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平成３０年度第３回 七宝北中学校地区委員会 

 会議録（大要） 

 

開 催 日 時 平成３１年２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）水野文男（運営協議会委員） 

   田口健次郎（ＰＴＡ代表） 

秋竹小学校関係：安井明人（校長）大西純滋（運営協議会委員） 

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：林 俊文（校長）鈴木良法（評議員） 

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 伊藤委員・北浦委員・亀山委員 

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、 

後藤主幹、内山主幹、杉藤課長補佐 

傍 聴 人 ４人 

議 事 日 程 （１）七宝北中学校地区委員会の意見書等について 
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委員長 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 平成３０年度第３回七宝北中学校地区委員会を開催します。    

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  皆さん、こんにちは。月日が立つのも早いもので２月もあと一週

間です。中学校においては３月５日に卒業式です。小学校も卒業式

間近です。今日はお忙しい中、第３回七宝北中学校地区委員会にお

集まりいただきましてありがとうございます。今日はですね、今ま

で議論いただいたまとめという形で地区委員会としての意見書を委

員の皆様方の総意という形でおまとめいただき、来週２月２７日の

教育委員会の会議へ提出させていただいて、今後の方針を決定して

いくという運びとなります。忌憚のないご意見をいただきながら前

へ進みますようによろしくお願いいたします。会の冒頭にあたって

のあいさつとします。 

委員長 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。

議事進行にご協力をお願いします。 

委員長 それでは、「議題（１）七宝北中学校地区委員会の意見書等につい

て」に入ります。まず、１月に実施したアンケート結果の報告を事

務局よりお願いします。 

学校教育課長  アンケート結果報告。 

アンケート結果について報告させていただきます。このアンケート

は「七宝北中学校の適正規模化に向けた学区外通学」を導入するに

あたり、平成３１年１月時点における進学先についての考えを把握

する事を目的に実施しました。アンケート対象者は美和東小学校・

篠田小学校・七宝小学校の児童及びその保護者です。アンケート配

布及び回収方法は各校を通じて配布・回収しました。配布につきま

しては平成３１年１月７日、回収につきましては平成３１年１月１

１日です。回収率は、３校で９９４枚のアンケート用紙を配付させ

ていただきまして、９１６枚の回収させていただきました。回収率

は９２．２％でした。１ページをご覧ください。アンケート項目の

２番をご覧ください。現在、七宝北中学校への進学を考えている方

は、美和東小学校３６人、篠田小学校１８人、七宝小学校３人、合

計しまして５７人が七宝北中学校への進学を希望しているという結

果が出ております。２ページ目をご覧ください。これは学校別・学

年別の七宝北中学校を希望している方の結果です。美和東小学校は、
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１年生が１１人、２年生が３人、３年生が１０人、４年生が７人、

