

能か。とかこういったことは相当保護者の方は気にされている

かと思いますし、こういったことも地区委員会の中で解決して

いく材料の１つだと考えております。こういった委員の方から

いただいた資料を、まずは基にさせていただいて、これを中心

に検討していきたいと思っております。これ以外にもいろんな

意見・検討課題が出てくるとは思われますが、そういったもの

については、後程、他の委員からもお考え等あると思いますの

でご検討いただければと思います。なお、意見ということで２

０項目ほど記載いただいておりますけども中には検討課題だと

か、４番目のボッチ等のような検討課題ではないようなもので

も記載されてますので、そういったものは整理させていただき

まして検討課題としては除外しております。こういった事情は

お察しください。こういった形で資料３として中身の濃い資料

を提出していただき、事務局としては感謝申し上げております。

以上でございます。 

委員 （２）について何かご質問・ご意見はございますか。 

各委員 発言なし。 

委員 なければ、議題の（３）具体的な調整事項に入ります。事務

局説明をお願いします 

学校教育課長 ６ページの資料４をご覧ください。今日の会議の主要な部分

です。こちらにつきまして、１番と２番と大きい括りになって

おります。２番につきましては、先ほど委員からいただいたご

意見などを集約させていただいたものを表にまとめてございま

す。まずは、１番のところです。学校選択制導入の基本的考え

方です。こちらにつきましては色々な問題点があろうかと思い

ますが、事務局の方で総括的に、まずこういったベースを基に

して調整を進めたいという案ですので、そういうところに着目
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しながら、○の中身を読み上げますのでご覧ください。 

【資料４の１七宝北中学校選択制導入の基本的考え方 朗読】 

こういった考え方を基本ベースにしたいと考えています。なお、

下から３行目の後段ですが、「保護者・児童の皆さんが七宝北中

学校の校風や魅力に賛同され」というところですが、例えば七

宝北中学校は小さい学校だから、そういったところに魅力を感

じ、あるいは賛同される方を対象とするという意味です。逆に

七宝北中学校は小さいので嫌だという方は、魅力を感じない、

賛同しないということになりますので、七宝北中学校へ進学す

るとか、行きなさいというような縛りをかけるものではありま

せん。また、七宝北中学校の教育目標や運営方針をそのまま継

続すると記載させていただきましたが、具体的には、８ページ

をご覧ください。こちらからは、毎年１２月頃に実施されます

七宝北中学校進学説明会の資料の抜粋です。９ページから１２

ページに、生徒服装規定や部活動・自転車通学・通学路等の本

校のきまりが記載されています。 

【現状通学路の説明】 

６ページにお戻りください。２番、具体的な調整・課題事項に

ついてです。こちらにつきましては、委員の方からいただいた

資料の中でそれを基本的には上から順番に番号をつけせていた

だきました。 

【①～⑬番までの課題等及びそれに対する 

事務局案の資料説明】 

以上、ご説明させていただきましたが、委員からいただいた資

料を中心にまとめさせていただきました。１つ１つ上から順番

に委員の皆様の意見をいただきながら地区委員会の意見として

本日まとめていただけるとありがたいと思います。以上です。 

委員 ただいまの事務局の説明に対しましてご質問・ご意見ありま

すでしょうか。 

委員 資料４の１番ですが下から３行目から最後までです。この文

面は学区変更の文面そのものではないかと思います。文章がお

かしいのではないか。ご確認願います。このまま読みますと美

和東小学校区・篠田小学校区・七宝小学校区の保護者・児童の

皆さんが、例えば賛同したという場合は手続きによって七宝北

中へ指定学校を変更する。そのまま読めば皆さんが賛同された

ら七宝北中へ全員行くんだというようにとれるのではないか。 

教育長 そのとおりです。 

委員 指定校変更されるのですか。 

教育長 希望によって変更はできるということです。 
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委員 全員が、皆さんが、ですね。 