５年生が５人という結果でした。篠田小学校は、１年生が３人、２

年生が５人、３年生が１人、４年生が６人、５年生が３人という結

果でした。七宝小学校は、１年生が０人、２年生が１人、３年生が

１人、４年生が０人、５年生が１人という結果でした。３校の学年

毎の合計は、１年生が１４人、２年生が９人、３年生が１２人、４

年生が１３人、５年生が９人、合計で５７人という結果でした。こ

れ以降につきましては、自由意見ということで記載していただいた

ものをそのまま転記させていただきました。参考ということでご覧

ください。この中で例えば美和東小学校の１番２番３番に墨がつけ

てありますが、これは七宝北中学校を希望されている方の自由意見

です。逆に、４番５番には墨が付けていない記述は七宝北中学校を

希望されていない方の記述です。アンケートにつきましては回答率

９２．２％の高い結果で、５７名の児童、保護者が七宝北中学校へ

の進学を検討しているという結果です。報告させていただきます。 

委員長 ありがとうございました。それでは、引続き、意見書のとりまとめ

に入ります。説明をお願いします。 

学校教育課長  それでは、意見書のとりまとめに入りますけども、これに先立ち

まして、本日の資料をポスティングさせていただきました。昨日、

委員の方から書面で資料の提出がありました。こちらにつきまして、

本日皆様に配布させていただいております。平成３１年２月１９日

付で七宝北中地区委員会委員長殿、代表者各位という形で、委員の

名前で書かれたものでございます。こちらにつきまして、本題に入

る前に委員からご説明をお願いしたいのですが、委員長よろしいで

しょうか。 

委員長  はい。どうぞ。お願いします。 

委員 委員提出報告資料説明。 

平成３０年度第３回会議にて教育長様、七宝北中地区委員会委員

長様にご協力いただき、平成２９年度３０年度あま市小中学校適正

規模等に向けた検討委員会にて議論されました七宝北中学校の選択

制度及び通学制度に関して以下の内容を会議での議案に挙げて進行

して頂きたくお願い申し上げます。①対象としている各小学校に対

し、あま市教育委員会主催による地域・保護者説明会の開催をお願

いしたいです。②本件に関する会議を各小中学校ＰＴＡ・地域役員

を交え、来年度以降も議論していくことをお願いしたいです。上記

二項は、今後周知徹底をしていく上で必須条件と考えます。また、

美和東小学校、篠田小学校、及び七宝小学校の５年生以下の児童及

びその保護者のアンケート結果から３２年度・３３年度導入は現状

の把握がなされておらず、教育課からの説明不足の点からしても時

期尚早と考えられます。私たちの税金で開かれているこのような会
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議があま市の発展に貢献できる場となると信じ、来年度以降も地区

委員会の皆様とともに慎重にご検討いただけることを願い強く要望

します。こちらの資料と通学路資料を提出させていただきました。 

この資料について口頭で補足させていただきます。前回の常任委

員会で導入することが決定したことを報告させていただきました。

そちらでアンケートを実施した結果、皆さんは、説明会がないまま

での導入は納得できないようです。特に篠田小は関心が強くこのよ

うな結果になったと思われます。今後、この会議が継続していき、

よりよいものになるようにという希望も込めてこちらを提出させて

いただきました。                  

委員長  はい、これに対しまして事務局お願いします。 

学校教育課長  ありがとうございました。資料の要望的な事につきましては、意

見書を取りまとめる中で資料の文言を入れながら、みなさんの意見

を交えながら集約していきたいと思います。通学路につきましては

七宝北中学校の通学路の危険個所だけでなく、あま市全体にこうい

った箇所があると認識しております。教育委員会としましては、実

際に事業を行う部署ではありませんので、市長部局等に意見書とい

うかたちで要望を出しながら進めていきたいと思います。 

委員長  ありがとうございました。それでは意見書の説明をお願いします。 

学校教育課長 意見書につきましては、事前に配布しましたＡ３の見開きのもの

です。事前に委員長より、ご了解を得て委員会の原案としてひな型

Ａ案ひな型Ｂ案を作成していただいた中で、ひな型Ａ案ひな型Ｂ案

どちらを選択するかを皆様のご議論をお願いします。ひな型Ａ案ひ

な型Ｂ案それぞれ朗読させていただきます。真ん中に四角がありま

すが、こちらはひな型Ａ案ひな型Ｂ案共通です。ひな型Ａ案にて一

括して説明させていただきます。七宝北中学校地区委員会の意見書

ひな型Ａ案です。「七宝北中学校地区委員会は、七宝北中学校の適正

規模化に向けて具現化するため、平成２９年１０月に設置されまし

た。そして６回の委員会で、「七宝北中学校の適正規模化に向けた通

学制度」を導入することについて検討してまいりました。その結果

を下記のとおり取りまとめましたので、提出いたします。」この中で

「七宝北中学校の適正規模化に向けた通学制度」と表現されており

ます。この部分は前回まで「学区外通学」という表現をしておりま

したが「学区外」という普段聞き慣れない表現より「七宝北中学校

の適正規模化に向けた通学制度」という表現の方が地域の皆様に分

かりやすいのではという判断のもと、今回から「適正規模化に向け

た通学制度」とさせていただきました。御了解をいただき進めさせ

ていただきます。記と書いてある下の四角の中です。１番から３番

まで書いてあります。このうち、１番２番につきましては、ひな型

Ａ案ひな型Ｂ案同じでありますので、ひな型Ａ案にてご説明させて
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いただきます。 

１ 七宝北中学校の適正規模化に向けた通学制度を導入することと

する。この場合においては、七宝北中学校の従来の通学区域（宝

小学校区、秋竹小学校区）は残したままで、特定の地域に居住す

るものについて、中学校に進学する時点で「七宝北中学校の適正

規模化に向けた通学制度」を採用するものとする。 

２ 「七宝北中学校の適正規模化に向けた通学制度」の対象区域は、

美和東小学校区、篠田小学校区及び七宝小学校区とする。 

続きまして、ひな型Ａ案の３です。 

３ 「七宝北中学校の適正規模化に向けた通学制度」の導入時期は、

平成３２（２０２０）年度とする。 

ここまでの３点が決定事項です。これ以降の記載は決定事項の付則

という形式になっています。 

 まず、上記１及び２につきましては、平成２９年度の検討の中で

委員会として方向性の確認をいたしました。 

 次に、上記３の導入時期につきましては、平成３２（２０２０）

年度が妥当かどうか議論を行いました。 

この制度により七宝北中学校へ進学する生徒へは、通学距離、通

学路の安全性、部活動、友人関係などプラス面やマイナス面の影響

が発生することは事実ですが、導入時期を延期しても、個々のマイ

ナス面への影響をすべて解消できるものではないと考えます。 

また、美和東小学校、篠田小学校及び七宝小学校の５年生以下の

児童及びその保護者へのアンケートを行いましたところ、七宝北中

学校への進学を考えている方は、５年生が９人、４年生が１３人、

３年生が１２人、２年生が９人、１年生が１４人で、合計５７人の

希望がありました。 

これらのことを踏まえ、「七宝北中学校の適正規模化に向けた通学

制度」の導入は平成３２（２０２０）年度が妥当と判断します。 

なお、今後は美和東小学校、篠田小学校及び七宝小学校のＰＴＡ

総会等で、対象となる保護者・児童へこの制度を十分に周知してい

ただきますようお願いします。 

という形で、地区委員会の意見として教育委員会へ出していただ

くという言い回しになっております。続きまして、ひな型Ｂ案です。 

四角の中の３番から朗読させていただきます。 

 ３ 「七宝北中学校の適正規模化に向けた通学制度」の導入時期

は、平成３３（２０２１）年度とする。 

その下です。 

 まず、上記１及び２につきましては、平成２９年度の検討の中で

委員会として方向性の確認をいたしました。 

 次に、上記３の導入時期につきましては、平成３２（２０２０）
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年度が妥当かどうか議論を行いました。 

今年の１月には、美和東小学校、篠田小学校及び七宝小学校の５

年生以下の児童及びその保護者へのアンケートを行いました。 

アンケートを実施するにあたりましては、教育委員会事務局から

は対象児童及び保護者全員にアンケートを行うことにより、この制

度の内容を効率的に情報発信できるという説明がありました。 

しかし、アンケートのみの情報発信では、周知という点において

不十分であると考えます。 

そのため、美和東小学校、篠田小学校及び七宝小学校のＰＴＡ総

会等で、対象となる保護者・児童へこの制度を十分に周知する必要

があると考えます。 

よって、周知に時間を要するのであれば、平成３２（２０２０）

年度での導入は早急であり疑問が残りますので、平成３３（２０２

１）年度が妥当と判断します。 

という内容です。ひな型Ａ案が平成３２年度、ひな型Ｂ案が平成３

３年度に導入という原案になっております。この２点につきまして

委員の皆様に議論いただきたいと思います。よろしくお願いします。 

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 質問です。ひな型Ａ案について、最後一文の「ＰＴＡ総会等」の