教育長 希望したらです。 

委員 言葉のあやとしておかしいと思います。 

学校教育課長 では、皆さんの中でということでいかがでしょうか。 

委員 言いたいのは、保護者の方でとか児童でとかという言葉なら

とは思いますが、皆さんと入れてしまうと全員がということに

なってしまう。という考えです。誤解を与えるのではないかと

いうことです。 

学校教育課長 皆さんという言葉を入れると全員と誤解されるのではないか

ということですね。 

委員 その後でいうならば、賛同される方はだとかですね。方を入

れると個人的な話になりますので、私共がやっているのは、あ

くまで個人の話で全体ではないので。皆さんが、と入れると全

員の話になってしまう。あくまで個人の話と理解していますの

で、そのあたりご検討願います。 

学校教育課長 ありがとうございます。今、委員が言われましてように、１％

でも全員が行かなくてはならないように読み取れてはいけない

ので、皆さんという言葉は少なくても取り除きたいと思います

し、くどい位個人だとわかるような表現とします。手直しさせ

ていただきます。 

委員 あと、よろしいでしょうか。 

委員 説明した方が分かりやすいですね。 

委員 お願いします。 

委員 委員会の皆様のご意見を事務局の案をいただいてそれに基づ

いて考えていただきたいと思います。①についてですが、具体

的には保護者の方が発言されました。七宝北中学校を選択し入

学した後に、なじめなかった場合、その時の変更が可能かどう

か。どのような変更をしてもらえるのか。という具体的な質問

がありました。引っ越しだとかということではなくて、本当は

美和中学校だったのに、七宝北中学校に入りました。なじめな

かった時にはどのような形をとっていただけるのか。という具

体的な話がありましたので、この点について皆様のご意見をお

聞きしたいと思います。 

教育長 指定校変更・転校につきましては、生徒指導上の問題、不登

校であるとか、そういった児童生徒が学校生活に対して、なじ

めない、不適応を起こしたということについては、保護者・本

人の同意によって、教育委員会の方へ出していただければ、教

育委員会で協議をして、それがきちんとしたことであれば指定

校の変更はできる、というのが現在のスタンスでございます。
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よろしいでしょうか。 

委員 分かりますが。 

教育長 ですから、今のご質問に対しても、あり得ますと。一端、選

択はしたものの学校になじめない。努力をしてもなじめないと

いうことであれば、教育委員会に申し出ていただければ、教育

委員会で協議をします。こういった形で指定校変更をしていま

す。そういった対応を教育委員会ではさせていただいておりま

す。現在もやっております。 

委員 分かりました。 

委員 あと、よろしいでしょうか。 

委員 ②・⑦についてです。秋竹小・宝小はとても仲が良いという

ふうに伺っています。少人数で仲が良い。その中に子どもが入

るためには、小学校のうちから交流をしたりだとか、何かしな

ければいけないのかだとかがありました。本当に仲が良すぎて、

本当に受け入れたいと思っているのかどうか。他の学校から来

てほしいと思っているのかなということを言われる保護者の方

もいます。そのあたりをうまくやっていかないとと思っていま

すが、どのようにしていけばよいと思われますか。 

教育長 今までの経緯を言いますと、秋竹小と宝小の児童は自然に北

中学校へ行くと、今回選択制を導入するにあたって、美和東小

とか篠田小とか七宝小の児童の１部が選択をされて入学してく

る可能性が出てくる。ですから、これは、今後具体的に意見を

出していただきながら、やらなくてはいけないと考えています

が、そういった交流の場を小学校間で持っていただく。中学校

を拠点として、例えば七宝北中学校は、秋竹小・宝小と弁当の

日を活用しながら、小学生と中学生が交流するということをし

てみえます。こういうことをやれということではなくて、そう

いった小学校時代から慣れ親しめることができるようなこと

を、知恵を出しながら、みなさんからご意見いただきながら、

ぜひやっていきたい。小・小間、小・中間というような近隣の

連携・学校間の交流をしなければならないのではないかと思い

ます。今までは七宝・美和・甚目寺で５・６年生を対象にした

サッカー・バスケという競技会がありましたが、これから制度

的に無くなっていきます。何らかの形で隣同士の学校が交流で

きるような体制づくりを教育委員会として、学校と協力しなが

ら、知恵をいただきながら、やれないだろうかと校長先生方に

投げかけている最中です。ですので、入っていけないというこ

とがないような体制づくりを教育委員会としては考えていきた

いと思っています。 
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委員 ③については先ほどお聞きしましたので保護者の方に説明さ