「等」というのはいろいろの場を利用してということでいいと思う

のですが、一番下の行の「周知」というのは地域の保護者への説明

会に準ずるような説明会を設けると考えてよろしいでしょうか。 

学校教育課長 二回目の委員会の時に教育委員会事務局としまして、アンケート 

の実施、その後、どのようになったか等をチラシのナンバー３とい

うような形をとりまして、新学期にもチラシ等を配布することを考

えていますというような答弁をさせていただいております。また、

説明会開催の要望もありましたので、４月にもＰＴＡ総会などある

かと思います。「等」というのはみなさんがお集まりの場、「周知」

というのは説明会に加えてチラシのような紙ベースのものを皆様に

配布ということで考えております。よろしくお願いいたします。 

委員 よくわかりました。ありがとうございました。 

委員 先ほど、美和東小学校、篠田小学校及び七宝小学校のＰＴＡ総会

などで対象となる保護者・児童への説明を十分に周知するようお願

いします。というようにあるのですが、教育課から説明してくださ

るのですか？ 

学校教育課長 はい、教育委員会からご説明する予定です。 

委員 説明していただけるのであれば、「教育課から説明します」と一文

を追加するとわかりやすいと思います。 

学校教育課長 教育課のほうから説明していきたいと考えております。 
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学校教育課長 委員長、ただ今、ひな型Ａ案の方で議論していますが、まずはひ

な型Ａ案かひな型Ｂ案のどちらで進めていくのかを決めていただい

てから、文面についてのご意見をいただいた方がいいのかと思いま

す。いかがでしょうか。 

委員長 では、いつものように、順にお願いします。 

委員 ひな型Ａ案で進めていただけたらと思います。ＰＴＡ総会で説明

していただけるということですので。５年生にも９人、七宝北中に

行きたいと考えている児童がいるので、その希望を叶えてあげたい

と思います。説明はＰＴＡ総会等で、しっかりやっていけばいいと

考えます。 

委員 説明を教育課からして下さるという一文をいれて頂けたのはよか

ったです。時期についてはまだ判断できませんが、校長の意見に賛

同したいと思います。 

委員 説明会をしていただけるということで、保護者の理解が進めばＡ

でいけると思います。時期としてはどうなのかとも思いますが、子

供たちの希望を叶えるなら来年度でもいいのかな。保護者が納得し

た形で進んでいくのがいいと思います。 

委員 アンケートの意見があったのですが、説明会がないとか、考えが

間違っていたりする方も、かなりいらっしゃるようで。そこを周知

徹底して行動を起こしていただきたいと思います。 

委員 宝小のＰＴＡとしては早ければ早い方がいいと考えます。ひな型

Ａ案のほうがいいのではないかと思います。一年を通じて説明して

いただければいいのではないか。 

委員 資料を拝見したうえで、保護者の思いがあるようですが。ただ、

アンケート結果もふまえ考慮していくのがいいのではないか。ひな

型Ａ案でいいと思います。 

委員 税金で開かれているこのような会議というお考えなので、早く進

めていきたいのでひな型Ａ案です。北中が今の庁舎になるのではな

い。誰かがいったのか？候補地がいろいろあったが誤解があるよう

です。説明をする側もきちっと説明していただきたいです。 

委員 Ａです。自由に選択できるので「行きたければ行けばいいし、行

きたくなければいかなければいい」強制ではないのでこんなに時間

をかけて議論することではないと思います。北中は部活が少ないと

かいろいろな意見がありますが、道路を舗装するにしてもこれから

整備したところで時間もかかるし、議論自体に時間をかけるのはど

うか。このような議論に時間をかけるのであれば参加したくないＰ

ＴＡ役員が増えてくるので、話の長引きはよくないです。 

委員 B です。本校の保護者と北中地区委員と話をしていると心配な声

や不安の声を聞くこともあります。機会を捉えて、本校の代表であ

る委員が発信をしていただいております。委員の活動のおかげもあ
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り現状に対する理解も深まりましたし、今後の見通しを持つことも