せていただきます。④については、ほぼ３２年度の開始は無理

ということです。結局、選択希望を４月５月に出さなくてはな

らない。すでに６月なので、半年で大切な事を決めるというの

は絶対無理であるということで保護者の方からは言われており

ます。⑤については、保護者だけではなく、子どももいっしょ

に見に行きたいという声が多いです。⑨⑩⑫の抽選がある場合

ですが、前回まで抽選もありうるということだったと思います

が、今回抽選は考えていないとなっていますが、どのように意

見が変わったのか。教えてください。⑪ですが、七宝北中学校

の人数が少なくて存続させるのであれば地区を分けずに全体を

対象にしたほうが、皆さん納得するのではないか。という話も

ありました。⑬につきましては、先ほどの説明で決定するとい

うことですね。 

委員 ④から順番にお願いします。 

学校教育課長 ④につきましては、資料２のスケジュールでご説明しました

とおり、Ｎ-２年度が完了しなければ、七宝北中への進学希望者

の取りまとめができません。Ｎ-２年度が１年間で終わらない、

長引けば，Ｎ年度が先送りになっていきます。ですので、この

Ｎ-２年度の進捗状況によります。見学できる機会につきまして

は、委員からお話をいただけると助かります。 

中野副委員長 見学できる機会ということで、前回の最後のところで、子ど

もに見てもらうのが一番良いのかなとお話しをさせていただき

ましたが、各学校では、すでに年間計画は決まっておりますの

で、現在の段階で可能なところで、９月１３日・１４日に学校

祭があります、こちらにつきましては、２・３年前から美和東

小・篠田小のほうにも案内を差し上げたことがございます。是

非見学していただくのはいいのですが、平日ですので、子ども

の参加は難しいとは思っています。それから、教育長からもお

話しがありましたが、小中交流会を１０月２２日に予定してお

ります。秋竹小・宝小の児童が朝から来ていただいて、授業参

観とか英語の授業を受けたり、中学生とお弁当を食べたり、合

唱をしあったりと１日過ごします。こちらも平日ですので保護

者の方に来ていただくことは可能です。１１月１７日に学校公

開日がございます。こちらは土曜日ですので、唯一子どもさん

と来ていただける日かなと思います。授業参観だけですが、来

ていただけたらよくわかると思います。１２月１２日には入学

説明会がございます。資料の中にもありますが、こちらを基に

入学に際してのご説明をさせていただきます。平日ですので保
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護者の方だけでしたら見学できるかなと思います。事務局から

スケジュールが出ていましたが、４月～５月の段階で七宝北中

学校の進学希望者を取りまとめるとありましたが、現在ではこ

の段階で学校公開をしていませんが、学校公開を取り入れるよ

うな形で考えて、より七宝北中学校を知ってもらえるような計

画を立てようかなと思っています。委員が言われたように北中

に入学したはいいが、やっぱり辞めた、なじめないということ

にならないように事務局と相談しながらやっていきたいと考え

ています。 

学校教育課長 抽選がある場合についてです。事務局の考えが変わっている

のではということですが、昨年度は現在の教室に、どのくらい

の生徒さんが加わることができるかということで考えていまし

た。実際には七宝北中学校には、空き教室がありますので、１

クラス増やすことも可能です。そういったことまで拡大して考

えますと、１００人２００人の大勢の方が見えますと当然さら

に他の部屋を改修するとか、そういうことも出てくると思いま

すが、全員を何とか受け入れる可能性の方が高いと考えました

ので希望者全員を受け入れるという表現にさせていただきまし

た。 

学校教育課長 ⑬番について、もう一度お願いできますか。 

委員 自転車通学ですが、全員が自転車通学ではなく、今の七宝北

中学校のように徒歩の生徒と自転車通学の生徒というように距

離で変わるということですか。 

学校教育課長 これは、七宝北中学校のパンフレットに記載されているよう

に、距離により決まってきます。 

教育長 地図を見ていただくと、七宝北中学校自体が一番端にありま

す。特に美和東、篠田の校区のエリアが何百メートルいうよう

な範囲があります。したがって、選択の条件の中にですね、当

然、今は美和中は全員自転車通学してもよいという条件、七宝

北中は、距離で自転車通学が決まってくる。それが嫌なら選択

もないという状況になると思いますが。当然今の通学区域は現

在の七宝北中学校のエリアです。今後、選択制をしていく上で、

全体のところで 1.5 キロになるということで、もし、自転車通

学の生徒が多くなれば自転車小屋は作るという前提。したがっ

て、去年のスタンスとは変わっていません。３００人４００人

もみえるとかとなると抽選も考えなくてはとは思いますが、委

員は最大限の事を考えてやらないかんということですが、今の

状況からすると全部受け入れる。しかも受け入れるからには、

きちんと教室の増設ということも市長部局とも連携してやりま
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す。よろしいでしょうか。いいですか。 