できました。その中でいくつかの課題も見つかりましたし、それに

対しての取り組みも進みました。その一つが七宝北中学校への理解

です。七宝北中学校校長先生の理解が深くて学校を開いてくれたの

で学校祭をみせてもらったり、説明会にも参加させてもらったりし

ました。保護者と話をしていて一番の心配事は通学路だということ

も分かりました。安全に通学させたいという強い親の願いを感じる

こともできました。本日、委員が提出した通学路に関する写真付き

の文書が母親としての願いの表れです。 

保護者や学校は地域の信頼を失ったらやっていけません。学校が

その信頼を失わないために正しい情報をしっかり発信し、周知し、

その上で解決できるものは解決し、保護者の思いや願いを受けとめ

て進めていくのが肝心だと思います。従って、その期間のため B を

望みます。 

委員 よく読むと両案にはそんなに大差ないと思います。どちらでもい

いと思いますが、気になるのは、ひな型Ａ案の中で通学路の安全性

でマイナス面があってはいけない。ひな型Ａ案の中の文言で「通学

距離、通学との安全性、部活動、友人関係などプラス面やマイナス

面」。友人関係や部活動の面ではすべて改善できないこともあるだろ

うが、通学路において、安全面に関しては最大限努力し、来年度一

年間で完全に確保するというようなところまで踏み込んでいただけ

るのであればＡでいいと思います。 

委員 篠田小としてはＢです。基本的に保護者の代表なので、個人的な

意見ではなくて常任で多数決をとって発言をさせていただいており

ます。常任では来年開始では早いということです。この内容でいき

たいというアンケートを書いているのですが、実際に話を聞いてみ

るとちょっと内容が違うというところも聞いております。親子で意

見の相違があるので、そこの話合いをこれからしていかないといけ

ないのですが、子が行きたいとこに通えばいいのですが、学校の特

色を見て親が納得して行かせたいということで、もう少し説明がい

るという判断です。地域の皆様にもきちんと説明をしていただきた

いです。もし説明して地元が納得しなかったらどう対策していくの

か、教育長にお聞きしたいです。 

教育長 委員会の意見という形で、委員会で決まれば教育委員会会議で決

定していきたいと考えています。 

委員 その説明会を小学校で開いて地域の方にどのような形で納得して

もらうつもりでしょうか。 

委員長 この場というのは、委員の皆さんの意見書をこれから教育委員会

に提出して、委員の今言うようなことをやってくださいという要望

をＡとＢという形で提出したいと思っています。その後に、教育長
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はじめ教育委員会がどのような形でやられるか。これはあくまで要

望という形ですので、最終的には教育委員会で決まります。ですか

ら、今、ここで教育長にやり方を聞くことも大事ですが、そのあた

りを勘違いしないようにお願いします。 

委員 七宝北中学校への進学を考えている方がいるという現実、七宝北

中学校へ行けということではなくて、選択権が保護者にはあるとい

うことなので、来年度からでいけると思います。ひな型Ａ案で。説

明会ですが、夏には選択しないといけないと聞いております。ＰＴ

Ａ総会では時間が限られていて十分な説明はできないと思いますの

で、本気で考えてみえる方が集まるような説明会を開いていただき、

実際に選択できるようにしていただきたいという要望と、通学路の

安全性を入学するまでに必ず整備していただきたいということで

す。ひな型Ａ案だと思います。 

委員 アンケート結果をみているとＡでいいのかなと思います。あとは

説明会等でアンケートの説明をしていただければと思います。 

委員 校長先生、今は部活の朝練はやっていますか？将来的にはどうで

すか。 

委員 七宝北中学校では１月～４月までは早朝練習は行っておりませ

ん。将来的には削減されていく方向になると思います。 

委員 今お聞きしたのは、安全面でのことで、ＰＴＡの方で朝練がない

朝に交通指導を行っていましたが、朝練があると毎日立つのは無理

というのがあります。ひな型Ａ案でいいと思います。先ほどの意見

でありましたが、自由選択制なので、来たければ来ればいいし、来

たくなければ来なければいいと思っているので、早ければ早い方が

いいと思います。今まで長いこと話し合ってきているはずですし、

意見がまとまってきている中で、これから何を話し合うのか、全員

の賛成を得るのは無理だと思いますので早い方がいいと思います。 

委員 Ａがいいと思います。以前から話していますが、委員、委員と同

じです。選択制ですから、強制ではないわけです。 

「適正規模化に向けた通学制度」と変更になりましたが、選択制

というのは、これから先に会議でこの名前がでるかどうかとか、「学

区外通学」というのがでないのか。認識として学区外通学とは、や

むを得ない理由があって通学するときに適用される言い方ではない

のかと思いました。今回の話にあたって「学区外通学」とでてきて

腑に落ちない思いをしています。今後でてこないといいと思います。 

「適正化に向けた通学制度」もいいと思いますが「選択制」とい

う方がみなさんに分かりやすいので一番いいと思います。 

学校教育課長 当初は「選択制」「学区外通学」という表現は法律用語でもありま

すし、間違ってはいませんが、「選択」ということばが違うイメージ

でひとり歩きするという心配がありましたので、今回は「学区外通
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学」ということばを消しました。実際、今回の制度で通学すること