委員 先が長い話ですが、新庁舎が建設されるとお聞きしています。

そこが都市計画が進んで、とても住宅地が建設された場合、結

構な人数が、子どもさんが生まれた場合、今だったらいいんで

すが、今でも年齢が離れたお子さんが多くて。そのような場合

でも全員受け入れるという形ですね。 

教育長 当然、校舎の増設もあり得ます。ただ、現在、都市計画もあ

りません。すぐには、５年１０年ではありません。２０年先の

事でありますので、動向は見据えて教育委員会は市長部局と連

携していきたいと考えています。委員が心配されることは重々

わかっています。子どもたちがすぐに交わえるような条件整備

だとかそういうことを、この会でこういったことをやったらど

うかというようなことを言っていただいて、実際に小学校の先

生方がおみえになりますので、やれることから始める。当然３

２年難しければ３３になる、３４になるかも分かりません。や

る方向は決まっておりますが、３２年度が決まっている分けで

はございません。今回の会議を行なって課題がございますね。

その課題検討がずれ込んで来れば、当然１年、Ｎ年度が３３に

なったりするようなことになったりします。したがって、決め

打ちではなくて、一つ一つの課題を出していただいて克服でき

るような行動をとっていくつもりです。 

委員 ありがとうございます。 

委員 先程の、基本的な考え方のところですが、下から３行目のあ

たりを訂正されたと思いますが、その中で、下から３行目２行

目ですが、七宝北中学校の校風や魅力に賛同され、中学校進学

時に云々と書いてありますが、中には七宝北中学校に距離的に

近い方が校風や魅力とは関係なしに近いから行きたいという方

も中にはみえると思います。そういうことがこの文面からは読

み取れないのではないか。もう少し、一言加えてもらえると、

そういう方にとっては非常にありがたいのではないかと思いま

すが。例えば、校風や魅力等に賛同され、だとかですね。いか

がでしょうか。 

学校教育課長 ありがとうございます。近いというのも魅力の一つと思って

作成しましたが、それでは、「等」を入れさせていただきます。 

委員 ありがとうございます。他にありますでしょうか。 

委員 前回、学校選択制を導入して、色々な問題課題が発生して廃

止したり見直ししたりするところがあると話させていただきま

した。その内容について今回検討していただきたいということ

を意見申し上げたんですが、その後もう少し勉強しまして確認
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したところ、小学校の学校選択制は、ほとんどのところ廃止し

ております。やはり地域コミュニティが大事であるという点と

通学路の安全確保ができないという点で見直しをされて廃止さ

れているところが非常に多い。今回中学校ですので関係ないの

ですが、通学路の安全確保が問題。それから中学校の場合です

ね。学校間格差が生じたためという理由で廃止になっていると

ころがある。学校間格差が生じる理由としては、人気・不人気

校があると。中学校にもなると個人の考え方が出てくる。例え

ば七宝北中学校に有名な方が入学するとなった時に、やはり皆

さん小さい方は同級生になりたいとか、ということでそちらに

片寄るそうです。ですから中学校の場合、先ほど教育長が言わ

れましたが、希望者全員受け入れると前提条件に入れてしまう

となると、大半の方が七宝北中学校に入った場合のことも考え

ておく必要があると思います。課題③とか⑨とかですね。③に

ついては地域の特性がありますが、美和地区から七宝北中学校

へ通学する場合、どういう想定が考えられるかを考えますと、

北側では名古屋電気工業の北側の道路・南側では美和製作所の

道路・消防署の周辺というところが最短距離となると思います。

実際問題、名古屋電気工業の周辺は車が非常に多い。特に通勤

時間・下校時間に特に多い。同じように、美和製作所あたりも

同じです。さらに、消防署もあります。迂回の話も出ましたが、

旧美和地区から、ぐるっと、迂回することになりますと、距離

的に 1.5 キロをはるかに超えることになります。ということで、

このあたり、通学の概要を少し考えていただいた方がよい。た

だ、単に近いということだけではどうかと思います。⑨につい

ては、全員受け入れということを前提条件にしてしまうのはど

うかと思います。中学校の場合は学校間格差が非常に生じやす

い。一気にそっちに流れてしまうということがある。そのあた

りをもう少し考えてもらえればと思います。 

委員 ありがとうございました。他によろしいでしょうか。 

各委員 発言なし。 

委員 今日、第１回ということで、時間が詰まってきてますが、簡

単に、皆様一言ずつお願いいたします。 

学校教育課長  委員長。その前に。６ページ７ページですが、皆さんに色々

ご意見をいただきまして、修正点などありましたが、前回みた

いにですね、皆さんの意思を確認した、しないというような事

になってもいけませんので、委員会としての意見という形でま

とめていただければ助かるのですが。 

委員 何番と何番ですか。 
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学校教育課長 資料４の１基本的な考え方と２具体的な調整・課題事項の