になりますと、書類の手続きをするうえで学区外通学ということば

がでてきますので、申請手続きの中では使いますが、会議では使わ

ないという形にしたいと思います。ですから区別するためにも「適

正規模化に向けた通学制度」という言葉を使い区別していきたいと

思います。ただ、今回の制度で通学するにあたっても、やむを得な

い理由で学区外通学とするときと同じ手続きをしますが、言葉とし

ては使いません。選択制・学区外通学という言葉は使わないように

したいと思います。 

委員 学区を決めるときに、たとえば、七宝北中学校からみたときに半

径何キロとかそういうものがあると思いますが。 

委員 仮に３キロとするとした場合、美和のかなりの範囲が含まれます。

そうなると「学区外」という言葉はおかしい。ですからこの言葉を

使ってほしくないです。前回からすごく出ていますが気になります。

よろしくお願いします。 

委員 アンケートをとった段階で希望者、希望予定者が出ているので先

延ばしにするのは、アンケートで訴えた方に失礼になることを考え

ればひな型Ａ案にせざるを得ないのかと思います。説明不足という

問題もありますが、まだ一年間ありますし、４年生以下は来年も再

来年もあるので慎重化を図っていけばそれなりのものになるので

は。全員に理解はなかなか難しいと思います。アンケートにあった

ように「友人が行くから行く」というと本来の主旨とちょっと違う

と思います。選択というのは本来、本人の意思があって選択すると

いうのが大事だと思います。まだまだ浸透不足かと思います。ぜひ

続けて浸透化を図っていただきたいと思います。意見書の中身につ

いては、別途やるということで、よろしいですか？ 

委員長 はい、今日やります。 

委員 もうみなさんが言われた通りですから、私から申し上げることは

ないと思います。ひな型Ａ案です。一つ気になったんですが、今日、

篠田小学校ＰＴＡ代表が出された文書を読んで「みなさんの税金を

使ってこのような会議を……」みなさんこのような会議を何年かや

っている、あま市の発展に貢献できるようにという気持ちで頑張っ

てやっているので、非常に不愉快です。撤回していただきたい。 

委員長 貴重なご意見ありがとうございました。 

それでは、ひな型Ａ案とＢ案、文章の中身について、ご意見があ

りましたらお願いいたします。 

学校教育課長 それに入る前に、最終的にひな型Ａ案で進めていいか、委員の皆

様に確認していただきたいです。 

委員長 こちらで意見書を提出するということでよろしいでしょうか。 

全委員 異議なし。（賛成多数） 
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委員長 それでは文面についてのご意見がありましたらお願いします。 

委員 文面の中ほど、１の「適正規模化に向けた通学制度」とは非常に

雑ぱくな表現、不確実ではないか。学区見直しも通学制度ですし、

選択制も通学制度。どれをとっても通学制度と言える。なにか違う

言葉に替えた方がいいのではないか。とくに「通学制度」というと

ころに引っかかっている。どういうふうにも捉えることができる、

意見書の言葉としては不確実な要素を残しすぎではないか。例えば

「指定校変更制度」とか。確実な言葉を入れないと。どういうふう

にでもとれる言葉を意見書に使うのはよくないのではないか。 

委員長 事務局いいですか。 

委員 先ほどの意見、確かにそうだと思いますが、「この場合においては

……」とその後に続く文章を読めば「通学制度」という言葉を使っ

ていても理解できると思いますが。 

委員長 他、皆さんよろしいでしょうか？他に意見はありませんか。 

委員 お願いです。文面下から３行目「今後は美和東小学校、篠田小学

校及び七宝小学校のＰＴＡ総会等で、・・・」とありますが、できれ

ば本校へも説明に来ていただけたらと思います。 

委員 集計結果をみて、どこの小学校も部活を気にしている方が多いの

ではないかと思います。七宝北中学校の部活動はスポーツだけです

か？文化部はありますか？ 

委員 文化部は開設しておりません。病気等があって、本人から申し出

があった場合は、文化部というくくりで特別にその部活で行ってお

ります。養護教諭が担当しておりますが、今のところは開設してお

りません。 

委員 運動部が増える要素もないですか。野球部がなくなったと聞きま

したが。野球を教える顧問の先生がいない。 

委員 そうではありません。潰れたわけではなくて、休部です。実は夏

の大会が終わったところで３人しか残りませんでした。その３人の

生徒がこのまま継続して練習だけやりますかと言ってはじめたので

すが、やはり、途中で変わりたいうことで、今は部員０人というこ

とです。来年度４月の１年生に募集をかけまして、そこで１０名、

１１名になればまた復帰して、３人にも野球部に戻るのか選択権を

与えて、そこで判断していこうということです。決して潰れたわけ

ではありません。休部です。 

委員 このアンケート結果には、現在野球をやっていて野球部のないと

ころには行きたくないとか、柔道がないとか、文化部、吹奏楽がな

いとか。もう少し大々的に開示した方がいいのではないか。 

現在開設している部活、その部員数など。 
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委員 はい、今年、前年度は入学説明会があって説明させていただいて

いますが、希望者がいないと難しいなというのはあります。 

委員長 文言を直すというよりも、再度、はっきりと、ひな型Ａ案とＢ案、

採決を採りたいと思います。先ほど曖昧でしたので。Ａでいいです

か？それではＡで進めていきます。 

委員 もう、皆さん、Ａ案ということで意見をおっしゃっていますし。

大丈夫だと思いますが。 

委員長 それでは、Ａ案で、内容を直すということについて、これでいい

ですか？あと他にありませんか？ 

委員 議論した中で、項目２、３ですべてを網羅されているとは考えて

おりません。今まで協議してきた内容の中で問題となったことを申

し上げるならば、例えば、指定校変更する場合の理由を問わないと

か、希望すれば全員通学できるとか、そのような内容のことはこの

中に一切出てこない。このまま文章を残すのであればこの通学制度

がどのようなものなのか を付記してもらわないと、中身が不確実

ではないか。そうでないと、選ぶときに分からないと思います。制

度の内容とか要旨を入れてもらうような形を取ってもらえるとあり

がたいと思います。 

委員長 事務局いいですか？ 

学校教育課長 教育委員会が出すのは、この四角の部分ですが。 

委員 通学制度の中身について、われわれの意見として出しておいて欲

しいわけです。みなさんが協議したというのを残しておいてほしい

ということです。 

学校教育課長 ２年間かけて協議した内容がこれだけだとあまりにも大雑把とい

うことですね。 

教育長 今回の意見書というかたちで、先ほど委員が言われたことについ

ては当然、内規みたいなね、指定校変更のなかでも七宝北中学校に

ついては特別な部分がありますから、論議があった部分については

加える、そしてその内容を３校のみなさんにはお伝えをするという

形でいきます。この中に不足している部分があります。この通学制

度を使って七宝北中学校へ行こうという方々に理解をしていただか

ないと。選択のための情報提供とかは教育委員会としてやらないと

いけません。例えば七宝北中学校を開放するなどの情報提供は定期

的にやっていくことが今後の教育委員会の事務局としての仕事だと

思っております。宜しくお願いいたします。 

学校教育課長 補足になるかと思いますが、説明に出向いたり、チラシの配布を

したりみなさんに周知していただく中で、地区委員会の役割はすご

く大きいです。地区委員会の中で基礎の部分を相当検討していただ

いたものを集大成したということを市民の皆さんに伝えたいと思い

ますし、文面の中でも説明の中でも伝えるべきだと思います。必ず
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しも、これだけしかやってないというようなニュアンスではありま