①・③・④・⑤・⑪・⑬についてです。今、委員の方から、一

部有名人が入って、希望者がたくさんになったらというご指摘

もありました。これも事務局としましては今後の検討課題に入

れておきたいと考えています。事務局案を基にして進めていっ

てよいかのご確認をお願いしたいと思います。 

委員 今、事務局から提案がありましたとおり、１．七宝北中学校

学校選択制導入の基本的な考え方について、基本的に賛同され

る方は挙手をお願いします。 

委員 基本的に、この会は挙手というのはやらない。やってはいけ

ない。 

委員 分かりました。それでは、この考え方について、よろしいで

しょうか。 

委員 はい。 

委員 特に反対意見はありませんか。先ほど修正点などが挙げられ

ましたので、それに基づいて事務局で手直しをお願いします。 

委員 これは、決定事項ではないですね。先ほど言われたことがす

べて決定されていくということですか。これから話し合うとい

うことですか。 

委員 この基本的な考え方に基づいて、これから話し合っていくと

いうことです。 

委員 斜線を引いていないとこについて、これから話し合っていく

ということでよろしいでしょうか。 

委員 この事務局の案に基づいて話し合っていくということです。 

委員 そういうことですね。 

委員 基本的にこの案に対しまして、とりわけ大きな疑義はないと

いうふうに理解してもらっていいですね。よろしいでしょうか。 

委員 はい。 

委員 それでは、２具体的な調整・課題事項についてです。一つず

つお願いします。 

委員 ① について、事務局案に沿って進めていくということでよろ 

しいでしょうか。 

学校教育課長 先ほども申しましたように、一回入ったけども、なじめない

方がもう一回戻るということも運用上はありえますので、現在

でもやっていますので、そういった制度もありますということ

をご承知おきくださればありがたいです。 

委員 申し訳ございませんが、篠田小学校の保護者の方からご意見

をいただいていて、このまま決定されるのではなくて、一回持

ち帰らさせていただきたいと思います。すべてを決定されるの
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ではなくて、やはり問題点があって、ここでこのまま可決だと

皆さんに。 

教育長 どこに問題点があるのでしょうか。 

委員 はっきり言いますと、私個人で決められないです。皆さんに

きちんと聞いているんです、篠田小学校の保護者の方に。私が

個人で決めてくるということは肩の荷が重いんです。皆さんが

きちんと納得できる形で会議を進めていただきたいというのが

あるんです。篠田小学校は５年も６年も悩んで真剣に考えてい

る方が多いので、簡単に言えないです。委員会の内容を、ＰＴ

Ａの方で確認する段階がありますので、その旨、配慮をお願い

します。 

教育長 了解しました。 

委員 お願いします。 

委員 今日の課題について、初めて事務局案が提案されたというこ

とで、もっと皆さんのご意見を聞きたいので、いつものように

ご意見をお聞かせください。 

委員 ４月のＰＴＡ総会のところで、学校選択制について説明をし

ました。平成３２年度目標とするという話をしました。それに

ついて保護者の方からの問い合わせはありません。ただ、役員

の方からは、七宝小がその後児童数が減るものですから、もち

ろん七宝中学校も減りますので、６年後に七宝中の生徒が減る

のに選択制をしていいのかという意見がありました。生徒数が

減るということを保護者の方が何人ぐらいの方が知っているの

かなという話が出ておりました。 

委員 七宝小の場合は、去年から話が始まったので、篠田小さん。

美和東小さんの保護者の方とは、今までの歴史が違うので、受

け止め方が、まだ浅いというか、軽いなと感じました。今日、

篠田小さんの方からいろんな質問が出てきて、それを委員は背

負って来ていらっしゃるので、それを持ち帰りたいという気持

ちもすごく分かります。保護者の代表で来ていただいているの

で、七宝小の方からそのような意見がでたら私も持ってきたい

と思いますが、今のところはないんですね。また、なんかあっ

たらお伝えしたいと思います。 

委員 宝小学校は七宝北中学校に進学しますので、児童数は減って

きています。その後も若干減っていくかなという状態です。や

はり、何を考えても、どこの学区の子どもたちもあま市の子ど

も達がよりよい形で中学校に進学し、中学校生活を送れること

が一番と考えますので、皆で話し合っていければと思います。 

委員 宝小学校は、七宝北中学校への進学ですので、生徒数が増え
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 るということは、本当にありがたいことだと思っています。来

週の２６日に宝小学校の運営協議会がありますので、そこでＰ

ＴＡ会長としてこの話を、少しさせていただきたいと思ってい

ます。 

委員 この会には初めて参加させていただきました。秋竹小も七宝

北中学校への進学です。児童数も少しずつ減ってきている状況

です。少人数の学校には良さもあります。大人数の中で揉まれ

ていって経験を積んでいくという良さもあると思います。また、

それぞれの考えもあると思いますので、色々な考えを聞かせて

いただいて自分なりの考えを持っていきたいと思います。 

委員 私もこの会議にずつと参加していますが、あまりにもあっち

いったり、こっちいったりした意見がありますから、考えがま

とまらないということであれば、ここは決まったよと、きちん

と整理していただいて、決めていただかんと最後までだらだら

とまとまらないのではないか。ある程度きちんと決めて、だら

だらと会議をやらないようにという考えです。 

委員 自分の子どもは北中にお世話になりますが、子どもが言うに

は部活動が少ないということで選択肢が少ないのは残念と言っ

てます。この件に関しては何年も前からやられているというこ

とで、自分がいるうちにまとまるかどうか分かりませんが、こ

の会をより良いものとして、一番いい形で着地できればよいと

思っています。 

委員 確認ですが、選択というのは、行きたくない人は行かなくて

いい。行きたい方は行くということで間違いないですね。各小

学校で遠足はありますね。遠足やなんかで、例えば北中に行き

たいと考えている子どもたちに、各小学校の中で、難しいかも

しれませんが、皆さんで合流して遠足ということも考えてはど

うかなと思います。 

委員 適正規模にしようということが大前提でありますので、それ

に基づいて皆さんお考えだと思いますが、あくまで中学校を適

正規模にしようということが狙い。なぜ、そうなるかというこ

とは今さら言うまでもありません。そういうことを大前提とし

た上で選択制という方向になったと思います。今まで検討され

たことについて是非、皆さん合意していると思いますので、前

向きに進んでいくべきだと思います。これから検討していく課

題の中で。通学路の問題が重要です。通学路については、きめ

細かく検討していかないと、後々問題になってくるのではない

かと思います。庁舎の関係もあると思いますが、大前提として

進めていってもらいたいと思います。 
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委員 選択制、そのものについては、会話の中で皆さんお分かりに