せんので、ただ意見書として最終的にいただくときには簡潔で明瞭

な内容のほうがいいと思います。いろいろ議論していますが、３つ

の柱で進めていくということで、教育委員会で会議にかけて承認か

どうかということになります。運用上の細かい内容については、事

務が複雑化したり、その時々によって考えが違ってきたりすること

を防止するために、内規という形で細かい決まり事をまとめておき

たいと思います。 

委員長 皆さん、よろしいです。 

委員 先ほど言われたことに関しまして、今まで要望書を出しまして、

篠田小学校が、とてもよく活動をしてきたからこその発言だったの

で、お許しいただきたいです。また内容自体もＰＴＡ常任の気持ち

なので書かせていただきました。 

委員長 その他、何かありますか。 

委員 ひな型以外でよろしいでしょうか。ＰＴＡ総会で説明があるとい

うことですが、その総会の前に何分とか、今後そのあたりを詰めて

いただけるといいかと思います。 

学校教育課長 総会の前に、３月の終わりか４月の初旬くらいにチラシの No３を

全保護者に配布できるように手配したいと考えております。その中

には、本日決定した内容を盛り込んで、教育委員会で決定したこと

を書かせていただきます。具体的に３２年度から開始、４月以降ど

うするのか保護者に決めていただく期間が一学期、夏休み前という

ことも示しながら進めていきたいと思います。チラシとか説明会と

かはできるだけ、こまめに出していきたいと思っております。４月

に出して、それっきりということではいけませんし、初めての制度

ですから保護者の方が具体的にわからないということで、質問等が

あります。できるだけ教育委員会に足を運んでいただければと思い

ます。個別に時間をとりながらゆっくりとお話し、説明させていた

だこうと考えております。住民説明会のような説明会もひとつとは

思いますが、やはり関心ある方が直接担当者と話をするというのは

すごく効果があると思います。教育相談とは違いますが、一生にか

かわる大切なことですので、気軽に来ていただければと思います。 

われわれも初めてのことですので、できるだけ様々なことに注目し

ながら進めていきたいと思っております。 

委員 意見書は教育委員会の中で審議されていくと思いますが、中をみ

ることはできますか。 

学校教育課長 会議録はＨＰで、すべてアップさせていただきますし、教育委員

会会議自体も公開ですので、もしお時間があるようであればお出か

けいただければ、議事の進行をご覧いただけます。よろしくお願い

します。 
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教育長 教育委員会会議で決まりましたら、教育委員会のＷＥＢページに、

これから始まりますときちっとあげていきます。詳細につきまして

は、内規のような、条件を含めて、できるかぎり載せていきたいと

思います。あと、市役所まで来ていただくのは大変かと思います。

学校が一番身近だと思いますので、選択制については学校経由でこ

んなことが聞きたいということを教育委員会へ個々に聞いていけれ

ば、きちっとお答えさせていただきます。関係校にはご足労かけま

すが、そのようにやり取りしながら理解を深めていきたいと思いま

す。 

委員長 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いた

しました。長時間にわたりいろいろなご意見いただき、ありがとう

ございました。 

委員長 それでは、その他事務局ありますか。 

学校教育課長 本日はありがとうございました。それでは、ひな型Ａ案の方で地

区委員会の委員長のお名前で教育委員会へ提出ということになりま

す。よろしくお願いします。なお、来週２月２７日ですけれども、

午後２時から、すみれの里の２階集会室でございますので、もし傍

聴希望の場合はご足労お願いします。 

委員長 それでは、教育長よりあいさつをお願いします。 

教育長 ２年間にわたりみなさんに慎重審議いろんなご意見いただきまし

た。今後の方向性についてもご助言いただきました。今日の会でも

通学路の件だとか、そういった件につきましては、すべてを網羅す

ることは難しいとは思いますが、子供たちの安全安心を考えなくて

はならないと思いますし、中学校の通学路は小学校と違って基本的

な通学路を示すもので、きちっと決まっているものではありません

が、危険個所については個々に対応していくという形になると思い

ますが、よろしくお願いします。この制度は３２年度導入というこ

とですが、ただ、開始したというだけではなく、きちっと検証して

いくことは必要と考えていますので、今後は、このような大勢の委

員会ではなく、検証委員会というような形で進めていきたいと考え

ています。委員の人選などは今後ということになると思います。今

後とも、あま市内の事でありますのでよろしくお願い申し上げます。

ありがとうございました。 

委員長  ありがとうございます。それでは、以上をもちまして、平成３０

年度第３回七宝北中学校地区委員会を閉会させていただきます。 

 