なっていると思いますが、地区によっては、いろんな条件が違

ってくると思います。一定ではない。通学路の問題。少しでも

安全な方策を取らなければならない。特に旧美和地区から行く

場合、危険性が伴うことが多く、少し考えていかなければなら

ない。ただ、やればいいんだということではない。やはりデメ

リットもある。選択制で七宝北中は増えるかもしれないが、逆

に減る方もある。そういうことも考えなければならない。少し

でもデメリットを減らす形になればというふうに考えます。 

委員 春のＰＴＡ総会にて話をさせていただきました。特別ご意見

ありませんでしたが、ＰＴＡ役員会の中では、美和東小学校区

が七宝北中学校に近いところがありますので、区割りをされる

のではないかという心配をされている方もありました。そうで

はなくて、自由選択という説明をしました。学校への問い合わ

せということもありましたが、違ったことを話してもいけない

ので、同じ資料で話した方が良いと思いますが、できれば教育

委員会一本で受けてもらえるとよいのではと思います。 

委員 会議の開催日をもう少し早くいただきたいです。仕事をして

おりますので、時間を空けるのが難しいですので。１か月前に

は教えてほしいです。資料も読み込む時間が欲しいので早くい

ただけると嬉しいです。会議のあり方が分かっていませんでし

たので、勉強会の中で、選択制は決まっていません。３２年度

に向けて話し合っています。ということを話をしましたが、大

きなことを間違ってますので、できれば市の方から保護者の皆

さんに説明をしていただければありがたいです。 

委員 事務局にお尋ねですが、今年度においては何回ぐらい会議を

予定されてますか。 

学校教育課長 できましたら、年内に２回目を開催したいと考えています、

その時には、通学路の案をある程度図面に落としたような形の

資料を皆さんにお示ししたいと考えています、また、できれば

七宝北中学校を会場にお願いできればと考えています。そこで

ある程度先がみえれば、年明け２月３月頃に３回目ということ

になろうかと思いますが、２回やった中で、まだ検討が必要だ

ということであれば、もう一年さらに延長になる可能性があり

ますので、延長という形になってくるかもしれません。２回目

の進捗状況によって３回目以降どうなるかがみえるのではない

かと考えています。 

委員 学習会についてですが、地区委員会の委員として本校のＰＴ

Ａ代表が委員になっています。委員は保護者と地区委員会をつ
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なぐパイプ役という認識で参加されています。学習会をして、

学習会の中ででた意見を今日の資料として出させていただきま

した。その中には一部不適切な表現があったりしましたが、実

はその学習会というのは、自由な雰囲気の中で自分の思ってい

ることを発言してもいいという雰囲気であったため、そのよう

な表現もありましたし、中には、いかがなものかというような

意見もいくつかありました。そういった方に対して言葉を選び

ながら、地区委員会の委員という自分の立場も考えながら、そ

ういった保護者に対応されていました。いずれにしても、原貴

子個人としてではなく、ＰＴＡ代表だという立場を強く意識し

て参加されてらっしゃることを付け加えさせていただきます。

次に、通学路の問題は親にとっては大事な問題と感じました。

進め方も関係してきますが、保護者の中には通学路がこのよう

に安全に確保されています。こういう状態であったら子どもた

ちを安全に送り出せるという条件を示せれば理解をするという

保護者もいると思います。でも、今の進め方だと、まず、選択

制を進められて、通学路の整備がその後になってしまう。これ

は、進め方の問題と思いますが、保護者にとっては通学路の安

全確保が大事、とても高い関心を持っていると感じています。

最後になりますが、本校のＰＴＡから出した話題に対して、事

務局が誠実に答えてくれているなと思いました。また、先ほど

七宝北中学校から学校公開日の可能な日を教えていただきまし

たが、これも、進学したい学校を見たいという希望が保護者の

中には強くありまして、そういったことに対して、答えてくだ

さった事に対して感謝申し上げます。 

委員 ありがとうございました。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。 

委員 それでは、「３番のその他」ですが、事務局からありませんか。      

学校教育課長  本日はありがとうございました。委員会の中でご意見があり

ました、選択制についてきちんと市から保護者の方に伝えてほ

しい。できたら説明会をして欲しいという話がありました。教

育委員会としましては、説明会は考えていませんが、可能であ

れば夏休みに入る直前あたりに対象の３校の保護者の方に、今

の学校公開日の４日間を含めて、こういった形で選択制の議論

を進めています。区割りをするものではありませんというよう

な、保護者に誤解がないようなお手紙をお配りできるような手

配を考えています。２回目の委員会はできましたら七宝北中学

校の会場をお借りしたいと考えています。今回日程をお示しす
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るのは難しいですが、１０月か１１月頃になってしまう可能性

が強いです。早めに開催日程等のご案内を差し上げるよう考え

ています。通学路に関しましては、保護者の方の関心が一番高

いと思いますので、２回目の委員会では、想定通学路を地図に

落とせるような状態でお示しできればと考えています。お願い

したいのは、選択制にして美和地区の西・七宝地区の南の方か

ら新たに通う方がみえるということで、予算を別につけるとい

うことは多分想定されません。現状の中で一番いい形は何かと

いう議論で持ってければと思いますし、来年度以降、コミュニ

ティスクールという形で学校運営協議会が本格化してきます。

中学校の方にもそういった組織が発足します。いわゆるマンパ

ワーといいますか、できるだけ、地元の皆さんに学校の運営、

色々な事業に参画していただいて協力をいただきながら小学

生・中学生の健全な成長を見守るということに活躍してもらう

主旨がございます。そういったこともうまく活用しながら通学

路の安全という面もセットにして進めていければいいなと思っ

ています。２回目の委員会の中ではそういった学校運営協議会

の話も少し織り交ぜながら説明させていただければと思ってお

ります。 

委員 ありがとうございました。以上を持ちまして平成３０年度第１

回七宝北中学校地区委員会を閉会します。 

 

 

 


